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酎会議を開く一などを骨子とした最終蜜轡を採択して︑約四週闇にわたる会議の懸を閉じた︒政府は

日︑①NPTの核拡敵防止︑核箪縮推造︑箪和利重囲逸という璽要な役謝を再確糊する②核物照等の

で大きな螺題としてクローズ︒ア

とであろう︒これは今再検酎会議

との勧告が︑蜜醤に明配されたこ

が参加した︒約四週間にわたる会

未批准国七︑未羅各夫批准国七︶

には七十一か国︵批准圃五十六︑

累穿けられたもので︑今回の会議

は︑わが国などが強く霊彊した結

後五年目に關催される再極酎会議

自認の補強を目的に︑同条約発効

保有羅の安全保瞳に関して臼本の

代の潮流

先霊鍍が明確に打ち嵐されて

の批准国は九十三か日となった②

締約国は急速にふえており︑現在

ついて①再横雪鑑識を契機に条約

NPTの実施状況の新円や運用 外務雀は︑今回の萬峻酎会議に

示唆している︒

る国際環境が厳しくなる司鮨性を

込まれたように︑NPT締約国優近い将来は別として︑今後臼本が

距和刹鯖薗でも︑簸終窟醤に藤り

このほか︑注目されるものとし

締約国纒先を打ち目したことは︑

ればならないことを勧告する﹂と

であるかどうかに撫点をおかなけ

しては︑供給国は受籏国が締約国

条件の融資︑技術援助の提供に際

国間核燃料サイクルセンターを設

物着理工煽など︑地域的まだは多

になりつつある③非核

とくに簸終二士で﹁核物蟹︑原

たすことがまず第一だが︑今後は

どについて①躍発の便命は九曜力

午後配暫会兇︑今後の運欝問題な

るかは原子力政策の纂本螺題だ︒

ているが︑これらをいかに推進す

雛物処理など櫻雑な問題が重重し

たい⑧軽水炉開発では安金性︑廃

センサスを得た上で搬進ずるのが

政府︑電力が協調し各界とのコン

による供紬磯任に補完割引翻を果

広域遮懲の観点からこれに一隅協

塾ましいし︑その中で圏発の菓た

これに対し︑国側は抗告の理由

向からもわが国は心急にNPTを などをあげている︒

府︑外蓋雀は︑国際的な流れの方

として①民盤法三一二条に定める

闇には法御閲係はなく︑翫訟によ

例が宮儘となっているようだ︒

直々木委欝欝︑慰留に全力

稲葉委員が正
式に辞表提出

かねてから辞態を甕明していた

っても発生しない②したがって提 稲葉秀三原子力婁姻︵非常勤︶

綴は咋隼六月の田廊蓑二原子力委

技術庁懸盤︶に提出した︒稲翼委

を佐汝木器武原子力婁熈長︵科学
立鉦される争点が明らかにされて

員辞任聞題の際︑同氏と進退をと

は︑五月三十一巳付で正式な辞表

おらず︑提出の必要性が欠けてい

もにする恵向であったほか︑同郷

出命令の資料は同条にいう文欝に

る︒必要があれば提出する方針だ

は骸当しない③文藝提出によって

④文明中には商業機密もあり︑こ

ルギー禰給とその政策のあり方﹂

三月に発表した﹁これからのエネ

と題した私案によって自分の使命

れは懇法で建める財藤権として保

は終ったとして︑すでに辞表を提

謹されなければならず︑また国は
守秘喪務があるーーなどとして︑

なか受理されないことから今回︑

しかし︑先に嵐した辞表がなか

行なっていなかった︒

窮実上︑委員としての活働は一切

降は原子力委員会にも薄絹せず︑

出するとともに︑今年三月中旬以

松山地均の資科提出命令には応じ

出する︒また発璽所用淡水は海水

内から離水し︑北側の沖含側に放

淡水化装羅から欝られる淡水でま
かなう︒昭和五†五﹁㎞笹ハ月に商業

は約七菖九十五全円︒KW当たり 正武に臼付けを入れた評表を再提

運転を開始する予定で︑総工瑠螢

二発電所二号炉とともに電源開発

葎三月の論調審で東京霞力禰踊第

岡氏の説欝に全力を尽すかまえで

るが︑隅氏の辞悪は固く︑今後も

総倉研究所祈喪︶御園生串輔︒

二

高精度検定f呆証

電発の新総裁
に両角良彦氏
新副総覧には野瀬氏
電源開発会社は五月二士﹇百の

づくりを進めていきたい②躍気随

調︑十爾力体制にふさわしい体制

危機後の総舎エネルギー敵策で各

す役國があれば検酎したい④石縮

同社株主総会で大堀弘︑山騎久一
両正酬総識の辞任を承認していた

あって資金難に陥っているが︑当

るが︑わが国もその時期にきてい

国ともビジョンづくりを慧いでい

業はこのところコストアップなど

面の共通繰題は立地の円滑化だ︒

が︑これを受けて政府は後任の新

露発としては大堀賄総裁が樹温ガ

総裁に両勇良彦鴛通商塵藁瑠務次

騨務取締役の起用をそれぞれ決

蜜︑新副総裁に野瀬正醗関西餓力

昭和十六薙棄大法

るーーなどと語った︒

に当る︒疫野県出身︑56歳︒

国側が抗告に踏み切った蕾鑑に

られないと主張している︒

．

ー総合推進婁翻委澱侵となり現在

十八庫辞職︑同年経団連エネルギ

経て㈱十六舞務尊属に就任︒四

局長︑大臣営房畏︑企業局長など

学部政治学科蘂︒通塵雀の鉱山

両角氏略歴

ス炉の避を開いたので用地敗得を

批准する必要があり︑同条約を批

法律関係は︑国と設無闇の四国鰍

は︑三菱大塚研究所の臨界爽験義

検酎を行なうことをうだってお

准することによって︑原子力の平

いないと認められるから︑文欝の

立証上衛力な資料を持ち合わせて

璽な鉦拠であって︑原告らに他に

〜へ︑

蕪

急ぐなどこの翫画の推進で努力し

定︑二眠付で発令した︒

両角︑野瀬両新正副総裁は岡臼

鑑

お︑第二回再検討会議が八○葺に

縄簾鍵

問題もその利益はすべての締約罪

開催されることになった︒

り︑今後の大きな国際的諜題とな

和利用︑核軍縮の推進に努力する

躍撤圭をめぐる︑藁察藺載での覇

ることが︑今会議を通じて予麗さ

必要性が一躍強捻ったとしてい

提出を求める必要性はナ分ある一

一方︑非核保籾国の安全保瞳閣

る︒このため︑今国会でのNPT

む方針だ︒

れている︒

下については︑日本の主張が三点

批准承麗に︑全力をあげて取り組
に認められたと評緬できよう︒な

高松高裁に抗告鰐
る③本望訟では国の酔可処分の審

資料提出命令で国が反論
四国電力・揮方原子力発獄所一

弩機︵PWR・五十六万六千査
K黍続きが適正か否かが主要な争

四国騒力︵山口憧属目蝿︶は三

四国鷺力

置許可を申請

伊方二号炉設

解糊する上で必要であるほか︑蟹

W︶の設躍欝可取消し行政温順で 点となっており本件文欝が金点を

松山地方餓判所︵村上悦雄鍮判
擬︶は五月二十六日︑原告︑反対
住残置の主張を麗めて︑被告︑国
側に対し﹁同原発の安全審査に関
する髄料を提出せよ﹂との資料握

として五月

出命令を決定したが︑置旧︑園側
不渦

二十︸日︑窩松月箸裁判所に同決

はこの決定を

力の闇には存在するが︑住民との
の画では日末の訴えがほぼ金面的

まで蜜欝に量り込侍れており︑こ

て︑IAEAを中心に今後さらにこれらの堅塁をふまえて︑政

核兵器国に提供されるべきだとし

による︒また︑核爆発の平和利用

問題からみて有用であるとの理由

ップされだ欝欝描躍及び盗難防止

供給にあたっては加軍国かどうかに一点をおく⑧非核国の安全旧離を強化する④八○年に第二回再検

陶顛検酎会議で平和利閑面における条約加盟国纒先が隠代の潮流として打ち出されたことなどから︑

瓢では︑保際描腋︑核ジャックに
空張が大縄に蜜雷に敗り入れられ

ては︑使硝済燃料再処理工場︑プ

わが国も皐悪に拙准ずる必要があるとして︑今国金での批准承認に全力をあげる蕎えだ︒

対する防謹描躍︵フィジカル・プ

たのは大きな成果iと野価してい

子力湯器︑偶成簿の供給︑有利な

ルトニウム燃料工煽︑放射性二三

未拙准を続けた場舎︑日本に対す

ロテクション︶︑核爆発の平和利
る︒

蒔

用︑核駈纏︑非核保有國の安全保

て軍議︑検酎された︒

．轟

串請によると伊方二号炉は︑蝉料

五郎婁員長代理が慰留に努めてい

出したもの︒欝欝木委員鍵︑井上

に濃縮ウラン︑減速材と冷却材に

伊万二号炉の設翻については今

約十四万円を払込んでいる︒

軽水を疑いる筋圧水型原子炉で︑

可串謂を科学技術庁に提出した︒

†日︑伊方発電所二薫炉設置の跡

ことにより︑國と原告︑地元住民

として①国が傍方原発を認可した

出力は五＋六万六千KW︒愛媛県後︑原子炉等規制法に基づき内閣

原子力釜員に任ず︵縦射線隈学

▽総理府辞令︵五月二†三臼︶

松山地裁は資料提出命令の理由

定取消しを求めて抗告した︒

との闇に法律関係が発生した②原

総理大臣の踏場を受けて原子力委

る︒

◇

告が提出を求めた轡類はすべて岡

西磁和郡伊方町の発躍所敷地の一

員会が安金欝葦を行なうことにな

ある︒

原発の安全審査の過秘で作成され

器冷却水は原子炉本体の西方の湾

辱炉の爾側に隣製して設醸︑復水

計画に縄み入れられており︑今

二条︵文轡提出挫務︶の文欝に当

ガンマ標準線源
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五月五日からジュネ⁝ブで開かれていた核拡散防止条約︵NPT︶再検酎会識は鍛終日の三十 躍する可能性の研究を行うべきだ
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またここにも未来のいぶきが…〔活躍する東芝の技術

o

ウラン濃縮パイロノトプラントの一部運転に成功したことを明らかにし
ていたが、さきころバリで欧州原子力会識が開かれた際、同プラントの
内答が初めて明らかにされた。プラントは同国が独自開発したもので、
既存のウラン濃縮法とは全く異なる方法。発表によると、同国は引続き
5000㌧SWU／無の笑規模工鵬建設も計画申で、1986策には全能蔓生藤
に入る予定という。写翼竃南ア展観プラントのカスケード部分の一部
、
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原

すところ三十日︒この間に政

無畏された国会の金串も余

﹁核拡散防

コンセンサスづくりや野党との国会審識

が保証されたにもかかわらず︑与党内の

一とくにユーラトム鰭國一との平鮒性

秘利爾面へのさしさわりや︑他の締約国

それまで問題とされてきた平

つく保瞳描臆協定によって︑

どの提供に際して︑供給国はその対象国

は・核燃料・施設︑技術︑善報︑資金な

めて厳しい態度が示された︒鍛終憲轡で

まると同時に︑未締約團に対してはきわ

に︑この金識では締約国同士の結粟が強

加したが︑その巖終窯醤に明らかなよう

加えて十四か国の未批准︑語調即羅も参

麟態になれば︑これまで各国が抱いてき

かりに今羅会でこれが成立しないような

り組む恵向を示しているといわれるが︑

えよう︒

うした魎味において︑罵検討会議を境に

とする各国の愈図のあらわれであり︑こ

化試験︑広報など羅業の拡充を含

えで︑NPT批准案の成立に稠極的に取 曲舞と︑委託試験の継続ほか企業

傲騨は新しいすう勢を請しはじめたとい

騨を承認した︒

む昭和五十蕉度秘叢餅画と収斐予

十鋸度第一回の理酬会を開き︑昭

田区内神田のコープビルで昭和五

珊擾︶は五墨二十日︑粟票・千代

温水號魚高輪協会︵籐村弘毅理

たが︑アワビ︑カレイの雲南では

も六・五か月で平均八難に成徴し

養聴二十一・八拷︶︑クルマエビ

のである︒クルマエビの企業化試

プが停止したための影響によるも

発電所の定期検査で取水路のポン

締約蟹優先の姿勢は︑つとに茅想された

手とかといった覇象をとらえるまでもな

燃料の安定的な供給とか︑捜術埴土の入

をきたすことになるであろう◎これは核

圃際協力にあたってのこうしたNPT 今後のエネルギー間題解演に堅大な山面

に関する対簾﹂研究にもとづいて

子力樋設排水の海産生物への影響

設︑科学技術庁の婁駈による﹁原

池に六槽の緬環アクリル水槽を新

のスケジュールは︑問条約 発 効 五 薙 後

がみられたことは︑ことの璽票性から撹

批准に対する関心と慧欲が低下したフシ

こうした状況から︑再検酎騒騒が始ま

って審議はほとんど遥んでいない︒

れることは︑これからの原子力開発の翫

立を悲観蝕する向きも出るなど︑NPT 批准を放鷹しているかのように受けとら

った頃には︑一部に今国金での批准案成

うことが憂慰される︒

画的な推進に大きな彫心を及ぼすであろ

が五無潮に同条約に調印したまま︑その

的な潮流のなかにあって︑ひとりわが團

の側画からのみ論じられるべきではなか

の垂垂保瞳問題は単に核政策や安保体舗

くる︒

ことを思えばより現尺的なものとなって

と協力と斑圧分担の上に形成されている

く︑原子力關発というものが羅際的幡頼

の企藁化試験などを繍極的に行な

か︑クルマエビに関する協芸独自

レイの獲殖試験を継続強化したほ

チダイ︑クルマエビ︑アワビ︑カ

もともとNPΦの批准に 関 す る 今 圏 金

点から激しい醗議を呼んでいるが︑馬鞭

に瞬接的な影響を及ぼさずにはおかない
ことをこの際十分に認識すべきである︒

そしてこの認識にたっとき︑NPTの皐
期批准はわが国にとって不可欠なものと
いえる︒

を年別の金社が行なうと同時に︑

電気珊叢の興体的な広域運嘗

びた︒

らない﹂と断え︑盛んな拍手を浴

か︑に総懸を表明した︒資金の効

運営の堀で総総開発をどう進める

れを園舎的︑システム的に考えな

原子炉など一連の閲連をもち︑こ

子力は核燃料︑幽翠済燃料処理︑

横雪推遜を訴えた︒そして︑﹁原

の共同闇発にまで拡大し︑禰要の

これを籔金の玉響︑運用や原子力

いたQ木田陰金擾の噺僧表明は︑

通が行なわれる程度にとどまって

普及啓発さらに活発化へ

五菅三十詩鰐︵約三冬万円に相

過方式で飼脅︑二十三回にわだり

当︶のエビを聚漿市腸へ出荷︑好

なお︑今矩度はこれらの異繍に

評を響た︒

するとともに︑新しくウナギやス

もとづいて引続き婁緬研究を推進

ズキの獲殖誠験も実施していく予

定︒さらに同協致は︑温排水利用

獲魚が予想される琶界的食糧危機

下における蜜懲なタンパクエネル

いて︑四＋九矩度に発足させた発

ギー源にもなるとの認識にもとづ

霞雨温水利用獲魚協議会などを有

効に活用し︑外為技術の向上︑関

⁝弩機︵PWR︑五十六万六千ナ
Kショナリズムの濁揚ほか例えば

墓盤作りを進めていく針画だ︒

ころ耀力芸界には広城運懲展開へ

ることなども勘案︑﹁必ずしも非

W︶の初医書料閣としてCE石
A油価格が四癌近く鰹上りしてい

わが圏ではこのほか︑閲西電力

昨秋来︑CEAからインフレや探周・CEAがらの一筆をのんだ︒

の動きが活発化している︒すでに

と中国露力が岡じく仏のウラネッ

常識な価格ではない﹂として︑結

鉱薇蔵騰などを運由に契約価格引

ョート踏に関し行なわれたもの︒

が原発用地手当てで地域独占の枠

上げについて申し入れがあり︑数

とすでに契約済みだった約田鰻シ

を越え融通する糟意のある愈向を

どの価格改訂を機にこうした後続

の櫨上がりは譲国の偶勢で︑こん

表明するなど︑広城運欝は原子力

がを新しく十四が強に簡増するこ

各社季当て分にも影響がでてくる

を結んでいるが︑今後︑鉱石価格

とで△口愈︑調印となった︒荘干二

クス被と約七千ショート沖の契約

原子力自主技術の共同開発構想の

年四月の段落一勢機運開へ里国で

このほど既契約価格の腔当たり七
環塊の改醤を促そうとするもの︒

エネルギー制度形成につながるも

員体化は︑新しい時代に対応した

慶にわたる交渉を蟹ねてきたが︑

二＋八臼には関西電力の森岡俊男

の立地を主体に新たな展開をみせ

社擾が社畏就任後の配者会見で︑

分の四翻近くを占めるカナダも最

れている︒とくに騒力業界黍当て
すでに契約済みだった価格を改謂

近になって﹁国内供給欝先﹂の方

エネルギー分野での資源動綱は予

の思懇が絡んだ今後の

断を諮さない状況だ︒

持つ国

このような短瑚契約分の引上げも

例を破るものとしながらも︑璽源

専務理事に

に︑日本原子力船開発霞継醗の役

﹁むつ﹂放射線漏れ問題を契機

原船甕食逃新役鼠が内定

元対策担当︑資本水産資源保誕協

穫︶︑常勤纈問に藤村弘毅氏︵地

に麻生興氏︵原船君繋齪総二部

術開発塞畏︶の各氏が︑また監鋸

工業理珊・船舵賜簗翻本部擾兼技

本弘平︵船体担当︑石川醗播磨墨

風人鵬励新の必要性が麟ばれてい

理鵬畏にはすでに四月一臼付で

会会痩︶がそれぞれ決遜った︒

に川嫡正之︵原子頬担当︑日本原

本観昭理期が舞嫁するほか︑唱導

とになつだ︒

体制で﹁むつ﹂表題に取り組むこ

襲によって︑原船開業団は新たな

が就任しており︑今回の新役二人

発海上保安庁長窟の鵬居羊次郎氏

子力研究所理聯︶︑折原洋︵船飼

それによると︑騨務理瑠には愈

発令されることになった︒

政府の黍続きが終り次第︑正式に

たが︑このほど新選興が内定し︑

倉本氏昇格

・運航担当︑航海訓練所長︶︑摩

まれ︒四国礪力は︑国際商取引の慣

まれるのが瞥適の擬期契約と違い

したのはわが國では初のケース︑

のではないかと成り行きが注自さ

こんどの契約交渉は︑憐方原発

針を打ち出すなど︑石癌同様︑

の濃縮工程を慧ぐ必要があったか
協調体制強化を嘔うなど︑このと

契約価格を改訂霧鑑
当たり七がを十四が強に改燈する

四国電力が仏CEAと
四国躍力は昨踏襲から仏飛雲力

鎗

建殴中の四国蹴単極方一丹田

しかもエスカレーション条項が念

のとして注冒される︒

ようとしているが︑木田川三三の

環象躍力と藥北臆力が下北罪鰯の

取水源である日水原乎力発餓索海

へい死魚もかなりあった︒これは 係者間の交流斎ほかるなど魎広い

海水の優滞による酸素不足などで

温水協の50年度事業計画
璽通柑用地確保で協調︑北陸勇力

は五・五か月で六十四・一聯︵放

験では人工採苗された細工どをろ

履が決纏をつけたいとしてい

田程の折り旧いに黍まどり︑

四十九年度憩流報告によると︑

NPT批准問題

の状態だが︑わ

たわが羅への疑惑を深めるばかりでな

明が行なわれたのは︑再検酎会盟がスタ

ことであったが︑それがいよいよ現実の

和四†九熱度墾榮報告および収支

る法案は

がNPT締約圏であるか否かに霞点をお

昨蕉は同協会策海珊漿所養魚甑験

検酎会議において︑同条約締約羅が示し

ートした翌Bの五月六日であった︒しか

鼻繋となってきたわけだ︒こうした国際

政府はこうした国際樹勢も考験したう

けても懸案の核拡敬防止条 約 ︵ N P T ︶
止条約批准承認案﹂が国会に上種された

く︑これからの原峯力開発一すなわち

た方向︑巖吉田謬に盛り込まれた内容︑
も以来一か月間︑国会混乱のあおりもあ

めじろ押し

の批准蘂の諾すつは大いに注目されてい
くべきだと勧告しているという︒

そして未批准團日本に向けられた不満と

に開かれる締約閣による再横討会議に正

してきわめて遺憾である︒もちろん︑残
さらに︑今回の蒋検酎会議關催を契機

ろう︒エネルギー闇題が一国の安全圏隔

期待をまのあたりにして︑この感はます

を今後の麟際政治や同条約運用に反映す

式メンバーとして謬醜し︑わが圃の主張

された短い会期における批准躍の成立は
として︑その動きが注目されていたユー

ます深まるばかりだ︒

ることに主眼を置いて組みたてられてい
決して楽観を許さないが︑それ故にこそ

いま︑NPT撫准問題は安全傑礫の観 った︒この獲殖試験の繕累チダイ

た︒したがって︑少なくともジュネーブ

っせいに批准総を寄託し︑締約国が九十

ラトム諸国︑韓隅などの先慧工業国がい

の晴点では︑わが麗は拙准国としてこれ

蟹利用を防ぎ︑原子力の平和利用を逸め

績翻し︑これを通じてたとえ段階的にで

ていくためには︑世系がNPTのもとに

ないことは瞭然である︒運々として澄ま

はあっても糖実にその目的を達成しよう

国がこれ以上批准を遅らせることができ

とする各国の動きをみつめるとき︑わが

NPT再検罰会議の内容とそれを契機 三か羅を数えるに至ったことは︑核の箪

的な努力を払うべきである︒

でNPT再横酎会識が始まった五月五日 政府︑関係各界はその成立にさらに直撃

に参加していなければならなかったわけ
である︒それは再検酎金識の開催を世界
に呼びかけた日本としての当然の義携で
もあった︒

ないわが鷹の批准の段どりをよそに︑ジ

東電会長
所信表明

域運嘗の場で各個別の企策が胴体
的な立堀で共岡開発を遮めていか
なければならない︒わが国の原子
炉は輸入技術に依存しているが︑
関係轡の努力を糖要して国内自主

格引上げに関する交渉を行なって

庁︵CEA︶とウラン鉱石購入価ことで合愈に達し︑五月十九B付

川田会長は﹁広域運営が耀しい展

全体の立凋から資金の調遠︑運用

はこれまで理の電力負荷ピーク時

い避する﹂と欝欝を述べたあと︑

鶏活罵については翌＋駕度の設

をもって新契約に調印した︒

技術を開発︑確臆することが最も

してその原点を踏まえなければな

開の聴を迎えている﹂と前幽きし

にも効率があがるようにしていか

などに電力会社闇で鰍力の絹互融

広域運営による資金の効譲濡罵と

傭投資は当社の例で四千億円︑鱈

アップで厳しい状況下にある企業

落ち込みや燃料・臓材のコスト・

きたが︑このほど既契約価格の峰

大切である︒この点︑珍しく反省

らない︒とくに原子力の安全性に

て︑①厘大化する資金をいかに効

い企簗環塊下での広城運欝制度の

なければならない﹂として︑新し

原子力の共同開発︑企藥の社会性

な局面に立つ︒このためにも︑広

ければ︑原子力關発は非常に困難

鰻の養殖実験なども

らでもあるが︑ウラン鉱石購入で

曹＝＝＝曹一＝二一欄＝＝＝一一一一一魑：＝轄二噺二＝一■＝一二＝＝騨＝＝一需＝騨離＝＝一＝＝＝麗＝柵＝：■二韓＝＝一：＝鞠二聯＝＝一﹁：二一二＝＝二囎：躍︸＝＝＝糟一＝一一二議＝囎＝＝一営二乙＝＝齢＝一＝一＝ニ：＝一饗＝霧一閃一＝一一一一＝︸＝一需騨＝＝﹁＝■讐＝＝一＝

しかし︑本年二月︑わが岡政府と国際

自主技術を開発促進
資金効率活用と並び重要
粟崇秘鍵の水川田一陞会長は︑璽京・丸の内の工藁倶楽部で三十一日開かれた岡社の第四十八回定
時樵空総会であいさつし︑﹁耀気購灘の広城運営が新たな幽間期にある﹂として︑資金の効灘濡用︑
原子力の共岡開発の必廻転を強調した︒とくに原子力の国内自虫技術の開発・確立は安全性を確かな
ものにするうえから璽饗であり︑この点︑輸入技術依存を反回して原点に立ちかえらなければならな

ついて確かなものとするために自

木川田会鍵は︑﹁石独ショック

率的に活用するか②エネルギー革

主技術の開発に努力しなければな

いた︒自由企藁としての経欝甚盤

で当祉の経懲基盤が大きく揺れ動

命の本道である原子力開発を広域

いと述べ︑今後の原子力発騒開発に臨む基本姿勢を明らかにした︒

せることに非常な覚悟をもってま

を確立し︑畏期的に購給を安定さ

発揮︑などの経営方針を明らかに

力九社では一兆六千慮円の巨額に

〔原子力関連蛍藁種閣｝

◎

る︒とくに︑このほど閉強したNPT需 のは四月下旬︑衆院本会識で初の趣旨説

睡川官司川

翻する冤込みである︒黛金の削減

肚原肋騨の他｛譲膝饗二二臨｝脳綱・て・ル鯉鵜・獣
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この案件がNRCに篤し渓される

NRC︑電力側は強気
ベイリi原発で再 審 請

よりは︑控訴院の三王全厨︵八

L

名︶による判決で今回の決定一1求

三判劉のうち二人が鷺成したーー

を望んでいるようだ︒

をくつがえすという方法での解決

ることになろう︒

依存しているのが現状で︑原子力

子炉︵PWR︶の建毅を提案︑さ

シェンを︑豪たフランスは国境か

ング調査を委託して検酎中だが︑

政癌のエネルギー自立化野画︑中

翫訟を起こした介入轡ら原告側
が︑控訴院決定を勝利の前兆とし

虚誕爆発は緊急の螺題となってい

原子力二二傑険プールが一九五七

年に運欝を開始して以来︑岡プー

ルは公衆への誤想または掘密に関

する傑険金支払い自求を一件も受

原子力発電所を建設することにつ

の回筈がなかったため︑西独の羅

うことを提案したが︑フランス側

原発建設で公
開入札決める

され︑採用されたものという︒

裁判駈がその立堀を今後どのよう

いてフランスと協議をしなかった

︻パリ松本駐夜皿︼イスラエル

設に必要な器材購入の公開入札を

行なうことを決めた︒この原子力

発躍所は総額約五目がをかけ︑一

定・

九八三〜八四年に運転を開始の予

遡隔立地については︑発偲炉が

ダーの発欝を引用し︑それに群

で碧し迫ったものだが︑議会は

るプルトニウムの危険はリアル

﹁外国から空中を運ばれてく

ニウムの発ガン性が大きいこと

かを誰が知ろう︒問題はプルト

のガンが発生しようとしている

していることは明らかだ︒だか

象づけ︑原子力ストップをめざ

してひたすら原子力の恐怖を印

門緊愚エネルギー盛運扁に対抗

ネーダー派の科学者八名は︑

ップらしい回答をしている︒

なかったからだ︑といかにもラ

論争で占められている︒つまり

を﹁響的凶器︵原爆︶の生嘱

ーダーは原子力側の科学暫たち

批判もある︒ネ

ラップに対する

のなかには醸接

ネーダー発露

エリート達は︑第一級の科学管

安全が損われる︒：原子力の

くない建設や運転によってその

られたとしても︑現実には正し

んでいる︒仮に安全な設謝が縛

だけでなく︑制度的な闇題を含

ことを墾んでいる﹂と追及して

一昨無タンブリン氏が來卸し

点を毘落している﹂

ったのち︑その一人のラップは 力会社の鍍題の人間によって運

﹁一麟のプルトニウムは九十

ミを捉え︑※愚民にも影欝を与

ノ

所鷲作魍製翻間部翔藤

者

寝撃

岡腰

隔

新代
当選

墨 株式会社

米趨邦控翫院がさる四月一日︑ベイリー原子力発偲所︵BWR︑正味出力六十六万日目︶の建設群
可取消し︑建設の永久禁止を命令したことは︑米国の原子力産藁興に新たな打繋を与えている︒施設

暫測の電力会社︑建毅酔可を公布した米原子力規制婁興蕪︵NRC︶はそれぞれ︑月額院の決定に異

ら十二詩離れたサンテックを敷地
に予定している︒フランス側は︑

でも原子力翫画への波及を恐れて

再検討する機会を与えるべきだ︑

に判断していくか注目される︒

力発魔所建設で協蜜を結んだとい

力会社RWEとレメルシェン原子

唐 限度に高
額保険料を軽減
米の原子力保険プール

であり︑彼らではないことだ﹂

米国の民闇原子力損密賠償保険

の大気申散布はおそらく一ケー

次

ない気持が︑抑えた琶葉のはし

く︑万一の場合に公衆安全を簸

安金でないと考えたからではな

大にするような地点に︑サイト

といった強烈なアジテーション

にある︒コ穆・イコール・九

を選定できない理由を発冤でき

スの肺ガンも生まないρ
﹁五ナがばらまかれたことは

あり︑細かい科学的論議はとば

十億ケース﹂というのもそれで

ばしににじんでいるようだ︒

ラップは論象形式で批判を展

い︒それによって将来どれだけ

それが無轡だということではな

米国の科学者三十二人が﹁緊

細なコメントを加えている︒そ

ニウム問題ではーー

開しているが︑たとえばプルト

急エネルギー閏明﹂を出したこ

らラップは﹁酒旗な経済と不断

二十年以上にわたり広汎な研究

者としてその名も臨い﹂と皮肉

険を負わせることになるという

転された場禽︑社会に璽大な危

懸ケースの肺ガンの原困となる

C︶をしばしば追究してきたこ と述べている︒この本のネーダ

！

けていない︑ラスマッセン調査報
る︒このため一九七二隼には︑フ
ランスと共岡で罎湿炉建設を行な 告轡の結論1一などに墓づき考慮

して歓迎している一方︑連邦エネ

の敷地を元の状態に卜すことをも

というのがNRCの潔い分であ的に原子力産業全体に大きな影響

ば︑鍼懸守はNRCに規制の趣旨

政府はこのほど︑原子力発電所建

ことを非難するとともに︑モーゼ

關として発蔵したNRCに対し︑ ルクセンブルクがレメルシェンに

議を回し立て再審を講求しているが︑中でもNRCは規制購項に問題があるならばNRCに再検討の
ルギー局︵FEA︶はこの決定といるわけだ︒独立の原子力規制機

機金を与えるべきであると霊張するなど︑控翫院決定に大きな不満を明らかにしている︒
その影響を憂饗している︒控訴院
ベイリー原挙瞬発醗所建毅につ
璽求しており︑同敷地での原子力

決定が取り消されない限り︑闇接

いては︑施設暫側のノーザン・イ

を説明し︑かつ規制が同市の状況

う経総もある︒

ル川上流のサンテックにフランス
が原子力発電所を建殴すれば︑温

及を
ぼすことが明らかなうえ︑米
る︒これに対しN王PSCOは︑

計画の再検酎を約束するなど︑屡

とができないと主張している︒

近辺での原子力発話所立地をめぐ

発電所建設を全薩的に禁止しよう

ス社︵NIPSCO︶が一九七
とい
〇うもの︒禁止の理由として︑
AECの原子炉立地纂準と照らし

問題になっている原子力発羅所

しかし︑ルクセンブルクは

緋水の観点から下流のレメルシェ

について両圏が調整をはかる必要

は︑両国がモーゼル川沿攣に立地

エネルギーの九九・六％を輸入に

体的な調整に桑り出した︒

があるとして︑鐙近︑ルクセンブ

ルクは国境から二軍離れたレメル

を誹凝しているもの︒ルクセンブ

り︑その環塊保全の立場から立地

ンディアナ・パブリック・サービ

鎌八月ツ来︑建設群可をめぐって
盆わせ︑同発餓所が人口稠密地域

国境立地で

介入暫と象っていたが︑昨犀五月

仏︑ルクセンブルク両脚

がフランス側の原子力雛絶所建設

ルクを公式筋寄したシラク仏薗相

建設酔司の取り消したけでなく︑

を満足するものであるかどうかを

ンには原子力発璽耽を建設するこ

︻パリ松難駐在風︼フランス︑

調整に動く

ルクセンブルク両国は現在︑国忌

に近すぎる点を指摘している︒
一日付でNRCの前身であ る 米 原

あるとしているなら︑この訴訟案

は︑裁判所が原発の規制に悶題が

件を聾RCに差し罠すべきである

建殴の永久禁止︑掘削が進められ

ルギー︑イタリア︑スペインの欧

のエネルギー供給を不可欠と考

して︑フォード大統領宛に原子

この漉袋を調隣しておらず︑A を示す箋験が圧倒的なことだ﹂

する手紙を出した︒その一節を

力発電加速図画の蔦検酎を嚢求

ー批判もまきに﹁聯実﹂による

がなされてきた︒WASHlネ
一ーダーの瑠実翻識の間違いは

原子力発電を支持しながら﹁大

﹁原子力発羅は技術的な問題

饅後にかかげておこう︒

反論であり︑ネーダーの亭謡者

にした議論はラップには歯が立

三二七やWASHI一三灘九かは
なりひどいし︑科学性を抜き

都南から響く離れて建設される

うする︒

ない﹂と憾しゅ

にだけ議論をしぼることはでき

えるから︑原子力の潜在的欠陥

れを説むとこの二人の原子力批

小冊子の全体はほぼこの腫の

疫腿のようだ︒

原子力で論議交わす一

一1放射性物騰の大陸聞伝播は

られていない﹂

判者︑楽劇も興じ二人のラルフ︐ECの鯛麺報告欝にも取り上げ ーネーダー氏は批判に対して免
がどこでその道を分かつことに

二人はそれぞれに米国の原子力

なったかがよくわかる︒

とは本欄で紹介した︒この三十

のなかでも注目を引いた一人は

き﹂で︑自分は原子力批判者と

ラップはこの本の﹁まえが

史を挺ってきた人たちだが︑そ

ラルフ︒ラップであろう︒

ラップは来国の核翼験の批判

とで知られている︒そのラップ

的な︑それだけに粗っぽい論理

プルトニウムの蜜中伝播のリス

たないようにみえる︒にもかか

して︑AECを攻繋する鹸良の

が空明に滲讃し﹁廃翼翼処分を

や珊実認識の聞違いを︑あくま

わらずネーダ⁝の主張がマスコ

沓であり︑原子力衡量の安全性

含めて引き続き全安性を高めて

で心証的に反ばくしようと試み

クを検酎している︒

でに核実験の死の灰に抗議して

露事実もとにネーダー批判

いける﹂と原子力プロモートの

ている︒ラップは﹁ネーダーが

についても原子力蚤颯会︵AE 武羅は﹁嚇実﹂だと思ってきた

立場を無明にしたことは︑他の

まだ十代だったころ︑自分はす

によって作られたシステムが電

性を印象づけたと終えよう︒

誰の滲加よりもこの轡明の緊急

ラップはこの闘明参加につづ

たときにも同様の郡山を述べて

いる︒これに対してラップは︑

いた︒本当の論点はどうやら技

えているのはなぜなのか︒

職時潮の原爆製菌参加の非を認

⁝箆申伝播﹂

め︑しかし自分はそのことを悔

いた﹂と櫨いているが︑数十年

ネーダーの本領は例えば﹁ベ

るとみてよかろう︒︵K・K︶

術に対するこのペシミズムにあ

いて︑持前の機敏さでラルフ︒

トナムと原子力発電には唯ひ

いて︑戦後は核爽験への抗議と

一i世界的な伝播は無限の希釈

安全性批判を続けてきた︒また

をともなうもので︑現に五ゾ以

とつの蝋燭点しかない︒それは

かけて築かれてきた放射線防護

原子力の場台の農罠がわれわれ

や安全性のフィロソフィを︑ネ

核実験の蟹騙調葦からも︑一ぜ

上のプルトユウムをばらまいた

ップは﹁原子力に関するネーダ

ーダーが曝もなげに無視してい

ネーダー批判に乗り出した︒ラ

くことへのラップの我慢のなら

東電

京

駄蹴潤珊野際騨
サ
ゆ

子刀婁璽会︵AEC︶から建設酔 この控翫院決定についてNRC

る介入者らの提訴に会い︑昨年十

可を得た︒しかし︑建設に反対す

月＋六臼︑適邦控訴院から建設の

たインディアナ州ポーテージ近郊

州四か国とイランの間接的な資本

いと裁判所が判断したのであれ

ポーテージ帯の現状に適用できな

一誌停止命令を受け︑実質的な建 と要求している︒つまり︑規制が
設はストップしていた︒

ユーロディフ社はこのほど・イ

参加のもとに︑仏トリカスタンに

四月一日の控訴院決定命令は︑

ランの資金援助のもとでガス拡敵

（17）

で︑三十数項驕にわたってネー

釦㎡魏

聞

力

法による欧州ウラン濃縮第ニ工鵬

ロディフ社への螢

る︒イランのユー

U︶を建設してい

力一万七蓄ナSW

ウラン濃縮第一工堀︵年間生塵能

﹁COREDτF﹂

建設の研究︑調蛋にあたる新会社

を設立した︒新

会社の出籔率はユ
ーロディフ社五一

水繊資は︑CEA
が六〇％︑イラン
四〇％の各出資に

よるA昇会社﹁S

OF︷DIF一
を趨じて一〇％︑

第一工場建設資金
として十憾がの山
回が取り決められ
ており︑これらの
取り決めについて

（

◎

外

＿

6『の

ーの畿論﹂という小冊子のなか

サイズ：800×1000×150％t
（関西電力高浜原発使用品）

関西電力高浜原発使用中

％︑フランス原子

九％︑イランニ○

力庁︵CEA︶二

％となっている︒

第二工堀建殺に関

豪たは来矩初めに

する決定は今織宋

なされるものとい

われているが︑西

側鰭国の原子力拡

大ペースと将来の

る︒

式に認可されたとも伝えられてい

︐

ユーロディフ社は現在︑仏︑べ

ることも あ る と い う ︒

♂

新分野に

鉛カラ ス

m

η

▼
昂

は仏︑イラン両国間でこのほど正

イランと合弁会社設立一

ウラン濃縮能力の成り行きいかん

第2工場建設で調査へ

によっては︑この決定時期が変わ

〜ユーロディフ社
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業
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幅778号
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聞

産

基準

づくり提案

強艦される協調関係
共通の

なければならない︒

NRCと州赦斑はとくに環境審

る方法を弔えるべきである︒州が

蕾に関して︑合隅聴聞会を開幽す

NRCよりも兜に敷地が適漫かど
うかに関する聰闘魂を關催した場

敷地の適否に
関する基準

とし︑それぞれ関係する技術分野

が響られるならば︑その州の聴闇

いるが︑このほど来原子 力 規 制 婁 属 会 ︵ N R C ︶ と 州 政 府 の

方自治体議了の関係のあり方についての関心が萬まってきて
で荷物なインプットを提供するよ

会では︑原子力安窒認可象識︵A 哲に関する数逓の理解のベースと

だ扁︒

原子力施設の設羅に開する聴閥

および州政府の発鍛所敷地に関す
る樋制のための法規は︑敷地の適

ものだと説明されている︒

多くの州が規制という点では共

遡の目的を持っている︒すなわ
ち︑発止所の鰹設︑運賑による利
益が財政︑環境および安全上の撮

の心心︑安全および環境の照を守

失を上圓わるようにしつつ︑大衆

るということである︒しかし︑多
くの州で土地利罵の畿務があり︑
敷地の確保について監恥したり︑
時には自ら滅罪することが義務づ
けられているので︑益鵬はこのよ
うな国的とも対立しないように作
成されている︒

この墜確は︑地髪学︑塵藻学︑
気象学︑入口密儀︑水文学︑生態
学︑工灘・環關︒輸送施設︑社会

嗣述の蝦告賂に説明されているエ

ネルギー施設義理計量を握聾し︑

ネルギー需要をどのようにしてみ

旛設翫画開発﹂法案を上程した

な強力な反対は趨っていない︒た

が︑磁力企難規制法案の鋳のよう

たすか説明ずること︒

る州を擾助するため一億湛の五か

・エネルギー一画を酸蓋してい

だしこの法案が成立するまでに

穏会での聴聞会で長い賭聞かかる

は︑このほど開かれた上院華墨婁

年援助資金翫画を確立すること︒

この針魎の目附は︑遮邦政府が特

ザオスナ！氏の説明によると︑

ものとみられている︒

同法築は︑上糧されている運邦
土地利癩法諺と比べ適用範囲が狭

ではなく・各州が全國の購嬢の巾

定の施設のある煽所に干渉するの

でエネルギー購要をみたす計画を

く︑州の権利を犯していると蚕張

たてることを奨励することであ

する内霧婁贋会婁爵擾ヘンリー

ントン州選出︶から反対されてい

M・ジャクソン沃︵民主党︑ワシ

る︒各州の睡郷が受けられ難いも

をたてるかのいずれかの方法をと

求するか︑あるいはみずから翫画

のである膳は︑FEAが改訂を要

る︒

保護遡江蜜ラッセル︒トレイン︑

ただし・政府の証人である環境

環境の麗に関する審議会議畏ラッ

ギー周長窟代理エリック・ザオス

築より州の機能を犯すものであ

政窟の纂は︑ジョンソン氏の法

セル・ピータ1ソン︑運邦エネル ることになっている︒

ナーの各氏は︑岡法躍を支持して

り︑エネルギー翫画だけが他の土

ないとして︑ジョンソン氏は岡法

地利用醗画と別に横酎する必慶は

いる︒

上程されている同法案の内容は
次のようなものである︒

も︑全紘的な土地利爾法聡は優れ

・同法纂成立後一鞭以内にFE案に反対している︒モートン氏
△が全圏エネルギー・サイトおよ

のエネルギー分野以外での新しい

同法璽を支凄しているが︑大統領

び異灘報告轡を作成し三十万KW たものであり︑岡氏も個人酌には

ルギー施設の数︑タイプ︑堀所に

以上の負事所を含めて必腰なエネ

いうモラトリアムのために︑現在

遮邦政瞳の翻画を〜切禁止すると

る可能性が大きい︒一部の報避に

る斯しい鉄の醐発に、限りな

門NRCと州敵府は︑相互にそ合には︑﹁NRCは関係蕎の舎愈

闘係蓄によって開催された会灘で環魔調葦︑聴闘手続き︑直
ーの趨絡担嶺窟が行なう︒パート

うにする︒この調整は各パートナ

SしB︶はその旛設が殴齪される して利用できるようになってい
それは安全性および環境保護に

る︒

境審琶を実施するという協定を締

ついて聯しく報告すること︒

のところ土地利用法躍は成立しな

・前述の全圏エネルギー︒サイ

いと諮っている︒
一年後に︑各州がFEAに州別エ

トおよび施設報告騰が公表されて

変璽も可能かも知れないとクラー

よると︑これには二錘位かかるだ

みせる寧宙開発・〜藻津織屋一一

盆

私たちは、牽來世紀の要求す

れぞれの瑠蝦蟹董に謬恕すること

地の基確などについて︑運邦政府と州政府とがそれぞれの立
ナー閥の捜胃底による隠接擾触も
ことになっている州の住鼠も含め

関鼓した主要な敷地の特牲につい

結できるよう遮邦法を改正すべき

﹁エネルギー

ついて異瓢されたとは雷えないと

も目的は︑一九八○隼までに工堀

ク氏は盤っている︒いずれにして

製鉄所を瑠1々と建設しています。

るのです。すばらしい逸展を

このところわが羅でも立地︑環直筆全などに閲して国と地

蠣から協力して対処していくための提案が行なわれた︒一

なければならない︒

最後に︑この作藁グループの態

て議舗することを要求している︒

を適したものとするための工学殴

過程でそれがどのように利幣でき

轡がいくつかの敷地醗補地の中か

政府はこのほど︑

儀礪は燃料サイクル全体を間題と

ル︒エレクトリック社では︑再処

クラーク氏はのべている︒ゼネラ

置㌦徴怒

まぐるしい変動に嶽面してい

この会誠で提藁された連邦政府

方︑来政府はエネルギー醗颪爽現のための発鱈施設設躍に閲
パートーによってその後の規欄季

奨励し︑贋境審査の結粟が両方の

続きに利用できるようにすること
兇灘は・次のように述べている︒

この特性は環在の発鰍所の設計技
﹁NRC︑は原峯力施設の建殴ま

が望ましい﹂と岡提嬢は擶摘し
た上で︑次のように淋べている︒

謝の細部については触れていな

たは運賑欝可の申謂盤がNRCに術に対応したものであるが︑敷地

の簸終報告撫のコピーをNRCに提出された堀命︑州がその爾調欝

州が瑚境審蛮を終えた堀禽︑そ

提出するとともに︑NRCの審査の帯で放慰能に関係のない面の環

るかという点についての愈飯野を

である︒この協定は︑州が許認可

このNRCの麸藥は︑計画掴幽経済学などを対象にしている︒

添付しておくことが塾曝しい︒N

ら巖醤のものを選び︑群細な敷地

い︒

RCはそれを受け取ってから適嶺 に必硬な築件を付けることが可

なものとする可能性を鍛大にする

醐査がNRCの許認房審判をナ分

立地確保でも
州の協力要請

い﹂︒

矩度予籔で何らかの動きがあるだ

が︑NRCは十分な傑隔措認が考

︵NRC︶が決定することである

能なようにしておくのが望まし

ろう︒あるいは︑堀合によっては

れ︑どの愈兇を拒毒するか園馴し

ているイリノイ州モリスのゼネラ

現在審醗の一九七六年度予騨の

な期間内に︑どの愈冤を受け入

原子力担当次留代理代行ロバート

では︑再処理桑弧民営の妥当性に

ル・エレクトリック社の工場だけ

る︒これは米原子力規潮婁澱金

〆

を莫興する必璽があり︑政府

トーマス・クラーク氏である︒報

・ソーン氏のアシスタントである

しており︑勧告も燃料サイクル全

曽

さらに製鉄八徳の蕊歩と鉄鋼雛要の憎大に幻処つるため水島

鉄鋼を蔭言とする分野も、羅

。・川崎製鉄は銃鍋一貫メーカーとして，

〈回しい鉄〉づくり

川鉄卿の名を憶界的なものにしました。

衛の優秀さ薪しさて

膝実現する技術策駈の時代に

金議磯鍮を採用するようにすべき

して﹁エネルギー旛設法纂﹂を畿会に提出し︑州の協力を求
めるなど︑鰻近立地問題を中心に運邦政府︑弼政府聞の拗き
が活発になってきている︒今園は︑こうした連鋸政狩と州政
府の協力問題をとり上げてみることにした︒

このほどNRCが発罐所の敷地敷地およびその罫翻可孚続きに関

ことのある数件の試纂が形を変え

する改正法案を懸醗する準舗を遜

のために開催した三日問の会 議
て審議される予定である︒聰蘭会

翫圃や原墨縄の規制に関遡した業

で︑瑚境に關する調査︑聴閲会手

や欝翻可および敷地閣題につい

めているが︑今までに上程された

暖き︑敷地に関する墨準などにつ
て︑運邦政瞳と州敵府がどの程慶

脇に従賊している州政府の撮当日

いて︑遮邦政府と州政府が協力す

が・運邦法の中に遡邦敬府と州政

協力することになるかは不閣だ

府の関係が規定されるのが何蒔に

だ一とする勧告が︑米エネ

はそのためにひと肌ぬぐべき

ルギー研究多発周のワーキン

体をカバーするものだが︑これは

纂される豪で︑その淡定を遅らせ

周ワーキング︒グループの擾

グ・グループから出された︒

ろうということである︒

ニウム・リサイクルの騎無に関係

この保隔描睡の問題は︑プルト

を羅転開始に持って行くことであ

なく︑燃料再処理工覇の酔認可の

六月三ヤ門口にER一DAMが今後五か
理尋物の収益性について疑問をも
っているようだ︒それはとくに︑

このためには︑保駆描麗に関す

る︒

年閣のエネルギー獄＆D近心につ

る閣題︑とくにプルトニウム・リ

R・ソーン氏の語るその概璽
︒

満たすために多額の擾螢が必要と

核物蟹の保墨描躍に関する条件を

懸

＼蓄三菱蜘議︐

囎讐
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るようにという提案が作成さ れ

いて総懸政府と州政府の協力関係
なろうと︑現実には環境問題や敷

び将来に対して大きな愈味を梼つ

は

いて政府に励締する報衝鶴の一部

エネルギー研究開発局︵ERDになることになっている︒

聴に問題になるとクラーク氏は雷

実証翫團を事体的にどのような

曳

っている︒

サイクルに関する議題を遡かに解

隠︑再処理に関する不確定要國が

形にするかという点については産

灯する描躍をとることが必要であ

なれば収益性は低下するというこ

再処理︑保瞳描齪︑廃粟物処理一

あるので︑金融界や電力会社は原

クラーク氏は︑主要な不確定要

A︶作業グループはこのほど︑シ

とだ︒

使用済み燃料を萬処理するための

に藥申しているという縮舗を揮業

このように廃難物処理︑傑隔描

ーマンズERDA畏窟に対して︑因は燃料サイクルの終わりの方一
実勢工場共間建殺謝圃を政府が援

子力雛電所の建設のだめに危険な
かにしている︒ERDAは︑すで

てきているとクラーク氏は指摘し

投蟹をすることを嫌うようになっ

グループが出していることを明ら

に放射性廃監物の巖終的な処理の

擁壁は︑遅くとも一九八○矩に運

問題を撫視して研究を続けてい

助するよう勧淫した︒その巌初の

勧儀は述べている︒

転開始に持ち込むべきであると岡

ニューヨーク州ウェスト・バレ

業界と蝕める必要があるが︑何ら

ている︒

ーのニュークリア・フユエル・サ

る︒

○課題中頃までに原子炉から取り

ービセス社の工鵬︑サウス︒カロ

この爽舐謝画の目的は︑一九八

理できるよう︑再処理脳業の経済

出される大漁の使胴済み燃料を処

いる︒この蹴醐がシーマンズ擬蜜

かの政府補助が必要であるとして

翫圏露製鐵

寧拙3寒晒郷千飛田区大寧購3

づ（弓を推進していまケ。とくに千璽製繊駈は騨その製鉄技

します。きのうの夢がきよう

＄

私たちは、その可簸性に換暇

た︒この塁間は︑欝翻聖業霧につ

を深めることを心的としたものだ

が︑適邦エネルギー局︵FE地間魑について還邦政府と州政鰐
A︶︑ 耀 麗 保 誕 庁 ︵ E P A︶︑そ
の僧綱作男が必要であり︑その必
要控は今後ますます憎大する一方

が原子力発聡所の敷地に関する法
ものである︒

蟹董上の灘捗状況を相手方に遡冒

ライナ州バーンウェルのアライド

によって承認されれば︑一九七七

的腰因を閣らかにするということ

ビセス社の工場︑現在は放喪され

・ゼネラル・ニュークリア・サー
この家団グループの澱任者は︑

い漕熱を燃やしつづけます。

盤界に誇る優れ丸技爾と，r；｝ねし新しい譲構て（現代の鉄》

もし、それを求められれば、

サイト問題の市昆凹凹

である︒

畷東遺【03｝｛242｝4111｛大代鮒

星置母蓄oo

力

原
の他の還邦政府の関係機閲の担当
である︒このような状況の中で握

徹を制定している十二州の代表と

この提案は︑昨年バ月にNRC出されだ今回の提纂は︑現在およ

蕎もこの会議に滲加した︒

会談して以来犠鵬されてきたもの
である︒この昨年六月の金議で︑

遡邦政府と州政府の環塊調査お

環境調査と聴
聞会手続き

勧告購作成のための作業グループ

が編成され︑その一部はすでにN

RCに提出されているが︑他 の 部 よ び 藻 可 手 続 き に つ い て の 協 力
関係を改醤するために︑岡幽幽は

に関する串調戯が握出された堀台

分についてはさらに鮮細な検酎を

には︑パートナーが相互に運幽す

﹁パートナー﹂とし︑原子力旛設

ずつ金識を開き︑州政肩および適

NRCと敷地曝補地のある州を

銘政府の規制担当轡による総会は

るよう撰聾している︒各パートナ

いる︒作業グループは半隼に一慶

毎年一回騨催することになってい

ーは連絡擢当者を決め︑たがいに

するために勧告欝の作成が遅れて

る︒

し︑豪た遡絡担当脈暫は作墨旧誼
八○無代の再処理洗除への

米圏ではすでに十八の州で発躍

ているが︑それらはいずれもRR 類︑政簾掴針︑報告藩など作成し

に︑聯詩再処理工場の経済性

対応を確爽なものとするため

所の敷地に関する法徳が制建され

た醗類をすべて交換すべきである

米・E：RDA作業グループ
としている︒

実証工場の建設を

てきた︒識会は︑今奪︑発蹴駈の

麟無鑑・㍉こ陣㌦
建殴中のバーンウエル再処理工場

、

Cの手続きとは関係なく淡められ

甑

ビルを建てる……？！

月面に

琴

あ

も

麟

再処理実証計画を勧告

（4）
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﹁アイデアの類推容易﹂

配笹亀裂問題：

が加わることによって局所的なひ

の応力腐食に影響した⑧一部に熱

薔え作業にとりかかる計顧だ︒通

紬累を受け︑近く異常部分のとり

躍︑棄躍の両社は︑こんどの調査

ミスによるものと断定はしないま

奮省は︑こんどのクラックが溶接

ずみができたーーなどの原因が堅
なって発生したものである︑と発

でも︑爾熱による溶接にも一慮の

表した︒

配簿クラック問題は︑今年一月

が圏の岡型炉についても異常はな

原醒敦賀が八月中旬︑翼爾二上が

示した︒なお両炉の運転再開は︑

盛り要撃などで配謝するよう︑指

ータを藩穰し︑安全審査の効帰化

海外ウラン蟹源關発会社︵OU

資源探鉱開発計画1﹁アクータ・

仏原子力庁ベシーヌ工場での鉱石

プロジェクト﹂はその後高醐で︑

初期成果をあげる見込みだ︒

処理パイロット試験も近く終了し

アクータ︒プロジェクトは華墨
六月に三二が共岡出資して禽弁会

も順調に濫められており︑とくに

養殖一黒田竹弥氏︵温水協︶③水

強襲︶②温排水利用による水産増

について1落合弘明氏︵鳥羽商船

それぞれ約八十分の講演がある︒

勝昭氏︵環境庁︶と︑各講師から

コーティング技術が生んだ喚神晦の紙

産藁発展の一篇を担って、広い分野で

伝統の技術と鰻新の設備一事神崎亨は、

拳

庸鑓1しています。

今後も、〈紙〉の限りない可能性を

遮i求しつづけてまいります。

◇

ンストン大学のPLτトカマク︑ し︑櫻雑で穽常に大きい装躍を必

薦住関係総懸はプールと診擬所を

産業からみた原子力開発lm崎健

ることになる︒この七月からは勾

の数々は、鐙かな文化を築き、ありゆる

道掘りも本格化の兇通しだ︒

原研のJFT12︑ゼネラル・要
アとすれば︑十年またはそれ以上

残すのみで︑当面の腿住区づくり
この基巡を潮たすことができる

トニウム農商も種切しない︒

り︑未来の世代への贈り物と訓じ

配二〇％︑総延摂約ギ三百耕の坑

他の特殊加工紙まて、その定騨ある

海外ウラン資源開発会社は五月

十五名の任期瀬了に伴う改選を行

＋六日の同社株霊総会で全役目

取締役がこの期で退任することに

なったが︑この締粟︑策盧夫常勝

なり︑星野惣次氏︵闘和鉱藁︶が

全島翻仕で︑稟氏の後任常務は空

薪しく取締役に選任されだ︒他は

席︒監査役では田屈敏弘興銀常覇

が窺任となったほか︑正親兇一躍

て新しく選任された︒

麟連副寒擾が荘村毅雄氏にかわっ

原研が講演
と映画の飴

石日午後霞が関ビルで

痴本原子力研究駈は六月十七日

ル一階プラザホールで﹁あすをひ

午後︑璽彊・千揺田区の霞が関ビ

らく原子力﹂講演と映画の会を開

一購三十分開塞▽十九周奪を迎

く︒

えた原研︵宗像英二理蠣擾︶▽期

待される璽イオン科学一新彷料の

開発︵塚田甲子男物理部長︶▽二

傑鰹物理安曇蟹理部長︶▽映画

塁保金と放射性廃着物︵筥永一郎

洋学部は六月十七︑十八の両日︑

かかると思われる︒核融舎研究は

をほぼ終えた︒ここには幹部五十

十八日には④海洋環境と原子力開

民︵環北大︶について講演があり

エネルギー源は二つしかなく︑制

ている︒

アート紙、・謙一ト紙をはじめとする

．高熱溶接など⁝

・

多重化が原因⁝
・

配球のクラック発生問題について

闇題点が残されているとし︑両社

調査を進めていた逸薩雀は︑五月

いか総点少したところ雨餌の炉心

十月初ころになるものとみられて

アであることは関係者の認めると

この施設の目的は軽水炉︑A？ ーデングプールなど大仕かけなも

と︑これを基本特許として今後の

憲に入る計画だ︒

る場倉の三分の二程度としてい

試験を行なう計画︒

どについて・年聞約二十体の燃料

試験施設の建設地は原躍・山海

炉とJPDRの申闇地点で︑北側

▽臨界プラズマ試験をめざす核融

アイソトープ悪業部製遁部次擾︶

AK︶を設立︑開発鵡備作業にと るモリブデン！99の製造︵天野恕

社﹁アクータ鉱業﹂︵COMIN﹁放射線量理﹂▽核医学に斑与す

惨い︐

舎研究︵二二核融合研究部畏︶▽

りかかっているが︑これまでに職

困難ではあるが大変やりがいのあ

人分のほか従業興宿禰酉戸を建設

発−三韓泰雄氏︵地球化学研究協

だ︒科学的諜題は︑プラズマの不

TELO3（542｝721［

箕ξ聖塁鵠牛タヒ眠鍛￡肇4−9−8

沸騰水型原子炉炉心スプレー系

なメタン化反応のコントロール
に米国のドレスデンニ弩機でクラ

二十八臼︑配箇クラックは①溶接

のあることがわかり︑

スプレー系溶接部近くにわずかな

に薄し膨櫻の際の低温溶接ほか肉

原電敦賀発密告および璽躍禰麟第

よる反応熱藷粥の蓄え方について

施工に伴う爾熱がステンレス製配

一原発一三機の両部を対象に群山 ック発生が発覚したことから︑わ

は︑現在の技術水鵡でも困難と思

も関遡文献︵オイル・アンド・ガ

管の金属組織に変化をおこさせた

いる︒

われること︑またメタン化反応に

ス・ジャーナル四十一年六月二十

群細調査を行なっていたもの︒原

設︵五十一隼度に魑工︶の＋七億

核熱利用法で今後に波及も
七臼穆︶により容脇に類推でき
②配魑内に鰹蔵していた水が配箇

に比べて六千六函平方規と広く︑

ころであるが︑矢野氏の異議串立

図るため︑使罵済み燃料の試験デ

Rなど婁嗣燃料の一調の安全性を のとなる︒建設麗は廃書物処理施

にじみ

る︑として異議串立てを行なった

で︑所内安全審査︑核燃料物陰使

西独︑ライニッシェ・ブラウンコーレンウェルケ社がかねて特群申送を行なっていた門熱エネルギ

同システムが趨温ガス炉の有効

施設の試運転は馬事二年慶初期

円を含めて総額颪十億円の予定︒

璽すことを蕎えており︑メタンの

てにあるようにアイデア段階にも

もの︒

十沙主クレ⁝ン︑水深十五層のロ

衷た試験燃料が四規を越すため七

A系で︑月日ガス炉などから偲だ 補給灘がわずかですむ︒さらに同

かかわらず特群として認められる

もの︒

用誹呵が下りたため魎工となった

社は︑この方法による熱エネルギ

を冒ざし︑その後十月から本格国

もあるようだが︑再びEVA系に利用方法として︑画期的なアイデ

ー輸送方法しに戴し︑五月二十七日技術土の矢部五郎氏は︑同システムは技術的に未完成と思われる

率よくエネルギー消澱地へ輸送し

ことのほか︑このアイデアは関連文献により容甥に類推でき特許に値しないとして︑霜解庁に異型二
立てを行なった︒

﹁熱エネルギー輸送方法﹂は通

ー輸送コストは電気として繭送す

称鼠VAIADAMシステムよ
とう呼
というアイデア︒原理は狂V
ばれ︑ライニッシェ・ブラウンコ

法でメタンをスチーム・リフォー

熱エネルギーを利周して既知の方

ミング︵水蒸気改獺︶し︑一酸化

RD︶と仏原子力庁およびニジェ

一月に特許申翻を行なっている︒

ーレンウェルケ社は昭和四＋勢多

特酢公蝦でこれが公關されたのは

のために必要な舐験②便用巾の燃

を目標に①安全審査および墓剛節

応じて利用しようというもの︒こ

離趨53年初完成めざし

ール共和国政府三者共同のウラン

原子力エネルギー有効利用軽口に

料および材料の健全性試験③不全

かなりの影響を与えるものとみら

これに対し失部氏は︑メタンの
れ︑そのなりゆきが注厨されてい

る︒

水蒸気改麗狡術はともかく︑八竃

この混合ガスをパイプラインでエ

聴代に行なわれた

ネルギー消園地へ輸送する︒一方

旧法

特欝欝

は︑爾温ガス炉などで篠た熱エネ
れが効率よく隠蟹できれば熱エネ

た煽所にある︒旛設の延べ面積は

に養魚場︑南側がNSRRに接し
策海ホットラボ︑JMホットラボ

騨︐

どうかである︒第一二の蹴力への変

￠
◎

なし一﹂︑四聴三十分閉余︒

映圃﹁太陽をつくる1核融禽のは

の

挺晴閤︑安定して閉じこめておく

換であるが︑リバモアの試験的隠

◆

織上無尽蔵であり︑海水甲に會ま

ことである︒このほか︑第三とし

ψ

枯渇︑人間の健康と環境への脅威

れているもので現在の世界の全エ

○

④燃料︑秘料に関する試験研究な

燃料の試験および破損原因の調査

け︑同じく既知の方法でメタン化

％以上の輸送効率が偲られるよう
ADAM粟ではこの混合ガスを受
る︒

ため︒なお︑岡社はわが園への特

ルギーの輸送に当たり︑熱から機
ルギーの輸送効率は八五％以上と

核燃料試験⁝拡充へ

酔申講に先立ち︑四十三鋸一月西

反応を趨こさせ︑この晴の反応

械エネルギーなどへの転換を経す

いわれている︒ADAM系で合成

つまり熱エネルギーを目的に
このEX−ADAMシス熱
テ︑ム

独でも串調を行なっている︒

メタンを媒体としてこれを分解︑
したメタンは一部燃焼させる場盒

城偏蓬がなく無尽蔵②無公密③経

や霧鐘的緊張︑経済不安などをも

現在のアプローチのうち一つまた

地球化学研究協会と藁海大学海

地球化研などが

ーマにセミナー

温排水問題をテ

爆発電装躍による爽験では︑プラ
ズマエネルギーから電力への変換

ては︑得られたエネルギーをどう

ンピューター謝算の八七・五％と

効率は八六・五％が測定され︑コ

れている︒核分裂炉からはやっか

謙題は第一の加熱と第二の間じ込

ろう︒研究闘登のもっとも幽門な

たしている必要がある︒それは①

いな核分裂蛋成物ができるが︑そ

ほぼ同じ結漿が得られだ︒

って支えることができると推定さ 心力に変換するかということであ

地城儒蓋がない資源であり︑添囲

めであり︑それぞれ二つの面から

現往︑各国で核融含研究が進め

鰻が開礫境講座︵今回は﹁温排水

東東虎ノ門の霞が関ビルで第十回

幸運があれば︑ここ五隼以内に

れに比べて融倉炉の場舎は＋の何
健康に無露であり︑國際政治偶勢
にも不安定な影響を与えない③利

の骨格づくりをほぼ終了︑引続き

業訓練所および修理工場など建歴
ロ出力炉は︑成功するアプローチ

はそれ以上が成功するだろう︒ゼ

トミック社のダブレット聾︑豪た

する計画で︑来無秋には市街地づ

初日の十七日は①温排水の拡散

間題﹂がテーマ︶を開催する︒

られている︒朗じ込めでは磁気に

によるが︑簡単なものであれば三

よる開じ込め研究が過去二十薙闘
続けられてきたが︑基本的弩え万

i五矩の期間で十分である︒しか 力︑馬水︑燃料など付属施設建設

ー来電の2X瓠Bなどでそれぞれるものだ︒核融合エネルギーこそ

リバモア研のマグネチック・ミラ

我女の態星﹁地球﹂の鍛麗の鳩笛

会︶⑤温排水の軽減と規制一宇艸

内部機器の整備を急いでいる︒趣
として有効であるといえる︒プリ

研究成果を継ている︒加熱では︑

が誕生す

くりの第一期工魏が完成︑広大な

渠も小さいといえる︒また︑プル

核融合エネルギーを得るための

ここ数葎前からレ1ザ！による核 と矛盾しないエネルギー源であ

三点だ︒

御熱核融合エネルギ茎と太陽エネ

融含の研究がなされるようになつ

安定性によって加熱が成功するか

小さな町

解決すべき謙題は︑第一に︑核融

二は︑約一億度のこのプラズマを

ラズマ灘南を加熱することで︑第

︵餅究︶の段階だが︑エネルギー

の将来園に非常に盟要な位翻を占

砂漢の中に

舎反応に必要な約一偬度以上にプ

用効率が高く︑経済盤がある一の

のアプローチがなされている︒

的に無尽藏である②環境や人悶の

ネルギーは︑次の三つの条件を満

ネルギー消鑓羅を一千偬庫にわた

従粟最宿舎︵アクター︶

たらした︒薪しい時代の新しいエ

の

炭繁と水素との混合ガスを製造︑

順調なアクータ計画

今無二月二十八臼で︑申通肩六無

掘削本格化へ

近くを要したのは︑岡特群購謂が

◎

7月から坑道

めている︒燃料となる璽水蚤は獺

※

甲

ルギーである︒核融合は豪だ探求

隷齢終った化石燃料時代

エネルギーの利照とその朋雛の発

研

ﾋ鱗鑛莇信濃墾礎盤翻醐磯鵠綿弓

合成反応時の反膳熱を利用して効

日本発明振興協会︵笹川良一会
済的一の三つの条件を満たす必要

おり︒

展とともにとげてきた︒そして人

G

聞

力

原
授︶など四団体が主催して︑来日

エネルギー研究開発周︵ERDがあり︑これにかなうものとして

業先懲国にとって︑化石燃料によ

のリチャード・F・ポスト博士に ギーしかない一と強調︑裟た︑工

A︶ロ⁝レンス・リバモア研究所 は核融禽エネルギーと太陽エネル

よる核融含研究の講演会が箕月二
る鐙かなエネルギー階隠はすでに

衰躯

﹁期待される核 融 合 ﹂

ポスト博土の購演翼旨は次のと

終った︑と述べた︒

十六日︑東東・三田の笹川配念会

館で開かれた︒

ポスト博士は︑一九置二年以来
ローレンス・リバモア研究駈で核

融合研究に従聾し︑現在主任研究

厨として核融合制御研究のマグネ
チック︒ミラー・グループの指螂
者となっている︒今回︑笹用詫念

会館の開幽を機に来臼・購演会を

﹁核融合の研究﹂と題した講演

類は物麗的置騨において絶えず増

人類の遊歩は︑火の発冤以来︑

でポスト博士は︑人類はこれ豪で

加する力を与えられてきたといえ

開いたもの︒

エネルギー關発と利爾により︑進

る︒しかし︑この自然界に対する
勝利の代償として︑嚴近︑我々は

歩・発展をとげてきたが︑その代

認識しほじめたが︑資源の急速な

膿として貿源の急還な枯渇︑珊境
への悪影響︑政治的緊張などを招

＼

ユ（大代表）
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州

いており︑新エネルギー源は①地
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聞

霧
原子力とお魚一この閲係は原予力開雛が水を必要とし︑とくに温耕水が漁楽にそれが良か

熱公轡

を簸も懸愈しているわけだが︑問題はむしろこれからの

れ懸しかれ何らかの形で影響を及ぼす以上︑米永久的につきまとう︒漁民は︑それが及ぼすで
あろうマイナス薗︑つまり
大規模開発︒集中立地に瞭してで︑及川金漁運会長らは﹁相当に生根を入れた研究を進めない
と立地難の輪はさらに拡がることにもなりかねない﹂と藩告もしている︒が︑岡躊に一方で温
緋水を使った獲魚などプラス面への横極利用も研究が逸み︑徐々だが間題点の所在も明るみに
鵬されてきている︒そこで︑今回はこうした繊極利用の異験研究に当たっている温水護魚開発
協象の黒田竹弥常霧理贈をわずらわし︑現状と今後の課題などについて︸．﹂執鰍願った︒

蓑︑騨

●■

上︑ヨーロッパでも冷却水に淡水

ている︒来圖の場禽は大体米分以

るか︒一部︑エサ磁物i︑ワムシ

が︑これが置物との閲係でどうな

の槻薗櫓脚をやっている所から︑

などの培獲をやっている所やアユ

られているが︑ここでは主として

を胴いるケースが多く︑こうした

原畢力発艦の温鉾水について︑そ
れと獲魚との閲係を増獲殖の面に

湿緋水の漉極利用方策では例え

だ︒

ば温蜜による麗作物の栽壌とか融

各国ては温排水の冷却のために冷

し一瓢三％くらいで︑残りの大部分

ると熱効聯がかなり悪く発熱に対

の場含︑沿摩にはどこにも漁業が

るのが現状だ︒ところが︑わが圏

う海へ温排水をそのま濠流してい

の影響は少ないものと思う︒

三〜五ナ︑軍均毎秒四誘程度なの

続けられている︒

題となっており︑各方面で研究が

あって︑それとの関遮が大きな闇

ついてはよくわからないが︑理段

門外のことなので芸術的な群細に

関しては放射能の問題がある︒轡

階ではよほどの禦故でもない隈

に比べると︑椙当に黙損失してい

の中に入ってくるというようなこ

り︑機鮨的にも︑放射能が溢排水
の約七度アップといわれており︑

ほんとに微六たるものだが︑例え

とはない︒ただ︑放射能としては

わが国の場舎︑温排水は取水温

鍛近の原子力発言は立地条件と

とくに冬期には深さ十綴ぐらいの

凝鮒能が放出されることがあり︑

などのいわゆる雑排水に混じって

ば作業衣などの洗灘撲水や魔洗い

の関遮もあって集中立地の傾向が

との差をできるだけなくすような

で上がることもまれにあるが︑こ

温排水を利乱する側の問題点とな

水が出てくることになる︒ちなみ

白話約四千ナといった大羅の灘緋

発醗脳設が完成するとした堀△口︑

の七度という温度は一般的にかな

いうのが監本方向だが︑ただ︑こ

影響のない温度にして放出すると

る︒いずれにしても︑できるだけ

水を混ぜて放出するようにしてい

放躯能をどのような状態で藤繊す

いうことで︑とくにそれら生物が

薩髭物が三二能力をもつていると

の問題でも去殴されたように︑水

た実験例も報告されているが︑例

に︑河川の平均流砂をみてみると

水質も一つの齪だ︒原子力発

えば東海の施設ではチ拶イ︑アワ

僑薩川のそれが大体毎秒四百ゾ程

電では水路や各覆パイプに生物が

るかといったこと︒イガイとか海
の排水懸は信鴨川に相当する川が

付魑したりしないよう歴粟を鍵っ

却水として海水を使うということ

が海鼠に施設が立地するので︑冷

にしても火力発鱈にしてもそうだ

それからもう一つ︑原子力発霞

るので鰻気その他ですぐ抜ける

と同じ遊離当量が脇通便われてい

れが日常上水道で使っているもの

に対しかなり問題になる︒われわ

て防いでいるが︑これが水塵生物

いないということだ︒

まり天然放射能に比べて蓄積して

ると現段階では分析限界以下︑つ

も拘わらず︑放鷹研での分祈によ

ビをすでに二無以上飼っているに

ユ

今後の利用の方法はいろいろあ

予め計画することが必硬だろう︒

の毎秒O・軍糧程度を使ってい くして水廃方面に利用することを
る︒立直生薩の場愈はそれほど大

技術上の問題としては︑普瀬の

は蓄繍は検出限界以下でもあり︑

う継み△酬わせでやるか︑利用する

ろうが︑聡警生産ということにな

鷹は必要ないが︑大騒のものを完

養魚の場合と同じだが︑年中高い

今後の問題点

技術的配慮と

が︑わが国の温排水の特微となつ

藁類に多少の藤横がみられるとし

で︑如何に大きな騒かがわかる︒

幸くらいできる勘定になるわけ

度だから︑六千万KW発爾の場禽 り申途半端なものとも雷える︒

っている︒それは︑PCBや水銀

来︑写りに六十年度六千万K⁝Wの うした場台はバイパスによって海

は六十〜七十沙となるわけで︑将

ば酉万KWの内罐施設だと温鉾水 形で緋均している︒十度ぐらいま

えてきている︒したがって︑例え

強く︑酉万KW以上の発電所が増 深魍から取水し︑その時の海水濫

もある︒

るというのが原子力発電の特徴で

このほか︑とくに猿子力発霞に

実態︒火刀発日からの温冠水騒ひ

が温誹水の形で流されているのが

影響があるといった声も豪かれて

絞り︑帯状と今後の話題魚などを

いる︒とくに技術上の問題から原

5

はいる︒ほかに細殿擬綴のため磯

蟹への利用︑プール胴水としての

保誰一塊への婁誕研究として四十

際に復水羅の冷却水として水を使

子力一躍は火刀発熱のそれと比べ

物が死ぬとか逃げるとかいうマイ

酸第︸鉄も縫われているが︑葱接

繍塔をつくったりしているが︑わ

あることも漁業関係暫の闇で指摘
六庫から始まったが︑ただ実験の

うためそれが温鉾水として出てく

現在のところ顕藩な影響はでてい

原発計画と表裏一体で

らの泌水供総も司鮨となる予定

とによって越冬が可能になり︑冬

ナス颪があるんじゃないかという

ユ

実験とあわせ

て︑なるべく漁墾に影響がないよ

概観してみたい︒

されている︒つ豪り湿耕水のプラ
みならず企簗化誠験もやろうとい

るというわけだ︒もちろん技術の

力灘電ということで︑火力発慰お

ないとした報簿も出されている

初︑科学狡術庁から日本水産短畠

ので︑温緋水があまり広くない癒

期の成磁促進も鴎れるようになっ

のが問題なわけで︑現在︑どの程

企業化努力も

が團の場愈は土地の問題もあっ

利用など各毬の研究と横窓が撮め

コ

放射能蓄積は
﹇

分析限界以下
ところで︑原子力発躍の掘緋水

館ねないとなかなか方向をつかむ

ス面への横極利用ということだ
うことで翌年﹁温水協﹂が設立︑

進歩や裏地の状況︑水温等によっ

勲
難
だが︑これは一体どういう形で出
てくるのか︒原磁力六二には技術

のも容厨でないと懸われる︒

が︑その一つ︑水塵増蟹殖への利

に当たっている︒東海村の原研構

以降︑混水協が中心となって研究

氏

いずれにしても︑定盤性の生物

用研究を逸めているのが撮水圏魚

てもかなり趨うが︑普遡︑原子力

璃

で海躍や動けない質類のようなも

開発協会だ︒原蹴陸海発源所の幽
内に六十二方厨の池三十四面をも

秒六〜八ジ︑軍均で大体鎌秒七ゾ

発躍では意力十万KWに対して毎

黒
的にいろいろな方法があるが︑要

のは温度の変化で蝿死の問題がか

ち︑そこに温三水を灘序して獲熱

は火力雲霞と同様︑蒸気タービン

﹇
なり趨るし︑その他水族では水温
冥水でチダイの猟殖︑クルマエビ

しているが︑定五時の湿水供給停

つ

もともと温田水という形で嵐る

の生日︑アワビの齢獲ほか底無と

よび原予力発蹴の温銑水が問題に

が︑今後湿緋水の鰍が多くなれば

事業主添のあり方も問題

中のものも数か所ある︒このう

を遡って敦麹凋に出てくるので︑

た︑という︒すでに市嚇販売も鼠

度に影響するのか︑範囲はどうか

﹇

た養魚研究は歴史もかなり古く︑

水温を使うと魚病の問題も趨って

地光なり漁戯者にプラスになるこ

側とも十分に検討し︑できるだけ

ると公募酌な仕事になるので︑そ

企開化の進んでいるものも多い︒

聞題はないと思う︒水温の問題で

とを謡えなければならない︒原発

くなるので濁りとの関係も今後︑

とくに東北粘力が興のカキ研究所

くるので温度のコントロールと︑

は︑一つの飯笥機だけを頼りにし

からの温排水利用施設は現在わず

全にろ過するとなるとコストが高

と協力︑地元の策北発艦工業と協

生物に舎つた温度が必要だ︒水贋

ていると︑定性や至幸簿の場禽に

か三か所で︑耀力ほか漿︑水麓研

﹇

同纒蛍で企癌化を進めている放流

の薗で弓隠の問題は︑煮魚側でい

温排水が取水できないので︑そう

ていぐが︑企鑑とする場禽どうい

用アワビの種苗生塵は・そこの温

ろいろ鱈っても︑難論所命で必要

ようにしておかないと運営が嗣難 究所︑大学等の応援も構て研究が

した場愈でも他方から取水できる

の鶉業主体をどういうふうにもつ

排水の水貿やその他特殊条件もあ

やらなければならない︒灘気を完

なものなのだから︑遼絡をうまく

問題になろう︒

るようで︑ここでは温覚水と栄魅

放射能蓄積の闇題は︑現段階で

歴を萄効に利召した無授餌での生

でも発電が霊体で︑獲魚はそれに

い︒今後は関係欝方面との横の遮

付随して排水を利馬するにすきな

行なわれているが︑現在はあくま

りの囎力が必獲だが︑鱈気料の櫨

温排水いずれの鰯合も取水でかな

ラス面を抜き出しそれを助翻する

になる︒ここで運営上の問題とも

んでし囲う︒それから総省温排水

一つだ︒九州林産︵株︶が任期二 んだりすると︑一ぺんに生物が死

が潤い︒この点︑できれば今後は

上りもあって︑飛気代のウエイト 絡をもっと密にし︑でまるだけプ

閲係してくるが︑霞然海水および

を使う場合︑かなり海水の濁りが

ミスによって堀累が多駆に流れ込

水誠方法︑つまり丸池によってで

入ってくるので︑糊苗生産のよう

ような努力が必要だろうQ

全にやればいいが︑ちょっとした

きるだけ磁位当たりの生産をあげ

をでまるだけ利屠して磁力を少な

発電所の建設翫画と同時に︑落差

この樋研究ではユニークなものの

ようとしたクルマエビの養殖実験

施設では原子炉撲水の三十分の一

な場合にはろ過が必要だ︒策海の

産向上で努力が璽ねられるなど︑

も注目される︒

付
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で発電機を目して発魅する︑その

ものは一般の生潜排水的なものが
の変化による移動でそこの漁榮形

してのカレイの鑑殖を窮めている

問題は水産動
植物への影響

藩からあるが︑ほかに工騒緋水か
態が変ってくるといった問題も趨

なっており︑主としてそれが及ぼ

響を舎めた︑その辺の問題もかな

プランクトンや微生物に対する影

ってこよう︒練麹蜷での調鷹では

らの温緋水もかなり前から出てい

すであろう水塵生物への影響が最

る︒中でも鍛工やか京しいのは汽

も懸愈されている︒混撲水の渥度
り嵐てくるのではなかろうか︒

ち︑混水協の研究は地取獲殖を主

その塗甲に小躍︵賑いけオ︶を浮

みられたが︑かなりの嵩伯で好灘

る︒ともあれこの間題は︑その盤

などといったことが検酎されてい

エビ

業
そのものに閲してはこれ豪でにも

体とするもので︑浜岡の温水利用

かべてハマチの獲殖実験を行なっ

だったとも聞いている︒

し

産

弥

こうしたマイナス面の問題とは

水する計画で︑今年末にはここか

程度の緋水羅があると誠鱗されて
止に繊え原研のJPDRからも取

竹

多くのデータが出されているが︑

別に︑一方︑水翻の上興によって

も手がける駆虫だ︒この研究は当

が︑新しくウナギやスズキの巨鳥

獺繋羅里⁝田

爽際問題として︑それではどの樫

るとか︑プランクトンが増し生産

混水性の水族が排水口付近に集ま

@

いうことになると︑まだはっきり

度の湿度でどのようになるのかと

研究センターの研究は静岡粟が漁

マチ獲殖は冬期に死滅するといわ

ている︒これまでこの地先でのハ

醜ほしヒす韻ク

があがるなどといったプラス面の

遮に婁託以る形で運懲されてい
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日

冾ﾉも衆院通過か
も澗たされた︒同条約へのわが国

安全保障で政府追求

置紋圏会も七月四騰の会期切れまで二十日余りを残すだけとなったが︑懸案の核難敵防止条約︵N

膨響を与えよう﹂などと述べて工

の加盟は今後の核防体制に大きな

野党

になった︒政府はさきのNP便再検討金議で﹁原子力軍和利野面における条約加盟照遜先﹂が打ち出

PT︶はここにきてやっと本格的な審議が始まり波乱含みの終盤国会を舞台に論戦が展腸されること

含む批准しない場ムロの

反作画

と岡蒔に︑軍和利用面への膨響を

されたことなどからNPT二期比准へ全力擾球の鍔えだが︑NPTについては非核国の安全傑随を畢 期批灌の必要性を繰り返し力説︑
点に野党各党が終始反附の姿勢で︑与党・自民党内合愈づくりも十分でないといった摘勢もあって︑
今國会での批准承認はまだ藤だ予断を許さず微妙な段階といったところ︒

の大きなことを強調した︒六日︑

の政府冤解を求めたが︑外相は腰

に朱加盟なことを懸念しこの点で

川上氏はフランスと中塗が闘条約

蟹成の立場に立ちながらも﹁条約

を付けられていた条件六 蔑党三氏は四日︑いずれも批准に

上﹁中国に対しても加盟するよう

の正森成二氏が髄疑に立った︒自

項目のほとんどについてメドが得
は非核国の手を一方的にしぼるも

機をみて呼びかけたい﹂との願え

NPTは四月に国会へ握出︑五で︑同条約国金握出に際し党から
なわれ外務委懲懲︵栗原縮幸工費

られたこともあって︑党︒政府は

い﹂などとして条約調印時の政履

ので︑これほど不平箸なものはな

核照縮推逸②非核国の安心爆隙③

閏明でうたった三条件︑つまり①

注文

擬︶へ付託されたが︑その後は国

やっと﹁悪場入り﹂した︒

今国会での批准承認で悪を強め︑

審議は四日の外務委から開始︑

平和利用面での平等性確保一iに 引続き十三︑十八の両Bも審議を

月六日衆院本会灘で難燃説明が行

会空転のあおりもあってほとんど

を明らかにした︒

審識が進まず︑いわばタナざらし
の格好となっていた︒一つには非
六日とこれ謹で二度行なわれ︑こ

閲し政府の見解をただした︒これ

NPτ批濫承認のための審謙は

核踵の安全傑陳をめぐり自属党内

の問︑毛利松平︑鯨岡兵輔︑小林

多二

対﹂の野党各党ももともと﹁断固

観測もなされている︒表向き﹁反

化﹂の様相も漂わせている︒この

後の成り行きに﹁NPT批准畏期

法︑政治資金規制法爾改正案など

ほか終盤国会は公選法ほか独禁

璽要法案が臼白押しで︑こうした

反対﹂ではないもようで︑それも

を兇せてきているという︒しか

あって︑NPτ批准の莞行き見通

与︒野党対決法案ζの兼ね合いも

最近になって徐々だが軟化の方陶

し︑わが國の安全傑随確保が日米

の翻画を籔月二十四日付けで承認

はこ臼︑新しく十九県三十一地点

った段階だ︒

しはまだまだ楽観を解さないとい

安保体制堅持を菰調としたものだ
けに︑こうした政府姿勢に強く反
対する野党がどう対応するか︑今

電源三法

した︑と発表した︒

一月のいずれも原子力自認を対象

今回の岩城整備謝画承認は今年

とした福田︑裡井︑愛媛三察九地

の︒計画承講地点に冒しては醜源

点地域整備に次ぐ︑第二回目のも

立地促進対策特別会謝から公共用

れるが︑今圓分交付額は総摺榮費

施設艶傭のための交付金が交付さ

となる兇込み︒

爾九†五鱒円に崩し百四十三億円

原子力関係では茨城︑静岡︑佐

り︑対象施設はそれぞれ動燃二業

賀の轟轟十九地点が含まれてお

団の高逮実験炉︑薄処理施設︑原

原式例榮海第二発慰謝︑黒本核燃

よび試験横董施設︵ホットラボ︶︑

二

多

二︑多ノニ

反原発で国一

際的連帯を・

タンブリン氏会見

来国の生物物理学者アーサー︒

来日︑午嗣十躇から東京・神田の

なる反原溌市罠運絡会遇の招きで

禁止日本国民会識など六団体から

R・タンブリン氏が割田︑原水爆

研の安全性研究炉︵NSRR︶お
発電爾常設周辺地城整備法施行

・多

料開発の︐試験検査施設︵以上い

に伴う各県地城整備謝画について

多

続行するが︑順調にいけば十八日

まだ緒についたばかり︑外務婁は

この点︑さきにNPT街検閲会識正巳の自民党勝着ほか社会党の用

二

﹁に衆院での審識終了ーーといった 通藤衛︑科学技術庁など關係雀隠

二︑多多

三氏の昇格︑取締役に西田正四

多ラ

郎︑黒田繁雄︑松谷健一郎︑本唄

醐を中心に﹁ドイツでは反対住民

多ち

した︒そのほかの役員はいずれも

俊治︑島田幸光︑鈴紀溜久の六氏

；

長に石原武夫氏を選任した︒零時

現職のま濠︒新設の﹁立地環境本

の離職を決めた︒常務監賭銭に大

二︐多二︑多多二︐多多

に対し鱈掛外帽は﹁条件はいずれ

多

上民雄︑土井たか子両践︑共産党

ち

に︑田尻正美︑堀一郎両取締役の

長に原︑森本両常並が就任した︒

部﹂本部長︽平野副社獲︑副本部

決めた︒原子力は丸山新副社長が

スでは約四千人の科学薔︑技術者

各国における反原発市罠運動の動

その中て岡博士はまず︑嚴近の

主総会後の取締役禽で︑劃社擾に

常務昇格を決めた︒堀新常務が原

学士鼠館で詑蕎金野した︒

堀腰雄鷹︑常務取締役に菱沼崩郎

子力開発本部長に就任したほかは

が原発建設予定地を占拠︑フラン

氏︑稲兇奮央氏︑松田彰氏の旧格

杉俊郎氏︑監緊密に蟹田正人氏を

を決めた︒監壼役では揮藤弘一氏

五月二十八日︑株主

関西蹴力

総会後の取締役会で︑翻塾長に告

が反原発の箸名運動に参加するな

五月三十日︑株主総

いずれも現職のままとなった︒

担当する︒

中部躍力

が常任監査役となり︑工藤昭四郎

村講三社長︑社長に森岡俊男副社

取締役は退任後相談役として残

会後の取締役会で︑常務取締役に

ど︑原弊先逓国を中心に反原発運

る︒原子力立地部内は松田新常務

北陸耀力五月二十八懸︑定階

わせて担幽する︒

に西依祥一新取締役が原子力とあ

長は渡部醤蝦長が︑同本部長代理

儀導携は雁源開発会社副総裁就任

取締役を加え二目とした︒野瀬正

を決めた︒常任監寄植に田辺英央

務取締役に藤原輝舅取締役の弾格

道の四常務の脚務層格を決め︑常

た︒原子力蜜長兼敵方原子力建設

脇朝男︑薬師寺翼の三氏を決め

氏︑また新監守役に醐垣純一︑窟

寛一郎︑鵜織幽則︑西山利平の各

轟光男︑長島修︑小野鰐広︑川中

異鋤を行なった︒薪取締役に蓼師

帯民運動にみられないような国際

ようになってきていること︑他の

いて︑科学召︑技術蓄が滲加する

てきているが︑原発反鮒運動にお

を決定するなど︑多くの成果を得

の代紬エネルギー開発の比璽増大

が太陽エネルギーなどの原発以外

総会後の取締役会で︑常携取締役

たる反対運動の中で︑政治的にも

えると当然であり︑今後長期にわ

は︑原子力の危険性の露大さを蕎

ヨ︹し

日刊工業新聞社東京都千代駆九段北1−8−10岱03（263）2311

に異論があったからでもあるが︑

やこれと前後した外交交渉など

蓼 二 彦Z多二二多ク
今回の鱈力各社の人禦異動は︑璽気獅業が臨毒する立地・覆塊
︒資金などの厳しい悔勢に対処するため︑経営陣の増賃と蕃源り

押し出したかたち︒とくに栗京装薬の監査役塞の新設︑関西躍力

をはかり︑心機一転︑この難局を機動的に薫り切る態度を繭面に

の立地推進本部︑中部霞力の環境笠地素養本部︑北陸電力の立地
の石墨を整えた

動における﹃甫民対政腿臨の鮒決

樵憲総会後の取締役会で︑役員改

に伴い退任した︒原子力は従来通

的な運帯が実現しつつあること

に石橋周一︑冨安噛助︑藤井箆一

とくに盤硬な懲味をもっている﹂

鈴木弘茂

の五翻社長制︑同社と東北電力の新経嘗五か無誹画︑北海這語誌

圏的完遂

総会後の取締役会で︑著たに取締

でもこうした誘動によって︑政府

姿勢が強化されてきている︒楽国

五月二十八日︑戸主

前田忠利氏の常務興格を畳む役員

役となった浅尾格氏の常務就任と

一︑斎藤霧雄︑石黒久︑小林庄一

郎の四聯務の副祐長騨格︑篶川元

選を行ない︑取締役に安吉信治

五月二十八田︑株主

の三氏の碑格を決めた︒これに伴

九州躍力

所長を擾島新取締役が担黙する︒

鎌継総余後の取締役会で︑醐社長

い鏡常務陣の撹当が一部変超とな

五月二十八日︑定躊

に丸山賢三郎︑井酒暫美両氏の昇

などの点を強調した︒

中圏蹴力

俊一警鐘役が撹当する︒

氏︑監蒼役に石野浦兵衛氏を選任 り︑儲藤副社長︑佃新庶務︑浜口

った︒

柴田蜜語監賦役は常任賠査役にな

門環境立地推進本部﹂本部 治︑佃俊雄︑削瀬瀬生︑加冶木俊

三取締役の卿格を決めた︒新任の

四圏躍力
五月三十一田︑川州

長の献任を決めた︒また︑鈴木俊

ぐ

ホさや

格を決め︑これに伴う役熈の異

なった︒

り︑石橋新常務が原子力の担当と

︵三面に関逮配醗︶
雄二郎︑馬場金三郎︑大原堅再の
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衷工大
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り出している︒レーザー磯纏分賢

廃棄物の海洋

国際徽理のもとに謝謝大西洋で放

藁物約四千五百誘が今回の灘洋投

ルト磁化された低レベル放射性廃

EA︶は禽月および来月にかけて 英圏の原子力施設からのアスファ

慰性圃体廃鍵物の海洋投粟を実雁

OεCD原子力機関 協定に蔓づき以前にこれと岡様の

点を巾心とする半径三十五海騒内

十五分︑西経十七慶二十五分の地

目大西洋の深海で︑北緯四十六度

投棄を実施へ

経済協力開発機構︵OECD︶海洋投棄をしたことがあり︑今鳳

するという︒NEAは︑ロンドン簗の対象となる︒投棄の蠣所は北

シントンで開かれた食講で︑その

がこのほど明らかにしたところに

で特酢をもつ岡社は︑三月來にワ

ス・リバモア研究所とともにレー

研究現況について報簸︑ローレン

が二園闘のもの︒

であるとも懸識している︒

法とを比較すること営体が無懸味

難論避⁝蝦藻ー

ウラ ンの濃縮に成功
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のため原子力開発を停麟させ︑石

㍉ノも﹁

炭と水力の開発を怠った︒そして
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なんら楓談ずることなく原子力発

今度は総贈要と倶給の開きを埋め

し客♂亀9

電計爾の促進化に踏み切った︒こ

馬副ノ竃事

能性の実舐段階を大規模な技術可

の罰画は核燃料サイクル確立と原
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能性および経済的可能性への瑛証

亀二﹁監τ↓乳冷

一方︑レーザー離婁技術の開発

段階に移行させていくのが第

．ノ竃名

に伴い踏舞器向け材料生慶能力の

改めて明らかにした︒

ウランを六〇％凝度を上回るウラ

拡散が問題視されているが︑その

濃縮実験の実翫段階で微騒の天然

ン獅に濃縮することに成功︑商業

w2時間で4︑ゲノ．を生産
利用の可能性を実証するためのデ

︑

るため︑無計画に原子力開発に突

入している︒

子力輸出に基づき︑フランスを米
国に次ぐ世界第二位の原子力軍和

で︑当薗はその実現にウェイトが

利隠構に仕立て上げ︑安全性より

危険性についてワシントン余毒に

が︑レーザー法によるウラン農総

躍かれることになるとみられる

器への謬論を臣的とする桝料生産

常に隔穫なものであるため︑核兵

られるため︑その成果が注國され

ン羅給に大きな影響を及ぼすとみ

が商業化すれば︑世界の濃縮ウラ

わてて地方でまねごとの協議を

る︒圏民の抗議に対し政府は︑あ

も競民力に爆点をおくものであ

つながらない︒原子力幌進により

らず︑原予力再進は腿用の拡大に

一︑膨大な頸金投入にもかかわ

濃縮を閣発するに必要な技術は非

ERDAロスアラモス研究所でも
出堅した科学薔たちは﹁レーザー

米エネルギー研究開発局︵ERDA︶ローレンス・リバモア研究所はこのほど︑レーザー光線を髄 ータ開発に力を注いでいた︒また
爾したウラン濃縮実験で約三％濃縮ウランを約二三間で○・OO四耀兜塵することに成功した︒これ

究を進めており︑将来のウラン郷

能力拡散の可能性は非常に低い﹂

は即急二十八霞から三日闇︑ワシントンで闘かれた磁気電子工丁丁協葺︵IEEE︶︑来光学学象共 レーザー光線による松島体分離研
催の﹁レ⁝ザー工学と応胴に閲する金識﹂で明らかにされたもの︒岡研究駈は昨年六月︑レーザー濃

れているのが現状だ︒

分離をめざし︑その成渠が娚待さ

ケード系統に違いがあるため不可
は︑薩喜界でもその研究開発に麺

⑳腿臆︑労働の質︑安金性保隙な

化騨灘化などによって労働力の

穴企難は効率を農くするため自動
行なっている︒CFDTとしては

激な紙換は懸稽を不安定にする︒

節約を図っている︒原子力への懲

昨年の原発建

会主槻の実現︑を求めるものであ
る︒

用に反対するのではなく︑その開

仏EDF総裁繕る

設費は高騰

一︑CFDTは原子力の養和利
の講問題をとりあげ︑原発反対の

性︑環境への影響と労働条件など

ど講裳求の受け入れ②自害箇理社

ている︒

今後のレーザー麟縮開発につい
でほ︑まず理在の小規模な技術司

政府の原子力開
発態勢に反対

力発題現況︑原子力玉歩の安全

と指摘している︒

水力・火力発電などは放爽され︑

後︑レーザー縷鞭開発にどのような噸勢で取り組んでいくか庄目されている︒

縮予備爽験で微羅の天然ウランをかなりの濃度のウラン獅に濃縮することに成功しており︑政冊が今

必饗とし︑また小型のガス立敵装
駕しており︑特にエクソン・エユ

レーザー法ウラン濃縮について
ローレンス・リバモア研究所が
能であり︑レーザー法とガス拡敬

うるウラン価櫨を趨めることにあ
るといわれ︑強腰は﹁オーストラ

発条件に反対している︒政府はこ

するところにあるという︒

た一とも語った︒

︻パリ松本駐在凪

フランス醒

力公社︵EDF︶のボワトー総裁

理由を明らかにした︒

れまで︑短籍の概出獄価格に園が

はこのほど︑昨駕一雲間の原子力

仏発見労連が筆者会見

くらみ石油一辺倒の敷策を押し進

リアのウラン資源絶険樋値は縫縮

灘者裂寛の要旨は次の通り︒

めてきたが︑産油國との新しい関

驕コナー大 臣 が 言 明

硬向けというよりはむしろ輸出し

躍と難燃に比較することは︑カス

明らかに國に纏える

の濃縮ウランを鑑魔すること

縮爽験で︑
羅
に成功したのは今回が初めて︒岡
研究所の発表によると︑一蒔闘あ

まりをかけて約三％濃縮ウランQ

︻パリ松本駐在鐡︼フランスの

一︑政府は石炭減酷を促進し︑

係の確立と薩油国の経済開発の必

で︑岡国が外國の擾助を受けない

アは盤界の中でも殿重水雌に位漏

オーストラリアのR・コナー鉱 の技術分野においてオーストラリ ・前の形で七＋億讃が︵九十四懸匠

原子力発囎計画の促遮化反鮒運動

代替エネルギー開発を怠り︑そし

で独自に濃縮ウランを生塵するこ

の実験 成 功 に つ い て E R D A筋で
物・エネルギー相はこのほど畿会

千万米がに堀嶺︶から三酉偬製が

で最も急濫的な立場を表明してい

の濃縮ウランを生

鉱間数ゾ

が

は数府駈有のガス拡激灘緊緊工場

︵四百五懲米談に相嶺︶に堪即し

四酉湯から一千七首嘱に麗毒した

議所嬢盤が一KW当たり一千

ウラン嚢縮に対するオーストラ
リアの霊な関心は︑現荷の磐田購

実施してきた後に︑今度は国民に

要性については無視してきた︒こ

とができる日日水口に還してい

ほど記者会見し︑フランスの療子

て石油︸辺倒のエネルギー政策を
る仏民主労演︵CFDT︶はこの

産するのに比べ︑今回のレ⁝ザー
ると羅つた︒岡相によると︑この
ウラン濃縮技術はオーストラリア

無間

に相当するものとみて

した遷心分離法によるもので︑こ

原子力婁蝿金︵AAEC︶が開発

約十二緒

二目実験で生鷹された騒は

いる︒しかしレーザー濃縮を商業

卿

・○〇四耀を生蝋したという︒こ

独自で濃縮技術開発

レーザー光線を縫絹したウラン濃

［

化するには多くのレーザー装睡を

仏の本格的商用軽水炉として達興されているフェッセンハイム原

イサ料踊躍︑

技術をうる
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投資効率を高める

設計・施工

関東電気工事株式会社

ジ

三

弾﹄刀渾︸用︵電源三法︶を要望へ

原子力行政機構の改革も
敦鰻市など二十六市町村鯵加の耐量原子力発躍所所蕉市町栂協繕会︵矢部知慰夫会長︶は九憾︑東
京・平河町の臼目貼帝センターで総会を開き︑①原子力行政機構の改革︑強化②電趣二法の弾力的縛

を決めた︒

網櫛原発の安全性などの研究開発促進④原子力知識の薄及︑などを脳や関係機関に硬璽していくこと

彰

の電機欝決定鯖への変更などの描

きかけを強めていくことにしたも
た︑地方公共団体が閥の原子力行

な独立の機関とせられたい︒ま

する固定資姦計の特例︵地方税法

い③原研︑動燃覇業団の範設に対

業の鰹先撮択の描瞬を講ぜられた

噂

君

γ

ケーブルペネト
レーション納入
霞立蹴線︑榴鵬四暑機に

類︑二＋一本︒一本に最高千本の

低圧動力・撃墜用︑儲弩用の三種

電線が組みこまれ︑放射性心賢を
洩らさない気密性が維持されてい

岡社は数無来︑B立製作所と共

る︒

レーションを開発︑撮産体制を整

岡で沸騰水型炉のケーブルペネト

ていきたいとしている︒

えており︑今後の禰要贈に対処し

臼立電線は三日︑鞭磁編畠原子

ーションを納入したと発表した︒

ヵ発電所四弩機ケーブルペネトレ

納入したのはケーブルの格納容器
雛園部に使用される隅圧動力用︑

つた︒これは三田︑カナダ原子力 大︑藁源大の大学院生の原子炉実

漂子力専業

ョートゾを一九八四郊から十庫闘
供給するというデニソン・マイン

三社の人事
ら明らかになったもの︒東崇鱈力
は昨年三月テニソン社と購入契約

対し広縄な甫民的予防騨舶をくり

判で僑周を失なった︒確率計騨に

七万ショートナに達すると推定さ

圓の契約調一分を禽め＋六万ーや

による契約済みウラン補鉱は︑今

醗力九社と瞬本原子力灘慰会社

われる︒

に特別な条仲は付いていないとい

協定に基いて運胴されるが︑契約

撮灘描醗は︑日煽原子力平和利用

日︶

新任11取締役牧浦冨太郎

退任匡監壷役鈴木松雄︵三

退任陸敗締役濃州紀雄︑取

新任罰取締役︵罪常勤︶片

閥高示︵三菱璽機常務取締役︶︑

日︶

▽三養原子力工業︵五月二十八

締役永脇菊二郎︒

日目

▽住友原子力工業︵五月二十三

社△璽︶︒

長︶

契約認司が遅れていた︒
︵藁芝原子力本部次撰兼任︶︑監
この契約のウラン嬉遊に関する 査役軍翼潤二︵昭箱導線露織社

を繕んではいだが︑カナダ政哨の

▽一本原子力購凝︵五月二十一

ズ社の倶給契約を承認したことか

七月引臼から実臓に移す︒

どの機能拡充を図り︑原雛の蟹故

と懇談︒偲源薫法の還用をめぐる

鱈力向けに酸化ウラン鉱石二万シ

験に共岡利用の道を轟いたもので
蟹理蚕員会︵AECB︶が︑璽京

やかに各地方公共照依に連絡する

・故障について踊の兜解などを速

よう擶愛せられたい︒

なお総盛閉野漆︑問協議禽は進

横面的な広報対策を講ずるととも

を交換した︒

県と甫町村のかかわりなどで悪兇

藤瓜左エ門原産嚢虫鍵ら原産幹部

に・科学技術庁の歯面調驚官瓢携

二万トン購入決まる齢
妤

胴繍総覧万難沿前薪姻離翻諺

ﾁ政府がデ社との契約認可く

東

所を掻県雌に設羅して監視広報な

する不信を一覆すべく︑濡発かつ

の申に醸成された原子力行政に対

一︑﹁むつ縣問題によって騒属

よう描劃せられたい︒

点検などに伴う披曝羅を停年する

線被鰻響理を徹底し︑原発の建期

い②原発の下盲従二二などの放射

ド灘灘鰹

一医

一 置

の交付︑京たはそれに準ずる特別

もつ布町村に新規と同等の交付金

置をとり︑既設の原子力発醗所を

醐

原子力関係地方職員研修センタ

描羅を講ぜられたいの同法により

ー︑湿垂水有効利用当量施設︑原
子力広報研修施設などの建設につ
いて特別描鷹を講ずるとともに原
発所在市町秘の行う璽叢に対し︑

の︒

政に離応できるよう原子力安金協
第三四九条︶を撤廃せられたい︒

地方餓の特枠の設定︑国雁補助二

嗣協議金は︑昭和五十隼度噛業
驚の法制化を萎め地方公共団体の

一︑原発の安全性などの研究開

昨薙制定された罐源三法に基づ

謝纈として国や関係機関に次の煎
原子力行政関巧のあり々慰検討さ

き原子力発艦駈殴灘帯町村などの

最近の顕子力行敵不学のシワ甥せ

地城翁忌開発が逸みっつあるが︑

を要要していく︒

性︑儒頼性を商上させるととも

雛︑促進について①原発の安全

をうけて︑これら地方自治体の多

一︑魔源三法の弾力的遜用など

れたい︒

に︑固体主翼物の処理処分法︑低

一︑現在の原子力蚤競金は︑地

レベル放射能の影響︑湿二水の漁

元住展の利轡に関係の深い醸子力
税・賜乙部罵については①同法の

業への影響と有効利用について調

くは︑住展の安全確保への樹鯨と

発懸所の欝金讐理︑懸樋闇題など

市町村長の裁縫による交付金の使

原発立地促進という趣髭を璽視し

地城福祉の向上に新たな麗地から
対慮を娘られている︒このため問

ことが醐蔑の聞に原チ力行政不儲

規制函の機能が特に弱体で︑この

ても中央詳価機構を設訳せられた

査解明し︑さ口らに温排水につい

協講会は︑従楽からの懸聡である

助うらの三二使用︑交付開始階期

胴︑交付金の頭打ち制度撤廃︑補

懸源三法の弾力的な遜滞と並ん
で︑原乎力機構の改藻・強化や安 を招く原暇となっている︒このた
め規制面の機能強化を滑り︑公開

当りたててほしい﹂とあいさつし

フォールト・トリー手法を用いて
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全性研究の山巡などについても働

原発反対運動の歴史的な臓にしよ

ひろげていきたい﹂とのアピール

敷台傘訳防磁困瞬由陰

た︒

工嶋〆防鰐鋸富士・獲周土無・門題・鰭獅圓槻

う﹂と睡びかけ︑開ムムした︒蓋催

曳挫。當嬢醗ノΨぎ毒販ん慨もε樫窯島ゆ≒幌

工業取締役薬師畏︶︑厳締役凝二

協和醗酵

取締役技師長大石松一二︵繭強賊盤

犠．璽窟鋸干｛ミ田伊乳砺ロー6一！

れる︒

T。

いるが︑データが入手不随能な以

部擾時至正︵前三菱商工大阪支社

副支社擾︶︑常任監董役馬場一郎

と期待にこたえて、ますます

︑災金はさらに︑﹁生物滅亡の凶 を採択︑タンブリン氏の認念講蟹

大阪府二三郡熊巴町に完成した

京大臨界実験装置を
大学共同利用に開放

締役横須蟹正寿︵最窩軍術顧問に

この発酵の木を育てていきま

上コンピューターのあそびにすぎ

になる︒原子力産業が蔓延するこ

ない▽プルトニウムは原爆の材料

就任︶︑取締役︵弗窩勤︶進藤貞

禦大臨騨簗命体実験袋躍︵KUC ︵繭常務取締役︶ 還任釧常務敗

の致科課程の実験に開放されるこ

A︶が︑全国の大学院原子力工学

なっております︒その主なもの

が世界に進i出しています。

に移っだ︒

︵写爽は反原発簗会のもよう︶

とは肚界巾に爆弾クラブ︑核クラ
ブが増えることだ▽イスラエルの
ような国でなぜ研究用原子炉が必
盤なのか︑知っている入があれば

は次の遡り︒放射線物理︑測楚

協和総懸は、これ，からも儒頼

囲体を代表して圏主講座の松岡信

て力のかきり耀い︑原子力公瞥に

原発と共存できない

監査役浮田礼移︵醐闘に就任︶︒

和︑取締投︵非常勤︶跡静︑常任

♂

とになつだ︒隼聞二十人穆慶髪隈

﹁

放附線取扱主任麿の国蒙試験

発酵の木に懸った数々の解織

ケープルペネトレーシ實ン
度に名大︑束工大︑集北大︑阪

13

が八月二十七臼から仙髄︑策票

学︑放射線生物学︑関係法令︑

仁術︑蟹理技術︑放射嗣線の化

7月7日〜11日︑食糧会館で

大阪︑福岡で葵施され濠すが︑

日本原子力巌菓会議

二一︶京で︒

産・業勝繰︵璽認菰九一一繭e

万八千円︵会騰︶を添えて︑原

参加希望の向きは︑謬加鑓一

え︑七月七日︵月︶から五B 密封線源︒
間︑手玉︒麹町の禽縄会館で受

今回はとくに︑試験期臼が近

験のための謂翻金を開き豪す︒

いこともあって︑過妻の試験問
題等を調査・分析しながら演習
閤題に購点をおいた醐醗内響と

無限に伸びる発酵の木

夫氏が﹁都衛生湧者は地方怯民の 羅と化しうる原発の開発に反対し

寧受してきたことを反備︒都市で

犠牲の上にあぐらをかいて憂患を

できるあらゆる反対運動を展開し
ていきたい︒推進側の囎際的な連

要︒その第一歩としてタンブリン

携に対抗して南民の国際連携が必

▽国際放射線防罐婁腿会︵IC 査︑騨価能力に疑いの薗を陶け︑

つのカケ︒カケに勝てる覆があ

発を轟けいわることは皆さんがモ

△

教えてほしい︒もちろん私なりの

RP︶の麸踏は︑原子力摩糞を優 攻撰し︑風威を尖墜させ麗止に幽

るならどうぞ礁歯して下さい︒原

たくはないだろう︵岩内︶︒

ルモットになることだ︒誰もカケ

一一

日本原子力︷藍榮盆議はこれに備

一

次いで柏嫡原発反対圃盟︑女川

いこんだ▽原子力義々の安傘性を

とスウェーデン政府の同横な報衡

扁

笛はある︒しかし米外交政策筋か

ら葬難される恐れがあるので発轟
はさし控えたい▽社会がテロの衛
威にさらされ主な都市に原爆が仕

原発反対期成岡盟︑プルトニウム

蔑明する隠事のラスマッセン報告

は︑握出機数か月にして多くの挑

犠

氏を招聰した﹂と経過報告︒

自由な社会は腰発と共存できな

タンブリン博士が講演
い一⁝︒来濁中のアメリカの生物

集宏はこのあと︑今後の活動に
ついて日本消徽癌遮盟の安藤栄雄

物理学畜︑アーサー・タンブリン

掛けられるとすれば権力蕎は非常
に醐露な懸察力をもつて対抗する

ムが盗難にあうのを防ぐため羅力

だろう▽アメリカではプルトニウ

食祉騰に蟹金確保のためのチェッ
クがで細ることになっており︑プ
ライバシーが慢蜜されている︵榮
催︒約四酉人収容の△訟蠣には︑団

問題研究会︑旧料金で電気代を払

従典轟や周辺住民のための磁纈で

先的に弩慮して作成されたもので

函配欺購じ満ちたもの︵水芦︶︒

はない︒婁員会は翻僚の鍵まり︒

麗

力

二

囎悪

と︑都甫住民の反原発の閥いを結

博土は︑水戸︑榮京︑轡内での講

氏が﹁原発立地の現地住民の闘い

びつけ︑おだがいの協力︑支援を

演で反原発論をブチあげ︑各地を

︑集

強める﹂門世弊各国の箔民運動と

伝通行脚中︒アピールしゃすい材
▽きのう濁処理工鵬の人たちと

疑罫・

偶報︑経験を交流し︑運動闇の遮

料を書割してセンセーショナルに

盟︑原爆体験を伝える会︑ひとり

反原案を争いあげた〃科学的論拠

ひとりが原子力の恐しさを響える

構を強めるしなど十環囹からなる

﹁温和でゆるやかな反原発市罠

義のものだった▽アメリカでは原

逓動線櫨を読みあげ︑反原発にむ

逓動を展開していこう﹂一1︒七

は︑聖地に

会い︑蜜全分祈レポートはあるか

ンブリン語録

を示さぬ科学者

どの醐体は︑策察・帯谷の自治労

体関係轡︑学生のほか︸般市民も

う金などの代表が次々と壇上から

子力蚕興会︵AEC︶の文金響京︶︒

会館ホールでコハ・七反原発市民

つめかけ︑ぎっしり満籔︒騨図工

自発活動の実偶を報告︒社象党の

▽原発を建設するかどうかは一

簗会﹂を開き︑正武に﹁反原発市

ょせん核は核︒死の灰の恐怖にさ

発の運動を国会に反映させる力に

石野久雄代議士もかけつけ﹁皮原

組織化への旗揚

の名にご

躍の 根 運 動

民運絡会議﹂を糖成した︒

まかされてはいけない︒今臼を

らされる︒

平和利蘭

公審闇題研究会︑日本絹縮轡遮

＝：

態談会であいさつする矢部会擾
タンブリン氏

と聞いたが︑答は典強暴な戦旗霊
ていく方釦を淡めた︒

かって柔軟で多彩な運動を剛造し

難

書
タ

訟漏講

袖井林二郎氏が﹁原発も原懸もし

そのいくつかを拾うと⁝一︒

を残した︒

主講座塞行熱燗会の六団体が虫

会︑原水爆禁止日本国民会議︑自

反原発市民連絡会議発足

日︑原子刀発耀所の建殴に反対す

反対運動組織化へ

げ総会となったこのヨの撫金は︑

ρ㎜

@

、

る都金の住民継織や消臨機逓勤な

一輔

延碁

s
ゆ職
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二
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﹀

聞

力

へ
り

り

の

癖勤
のもとで原

門むつ﹂放封線漏れ問題が残した足

わが国で原子力船關雛が足踏みしている闇に海外諾国のそれは魑実な蛎みを続け︑還からず
商船隊が就役するだろうとした予測すら聞かれるほどだ︒

鐙懲な体験

力船關発の必要性がより強調されねばならないのは︑むしろ海運国日本なのではあるまいか︒

跡は灘外に豪で波紋の輪を拡げているようだが︑ともあれ︑この

今回は﹁原子力船国際会議︵五月︶に出席した摩本弘平氏︵現・原船禦簗団理珊︶をわずらわ
し︑将来翫画などを含む広範な問題をとりあげた周会議のもようについてこ執籔触った︒

の
の

・3ζ饗こ26篇の発蓑㌔﹂．．汽

ぱ

の

械9峯．の．〜ζ︐亀．p．・噛．9㌔．㌔．監〜鷺．・．◎〜．．．．・㌔9へ辱

︷十三か国から蛸
踊百薬名が参加塙
㌔．ご．︒f辱ζ篭

来国原 子 力 濃 業 会 識 が 霊 催 で 臼
水原子声嚢叢会議とフ譲ーラトム

とりながらほとんど毎圓蟹闇を発

技術的には︑試験船を持つ米︑

い

叢

用船建造を期待していると発表す

英国は試験船を持たぬせいか︑

ているか︒国民の理解は罎られ

する織聞一﹁むつ﹂はどうなっ

板へのバルバスバウの衝突実験︑

の研究を堅めている︒さらに︑外

有

格納容羅の圧力抑制竪縞の実寸モ

で︑他の発表の中でもサバン

日本の﹁むつ﹂はすでに

たか︒いつ動き出すか︒第二船を

デルテストが発表された︒

がたびたび葺を耀いた︒

名

か︒

いつ遺るか︒外国に売る話は本当

一

ナ︑オットハーン︑ムツという一

▽オランダのミュスケン氏

遮の爵塾が聞かれた︒﹁むつ﹂に

果︑獣悪計舶が④当たり六・三一六

とした在来船との経済性比較の結

▽西独のシュミット氏i酋独 軸士芳SHPコンテナ船を対隷
の理臨の一つとして﹁むつ﹂のト

の原子力コンテナ鰍娼遊決定哩延

ついては別に後述する︒購本代衷
の三氏はともかく覚汝たる態度で

ラブルによる極東航路の来確定を

▽米閨のウイノール氏

った︒

終始されたのは艶事であった︒私

あげる︒ただしこれは一時的麗象

十二万

・八がでバランスすることがわか

兇だが︑もう少しユーモアがあれ

とみている︒

の発表は心なしか︑試験船を持た

脅の︸人が私の胸のバッジに﹁ジ

▽ホテルのエレベータ内で参麗

碓造コストは三憾七千万が︵一千

油ゆ嶺たり十がで竸争力があり︑

と慰められ︑返購に窮した︒

八十億円︶となる︒

▽露国のアップル氏

子力船の間題である︒私はこの機

力船はコストが六千万が高いが︑

▽米暇のハスウエイ民

船の退役処理には︑休止法と︑分

解して海に沈めるか土地に埋める

方法と︑硬素別に処理する方法が

饗も少ないが︑無数がかかる︒海

する︒休止法は危険が少なく人件

い︒

没法は安全性が島く︑欝雨も少

を行ない︑就役期間終了までに六

・と

き

・ところ

東

大

研

大

賭6蚕

田畑米穂氏

鷲野正光氏

矢野圭司氏

原研・赫紬研究所

︿講義﹀麹町会館︵東︑尽・平河町︶

7月3目︵木∀三目︵金︶

︿見学

・参加費 一万六千円

・定 員 30名

原産・業務課働一〇六五

詳細については次にお問い潤わせ下さい︒

盟

3︑放射線による生物由来廃棄物の処理

・原

2︑放射線の公害対策の利用研究

東

1︑最近の放射線化学の動向

監

原産セミナーシリ⁝ズ瓢

P十六万立米LNG船では︑原子

十万SH

⁝はペルシャ湾米国間航路で燃料

ャパン﹂とあるのを兇て︑﹁む

フランス︑オランダ︑スペイン

ば︑花を添えたかもしれない︒

〜

SHP六十万DWT原子力タンカ

ぬ弱味が綴じられ︑極端に講えば

つ﹂のトラブルは大変お気の灘だ

また各国の樗来計懸︑経済性椀

全ての数字が空しく受け取れた︒

酎の鮒錘としてたびたび六十万ゾ

タンカーがあげられたが︑ULC いろいろとあったが︑何と譲っ
題で頭の難い造船所の︸人とし

逆に撚⁝臼田は毎奪轟ハ百万−九着万

CおよびVLCCのキャンセル問
ても彼箸の閲心は︑西欧窪儒の原

が安くなる︒

▽フランスのバンバニスト氏

会に︑オットハーン成功の鍵を知

核燃料は三分の一ずつ毎郊交換す

りたいと思っていたが︑結論は明

し・薦独の各発嚢はオットハーン

確なものを褥られなかった︒しか

﹁むつ﹂に関する各国滲加撚の
兇解と関心には興味があったが︑

て︑纏り切れないものを感じた︒

私が握んだものをまとめると次の

ップするなど西独陣のチームワー

つ交換するより経済的だ︒

る方が十八か月ことに二分目一ず

クの良さが感じられ︑技術力は別

原子力

を中心に分担が咳気で︑質問に対

逓りとなる︒すなわち一

照︒とくに婦人子供層に対しもっ

として︑門協力﹂と﹁集中﹂に秘

適任番が会脇から説盟をバックア

▽楽国のレイ博士一PR不二 しても︑必蟹な蒔は発嚢者以外の

と平島な欝翼で説明して︑彼等を

獣があるのではないかと思った︒

による国民の誤解がトラブルの原

い︒

支持の塁盤にしなければならな

七一奪秋の燃料交換課でに工十五

▽楽国の騨門誌雑記蓄の私に対

も︑一九八○玉代に実用化すると

lWおよび舞Aの量感附策を説署

▽米国のシュラー氏GNSG

した︒WA型はW型を極めてコン

万餅︑その後一九七五庫五月まで
ま続けば一九八O年代茨たは一九 に十七万涯を突破した︒本船はさ

いうところだ︒璽縮価格がこの豪

九〇年代には四万sHPまで経済らに八頂囲の改良と六環質の研究

頂圏の研究を行なう︒日独共岡研

予豊平発

性があることになろう︒各国が協

発生例から︑原子力船の安全性確

表として︑海運会社の統計的珊故

▽米国︵氏名不詳︶

力すれば一九八六年には原子力商

究によるコンテナ船礫造開始の決

パクトに改良したものである︒

舶団が出現する︒

保の必要控を強調する国見が關陳

西独の原子炉安金性分野におけ

餅擦

＝：い糊

影
亀︸覧●ρ亀︐㌦唖・竃・ノ塾．輪9＝驚ρ覧亀8●覧8●輪●

多かった︒
︸驚乳ρ零点

ゆ

♂

日

︷迫力があったV
の

溜西独の発表い
ワ

γ塾〜︐︑ノ﹀︑英国も積極的︑ぐ・鼠

会席の雰囲気は︑圧倒的に多い
来膣代表が牛軍る形となり︑なか

していたのは︑さすがにプロと感

e国から原子力船揺来計醐が発㎜ ンテナ船︑大型タンカー︑LNGでも導門雑誌詑蕎が手心にメモを

れ︑午後は核燃料サイクルと管理

船を対象とした経済評価が発表さ

西独︑臼本の発表が足が地に魑い

心した︒

臼午前は安全と設謝について発表

に蘭する研究発表があった︒第三

があり︑牛後は保険と真鴨に関す

核燃糾セカンドチャージの場合の

独の発表には迫力があり︑とくに

ットハーンの魑実な実績をもつ西

て自懲の程が感じられ︑中でもオ

午繭巾に許認可と法制上の間題に

る発表があった︒第四日鍛終購は

ついて羅表があり︑会臓の懸を閉
じた︒

るほどであったQそれだけに︑資

カラースライドは︑ペーパープラ

た︒

金闘で政府の補助金を強力に要請

ンのみ発藻の他国を圧倒してい

米国はサバンナが過去のものと

馨ら照間の側に濠わり︑質問の騰

なり︑現在CNSG−WA京で
して
二いた︒
ポートニュース造船所は実動船は

階協力による開発を進め︑ニュー

ゆ

闇になると︑﹃UK﹄という謡藁
．9

もはや不必要で︑三蔓ロットの爽

急ぎ国際規約制定を
石油危機によって︑原子力は三乃

86年には商船団就役も
次に各発嚢の中から私なりに磐

五千馬力から四万五千馬力で在来

さきに一

海船と競華できるようになった︒
▽米国のレヴイン氏

一九七四

︵独文︶一九七四銀九月

一九七四

静

の後擾の﹁原子力商船に関する国

日までの五照間︑ニューヨークの

際会畿﹂が五月十八日から二十二

日木からは︑第一日華に臼本原

子力船開発瓢凝団の魯水理聯が
﹁むつ﹂を中心とした鍛近の日脚

籔薗國に三蔓原子力工業の津田

ぞれ発表︑第三日量に成瞬大の谷

常務が燃料サイクルについてそれ

▽米国レイ博士の挨拶から

考と思わ3／るものを列写する︒

上輸送は懸来大変革が予想される

四五⊥

年十二月欝等WANL上三
る研究プロジェクトの研究報告集

一技術的・経済的評緬

処理熱用の高温炉︵VHTR︶
MEND・一︶

三重二十四万SHPのコンテナ船された︒

延期される︒将来一画としては︑

定は扁九七六矩まで煕つの理由で
ハーンは書物研究船としてほとん

ど完全な性能を示している︒一九

㎜藪献案内㎜
ウランーニオビウムージルコニ

罵湿炉の熱源の研究

王RS−F一二﹁

一五八

年十二月燭ハーGA⁝A一一三

原子炉圧力容認へのプレストレ

⁝⁝バーDEU1七

詳細欝欝せは原麓︒質糾塞へ︒

四⁝賜

・

●

ヒルトンホテルで開かれた︒

穆加蕎 は 十 三 か 国 か ら 醤 十 二 名
で︑内訳けは米国五十五名︑葵国
十八名︑臓煮八名︑西独とスペイ
ン各七名︑ヨフンスとカナダ各六

名︑このほかイタリア︑オラン
ダ︑禽湾︑インド︑スウェーデン

発表された論文は︑米国十三︑

から各﹁名であった︒

西独五︑フランスと田水と英國各
二︑オランダとスペイン各一︑舎
断二十六であり︑各セッションの

独︑臼六 ︑ オ ラ ン ダ 各 一 名 の 合 謝

議長は︑米︑英︑フランス︑西

前夜祭はホテルのペントハウス

をつとめた︒

川教授が午後のセッションの議長

表された︒第二臼午前は原子力船

金議第 一 日 は ︑ 来 国 務 鎗 圃 携 次

七名がつとめた︒

留補レイ博士の女性とも思われぬ

で催され︑還路参加した連中が旧

▽顔独のシュミット氏オット
ので︑累く園際規約を制定すべき九八O⁝八一奪にULCCが就航

の経済性と建造螢金について︑コ

ると予想したが︑インフレで建造

トが﹁九八O隼にずれ込んだ︒私

の知識が︑﹁むつ扁の例にみる通悪欲が嚢え一九七六一七年スター

変りはない︒放射能に対する﹁般

り︑不慰している︒平甥な諮翼で

璽出現という数字は︑今でも携え

うかも知れぬが︑今磁紐末に二百

説明すべきだ︒国象補助金は出すを野生の眼をした楽観並間曲と叫

▽フランスのクルシモー氏米

べきだと思うが今は誕えない︒

リバモア・プール型原子炉の安

50台PFP1
全二
解析報告 一九七四矩九月 獅

ウム・舎金︵蝕釈付き文献集︶︸

▽英爾のキンゼー氏今圓・二九七四年十二月

︸体型のCASは字母力二封目＋鼠な畢測と愚っている︒

MWで八一九万軸馬力の五十1六

づUCRL⁝五一四二三
ゼネラル・アトミック・ガス冷

一五八

却高速炉炉心のための地霞解析お

一九七四庫九月75

等GA⁝A1〜三〇一〇A︵A

証プログラム

ゼネラル・アトミック・品質保

びBNWLiB⁝三六四九七三無九月

一九七五年一月29 スト鋳鋼の醗能性研究︵独文︶一

粥っ

一九七五無

謝奇

よび訟験謝画

ステンレス鋼の疲労︑伸長およ

TID⁝一瓢ハ＝二五

び弛緩の行動

十万TdWタンカー︑八万馬力の立印鵬調達周から﹁原子力船研究
第二報﹂が発桐された︒一九六九
⁝七〇隼には燃料油はゾあたり四

コンテナー船︑﹂NG船のいずれ
にも使燭できる︒経凝性について

哩または三・五二となり核燃糾は

〇・こが／sHP・H︵騰馬／踏 プルトニウムおよびその他の超

は大型タンカーを対象として検討

した︒第一船は︸九七六豪たは七

一九七四銀十二月

ウラン元累一環境分布と生物医学
的膨響

WASH一〜三五九

曙＝
￠魑

︒繭

スペシナル化粧品

壇上に戴んだ議畏団絢かって右端は谷川氏）

だ︒原子力襲故は他の慶饗珊故とし︑二〇〇〇無には一習蔓出現す

ったのは態外で︑ソ遮からの参加

した︒会議に女性の参加が少なか

なかったのも残念だった︒

が無くレーニン署の偶輻など開け

金議の進行は奪頁に毘る通り︑
議喪と国表誓がステージに岡列に
並び︑発表と質問が順次行なわれ
る形式で︑第三臼閉に二八の照間
者が壇上で番外の演説を行なった

調に進められた︒

他は︑とくに波乱もなく極めて順

使用語は全て葵語で︑米英人は

自出語で容赦なくまくし立てる

漏路受注︑一九八二館完成になるに踊躍︶であったが過表＝⁝突貫に

形勢が逆転した︒今から魑好して

三・五嘩から三五嘩／ゾに上昇し

が︑フランス︑スペインおよびわ

▽スペインのプスタマンテ氏

四一

新しい美容法に基いた
高級品30種のグループ

舜

と予想している︒
語が得愈でないので︑勢い沈黙が

X

灘

灘灘

交を暖めたり︑紹介し合って歓談

熱烈な挨拶に始まり︑午前年後と

奪爽目㊤就航四十万浬以上の運航実繍をもつ西独の原子力飯
物遜搬研究船﹁オットハ⁝ン﹂と㊦新しい定係港が決まらぬ

9

れわれ日ホ人など外人勢は大体英

O

官

氏
本
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n
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霧
鈎

注目される社会党の態度

予定から大蟷にずれて午後四晴す
きに始豪つた外務欝欝会で圏疑に
立った楢崎弥之助︵社会︶︑松本

原研理事に
天野氏就任
日本原子力研究所は六月九日付

策三聖所畏を兼務

永宋英一︵民祉︶の五氏の遍求も

藩明︵共塵︶︑渡部一郎︵公明︶

けで策海研究所副所畏・天野興氏

で︑鯖間かせぎの感があった︒

謹

罫嚇欝

天野氏は川繭心理蟹が欝欝購簗

の理懸就任を発令した︒

園圃麟に就任し転出したことに伴

昭和二十隼爽

全性試験研究センター暴廓務取扱

う後任︒藁海研究駈所長として安

栗野新理事略歴

いも兼務する︒

芝マツダ研究所を経て三十一隼五

大第二工学部露気工学科卒業︒爽

月原研に入所︑葉海研原子炉毅翫

部次擾︑励力炉關発部長︑企画整

彊に押し切られ︑結局︑外務︑防

離は二十臼以降という野党側の霊

いとする俘党側の期待は︑曽網出

を鞭て質疑を終え︑採決に入りた

示すものとも受けとれることから

は︑社会党の歩みよりの司能性を

来よりも箭縦したと評価したこと

これに対する筥沢外相の筈弁を従

定する気があるか︑などと質問︑

か④アジア・大軍洋非核地帯を設

核実験の禁止に横極製に努力する

﹁電力金社も公開揮否という頑な

ュアンスは異なるが同じ弩え方で

どと述べた︒稲垣︑中騒澗氏もニ

対象となるはずのものである﹂な

失が生じた三会には︑国家寝姿の

しこれによって現実に商謎上の損

針を淡めておくことが肝頭で︑も

模索続く柏崎

のあることなども指摘した︒

ぐ

衛︑科学技術三閣僚に対する徽終

海研副所擾︒閥山興出身︑51才︒

長など歴任︑四十七葎四月から爽

質疑を行なうことになった︒

α

これ豪での質問パターンを跡む形

しかし︑韻後に再び質問に立っ

た楢崎弥Z助浅が︑①NPTは核
保衛国を團定化し︑全面的核兵器
排除を決めた国金決議と矛贋しな

で決めた非核三原則をあらためて

いか②社金・共産両党の謬加ぬき

取扱いを党三役に一任するとの方

正式に決議し謹す薯えがあるか⑧

針を打ち出したため︑雲行きはに

会から薦れ模様︑三木首桐の出席

質疑は︑安全傑隊閤題︑核政簾を

核拡敬防止条約︵NPT︶批准ていた︒霧議に際しての与野党の

わかにあやしくなった︒

衆院外務肇員会での核拡散防止条約︵NPT︶批准をめぐる審醗は鑑終段階を迎えたが︑キャステ

問題を霧識している衆院外務婁員

つくしだ感が強く︑＋六日目連言

軸に展開されたが︑照闇もほぼ出
このため政府︑与冤が採決を期

の成立はおろか︑衆院本会識での

んにかかっている︒

NPTの今後は与野覚の接衝いか畏も岡席したが︑政府側からのこ

で採淡に入る公鱗もでてきたが︑

このため︑NP？条約は避難会 波滅ぶくみの申にも︑外務婁興会

強調した︒窟識には生田原子力局

態度はとるべきではない﹂などと

他法案とのからみ︑保革伯仲の滲院情勢などから︑今後の推移には予断を酔さないものがある︒

ている︒政府は二十日にも外務婁員会を開き︑三木首椙の出腐を響て採決に踏み切りたい聖上だが︑

ィング︒ボートを握る誓誠党の態度がなお流勤していることもあって︑王難会での成立は嗣難視され

会は十八日︑欝沢外務大臣︑坂田

の空気が強く︑胃筋十特半の開幕

承継も危ぶまれ継続審識になると

三体化したことなどから︑政府︑

の非核三原則瓶守の考え方をより

として考え方を質したのに慮えた

く蟹任体制も明確でないliなど

あり方にある②行政に一鋼性がな

力も簡題だが︑要はむしろ運懲の

の問題に対する輿望はなかった︒

は︑まずその段取りを決める理開

待していた十八臼の外鵬委縢会

宙民党は＋八臼の外務蚤員会で採

もので︑間氏は個人的冤解との㎞削

霧査で宮沢外郭が﹁罪核三原劉は

を行なった︒NPT響識は玄る四国是である﹂と述べて︑三木箇相

宮の曲弾を求めて︑臨終的な質疑

日の外携︑内闘︑科学狡術三委員

日の外務婁員会を皮切りに︑十六

決︑十九日目衆院本会畿を経て参

提のもとに﹁資科の公開問題はお

と政府の姿勢をするどく批判︑

賢疑に感え①猿乎力委屡会のあり

謬蕎入各氏はこのほか︑膳上︑

会の連禽讐査をはさんで︑同婁堤

院へ送る雲向を薗めていた︒

〜

会で集串的に進められ︑＋七日に

﹁ルールの確立を急げ﹂

は今一隆吉︵科学騨論蜜︶︑前田

互いが機密という露藥の壁を設

霜曇︑資料公開問題で見解

の叢論の場が必藪なことのほか︑

安全性研究に関し尊門寡ペースで

しかし︑こうした一員会密議と

け︑このことがかえって相互不儀

寿︵上智大教授︶︑川崎昭一郎

感を増しているかの感もある︒科

は別に社会党が＋七日の緊急申央

の設立︑蜜全審董スタッフの増員

温緋水間題に関する独立研究機関

執行婁員食で︑当初決定したNP

璽書が衆知を集めそれによって安

︵千日大助孜授︶︑蝋山道雄︵上

同日は各秘戯人か跳約十分ずつ

全性を爾めようというものである

智大数授︶︑久住忠男︵軍事曲論

衆院の科学技術振興無難特別委

の懲冤陳述があった後︑聡疑が行

ろ九人の学識経

取り組む必要が

ある一などが
要望された︒

策京羅力の主旨・刈羽原子力発

懸所︸暑炉︵沸騰水型軽水炉︑首

このところ公聴金開催の諸諸に大

＋万KW︶の設躍問題に関濡して

公聴会の開催については︑①大

きな関心が鑛まっている︒

④地元都通日興知禦が婆罰する石

型炉②新型炉詔書巾地域の新設炉

当たり︑原子力目顔会が必饗と認

臼︑の四つのケースのいずれかに

めるとき開くという﹁開催要領﹂

れる梢騎・刈羽一辱炉の嚇合︑二

がある︒繁申立地第一番手といわ

轡炉以降の夕日がない現在︑形式

子新規に解釈すれば﹁公聴会は開

的には櫛にもあてはまらない︒杓

な6ば︑必ずや解決簾はあるはず とこれをバックアップする專門機

なわれたが︑この中で森氏はとく

翼の設立︑放野性廃棄物処理処分

後開会︑稲垣醗労連塞長︑小野周

だ︒この瀞味で︑科灘護・騨門象

と園内傑瞳措躍管理制度の確立な

センターの設躍︑NPT畢期批准

の条件変化はないことを再確認︑

に資料の公開問題に関し﹁商凝機

が知りたい鱒囲の資料は︑商業機

T批准反対の態麗を変璽するだけ 爵会︵無水昇曇墨喪︶は十一日午

密保持と資料公開は両立しうる﹂

密保持との関運で両立できよう︒

を求めるなどすでに大誌めを迎え

襲撃教授︑中濁篤之助科学蒼会議

と述べ︑注目された︒石野久福二

社の大禽同を検討する③興体的

験暫から︑今後

これに対して
政府側からは︑

この堀の学識者
の愈見を＋分反
映させながらエ

ネルギー政策の
大筋を決め︑五
＋一年慶からの

竏齒R形式で怒辱や混乱なく

強く反発している︒しかし反対に

反映させるという従来の方式には

元住民の愈見を耀いて安全審査に

ばダメ﹂とする愈兇が圧倒的︒地

の問には二問︸答形式でなけれ

聴金のあり方﹂︒設國反対派佐民

聴会でとかくの批判のあった﹁公

そこで焦点となるのが︑福協公

の方商で横酎中偏という︒

ら︑原子力婁員会としては﹁開催

して弾力的に運胴していく兇地か

だが︑形式にとらわれず実慧に則
参与︑森一久原鑑冨層理覇の膿漏

顔が︑政府は商叢機密の名のもと

かない﹂との糖論もありうるわけ

くに開発体制や叢薄性研究のあり

超人から原子力開発の進め万︑と

憲︶の五氏を滲当人に掴いて憩毘

刈羽公聴会

防衛庁擾蜜︑佐汝木科学技術庁擬

天野理泰
どで行政当周が急ぎ対処する必要

政府は十四日︑第三圓総含エ

る④窟民一体となって代欝エネ

なエネルギーの節約方法を著え

政府があらかじめしっかりした方

摺木首相︶を開き︑荷沢広巴総

ネルギー対策閣鰹瓢識︵座員・

一

マに四つの講演と二つの映圃が上

のエネルギー源といわれる核融臼

のエネルギーの

ルギーの開発に

リプデンー99の製造﹂などをテー

で門公開の原則喩を拒塾している

期待される核

炉關発の現状と謝画について講

冤通しと対策に

管聲結樽部会長
臼爪原子力研究所︵宗像英二理

﹁核融合研究はすでにプラズ

命エネルギー調

箏長︶が十七田︑漿京︒霞が関ビ

マの物理的解明の段階を終え︑今

頽︑

映された︒この幽で蝦海研究所核

ルて﹁あすをひらく原子力﹂と題

ついて愈冤を災

融禽研究部長・森茂氏は人顯叢後

して一無闇の研究威果︑今後の開

隼度から新しく工学的研究開発段

原研が成果発表会

融合研究開発

発翫画の発表を中心に講照と映圃

階に入ったQ現在JT−2aを使いた︒
腐上︑学識看

理事長があいさつ︑十五臓剛立十

からは①今後︑

の会を開属した︒今回はまず宗像

ねる︸方︑第二殿階として将寮核

恋してプラズマ安定化の実験を璽
九腿爺をむかえた原研のわが国原

石油依存を底下

経済擾期翫画の熱雷としたい︑

ズマ試験装願lJT−60の建設をさせ︑エネルギ
ーの安定供給を図るために︑原

融台炉へのキメ手となる臨界プラ

欝ざして設謝研究など本格的な検

等の方針が述へられた︒

W瞬が弱謹っている罠族系石油金

無二的な問題に関して荷効な耀

ったく疑問﹂とする慧見もあり︑

し弱いの場がもてるかどうかはま

対論の姿勢は必要としながらも︑

ぜん根強い︒こうしたことから︑

まだまだツメが必要との兇方はい

中央の簿門寡レベルの酎瞼と地元

黍

での対麗を併用する公聴会方武の

探り4が続いている段隣だ︒

検酎も誠みられるなど︑まだ

命

翻璽
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討を瀧めている﹂などと藷つた︒

役劃と研究方劃を明らかにしたあ
と︑

性廃蘂物﹂

斯材料の開発偏
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魁
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業

力

原

になる︒これは最近ニューヨモク

ポート一︑二軍機︑スターリン

ーセット一︑幕議機は含まれてい

グ︑グリーン・カウンティ︑サマ
︒パワー・プール︵NYPP︶
が︑州公共環業委員会へ提出した
ない︒

一
多

一

一多 多

を落すかまたは運転を火止する必

九七七年と一九九〇隼の闇に出力

NY州の原瀦計画を黙るNyPPの饗任麿

要がある点を指摘しているQニュ
ーヨーク州の電力金融は︑一九八

多

玉

一
多 二

﹂メ︐縄㌧

原子力反酵素蓄による原子力発

Σ多
三三ニ

二

一つ

よび大部分の民謡研究黙劇炉に対

豪での原子力損出賠償保険を提供

して︑最高限度一億二千五百万が

に営業を關癒して以来︑原子炉の

している︒同プールは一九五七年

運蝋に関碧して一般大衆に罪する

方が安いと報簿している︒その藻

受けたことはない︒

人身漿故謹たは損憲賠欝の講求を

約六＋九億がの経闘負握翫とな一妬のNYPPのエネルギー源

二〇％から五〇％安いということ

である︒今世紀末までに︑これら

は化石燃料による二二コストより

多

ゼ㍉ノ

の原発計画
世界の原子力発響画は盛衰一

によるとしている︒楽国は弧O％

スが他のいかなる国よりも原子力

の予定である︒現在のところスイ

発電の比率が大きい︵一七％︶︒

一〇％︑台湾の九・六％︑パキス

これにベルギーの一五％︑英国の

タンの七％が続いている︒米翻は

発醗容量でみると︑来聴以外で

八％である︒

は英國が二十九塁︑五齎五十九万

筆で大幅に俸びた◎すなわち︑八

の一三％から八五％を原子力発懸

の三＋八か国は︑その発電総掘懸

燃料︑一〇％が水力になるだろ

るが︑一九九〇隼塞でに二五％が

四四％が石油︑一九％が石炭︑一
り︑電力コストおよび供給力とい

同報告甜はニューヨーク州の激

鋸には五壬最悪＋六万五千KW

ビ駈●1﹂フ多

になると予想しており︑一九七五
多二

拡大する世界

百四十四万六千KWから一九九〇 う︑としている︒

発殿容懸は︑一九七五輝の二千八

石油︑一八％が石炭︑四七％が核

七錫が核燃料︑二〇％が水力であ

会禁止令の要求に対応して︑NY う点で経済的破滅に陥る﹂として

炭および石油だき発電所に変えた

力発電禁止令が出るとニューヨー

ヨ

ク州の消費者は一九九〇奪までに
玉

玉

一年以降コーンウェルの棚水武発 PPはすべての原子力発醒所を石 いる︒
霞所とエリー湖鮮の二つの八十五

二三

査を実旛しだ︒その苦果︑﹁原子

万XWの化石燃料発電所以外は︑ 場合の経済的影響に関する長期調

二

計画だ︒
二玉

多

する発躍所をすべて原子力にする

KW級の古い化石燃料発電所が一 増大する鱒璽をみたすために礒製

岡報告欝は︑二十七墨の三十万

三巻に及ぶ報告㌫の結論である︒

同蝦欝欝は︑ニューヨーク州の
七つの大国電力会社の共同発電鼠
社であるエンパイア・ステイト・
パワー・リソ！セス社が一九八七
二

の安全性に関する調査︵WへsH発璽所禁止令に対する支持は︑闇

二

鍵つくものであると考える﹂と述

l一四〇〇︶に示されている購故 違った考えおよび闘遷った簡報に

玉多

建設禁止令案︵モラトリアム︶に

の確瀟は︑発言のために石炭を燃

一二

ワシントン大学原子力工単部

王Fの最近の調責によると︑米国

二多二

それに対する反論は︑通常︑技術

の金スタッフが反対している︒そ

は

べている︒

以外の三十八か国の原子力富農計

玉

的に非常に複雑であり︑いいだし

間グループは︑アイオワ州の磁

多

バージニア州︑アイオワ州︑ワ

た方ほどセンセーショナルなもの

やすことによるすべての危険の二

力の四〇％が原子力により供給き

玉二

シントン州の主な大学の教授や科

のようなモラトリアムは不要であ

万分の一である﹂︒争点に︑結論

ものである︒

八十六万一千KW︵十基︶︑カナ

の利益に反すると霧える︒原冷静

鍵は閣違いであり︑州ならびに国

たことである﹂と述べている︒

放掬するというのはまったく誤っ

より原子力︵資本蟹も盒めて︶の

ー当りの発電コストは石炭や石油

治的圧力であるとしている︒

石瘤瑠偶に嬬を熱する経済的︑政

エネルギー閤題の勢門家は︑昨

死亡数は二傍になり︑毎年二芳人

︐

畢

ば︑一九九〇隼濠でに騙力の五Q
％をウランに求めることになる︒

聖
学者は畿近︑原子力発霞に対する

ではなく︑それを取りあげる報道

として岡欝簡は︑﹁原子力発電に

A−Fが海外調査

批戦をとりあげ・原子力発露の必

という主睡の
轡簡を送った︒

り︑間灘っている

﹁たしかに︑原墨力を利用する

機関の数も少ない﹂︒

を発表した︒

要性とその安全性を襲付ける欝明

の＋七基・四函六万二千KWであ

る︒その後は臼本の三蔭七十万九

七千KWで最窩である︒次はソ連

千KW︵八議︶︑フランスの二百

画は三四％増加している︒この調
ついて疑問を持っている多くの爽

社︑メーカー︑国際的な各漂子力

れている点を指摘したうえで︑

と新しい種類の技術的彪険ーー放

面国な人の純粋な心配の気持は理

も人類の福祉に対する影響につい

機関との協力のもとに実施された

この誤差は︑次のように述べて

バージニア大学から

鮒線一1が伴う︒しかし︑同じ いる︒門第一に︑原子力雛醗所の

解できる︒しかしわれわれは︑こ

ての懸念を生むということであ

蒼は︑民嘗および公嘗の漂着会

バージニア大学の原子力工学の

建設および運転が一般大聚に与え

の心配は耶実に騒つくものではな

る︒これは今津紀の初めに電力が

塾生は︑一九七四無記2鶴楽購現 墓︶︑西独の二百二十一瓢万四千K

﹁環要なことは︑如何なる首魁で

スタッフ九人はミルズ・E・ゴツ ような危険がその他の大きな技術

る危険性は葬常に小さいため︑そ

いと警える︒原子

新しい動力源として灘入された隠

稼働中︑建設中︑発熱済および

Wである︒

ダの二肖五十一万三千KW︵七

商速輸送機関︶の

炉の安全性に関す

三十八か国の原子力発醗計画総

場合に 存 在 す る

立ち上る大学関係者

革新︵たとえば︑蒸気力︑電気︑

隔動的な

ドウィン・ジュニア知禦に桝簡を
送り︑原子力発鍛への

に対する懸念を表明すると

在の二簿二千百万KWから︑一九 W︵六墓︶である︒透写は現在五

非難

も同じであった︒航空機の出現に

が︑それは一般社

る文献は︑次第に

同時に︑原子力エネルギーが持つ

七五隼第1四単期には二丁九千四 十五墓︑三千七百四十九万山牟K

原子力支持声明あいつぐ

があった︒新しい技術の最悪の可

会に広く受け入れ

際しても︑懸念︑欝告︑ひやかし
られている︒

ようになってきて

といわれているリスクは﹁現在一

数多く入孚できる

般に発電のために利用されている

百万KWに憎加した︒

謝画がある程度確実なところまで

能性についてあまりにも心配し過

この調齎は︑世界における原子

いる﹂と述べてい

ぎて︑人類の向上のための進歩が

過表三十鋸にわ
のようなモラトリアムは不要であ

その他のエネルギー源に関幽した

たり十分なデータを壌め︑経験を

る︒

危険より低い﹂として原手力支持

進んだものをすべて舎離した原子

と︑フランス︑スペイン︑西独の

力発電計画の規模は︑米国を除く

を明らかにしている︒米国以外で
も︑来國型の原子炉︑なかでもと

力発電について多くの緊要な窮項

くに軽水頓が原子力発麗市場を支

こりうる︒しかし謝欝夫は原子力が

あるということを示している︒こ

安全であり︑僑頼でき︑経済的で

妨げられるということも容厨に趨

ンジニアも膜子力に対する州の禁

百二十六基中︑約七〇％が軽水炉

配している︒現在確定している四

アイオワ州立大学から

止令案に反対する齋明を発表し

のエネルギーおよび経済の危機

アイオワ州立大学の科学暫とエ
ると︑硫飴酸化物および微粒子の

に︑現在から未来へかけて絶対に

の原因は︑霊として申璽における

銀の原子力発響画の大蟷な拡大

る一般大衆への危険を推定してみ

放出による大気汚染は︑現荏※圓

科学および技術について経験を有

た︒湿掻明は︑﹁原子力に関する

っている国は︑キロワット・アワ

である︒すでに原子力発電を行な

る︒発電用に石炭をたくことによ

に利用されているその他のエネル

内で毎駕少なくとも一万入を死亡

諌早であるエネルギーを供給する

積んだ原子力は︑適切な規制をす

ギー源に関運する危険より低いレ

きせている︒もし︑来国における

ために有為な手段である原子力を

れば︑現実には一般に発鱈のため
﹁現在全園のあらゆるレベルの

ベルの社会的危険および環境に対

する科学者とエンジニアのグルー

に述べている︒

立法および司法機関において︑発

する影響で利用できるようになっ

プとして︑われわれはこのような

を表明した︒この韓簡は次のよう

電罵に核分裂エネルギーを利幽す

によってまかなうとすると︑この

すべての醜力を石炭を燃やすこと

順である︒

ることを妨げる運動が趨きてい

ている﹂︒

となるだろう︒すなわち︑原子炉

ワシントン大学から

る︒その攻繋はしばしば事実を髄

ワシントン州では︑八人の教授

げ︑しかもひとたび叫ばれるとた

が癬議会に対して︑原子力発羅所

…、
薗

…

噂

㎜

…

…
…

一

炉

一

…

鵬動的な葬難に端を発している︒

へ

だちに報道機関に受け入れられる

倖
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COに 対 し て ︑ 建 設 工 期 を 中 止

一︑控翫院は︑来原子力委贋会

A王Fのカール・ウォルスク理クルはさらに遅れることになるだ

は識会の没禦で否淡しており︑十

金が原子力反対三星を婁興会また

の擢議会で法案を審識巾だが︑バ

ーモント州では将来の原子力発置

所の建設について州議会の承認を

要求する法興が通過した︒否淡さ

れた法興の中の二つ︵モンタナと

オクラホマ︶だけが︑立法婁姻会

を趨過して︑本会議の投漿に付さ

昨蕉ロード・アイランド州で趨

れた︒

過した法葎は︑詞州における石油

サイトと建殴については︑州議会

科学轡だけが常にあれほど報道機

とした︒すなわち︑なぜわずかな

な疑問に対する解答を引き出そう

学的発兇や︑科学の普及や︑科学

機とうまくやっていける科学習で

すことができ︑一般大衆や報道手

な電環語をわかりよい英語になお

る︒それは︑説開上手で︑科学的

し濠うというものである︒一部の

あるQそれは︑必ずしも漆黒の科 らということでそれを受けいれて

窩分の騨門以外のことも駆すので

ことが多い︒その批糊は︑彼らは

っの問題は︑マス・メディアの基

の秘計があると爾っている︒コ

学ニュースの問題については一端

も︑グッデル女史は報道機関も科

マジョリティ﹂にあるとしながら

う点にも猛悪を向けた︒その壷任

に関する報遂が不＋分であるとい

が︑一般大衆は彼らが科学暫だか

題であり︑社会的変革となってき

る︒科学や技術が大きな政治的問

ダ

亡

生つ

を

ギ

日

︐O

蹴

掛懸鰍＼

壁

辱

タ

《フ

原子燃料工業株式会社

lndりsナrles，囲．

糟製プラントおよび原子力施設の

に独占的な決定権を与えている︒

同法を明確化する道府法案は︑最

近婁興会で語淡されている︒漿止

令がイニシアティブ︵議会露出

権︶という形で輿体化したカリフ

一九七六年六月の穴統讃予備選雛

ォルニア州では︑州の総務鎚富が

の隠に民法薬に対する投索を行な

メイン州でも・バーモント州の

うと発艦した︒

法徳に似た法案と原子力登願所の

いる数千人の科学番のうち︑ほん

関から注閉を受けるのだろうか︒

ーが繰り返し慰見を闇くので赴く

科学蕎の知名度は︑科学レポータ

い門スター﹂をつくるためにいろい

ターは多くの科学暫遼の中に新し

﹁消磯巻﹂に対する一環の余翼で

伽際

東京（03）433−3111

電話

東京都港区西新橋3丁目23番5号（第24森ビル）

建設について規制する原子力審董

婁轟を殴醗するという第二法案に

画する牛舎会が最近關かれた︒メ

イン州の議論達は︑遜督する科学

ューセッツ工科大学のラスマッセ

暫同盟のマッケンジー氏︑マサチ

ン博士︑さらに建論叢界の労働紹

命代嚢数人の証諮を闘いたが︑現

在のところどの法難も通過する兇

通しはない︒ただし︑識会承認法

の僅かな人数︵多分百人以下︶の

彼らは一般大衆の科学政策に対す

とで知られた入間とは阪らない︒

界の指灘性が優れているというこ

議州
に送
騒近の調澄によると︑八つの
識られるだろう︒

禁止令を発令した州はまだない︒ 案は会期終了餉に票決のため本会

科学薔だけが︑一般大衆および一

る調髪形成に対してどれほどの力

︵AEC︶の原子炉サイトに関す蟹畏は︑﹁NRCの決定の購期とろう︒このNRCの描醗は現在決

インディアン・ポイント原子力

方について大きな影響力をもって

般大衆の科学的な問題に対する見

をもっているのたろうか︒彼ら

安くなるNY

か月の竃期検査の後

いる︒彼らはトップ記購慶飾り︑

る購璽に照して再罫価するという

雌が一般大衆の新しい欄報に対す

贈実︑そのような人間が広めるの

ことが行なわれていないことであ

は科学ではなく︑科学に関係のあ

茶の問の科学者たち

の経歴を調べ︑次のよう

運転を再開したことにより︑コン

発露薪が︑

テレビの座談垂に現われ︑常にイ

なっているとグッ

政府︑大学︑民閥企業で働いて 科学者

ソリデーテッド・エジソン社の通

に︑もしあるとす

デル女史は露って

州の電気料金

欝の住民消蟹省への六月の醗気料

ンタビューを受けている︒彼ら

れば︑どのような

一般大衆に間違ったことを教える の一部は科学者の﹁サイレント．

金講求額は八十三辱安くなる︒ま

は︑その些々の問題を中心に動い

いる︒またレポー

原子力発溜塗が運転醍醐

た一般のニュー・ヨーク州住民

共通の性格がある

トップ詞禦を飾る科学巻は︑現

のか︒

ており︑その多くは原子力論争に

マツチュ⁝セッツ工科大学︵M

も握籍している︒

は︑塗料調整条項による経蟄の軽

三穆安くなる︒インディアン・ポ

滅と税金の十陸ン認知により︑七十

ているので︑科学ニュースは科学
および彼らが

る政策であり︑その途中で科学の

見える科学巻
騨戦をおとすことも少なくない︒

ろ努力しているとも書っている︒

分を適応させた軍閥であるとグッ
と呼んでいる︒これは・女心

罠える科学

IT︶の研究員であるラエ・グッ 代のコミュニケーション技術に自

スの璽璽な一部として取扱い︑一

はなくなっている︒科学を二訟ー

デル女史は︑彼らを

っくり出した論争は︑彼らが橋を

コンソリデーテッド・エジソン歓

さらに︑グッデル女史の調蛮に

イント発躍所の運転再開により︑

デル女史は灘っている︒さらに次

轡

般大衆の愈憲決定のために報道す

は︑原子力発過所が竃期検査のた

かけようとしている一般大衆と科
る科学薔

よると︑あまり議論好きの

学界の聞の大き獄ギャップを明ら

のように説明している︒それは︑

見え
従来の科学に関するコミュニケー

は科学界では全然人気

のスタンフ．万ード大学コミュニケ

いる︒

る新しいアプローチが求められて

ーシ麗ン学部での博士論文のタイ

た︑マス・メディアが行なう科学

かにするのに役立った︒それはま

容羅を補充するために必要とした

て他の科学蓄から葬難されている

がない︒彼りは︑外論主義暫とし

めに運転を修止している間の発鰍

薩接一般大衆に接する科学暫であ

ションのチャンネルを際し抜いて
見える

トルでもある︒この論文を欝くた
めに︑女史は三十九人の

八十万のの石油を節約することに
なる︒

阪

⑳その他核燃料関連装置付属品部晶等

⑧8WRpWRの炉心管理サービス

Fuel

高温ガス炉用被覆粒子燃料等
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2燃料

動力炉用UO

Nucle◎r

材料試験炉及び、研究炉嗣板状燃料、

⑧BWR．pWR．ATR．FBR．等；
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運転再開したインディアン・ポイント原発
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ノ
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︑

将来に墾加を表明することが予想

は瓠わらなかった︒しかし︑近い

ていたが︑今回の単帯メンバーに

ラン生醗業者も謬加するとみられ

轟初の設立構想では︑来国のウ

ク社︵莫︶︒

社︵南ア︶︑リオ︒チントージン

︵以上仏︶︑ロッシング︒ウラン

ペシネ︒ユジーヌ・キュルマン

社︵以上カナダ︶︑仏原子力庁︑

ラン・カナダ社︑リオ︒アルゴム

ア社︑デニソン︒マインズ祉︑ウ

鮨鮎国に よる国際ウラン協会が登足ノ
／ 奉 栴

憂慮される市場独占
加︑豪など五か国が参加
世界でも有数なウラン資源国であるオーストラリア︑カナダ︑フランス︑爾アフリカの四か国とそ

れに葵国を加えた五か圏のウラン生薩会社︑政鰐機閲らは六月十二B︑国際的なウラン生塵暫叢書と
もいうべき﹁ウラン協会﹂を設立︑本部をロンドンに躍いた︒椴界的にウラン爾騰化が瞬ばれてい
る今日︑既契約分のウランについてもその契約苺交渉が麓源国︑生産暫︑顧慮の闇で活発に行なわれ
ている折からでもあり︑ウラン市場の独占化を狙う企欝趙△口のはしりと目さ3τるなど︑今後の同協会

のうち︑主な謬加企藝響は次の趨
客である電力会祉とのつながりを

されており︑またウラン産藁の顯
ク社撰が︑またロンドン瑠務局の

の活動が注目されている︒

米繊が参舶していないものの︑
強化するために︑これら電力会社

go

〃925

〃10G

〃

〃

温排水利用の

実用化に期待
仏カダラッシュ原研

仏での温碧水利用は︑カダラッ

納偲しなかったようだ︒

く︑炉型も違うとして︑完全には

しかし︑この視察に墾撫した関

地を瞳接に暖めてレタス穀壇を研

吃水を摂氏三十度に引き上げ︑土

にしているという︒

︻パリ松本駐在殿︼ソ運がこの

ほど︑リビアに出力一万KW原子

炉を盆む原子力センターを建設す

に向かう第一歩だとして強い疑惑

て︑西欧ではリビアが核璽艦首荷

を抱いている︒リビア政府は︑軍

記利用の研究開発だけが二三と醤

リビアに照購拠点を移すあらわれ

に運転を開始したもの︒冷却水に

ーター河口に位賛し︑一九六二年

で交渉を逸めるなどこうした一二

りつけ︑またインドとは漂発建設

チンと原子力軍和利瑚で協力をと

一方︑リビアは最近︑アルゼン

ともみられている︒

川の水を使罵し︑取水騰は毎秒二

の動きが核爽器製繭に糖ぴっくも

NIMモジュールとの接続によりコンパクトに又、広範な用

職鰻灘懸

三庫闇に漁獲窩を大黄に拡大︑温

排水が漁業に妊影響を与えている

シュ原子力研究肪以外でも研究開

モロコシについても舐みていると

究巾だ︒レタス一個当たりの栽癌

今後の誘動が注目される︒

十四立方厨︑豪た耕出口からの温

えられている︒イランがオース

に狙いをつけていることも十分

の原子力賑町は︑ウランの価格

◎SSD用（α線）サンプルチェンジャー
（Model SCA−1）

大きくなるという︒

発が行なわれており︑特にグルノ

子力施毅に対する反対遼動がな

係住民代置らは︑英麗ではまだ原

これまでの研究開発縮粟による
と︑農事細細ではアスパラガスの

ーブル原子力研究所は熱ポンプを

シュ原多力研究所は原予炉からの
いう︒林樂向けには冬期の霜轡防

成すれば︑岡施設が核兵雛製造に

英国の原発環
境事情を視察

訂の竪臼性をもらしていると

のと憂慮されているわけだ︒

排水で水温は擬氏一度ほど上興し

引き賦しに二十六がを璽求して

いう︒

︻パリ松本駐在風︼フランス霞 ている︒この地域の漁民は試査十

いる︵上配ベルギー向け価格は

年二十九♂五〇が︑八○奪三十

著えられる︒かつては国際石癌

トラリアからの蟹付けに成功し

して︑ボストン

改訂交渉が失敗

取沙汰されたが︑こんどは産山

凝本によるウラン籏源の支配が

社の契約は七五年三月︑八が︒

ストを平準化させるところ豪で

を引き上げ︑原予力と火力のコ

◎βγ線用ウェル型サンプルチェンジャー
（Model SCW−3）

の両技術を応用したもの︒

収穫期が二か月繰り上がり︑ジャ

据え付け︑摂氏十五〜十七度の温

ことを実証しているという︒

いる︒また実験鮒にイチゴとトウ

ガイモと大登でも好成績をあげて

温排水を農藁︑林業および漁業向

止で成果をあげ︑さらに漁業利用

に通常篇牌の墾瀞が必嚢とされて

︻パリ松本駐在鼠︼仏カダラッ

けに利用する研究開発を進めてい

いるが︑温排水を利用すれば施設

とっているのがめだってきてい

流用される恐れが出てくるため︑

ソ連がリビアに
原子炉建設へ

ではウナギの轡型が対象となって

蟹も禽め︑これまでの三分の二の

いる︒ウナギは︑通常の養殖の厨
争で十二嫁しか大きくならないの

費飛を節約することができる︒

されるものと期待されている︒戸
別化間近の施設は︑閥圓路方式か

に対し︑照影水プールでは函緒も

るが︑近くその利罵施設が実用化

んがいと地下埋漫衡の閉回路方弐

ゼンチンと同横NPTに覆然して子力発躍所立地媛補にのぼってい

力芝祉︵EDF︶はこのほど︑原る協定を同圖と糖んだことについ
るブルターニュ地方の閥係住民代

みを強醐しているが︑岡国はアル

A獲︽討︵H囚︵胴︻︵目國︵け︻︵H欝︵鐸︽H囲︵目皿︵HHA鐸自︵目口︵H︻︵獲言︵目N自筆爽︵闘寡q︵財αへ

おらず︑六七年置ぬ甲幽⁝米曲非核化条

市場の独占を貿指す企蘂獲口

との批判を遊げるため︑その法

約の適用からもはずされている︒

る︒つまり来国は︑西独のステア

この点を憂聾しているわけだ︒ブ

嶺て分が堰え︑その反面︑團内

例外︶と盤われる︒ニュークレ

溜行的な鋤きだが︑イラン政府

買い漁り一は︑今のところまだ

四つ目の饗因一諾播國による
ため︑楽国は灘外への凝り込み

季当て分が威つたわけだ︒この

ア︒エクスチェンジ社の調査で
ウ

に努力している︒欧州への販売

エス九ゾーションをみて七八鋸

代表がアトラス社などに薗接ア

は︑硯在物が二十が︑その後の
ニュークレアのベルギー醗力グ

価格はたとえばウェスターン・

覆し︑版図万竪︶︑ユナイテッ

一︒五五メとなっている︒

たことは周知であり︑CEAを

ことが伝
ド︒ニュークレアの一契約が十

ここ豪で樋段が上れば︑既契

通じてニジェールなどのウラン

億段をあ謹

︵CEA︶から購入したウランでは︑これらの要因が櫻雑にミ

五謹︵一九七七︑七八銀引渡

は避けられない︒来国ではその

約分にも価格改酊饗求が出るの

︵歯髄︶二†て︒〇五が︑七九 プローチを誠み︑

ックスしているとみてよかろ

に相違があるが︑蘭述の四国電

し︶︑離渡金などの支払い条件

[プ向けが十八が︵七八薙引

ら十照メへi一が報じられてい う︒すなわちインフレによる生

の価格改訂一⊥契約時の七がか

のすごい原子力加撃物腰︑さら

塵躍の上帝︑フランス自体のも

偶勢である︒

分にも影響が及ぶことは必至の
〃

り問題にしなかった

るが︑世界的なウランの魑上り

さしづめの四圏醒力のケース

仏の立地候補住昆ら
ラジル政府は原子力の平和利用の

〃

・エジソンが供

しかし最近の報濫をみると︑

ウランの時期に結ばれた十二万

いくだろう︒それが経済法則で

こうした海国の動きや各圃

の恐れが生じているわけだ︒

国による買付け︑価格綿り上げ

給者のアトラス

社に契約期隈
︵今立五月︶どおりの引渡しを

根鰭熱り縞叢慧

傾向は飯米根強いので︑既契約

四圏醗力︵橡︶が仏原子力庁

糧凝

グ社が建設することになるとみら

〃

きは︑ソ遮がエジプトに代わって

型斜径出力三十四万七千KW︶の 明しているが︑こうした両国の動

発艦所︵マグノックス型炉︑双子

もようで︑ウランの馬顔化が憶界

しかし︑西独︑ブラジル澗国

人形態には細心の注慧が払われた

的になっている現在︑凶報曹側か

は・こうした原子力施設の傑瞳描

表を英國のプラッドウェル原子力

らみた領上げによる正当な党議と

一翻の探鉱閲発投衡︑顧客側から 躍については國際原子力機関︵I 環塊購偶視察に招椿した︒

AEA︶︑欧州原子刀細岡体の国 ブラッドウェル原子力雛自警は

り︒

みた核燃料供給の係証をどのよう

費任薔には英原子力公敏ハーウェ
を鵡メンバーとして雪加させるこ

オーストラリア︑カナダ︑フラン
クイーンズランド・マインズ社︑

ル研究所の充原子炉開発部穫のτ

ノ

テ⁝ムズ川北方のブラック・ウォ

際査察を受け入れる愈向を明らか

・プライス氏が就任した︒

〃

︑／

れるノズル法ウラン濃縮工堀が完

ウラン協会の竿立については︑

に軍衡化させていくか︑新協会の

ス︑晦アフリカのウラン資源四か
ウェスタン・マイニング祉︵以上
簸州︶︑エルドラド・ニュークリ

とも検討しているようだ︒

国︑それに葵国を加えた五か国か
ウラン協会設立のム⊥ハメンバー

今月申・に〃差響疋締結へ

だ︒同原子力協定には︑西独がブ

も協竃調印にごきつける玉里し

〃

カの例と添わせて大体の価格水

︵ERDA︶の増歯では︑昨ウ年
ランの燈上りはさらに猛んで

撃の大唐契約である︒契約価格

あり︑今のところ石柚ショック
力︶契約では︑七五鋸後半から

たとは雷えないようだ︒

540大阪市東区山之下町108USビル

営業所

らヤ六のウラン生産会社︑ウラン
生産の潜在能力をもつ会社︑政府
機関などが﹁ウラン協会﹂殴立に

謬加︑岡協金をワラン塵藁の世騨

︻パリ松本駐在飯︼原子力平目

〃

ウラン価格の急騰がはじまっ
たのは一九七三隼の受業︑石疲

に現地国ニジェール︑ガボンの

危機以来のことだが︑燈上りの
要箇はほぼ次の四つに大別され

いるようだ︒カナダ政府の承諏

のま豪では︑その催の櫨段でも

求める翫訟を趨こしている︒両

中の来国内でのウラン販売契約

を待っているリオ・アルゴムー

雛を推測できよう︒

は一万五千七颪ゾ︵糖鉱︶︑劇

の影響がすでに吸収されつくし

米国のエネルギ⁝研究關発局

値上げ饗求などなど︒
工︑石油危機後のインフレ蜀

よう︒

進によるウラン生産費の上興︒

2︑各国の火力←原子力転換
によ溢ワラン購饗の腸壁︒

ス社は騨すみす大田をするこ

WPPSS︵ワシントン公鱈翼電
手がつくというのに︑アトラ
とになる︒報道では︑南ア運脚

三分の﹁に減少した︒来国では

3︑ウラン蟹源圃のOPE年C
の四万五千八筥ナから一畳に

の業歴もインフレの予想外の錫

︵石油輸出国機構︶を兇習った

七六隼引渡し分でポンドニ十二

進に不瀧をもっており︑価格改

︵K・K︶

海外からのウラン輸入制限が七

ークレアは八○無代前半までの

がとされ︑ウェスターン・ニュ

偽上げ呪縛︒

で︑昨年一年間は灘外からの孚

4︑産油圏のオイル・ダラー 七焦から徐々に撤廃されるの
によるウラン買い漁りの動き︒

、

「「EL（03＞373−1377
T幽E三L（06）986−3935

本社絡8東京都杉並区浜圏山3−20−9

承東灘識繍i魂書癖

的代表機関にし︑かつまたウラン

灘︑臨原発︑濃縮工場等を建設
利用で炎渉を逸めていた西独︑ブ

ていくことが営飽だという︒

嗣協金の本部はロンドンに躍か

〃100

P弼1り19紛19821鰺619811繋29ウ1981ウ1蛤2198119雛198219851982〃

〃100120
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の糟来禰給のあり方を調蕉研究し

れ︑初代会撰にはカナダのデニソ

go
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聞

産

力
旧聞峯自発醒所八蕪︵KWU祉が

ラジルに対し①出力酉二十万KW

ラジル爾国は︑累ければ六月末に

一
建設を担当︶②核燃料成型加工工

それぞれ建設するなどの至宝が含

堀③ノズル法ウラン濃縮工場︑を

の原子刀発電所二十七釜の建設隔

所三墓︑建毅中七戸に次ぐ翫画中

ン︒マインズ社の﹂︒コスチュイ

スペインの原

〃

中

糠ル

一

原
まれる量込み︒

こうした両国の動きについて最

靴贈舗翻を審議しているが︑この
うち四基については︑近くスペイ

近︑来政府が核拡散防止条約︵N

発計画37基
米A−F調べ
ン原子力婁疑会が政府に建設を許

〃

講

叫

原譜力翫画拡大を期すスペイン

〃

申

○自動化・省力化にサンプルチェンジャーを！！

○

PT︶をタテに協定阻止の行勤を

〃
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更

高

改修し開発は継続へ
一元的責任体制の確立も
原子力委員会は十一日︑原子力船﹁むつ﹂の今後の取扱いに関し﹁開発計画は当然継続すべきであ
る﹂との翼解を発表した︒﹁むつ﹂は昨年八月実験航海中に放射線漏れを超こし︑現在︑むつ箭の定
係港に係船されたまま︒委員会はその兇解の申で︑この不祥禦を機に国民の原子力行政不儒をさらに
窩めたことは極めて遺懲としながらも︑﹁将来の原子力船時代に備え必要な按術を開発するためには
欄むつ﹄開発翫爾は嶺然継続すべきだ﹂と述べ︑騨子力船開発積糠化への姿勢を打ち出している︒

い﹂の講激愈に出題︑霊婦をまじ

フトな精畠が特徴的だが︑耀境運

然発生的に形づくられたものでソ

動は地城的なコミュニティーで自

願

ユニークを創る化一会

駐毒

藻纒麹

惟界の化〜｝『企業をめざす

えた約哲人の参加蓄を前にして︑

では共通の翻的をもっている︒こ

われた権利をとりもどすという点

など法律闘争を主体としていく予

射射

照照

験論

会金鉄／セメント／GSA

原発の種険性についてブッたあと

日本の反殿発電罠運動運籍化へ

門原子力の利用は現在の人類の

婆だ︒今後の闘象手段としては裁

発につぎ込んでいる匿額の資金を

われわわは︑カルフォルニアでの

審で︑その一つとして例えば現詠

判や住民投票︑反原発直撃の選繊

太陽エネルギーの開発に便えば一

もあるほどである︒現在原子力開

九八五隼には醐逮増殖炉の約半額

ための署名運動を行なっている﹂

原野建設を今後五母間中止させる

た︒

などと譜り︑反原発藤識をあおっ

これに対し︑三宝者の多くはタ

の既発費で実用化できる﹂︒

ンブリン氏の壽にいささかの疑問

また嗣氏は﹁世界各地の住民運

も感じていないように兇えた︒

瀬産雀では︑撫鰯の轟轟は炉内

検に入っていた︒

月︑運転を囎始し今年四月から定

﹇復までにはかなりの時闇がかかる 異常がない︒留縫二暑機は昨年七
もようで︑鴬業遡転開始の綴り延
べは必至︒

謝数響が炉心下部の冷却孔からの

玄海一弩炉は今無二月に送餓開
始して以来︑試運転を続けながら

スと接触を趨こしたためではない

四千KW︶は︑禰鵬二弩機と詠じ

万KW︶と瘤踊三暦機︵七十八万

試通転中の浜燗一暦機︵賓干四

か︑とみている︒

騒︒なお︑周辺への影響を欝視す

様か炉心下部冷却孔をそなえてい

るモニタリング・ポスト箸の垂示
値は遡常運転時と何ら変化はなか

とが確認された︒また︑爾炉につ

Vンネルボックスに掲傷のないこ

った︒その後調査から放射能漏れ るが︑中性子藁の測定認録からチ

いての炉内計袋蟹の振動測定結果

難委

クRロプレン／カーバイド

城や個人が中央政府︑大企叢に孫

いて︑再び同様の失敗を繰り返さ
の火つけ役を灘じながら全囲を講

の態味で反類発市民遮動において

た︒一瓢炉は薩ちに試強熱を僚止

とがわかり水圧検証を行なった結

から︑炉心痂鰍を定格の四〇％以

があったのは熟気発生認というこ

果︑へ・B二つあるループの中の

下にすれば炉内翫装管とチャンネ

を譜じていく方針だ︒

アセチレンブラック／石灰窒楽

動にせよ︑観楓菅遜動にせよ︑地

ないための綿密な計画をたて︑そ

能力を越えており︑われわれは山

し︑康國調査に入った︒同社は︑

本から漏え

癸生器の細管のうち

ルポックスの嬢触が起きないこと

Aループの約三千四酉本ある蒸気

が籾明︑このため題藤雀は健全性

するよう中部儀力と粟京罵力に指

通産省としては福島二弩機の詳

示したQ

細調戯紬漿をふまえ︑今後︑炉内

計装管を固定するなど振動防止簾

ホルマール／ブチラール

語った︒

ことの大きな単味は︑将来実用船

れを慣璽に実行することQ③原子 演旅行中の寒国の生物物理学者ア

も各住民運動の塾盤拡充︑強化の

回が切めて︒本契約を今無十一月

原困が完金にわかる荻で運転をス

での硝酸溶液と混早落媒の境騨函

いしていることが弼明︑引続き詳

o力六〇％程度に相蛋︶以下と

維持の観点から炉心流脳を四〇％

ぬ

細調戴を行なっている︒

燃料チャンネル
ボックスに損傷
福鵬二号機
通産鐵資源エネルギー庁は十三
日︑染熱鱈力禰転補︸原子力発鷹

KW︶の定期新妻で・燃糾体促護

所一嬉機︵BWR︑七十八万四千

酢酸ビニール／ポバール
メラミン／スチロール

参加番との質疑癒答で次のように

の原子力推進の可能性を判断し︑

していくべきである︒二〇〇〇年

妻エネルギーの開発に璽点を移行

ーサー︒タンブリン践は︑±

碍

渠漿・交罷会館で開かれた﹁原子

としても︑当面﹁むつ﹂の点横︑

二十臼談でに結び︑来雨智には物

同再処理工場では原醜態論考所

の教沓訓練などを実施してきた︒

調節試験︑各段階における従業員

への方向を覧

ための全国的︑国際的野帯化と同

繕てウラン探鉱開発を実癒︑荷盟

理探鉱を關始する畢定︒

で使閑された便曙済み燃料に罷ま

自治

までの早大のエネルギー源はエネ

力の恐しさを著える潤鑓者の禦

失しなわないようにすることが必

玄海原発で放
射能漏れ事故
蒸舞錯生器細管から漏れ

二のエネルギーで足りるとの報告

將に地端的

力行政の抜本的分離は将来に譲る

ニシエールのウラン鉱の品位は

ルギーの節約だが︑もしこれを開

ことである︒この愈味において第

それに関する監韻開庁聞の協力︑

の悪見を難きながら︑検討を進め

ウラ ン開発で協定

渠的に実施すれば︑現在の＝秀の

かつそれに必要な技術を懇誠する

一船﹁むつ﹂の關発計画は嶺然継 改修に当たっての施工がご兀附な

民闇関係業界との街機的連繋等の

髄任体制のもとに行なわれ︑かつ

の原子炉内の放射能は極めてわず

続すべきである︒現在︑﹁むつ﹂

かで︑改修に際して危険はないと

ている︒離船襲業劔の存続期闇延

一︑原子力船開発の基本万針の

体謝が確立されること︒

一方において技術關発を成功さ 踏まえ・次のようないくつかの肺

長難題を澱む諸般の問題について

適切な改隆が不可能ではないと考

判断される︒また﹁むつ﹂自体も

野条件を満たすことが必要だ︒①

は︑この懇談会の紬論を待って︑

談会を設け︑ひろく識著︑関係毯

禦業団の窮業遂行能力を強化する

原子力委興会としての方鉛を議定

兇晦しについて︑現在原子力船懇

せ︑ひいては圃民の儒顛を獲得す

ため瞥舞人蟹の刷新のみならず︑

える︒しかし︑改修を成功させる

る道であると装えるQ

全般的に技術水準の向上を園るこ

ためには調査塗箸会忍受の趣謡も

拭することが燈非とも必要だと弩

一︑﹁むつ﹂に閲し当面とるべ

推進のためにはかかる不信感を払

さきの﹁むつ﹂放射線漏れ問題調

える︒な来︑技術開発の過程で

き描置に開し︑当委員会は次のよ

今圓の兜解で原子刀蚕員会は︑

査蚤口金の調査報欝および提露を

とは醤えない︒しかしその反諏︑

と︒②﹁む2の技術的総点検と する予定である︒

多少の炎敗も絶対にないというこ

うに箸える︒すなわち︑原子力第

に︑今後の施策にできるだけ反映
尖敗も止むを響ないという寝錫な

貴亟な見解として為重するととも

させていきたいとし︑原子力船開

れないQこの点に十分な自覚をも

気持で狡術開発に臨むことは解さ

ど聡要な煎について問題点を可能

一船を園塵狡術によって開発する 必要な改簿は︑薫習団の濃任にお

発に鮒する次のような考え方を明

な限り予測し︑それに対する十分

塊炉︵PWR︑出力五＋五万九千 ・調整を行なってきた︒漏れた放

流れで振動し︑チャンネルボック
国では昨夏から海外ウラン資源開

徐々に出力を上げ・機器等の試験

発︑動力炉・核燃料開発瑠叢關が

ざし試運転中だったが︑十日︑復

KW︶はこの七月の営業運転を圏 射能は三十三︑郎犠で管理二十値四

O・三〜O・四％といわれ︑わが 九州購力の玄海原子力玉璽所一

それぞれ仏原子力庁︑ニシエール

水羅の舞照抽出器漏出籔に取付け

来春から物理探鉱へ

今圓締結された基本協定による

政府などのウラン鉱開発購榮に資

能漏れを起こしたことが判明し

られたモニターが讐報を慌し放射

なウラン鉱駅を発見した場台は︑

動力炉︒核燃料開発事業団︵二

れる残存ウラン︑プルトニウム︑
核分裂牲生成物を︑冷却︑切断︑

千六蔭㍑／日に比べるとこく徽

と︑同社はニジェール敢鳴と共同

単独で探鉱開発に取り組むのは今

ホ蓼凄している︒わが国の企業が

社は︑一昨無秋のオイル・ショッ

同心政飛と折半で台輪会筏を設立

爺十二月頃から交渉していた︒

ジェール政府との閲で同国脆ウラ

二手平方爵耕におよぶ銀砂ばく地

で︑同国エール地区南西部の一万

クの後︑﹁石油はあと蔭無て積渇

料再処理工場の底格撮業を来奪に
控え予備試験を進めてきたが・三

を使用した被灘の除張︑燃料の切

未照射の天然ウラン︑誠損ウラン
摺して再びウラン︑プルトニウム

模疑試験が副画されており︑来隼

断︑溶解︑分離︑構製の各工程の

︵ピューレックス法︶で分離︑下

溶解各段階を樫だあと溶媒抽55法 ウム︑核分裂性生成物を含濠ない

段階として未照射ウランを使用し

慣業団では予備誠験を︑通水試験

を解り出す作業が行なわれる︒

ニウムなどを含む実際の使隅済み

のホット試験では同工程がプルト

たウラン試験に入る予定で︑現在

験の四段階に分け︑零雨四十六矩

化学試験︑ウラン試験︑ホット試

現筏わが国の使用済み轡料の処理

燃料を使用して行なわれる予定︒

ウラン試験は七か月間程度が冤込

三月から逓水試験︑四十九蕉十月

住

原薩に

取締役社畏日原敬三氏

所札幌市中央区北〜条塞二丁囹︸

入会

北海道火力工瑠︵株︶

髪︐霧
から化学払験に入り︑それぞれ試

は英国のBNFL社に依存してい
と発表した︒通薩省はこのため定

機能を観たす燃籾チャンネルボッ
月にはプルトニウムなとも含めた

曇れており︑順調にいけば来臨二

験で水︑蒸気によるプロセス配管

指示した︒螂料体検査の結果︑損

ー七二

番地の一 干〇六〇鍛話Oコ

1三九二一
八体のうちの三体で︑燃騒客には

爾がみつかったのは総数五薦四＋

量を継続し詳細調査を行なうよう

クスの一部に損鰯がみつかった︑
ホット訊験に入れる謝姻で︑八月

るが︑この工場の操業が聞始され

の鱒用済み燃料再処理が国内で窪

れば︑昭和五十二〜三諦ごろ謹で

かなえることになるQ

繋憩作動系の作動テストほか︑ウ
ラン︑プルトニウムと核分裂性生

溶解槽︑液移送機器類︑溶解槽の

成物を分離する︑ミキサーセトラ内

て本格操業を開始︑国内での核燃

出すことになるQ

料サイクル磯立への第一歩を踏み

にはわが国霧雨の再処理工場とし

鍛訓練なとの準備を進めている︒

科学技術庁の懸樋雫続きほか従業

月初旬からいよいよ予備訟験第三

月中旬までに鑑学試験を完了︑七

今圓のウラン試験てはプルトニ

成進理事長︶は東海・照雨済み燃

トップすることにしているが︑修

する﹂︵梅田社長︶と︑ウラン資

長︑賛本金五億円︶は十一田︑ニ

ンの探鉱開発を行なう基本協定を

会蠣は二二でいっぱい

締粘したことを明らかにした︒同

日本輸出入石油会社︵梅田実社

キ︶まで生薩する予定︒

らかにしている〇

え︑これを一つの契機として康子

は︑樋めて微量であったとは い

る指導暫の一蓋した指導の下に︑

頃田田をたてるとともに︑口任あ

って安全性︑儒頼性︑主要特性な

力行政について田鼠金隠に広く不

一︑﹁むつ﹂からの放射線漏れ

量感が発生したことは極めて澱憾
績褥的な附発を推進することが︑

嶺

社

〒370−121

塊化ビニール／酢酸

放射線照射の利用

既気化学工羅株試鼓社

財団法人放射線照射振興協会

産
であり︑今後の原子力平和利用の

再処理工場の分離精製セル（使用済み燃料は適当な長さに切断の優、硝酸で溶
かされるが、溶かされた硝酸混合溶液はここで分離・精製されて製品化される）

京都千｛慨有楽町HO

O273−46−1639

TEL

鑓本原子力研究所内

群馬県高縞布綿翼町

フ
ブ

錨

輸出入石油と
ニジェール国

し︑ウラン精鉱︵イエローケー

︸フ

本格操業は来年8月から

源への進出に力を注いでおり︑昨

動燃の再処理工場

鯉
原

翻

麗
竪．奪

醒

ン試験
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田畑米穂氏

原産セミナーシリーズ皿

一

大

1︑ 最近の放射線化学の動向

東

研

鷲野正光残

2︑放射線の公害対策の利用研究

原

：・東

大

矢野圭司氏

7月3日︵木︶4貸︵金︶

︿見学﹀原研・高崎研究所

︿講義﹀麹町会館︵束・承・平河町V

・定

員

30名

・参加費 ︸万六千円

き

放射線による生物由来廃棄物の処理

・と

・ところ

榊＝

詳細については次にお問い合わせ下さい︒

屠

3︑

…≡

」

一

圏篇

謄一鴨

グ！
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原産・業務課働一〇六五

TEL（03）404−4111（大代褒）

くにお伺いてきるよ，、努力していますい
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明Bてはなく争Hす

もありま3。日産大災は

＠6歪火災漆よ締澱詠《セ・菰

の肇故て、取り返しのつかないこと；一なった捌

あなたのそばに日産火災

と考凡ていた阪先

す。明日ても契約しよっか

レ
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形

巳付けで新機構を発足させること

雀の一鄙機構改革を了承︑七月一

安全上の問題はないという︒

の炉心が深さ＋二綴のプール内に

爾さ三十八欝欝︑内径六十三難ン譲

パラメータ測定なと各種の機能テ

次︑出力較正︑出力分布︑動特性

原研は今月末の贋臨界後︑順

トしたが比較的ゆるやかな出力変

PBF獺郷は今蕉二月からスター

を目的としており︑一方のCAB

化によって生じる燃料破損の解明

RI計薩︵原鑛改造中︶は研究

る︒このため︑NS紀Rは反応度

対象を醐速炉雨燃料に絞ってい

事故にとり組む世界唯一の安全性

澱むが︑その後は引続き原子炉定

いる︑という︒

されることに大きな関心凄窃七て

︶

4−39丁駕玉．06（252）3512

極

東

特デ

約東本蝉東機大ン東

店蕪社鰐欄

籔糊雛

一31−3丁王弓LO3（372）0141

日

本

本原子力事業株式会社

なかったため自動約に制御弁が開

いるが︑勘弁状態を含めて点検修

いた︒その後正常の流騒になって

今鳳の給水制御弁の異常は大き

理を行なうことにしたもの︒

一つ一つの機器の儒頼性が発電揮

な箏故につながる問題ではないが

︑現在露要視されつつある

止にまで影響することを示すもの

機器の品質保詠の早期確立が望ま

とし

わが国では至論︑試運転中の四

れている︒

基二百七＋万摯KWを含め＋二

更六百六十万二千KWの原子力発

電が開発されているが︑そのほと

んどが嬰故や点検でストップ︑二

十六日現在で稼働愚なのは導電索

細書暑炉と甲国電力島根原発の二

御弁に異常が生じ︑点検膨理のだ

政聴は二十㈱日の閣議で︑﹁原

ていない︒蹟子炉に設癒した給水

の必要なことを強調︑権限の強

ので︑従来の畏宮官麗総務蔽原子

ギー庁の長官富房に設けられるも

核燃料の破壊実験を囲的とした

を行なう考え︒

強化など図っていく篶えだo

一万葦ナ／購︶あるものだが︑ り︑原子力産業の豫成ほか助成の
この蒔欝欝の約三〇％の流墨しか

ていることもあって︑瞬蒔鰻大二

設薩されている︒実験は︑この炉

ストを済ませ︑八月に切のパルス

今後の研究にはひとりわが国のみ

研究設備ともいえる︒それだけに

ならず︑各國が注閉︑とくに圏際

エネルギー機関諸国はNSR穐が
ないが︑炉心燃料︵鍛大薦九十

や一次系破断璽故の鎌錠実験なと

格出力の憎加を図り流騒低下箏故

M規格放射線測定器

の第五次予朧交渉で︑わが国に対
するユーラトム並みの保障描躍適
閑が確実となり︑単和利雨面での
粟等性が確保されたため︑政鳴は
今国会における批准を内外に表明

こうした背暴のもとで開催され

していた︒

はあるにせよ︑國内的︑国際的に

旱にとり入れられださきの保障描

関西電力の高浜原子力発電研一

餐炉︵PWR︑璽気出力八十二万夏だけとなった︒

た五月のNPT再検討会議では︑

的に量視され︑蔚盤されたが︑嚢

未批准睡ながら賑本の懲同は国際

を返せばそれだけわが国の条約加

とを表わすものであったといわれ

盟を求める国際的期待が大きいこ

核拡散防止条綿︵NPT︶の今国会での批准はついに兇送られた︒政府・霞民党は十九日︑首脳会
は納得し得ないものを残したとい

ているだけに︑わが国の主張が大

議を開いて残る会期中の璽要法案の取扱いを協議した継果︑野党との歩みよりが困難なNPTについ

国に対する国際的不信が深まり︑

世界的な門歯がひろがることは避

め二十日夕かち発鱈を檸止した︒

子力産業諜﹂新設などを含む通産

六千KW︶は︑蒸気発集器の二次
資源エネ庁に
側冷却系の水脳を調整する給水制
原子力産業課
十三日置科技量との礎禽審奮︶︑

約一週聞かけて点検修理を行なう

徳
二十四Bと麗日連夜︑異例のス

予定だが︑発電再開のメドは立っ

制御弁の異常は薄塗が初めてだが

通 薩

った︒この聞各野党は︑原子力安

ピード審議でこの臼の採決とな

蘭とのNPTにもとつく保騰描躍けられない白血となった︒

ったが︑本年二月︑国際原子力機

その早期批准は歴代政府の姿勢だ

曜和四十五無のNP孚調印以来 今圃の批准冤送りによって︑わが

躍協定交渉の経騨ともあわせて︑

地帯垂葉に取組め︑などを主議し

決議し翻せ︑アジア・大草洋非核

て一鰯行政へ根ホ的な体舗整備

全周設麗は小手兜の措職だとし

化など運営のあり方を中心に政

給水制御弁︵内径で十・二挺．︶のう

られることになった︒

購翻社︑共︑公は反対

安全局法案衆院通過

鰐︑各党ともにそれぞれのいい分

の結果を招いたことは内外に大きな不満と強い疑惑を呼ぶこととなろう︒

承認察成立のカギを握る社会党が

で︑政府・与党自からの判断によ

科学技術庁は原子力行政に係

同法案は二月一日国会に提出

ちの一つに趨こったもの︒二次側

が最終的に不調に終ったため︑政

三月十四日の本会議を経て内閣

なお同日の採決で︑自民党は

府の姿勢をするどく追求した︒

らした欝欝の璽函は野党折衡の行

婁綴会︵藤罵薄行暴風擬︶に付

課から分離独立した形︒これによ

力産業室を母体に改糧弘充︑総務

成︑その他社宍︑共産︑公明各

原子力産業課は問雀羅源エネル

託されていたが︑内閣委では同

ナ／時︵一次側の冷却水流懸は約

の冷却水流羅は顯常︑約〜千六筥

とした︒

の機構改革を逸める考えで同庁

翼成︑民社党は安全行政の＝兀

し

今圏の異常は簗つあるループの

設國法の一部改正法案を国会に

化を温めるなどの条件付きで蟹
部修正︵施行漏︶して司決︑二十

の格好だったが︑ここにき

よってNPT批准類題がこうしだ

﹁原子力安全周︺新設など一連

璽要法案の一つとして注図され

タナざら

わる安金権制業務強化のため

その成立を期待する内外の大勢を

み︒これまでいわば

十八欝に趣旨説明があったの

あるのは襲実だが︑背蟻には︑与
野党勢力伯伸という参院悩勢︑他

二十四日︑衆院内閣婁綴会で一

提出しているが︑同法察は六月

ンセンサスが十分に得られなかっ

党は反対した︒

核燃料がどのようなメカニズムで

万三千MWの熱出力を発生させる

研究は︑来國でのSPER孚一C

しき
解明ほか︑破損に伴う破壊

ことができる︑という︒軽水炉用
い値

祝税計圃のほか楽国のPBF︑仏

DC実験などあるが︑現在はNS

破損するのか︑その出会の

燃料を主対象としたカプセル︑ル

の懲出力が何らかの原因で異常に

⁝ーノ多一4つシン

繕末を招いたことについては︑政

てやっと審議入り︑二十日︑二

原子炉雨曇の一つとして︑炉内

八日・配者団に公開された︒

三ーン！多一貫74シZ一！！

1月末から本格実験

エネルギーの発生機構や破損の伝

の接壌箋験もできる︒

ープ両実験のほか︑爾速炉用燃料

NSRRが完成

急上参しこのために炉心の核燃料

たデータを原子炉の座金解析や炉

播現象などを十分調董し︑得られ

研究に威力

心中央部に設けられた六角形状︑

末頃から同轍を使った菰格的な実
験にとりかかる謝圃だ︒五十四奪

実験を行ない︑順調にいけば＋月

ルを挿入︑この状態の炉心にパル

度まで向こう五矩聞が第一期計画

内径二十三弩層の実験孔に実験用

ス幽力を発生させてカプセル内の

期聞で︑この聞︑霊として反応慶

試料︵核燃料︶を内蔵したカプセ

試料を破翻する仕組み︒同轍は定

本︶に自己制御性の大きいウラン

国際協力プロジェクトとして運鴬

ー水講化ジルコニウム合金を購い

格三鶯KWの熱出力しかもってい 条件下での核燃料破腰実験と取り

のCABRI繭計画があるのみ︒
わゆる反癒度畢故の起こる蔚能性

が破損したり溶融したりする︑い

というもの︒原子炉は米国GA社

原子炉安全

約二年がかりで建設を完了︑今月

日本原子力研究所の原子炉安金

製の教齎訓練・研究用炉丁獄I

心構造体の設計開発に役立てよう
が著凡られている︒NSR8は万

性研究炉︵NS畏︶がこのほど 宋に予冠された臨界に先がけ︑遍

原研

⁝

六日の本△甑議を通過︑霧院へ送

一

よそに︑外務委員会という国会審

とする腹を固めたもの︒

望まれる機器品質保証確立

民党内でもNPT問題に対するコ議の場とは別な側箇からの判断に

府・与党は次期国会での継続審議

給水制御弁に異常

法案の審議とのからみに加えて自

のひらきが埋まらなかったことに

って冤送られた︒その判断をもた て批准に反対︑これとの歩みより

会での審議が大諾めを迎えた段階

PT批准承認案は︑聚院外務叢慶 ものだ︑非核三原則をあらためて

での成り行きが庄自されていたN NPTは核保蕎国の存在を認める

全力を傾ける﹂として︑延畏国会

ﾘ首相が﹁今国会での成立に 癒順調に消化されてきた︒しかし

NPT批准成らず

決定的になった︒この批准は調印以来五嵩置もわが国が引き延ばして来たものだけに︑今国会で萬び

ては︑今国会での批准承認を見送るとの判断を下したことにより︑同条約の衆院での継続審議がほぼ

えそうだ︒

霧継 続 審 議 持 込 み 決 め る

懸念される国際影響

▼

きづまり︑とくに社会党との態度

高浜1号が発電停止
GA⁝ACPRを改霞しだもので

が一にもこのような鱗故が起こら

勘︽脳

ないよう︑実験によって禦前に︑

欝
N＄飛騨の㊤炉心部と㊦全土

TELO3（454）8521

東京都港鼠三三田三丁湧13番12号

社

「韮■ELO3（244）3727〜9

Tll…12−2−1

電源、マルチ、放射線
モニタ 性能、安定性
互換性、使い易さで御
好評をいただいており

瞥塀

今国会におけるNPm⊥批准承認

たことがあげられている︒

露の審議は︑延長國金までタナ上
げされてはいたものの︑六月鰯幕
議院外霧委員会で審議を開始して
以来︑安全保瞳問題︑核政策を中
心に藥中酌な監置が展開され︑少
なくとも婁鍵盤審議そのものは一

︐総薫序

特

31−3TELO3（372）5002。8214

ます。
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8月から53・35ドルへ︵固定量契

約︶

電力費の高騰が原因か

は︑今圓の孟夏が難覚する十二月
十八日から六十・九五が︑または
璽求醗契約の姦智に猛づき算定さ
れた天拝緬格のどちらかが適用さ
れることになる︒現段階で想定す

までの天井価格は五十九・二〇が

ると︑十二月十八田から三十一日

圏

ブリック︒アクセプタンスを轡た

立見遡しは楽観を許さない状況

占めているといわれ︑同漿の成

︵援助の型筑︑緬たすべき条件を

一︑NRC内邸に公共法話顯問

含む︶︒

一方︑NRCは介入者への公共整を設陣するとか︑その他の形で

だ︒

原早力登囎所の建設促進態勢確立

介入蕎への公共無金援助法案は

への輩傭が逓められている︒

Sumiradは作業線量か計画線量に達しますと、アラームで報せます。

介入者への資
米

たような介入暫に対する資金援助

作業線量及び作業時間に応じSumlrad型式を選択して下さい。

NRCが援助をするとか︑といっ

線量積算部に記憶素子エレクトロ

金援助検討へ

調嘉するため︑すでにワシントン

許認斑手続きにおける介入轡へ

の代替案︒

EA︶の昨痒のガンマ線源飯売圃 とした核爆発に関する各羅政府相

PLANMNG

先月︑エドワード・M・ケネディ 資壷叢助について法律上の間題を

一般公衆を謬加させていく機会を 上院議醗により議雲に提出されて

の権威ある法律私務所に岡調蕉を

の公共資金援助間題については昨

は六千万湯にものぼるoC鷺Aで互間による諮問グループを霊室し

計画積算線量計麗麗朧響町副は

猿子力発電所の許認可手続きに

おり︑上下両院原子力合百蚕農会

多くしていくため︑※国では現在

︵JCAE︶が近く予定してい委
る託︑憲に次の三点を摺観するこ

年︑エネルギー機構改革法案の議

許認可手続きにおける介入蕎への

原子力許認斑手続き改定法案に関

とを取的としている︒

公共資金鑑助を求めた法案が議会

会審議に付帯して検討されたが︑

鑑零．ψも亀8㌦

一︑NRCが資金援助をすると巖終的には許認笥孚続き改定法案

一︑他の薄肉および州機関が資

する単坐会でも︑審識されるとい

案についてこれを標択する恵向を

に提繊され︑豪た米原畢力規制婁

金援助をすることについての法律

興会︵NRC︶は介入蕎に公共蜜う︒しかし︑JCA残はケネディ金援助をした爽例があるか︒

乞9零噺ノ墨3・・㌦陰・匙亀・し︑8・︐監馴

と周様︑廃案にされた︒

び︑原子力規制問題および閲遡の

はこのほどイタリアと協定を結

ち︒陰のt客9鑑︑・亀︑8・審﹁駆り︒φち署8●鴇8㌧・㌦臼

決めた場倉にとるべき詳細な窮策

殿に延娚することは︑石油輸入依

◎﹁薯・覧9．8・．・曳．ζ℃9乳・ノ審鴨曹・乳等︒監︸し㌃8艦︑・亀・

存度を減らすという岡の翻標を危

︑ヂ㌦

もっていない︑との野方が大勢を

この勧告を全面的に隻持︑現葎︑

くするものである︒また︑それは

覧〜魯♪亀Q．・亀・︒・匙署︒零峯・亀㌻8﹂♪監・p・監等・乳辱のし︑9亀︑

ては︑世界的てみても高騰の傾向

設の遅延問題にとりくむ作業部会

電力会社が隠諭している発醗所建

●の峯亀・．●︑

上の駒繋調董に乗り出すなど︑パ

が表れており︑撹界の濃縮能力の

三十日までの天井価格は六十二・

また一九七六銀︸月︸臼から六月

四〇がというのが妥当のようだ︒

大部分を握る来国が値上げ攻勢に

安全研究問題に係わる技術慨蝦を

なお︑畢隼毎に二％値上げされる

相互に交換することになったQ協

との条項は圃定理方式と岡様に劇

経済成擬の僚びを危くし︑失業の

NRCはこれと闘露な協定をこ

するという︒

概念に関する他の技術廻報も交換

プラントの安全性および三遷影響

炉安全研究に賦する檎報︑さらに

認可活動と運転経験︑それに原子

もとで︑両国は原子力発電所の許

定の荷皇籍聞は五年︒この協定の

を禦懲に設睡して︑この難燭涕打

走ることは明らかだ︒

減少を妨げることになる︒魁力会
社の新規プラント運開には多くの

開していくと欝明した︒

同大統領は︑覚働界および薩業

時闇を必要とするので︑現在の建

藻た同餐は︑原虫力分野では①

ことになろう︒

不足と経済成長の制限をもたらす

トの取り止めば将来︑エネルギー

設スケジュールのざ折と新プラン

界の代喪十五入からなる労働⁝管

委員食の勧告は︑米国の石癌輸
摂氏講求の却下後︑NIPS理C

審が講求されていた︒

除される︒

濃縮料金の今後の見通しについ

米控訴院が再

Oと政麿は控訴院に対し︑観劇さ 入依存農を絨らすことに役立ち︑
れたべイリー発電所敷地を死の状 また少ない天然ガス供給の節約に
摘︑発鱈所のリード・タイムが長

多いに璽するものである︑と捲

スウェーデン︑スイス︑英圏と糖

れまでに︑田本︑仏︑スペイン︑

原発の長期運転

んでいる︒

英 醐

見通しで調査へ

︻パリ松本駐在鼠U英原子力施

設検査周はこのほど︑運転中の原

この核爆発捜術を再検酎してお

た︒兀AEAは一九六八年以降︑

Readerにより読み出すことができます。

米エネルギー研究開雛局︵ERDA︶は六層二十日︑ウラン濃縮役務料金の鰭上げを発狂︑岡日付

四十二・一〇が︑要求醗方式契約で四十七・八Oがであるが︑新告示により固定墾乃武契約は八月二

量定鰍契約は八月一

審請求を却下
ベイリー原発闘題

予を要講︑認められた︒この猶予

態に罠すことについて三＋購の猶

パブリック・アクセプタンスの制

来適邦第七控訴競はこのほど︑

憲②核燃料サイクル︑例えば擬期

ノーザン・インディアナ・パブリ

らの建設は醸鐙先になされねばな

発罐所のりード︒タイムを短くす

関する不確定要素の解淡働原子力
一九七四薙末広点で︑電力会社

るため︑効率の良い許認湾手続き

発電所着二十九墓︵出力七千四鷹

な法曲象たは行政描躍を講ずるべ

一千四百万KW︶︑石炭焚き火力一iなどを翔るため︑政府は特騎

は原垂垂発電所百六蔓︵出力一慮

嚴会の勧告内容は次のとおり︒

らないとも語った︒労働1魑理委 の灘懸物処理処分︑再処理などに

ック・サービス社︵N王PSC
期闇中にN王PSCOは最高裁い
にということを藩王にいれ︑これ

ており︑この問題の決麟がつくの

告するかどうかを検討中といわれ

O︶および※政府︵来原子力規制 上葉するとみられ︑また政時も上

ていた︑ベイリー原子力発囎所建

はかなり兜のことになりそうだ︒

委宴会を代表して︶から請求され

再審遡求を却下した︒この爾審講

米大統領が原

子力発爾所の畏購運転見通しとそ

この調歩は︑へ九八五黛の発醗量

兇通しと原子力制海所解体の研究

開発に魑季すべ戴時期を想定する

いう︒

解体を想定する二期に爵ていると

こうした被ばく嚢故は一般的に

は︑この販売拡大に伴い安全傑護

軽量小型（ユ609120×60×23（㎜））

運邦公報に告示した︒濃縮役霧料金は現在︑分離作議位︵sWU︶轟たり圃二二甕契約の鰻qで

十腿付で五十三・三五がに︑また要求緻方武契約は十二月十八日付で六十・九五日目または日賦醗契
約の規定に墜ついて郷定された矢井横隔︶に櫨上げされる︒
れそれ四十一一・九五が︑四十八︒

て還蔽盟︑欝家擬︑プロセス開発

米圏のウラン濃縮役務料金は︑
八○がになることがすでに決まっ
ている︒

一九厳四八の膨正原子力法にのっ 麗などが瓢がぼど高くなっている
ことも影響しているという︒

三︒三鷲がに値上げされるわけだ

原子力発電誹画を承認した︒スウ

求は︑第七控訴院が四月一日︑N

四十一万三千KW︶の建設を繰り まであると勧告している︒
延べ︑または敗り止めたといわれ

所︵BWR︑正味脚力六＋六万K

発促進を強調

ェーデンでは一昨駕五月︑議会が
IPSCOのベイリー原子力発聡
﹁新規原子力発電所建設計醐の決

ている︒八○薙および八五年まで

米︑伊の両翻

転中のマグノックス型原子炉二十

米原子力規制委綴会︵NRC︶ ことを冒的とするもの︒萸圏で運

保護されており︑照射中には韻初

ている︒線源は二璽に鞭土壁で

ではコバルト60線源を人工轡臓用 六纂︵＋一か所︶のうち︑初期の

でこうした鵬故がどうして葱きた

は響えられないことで︑たとえば

墓華は強化され監視機構も拡亮さ

鯨欝欝代田区禰1錦鱗3了藏n番1男（｛エ友商事錦町ビル）

とり︑正当な期間にわたり政府の
一方︑今回の値上げ告示により

十二・一〇が︑要求羅契約で四十

が︑これまで付詑されていた樋門

現行銭買料金は鋤焼遜契約で四

定されており︑経済・社塾要目な
七︒八Oがとなっているが︑辛隼

毎に二％上がるとの条項は剛除さ

コストを回収することを基礎に設

どの変化に伴いその都度改訂され
毎に自動的に二％︵五山単位で切

れる︒また︑要求懸契約について

十日から五十

ている︒今醸の濃縮料金臓上げに

なっているため︑来趨一寸からそ

墓を遼開させるとの

政府提纂の一九八五鎌までに原挙

スウェーデン議会はこのほど︑

一難85年13基運開を承認 設禁止の控訴院決定命令に係わる

新規の原発は2基

ついて逸RDA筋は︑政肝所脊のり上げ︶ずつ値上げされることに
ガス拡散濃縮工煽で消籔される躍
力騨の急騰を主な原阪にあげてい

る︒つ家り︑昨隼十二月十八爲に
発効した現行濃縮料金の構成要素

孟がのうち躍力費が十九・二五

をみてみると︑纂本衝格四十四・

ぜをδめているが︑二の電力澱が
すでに約八がもオーバ⁝しており
その爾騰が嘱しいと指摘している
力実写桝十一

エネルギー勧膏を全面支持

に米圏のエネルギー購璽に繋合う

蕪については︑

の建非をめぐり論議されてきた︒
十三蕪のうち十

に運転・建設申のもので︑今圓薪

以前から講金の認欝を受けてすで

の奪縮について調査を關催した︒

W︶の建設許巖り消し︑建設の

フォード礁尖統讃の諮問婁興会

に必要とみられる石炭および原子

原子力規制情
永久禁止を決定したことに対しN

ど︑岡大統領にエネルギ⁝勧告醗

IPSCOと政論が異議を串しで
黛ある覚働一管理婁蝿会はこのほ

力発罐所の建設スケジュールを大

︵二十鋸︶の半分をすぎており︑

ものについてはすでに定格寿命

定は原発の研究開発についての新

て臨されていたもので︑控訴院の

を提出したが︑フォード大統鎖は

フィルター︑注射用羅︑外科手術

報交換で協定

送る駄との方針を決めたため︑こ

判瑠全図︵八人︶の列席による再

用しており︑マタロッジさんは照

ている照射中のコバルト60線源蜜 台など医療用撮の消選に鰭し

れたが︑万金の安全嚢躍が施され

しい十分な簡報が簿られるまで冤

れまで国をあげて原子力発電開発

︻パリ松本駐在畏︼イタリアの

射中ということを知らずに誤って

感を覚え二︑三分後には飛び出し

の隔壁内にも入ることができない

麟際原子力機関︵IAEA︶理

猛AEA

核爆発利用で諮
問グループ設置

か︑イタリア愚察はこの間の購彌
ュリー財齪病院に運ばれ診断を受 を調査中だ︒

装は霞動的に地下の深さ九層のプ

フランスのR工薄恥は毎奪急魍

ールに下ろされる︒

という︒また巖悪の堀合でも︑線

R亘施設で被曝事故

たという︒その撫すぐにパリのキ

つた︒瑠窮鳥生後︑工場は槻鎖さ

コバルト60のガンマ繊麗蜜に入り 線源整に入ったが︑吐き気︑不快

放射線源として多くの分野で輻広

を受けていたが︑このほど死亡︑

パリのビルジュイフ病院で孚嶺て

一千ラドを超える凝鮒線を浴び︑

ステモス社密議贋が亮頃︑誤って
たに承認されだのはフォルスマー
ク三︑四轡の二基だけである︒

スウェ⁝デンは編在︑エネルギ
ー購襲の七五〜八○％を二食石油
に依存しているといわれ︑敷府の

く利粥されている放射性同位元繁

︵RI︶の箇理をはじめ︑原子力

けたが︑被ばく騒騒が一千ラドを

フランスには︑このイタリアの缶

しており︑フランス原子力庁︵C 瑠國はこのほど︑平和利帯を國的

超え白鵬球が破壊されていること

詰工堀に相滋するものとしてリヨ

その発展に力を注いできている︒

り︑霧核保有岡の利益となるよう

イタリアの民間従業員

が判明したため︑放射線被ばく患

禦故は蕎えられないとしている︒

れているので︑堺で起きたような

⑳特微

原子燃料部

魯住友商事株式会社

S娯纐raδは、記憶素子￡一Cenに集積線量を記憶しており何時でも

警報器付計画積算線量計です。

⑳M蕊MORIZ量NG

線量をディジタル表示する新しい

作業線量は田R単位でディジタル表示されます。

集積線量を記憶するとともに作業

㊥CHεCKING

クーロメータ（E℃eU）を使用し、

大線量警報國路付

東京（03＞296〜3135

電話

わけだ︒また︑その他の饗因とし

溝難鰯

贈ζ磁
リ
・ゑ，・〜／㌧

ぎ灘騨熱羅織︑譲嚢漫察奥・ 縫 ︑

掘

エネルギー計画によると︑エネル

ギーの一腰の節約が強調され︑今
後十年間の全消磁憎を年間二蛎ま

施設における従業願の安全保護の

死亡したのはイタリアのポンチ

巻恩讐のビルジュイフ病院マテ内

ン近郊にコンセルバトーム社のポ

問題に改めて気心が憲せられてい

ピコにあるステモス社の缶誌工鰯

ンドジュン工場があるが︑闘工堀

でに抑える︑との贈が指摘されて

従簗綴バンサン︒マタロッジさ

科に移送され︑白血球輔血などの

る︒

ーデンの総鰭力容璽に占める猿子

ん︒同社はジャガイモの発墨防止

三基がすべて稼働すれば︑スウェ

力発懸の踏台は約三分の一︑金エ

タネの消選にコバルト60線源を利 孚嶺てを受けたが︑簡に命わなか

いる︒なお︑八五無までに原発十

いう︒

町

ネルギー消闘の約一二％になると

脚

ヘ

ゴ

㌧♪サ3ミ

轟濾

寺

鍵〜〜

麺類

麟鑛
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聞

改良標準化委が発足
近く耐震一性なども検討へ
逓産省は 一十一ご臼︑原子力雛罐機器製造業の合理的生産体剃の促進と原子力発羅駈の儲懇懇向上を

園るため︑原子力発躍設館改農標華化調糞蚕鳳会︵蟹源エネルギー庁鰭機械回報産油局による原子力
晃電機器標躍化調査委風会と含糊︶の初会会を開き︑軽水顛技術の改罠︑標離化推進の二水的な弩え
方を検討していくことを淡めた︒量産省は今後︑耐霞性調蛮委員会︵疲称︶など五つの委轟会を順次

適用隈界などの聞題点も遣えられ
これらに検討を加えていくことに

随用済み燃料再処理施設の擬戦

髪変璽することなく紺象船舶の入

が︑いずれも﹁現状のレイアウト

会による調齎が行なわれている

を蕩慰しながら︑安全性確保を第

対象物が髄閑済み燃料ということ

と︑より厳しいチェックによる補

一義に︑前二百調賓縮累の麗饗し

ど関係機関は問施設への使罵済み

開始を前に電力ほか動燃甥業醸な

出港および葡役は司能﹂としてい

昨秋来これまで半影以上にわたる

完など

と︑同報鑑は水域・外郭施設︑操

調箆が進められたが︑これによる

が行なわれた︒

燃料輸送のための準鮪を塞いでい

発の取水馬突堤而よぴこれに付鵬

る︒もともとここは︑璽海第二原

する荷揚げ用として設計された

熟詰め

搬船の出入港と係船および荷掘げ

るが︑その一つ︑優用済み燃料運

などに必要な嬉鞠施設についての

船方法︑荷揚げ辮壁における船舶

﹃尊用蔭臨︒田立願が五十二隼度

までの暫定使用ということで︑こ

日本海難防比協会への関鍵調蚕報

調査は︑臼本原子力発鱈会社藁

告轡がこのほど蒙とまった︒

海第二発醒所の荷揚げ鵬を使用済

通産雀麗源エネルギー庁は・改

なる︒

良標二化に続いて︑近く耐震性調

専用船の入出港可能

査蘭質会︵仮称︑以下闘じ︶︑蒸
み燃料荷揚げ幣樋設として便うた

h東海荷揚げ港で報告

策海狸露原罷の荷懲げ港

禽わせ蜜全遡航確保のための安金

管理体制を確立する必要がある︑

でに︑欝瓜蔭湾コンサルタントに

たもの︒岡荷揚げ腸についてはす

荷役の安盒を保挿するためには︑

運搬騨用船の入繊港や傾泊および

になったものだが︑鱒用済み燃糾

のため原艦の荷揚ば場を鑓うこと

についてそれぞれ些細な検討を加

候が懲馨した淫欲の安余対策など

業の安全な異旛方法︑人造中に天

の安全な係留方法および萄搦げ作

関係暫は︑この報鋸を受け︑今後

燃糾輸送のための騨門会社︶など

原電・霊媒NTS社︵使用済み

よる波浪や視界など入出港懸隔隈

などとしている︒

界条件と︑疲高や風逮など荷揚げ

璽か︑などについて縢討を行なっ

めに紋どのような条件や設備が必

気発生器魑楯性調竃蚕風会を発運

八億円の予算で世界初の三軸方陶

させ︑今焦獲それぞれ十五億円︑

建設して国としての養母践調査に

大型振動台︑蒸気発墨器モデルを

魑益する︒さらに超音波操鰯︑渦

くりにとりかかる一方︑報告に盤

遜航マごアルほか溢擁鴨理体制づ

羅流岩靴などの調査にあたる検萱

え無題点を指摘しながら︑﹁一般

発足させ︑昨蕉から酒厳している愚類性圓上対策委風会と含わせ七つの委員会酒動を軌遺に聴せたあ

の港とは対銘で勲ないが︑鱈摘の

た上で︑地元了解のとりつけに乗

られた揚摘諸点の翼体化など進め

この﹃溢賑に一般の酪溺と閥様の

諸点や基雌に従えば館対象船舶騙

り饗す弩えだ︒

安全条件を翼備させることが必要

の入出講は不斑能ではない﹂と

可能条件︑入港購灘の選竃︑曲地

し︑とくに対象物の特殊性も考え

郎福騒第一原型力機織駈次長を西

面横および航行援助施設に関する

海難防止協金の調査は︑地元茨

ドイツに派遣した︒独囲の軽水炉

機羅開発塁上委騨会︑新立地方式

城県からの要請もあって︑荷役の

図薔に対し翫画の立案︑爽地伸線

婁爵会︑翼翼物処理分委員会を順

いての濤本海禦コンサルタント協

び離魑岸の標準的な操船法につ

原子力部擬︑羅井農期蹟立原峯力

だ︒

田原悦朗粟芝原子翠嵐部翻技

技術を確立し︑安全性研究にも実

調箆ほか︑灼象船舶の入繊港およ

騒

に関係番椙頁の達絡緊密化を鴎る

などを行なう②発表︑討論を細心

史的に調整︑わが国の実傭に合っ

関の軽水炉技術委員会のもとで総

を飛詰める作業を行ない︑審議機

た軽水炉技術の墓盤強化を図って

子力壌業部技術謝爾蜜長︑都頗泰

ついて状撰を把握するためのもの

績をもつ西ドイツの原子力開発に

枝術本部長︑柴醗栄作窃士灘乙原

一などの麟業方針を確認したあと

三菱密書原子力技術部撰︑小川健

正藁大教授︑野田正敏東囎原子力

だが︑﹁今後の原子力開発は原子

関蹴原子力建設部畏︑凝議山三原

蝉の多様化︑核燃料再処理︑安全

協議会運嘗の纂礎的購項について

水利用獲魚の技術的側面︑それに

検討を行ない①協議金では主に温

科技庁除子力周原子

る﹂とする岡歓蔭馳部の憲向にも

技術の霞主開発を行なう必襲があ

常聴参加

う②定検晴対策などの温水供給に

付樋する二藍問題を中心に取り扱

甥︒

鱈子機雛羅機諜︑資源エネ庁公荘

保安部獲︑野村純一賦本製鋼朝理

師長︑安藤良央藥大教授︑携藤登

なお︑改農標藥化調査婁澱金メ
ンバーは次のとおり︒

委員長内田秀雄東大教授委

修理港に佐世保？
辻市長が﹁むつ﹂で意向示唆

俊々木氏はスターデ原子力爽鎚

とつく描麗でもある︒

炉規舗課︑通産雀機械悩二藍簗周

電技術部擾︑角田懲三荏原製作所

いく計画である︒

次設蒸してそれぞれの技術的問題

と︑これらの婁澱会を統括する親婁瞬会︑軽水炉技術委員会︵仮称︶を設麗して軽水炉技術を総含的
に莞糊し︑灘入技術から脱却しだわが国特有の技術基盤確古画策を打ち出していく計圃である︒
算入技術をわが国独得の技術に

放酸化することに起照して趨こる

ほか︑冷却配合中の鉄さびなどが

メドに調査を逸めるが︑来隼三月

わが麟の原子力発醜は︑現在八

婁戯会初会含では︑内田秀雄東

消化していく観点から︑婁瞬断は

大工学部教授を婁爵長に互避︑今
作業蓄被膿について︑その軽減を

基三菖八十九万KWが稼働中で︑ には改慶︑標準化の基本的著え方

後の横討課題などを審議した︒そ
図るため︑フィルターを設けてク

※国では驚麟外とされる点検スペ

発認所設躍は深刻の度を増してい

したが︑反対還勤の激化などから

の繕果︑①建設工法の合理化・迅

建設中十五基千二百六十八万KW を示した中間報衝を謹とめ︑メー

る︒

速化②蜜全性︑儘獺性の一園の向
ラッド除去に取り組むなど︑キメ

ースの確保や機受配躍の改鵡に葱

このため遜産雀は︑原子力雛霞

細かな対策をたてていく︒

翫町中四塾三首三や三万KWと含 カー︑ユーザーを中心にその剛体

の安全性を確保し懲脳性を一差岡
上③作業轡の被曝軽減④放鮒性騰
また原子力発餓機器の標雌化に

を賑いて保守点検の改農に努める

上させて国民の不安を取り除く必
癒物の放出軽減化⑤法規働との関
ついては︑利点として岡種︑山型

わせ千臨調九十万KWの規模に達 化を図っていく方針︒

璽があるとの判断から︑安全研究
遼調整などの観点から原子炉改葬

していくために広く電力圏係轡等

関する闘題を効果的に研究︑解明

を進めるとともに外国からの峰入

解業部原子力溌醒謙︑工技院標雌

タイムの短縮︑砕毅取繕の軽減な

プラントの建設繕湘に俸いりード

部血気規格諜︑鱈面心原子力部︑

の轟体策を検酎︑さらに機器や蝉

船﹃むつ隔については政癌から要

型標準化にあだっての間題点を摘

畏碕興佐世保甫の辻一三市畏が

の実偶に適した炉とするため︑そ

技術から脱却し︑軽水炉をわが国

貨本藍機工業禽原子力蜜︒

リス原子力発為所︵PWR︑菖二

検状況︑出力規模世界二大のビブ

講があれば︑どこかが受け入れざ

施設を実際に運営する上での諸問

悪冤を交換するほか︑臨ドイツ澱

十万KW︶の運転状況などを撹療

駈︵PWR︑六十六万KW︶の定
十八田︑蔭子力の平和利絹は横

ぞれの問題点を施設︑獲魚︑綴

フトベルク・ユニオン︶社の専門

大の原芋炉メ⁝カiKWU︵クラ

設の設備投驚問題︑発電と養魚の

察電力が︑KWUをはじめとする

運転︑建設︑計画を進めている象

現在︑沸騰軽水炉︵BWR︶の

いて詣禽う︒

象と安全性や技術・替料問題につ

萬生産︑販売醗圓の四分野に分け

鉄の除表

遡けいの問題などについて広範な

の臼主開発の爽纏や安全技術をど

西ドイツの加圧軽水炉︵PWR︶

している︒

CA加DU姫調合で騨門寡を派迄

なお︑岡社は昨年秋︑カナダの

れている︒

ある傾向を度すものとして注潤さ

蓼
繧

外の技術にもひろく圏をむけつつ

力会祉が安金問題を中心に米国以

う生かすかは今後の問題たが︑鴬

検討を行なった︒協議会は︑九月

く計画だ︒

西ドイツに専

門家を派遣
策

粟票既力はこのほど︑佐々木史

羅

商上のための基盤拡張を園ってい

メンバーの拡充など再建処理能力

鉱酌検討をッメていくとともに︑

の総会をメドにこれら諸問題の異

などの技術的問題をはじめ︑各施

題︑耐波施設︑磯酸第

発日所温水利罵の放射能影響の問

揚水方法︑野外池の保濫︑原子力

題の摘鷹︑横討に移り︑まずそれ

の割興も縛ていく一などの点を

どがある一方︑技術羅新阻警要因

上に効率対処へ
発一所温氷獲魚協騒会

温水養魚開発協会︵藤村弘毅理
七洋︶は二十三臼︑策票で﹁発電
所温水獲魚協議会﹂の昭秘五牽隼
鹿初金合を開いて協議会の翁忌方
針などを協議︑温水利用獲魚の技

淡めた︒引憲続いて躍水利用三碧

出︑標準化の逸め方について調蛮

門むつ扁の改膨に燈世保璽工の膨

理ドックを備える佐世臨港の存窪
がクローズアップされている︒帯
長の発露は﹁個人的悪兇﹂とはっ

温水養魚技術向

の基本となる技術改良と毛無 化

が得られる︒このため薄片試料の

問に貰えて雛雷したことから︑

るを得ないだろう﹂と配蓄団の質

東大生研が新Rl技術に取組む

力

原

海難防止協

極的に進めるべきであり︑原子力

収され︑分解能の薄い鮮明な画鯨

ネルギーの大部分が物質表魑で吸

︐
オ

遼い愛東系のかなたの星雲を跳
塾したようなこの写翼︑鍵は
ージェの世界

得やすい医生物学分野への利用が

きり前頭きしたう汎で﹁どこかが
受け入れざるを得ない﹂との政治
的儒念を表明したものだが︑佐世

尊重問題解明にむけ効率胸に対処
していく方針を決めた︒この協議
会は臼本水産蟹源傑護協会に設踵

本資源保存協会鯵欝をそれぞれ選
出︑①発囎所温耕水利用の養魚計

毒

纏

．

節

二縣

騰儒

蓋

素材から航空機・原子

をとらえたもの︒

タネ明かしすると︑放射性同位充

て︒

みは︑わが国では岡研究蜜が初め

粟︑銅64から出るこ次的放尉線︑ 盛んだが︑金鰯分野で利補する試
オージェ鰍子がおりなすアルミ・
玉食下刈画の拡大写翼︵金属顕徴

保蔭に施設が整っているなどの客
観憾勢から︑実質上︑﹁むつ﹂職
階魑に佐雲霞港の受け入れを示唆

社会︑共塵︑公明の藁新騨欝が

の研究連絡︑既報交流などの紹繊

における岡位元素研究発表愈で儀

二十日︑索京・芝公國の機械振
にならない

興禽館で闘かれた第十二嚥理工学
閉

研究所の加藤研究整が金属衷繭の
を重る

鏡で盛宴借︶で︑璽大・生麓技術

繁顔

されていた﹁温水利用盤魚婁貴
この帯難解醤に反発︑抗議する動

者などを中心に発足したもの︒今

化を畷るために温水獲魚施設関係

したものとして報溢された︒

きもあったが︑約十無題の米原潜

回はまず︑会痩に藤村弘毅︒三水

藤乙丸氏が研究成果の︸端を報告
素利嗣技術門オージェ贈子による

面観察の技術として実習化の可能

した︒岡研究室では新しい金属嚢

較的冷静︑造船不況もからみ被

オ⁝ジェ鰍畢は︑銅64のほかク している︒︵塚翼11乳剤表更一関 入港鋳とは趨って布民の反応は比

性をツメていきたいと悪欲をもや

爆興厩としての地元の受けとめ方

協理購長︑副象長に日高武遷・饅

かと胴書中の新しい放劔性周位元

ロム51︑鉄55など特定の放射性岡
摺に焦点セット︒巾央の臼の強い

オートラジオグラフィ﹂がもたら

部分がオーシェ蹴子︑周辺のボケ

は複雑た︒甫長齢醤以後の科技庁

会﹂を引き継いで三月二十六臼︑

位元素に備わった独特の壊変機構

た点は鵬翼部のベータ線による銀

側との正善変渉はない︒

発醒所の温水利鰭露悪関係煮相互

から飛び出し︑ベータ線に比べる

を反転させてある︶

粒子の黒化部で︑爾藤では臼と黒

萎顯藩i傷済嚢

鰯

した一コマ︒

とエネルギーが極端に低いのが特

原彗箋塵機i器鰯

一

低塩素分（150P．P，m以ド）

鞭糊

徴︒オートラジオグラフィではエ

原子力機器の浸透検査には品質の保証された！

醤

としての懸念︑サイト条件による

鑑電子で金属を見る

研究を行なうことになった︒

麟掘讐

覇盟懸盤懸懸醒難黙蒙盟囲醗懸

を遜めることにしたもの︒二藍を

二

塁

新
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蹄

気

姿を消した来照︑議書では上下帰

は連邦内務衝へ︑それぞれ黙認し

子力施設許認酊懸麟に関する儀脇

され︑原子力施設の安心闇題全般

RSKは愈邦内務椙のもとに設麗

ほか︑串請された施設の安全性に

院禽陶原子力委員食︵JCA氾︶

れ櫨限が配分され︑この糧合わせ

する研究所で︑安全犠糞に必要な

う︒IRSは技術検査協会に醍親

略して助⁝韻を与え︑勧告も行な

によるユニ⁝クな行政が行なわれ

規制は︑逮邦と州政騰にそわそ

たわけだ︒

藤礫ツ

つあるが︑塵業界でも原子力薩業

闘発を重砲とした蜀初の原子力発
鍛開発計爵を︑エネルギー情勢の
変動もあってさらに増進させる必
要があるとし︑昨隼ナ月︑計醐の

ている︒施設態設と逓転に関する

なう︒彊政滞は連邦政府の意冤も

安全性研究計画案の作成などを行

研究を行ない︑鐙楚欝欝の提出︑

得て許認毎に嶺たるが︑技術の進

誹認可は︑漣邦政騰の濫視と懸示

覆託を受けて行なうが︑この場

合︑原子炉安全委員金︵魏SK︶︑ 歩にも十分に薄称できるよう︑立

原子炉安全研究駈︵i鷺s︶︑放 地︑設計︑基礎工事など段階的に
一九八○鋸工千万KW︑八五奪四

隆正を行なった︒これによると︑

のもとで州政府が多選費府からの

W︑一九八張黛塞でに四千万KW

一九八○無までに千八菖万K

が委員の交鞍てその性格を変えつ

食議︵A︸F︶がこれまでの科学
教豫団体から業界団体へと体制改
革を行ない原子力政策決定への影

る︒

いたが︑政溝は一昨母三月︑今後

子力搬設の安全慰心機能ももって

行政強化のために﹁エネルギー

力︑原子力︑ガス等のエネルギ⁝

塵省の所掌となっていた石炭︑躍

行政颪では︑昨年⁝月︑影時通

業界の受庄体制も整った︒

いる︒

射線防誰諮闇婆員会︵SSK︶の部分許切を与える仕組みをとって

千五持参〜五千万KWが開発門

注体制整う

産業界の受

助薦と勧簿が求められる佳組み︒

の大規模聞発に備えるためこれを

二十万KW︶が運開したことによ

標︒昨葎ビブリスA︵PWR︑百
り︑これで運転中のもの八墨一琶

施設欝金周を新設して権隈を移籔
させた︒また岡時に︑原子力の安

分離し︑塵美・研究幌内に原子力

石筆危機以降の構勢に対応して

フランス

全てが原発

新規建設は

原子力開発を稚進ずる轡門機関が

旦RDAおよびNRCの誕響
磁力
でを一段と強めようとしてい

竃される予定︒

秋十月までには報笹鑑が議食に四

擬難聴両懸欝欝郷勲勢
石抽冠機後︑各組は︑石癌依存からの脱却をめざした原子出発蹴開発を穰極指向︑とくに仏
は今後の新規発蹴所を全て原子力にするといった野心的なプログラムを発表するなと︑傾斜開
発へ政策の転換を薯慮中だ︒膿麗論争の渦中にも拘らず︑今後の大規模龍馬に備え体制整備も
徐々だが繍実に進んでいる︒今園は︑こうした四日の中で︑各羅が現在どのような開発計画を
もち︑今後どのように進めていこうとしているのか一⁝原産がまとめた華箋﹁海外における醸

方︑N 地熱およびその他のエネルギー源

近の原子力勤向﹂から︑主褻翻の行政機撰なども盆めながら︑その概要を紹介しよう︒

に実施することであり︑

関遠したエネルギーの抽出︑転

RCのそれは原子力開発に係わる からのエネルギーの罵発と使用に
許認可や規制業務を独立して行な

⁝鍵二千⁝〜酉六LT万KWを数
えるに癸つた︒

二十

全性に関する諮閤機関となる﹁原

子力安講書灘審議盆﹂を新設し

いちはやく原子力発鷺計画の大輻
拡大を決定︑一九七六葎以降の新

た︒審議食はエネルギー庁長宮︑

換︑貯藏︑輸送および野饗の各段

子力婁裂会︵A猛C︶に対しこの 階における経済性ほか実用性の実
設発職駅は全て原子力に癒換する

うことにある︒長い歴史をもつ原

認なども含んだ研究開発を促進す

四十万鼠W︑建設・計画申のもの

数黛︑とくに環塊保議蛮筏団体な

ほど七六︑七七両琿着工分となる

昨無七月︑第三次原子力発晦計

嘗﹂を斬離した︒岡省は原子力公

研究もここに中枢機能を集中させ

発膿穣としており︑このうち㎎西

に新しい法律が制定されたことに

原子力施設の安傘審査はエネル

邦研究捜術釜へ︑原子炉の安金問

ギー省の擦誕だったが︑昨琿＋月
万KWを原子力︑一千万KWを火

安全に麗する讐糞および監麟の権
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逸転中︵総発醗羅の約一〇％︶で︑
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一元化されたQHSCは薩業界︑

限が保健安全委員会︵HSC︶に
千二蔭万KW強が建設中だ︒PT
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躍かれた︒

その下に原子力施設検野蒜などが
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門NPC扁が鷲設されるなど︑藍

ている︒このため原子力難設盆祉

現在︑重星二頁五十
数豊前から原子力に対する反紺運
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万KWを玉転しており︑緩い稼働
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葉による齊明︵心安立性に関する

電力公社︵廻NE ELの発話部門で原子力発窺は急 には蕾決されたが︑議会工糞委八
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した︒
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〈安心を拡げる巽額運動〉
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