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ルギー︑イタリアヨ国の銀鈴コン

たのは︑原子炉の安全性と核融遅

をめぐる動き

は核兵器に臨援利胴しうるような

民が灘から発議し︑倥罠投票にか

﹁わからない﹂一二％である︒ま 傭報交換を極力滋発にしょうとい

る原子力発霜の必要性については

止

い京って︑詣の原子力輸出政策

出されており︑議会の野覇気とあ

％︑未決定二九％であり︑反対が

羅名数は今回の場ムロ三十万余りだ

けて質哲を間う場禽に必要な法簿

の輸出に春野を発動したため︑

がヤマ場を迎えている︒上院外交

原子カプラントや技術を輸出して

として未決定票が多く︑その帰す

賛成を上回ってはいるものの依然

発鷹の開発に関する協力協定︒

数鑓会は先月中旬︑濃縮︑再処理
により讃しい条件が課されるだろ
いない②米山は傷頼できる濃縮ウ

︵工A露A︶の鎌寮を受け入れな ※政府は︑平和利嗣のために輸
ける核興多生薩に結びつく技術開

ラン供給團として︑他の諸團にお

万人以上の薯私を揚ている︒

制隈強化

の施讃や技術の供給をうけた因ま
うとの麗方が強い︒

の耶鱗利用への転用

ことになりそうだ︒

や

たはその供給国が国際原子力機関

駕した

③来隈は驚風の爾処理蒲要をまか

発のインセンティブを弱めてきた

があり︑隙子力発議は十五番臣の

きかどうかという勲については︑

核

い場食︑※国はこれらの濁への経
を防ぐなんらかのハドメは必要だ

料サイクル・センター設立に努力

なうために多国間共同の地域核燃

賛哲ともに四一％と鞭つたく伯仲

発国民投票へ

反対派︑法定羅名数を獲得

︻パリ松本駐在鼠︼スイスの原

および運勤に当たっての住民の権

発反対運動は勤原子力雁設の鰻設

利および安金性の確保に聾する発

二万五千人の讐名を得て国民投票

議﹂の賛盃を問．つために必要な＋

︵原子力施設の礁設申止︶②新た

な隙子力発電所の建設には計鐵サ

イト周辺三十詩の住民の投票によ

る賛成を必蟄とする隠の繊法改正

スイスの反原発暴動は活発で︑

1の二点からなっている︒

実力行使

これまでにも原発建設遠山地を占

われている︒

竃嘗藁所 編ノ1県敦聖翼市谷秘町1−18−23 電話（07702）（2）1636（6）1326

乞嘗業所説城嚇集義城郡入落町成田

人海布北区松ケ枝町40グラウトビル

電訊（572）5734・（573）2664

東京都七二区銀器5−5文春別館内

ビル代行

株式会社

聞

﹂
ノ
としながらも︑経済援助などをタ
テに︑衣の袖から鎧をのぞか出る

まな形で反原子力イニシアティブ

※矧︶は︑今後四雲間にわたっ

ダ︑日本︑スウェーデン︑スイス

するもの︒羅養した五か国︵カナ

験や理論研究を実施していこうと

る満報交換にとどまらず︑共問実

千八額六十八万KW︵三十一熱︶

！！！ノー多多多ノ多ーン5！ーーノ甚
！多⁝萎多多ン多！一多ノ■！！多雪ー多一蓼4うン
子力発亀を行なっており︑なかで

爾中のもの︶は︑今蝶に入って三

がこれを追っているが︑一九九四

設するという新計噸を打ち出した

︵約落万KW︶を原子力発電で占黛までに二千七璽一＋万KWを建

更㎎壬茜万KWを超えた︒これ もスイスは乱発山容猛の一八％
は昨黛初めの二蟄九千四暫万KW

めている︒今禦申には西独が一五

て︑※園の切ス・アラモス科学研

にくらべ一七％増︑一九七幽駕の

二磁位千万KWの互ハ％増に相当 ％︵七薗三＋万KW︶︑スウェー イランが四位にくい込んできた︒

W︶︑スペインが五％︵九＋七難 建設中七十一墓︑限定工慣認町を

窟は七件になった︒

陳情は①四国閥のモラトリアム

今圓の二協定を倉めて︑IEAに持ち込むことに成功した︒この

り込んでいる︒

で共同作業を進めることなどを盛

究所に科学覆や技術管を送り込ん

デンが一三％︵蓋置十八万KW︶

竃位はイタリアの二千三西九十乃
する︒網子力編蹴計画をもつ暇は

英固が一〇％︵八颪＋万KW︶︑ KW︵二＋葦蜷︶である︒
なお・この調査から除かれてい

昨無の三十八か脳から︑今年四十

一か圓に増えているが︑最近この フランスが一〇％︵玉璽 一十二万

KW︶︑パキスタンが五％︵幸三 欝たもの十二基︑発注済み七十六

のエネルギー研究開発に関する協
の原子力発電㎡画をたてたインド

万KW︶︑アルゼンチンが四％ 星︑発注内示豪たはオプション中

合間入りしたのは工葭九十万KW KW︶︑日本が八％︵七菌ん乃Kる火国の近況は︑運転中六十鍵︑

ルコなど︒このほかキューバ︑ク

︵三十二乃KW︶︑インドが駕％のもの九墨︑記二酉二十八麸︑総

このほどフ

・ロワール︵フラマトーム社の康

ュック・ウー副葭相は︑クルーソ 拠するなどの

ランスを訪問した韓園のナム・デ

︻パリ松本駐在厨

原発交渉再開

ネシアをはじめ︑ポーランド︑ト

懸縫二釦二千六西十九万KWであ

韓国︑仏との
エート︑リビア︑ニュー・カレド

︵六＋万KW︶を占めよう︒

ブリスA発贈所︵醤二十万KW︶

ニア︑ペルーなとの露髄を原子力

鑓では︑ひきつづきフランスが三

︵左︶とこの要運開予定の世界欝

る︒写翼は昨鋸運開した西独のビ

千九讃三＋五万KW︵四＋七二︶

欝級の間B発電駈︵欝三十痔K
五73KW︵・雫八棊︶︑西独のこ
W︶︒

で蔭位︑スペインの灘千五函八十

建設中︑謝噸中の原子力発勉容
いるが︑その詳細が明らかにされ

発霞所得設の長和醗麟を発衷して

×園以外の十八か国がすでに猿

豪れていない︒
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ようなやり方はとりたくないとし

運動が石なわれている︒すでにオ

調蒼によれば︑米瞬を除く懸隔の

懸子力発癩麗麗へ運転︑建没︑d

、〉・敦賀および束海発蹴所、東京電力（株〉・福島原子力発電所、
脚馴
、九州電力〈株）・玄海療汽力発電所、三愛商駅株）、 （関躍興
ヴD、日立ブラノト（株〉、乗京芝浦窩気（株）・原γ力本部、三菱

業（殊）、二二箕二二（株〉・美
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満︒罰饗饗助を簿止するという

上銑の致鰐運懲叢員象にも﹁輸

もの︶の要点は︑プライス・アン

いる︒

ダーソン法に規定されている原子

米国を除く原子力発電

米原子力灌業会議︵AIF︶のていないので︑今醸の調鷺には念

前年比17％の伸び

スイスも反原

していることを強調している︒ま

中中済中
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（2）

第828号
（第三種郵便物認可

二

業
産

子
原

昭和51年6月3B

弾力的運胴求める
核燃料税

電源三法

の新設も

原子力発電所愚闇のある全国二十七市陶村で鵬放される企因線子力発亀所所花帯町村協議余︵為ム

き︑①躍源三法の弾力醜遡用︑核燃科税︵仮称︶の新設②地方公共醗体の原子力安全行政関与につい

長・矢部知恵爽敦賀衝武︶はこ出︑東取・平河町の旧本都市センターで昭槽五†㎝炸慶定例総象を開

佐六木義武科学技術農長欝が薬蟹

え方などについて説明したあと︑

つに立ち︑今痒度の鱈動計醐の響

総金では ま ず 矢 部 会 喪 が あ い さ

遅い交醤金の支払い時期などしだ

えば複雑な交付金の申請手続き︑

実際に運隔されるにあたって︑例

ある地方公且ハ団休では電源三法が

間に搬子力発竃所立地の簸前線に

法が成立して一薙単が経過︑この

一︑漂国力行政機構の改革強化

の点を強く要黙していく︒

とづき︑政鰐︑関係機閲に対し次

問識按ではこれらの考え力にも

に対し強力に饗弔していくことを渓めたG

ての法醜位顯づけ⑧原子力行政機構の改革強化④環境放射能監視機能の允実一なとを国や関係機関

を代衷してあいさつ︒わが圏の原
について①原子力行政懇談会の中

していくことになった︒

子力行政の現状について門懸葉の
間籍東を速やかに実施する②地方

国罠の畠 態 崔 響 て 積 極 附 に 原 子 力

整備されてきており・い濠まさに

性に薩点を麗いた研究開発捧制も

もに︑さらにこれに加え︑現征の

べきだとの声が強く出されるとと

法の弾力的運用を強く求めていく

ている︒麟議でもこれらの徳源三

放射線
審議会

公共団体の原子力安全行政藩医に
ついて︑これを法的に位置づける

慰能駈視機能を充実する︒

③国の出先機関を強化し︑環境放

講

業断三モ篇欝三づ四︑書類野棊駈

蝦摘︑再検討が望ましい点として

嶺羅への換篇係数を改めることを

の中性子粒峯フルエンスから線量

五隼勧告の霊な特徴としては諸デ

簾四十二︑溌棄毒業明六の愈計三

ータがそろってきており︑放射線

千四菖八十二で︑前年度より蔭二

礎嗣︒変更許呵申訥︑届出件数は

近焦の伸び蔀は︑やや低下傾覆︒

科技庁調査

放射線取扱い事
業所三千四百に
科学技術庁は五潤二十六臼︑昭

作業従麟幾の被曝では圓数と時間

健康診断の触目をあげている︒六

秘五十年慶放射線随密防止法の施

磐業所の増燗に伴い︑五千六溺件

十九の増加となっている︒しかし

行状況をまとめ︑発難した︒同法

に達しているQ放射線取扱い叢任 などで実質的区分を行なって燈人

特別被曝が設定されていることな

の被曝カテゴリーを以前の三から

万七千六落五十六人︒放射線検齎

どがあげられる︒

の施行状況について︑放射轍嗣位

蓄︑立入検査︑灘故︑放射線隔密

颪

官による立入検査は︑五十奪度四

万一千桜干二人の禽露一

る︒

防止鮒策の現状などを服熱してい

二種

促進について①核燃料サイクルの

者数は︑一銭六千蓋︸臼鷺十四人︑

確立︑とくに放尉性廃棄物の処理

それによると︑五十年度末現在

元累等の便購・届出謂業所︑便摺

どが円渦に行なわれるよう鱈源三

躍について①交付金の晦請璃務な

処分について卑急にその方法を興

での許可麗胤蜜業縁数は︑便用膿

二にしたこと︑丹州階被曝に計薗

法の弾力悲運罵を過る②原発立地
体化する②灘排水および低レベル

早躍年八月︑四十年六月につづ 討︑実施機関としては︑関係学

許湾蜘請件数︑放射線取扱い霊任

地域が二布田村に濠たがる場台は
放射能の影響について現購点での

き一瓢圓囲である︒の王CRP勧告会︑協禽などで学問的に検討する

一︑順発駈在市町村の税財政描

交付金額が周辺薦町村より下隣ら

員の被曝蟹田を徹饗し︑中央登録

国の蝿解を開瞑する鶯原発の従業

闘は響議会の中に特瑚委員会を

れ異体的に実施検討する機関︵当

べるとともに︑ICRP勧告の取

のは軽挙研究駈の建設︒現窪︑茨

このうち最麺点が澱かれている

謝画だ︒

めに糖力的な濡動を展開していく

告が来隼にも出されるもようだ︒

な改箪を検討しており︑その新働

にあった形で︑六五隼勧告の大幡

RPは︑放射線防護について爽憎

兇送ってきている︒現在ではIC

一などとして岡勧告の取り入れを

ばかりで︑混乱を無きかねない⁝

防止法の改正が四十一駕にあった

かわりがない②当時︑放射線五二

！

①渤告内察が六二年勧告とあまり

年勧告︵パブリケーシ灘ン9︶は

素などの事故は︑紛失二仲︑被曝
と穴二鋸の勧告をとり入れ現行法
〜件︑その他三件の六件だった︒ 令の改正を行なってきたが︑六五

争業藤で実施︒放射性勢位元

ないようにする②原発所在帝町村

わが園は王CRPの一九夢解鋒

の恒久的財政描齪として核燃料税

告の取り入れとその検討機関③関

おく︶を設配し︑無籍の検討の愚

場と︑勧告を法令などに取り入

窟た今國の総会では中央官趣や

係法令の溺語など斉一④被曝する

速化と体翻づくりが必要として

に関する基木的な考え方②岡勧

原子力関係機関との連絡を繊密化

黛についてーー事体的な黒字を述

側人のカテゴリーなど主要十鵬項

︵仮称︶を法定外窪無税として認 制度を単憩に実馳する︒

一︑一律料金体系を麗止し︑生

し同議会の運営活動の強化を図る

める︒

濃地の㎎力科金が蜜価となるよう

いる︒

改正をすべき現行婆宥として︑科

﹁ICRPが環在穴 とくに︑六五隼勧告に蠣拠して

技庁告示第一

瞬十八奪二月から二十一團にわた

り入れについては︑わが醐の法制

十一︑二十二号別表

五年勧告の騰薩し︑新働鑑の検討

って鏡行法令の難聴など︑描躍を

を進めているため︑その結累を待

具串需は︑

へたものとなっている︒

ため阿議会・東票連絡駅務所の設
躍を淡めた︒

地域別料金制を確立する︒

一︑猿発の安全性響研究開発の

これは︑放射線審議食の点本部

大駆に翼齎した︒

り︑審議検討してきた結集を具罰

一CRP勧告で具申 会が藁にICRP六五薙勧告を︑講じていくことが望ましい﹂と述

十四項目に見解つけ

いに櫨女の問題点が表面化してき

開発を進めていく棊盤が整いつつ
制肢では交付期間がかなり短いこ

きた放射線審議会︵御園蛋坐輔会

城︑千葉︑神奈川︑静岡など特県

ッチで進められているが︑源水の

を贋補地点として選定作業が懲ピ

浦︑伊笠の各半島が最萄力地点︒

状況が良好な点などでは萬総︑三

しかし鯉定に楽だつては海流︑海

ての適姓要素だけでなく︑データ

質︑地質︑地形などの研究所とし

便︑資金なとの要素も加味し︑検

・ライブラリーとしての交通の

だ︒ともあれ間研究所では︑遅く

討作業も慎艶を期しているよう

点を越定︑隠ちに建設に薔旨し聞

とも愛ころまでには澱終的な立地
理塾長︶の昭和五十一年度蟹業間

せ︑木格附な研究体舗に入りたい

意陶だ︒一方田本海側に建設が予

ければ今年段中にも施設を亮成さ

所の温無水の実態調資②データ・

ついても並行して選定作業を行な

定されている地域研究所の立地に

画が決まった︒それによると今卑

ライブラリーのための温耕水研究

てきている太平洋側に比へ︑田本

海禁では海水の状況が良好で選定

うが︑かなり海水の汚れが広がっ

作業も比較的容男とみられること

どを難点的に爽施︑本格的研究体

に︑夏ころをメドに中央研究所の

りうるとしている︒

究所の建設を先行させることもあ

などから︑場臼によっては地域研
研究体制を整えながら︑漏排水間

の中桐機関として総愈的な温鎌水

題を着実に解決へと陶かわせるた

建設に継手︑わが瞬の温撲水研究

制確立の基盤づくりを繋ぐととも

資料の嬢収③野外研究驚動⁝一な

度は︑まず①わが眼の原子力発電

だとしている◎1CRP勧告の検

51年度事業計画決まる
海洋生物環境研究蕨︵松下友成

中＝央研建設に着手

核拡散防止条約も批推され︑安金

ある﹂と述べ︑地方白綴の今後

放射線隔害毒痴の園際的纂準と

子力1ークリーン・エネルギーへ

P勧告についての今國の翼串は︑

政描躍として核燃料税︵仮称︶の

ついて墾太子殿下が﹁健康で聾か

開会式終了後︑美智子妃殿下の緊

笛についての検甜紐築を三木総理

次いで行 な わ れ た 議 藁 審 議 で は

季

防護委員会︶蓼藍を提議検討して

とから︑地方蔭治体への潭久酌財

障

したものだが︑星型議会の︷CR など実情に歯した形で行なうべき
なって い る I C R P ︵ 騰 際 放 射 線
長︶は董月二十七霞︑ICRP勧

の一石の協力を求めた︒
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三葺名が兇守るなかで︑はじめに

が行なわれ︑午後から一般公開と
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なった︒
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火力より30％有利

うことである扁と語っている︒岡

つ

ある︒

r

有機的あるいは選択的成長

で

ローマ・クラブの新しい標語は

している︒

することを慧署したものだと説明

とを金世界に知らせ︑早漏を喚起

無限に続くものではないというこ

当購成長が従来と固じような形で

ッチェイ氏は︑﹁成長の隈界﹂は

成長があるかとい

ィング氏は︑岡クラブの経済成長

ンシルバニア社のジョン・バンデ

い

〃どこで

ローマ・クラブは四月にフィラ

で燃料費は五︒五穂ンであるが︑石

デルフィアで開いた会議で︑門経

炭火力発電所の場愈はそれぞれ三

し︑また止めるべきではない偏と

の必

クラブの生みの親オーレリオ︒ペ

の結論をだした︒ローマ・クラブ

成長

に対する茎調は変っていないとし

○北藁部地域では︑一九八穴年

済成長を止めることはできない

運転開始の漂浪力発電所が三＋三

要性を是認
Pーマ・クラブ
て︑﹁われわれは︑純粋な顧味で

成長は必要である︒問題は︑

のゼロ賢路を蕩えたことはない︒

三多嘆ニ多

いる︒たが︑内容を理解せずに︑

一
・K・スミス氏ABCイブニン ﹁多くの入びとが原子力につい 期聞である︒一つの大きな原子コ
らべるとその数は着実に増加して
プ
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◇特に発嚢網の多いアメリカ、イキリス、西ドイノ、フラノスならびに目本については拡大して衣小

十四陸ンと十六・一飯である︒

機と六・六憶であるのに対して︑

が一九七二無に﹁成長の隈界﹂を

に

出版して以来︑同クラブの國際的

ゼロ成長哲学

石炭火力は五十一樗と二十七・八

グループは︑

な実業家︑科学暫︑知識人などの

○中央榮部地域では︑一九八七

樗である︒

今圓のフィラデルフィアにおけ

一

箏故︑携えばブラウンズ・フェリ

この︵原子力反対︶イニシアティ

茸

避 ﹁

さ

発至唖聾を網羅し才こ最精の撹界地鴎

は米原子力鷹莱会議︵A藍F ︶

適転を開始する原子力発電所の総

○西部地域では︑一九八二年に

る︒

EEIが発電コスト調査
エジソン上気協会︵EEI︶のの値上りなどその他多くの璽國を

は述べている︒

考慮に入れたものであるとEE互

る金議を主催したファースト・ペ

二玉門多極

ーの覇故がもう︸度発生すると︑

のの一六％は︑原子力発問を謂限

ブに反対投票しようとしているも

羅

榊㌦＼︒ジ

騰響

一

◇i／4，000乃の地國しにU確な国国隅隅を表ホ

が︑パブリック・アフェアーズ
・アンド・インフォーメーショ
ン︒プログラムの一環として︑

原子力に関する傭報を収藥︑分

調選によると︑一九七八卑から一

厳・七陸ンであるのに対して︑石炭

亙タ多

J働者ももちろん新しい職を褥

¶ることができないと岡報笛は述べ

カリフォルニア蝿の住民は原子力

・

﹄
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ご注文：は艮本原子力産業会議・業務課
東虫都港区新橋1−1−13 〒105TEL（591）6121（代表）

析︑騨 樋 し ︑ そ の 結 果 に も と づ

九九〇年の闇に運転を開始する原

火力は三十二機と十五︒五悪であ

二

既存の産業および月浦の投資蒙は

一二

カリフォルニア州での事業を拡張

二︐二

経済成長が穴きく抑制され︑州内

玉︐多多〜一
多

術問題についての知識を獲得し︑

必要な二十万からご＋五万の新し

増加する労働人Uを吸収するのに

ルニア州の失業人照は少なくとも

ている︒

反対の投票をするように変わり︑

すべく投票するのだと蕩えており

除町論陣鴬の強力なキャンペーン

◇国本については51｛14月現荏で掲載

いて︑全国的なコミュニケーシ
冠ンとパブリック・アクセプタ

で︑このうち二・袴腰ンが燃料鍵で

反対していた︒

あるが︑石炭火力発電所ではそれ

コスト準KWH嶺たり二＋七惇年避開の原子力発電所が二十陳ンと

に手に入り輸送区間も短いいくつ

ユタ州のように低硫黄礎が簡単

かの州では︑電力会社は石炭火力
る︒

子力発躍所は︑米国各地で石巌火

い︒この結論は︑米国の九つの電

力発躍より平均してβ○％は安
がそれぞれ四十陸ンと十六︒︸些で

十三陸ンと五目で

ア州の経済成長︑とくに製造部門

るQこの蚕員会の議長は︑元州知 がなくなるだろう︒カリフォルニ

したり︑新しくおこすようなこと

の成長は︑近い将来ではないに

の鵬女労働者にとって破滅的な結

事のマ⁝ビン・M・ダイマリー氏

しても︑一九八O年までにはっき

果を招くだろう﹂ということであ
た︒核融禽︑太陽熱︑地熱エネル

であるが︑嗣氏も原子力反対住民

いて根気よく纂剣に取綴んでき

ギーのような魔力に頼って原子力

投難についての岡報告欝の結論に

問題が発生するたびにそれらにつ

を拒沓するのは︑撮翫のない技術

の発霞力ギャップが他のエネルギ

瀟要人増加し︑現在の失業癌の二

三分の一が内

容理解を欠く

戸数がいまだにその内容や影響を

誤解していることが明らかになっ

日にわたって笑施された調査では

た︒例えば三月二十日から王十〜

六五％が今園のイニシアティブの

内容を理解しており︑昨蕉十一月

ネルギーを開発しても岡じような

グ・ニュ：ス︵三月二十九田︶1 て心配しているが︑風力や太陽エ

もとっていない扁

抵抗があるだろう︒原子力魏霞所

それから岡民の間に連鎖反応を引

日成投票をする手定のものの二四

将来であるから︑結局は︑原子力

の数をどこ

棊

◇特に運転串の発贈所（175募）については目立つように赤〔］印て表示

ンスの輪をひろげ獄ために発行

は︑原子力をめぐる月閥の動き

しているものです︒この糖報に

発電所を建設した方が経済的であ

運開の原子力が一

一撃と十七態である︒

あるのに引して︑石炭火力は三十

的楽観主義を儲用するようなもの

りと惇寄しはじめるだろう︒この

ー源の藤入によって克服されない

ようにカリフォルニア州は︑毎奪

賛成すると述べている︒

要である︒しかし︑われわれは核

購委員会は︑一九八O痒以降こ

である︒もちろん︑これらのエネ

分裂エネルギー技術をも逼固しな

い職場を創造する力を失なうだろ

ルギー源の開発を進めることは必

原子力は悪魔的なもの

至り︑毎鋸二才から＋五万人の失

ァーストの契約にたとえてきた︒

これを︑

ければならない︒われわれは惣分

もまた矩恵により自分我身を救わ

ｵ︑規征失業している約濁万人

とと

業者が増えるだろうと予想してい
り︑それとかかわりを持たないよ

であるという慧味である

の父敗から学び︑ファーストが藩

﹁私は︑原子力エネルギーをフ

ワインバーグ博士が見解
アービン・ワインバーグ博士が

原子力時代の大きなキャッチ・

原子力支持の論文を発表した︒

ファースト

プレ；ズの一つは︑原子力エネル

ギ！を︵ゲーテの︶

る︒また

論を出した人は︑ゲーテのファー

人もいるQしかし︑そのような緒 の約巣を守ったように︑われわれ

倍になるとみても決しておかしく

九八○奪代にカリフォ

しみと癩葱と信仰とによって自分

なわち︑不滅のエネルギー源と引

なければならない﹂︒

にたとえるいい方1一す うにすべきであると解澱している

き換えに社会は細部にまで注慧を

ストは救われたということを忘れ

イニシアティブが成立すると︑

カリフォルニア翼翼淵発委員会

舞われ・隠による霧電力鍵・暑なわれた慰論響の輩か
などいくつかの凝が必警な亙ら︑六月合得なわれる拳力

カリフォルニア州で数圃にわた
叡智はこの新しいエネルギー源を

が四月中旬に発行した蝦告叢によ

だろうと委員会は述べている︒電

ォルニア州は重大な電力不足に兇

現荏から一九九〇隼の閥にカリフ

バーグ博戦だが︑同船士は鹸近の

こなすことができるという信念を

ると︑六月八沼に投釣に付され

の轟入によって施服されるまで︑

力不足が現在存在しない発電力法

力業のイニシアティブ

はないと述べている︒

払い︑一定の社会的安定を維持す

紬論している︒﹁われわれは︑原

ワインバーグ博士は次のように

ている﹂

作者は︑発オークリッジ國立研究
駈長で現在エネルギー分析研究所

門アメリカン・サでエンテスト偏

る原チ力反鮒イニシアティブが成

反対州民没票について︑州民の摺
︸九七六奪一・二月穆に類推法に もっていたQそしていま︑われわ

立すると︑﹁カリフォルニア州の

コロメシ悔

る︒われわれは原子炉の現実の技

ことば．

れは紬念以上のものを持ってい

こと億∴コメン墨

ように述べている︒

・コメ・ント・

関する論文を警棒︑その申で次の

理事であるアービン・M・ワイン 子力輪業を開始したとき︑人間の

成立時の経済
的影響を試算
るというものである︒この比喩の

の契約

︶多多多 一 多多多一二多多︐￡多

力供給地域のうち五つの地網で計

がたん ね ん に ま と め ら れ て い ま

に一転を開始する原子力発電勝の

O璽南部地城では︑一九八O蕉

ると判断するだろうとEE工はみ ある︒

総コス鳶竿KW薮当たり三＋憎

○申北部地域では︑一九八五年

高くなり︑将来また供給力が不足

や大平洋摩では︑原子力発電の方
が明らかに経済的利点がある︒さ

◇ウ

﹁原子力はこなせる﹂

することになるかも知れない藁部

ている︒﹁しかし︑石油が非常に

画されている発電所について電力

す︒

会社が爽際にコスト分祈した結果

将来のエ

﹁このデータは︑米国内の⁝部

に基づいたものである︒

で原子力反対轡が鍛近
ネルギー羅要をみたすことに関し

要求されているような極類の低硫

らに法律によって便用することが

と

て高い犠牲を払うことになる

を汽蝋や船で輸送されており︑採

藍炭は多くの槻愈︑数颪塀の距離

いうようないいまわしで︑原子力

いるが︑それをただす一助になる

発躍について歪んだ兇方を広めて

石炭火力より平均して三Q％有利

EEIは︑原子力がコスト画で

る﹂とEEIは述へている︒

だろう﹂とEH1はいっている︒ 鉱コストの三管にもなることがあ
反対者の曳張の一つは︑原子力発
症コストの櫛成要困の﹁部は大麟
に上野しているので︑核燃科によ

らに原子力発露のメリットは地城

であること壷明らかにしたが︑さ

ギー源と比較してすでに魅力のな
によってはそれ以上になるという

る発電の経済鑑はその他のエネル

いものとなってしまったというも
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き超し︑全国の原子力発電所を止

％は原子力発眠の発腿のために賛
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知らざる州晟

9

く〜

薪

趣

く回国

ゴ〆

覧表」にもとづき、遜紙巾、建設申、罰醐中の世界の全原r力

◇5璃5月瞭薩発行の「線∫一発幽幽

多色刷￥1，200（送料劉）、筒入り￥1，30α

四六全版（766㍉×1，067㍉〉

ぐ賊ぬ㌦画

◇国国鮒の発贈設備田圃グラフも収録
◇一翔で各国との北較が一般の方にも容易にてきます

罫

・ことぽ

にすくんだ兎のようになんの対策

に足るサインは数多くあるが︑問

をわが家の襲庭に鷹くことを望む

めてし耀うということにもなりか

とがわかった︒終盤に入っての蟹

成票を入れるのだと考えているこ

二團の盛嚢を示す共通したサ

題が拡大しており︑それに対して

﹁ブルッキングス研究断の譲を

ものはいない︒しかし︑なんらか

ねない︒しかし太陽熱や核海台の

﹁今のところ原子力発電は訊験⁝の四五％︑今年二月の五四％とく

兇出せないし︑またそれを見出す

かりれば︑エネルギー政策は現実

の形でそれを決めなければならな

ような新しい技術の実用化は遠い

◇

ための努力もしていないようだ︒

の問題と想像上の問題および現実

いのだ︒独型置義体制もこの種の

1⁝ハワート

エネルギーを例にとってみよう︒

性のある選択と想綾上の選択を区

問題の取扱いについては民需電義
とそう変わらない﹂

が投號蚕の竃分の一にのぼるこう

◇

拙い例だがエネルギー危機は︑田

ば︑太陽熱と贋子力の間の選択は

別する必要に迫られている︒例え

想像上のものである︒両方ともこ

デュボス氏U・S・ニュース・ 発墨がわびしい寒い将来を圓避す

われわれはなんら創造的な解答が

いる︒速かな原子力の開発により

没と興じほど確実に近づいてきて

われわれは救われるだろうが︑そ

の国のエネルギーを供給するとい

までひきさげるかが注霞される︒

した

れに関する議論が深夜の討論のよ

る唯一の希鶉である﹂

i⁝ニュ

ーズウイーク︵四月士臣︶⁝一

う点で︑それぞれの役謝を聚たす

Iーニューヨー 月八日︶一i

うにのろのろしており︑政府は近
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鋭化する に つ れ て ︑ ︻ 方 的 な 晃
解や不正 確 な 傭 報 が 増 加 し ︑ 火
熱の原子 力 に 対 す る 純 粋 な 疑 悶
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や繁朴な 不 安 を 韻 つ た 方 向 へ 増

かがえま す ︒ こ の 構 報 は 発 行 以
来︑原子 力 関 係 者 の み な ら ず 議

どからも注閾されていまずり
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課題多 ζ今後の対応
三熱の批判票をどうみる
アチブ運動の現状

米国におけるイニシ

︿州腰投粟が行なわれる州﹀

一月二田︒

オレゴン︑コロンド︒いずれも十

︿署名運動中の州﹀ワシント

ースダコタ︑オクラホマ︒

リゾナ︑ミシガン︑ミズーリ︑ノ

アイオワ︑

︿イニシアチブに関する活動が

行なわれている州﹀

シン︑ネブラスカ︑バーモント︑

ミシガン︑ミネソタ︑ウィスコン

︿留名集めに失敗した州﹀サ

アーカンサス︒

ウスダコタ︑マサチューセッツ︒

ン︵必蟄な蟹名数が集まった︶︑
オハイオ︑メイン︑モンタナ︑ア
損憲賠償蟄任隈度額の撤廃︑安全

ないまでも住悪罵に受け入れられ

原子力発蹴の致哲を間う米團カリフォルニア州民の投禦が八賑︑同州の大統領予舖灘挙と聾蔵して

州墨局からも代上里となる新しい

みればなお更︑問題対応への関係

たからに他ならないものであって

四駅の有効性および放射性廃棄物

三法案が議会に提案︑司決︑投票

暮による今後〜厨の努力が要言さ

対策に焦点を嶺て︵別橘参照︶︑

日醐前の三田には斎言嶺による町

三九八八四七六票︵六七・四％︶︑岡反対一九二四七九二繋︵三二︒六％︶で︑原子力発磁支持票が圧

その蟹沓が間われた︒発議は事実

名があって︑威等した︒三つの新

の＋一月二日にはオレゴン︑コロ

れよう︒米鰯では力州に次ぎ・こ

行なわれた︒来国原子力薩榮会議が州当局の非公式発表として伝えるところによると原子力発電器量

倒的多数を占めた︒原子力発電の安全性と放射性廃蘂物の問題が焦点となった力州佐民によるこのイ

ものと位置づけられ︑このため︑

上の原子力発堂島発檸止桑める

ニシアチブ︵住民発議︶はしかし︑それを通じ三〇％を照す批判票のあることが明らかとなったこと

エスカレートする反対運動と双 法は︑連邦政府による⑪長期にわ

ラド両州でのイニシアチブが予

よる扮票もこれ︒昨鋸五月︑姻務

Rなど槌無縫なキャンペ⁝ンを各 および㊥再処理施設の建設運転に

八州でも署名運動中など︑この数

定︑オクラホマやミシガンなと十

抗︑原発推進側もTVを通じたPたる放両性廃棄物保管方法の確立
腿する趨切な規制描鷹のいずれも

発議案件茄として投票に付され

地で繰り返してきた︒一方︑今麟

長続がイニシアチブのために必要
た原子力発電問題は︑プライス・

四Q四の有効なこと

な署名三一一

黛原子力反心運動が全国的に懲速

が弼議雲の過半数によって認めら
れることと︑④州議雲委員会が今

とみた

実現困難なもの

とし︑これら条件が満たされるま

原子力発電にエネルギー源の多く

とを︑銘記しなければならない︒

努力如側が大きな影譲を及ぼすこ

に対し今後の

で新規原発の建設を禁止する︑と

三〇％強にとどまったという署実

しかしここで闇題は︑批判票が

要である︒

のあり方検討など翼剣な対処が必

れているダウン︒ストリーム窮業

制体制の整備ほか︑とくに立ち遅

としても︑力州教訓を参潟に︑規

を依存しなければならないわが国

である︒代憩法案の成立など譲前

め︑原子力の平和利用および核爆

四︑政騰は︑全人類の福祉のだ

発の平和的応馬に関する国際協力

的核実験禁止箸の翼体的な核竃縮

腱2薗に関連記事一1
の前葺きな方策が︑十分とはいわ

対三十三て齋決された︒

投票では結局別表の溢り六十七

いうもの︒

後続計画

うした

な広がりをみせてきているが︑こ

発議を

隼以内にプライス︒アンダーソン法の原子力損憲賠擬の限

後一年間にわたり原発の地下立地

アンダーソン法規定にいう原子力

一︑この法策通遡の田から

度額︵乱舞六千万が鐸千六酉八十懸円︶が廃北され︑州鍼判斬が決定する方法によってそ
の全額補鱗が保証されない隈り︑州内の原子力発重心は鶉斑出力の六〇％を超えて運転し
ないものとする︒

二︑五鎌以内に︑ECCSを食む安全系の金てについて実甑試験によって州議蜜の三分
の蔀櫛足する程度にその効果を実識し︑また放射性塊藁物についても州議盆が指定する

うな穴蔵は︑将来︑核兵器煽が核

について調漉すること⁝⁝を骨子

を認め︑約一年後のこの日︑投票

となった︒

で︑閲係諸問題への強力な対応など原発盛物側に大きな添唆と多くの宿題を残したともいえよう︒

趣邦政府による立法化とは別に
※国では佐民の薩接発議︑つまり
﹁イニシアチブ﹂によって法令を

制度化することが二十一州で認め
られており︑こんどの力州住民に

一点

条件で漏洩することなく財蔵ないしは廃藁できるようにならない限り︑発霞駈は認容出力
の六〇％を超えて運転せず︑その後毎隼一〇％の剛で出力を低下させるものとする︒
三︑さらに三黛以内に︑叩合盆は．副記二に規定する開発︑試験蔦蔓を評価するものとし
もし期限︵五隼︶内での完了が期待できると認め6れない懸り︑運転郎の発電所は認珂出

核防条約批胤潜霧託に際しての

する︒また︑この条約の縞約麟で

版一

綜子力用諸研究会勧

画一原子力用語辞典

−新

（263）2311

僧03

描躍をとっていくことを強く要請

の本格的な原読丁力ボケノトライプラリi

薪鍵判 汽○○頁 定姻二〇〇〇円
旧版に新たに環境 公害・保障措置等の分野のもの
を舶几全面改訂し︑収録語数を岡三〇〇〇語として
人心増頁させたもの︒原子力用語の解説︑原子力略
号と記琴ム︑英和対鮒索引の3部からなるわが団初

斯γ皮∬誼・能沢正雄

されねばならないと億する︒この

が強力に腰間されるべきであると

財瀞ゴ力研知サ1武谷｛膏昭

兵雛を懸絶することによって慰正

ない核鋲器国も核蜀縮措羅をとる

て︑締約園である雰核兵雛国の原

心心ずる︒また︑この条約によっ

においても妨げられてはならず︑

子力平相利用繕動がいかなる悪味

三︑政臆は︑非核兵器田の安金

ことを強く要請する〇

園︑ソ連および来囲の宜⁝藤ならび

でも他の締約国と蕉別されてはな

臼本圏がかかる酒動のいかなる面

保障に関する一九六八薙六月の英

闘するとともに︑核兵器園が罪核

適正なる運用を確保するため︑こ

六︑日本国政府は︑この条約の

ことを強く要請ある︒

他の核厳器国も同様の采邑をとる

ると表明したことを高く評価し︑

子力機関の保瞳描躍適用を受諾す

その原子力卑和利用湧動で隅際原

五︑政府は︑萸国および来隅が

らないと驚える︒

に疑全保障理恥塗決議二五五に渡

繭④吸熱富隠隠⁝

兵器田の安曇保隔のための実効あ
る措鷹についてさらに努力を蝿ね
ることを希薄する︒濠た︑核興器

国生要翼医事

本門︑田本園政鰐は︑核兵器の

ため政麿は︑核印縮の促追に特段

ることを翠雲する︒とくに核兵盟

の条約に規定されている再検討会

とを希望する︒

議が引続き定期的に開催されるこ

国に鮒し︑園際連命懸灘に従い︑

国・非核工高圏を問わずすべての

その園際関係において︑核兵器︑

わが閃における軽水炉燃料の近況とその開発

政肘解明︵概蟹︶は次の遡り︒

不拡散に関する条約の批准欝を英

の努力を払っていく決慧である︒

て政府は︑この条約を典に実

強調する︒

え方に基づき︑とくに次の諸点を

政府は︑このような霊木的な考

国︑ソ連および米鴎の政府に窃託
し︑この条約の締約国となる︒

日本凶は︑従来から︑唯一の被

効あるものとするため︑核爆発能

爆国として︑核武装を排するとの

に平和堺町としての外交に徹して

田本隅は︑この条約の締約凶と

ていないフランスおよび中国がこ

を撮吝しながらこの条約に参加し

葬核兵雛のいずれを伊うものであ

れ︑武力による威嚇または武力

ﾁ集：原子力発電所の故障対策
一一
原∫力発電所の故障
勅人！ 都甲泰Il二

O
．

燃⁝批准書寄託他際麟

墓贈爵策を竪持し︑雨隠顧広の下

きた︒政府は︑この条約の批准爵

らためて世界に向けて褒明する︒

勧鵡に当たり︑この星本政策をあ

また︑臼本圏のこの条約への参颯
が国際関係の安定︑とくにアジア

決め締結について本格交渉を開始

子力平韻利用に関する国際協力に

しても核興雛の拡散を防止し︑原

力を節すると餐とを間わすできる

した︒批准轡寄託から十八か月以

の条約に参加することを強く希望

の車和と疑定に為与するものと確

内の締緒が条約上の義務だが︑う

漂照するため︑今後一浪努力す

する︒

る︒

の行便を慎むことを強く要請す

定価650円（干301．

力の六〇％を超んない範囲で運転するものとし︑新規の立地︑建設は詳司されない︒

霧

保障措置協定も本格交渉
政府は八田︑※︑英︑ソ三国に核貢器不拡散条約の批准霞を信認︑これによってわが國はシンガポ
ールに続く九十七番國の岡条約加盟鷹となった︒一九七〇隼三月の岡条約発効から六年三か月ぶり︒
なお政府は同日午前の閣議で批准欝寄託に際してのわが国の態度を表明した政府昂明を決定︑寄託醐
に送付するとともに︑その他加盟国にも口上欝を付し駐田大便卸伊通じて伝達した︒同条約非加盟の各

徹することがわが閏の塾本姿勢で

ち本協定は昨奪二月まですでに数

る︒

国に射しても︑聞様措櫨がとられた︒

批准欝は岡臼︑猛鳥のロビンソ

ともに︑核麗縮と原子力の平和利

あることをあらためて強調すると

度にわたる予備交渉で墓熱線がほ

だけ多くの国がこの条約に参寄す

ン国務副長宮︑英国のゴロンウイ

用推進などを強く訴えている︒

ほ禽意をみていることもあり︑今

六条に従い・核瓢舗の削絨・楓括

別の提仕をもつ核貝器国が条約第

註する︒

ーロバーツ外携握当国務相および

なお政府は︑批准蔓立託にさき

のみ核鋲器の保有を認め特別の地

ソ連のクズネッォフ第一列務次欝

だち四臼から膿際原子力機関と岡

位を与えている︒政暦は︑このよ

瓜︑政府は︑核黛縮について特

にそれぞれ東郷駐米︑舶藤駐英︑

細営取決めが熊点となりそう︒

後は各施設別の査察婦など定める

この条約は︑核兵器隅に対して
璽光駐ソ各大使から誤渡された︒

条約下における査察適爾のための

7月号

膨
政府

霧

要

各国に政府声明送付

（原子力発電反対）

保陣描鷹協定とそれに伴う細國取

宮園昭八郎
奈木野階一
回切金：次

（原了力発電推…進）

の住

政府爾聡は全文と六項臨の要望

一不安定破壊一 凸紺紀拓吸嗣f究線合
パイプラプチャ
田本原子力研究所
軽水炉燃料の改良のあゆみ
温酒犀し力
原子力発電所の耐震安全性 日塞原子力発信

臼本1扇

東京都下代Eli【×ノし磁北1−8−10

日刊工業新聞社
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3，988，476票
NO

辱il

禦墳で構成︑その中で平和外交に
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藤村理人

∫力研先｝りr

圧カバウンダリの損侮

17民発売

原子力工業

カリフォルこア・イ
ニシアチブ住民投票

電葺舌（591）6121（｛七）

東京都港区薪橋rr蚤τ番B暑（蘂電IB館内）
議
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無熱

購齢料1年分薗金4500円

聞

業
産

﹁改修で海の汚染ない﹂
地元への説明に努力誓う

規制法に拡づき﹁むつ扁入港の六

郎祉繰︶は今月二十四繊に第や九

霞広原子力発電裂社︵良沢窟一

イ無配働保修工琳と定横実施によ

ほかに蛙倉役一名の駐機が苧驚さ

塑発電駈の薗期に続く炉15スプレ となるため新しく十九名が選任︑

圓る稼働実繍をあげたものの︑敦

れている︒取締役では石沼芳穂︑

﹁闘的一では新しく同条第〜項文

門琴平の総数一に関する変更で︑

謝画だ︒第二条﹁呂的﹂と第五条

款の一部饗吏についても付議する

の終結で取締役全澱の任期が満了

字定隠株電総会を開くが︑これに

露力蟹田鷺億九千五白七万KW 大久保謙︑大堀弘︑松根宗一の筆

る運搬停止などあって当期の発魁

中から縮初期の段階における欄を

よび役員人蜜などが二日の同社取

建設︑運転およ

剛除するとともに︑第二項を﹃委

託を愛けて

墨が退任︑萄馬健彦原鰹開発計画

疑用化乱打を受け現状に沿うよう

び一 とする︒原子力発施の

拙麗︑これとあわせてここで︑将

は︑離期からの繰越欠撰金三億八

調たったことが響いている︒同社

発電勝暴が就任︑これで伜四猛の

千八薦万円とあわせA口計十六鱒罵ハ る︒監怠役には今封捜雄原胞巣海

角臨彦亀発総裁の三廻が新任とな

塾蛋︑守歴学織二条馳←被長︑澗

伴い碕社撹権資本の枠を改め︑発

は梨海第二発電所工裏費の壇頒に

いうのがネライ︒﹁株武の総数扁

す役割の明確化も図っておこうと

来の原子力発露開発で同社が果た

費の繕加もあって出費かかさみ︑

が︑他方︑資材徽の尚騰など修繕

千二箇万円の欠授金を次期に繰越

定款も一部変更

ｭを次期繰越しへ

騰︑負伺摩四七・〜％と極めて低

付議する昭秘五†鶴堅甲舞概況お

決算概況によると︑同社は嶺該

締役食で決まった︒

期間中に東海︑敦賀両朔望所の運

ナ田前には原子煩設麗楷である濾
船添粟醐は灘掘に入溢の届紺をす
転による販売電力薫収入距三十五
鯨六千六颪万円を含む総額白四十

る︑と説明している︒

さらに甜口通︑船舶の定期検糞

圓航されるのか﹂という質問に対

場禽︑修理完了後︑一定の鯖期に

を計上した︒象海発電駈が発惣走

差引きヤニ億七＋四霞万円の撰定

監配役全貴か揃う︒

は修理描で行なうが︑﹃む2の 二億五＋六霞万円の収益をあげた

る場所であればよく︑検査や工事

して︑回血濫は﹁検査が十分でき

す計幽だ︒

科学技術庁と運輸雀は︑さる四月十二臼に長崎県が捉出した二十一項圏にわたる﹁修瑚彪における

牽分確保される⑧気象・海象・地

隠︑負磁畢八一％と窯初計画を上

力灘九鱒几千六白六十五万KW

に園遣した︒

縣鹸二郎絵墾

原子力船﹃むつ舗の蟹全性等の説明に対する質問襲項﹂への罎答湯を作旗︑八日︑長碕県と佐鳳保術

厨答磯は盒文二蕎七パー︒質問裏

の内容に慮じて鷺麗な造船酬を選

六画二十・万株とする計麟だ﹂

石製試総数を従来の五臓万株から

択する﹂と風騒︑遮蔽改修後の嬢

なお今園総芸ではこのほか︑定

盤について適渚な場所である④交

る︒

役貞人箏については︑今測総会

項に対識して門遮蔽改修工惑箸の

通の便がよい︑などをあげてい

露髄瀧齢鰯響錨

行政懇は礁庫暮︑原子力行政立

いて﹂門その他駄の三部で描成︑

商島洋一︵東工大教授︶︑群集茂

盗は必ずしも佐世保港に鷹拝しな

内容について偏﹁安金性確保につ

設けられたもので︑遠心分離機試

珊状と問題点について惣艶を聰取

のあり方を零丁に︑関係当局から

環境行政︑地方行蚊およひ公馳会

行政︑労働行政︑大学との関係︑

議宋了となっていたRI蟹金規制

圖懇談会は引航き今年二月から審

まとめ︑首魁に提麗した︒以降︑

りかかることになった︒

科学技術庁の原子力船開発対策

て漏しのいわば中核となる原子力

い業軟な灼縫製勢をみせている︒

文︵濃縮・再処理礎諸県顧問︶︑

委照会および蟹全規制行政のあり

圓徳鐵は︑﹁むつ扁入港に伴う

験︑カスケ⁝ド墨隈の結果などを

梅本麟助︵通配省資源エネルギー

震罰蒙滋訳了駆藤謙朧鑓難雛幅緬鞠

点を強講ずる︸方︑講蔽改修縛⁝

塞は八田︑長鷲衛今博多町七藩二

もとに次のパイロット・プラント

方に焦勲を絞った中塗蝦告をとり

大晦が技術醜議明に籔されてい
地元では︑聚漁連や総評系三新

号に﹁科学技術げ長蘭連絡釜偏を

︵科技庁原子力局核賜料課最︶︒

庁原子力配叉諜飯︶︑田中久泰

に際して票賂態馨れる三醗潅巻理に関しては︑嚢
玉体などが﹁むつ﹂入港に累累反

を判定するQ

建設段階へ進める厨懸の妥遜性

る︒

地元の理解と協力を得る方策に

の門むつ﹂修理聞題で地元との連

開設した︒同趣絡簸は佐世傑魁で

としている技術︒幹崇会でも遠心

ウラン濃縮は餐瞳とも機密扱い

対の立場を変えておらす︑修理溢

絡︑折衝にあたる︒罐話〇九五八
︵二五︶四二八○︑郵便番暦八五

分離機の設討図︑データなどに関
する機蜜漏洩を防ぐため︑七人の

ツ力行敬の立て直しについて

最終案のと
りまとめへ

受け入れをめぐる華語の論議は︑
園答轡を新たな火だねにここ幽分

耀持した嚢補禦イラ難航・
俄壁隣港入欄の向後賄沖に鋼心し
続きそうな見顧しである︒

いる︒

﹁謂魁細口は如何にするのか漏

たとき水先人を乗船させ︑水先入
〇︒

原

するなど検討を虫ねてきたが︑こ

メンバーだけが機謄に接近し評価

沢広巳座長︶はこれ蒙で段階で〜

会︵齢掘の私的臨鯖争闘機関︑有

般にわたる︹応の讐議を終えた︒

れまで七難の野禽を遜じこれら金

検討幹植aしの初会曾が九出開か

幹謡禽メンバーは次のとおり︒

応の犠議を終えたことから︑七月

検討を追めている際子力行政懇談

座箆控藤波憧雄︵晦中研隔務理

束をメドに最終寮とり家とめにと

を下すことになる︒

毒︶︑植栂益次︵乗大宇宙研教

れ︑牽一月深をメドに見濃し作簸

行政懇

ついて︑園鎗樽は門地九で駁も関

工済の内容などに蕉確な電報を迅
との質間には︑﹁政府は修理港が

心の深い安全性の間題︑遮蔽改修

速に低える﹂と述べ︑その対策と

@11月末までに結論

◇

る縣と︑二段構えの選二方餌で臨㎜

定まると引続き舟溢の選憲を進め あ灘潅内に入るが︑墜雪
む考えを明磁にし︑斑溢では⁝δ

の連絡霊︑佐滋保市に原船鉾榮団
の嘉携駈を設認して地元との漣絡
％までの出力上昇砥験︑原子煙の㎝

して︑長崎南と佐世継帯に科技庁

窓口とし︑﹁むつ﹂資料の利罵の

悶幹ふ会は︑遠心分離法燈産技

授︶︑内出元享︵技徳評論家︶︑

的にぬってどの国でも旗だ初期的

︵慮庶事染趣食余辺長︶

し︑期待にそっていく所存だ︒

に券禁門ある鍍養田

をするこごが決まった︒

会の核賜料サイクル問題懇談会に

術の廓渠化を横討する撫子力蚕員

を参考に︑少くともわが団では原

段階て手のつけられていないのが

▽中越篤之助氏

ｨラ勧技術評価検討始まる

遠寒極法ウラン濃獲術の舞ビューする﹁ウラン濃縮技衝薬価

開発計幽をチェック︒アント・レ
条件として︑①入出隅および係留⁝ 動轡4︐泉櫨が中心に違めている

その点で開発反対艦を説得する努

子力行政懇談愈中間とり濠とめで

現状だ︒罠閣企業も消樋的たし︑

カリフォルエアの原発蝿蔑投象

圓︶など︸

▽岸田純之助氏

力が景象︑ということだ︒例えば

うたのれた原子力盃員会の改編な

努力が少なすぎる︒この点でわが

がこれだけ間題になったこと全体

燃糾交換︵二︑三琿に

▽C︒ウォルスキー氏

大まかに朗面ってこんどの三階は

公聴盆のあり方などについても︑

ど幽提渠を完全に実現していくた

物あるいは放楽性麗負物の処理処

齪も︑安全性研究菰か鋸烈画の贈

を行なうとしているQ母旭の選庵

カリフォルニア州属が臼うのエ

予想ごれた通りである︒〜か月離

相当に大きな手麗しが必蟄になっ

占が必襲だ︒精嚢粟をうやむやに

めの努力をもっと熱心に行なうこ

象に譜演会や説明食を開いて讐む

ネルギ⁝の将来に謙譲をもって対

の閥血に比べ数字の上でかなりの

てこよう︒一ちは︑住灰の納得で

意幾あることだと懸う︒州の規制

していこうとする動きもあるが・

偶

が厳しく︑籔本と舗度が違う蝋も

わが国の場愈︑この緒聚を今後

注園すべきだろう︒

界的な問題でもあり︑これら合点

国の研究開発体制︑語勢画︑属憲

原子力発禁を推進する側に﹁勝

受けとめるべきだろう︒

れらを改毒するための教説として

り学ぶ点が多いのではないか︒そ

的な伝統の点でも︑わが国はかな

どう生かすかが課題となろう︒米

いに論評はできないと思う︒

騰鍋の違いもあるのて︑いちが

▽舶藤乙三郎灰

︵朝日新聞論説粛殺︶

ならないだろう︒

は教調として蟄剣に受けとめねば

とり来園だけの問題ではなく・世

カリフォルニアの住民投禁はひ

一

処したことをうれしく思う︒

開港がてているが︑このことは捌

きる規制体制を整えることが大

分講画など︑もっと爽剣に取り糧

△露

くない︒今一つは︑住民の疑問は

二

わが国のエネルギー資源の実橘

ったからいいんだ﹂という態度が
から︑鍛気署業としては︑これを

みも推進側の人たらは弩えてほし

三％が魚繰しているという繋の璽

員金幹郭︶

︵繍本学術奏賀原子力閲題特別委

い︒

でたら抵進はできなくなろう︒

ついては技術的にどんな説明を加

を醐心としたものだが︑この点に

今田まで進めている原子力発砥お

他山の石として︑翻民的立場から

よひ核燃料ジイクルに埋る一濾の

︵不安を︶贈重しなければならな

い︑ということだ︒安盒性の問題

に尖証誠験を強化拡充し︑皆横の

安全研究と諸対策をもとに︑さら

えても不蜜は宏らないだろうし︑

安全旺と放射性廃棄物の処理処分

理解と協力を摺るよう全力を傾注

投紫の紬鍛かる︑州属か朦子力

議会が新しい法案を弼決︑知璽が

む必敷がある︒

便にも供するほか︑艇崎県民を対

﹂
ノ
㌍礁笥薩詳論覇竺

原

を支持するとともに︑今ですろ不

子R
力発
電に
閥発のためには好隷し
無︑AECをERDAと療N
C

勝︑ということだ︒天質では昨
ここで山えることは︑イニシア
チブに骸威︑つまり原チ力発灘開

て疑間をもっている人が一部に特

層の努力が必襲となっている︒ち

とが焦嶽だろう︒廃藁物闘題は端

は︑むしろ故願なく運転できるこ

東∫気霜〜品」珂区乗悉〔反照2−12−8公03（441）1176（ゼざ）

〒＝141

躍が総会

署舷したことが影響している︒

発について反対κがjO％以上に

を艇えるのを掬沓したことは明ら
かだ︒カリフォルニア原子刀投出

達したということた︒このこと

疋されたものでなく︑損幽に広い

▼

社

24拒ヨに療

安走な竃力供給に対し財酷な制約

とより海外でもその登り行きに注

は初めてのものたけに︑国電はも

ば︑原子力麗某は︑今B︑安全で

範麟にわたっているということが

塾していた︒この翻蜘か5すれ は︑現窪の原子力発臨開発につい

経済的なエネルギーの供給という

が︑にも拘らす依然として原子力

分離し規制の強化体制を敷いた

葡

僻
勝
ﾋ

本

16

1各氏はこうみる
使命遂尉のうえで︑確鷹たる地歩

る︒開発推進者は︑この点につい

はっきりした︑ということでもあ
発議キャンペーンを通じ︑多く

なみに新しく成立した三つの規制

理解を誤るため米国ではさらに〜

こんどの結果がわが国に何をボ

度対は潤えておらず︑一般甲唄の

唆するか︒一つは︑強奪の縦いを

関係法案は︑連那による規制の上

い︒

とがわかった︒今屡の投票は︑原

にさらに弼による規制を上鮎せし

て︑蝦磁に考慮しなければならな

子力に関する﹁鎚実﹂を伝えるた

はらずため︑開発推選に必腰な葬

ていこうという侵纏みた︒これら

の人汝の間で原子力の安寧︑環境︑

めのたゆまぬ努力をわれわれに求

ればならないということであり︑

融をしっかりとしたものにしなけ

経済効果などに関し混乱のあるこ

めたものと受けとめている︒

︵氷腺チ力舷業蕪識理事長︶

鼬ﾐ

東京原子工業株式会社

T。KY。／耳丁。＜＜1⊂

…

を無いたといえる︒

麗

汎用高速ぺ一ペテープシステム・エミュレータ（フロッピィディスク・システム）

ミニコン周辺機器のPTR／PTPに代替可能な
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高速紙テープ読取器（PTR）、穿孔器（PTP）とプラグコンパチブルで、従来の
ペーパテープベースのシステムプログラム、ユーザプログラムをそのまΣ使矯で
きるフロッピィディスク円匙です。処理速度は従来の裂溝PTRに較べ約30焙、 PT
Pに較べ約10周覧ヒ及びカセット磁気テープに較べ約三〇倍以上、そしてエラー率
はPT貧に較べ1／三〇〇、 PTPに較べ1／10以下なのでプログラムの直し入れの
頻度の寒い科学田子計算用として極めて優れた装澱てす。
本驚歎を使用するにあたって特別なオペレーティングシステムは一切不要で、オペ
レーティングシステムのためのコンピュータの記憶容磁を増設する必要性は全く
なく非常に経済的です。特に詑憶準星の少ないコンピュータにおいても威力を
最大限に発揮できます。（特許出願中）

ノ（阪鼓1張謹斤 『F騒1人阪由東区今毛誘5−14費06（206）2836
激城出張所 〒315茨城県石濁癒大字石岡8263劔02992（3）8827
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誇

●

一転︑フラマテーグへ
予想される国際的な反発
酌アフリカはこのほどケーベルグ激子力発蹴所︵落万KW級PWR塑二基︶の建設をフランスのフ

どによって一変︑フランスがこの契約を結んだことに対して山国はロンドンで開かれた療子力輸出国

スのブラウン︒ボベリ筏などが有力視されていたが︑政治醜三二や米銀でのこれに対する強い及対な

いてはペルシャ湾岸の安定勢力で

しかし︑イランの国際的地位につ

設を軍蟹利用に転遷する重圏は金・オベィタ首相はフラマトーム社くない︒輸入施設については国際に九十万KW級綱子力発電勝二墓原子力機関︵IAEA︶の査察を発注の悪閣を再確認した︒この発受け入れる方針である扁と藷明︑

注はPWR型原発としては初めて ユジーヌ・クールマン祉と国欝軸 注内示は一九七四隼に行なわれ︑

イラン︑仏に 増幾の導入︑矯済み幾の萬二基発注確認処轄蕪箋プンは核拡 ︻パリ松太駐在級︼このほど訪散防止条約薯私批准国で原子力施仏したイランのアミール︒アバス

力会社︵E診F︶と︸次轡斜装荷 七五葺中に征弐発庄の見通しだっ

大統領はアフリカ政策の観点からG罵の原発輸出獄司を鋳痛していたところであるQオランダも核防

条約葬署嶺園向けの原子力資材の
の輸巖となる︵イランについては

ム社とアルストム社︵タービン︒

なかった︒その後︑イランは別の

クルーゾ・ロワール社系統のFB サイトは地震多発地帯なためフラ

をも提供する︒核燃料はPUKとるもの◎イラン側が提案してきた

ていない︒

での核興器製造については明書し

八千五落万KWH︵構成比六〇・

蚤譲焚き火力n発電麗七十七億

は次の通り︒

昨無一奪闘のイランの総発電疑

て阻止する︑と述べている︒闇力

交流発需機製遣︶は原子カプラソ

社︶が供給︑資金調達は園有銀行

CF︵仏ベルギー核燃料製造会 マトーム社としては受け入れられ

たがサイトで一致せず︑遅れてい

輸出は禁丘する方剣で︑対爾アフ

まだ憂難航承段階︶Qフラマトー およびその後五韻掘建分の核燃料

トー試を輸出するエンジニアリン

域外勢力の進出に薄し金力をあげ

リカ原発輸罎では鼻原子力部門
︵土木工串︶だけしか認めない方

グ盆社フラマテーグ︵フラマテー

たことに鰐し︑米国からロンドン

サイトを提醸してきているためフ

ラマトーム︑アルストム︑スピi︒バティニョル・グループに正式発症した︒ゐ工は七月で一号機は
鉗を承していた︒したがって︑フ
一九八二球︑二同機は八三銀の硬開予疋︒総胃炎は十五僧妙︒当初︑この発涯は来囚のGE祉︑スイ ランスがこの契約をさらっていっ

のクレシット・リヨネーズに組織

て現蕉検討中だ︒この十月シスカ

ラマトーム社がそのサイトについ

力翻九傍五千五蔚万KWH︵七・

襟繕騰灘黙認

ｦ櫨嚇醗

米駅ゴ力規網隣地会︵NRC︶

にローデン氏

りーク・ビフォアー・

び︒

弾論︵圧力容器だと雄

隼度詞期間比で二四・四％の伸

いとする

画の申には濃纐ウラン供艀︑赫速

ブレーク

本に亀裂が憔じ

裂で一挙に破壊の危険があるが︑

てもぬちに金体の破壌にならな

圧力管であれば

い︶を打ち出して英濁による蒸気

力査察質に︑ウエスチングハウス

A︶次鼠ウォルター・マ⁝シャル

された︒政府原子力査察官による

閣アラン・コットレル卿にも送付

のきっかけを作った前政府科学顧

う報仏茜を影響した︒この委員会

力谷器は多少の修Rを施すだけて

炉の安全性を確認していないのは

られている︒世界のt豊国て軽水

居の慈屍は虫勲な惣味をもつとみ

ングハウス仕ではマーシャル褒員

aの報徳書は一歩︑勝秘したもの︑

爽国とカナダだけなのでウエスチ

と欲逓している︒

は軽水炉︵米田型︶の完全な安全

に愈格するかどうか籍交する任務

が圧力谷器型炉よりも反目性が高

レ

ノ 陰

q﹄1︑

窯n

来NRCの委員をつとめてきた︒

臨郵

詐謀八十五万五千KW︶がム月二

N︶のGKN葺機︵PWR型︑

トベルク・ネッカー飽力︵GK

ゲマインシャフトケルンクラフ

褻ーー亀一
盛
GKN喜毒
NRC委員長 とERDAにそれぞれ分離して以言が初臨界礪

をもつ︒撮笛湾は圧力愉型炉の方

性評爾を行ない︑英国の賀全基拶

英国の寮全性壁厚に合格するとい

社製の尾鷲水即炉︵PWR︶の罷琵式認削は六月末の予短だが︑同

博ヒはこのほど︑改質のよ鵜原子

発生風水炉︵SG翼WR︶の採羅
議長の災国僚チ力公抵︵UKAE

シャル委貞会︵一九七囚頬設立︶

︻バリ松本駐在鼠︼英捌のマー

マーシャル委報告

全性で報告書

英︑軽水炉の安

イル時代に備えるという︒この計

三懲万KWを建設してポスト・オ 覆二十七簿七千八藍万KWH︒前

三酉万KWR︵困・六％︶の早計

五％︶︑ディーゼル発電腱五懸九千

九％ほ以下︑岡︶︑天然ガス焚き火

グ祉は現蕉フラマトーム社の一〇

員会が司決した僚子力輸呂傷編
法案では︑外国との協力協短は
鮒携省︑輸出の冶浸蝕は原子力

たな所管区分がとられた︒多鶏

規制学館愈︵NRC︶という新

シンシャ⁝国務長駆から絹た構

蕩処理センターはもともとキッ

想なので︑協力協疋の所簸決疋
により︑国猪省はこの構想饗い

っそう強力に月読するだろう．︑

晶出論点呵はNRCの棲駅と認
められたが︑日務省に対す⇔N

RCの著いヴ三々考応して︑両

再の雪見が対罵した場合は喫ム
が判疋す勺ことになっている︒

観測されている︒イランの殿子力

ェーデン︑スイス︑イキリス︑闘 式訪問する購には調印の見込みと

原子力施設輸灘窓麟協窟を通じ強

が︑穐アフリカはより無難という

会議の検討内谷などにてらして強い圧力をかけることが予想される︒

ことからフランスの方を選んだよ

﹁マーカス・ローデン愛貝長︑ブラ

この脇短には︑米囚矧NRCの計幽は二〇〇〇館までに原発二千

ドイツなどと結んでいる︒

㎜イタリア︑韓国︑スペイン︑スウ ールデスタン大統領がイランを公

〇％子金蔓︑アルストム社はCE される銀行小玉が行なう︒

ウン・ボベリ︵スイス︶目りー

うだ︒

原子力規制と安全研究で

米︑ブラジルと協定

い圧力のかかってくることが予想

︻パリ松本駐在員口曳アフリカ
ン︵オランダ︶グループが受幽す

南アフリカへの原子カプラント

ム︑アル ス ト ム ︑ ス ギ ． パ ティ驚とみられていただけ舞の印
象を与えている︒パリの潤恕筋は

はこのほどフランスのフラマトー

ニョル・グループにケーベルグ原

非署磁国で︑しかもアパルトハイ

供給には同国が核拡散防長条約の

で反対が強く蹄躇がみられたので

子力発電所︵蔭万KW級PWR政
型治的な理由から陥凹とオランダ
二墓︶を珪式発庄した︒着工は七

情ジル側は国家原チ力委員会のヘル
原子炉安全研究および環境対策篤﹇バツオ・グイマラエス・デ︒カル

米原子力規制委員会︵NRC︶ 子力発窺所の論認司︑運転集纏︑
はこの五月二十鷲︑ブラシル国㌶

カで孤立していることから※岡で

ド︵二極溢閑︶を爽渡してアフリ

に関する技術的な情報を樹互簗瀬バルポ委員長が︑調印した︒協廻

のではないかと観測している︒こ
原子力委員会と原子力規制拝須お

南アフリカがフランスに切替えた

は強い反対が起きている︒ジョー

月で一日機は一九八二琿︑一 署機

の原発建設には西独のクラフトベ

は八三奪に︑それぞれ運転開始の
予定︒総工饗は十五簿がで︑この

しようというもの︒来圃はこれと﹁期間はε年闘だが︑画濁問懲の上

ローデン委員長は︑﹁ブラシル

て継続も可能となっている︒

よひ籔金研究に関する詮術箔報交

れば核貝器製鋼も辞さないという

にデンマーク︑日本︑フランス︑

同じような協疋をここ数葎閥の聞

フリカの建設業蕎マレー・ロパー

ルク・ユニオン︵KWU︶も爾アン・フォルスター蝕相は必嚢があ

この協簸は米団とブラジルか原

換について協疋を籟んだQ

なる︒この発庄はこく鍛近まで※

うちヤ鱒妙がフランスの輸出分と

毎秀も臆している最フオ︼L

ので︑下院もこの上院修正に同

鱗灘

は堀
び︑閥ドイツと原子炉︑ウラ
bL一﹁．ートbb1葺一
b

Pb﹁b﹁臼P﹂旧﹁bb︑

輸出しなかった米国が︑輸出に

また問じく上院の政逆運齢委

日本が再処理d醐亭進める場台 調す・筍ものとみられている︒

途上翻の反発も強いであろう︒

ッ社と継んで名乗りをあけていた

ーーb−D−F一﹁一b﹂一

ゼネラル・エレクトリック観ブラ
Pbb﹁b﹁︑

イランは多国聞機構実環のモ

ない︒

おかねばならない︒多国周機猫

も︑この辺の闘流離よく考えて

ふみ切るための条作として提小

豪認雪
れまでのとこつかろ明らかなの

にあり︑鰐処理技術毒これ法で

は米国の伝統的政策の延長線上

されているからだ︒そこには米

えば上翫外務委艮会が最近呵決

核拡故二二への供給いの協調
はく︑目が本的には促たれてい・今

アンダース沃が緊ノルウェー大便

マーカス・ロ⁝デン委︑呉を新委員

κはKWUで︑ターンキー契約Q

十六繊︑初臨界に達した︒窯契約

一九翼輩一月のね工以来闘年ぶ

り︒当所の逓開予定から一年遅れ

懸

ノ

タでへ

遠識盤・

麟

鍵

嘘

灘

轟近

鹸鎌
w磁露磯

蕃説

暴

〜

譲ノ

騨

懸鮮灘；黙泌灘一 講麟編獣︐漁

は同委︐貝会議︐隅隅のウィリアム・

㍉ψ
ロ

として就仔することにともない︑

長に仕糊したQ

無産．㌧イ

めそう︒

だが︑今年の秋には逓開にもちこ

九ユー強盗に九
の原子力委︐貝盆に入り相談役︑一

ローデン氏は

九ヒ71年一月に悶委．縫会がNRC

先にした原イカプラントの設

丁妊三L東京279−5躇41（穴｛ヤ妻）『冨100

誹・建設を行なっております。

子力発竃所の放射性廃棄物

灘

デル・ケースとみられるが︑こ

と受取国一による再処罪参与を

は︑※国が最小躍二国⁝媒給国

ある︒※国は王AEAの保降措 る熟処琿舗設の連質に難詰提供

は口下米国との交渉が選竹申で

それにできれば他の倶蕪辞も湘

者として︸︑ず細岡か参塗する︑

疹んでおり︑イランに設置され

再処理センター︑つまり供給D

置のほかに︑例の多角︵地下︶

一．仮その次には近隣の塗卜国

国内の薄処理計画が黛ぶみし︑
︑寓処繋げ⁝ビス・がてきない

を含めた多国間機構のなかで再

というよつに︑段階的な橘想を

した汰案︵対外援助俵修了紘︶

スと一⁝再処理施設の鉱散かす
すむ剛にさらに供給国閥の隣合
いが必敷であ．りう︒

貧・紙︶

硬用済核燃料再処理瓢場、原

藝．1

策京都干代田区大手町2−2−1（新大手町ビル）

蝋

聞

力

爾処理一実は保障措外聞題⁝

をめぐる世界の動きが口まぐる

てみよう︒
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︵綿湘

の問題については︑最大面容被
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象団の巽鴇被曝﹂についてのア

おいては︑王CRPの烈八隼勧 ︵⁝二︶一方︑ICRP励省の
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︑擁羨る前譲肇クシ︑一ン．．ベルに穏葛もの

の対象とする災缶に放射性物質

ており︑趣難などの堪魔は放射

大殿の放出による被器が禽めら

三二

おける郵故による︸卜五︑

購譲金が疋める指標線揖に基づ

被懸の取扱いを幌短している︒

た︑危険時に付近にいる蕾の避

︒この揺出稼掃のあり万および

翫めるべきことが那されてい

なと旛懲の措誼を講ずへきこと
規疋している︒

したがって︑放射笹竹業煮の異

研冤成果などを踏まえ︑王CR

鴇被曝に関しては︑王C況Fの六 値については︑その後のデータ

方を参弩としつつ︑醇極討する

画期のアタシコン︒レベルの剰

窺勧告の﹁緊急時被畷﹂および
事故時被曝﹂の考えカとわが国

蟄があろう︒

堺行仏脅との間に漸滅が認めら
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ﾄいないが︑最近の臥学の巡

王CRPの六圧年勧乞はとくに

︑五八年勧鐵に礎撮して繁急作

これに対しわが属の現行鷹令

る蟹走を敏いているのみである

の場畠に十二．∠までの被曝を認

で︑六血痒勧欝との間に相趨が

じている︒

線疑の数値などとの関連もあ

かしながら︑この扇画特騨被

︑その者の被曝線磁を確認する

逓昂の健康経理を必要とずるほ

検討が鴛なわれているので︑そ
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への誌間箸の記経必蒙て撫喚つ畔﹃丘上する・︑︑が適

の実施︑作業者の氏艦︑管理区

めにも︑作業環境のモエタリン

た賓については︑労働姦として

とされない作業嘉として区分さ

なお︑特別の難猿診断なとが必

なっていくことが噸ましい︒

裾﹇その他とするなど︑整備を

ない作業＆は門管理鷹域随時立

めている︒

万借︵二十蕉．︶までの被曝を

傭︶︑一燦につき鰍間の線櫨限展

き年間の線鰻限及の二倍︵十

搦の作業申に意識購に︸園に

﹂として︑一疋の場倉に限り︑

勧告では︑蒼しく︑滑幽特別被

ての被曝を認めていたが︑六汽

︑緊急作業の場命につき呼二．

大議谷線縫の特例的立膝とし

血八禽勧告で︑忍業上の被曝の

ついて

画特別被曝

れを欄えることが繋爪てある︒

は︑被曝線瞬が閲題であって︑

ているか︑放射綴防護の観点か

労働時閤出展の⁝魔として規臆

ついては︑時儀基本法施行規鑓

︵⁝p︶放粥線作猛者の労働時間

が望細しい︒

断の壌編について再横私するこ

などを勘豪し︑現行法舎の健康

旧し

る作某暫に限定し︑そのおそれ

超えるおそれのある作業に従慣

扁を鍛大許容隼線雛の十分の三

し︑鯛えば﹁放射線作染従事

その被曝惣理などについて縫上

鑑従壌幾などのカテゴリーおよ

勧告の袴え方に即して︑放射線
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鑛規定されていないしなお︑勧
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いては︑質故の際の入の救出な

事故聴彼曝しとに分け︑前者に

曝については﹇緊急時被曝襯と
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および一九弛九仔修正・一九六

三か月山の計容線描の四催を二
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鴬豆公聴会

に此へ柔軟な内容を打ら出しているか︑地兀反対派

を開始︑近く県としての慧兇をとりまとめ科技隠へ贋籍する︒科技げの開催条は︑陳述駄犯に対し原
子力委貞会が晃解を数明するなど

食が新潟県の協力を得て行なおう

慧見を聴取する國的で原子力委員

力発電所建設 計 画 に つ い て 儘 民 の

今町の公聴会は樋門・刈羽原子

晒を個人に謝り嶺て︑いすれの場

のうち約四十名を囲体代表︑約日

し︑このため懲見陳述人山四十名

的に聴取する〜一ことを原劉と

でもこれを磯食に燃戯広い公聴擬

ているのが特徴︒原子力叢蝋会員

開催側の柔軟な姿勢が打ち出され

定を大幅に取り入れるi⁝などの

反対阿数にする③陳述人に囲体指

発日を行なう②陳述態掘を垂目と

へと尾をひ

とするもの︒ 科 学 技 術 庁 の 關 催 蘂
同数になるよう配慮︒団体につい

台も蟹成悪兜︑反対意兇とも概ね

制股﹂を属ざし︑住莚戸の広縄な

熱い論僚

によると︑丁場は新潤市内の新潟
ては国と県が協議して決め︑偶人

きそうだ︒

の一部にはすでに﹁矢力阻止一の動きも出ており︑この闘士をめくって疑の

県民会館︒第 一 日 明 ︑ ま ず 藁 京 露

が薄らいだと前向きに

などの批覇を生んだ潮回の経

仙

を原発建設が前捉の購なる門聞き

甦

くなりそうだ︒四顯夕行なわれた

抗議団は最後に柏縞・刈羽原子

力発電駈設題に係わる州公聴蕪﹂

原研・研究炉︑薄処理施設から

がたい不憾感があるしと訴えた︒

の二点︒﹃放射線監視㎞と﹃夏蚕

費交侮を新しく追撫したこと一⁝

◇特に発蹴所の多いアメリカ、イギリス、頗ドイソ、フラノスなろびにB本については拡大して表小

についての融し入れを読みあげ︑

串しくれは①敷府・原子力委澱

問四蟹二十分引きあげた︒

切の副画を凍結するこ

二十八日は原告側証入柴田俊忍・

発両断を網羅した最新の世界馳隈

憎幽薩鉾㌔茅嚇

・や

wざ

目本原子力産業会議・業務課
〒105TEL（591）6121（代表）

会は地域住民に薄し︑住民が納響

京大助教授が原子炉圧力容器の中

や秘魚などの復水器通過に伴う影

のもの︒五十一一度は︑原子力の

響について委謁調齋を行なうため

場禽二か所を頬象に調賓を行なう

新政令は十〜田に公布︑施行︒

計画だ︒予算額は五一藤一円︒

原水協

原水禁

ヘギ

最新のデータにより原子力発電所を網羅した世界地図

鱒獣量㌻麟・

浮

鵠螺

㌍

◇一目で発駕との比較か般の方にも客鋤にできます
◇目本については5璃4月現蕉で掲載

する隷で

方㌶の敷地に最終八落万㎡障．を建

一野炉︑棄海一蓋炉︑福島陰虚

原水爆禁止欝本協議会と原水爆

世界の原子力発電所

碧︑

◇詳要困の発鍛設備容駄グラフも収録

とを保証する②原子力発三所の安

金性︑経済注︑地域祉会に疑える

影響などすべての問題を論議の対

象とする公開討論の場を設定し︑

実のある論議を保証するため一切

の資繕を公開することを頭求する

は住民投票などによる住民の意思

③凍了力発耳翼の難非の鍛終決定

によること︑の三点︒

成︑佐藤課畏の署名をとりつけ

た︒

設しようとするもの︒このうち現

多ノノ！！〆ノー2！多ク！！！多ノ多タ！多づ！ノ！姜4∫！多グ〆〆！！！グノ！ク多量！タノンー！づノ！！多〆多ンー！−！ダク多乏

おく﹂だけのものた︑として抗議載ピー弾

て①敵府の貞任で︸切の関係資掛

でも反苅派は公聴禽開催にあたっ

柏嫡帯︑菓露︑住蔑との食談など

を公開する②牽分な議論を尽くせ

水膨響調査い両交付金交付の五十

でこ嗣蕎一僖五千万円︑後月〜千

〜銀目分はいすれも京都府が対象

の亟ね台された被曝︵重畳被曝︶
などが縞点となっている象海訴訟
淵薮歯噛︒泉大助手がECCSの

性子によるぜい腔などについて︑

毒薬

︸ 在のところ齎十万謎膠級四宝の計
る揚を作る③建設建藩の最終決燦
は住民に婁ねる⁝⁝ことなどを求⁝颪が翼体化されているが︑

は︑四月に擬当判葺がかわり︑讐

万円が予灘されている︒﹃取排水

葬萄効性などについて颪露を行な

山口露盤．委話賀は︑大規模発電

はすでに晒和闘十九琿七月躍調審

回口鎖弁論の七月十五日に門塾新

った︒次回は六月二十四︑五の両 瀕俊彦裁判長になったため︑第十

めており︑これらの問題について

日︒また︑原発敷地透くの地盤調

︸ 工期盤 は五十⁝漏年四月︑ 二︑四

手統﹂が行なわれる︒

強力な抗議行勤を展閣していくこ⁝ を通過し現在安全審査中︒一︑

査は︑原告・被告双方で別々に六

とになりそうだ︒

なお索斑樒蘭・蒲羽原子力発磁⁝ 囲墨は五十八蕪九月にそれぞれ瀟

月申旬から開始し︑十月をメドに

施設を対象とした︑プランクトン
工・蒋来の通力謂鹸に応えていく

鑑定が行なわれる苧短︒

促進門守日鋼会計法旛行会の一部

政府は八闘の閣議で﹁電源開発

葦原開会施行令か改正

響調査追加など

冷却給排水の影
計醸だ︒

一方︑福扁訴訟の第六翻口顕弁
論は二繊︑福扁地裁・佐藤嚢二裁

判長係りで開かれ︑四月に︑戯
判長を禽む判箏二人が変ったた

改正政令の頭点は︑①原子力発

を改正する敬令巽一を了承した︒

月二回の精力的審理

国側︑安全証言終る

藻羅㎎熱遷都整

慧兇を聴取︑これを蜜全一鷺に効

惣墨色

京た︑県側でも今園の開催案は

慧爾のようだ︒

公聴会舗度の斐境をめざしていく

については抽選を行なう︑となっ

昭和四十八隼九月騒然とした野

力側の同発電所計顧の説明で公聴

囲気の申で開かれたわが閣初の原

率的に反映させるなどして新しい

たって約四十名が各人十五分ずつ

ている︒

悪見陳述を行ない︑硬述が終った

子力発電所の設躍に係る公聴銭

会が始まる︒このあと二踏闇にわ

あと︑原子力委員会が慧箆陳述に
から総三鎌ぶりの

め︑原告測は口頭弁論を更新して

裾島公聴金

三訂の答弁書︑礁備講闘に友論︑

解を表明して会を終了する計画︒

安金縢について︑審珊が展開され

電所範設鱈の薩在都道冊県を対象

対する開催巻側としての説曙︑罠

方に備商しないようにす

顧子刀発竃勝の原子炉設濾許畷

騒いっぱなし︑聞きっぱな

にすでに実施に移されている放射

意肉だ︒

の接触を開始した︒科捜庁は県側

は︑

山金贈血の内答︑乎続︑審査塾準

線監視交付金お・よび温排水影饗二

それぞれ︑東京と京都での國際金

禁止霞本画民会議の両部は今鰯も

新潟公聴森ヂQ今翻の公聴食で 鐸価︑繭ちに反対派︑県評などと

また人選に蟻たっては①陳述人の

てきている︒

訴状の要ヒ篇國を陳述したあと︑本案

などに趨法駐があるとこれまでの

二交付金の交付について︑これを

核廃絶へ
国際集会
憐方行政訴訟の十ぎ瞬口頭弁論

隣接の都道府県に薄しても交付で

を開き︑核兵器廃纈の願いを世界

議のほか広島︑擬崎︑沖縄で大会

処分取消し請求訴訟は︑衝方原発

は五月二十七︑ハの灘臼︑編上悦

の実車膿理に薄く入るよう蟄翻し

きるようにしたこと②原子力発電

覧表」にもとっき、艇範…巾、嬢設巾、謂1晦中の掛界の全線∫力

◇5鶏5月過謬発行の「原チ力発難湧

多色刷￥…，200（送料鋼）、筒入り￥雀，000

四六全版（766㍉×1，067ミリ）

基

◇持に運振串の発鷺瓶｛175簾）1ζついては目立つように赤〔コrμで表氷
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から園笛があり次第︑県知事に対

発一驚炉について︑それぞれ松

た︒猪狩伊黒男︒原告代理入は

施設または火力発電施設からの冷

▽藁束大会−七月一瓢十

つUなど諸問題もとりあげられる︒

一田畠束県▽国際食議−八月一

原水協

広晶▽長嫡大会⁝

学士会館▽本会議−周

四︑五︑六田

臼︑二日

労働蓄総合

▽被爆三十一周黛世界

行政の抜本的転換﹂なども︒

旧慣︑遊出擾崎︒﹁欠陥原子力

原水禁

会館︵露都︶▽広鵬大会−五︑六

大会i八月一︑二郎

日頃﹁平和利周と核武装﹂門原発

再処理﹂など八分科会で簗中討議

つ﹂集会︒八薦に十八会場で分散

▽長齢大会−七道佐世撮で門む

金と分科会︑原発むつ問題など

も▽沖縄大会−十六〜十八欝︒

5月刊行

づ樋灘

し正式な自欺要請に踏み切りたい

山︑水戸︑福島の地裁で審理が選

日は微告・国側証人内田秀雄東工

雄裁田長係りで開かれた︒二十七

﹁原発そのものを慨嘆してはいな

〔5〜勺

し

一壷︑これに齢し︑地元反対派

められている︒一番進行している

大教擾︑村春窮厭購・安全工掌翻

︷︸

う

！器対襲検言重中

験をもとに①際子力委員食が見解

は今認の開催冤が科授持弼の量見

えるが︑寮全審査︑ECCSなと
長に対し︑原子炉の安蘇糟査︑E いが闘題は欝金が懸来にわたり確

伊方脚訟はこの八月で二年日を迎

に訴えるQ原子力行政︑原発およ

⁝一3盈諜轟

正

芯電線洛置の影欝により俸lr〔55・5b）給水制碑系不義に女

る②できるだけ広範な恵覧を効率

発表などの点でいくぶん柔軟なも

却水取排水が周辺水域の水産動植

び蕩処理工揚建設︑原子力船門む

@

桝無難謝

o｝

内容が

のとなっているものの︑開催期關

CCSのと作動効果について︑原認されることである﹂と陳述する

物に及ぼす影響調査のための委託

告鯉から反対願問が行なわれた︒

とともに︑﹁行政に対するぬぐい

公単側のレ耐えカを一応了．直したが

﹁早急にシンボンウムを開きた
い﹂との転商は裂っていないこと
から﹁場倉によっては線子力委員

会独自で開翫することもありう

設備利用率は平均で67．3％

ご舞文は
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現時点での鹸
協力は困難偏

議することになった︒しかしその

る﹂として︑そのための検認を闘
遺墨学術会議の越蟹勇一念長は

場命でも︑原イ力委員会か独自開

原子力蚕に正式伝達

四臼︑漂子信認二会を訪ね︑さき

織する時点で桜聞誤議が

協力が

に同蚕員会から協力際し入れのあ

と判断すれば﹁学術余識と
の共催は創能﹂と今後の協力への
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う隔としている︒

開解案にそっだものになるだろ

﹁先に学術金議と検討した従束の

委員長代理らに慶し門開翫へ協力

﹁現時熊

したいという諸本方針に変更はな
い﹂と麟説きしながら︑

での協力は凶難︺との学術蕪議側
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素等の放出低減化︑トリチウムの

究をすすめる︒また郭故時のヨウ
ンケットに関する炉物理研究︑心炉

すめるとともに︑核融愈炉のブラ

材料︑蕎機ガラス材料︑コンクリ

放射線法による含フツ素簡分子

イリジウム回線源などこれまで
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工学に関する塾礎研究に取組む︒

験研究旗果に墨づき︑冷潮浴喪失

放射線利用研究

捕援︑クリプトンの固走などの研
究をすすめる︒

編故︑燃科安金性︑礫境放射能の
ート・プラスチック複愈材などの

工学的安全性や環境安全注の試

解析コード開発をすすめるととも
開発のほか︑昌運研究として超高

および同源としてのアイソトープ

カリホルニウム蹴の利用や鎌脚

究を行なう︒

照射装蹟による炉内化学反癒の研

圧下の放射糠化学反応︑低灘化学

に︑国の原子炉安全審塗に協力し

て関速の調査や計算解析を行な
うQ

核融含の研究開発
中間ベータ値トーラス磁場装薗

︵JFT−2︶と蕎安憲化磁場利
該用研究を促進︑クリプトン85の
研究も行なう︒
験装羅︵JFTi2a︶によ濃
る縮閉

の旧臣・頒布核種に新たに阪療耀

アイソトープ事業

臨界プラズマ試験装闘について

などの研究をすすめる︒

は︑構成機器の試作開発を完了し

え︑製遺頒編を始める︒

に鑑硬の大きいモリブデン99を郷

プルトニウム・ウラン混舎酸化
︸物燃繕の照射試験・蟹全性研究を
⁝行ない︑プルトニウム関連技術の

⁝ウラン蕪請の開発について

調賓莇究も行なう︒

試験︑寿命予察試験施設などの運

は︑各硬遠心分離機の訟作と性能

転誤験︑遠心分離機簾転胸の鍛工

⁝保護術の開発・勧籠機の開
⁝発・悪機コストダウン霞的と

減

総．灘鍵

》認

i嚢簗＿

日本原子力研究所と動力炉・核燃糾開発串業隣の昭租五十一俸展潟業計鯛が︑七U︑まとまつ
門安全性の確立が急務篇とする原ヂ力開発の環況を反映して腺研の女全性研究にd画の力点
が置かれたほか︑核燃料サイクル部門の研究開発を担う動燃の副画にも︑濃縮︑再処理︑保障箔

＝

高温ガス利用水素製造も
心冷却系︵鷺CCS︶作動試験を安全性研究の強化を診る︒

SA⁝韮︶による湘圧水型緊急炉 FT︐嗣画などの国際協力に参加︑ 込め実験︑プラズマの加熱︑謝測

＝扉

置などに新納埜に附賑した愚欲的な取繊み謬錯がみられる︒向機関の五十〜年羅拝業菌幽から工

原子炉研究開発
放射欧麗棄物の処理処分に関し
ては︑低レベル爽大四化体の言出
同装畷用トロイダルコイルの製作

さらに核融含炉概念の検討をす

技循などを開発する︒

東?驚︑鉱床内ウラン磁

に蒼手︒

また︑構遺設話研究︑設磁コー

合機能試験を行なう︒

高速実験炉﹁臨界扁目前に

遠心機の量産研究へ

る︒またマルピッケン扇画︑LO 海魚投継時の健全性試験などの研

R︶では桝桝破損実需をすすめ 圃化技術の開発︑廃棄物瀾化体の

原子炉安全性研究炉︵NSR試験・中・渦レベル放射性麗藁物

造する︒

完了して岡袋躍を沸騰水型用に改

動力試験 炉 ︵ J P D R ︶ で 出力
運転を得ない︑プルトニウム燃料
の勲中雛子炉への利用に関する炉

多圏脚高漏ガス実験炉の調整設

物理実験をすすめる︒

計︑安金性解析コードの麗発︑多
厨的利馬システムの解析評価を行
なうほか︑高温ガスを利用した熱
化学的水素製遣に関する工学的基

蕊た︑新たにレーザー法による

礎研究に取組む︒

ウラン濃縮の基礎的研究に滋手・
技術朗可能性を遽凝する︒

安金性研究
緊懲炉心冷却系爽験装蹟︵RO

動力炉の開発

筒速壇殖巽験炉は︑五十一魚末ドの開発改良を行なう一方︑新型⁝した短曜化研％などを行なう︒ま
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いま、沖縄県那鵬ガンセンターに医療飛の放射性物質が
回護されて出航します。また先頃北海道士幌農業試験所
に農事用の放射性物質をお届けしたばかりです。このよ
うに、臼立運輸では、大は原子力発電、農事用から小は
医療、研究用にいたるまで、核燃料や放射性物質の輸送
を実現しています。第1種放射線取扱主任者を配し、プ
ロジェクトチームを編成細心な計画で安全輸送を可能に
しお客さまのご要望にお応えしています。
〆猛
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安全規剃強化など柱

隼度以降に繰り越された装躍︑機

ダルコイル︑翼壁容雛など五十二

ダルコイル着工につづき︑ポロイ

︵臨界プラズマ試験装躍︶トロイ

化および研究開発の強力抵進︑平

係筋によると︑安全規制行敗の強

かれ︑放医研医用サイクロトロン

と核燃繕サイクル関係に璽点が縢

研究開登では︑軽水炉の安金性

門ふげん﹂︑島速増殖炉﹁もんじ

力炉驕発は︑動燃の新型転換炉

も考えられている︒また︑新型動

立地推進での地点調董︑技術課価

安金性実証試験︑第二溝処理工場

の携聴券とすること︑の六点で配

儀の傍聴券入手防止⑥二日間還用

聴会開催について混乱を忌避し得

る場倉には︑文欝による望見の提

いずれも︑まだ大筋での方針に
すぎないが︑政府は︑これら諸点
を割勘に︑今後︑各種卦体策のッ

審査にどう反映されたかを含め︑

新爾県は原子力螢撮会側の照会
をうけて十三温︑巻帯会の効果的

している︒

むつ遮蔽実験

の計測終了

原船田︑7月末に中間結果

臼木氏子力船開発難業団は十二

さる〜月二十日以降眠本原子力研

究所の研究炉JRR−4を籐用し

ックアップ実験の計測を六月五四

て行なっていた﹁むつ漏の遮蔽モ

岡三巣麟は︑圧力容器と一次遮

プ実験など四棚田にわたり原研︑

蔽体間の隙闇に関するモックアッ

い︑七月末には笑茸結果の中問取

データを航洋し解栃製算を行な

技術大臣と麟独の科学技術政策︑

颯独のマットへ⁝ファー連祁研究

壷

難

三菱原子燃料株式会社

総理府は十五臼付けで︑宗像英

慮が盟思しい緊緊答を示していた

ない事態もあり得る﹂と指摘した

ルチェックの具体的な内容と方法

メを急ぐ考えだQ

できるたけ早く文書で公表する方

めていたもので︑今後三機関の騨

蓮輸雀船舶捜研との共同研究を進

述患兇処理状溌の文潜による公致

りまとめをする予定︒

わが国は今度の委員会で島温ガ

科挙技術協力協定縦進︑原子力開

慢界の三菱

二・露本原子力研究所理館長の再
任を発令した︒野物は昭秘六三︑

が︑佐々木順子力委員長の協力要

を盒磁的に

請はこれらの

条件

ンベルグ絹糸︑朝鮮人造石癌︑属

東大工学部応嗣化学科卒︒臼本ベ

加えて︑新潟県が﹁虫要関係団

採り入れたものになった︒

体の葱晃の中には︑その懲兇が採

工業取締役︑一二十四年岡社常務取

本窒繋肥料を経て一峯二無旭化成

締役︑三十七焦原研理染︒四†三

阻止や陳述不参鯛簿を行なうこと

用されない限り︑実力による開催

ていく意向︒環在︑関係雀庁から

十−一仔論ハ日月坐まれ︑東︷駅押卸麟山痴困︒

隼から碕理気長︒三期密︒開浴閣

なる﹇原子力行政体制強化推進会

を方針としているものもあり︑公

で交渉中︒ナショナル・プロジェ

池元と約四＋五万坪の用地確撮

のに対応して︑協力要請では﹁万

枢となる新サイト聞込が︑大きな

など問題をツメ︑当薗は︑原子炉

一︑公融会闘催が葭葉と考えられ

議﹂を設け原子力安全委員会を設

ついて横越中だが︑影響を受ける

羅した揚命の関係法令改正などに

クトとして︑五十葺度から新出発

カナメといわれる︒環在︑原研は

安全専門審査盆の充実強化を関っ

いては開催蕎が籍潟県と協議して
決め︑傭人は抽選とする︒家た学
者謹たは菱蟹家については螢成︑
反対禽せて葛平名を認め新潟県と

て︑さらに反薄団体の出方に窪闘

出を求めることも蕩懲する﹂とし
また︑核拡散防止条約批准に伴

法令は二桁にのぼる︒

う核物質分析測定体制の強化も大

丞μ射爆場の跡地利罵で大蔵省︑

公聴会で協力要請
新潟県に開催案を提示
電所原子炉設置公馳︵甑を㎡糊して

向で対処する一⁝となっている︒

運鵠には①各日ことの開催茜側の

④予定襯周辺婚域住罠の優先傍聴

追録からなる解構グループが灘測

あてる︒賀成悪冤︑反対意冤とも

㊨謡名玉聰券の採用による他人名

門家蕎干名が陳述しうること③陳

乱数とし︑その選定には団体につ

たり西独︑仏爾捌の原子力関係雁

一
について盾動の現状報告と今後の

高温ガス炉協

ス炉研究協力に関する提案を行な

発などについて慧晃交換を行なう

二十二臼はフランスを訪れドルナ

予定︒京たこれに先だち二十一︑

ヒ原子力研究所を窓口に︑当峰局
温ガス炉の望薄交換や研究嘱の交

フェニックス葛速増殖炉︑マルク

ノ工業科学大臣と芸談するほか︑

流を進める弩えで︑整体化すれば

い︑田本康子力研究所とユーリッ

佐川木長宮は︑一心三田ボンで

設を訪問︑視察するQ

力を提案へ
近くB独科学技術委
来たる六月二十二︑二十三の繭
日︑曲ドイツのホンで開かれる第
二回屠独科学技術協力禽同委貴金
で︑わが團は高温ガス炉の協力を
提案することになった︒岡委員会

の検断を行なう︒

推進方策を検講ずるほか新テーマ

分︑それぞれ三十呂︑十名程度を

る︒

いる原子力委員会は＋←ハ日︑佐々

艶解表明の設足②学著もしくは轡

協督して決める一iと明記してい 終了したと発表した︒

木氏子力委嶽長嶺で君雌男新洞県

さらに惣開陳違令の人選につい

公去については︑陳述翼壁が安全

三聖にあて文溌で正武に開傭の協
力吸詰を行なった︒

それによると聞愚案は①八月十
一︑十二の両痢︑年零墨購楽から

帝一番堀通り︶で公聴会を開く②

乍從︷ハ時よで新薦県照雲館︵新劇

が一方にかたよらないように痢固

礁発陳述憲の人選には︑意残内容

し︑多方醐の意蝿を効率的に恥陣
する③曲見陳述は一人十五分以内

に関する説明を︑隔日の陳述終了

とし︑映迩に先だち菓電が原モ炉

とし︑陳述者を鐡体と個人に区

ては︑陳述者の総数は四十名程度

束康電力の柚蘭・刈羽原チ力発

きな諜題︒

金の﹁中越とりまとめ﹂として承

規制に分弄する原子力行政の体制

された原子力塾員会を開発と安全

また︑昨無懸︑原子力行政懇談

薦で遅れがあってはならない︒

核融合関係は今年腰のJT−60
した核融台開発ーー予算︑政策両

基準整備し行政一貫化へ
来無度政肩予舞の概算要求を八月未にひかえ︑政冊はそれぞれの工銭施策検討にとりかかったが︑
とくに原子力関係では安全規制行畝の強化など柱に︑そのほか核燃料サイクル︑主に再処理や放射性
廃棄物処理処分などダウンストリーム関係研究開発の強化︑核眉山研究開発計面の位置づけ明確化な

器の着工が兇込まれているもよう

ど新情勢に対応︑五言の諸問題解決へ全ヵ投入のいきこみ︒このため予籔描躍も五十一薙度比翼縮憎
が兇込まれそう︒来矩度は︑原子力行政懇談会報笛を受け︑諾提薬実現のための初年度として特徴づ

和利罵の担保などが柱となるもよ
の腰割のほかパイ・マイナス中置

ゅ﹂の開発︑原研の多福的薔混ガ

の朔断となっ

で︑JT⁝60など︑研究開発の中
聞題では︑事務周のあり方︑ダブ

けられる年度でもあり︑政府当局の玉蔵にわたる特段の配慮が期待されている︒

う︒とくに蜜全規制では﹁安全と

の濤発化も蕉点︒高レベル放射性

子によるガン冶療など医学利用面

ス炉基礎研究の継続など︒原子力

一方︑R王規制の強化も行なう︒ 題︒核鍬料輸送船︑キャスクなど

は何か﹂という安全政策の根本を

船﹁むつ﹂は︑盛装機器の機械試

来年度原子力政策の重点は︑関

闇い目すことも禽まれ︑立ち遅れ
廃難物︑再処理を禽む核燃料サイ

購坐田地隊優先

姿勢をみせていたことから今回の

験など安金性総点損に遮り出す︒

クルセンターのフィージビリティ

ている輸送・廃棄物猛準作りや整
備などに鞍点を峯て︑長期計画に

︒スタティでは︑技術評価も課

較検鼓していたか︑この襲撃蟹地

生繊地誌を候補地魚として遺び比

鍵つく蟹全研究の一貰化をはかる

四国電力︵山口瞠則社長︶は︑

事前環境調盈は購地区の気象︑

た︒

海象︑ボーリングによる地質講査

点に関してはぬちに町議会が原発

このほと樹往第二原子力発慮駈の

反双を打ち出すなど反対ムードが

立地地点として徳届県阿酌南蒲生

高まっているのに対し︑蒲生田地

蒲生田地墜は徳属県東部︑紀伊

かけて調査を終えたい意向だ︒

境調査等を対象とし︑約一衰萎を

境調査︑土地︑道路などの社禽環

翻雲水影響予備調査などの自然贋

田︵がもうだ︶地区を縫先候補地

四線電力

点に趨簸︑十五回︑県およひ市に
対し︑聾荊環境調査の蕉致申し入
れを行なった︒

今讐薔七＋万KW︵撮大彪力︶
の欄国電力の痛蟄は昭秘六卜律に

込み︒このため四国施力では今年

は一福の五薦四十万KWになる兜

既墾省が行なった調盒でも門適地﹂

水逸に面した一角︒昭和四十五鰯

との粘果が出されている︒

後︑開蟹画一が険込憲晃に関し説
明・莞解衷明を︑それぞれ行なう
④傍聴人の取扱いについては︑国
会議員︑県議会藤員︑関係晦町村

将来共周研究プ切ジェクトとする

は︑西独のビブリス原子力発電所︑

ール再処理工場を︑二十四日から

ことも換馨したい愈爾である︒

佐々木長官

ク港に陣瘤中の原子力船﹁オット

放慢性廃長物処理分場︑ハンブル

畏窟には揮原原子力安全闘長︑

ーハーン偏弩を視察する︒

三菱原子力工業株式会社

原子力第1船屠燃料

Ω

関躍美浜四隅所1号機用燃料

三菱重工業株式会社

甕1言置三
繋

三菱金属株式会社
三菱電機株式会社
三菱商事株式会社

狂騒嚢嚢嚢嚢嚢i嚢嚢嚢馨藝撫

躍罵臨

酬

力

臼

のメトが

議会議員︑関係行政機関と地主公

は︑脇和四十九年十月締結の闘歯
科学技術協力協定に蓑づき閥催さ

れ︑わが園からは安尾俊科織豊術

出漁︑西独研究技術爾圏周蕎との

佐汝木科学技術庁長窟は第六園

平野秘桝窟が随行する︒

サクストン原子力発鼻血用燃科

三菱原子力クループは、二酸化ウラン粉末から
燃料集合体までの成形加工は勿論
複雑な核燃料サイクルのあらゆる部面に
満足のゆくサービスを提供できるよう
態勢を整えつつあります
御期待下さい・一

饗鍵

十二月には︑陶購火力潤号機︵四

方原発一号焔微︵五十六万六千K

十櫨万KW︶︑來葎四月には伊
W︶︑五十六年七難には・岡二﹇︑3

機を趣開させるなどしてこの電力

隔給バランス

需要に偲えていく㎡画だが︑この
融顧で

で︒そこで四U飽力では第二原発

立っているのは︑五十八−九駕ま

設羅予定地周辺緬動画民等に対し

共關体購員︑報道関係暮︑原子炉

については抽遭箸の公正な方法で

優先枠を設定︑それ以外の淫乱人

を二棊建讃︑そのうち一号機は昭

盤では幽部に位醸する海部周辺の

間で海洋科学技術︑原子炉安全性︑

計睡として齎乃KW級︵PWR︶

のの︑地元の漁題︑阿南市はそれ

瀕協が﹁反対﹂を表明しているも

罰りふり︑傍聴者には氏犠を記戯

冾ﾉ渡欧
和欝十五熱上期に織工︑六十矩上

した傍聴券︵二繍間筋痛︶を発行

庁議爾局長ら敢府関係習十一名が
職には運開させ将来の需蟄に応え

ぞれ﹁調査宙し入れがあれば検討

ていきたい慧廟︒このため同電力

田独科学大臣会議出席のため十九
する﹂といずれも繭岡きな取り組

躍渡欧⊃千八田まで十臼開にわ

蓉は高知撚の佐賀町と徳望梨の蒲

19

あなたの三男

三菱PWR燃料の時代です！

野ミ二三癖畏

原子力婁
エネルギー技術︑の五協力テーマ

環境調査で地元に申入れ

生物学・医学︑環境保護技術︑薪

第二原発サイト

する⑤陳述意宛に対する処理等の

蒲生田地区を優先

援替策京5895番
電謡嚢…（591》6121（｛七）

策京都巷区新橋1丁目等番捻瞬く棄電1日館内｝

議
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頃全※の 報 道 機 関 で 繊 織 す る ナ
ショナル・プレス・クラフは六
月一二︑いまや反原発運動の旗
がしらともいうべきラルフ・ネ
〜ダー氏と門原子炉安全謄研究﹂

のりーダー︑ノーマン・ラスマ

ッセン博士をワシントンの同プ

レス︒クラブに招いて︑公聞討

論按を開いた︒会場を埋めた報

道陣︑隣係嵩を萌にしてのこの
討論のもようは︑二悪書の放送
ネット︒ワ⁝クを通して︑カリ
フメルニアの住脱投票を閤前に
控え︑いやがヒにも原子力聞題
への閲心を蜀めていた︸般⁝噴麗

にもとび込んで行

ダー氏に一つだけ岡懸します︒そ

当な金議を構成すると思います︒

の種の占断をするためにはより適

藷擬簿轍縫鴨⁝縫認は藻輔難都

私は︑資源と能力という点でカリ

す︒ブラウン氏は︑それが身分な

シアティブに対する批穫叢が練〜

であるという点です︒ われわれ⁝フォルニア州は連邦政將のNRC

他の園にとって雍憾に薄襲な闇題

全システムおよび廃菓物処理シス

丁の漂チ炉に闘する堤期セミナー⁝な冠いがありまず︒環境爵議会

界が一疋の離石を守らなければ︑

今日か

・コ⁝スの勤仕石を務められ︑＝︵C￡Q︶の試算により衷すと︑

謂会︵オールデン氏︶

います︒提議＋煮黄哉派の最も蒋

れは︑礫麗撮議が米国およびその

力なりーターは︑ラルフ・ネ⁝ダ

ものであればサインするといって

る二分のこの投票薫件を繭たさな

テムが十分であるという合Uを瓢 力反対派に不当に有利となってい
分の訟の多放で獲細しなければな

ス・アンゼルス︒タイムスのエネ

ければならないという点です︒ロ

既存の発電脂は出力を溺誠しなけ

一住民は今年の中で最も墾襲である ればならなくなり販しい発翫膚の
り獣せん︒議愈がこれらのシステ

ら一週間後にカルフガルニア州の

建設は不再嫁になり︑既存の発画

躾鍵警報嬢諺鶏⁝墨汁観熱環礁斎

す︒原子力発撫の反対轡は︑纏藁

いて幾度漿髪養鰻たτ・私はいつもこのよう繹しま

マ︒セン箪は摩力農派のノ讐ない聡は︑原勇の現曝露 ．やすことだと私は考Xます︒私

⁝
ップ．ヒッターてあるようにラス⁝とになり衷す︒法た︑ケガによりめ
に必要なのはエネルギー源を増

います︒原子力発電には︑注慧深

菰な安野募轟に照らして判断して
りーン・アップ・ヒッタ⁝です︒

に危険があります︒しかし︑現在

われわれが利用できるその他の炊

みると︑私には原子力発電が他の

蕎案に関達した危険性と比較して

うに遵えるのです︒しかし︑原子

代婚纂よりはるかに蜜金であるよ

かを淡めるのにカリフォルニア州

しているから悪法であると思うの

議会の三分の二の螢成投票を要求

漂子力詠憲駈が蜜盒であるかどう

ﾘ瀬撚蒲難風驚灘蟹鶴翼計蒸

謡講継聲屡艦翻籠箋砂難膓懸

く自運すれば︑誰でもわかるよう

@八舌であるのに対・て・鉱翠は・・⁝ルニァ彊の原勇発

ラウン自知葺です︒カリフォルニ

ナシη一ナル．フレスクラフに偲劉⁝ちが鉱山で働く結襲︑顛大な健康⁝施のモラトリアムについてひとこ

とになっていますQしたがって︑

ルギーについて甲羅投裁をするこ

アに杭いて八つの州か原子力エネ

父︑エトマント︒G・パット・ブ

を保護しなければなりません︒環一のような大雑飴なナ五人のグルー

と思われる投票を行ないます︒そ

の布ム・多ンである歪・ン冨⁝案霧薯ために接

九四八年以床M王丁の原イカ工学⁝一九ヒ六輩に稼ぎ力分野に働いて は︑出来る限りの努力をして環塊一と比較にならないと思います︒こ

フォルニア州環境経済バランス籍

も艮く知bれたりーターは︑カリ

ー沃てすか︑瞬氏は今日の討論者

氏によれば︑知聾のエトマンド・

ルギー拠車懸習ラリー︒プライア

ブラウン・シュニア氏は劇心没く

ムがト分であると決議すればイニ

ことになり族すQイニシアティブ シアティブは拷の制阻も課さない
︸のに璽蒙な黒味を持っている共脚
ことになり詠ずが︑この投県に敗
⁝党または国主兇の予備滋藤では は︑議ヘムに対して㎝カヒ七到︑一

提議十五に対する態肱決短は避け

所も究拗的にはなくなってしまう

れると原子力舷︑兼は大きな影響を

れは︑今年の大鷹預候補者を煎ぶ

うけることになり試す︒しかも︑

の一人てす︒提戚郵五反対派の最
環該難野淋醤敷蝶P裁縫い類聲

㎜ありません︒それは︑提識十五と 九七粍鰍︑⁝九八⁝駕という二つ

この決議を∬ち破るのは十欄人の

てきてい濠すQもちろん十八田︑⁝⁝ の会長でシェリー・ブラウン氏の

原チ力嘉故に対する質仕限膜讃の

プライス・アンダーソン仏から︑

す︒電力去往目壕て︑隙イ力聾故

議aとして知ら瓦ているクループ のレッドソックスのクリーン︒ア⁝山労照査か約百二十人死ごするこ

旧呼ばれる投票です︒提識十五て闇 の期限を設けています︒第一は︑
．題にされているのは︑︸二七〇砕
一代・いやそれよりももっと長い将

箏となる二つの間題一−iすなわち

に対して職敵な袖無を保濃しない

議案15 めぐり関心広がる

将来を左右する討論

⁝来にわたって累国入の大きな関心 枠をなくづことを畷求していま

環擁をぜりたいという希望と新し

のフォーラムで行なうことがよい

上院議頓がいれば十分なのです︒
ことを用心深く回避したシェリ⁝

この腺子力に関する討論を今賑こ

・ブラウン氏も同じことです︒大

にこのフォーラムでプレスに譲う

全黒鼠の六〇％に欄えられ︑新し

運転申および建設申の滋藤所は︑

運転中または建設中の原．＋力発立

いエネルギー源を開発したいとい 限り︑カルフォルニア州内で麗在
︸う希望⁝一です︒縫子力発砲の将

⁝悉・カルフ・ルニア州徒が捉
所の出力を六〇％に冷えることに

零性は
・と、

茶の間

なっています︒一九八〜年以降

i頼に

の
議＋五について議論することを決

れた綾霞のグ牛プが得な髪書中のると菱ます・

三僑に二

った︒ロバート・オ⁝ルデン同

丁科大学︵M工丁︶原子力部長で

と毎えました︒マサチュ⁝セッツ

あり落込な猿チカの閣令性に関す

︸

統領選挙を感識したブラウン氏は

一九八︻隼になっても議会が三分 膏後で目分のスタッフを使って︑

い原子力発電所は禁止され談ず︒

：のぞ

プレス︒クラブ会炭︵ワシント
めて以来危機に戚纐しています︒
は︑縛年一〇％つつ削愛して行か
．これは︑原子力附代か始まって以
なければなりません︒第二の決疋

たことがありませんてした︒この

か彼らと討議したときにはそうし

働をしないのです︒少なくとも私

票によって決められたのてあった

ような理由から︑私は原子力発臨

力発慮の反対者は︑絶対に比較評

て下るときよい気持ちはしないだ

とすれは︑誰も︑盆隔絶を臼動恥

です︒ケーブルの寸法がカリフォ

嘉︑朋に故k率を決めるようなこ

ー問題の解決渠とすべきであると

をこの認が薩幽しているエネルギ

ルニア州二号の三分の二以上の投

とをしないで強く哲気に満ちてい

についての問題を理解するために

ろうと患います︒これは︑安盒耽

を那えることができるなどと考え

1技す
：術。

ン・ポスト︶がとりしきった誌

隣内の大都蒲近辺四ナで以内での・

原．噂力発磁所の建設を禁止するよ

るのが資本塞義たと思います︒そ

する食料やけービスを猟給し憩ま

れがエネルギー問題について危険

の全然ない解決策を待っているな

考えます︒すなわち︑もしわれわ

的な問題なのです︒※国政府は・

は專門的な研究をしている人の手

盾水準を達成するのを助けるよう

いうことてすQ

らば︑維対に解決しないだろうと

にまかせるのが適切な蕩鹿に技術

の成長が︑増加する困蔑が必要と

規制委9a︵NRC︶に対して米⁝
国民生活を支え
るエネルギー源
るラスマッセン蝦苫書を作成され
たノーマン・ラスマッセン教授が

︸つ門比力壷側かけソており︑それが山ハ門月

激つの仏聚を州戚ヘムに提出するよ

う要求した論纐芯を撮拙してい厳

には︑すでに運転中の発車湧も毎

隙子力支持の発滞をされ濠す︒ラ

す︒

の二の費成投資を獲篠しない国命

八日濠でに成立すればイニシアテ

スマッセン扇島は︑長い間原子力

は︑一九七八葬六月八珊濠でに議

年一〇％つつ出力を削滅し︑鍛終

ィブをショートカットすることに

の安金性および原子力発動の環境

ﾂです︒イニシアティブは︑議 盆が行なわれなければなりませ
ん︒十五人の癒潤家と関心のある

なるとプライア氏は茜っていま

来の世界におけ多一天藥二間題の

会で原子力発亀の安全性について
三民で構誠されたパネルの助繭を
的には運転できなくなります︒こ

三論門訴の経盟をつぎ込んで集施︸火力発彪概は︑その大気陽染の結

死亡させると燈配されます︒私

このような問題に応えるために専

あるとはいえませんが︑現在利用

ることができません︒仏は︑ネー

方がカリフォルニア州贋金よりこ

います︒私は︑これらの人たちの

額人のスタッフをNRCにもって

門的な研究に専念している二千五

蕪職粕淵離簗璽
できる蒼い代潜広︑すなわち石炭

ればならないという点ではみんな

壌活動やテロの危険性はもちろん

いないし︑また自園内における破

子力に蟹成するということは次の

います︒したがって︑皆さんが原

低く晃積りすぎているといわれて

です︒ウエスチングハウスは︑ま

がほとんど側も淡謙っていないの

1た：ま

面の論戦のハイライトを博現す

るとi︒

引分の二の賛成投蝦を得ることを
れに対する棊本的な及対は︑イニ

した班冤によると︑そのような廓

は︑ここに安￡繊があると思いま

死亡一人︑ケが十入という肇故が

火力よりは舞子力の方が安全であ

染して現在および将来の利罵を妨

懲冤が〜致してい濠す︒声聞につ

らの援助を認めるのですから︑そ

のです︒黙黙な金額の運邦政府か

げたりします︒各原子力発開所が

きることを十分に知りつつそうし

ような状態を認めるということな

ているのです︒それでは藤兇の違

のこと麟家権力を利胆してこれら

すが︑いずれも十分ではありませ

いはどこにあるのでしょうか︒

の物質を核兵器に変えることもで

ん︒濠た︑原子炉や核物質を第￡

ックフェラ⁝のもとで︸兆が計醐

るべきものです︒この提案は今ロ

いては二十万葎という人もいれ

原子力発鎚斬の全寿命を聾してそ

世界諸団へ輸出して︑原子力兵雛

意兇の違いは︑主として危険性

として議会に送られようとしてお

ば︑わずかに千黛という人もいま

れが漏れ︑こぼれなどにより人間

についてです︒ラスマッセン博士

いうことは疑いのないところで︑

の環境の中へ入り込んできます︒

やその他の蔵器の開発をひろげる

は︑研究結果を発難しておられま

その金額の大部分については内容

り︑しかも殴間企業に隻払われる

大醗の放射准物質を持っていると
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ｫ躍開発体制にも疑惑

KWHの発電をしてい濠す︒昨奪⁝いるでしょうか︒昨鋸︑原子力発⁝釈ができます︒皆さんは今一つの えるものはすべて全国民によって

また原子力発電が拡大するにした

ほとんど惣亮は一致しています︒

ことを妨止する必要性についても

ベースに誤りがあるので信頼でき

すが・これはその総懸の基本的な

ないと発表した※国物理学会など

，てと
・て思
「きい

聞
基に︑議会は一九八〜螺までに安

要求しています︒産業界と電力業

りません︒この認録は︑麗κわれ

故も超こり得るという藩論になっ

す︒漂子力発言藤は究全に年三で

⁝すてに一千三門々妙ちかくに達し

われが動かしている六十慕の発電

ています︒一九七六年に消濁する
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最も安全な原子力
⁝ていますか︑一陸ンもまだ支払われ

所を建設するために開発しなけれ

電力を発窮するためには平均して

塁葵衆を二更から六天主懇い麗が轟葛より簡い生

翫能鵜鷲編建雛劔

ると欝欝に砕くべきことです︒今

ばならなかった技術について考え

ｫています・あ欝魔窒ように思えます︒ついてに空

現実的な価値判断を

ラ教授

司会下血にラスマッセン博±

では︑原罫力発電勝が上人かの人

撮す︒ついでに潔しますと︑石炭

大衆に対して発生すると考えられ

蚕糞窒ネルギあ伸び

が十分間発議し︑次にネーダ⁝氏

とも濁能てす︒私が一羅の客月と

齦ｪ闇の反論をし濠す︒それで非経済的であり・備頼性がなく・一す︒したがって私は︑原子力発電

㎜セン博憲弊豪す・

安全性に欠けており︑不必要であ が経済的であるということは事実
一は・MlTのノ⁝マン・ラスマッ
る一ということです︒ご承知の逓⁝が明らかにしていると思います︒

り︑私は次のような謬から︑転原子力︑十分の

現湯来国で

ラスマソセン博士

鵜難鷲舞糞

決めるべきであるという無いロー

よって死を招くような危険のある

がって︑事故︑盗難または破壊に

った穴子炉について発生している

これはすでにカナダがインドに売

鮨さん原⁝はこれは編民全体で決めるべき間

マの金缶は︑一つの発鰍所に広鵬

放射性物影が儘頓できないトラッ

ラルフ・ネーダー民

に落ちた際子爆弾の放湿性降下物

ク︑鉄道貨噴︑船により睡中で輸

ことであり︑仮定の議論ではない

れは原子力社会主義とでも呼ばれ

の齎億強の放射賎物質が入ってい

原子力発醗は︑磁娘性に欠けて子力発憲の間題は︑いろいろの解・題です︒すべての国浅に醜聞を与

・⁝鷺ン／KWRてした︒石炭と比 は烏鷺で七九％でした︒七四％の〜私の原子力発霞に反対する主張は

る発臨システムにもよく嘗てはま

^KWHのコストで一千七薔鱒㎜

よび蔭業界の技術資嚇に量つくも

・文字通り数豫の政膚︑規制黒田お

信頼性を実証

は六を棊の大型原子力発鷹所が旅

士
博

儀頼性は簾高てはなかったのです

送されるようになるという点につ

の石炭火力の平均コストは一︒七⁝電所の鴬茶性は七四％でした︒石一焦目をお聰きになり︑次にもう一

ン

か︑現在利用できる池の発電方式

るといえます︒これは︑螺発では

多くの科学および工学暫によって

惣

＼

較して︑原子力は※脇の酒男癌に

のであるということを串上げてお

完金に否定されています︒環境保

^KW琵であり︑石油火力は一隻
∫力畿所磨︒％︑蔑火？つの麗露かれます︒しかし︑

ン

ダ

対して十拳がの節約をしたことに

なり︑穣麟と比へると四十僻妙ち一と比べても︑十分竸露語があると

のです︒※国政府に柚税暫からの

遷しています︒これらの発蹴所は

税収入で輸出入銀行を援助し︑ゼ

1蕾い
大なエネルギー問題の解淡に大き

力発電はこの国が繭面している璽

％です︒これらの数字から︑原子

す︒それは︑全霊の矯要の約一〇

るようになると男面されていま

邦醸將は︑発鱈所の運営蓄から保

を受けているといっています︒連

は︑よく原子力は保険の点で援助

いえると思います︒ネーダー灰

きコストを約二十鱒が鯖約したと

蓄が便った電力に対して支払うべ

死亡させたということは一度もあ

よって一般大衆にケガをさせたり

を通して︑原子力発霞燐の環故に

原子力発轟駈は︑その遡転の歴史

は︑〜般大衆に対する芳念です︒

⁝べきことが二つあり召す◎

ようか︒安全性については検討す

たがって︑昨年原子力発電は消蟹⁝それは安全性に欠けているでし

深いことです︒したがって︑今で

の両翼をしているのは非糀に印象

いろの根拠から原子力発電に贋薄

薬の世代に対する安全など︑いろ

の科学︑工学︑鷹学界が競在と将

一つ んでいます︒※柴内および全世界

な貰献をしていることは明らかで

険黒金を徴収しています︒それは

製性についての震大な疑間がひそ

：らき
：がた
は鍛近国民の閤で反対が強まって

したり︑その後発愚率を急上昇さ

し︑ただちに数万人の死亡蓄を出

の放射性物質や放射性ガスを放出

帯の上艶艶菖平方耀にわたり大磁

に多くの落し穴があり︑多くの都

後の放射性廃棄物の処分までの聞

な天然の力から守って贈蔵しなけ

および地震や地表螺発というよう

放射財物襲を長期闇にわたり人間

レベルという点からみると大羅の

離しておくことが必黎です︒撫性

行為をする人望の手から発条に隔

境︑そして輔送機関中テロや破壊

ような技術下部縄織を全然もって

炉に関する假障措置の癒で来国の

す︒彼らは︑これらの諸国が原子

スマンや貿伝員を派題していま

子炉を売るために世界中にセール

スチングハウス社は臼分たちの原

ネラル・エレクトリック歓やウエ

る遡伝的隔害という面でも大隅に

く癌死亡および未来の世代に対す

の予想値は︑闘接死亡だけでな

と仮定されている畢生による陣害

と︑ラスマッセン報告撚で起こる

同盟などの一喫の検討繕璽による

て︑納税警は税金を多く支払わな

経済性が明らかになるにしたがっ

要請しています︒原子力発艦の罪

それを亀力会社へ賃貸しするよう

霜駈四茎を連邦政府が買い取り︑

護庁︵EPA︶や彊熟する科学蕎どうかもわからない海上原子力発

ければなり濠せん︒ ︵3薗へ︶
せたり︑また水や土地を非常に汚

だ一騒も建設したことなく浮ぶか

いても懇晃は一致しています︒こ
きたいと思います︒そにには︑既

れらの放射性物質は︑人間の環

選からず二千懸KWHの発電をすかく饒約したことになります︒し いえます︒
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は多額の蟄金を投じて開発した技

を期しているので︑WH側として

術および知識をフラマトーム社に
移管することにしぶっている︒フ
ランス側は研究開発をできるだけ

を前張しているので︑W薮側では

多くフランスにおいて行なうこと

183

ある︒

タ鉱山社︶とアクタ鉱山︵ニジェ

一︑高温ガス炉薩フランスの縄

ール︶のウラン蟹田遅工場︵年間

りを期待している︒

社とノバッサ鉱山︵ベルガモ州︶

イタリアのAGIP・ミネラリア

うことが決められている︒

基につき別衷の濫り翻増金を麦払

携は孟夏ガス炉での協力が確立さ

のウラン鉱処理工場︵虚誕ウラン

ン換簾で精鉱二千沙生産︶および

れないと破行的になる︒フランス

ウラン鉱六十万少処理︑金属ウラ

国に開放されている﹂︵ドルナノ

は〜九七三鋸にゼネラル・アトミ

に熱を入れている︒仏・頭独の提

工業科学相︶︑これは英国︑スペ

五十ナ構鉱生産︶の二つ︒

鉱＋七万五千ナ処理︑U308百

速増殖頬に対し西独は藏漏ガス炉

インの参加を想定したもの︒フェ

ック社︵ガルフとシェルの共岡子

一︑高速堰猫炉薩仏︑西独との

ニックス型置途欄殖炉については

協力は﹁他の諸国︑ことに欧州諸

フランス政府はEDFにスーパー会社︶と高温ガス炉で提携した︒

フェニックス一号機︵落三十万K CEAは爾温ガス購の研究開発で STECは化学︑石瘤化学︑原
はすでに一偬五千万藩を隻出し︑

子力︑金属部門のエンジニアリン

W︑クレイ・マルビル︶建設を認

設鍵艮EDFがフラマトーム社に四％︑玉山RWE一六％それぞれ生薩や石炭ガス化の研究開発を避

は①SIMO︵西部鉱戯工学社︶

エンジニアリングだけでなく研究

トミック歓は高温ガス炉原発十基

ベッシーヌ鉱虫︵フランス︶②C

のエカルピエール︑フォレーズ︑

グ会社だが︑この二つの契約では

る︒このためフランスは萬速増殖

発注した九十万KW級原子力発駕 出資︶が建設することになってい

の受注が相次いで解約︑このため

両した︒これはN￡RSA︵仏欝
とくに発蹴だけでなく圏有ガス公

みられる︒ドルナノ工業科学相は

所の建設費は二五︑六墓の蟹薩を

霞下︑来エネルギー研究闘発局

．多 ．．多 多多

ともあり︑このため最切のヂモプ

研究開発でさらに時聞がかかるこ

原子炉資材纂をどうするかなど

ものであろうしと述べた︒

多

開発した中小型炉︶技術共同研究

委員会により提出されたもの︒米

禽研究陽発に投じる来エネルギー

商業化晃通し﹂は︑AIF核融愈ない︑などと強調している︒核融

ば︑研究開発は政鰐および産業界

しての潜伍力が大きいことを思え

れる︒

後とも必要があれば改定が行なわ

製錬工場建設へ
アルゼンチン原畢力委職事はこ
のほどパタゴニア州チュプットに

ン︶③SOMAIR︵アイール︒

ウラン鉱出金社︶のアーリット鉱

山︵ニシエール︶④ポルトガル原

ウラン鉱処理工場を私設した︒ま

子力庁のウルゲイリシャ鉱山等の

た最近では次の二つの契約に鯛印

この契約は︑SCUMRA︵中

している︒

央ウラン︒放射性鉱石・金属会

スのカンタル藥︶のウラン鉱処理

社︶のサンピエール鉱山︵フラン

丁場︵葎聞ウラン鉱七万五千ナ処

︵仏書核燃料製茄銭往︶のロマン

理能力をもつ︶およびFBFC

︵フランスのドローム県︶に濃縮
新しいウラン製錬工場の建設を近

ラン︵UO2︶に離塁し︑さらに

レビ︒ファラー・バルマセダ建設

︻パリ松本駐在贔︼キューバの

と漂発輸入契約

キューバ︑ソ連

の建設の二つ︒

核燃繕エレメントに加工する工場

UO2を軽水炉型原子力発惣所用

六弗化ウラン︵UF6︶を酸化ウ

︻パリ松本駐荘鳶口仏ペシネ・

U鉱処理で契約

PUKクループ

ことになっている︒

繊︶ことを明らかにした︒岡原子

型蝉︶を輸入契約した︵四月十五

発灘所︵四十四万KW級︑熊圧水

議︶でソ連からホロネイ型腺子力

ダ︶のアビタート︵展住躍境会

相はこのほどバンクーバー︵カナ

W︑P琵WR型︶絹に便踊される

子力発廼所一轡機︵三十四万K

は差として岡圏のアトゥーシャ原

曙工場で生薩される酸化ウラン

ソ︒

年宋の予定︒礁設鑓は約六葎ペ

欝金に栂当︶で︑洛書は〜九七七

六十鏑の酸化ウラン︵八十万ナの

この製錬エ場の隼間生繭能力は

く轟工することを明らかにした︒

あるロスアドベスウラン鉱付近に

鉱碧弊社︶のムナナ鉱山︵ガボ

OMUF︵フランスビル・ウラン
ERDA︶の援助を求めデモプラ

めているQしかし︑ゼネラル・ア も引受ける︒同社は原影写部門で

踊発から資材の購入︑工璽の新芋

この事実を哲面したが︑三月来の

炉建設体制を確立し︑藪独と提携

DF五〇％︑イタリア鷺NE乙蕊
社や囲萄石炭公社と協力して水素

共周研究委嬢余の初会盆はこの課
墨準に一呑約三十億湯︵約二千蟹

︸︑加籏水型原子力発露所の鯉

題で対立したまま︒その後︑覆員

を結んだ︒だがイタリアの電力公

・多

て︑計麟が縮小された場倉には割⁝社が出資をしぶっており︑その測

・︐多多多

ントを建設することを交渉中だ︒

．多多

七年度予籔は︑建設費を除いて二

研究開発の繭で大きな進歩がみ

ラント建設は二〇〇〇犀代になる

億二千万が︵約六讃六十億円︶︒

ネルギーを制御しながら利用する

られてきているが︑放出されるエ

公算が大きい︑とも糊報告潜は掻

相は︑この鷲期に圃契約を奥糊す

のシェアーを拡大して一九△蕉

研究開発局︵獄RDA︶の一九七による絶大の支持を曼けるに尾る

いう丸味で改定が行なわれたので

雛や夜光時計など放射性物質の利

①幻境保金⁝原子力発電所の根

アルゼンチン︑

ということを実現するには藤だ畢

蜘な研究・開発計画が必襲である

坐している︒

訓醐︵一九七五隼八月六臼︶に基

最近まとめた調査によると︑﹁核

が︑米政府の現在の岡R＆Dに対 ウォルスキi理昏睡は︑﹁核融合

が︑核融愈のクリーン・エネルギ

完金に維持されなければならない

た他の嵐現するエネルギー技術が

開発で多くの不安が解消され︑ま

報欝欝提出に嶺たってカール・

究開発委尉会への繊籔︵初隼度九

づいてWHが保持しているフラマ 性︑安金性について共岡研究沐制

融愈エネルギー開発は多くの訓導

すぎる︑というのが報岱の論点︒

千万弱のうち蕊千万藩︶をしぶっ
を確立し︵委員会を設立︶︑初年

は十分であると述べ︑さらに核融

する援助および開驚スケシュール

合強電開発およびその利用を有効

的ポテンシャリティーをもってい

には法だほど遠い﹂と述べてい

一九八二無十一月のWHとフラマの支出を約束したQしかし︑フラ るが︑現段階ではその澗業化達成

的に促進するには政將と産業界が

度九千万霧の予算のうち工千万藩

トーム紘の株践四五％のうち三〇

③EDFのフラマトーム彗アルス％を譲り受けた︒残りの︸箕％も
ンス側はW翌特許権からの離脱︑
る︒

トム社に発注する原子力発醒胱は
トーム社との特許権契約期限切れ

生兼用加圧水型炉︵原潜罵炉から

すでに開発している発電・蒸気発

る慧患はなくただパートナーシッ

懇の獲期エネルギー対策において

黛五・六基を墓蠣としており計画

になっている︒ドルナノ工業科学

時点でフランス資家が買取ること

する薗独との提携は順調に進み︑

十一月以降はフランス技術の確立

一体となって協力しなければなら ーおよび無尽藏のエネルギー源と

が縮小されると一篁蚤たりの建設

将来英国やスペインなどの謬稲を
プといった関係を続けるというこ

この報告潜﹁核融合発罐とその

疑は翻転になる④爾速増殖炉に間

も期待している⑤礪温ガス炉につ

したがって︑必要な雨落を取ると

りはからわれなければならない︒

学焦や晃習工を対象とする許容限

要に増加することがないように取
指令は従業員と住照の鰯令騨や職

い手法を轟隣し︑また適梢分野の

らに照射監視について詳細に規定

あって︑加盟燭は一輩以内に実施

にはふれていないが︑新し

義務をもつ︒棊本基確は〜九五残

拡大を明逸した︒例えば︑初めて

委農寒提案に基づくイオン化放射

後︑定められた︒この掌雌は閣際

界が定められた︒また近心につい

質

︻パリ松本駐在翻日欧州共同体

鍛大許容被曝蟹を窟めている︒さ

線の勉険から従業員および控民を

放射線防護委員会︵IC盆P︶のしている︒

周を蕩慮して最大許容限展をでき

てはX線など医耀・診察での被曝 することになっている︒また︑今
科学上の渤鑑を参考にした一連の

のような理由で改定・調整の必要

は鰻秀な成績をあげてきたが︑次

耕水・放射性廃粟物の処理処分︒

している核分裂生成物の管理︒

⑤放射線蛋物学および放射糠防
護に関する研究開発副画︒

の二つの契約に調印したことを明

定︒ソ連がキューバに原子炉を輸

爾米諸醐の関心も集めそうだ︒

撫するのはこんどがはじめて︒瞬

契約は︑COMINAK︵アク

らかにした︒

ていないが︑一号機はすでに渡嘉

グループのテクニック・ダントル

ユジーヌ・クールマン︵PUK︶
力発露所の規模は明らかにされ
②原子力施設の技術的安金性︒

佐民が原子力の平秘利用によっ

関連して次の作業を進めている︒

冠C盃盤禽は原子力の蜜全性に
るだけ低い水準に定めることにし

③￡C委員貧が生物学・放射線

④EC非軍禦原子力施設で使用 C︶はこのほどウラン鉱処理で次

零雨などの放射能の一％蔚後にす

て受ける放射線羅は自然および鷹

①！CRPが得た新しい科学的た︒

性が認められた︒

九五九矩の星本子等は防護に

る揺令を採択した︒改定はすでに

保護するための基準の改定に関す

この指令はあらゆる原子力の軍

原則および規制を期げている︒

の照準自体を改正するものではな

保証されている放射線防談のため

物質の佐薩︑管理︑取扱い︑貯

原則が〜部改定された︒

知識に基づいて放射線防護の棊本

和利園−天然および人工の放射性

る︒加盟圏はこれらの酒動につい

蔵︑輸送︑廃棄などに適罵され

く︑原子力施設従業翼の健慶監視

の新しい手法を灘入しょうという

と周辺放射能の監理を改めるため

もの︒

②加盟燭が棊本璽準の実現の適

また原子力の発展過程では経済・

プリーズ・シミック祉︵SりPE
しており︑一九八○隼の運開予
度を実施しなければならない︒例

防護研究職発謝画のワク内で行な

には均衡をもたせ︑放射能が不必

産業の成長と従業饅・住民の防護

③放射性物騒の輸送︒

トム条約によって放射糠防識纂準

や食料鹸︑三門︑化粧品および塚

えば︑放射性物質の医療用の袖網

改定は一九五九隼の基本原則の

ったR瀧Dで一部惰報を繹た︒

きないが︑防護水準はできるだけ
作成の渡務を負う︒加盟國は︑指

鷹用の刊爾については事前承認制

用である種の経験を積んだ︒

令に従って法令を改正し︑従業熈

度としなければならない︒また︑

低く定められなければならない︒

と傭民について定められている最

婁員会︵EC事務局︶はユーラ ては串告を求め︑︸部撫前承認制

ー

簿円︶と毘横られている︒従っ

出貧さえも抑えようという動きが
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仏工⁝業

科麩

μ独自開発路線を強調
@WHとの特許契約打切りへ

仏ドルナノ工業科学相はこのほど議会で︑同職の嶺罐の原子力施策について衷明︑その中で︑①一

建設は鋸難燃〜六基の難産が基本的な方針であり︑計磯縮少は一基嶺たりの建設鍛劉高につながる③

九八二年に期限切れとなる※WHとフラマト！ムとの特許権契約を璽更する了えはない②三夕水型炉

再確認

らかにした︒特許契約問題は業界再編で体制が整いつつあることもあり︑かねて強調されてきた独盛

高速実証炉﹁スーバ⁝フェニックス扁の建設で英︑スペイン両園と協力も考慮中一⁝などの諸点を明

を

450／J

会の食舎はなく︑約＋の聯門の共

とを明らかにしたGこれは西独の 同作業都会が設けられ︑それぞれ

開発路線

48

142

高になることもあり・蕎で・＝分の英畢スペインによ講代わ

︐多多

︹パリ松本駐在鼠︼ドルナノ仏⁝いては︑来ゼネラル・アトミック

．多多

核融合研究開発

多

クラフトベルク・ユニオン︵KW に研究課題を検討している段階で

術を消化した企業集団を組織する

渉中で︑CEAとしては水素生産U︶のように罠族系唐本で米副技

工業科学欄は國蔑議余生藏取引委⁝社との一九七三年の協定改蕉を交
農会でこのほど原子力施策につい

て①米ウエスチングハウス社︵W や石炭のガス化への応用技術の研
フランス政騰の慧図を確認したも

究開発を進めているi⁝などの讃

H︶と仏フラマトーム社の撫圧水
のである︒

ヨ3
5（X）力

熊六百六十億円の予算計上

宮民総力結集を

一︑WKとの共同研究開発鐸株
式譲渡に鎖たってWHはフラマト

……

550力

来漂子力塵業会議︵AIF︶が核融愈発霞の定期実用化には穣極

一︑WH社との特許権契約打切 ーム社︑EDF︑CEAと現停加

塗り︒

これらをめぐる現状は概要次の

型炉︵PWR︶に関する特許権契点を萌らかにした︒
約は一九八二奪十一月に打切られ

更新はしない②WH祉はフラマ ト
ーム祉︑EDF︵仏雌力公社︶ ︑

CEA︵仏原子力庁︶との共同研り醤CEAは原子力麓業界再編成圧水型炉の改良と新しい加圧水型

一

種別を蕩慮して各種の囲について

C閣僚理事会

業
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ているという報道は蟹実に反する

炉の開発において経心性︑儀頼
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会委顔会と欧州議会と協議した

従業員の被曝量を重視

力

原

額
増
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︵温C︶欄僚理嚢会はこのほど︑ 葎蒲顯の專門家と協力して経済社

放射線防護基準改正
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@
@

i単位

で｝開建設
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ンを装備しておらす陸上のクレー

が燃料棒抜きとりのためのクレー

欠陥をそのま謹内国している﹂一

lーシンポシウムで発表した各氏
はそれぞれ﹁むつ﹂問題が笑は行
政問題に擬ざしていることに議及

を旧

h原子炉の初冬理論扁 いな説明で独謬蓄にも十分こなせ

るように配慮されており︑拡散理

訳庄をかなり入れ︑⁝

訳煮の注で購書をよく理解でき⁝

るように︑

原潜で趣きたりない郡分は附録な

つくり膿を掘えて炉物理に取組も一

どで遡記した一とあるように︑じ﹁

一
うと葛人にと︒てはうってつけ

訳螢の歓田氏は原電・開発計画

の鋸著となろう︒

所︑故仁科蕩雄博士の次男で︑現

塞宏糞︑仁科氏は核物理学の大御

している︒とくに軽水炉を軽四

否円︒

定樋は上巻四千円︑下巻⁝二千五

在︑名古意大学助教授︒

︒

において中性子の減速︑非均質原

バイブル

演習間題も盤欝︒

串請中︒

建設について︑現葎︑安置審糞を

機︵PWR︑出力八十九万KW︶
弼能性であるとの蕩えが穴勢を占

KW︶が十六田から蓮転襟開とな 了︑翌十二田から原子炉基礎掘削

玄海一符勺機は同㎜弓機と岡じタ

工詣が閉始︑水煮鴇工となった︒

高浜一号機は昨町十一月二十八

イプ︑岡出力︒一計機避背後の咋

った︒

日から同発電所初の定検に入り︑

度は56億円に

臼憲アイソトープ協会がこのほ

どまとめた昭和五十無二のアイソ

トープ配分結果によると︑嗣協会

が敗扱った配分総金鉱は五十六億

三触灘千四蔭七十八万円から十三

八壬薔十一乃円で筋無慶の四十

放射性賑楽品など﹁陵内膿工の

搭四千万円余り磁加した︒

二次製晶一は約四十億円て︑取扱

高の約七〇％を占めている︒また

輸入園別では英圏兀億二千万阿︑

二千乃円の順となっている︒

来国四錨五千万円︑フランス三蝕

大洗工学センタ

；展示館開館

動燃添業隅が大洗工学センター

に建設を進めていた﹁入虎工学セ

ンター展示館﹂が完威し︑十礫︑

中麺動燃遅出︑大飛雲長︑旭村村

長のテープカットて開館した︒

んとなかったこと︒笥放射性脇漿

が︑笈全審査が笈びいたこともあ
実験炉﹁常陽﹂の建設・各礎試
って︑着℃も遅れた︒四十九年七 験︑蒸気発生器の開発︑安金研

大洗工学センターは︑高速堰殖

物の処理処分方法は﹂﹁処理処分

た後︑今年一月には原子炉設躍お

月に電源開発調整審議会を通過し

年十月から屑薫が至善予定だった

の研究をやってみたいがどうした

三＝︷⁝＝≡︷㎜ヨ輔皿︸暫舞m≡㎜一︷⁝一三︷一一憎＝三︷二一≡一一嚥≡＝一湘一 ⁝剛璽蜀榊三菱

R一回分50年

原子力開発が進展していく唯〜の

W︶が︑＋一日に池田佐蓋置知懲

機︵PWR︑出力五卜貰万九千K

九州電力玄瀞原子力発電所工弩

◇

ことになった︒

九献万五千KWが運転喫という

凋在︑運開十一璽のうち十棊五翼

これでわが園の毛子力発露所は

なったもの︒

から︑約七か月ぶりの戦列復帰と

経過が順調なこともあってこの日

から並入︑調整運転中だったが︑

備を行なってきた︒五月二十七譲

電機系など各部にわたる点損と整

この間︑原子炉系ほかタービン発

めた︒

する必要がある﹂と述べ︑この方

を図ることが︑今後の科学技術が

法によって行政体制の構造的改革

一のよりどころとし諸隊的に解明 発展し︑ビッグビシネスとしての

萎！フ多チ！⁝！多グノタノグ！！勇ランン！チ！5グ！多！クノグググ！グ∠ーノ多チノ！！づ！グ

棊礎に雛点を置いて懇切ていね

子炉︑制御棒などに玄関が詳しく

に普及しているいわば炉物理の

ラマーシ凱著

初等理論

原子炉の

明し︑輸送麗論への移行を谷易に

ュ著︑武田充司・に科 論の範圃で︑原子炉の旦礎を説

の下巻︵﹂・ラマーシ

浩二郎訳︑詣岡罷職刊

グラストン・エドランドの﹁隔
とす

A5掌理蔭八十二台︶が雄た︒

旧約糠蝦

し︑政府の開発体制の抜塞的改畢

子炉の理論﹂が

が必塑だ︑と指摘した︒桑弧の細
金審査捧制について述べた申出氏
ればラマーシュのそれは〃新約璽

を明らか

は︑この間題の

原点

ンと海上の船との間で轡料棒の抜

の大学生や原子力関係技術霜の間

潜

だけに頼り︑原潜の安全馬尾を断

の原発難設を行なっている︒

にたとえられるほどアメリカ

にするために昭和三十六薙の原子

念したときから蟹盒癬査の形骸化

﹁当時原子力委二食が火燈の発銀

力潜水艦欝港闇雲にさかのぼり︑

2を当初の観測船から貨物辿搬

が進行した﹂と述べ︑それ以後原

るため作業に困難が伴う︑﹁む

きとりを行なうしくみになってい

スを広げるため述蔽のためのスペ

﹁科学不径﹂の行政体籔が顕著に

子力の問題を﹁政倫﹂が糞配する

船に船極変更した際︑貨物スペー

ースが小さくなったのてはない

なったと強調した︒また村上置

か︑などの点が指摘された︒これ
をうけて山川新二郎瓶︵長随蕊船

政治的判断が働いた薄能性がある

大学︶はコ般の船でも臨上試験

はまずない一として︑もし原子力

こと︑当時のモックアップ試験

︷≡三需琶聖一＝三鶉︷一

きた小学生︒﹁放射線は閃に晃え

んですか﹂は︑家族に漏れられて

らいいのか﹂など放射件廃藁物に

なくなり︑藤た︑同施設の研究内

が近づく今秋からは岡二葉に入れ

行なっているが︑﹁沢之﹂の臨界

究︑新型動力炉の研究開発などを
﹂とかんて含めるように

よび電気工作物変更について鷺本

れを

ないし︑音も聞こえないから︑こ

総理大臣︑溺本通斑欄からそれぞ

の経済性︑塚働率︑安全性︒門静

関する開詠わせが多い反面︑再処

容をわかかりやすくするなとサ⁝

陽﹂の動く脱型︑五十MW燕気発

約六五〇平方樹︑展示察には﹁常

展示館は︑鉱筋機屋建て︑延べ

建設にとりかかっていたもの︒

費一億四千万円をかけ︑展示館の

れ許可︑五月には工恥計顧認旬

理はサッパリ︒環境展という場所

の概念で廃簗物が翻

九州霞力は基礎掘削工弟に引続

建築確認を待つだけだったQ

ビスのだめ︑五十年九月から総工

水炉のPWRとBWRはどっち
がした相談員︑碧わす﹁ウ1ン
説隣

ゴミ

禽身近に越じられる一方で︑爾処
瑠は親しみがなかったのでは︑と

︵豊玉雀︶があり︑県轟局による

がら

原子力相談智賑わう

公衆の理解の一助に
環境展

いうのが関係著の分析︒

き︑今年県内には蝦藻コンクリー

第二の原発として五＋六隼三月か

﹁温 ト打設にもとりかかる計画︒九州

樹で示した﹁新しい動力炉開発扁

生雛の実物の一部︑縮六層の成長

にはとこに届出たらいい9﹂

耕水の研究をやってるところを教

ら戦列入りの予定だ︒総工費九劉

丁巴L（O

革斬系科学者︑﹁むつ﹂でシン求ジウム

慎重論が大勢占める
㌔っ続陸上での炉実験が前提
三宅泰雄氏︵綴本学術会議縄墨︶︑武谷三男氏︵物理学者︶︑中島篤之助氏︵原研︶ら．不一各
の革新系科学者︑技術者の呼びかけによる﹁原子力船﹃む2を耐えるシンポジウム﹂が＋三澱︑東
察・中野の大学生協会館で開かれた︒シンポジウムでは﹁むつ﹂の閣題が騨に原子力船の技術的︑体

制的問題にとどまらずわが国の原子力行政の構造的欠陥に根ざしているとする慧毘が墓調をなし︑
﹁このままだと今後さらに距大な問題ヘエスカレートする可能性があると﹂として今後閲係当闘に偉

船扇劇を継続するなら︑炉を搭蔽

や︑W薮社の隠匿審査でも上方向

﹁むつ﹂の船種変璽の際に多分に

ついても︑試検二枚が小さく︑む
する前に︑その炉の撃壌牲につい

れたにもかかわらすこれが及映さ

碁︵田本シャ！ナリスト会議︶は

つの場愈の扇エネルギ⁝の中性子
ての陸上での発金な試験が行なわ

れなかった点を指摘しこれを支持

をしないエンシンを搭載すること

氏︵原研︶は︑﹁﹃むつ臨遮蔽の

を得ることができないことなどか

た︒

れることが餉提となる︑と指摘し

断ずる一

会場では ま ず ﹁ 呼 び か け 人 ﹂ を

不備は設計図を兇れば歴然とし

ら︑この装丁では遮蔽の安金轍を

など求めていくことになった︒

し①﹁むつ扁問題を根本的に見暇す②わが園の原子力行政を平和利用三原剛にもとづき

代表して三宅氏があいさつした
ている﹂種娘のミスであったと述

十分鼠鳴することはできないので

貞実

資の欧州最大のBWRメ⁝カー︒

セア社とスウェーデン政勝折単出

アセアトム社は︑鋲電大手のア

い︑と関係者はみている︒

現荏の行政体制は︑当時の描告的
﹂⁝︸捜も﹁科学煮として

した︒淺聴の伏見康治名大名誉教

漏れの町能性が指摘さ

べるとともに︑むつの技術的疑闇

金
にも欠陥のある日月性があると指・はないかと疑問が出されたぽか︑

への中性

後︑申脇段 が ﹁ 放 尉 線 漏 れ を 趨 こ

は単に遮蔽に留まらす﹁炉扁臨体

がある﹂と 問 題 提 起 ︒ こ れ を 受 け
摘︒これをうけ帝川富士失氏︵原・船体構造の面からは﹁むつ﹂臼体

﹁鞠むつ㌦寓件にもかかわらず

安

て約八購闇にわたり技術的側面︑
研︶も︑門データか十分でない稀

だと判 断 し た 安 全 審 壼 に 疑 問

その背漿となった行政体制︑政治
と前馬きしながら︑減速材として

雨齢硫響雛型鍵

批で露末欧畷の隅際的な連箒がさ

⁝の技術鶉蝦とノウハウを綱ηに交 あう︑というもの︒BWR機器のトムの関係があったが︑今阿の提

ｵあうことで舎息︑暇欧閥のB 湛然交換により︑技術的問題につ

二篇扁＝一一幣一＝＝

らに冨になっていくものと予測さ
⁝WR連携強化にのり出した︒ 下ての豊津にな書でな
⁝日本側とアセアトムの合懲は︑ ⁝く︑鱈場開拓上のメリットも大き れる︒
■＝榊＝扁一一一

エネルギー聞題一電力供給←原
⁝のに︑なせ原子力発電をやってる 主力発電の順に見て回る発学蕎が

⁝襲〒ナ⊥にはふたん摯

﹁発電コストは火力と比

を披

このほか﹁アイソトープを使う

罠い9﹂

本格派﹂と飛び入りチビツコに感

迷案

興︒門原子炉を新幹線に積んで利
用してはどうか﹂と

へてどうか﹂なと愛心を騒いだも
のが多く︑梱談員も濠ずは震示の

ﾈ至誠や根談が舞いこんだ︒応
対した相談員の話では︑﹁看貫熊

えて扁なと事業に趨紬の相談も多

なとパネル多数を展示している︒

T巴L（0

540大阪市東玉山之下町108USビル

︐繊麗

腋躍覇識麟襲謡遺愛轟轟

SCA−1＞

（Model

すことになった﹃むつ﹄を

的側噸などから総含的に﹁むつ﹂
の水の槽が源いこと︑制郷捧︑燃

束︑尿芝浦睡気は︑このほどスウェ

玄海2号は本格着工

⁝デンのBWRメ⁝カーであるア
BWR技術の提携にはこれまで 関西電力の高浜原子力発電所〜 から建築確認通娘を受けたことに
セアトム社との間に︑BWR機羅 mウハウについて覧塞窪し 臼・昆︑象芝一GE︑GE⁝アセア
腎機︵PWR︑出力八十二73六よ
千って金ての御前法的手続きを終

高浜1号が運転再開
愛して引揚げるアイデアマンもい

なお岡社ではこのほか川内一画

NIMモジュールとの接続によりコンパクトに又、広範な用

介【刊1

十五発墨が見処られている︒

◎SSD用（α線〉サンプルチェンジャー

1紹1新

手応えありといった塞箔︒中には

の漂いなどパブリックアクセプタ

意外なのは再処理の質闘がほと

◎βγ線用ウェル型サンプルチェンジャー
（Model SCW−3）

し一十一「

く関係薔を露ばせていた︒

力にはなじみの薄い人たちから麟︑

が設けた原子力展示会場の一角︑

一閉聾したが・蛭木原子力産丈会議

ていた泓界齪境辰︵日本侮亡弟本
都・田本経碕新聞共鯉︶は・＋逐

ﾉわたって束尿．貼撫で開かれ

して煙突が必敦なの︸一⁝︒十日

﹁んですか﹂﹁原子力発亀所にどう 俗びせる質閣で凹立ったのは凍発

二果にはウラン藻が少ない
ま
「むつ」シンポジウムのもよう

聞

問題ヘアブローチ︒それぞれの側
料の濃縮度の変乱の際十分笑験が

灘

禰

ーデン︑フィンランド内に十一基

わが国 で 沸 騰 水 型 軽 水 炉 ︵ B W 双 方 が B W R 機 器 に 関 す る 技 術 資
リングハルス原発をはじめスウェ

BWRの情報交換で合意

藩アセァトムと提携

面について数々の疑間が投げかけ

鶴岡舘下締鯉

られ︑わが瞬原子力行詰の﹁資

付けた︒またこの間題に付随して⁝

爆繊紬騰薫

力
した︒

任﹂と門科学篇の不在ぶりを遮求

れている纒蔽モックアップ謡験に

ます﹁むつ﹂の技術的三面への撰擁の撃力研究所で行なわ⁝R峯がけている翌製作所︒料を覆しあうと︒もに︑相悪
疑問︒この問題について大野粍久

懸

初の定検を終え
たとか︒

門稼働辱はなぜ低い﹂と踊いパン

チも︒﹁放射線はどうやって詐る

モ

｝や

一

ンスを考えるうえでいろいろ参蕩
になりました扁という︒

途に御便用いた：た：けます

幾蝋熱線趣即・

＼

焔]

／

〜レ

ま

試嵐㌧認・霞，醜

原

欝鱒旙︐

難醐．
@

鑓ぎ
輪総

㌦愉

168東京都杉並漢浜田山3−20−9
本社
営業所

W

・

り

︾

O

…換

詳細資料は…ド記へ御請求ドさい。

源

／＼

撫
麟錨丁幾灘

一

闇

｛

…心

○自動化・省力化にサンプルチェンジャーを〃

。鮪

昭和51年6月¶7B
二

業
産

子
鋤三種郵便物認可｝

第830号
（5）

濡

＝＝＝︐一

一：：一︐一

一＝一：

一

一＝鴨＝ρ一

働＝讐一一

一

＝＝＝

一

；一＝＝

一

：＝：

︑

となって作翫されたものてあるQ
というのも︑それまで︑わが脳が

のある国々の中ては鍛も多くの経
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行なった︒原子力幅員会の開催案

反対する醜元山ハ圓倣 と帰朝し含いを

反対同盟など原子力発議所建設に

臼︑薪日興労組評識会︑一騎原発

協力要望を受けた薪潟県は︑十七

聴会が開催されれば反対葱兇陳述

製公聴会

原子力委蟻穴のはおしきせの

で決める︑などの蕉翁論を展開︑

公表する③建設の司蕾は住民投翼

のも含め原発関係の工料をすべて

日間とする②二三・刈羽以外のも

した公開討論会とし︑会期は約七

充知嚢による要講︑のどれにも該

簗甲立地炉②新型炉③大型炉④地

原子力委無難の定めた開催条件①

柏繭・刈羽公聴会については︑

した︒

力戦忍会に﹁甲止﹂の横奪を要課

と判断したもの︒翌十八日︑原子

れることから︑平穏な開催は無理

偶勢であり︑不測の購態が予測さ

公聴会をどう混翫なく開くかとい

安全審蕊に反映させ︑そのための

地元住民の悪書をいかに効累的に

会偏との間には距離がありすぎた︒

たが︑反対醐体のいう﹁公開酎論

だとして鋭く反発︑公

開発諜長に
姫野氏発令
資原曲ネ庁
逓産省簸線エネルギー庁は十溝
付︑公益覇業部開発課長・松尾成

エ程試験の紬果を公表︑いずれも
鍵通な成果を収め︑次の本格試験

国の開発融睡が墓礎的な段階から

開会印の撚城県・東海村議会第二

核燃料成型加工工場建設計画が︑

原子燃桝工某︵蕩村武久祉長︶の

とくに土地の畏期問不使用は不経

か②旧地霊との約束を守ること︑

して︑①都落間蓮絡逆路の整備ほ

会︵藤照只央委員藻︶に付託︑審

が要請されていたもの︒総務委員

礫の本会議に藤磁委農痩からこの

択︒村議会第二鳳定例会初日十八

に姫野瑛一氏の就任を発令した︒

美氏の中小企業庁出陶と︑同後任

大藏大臣に答謝した︒これを受け

るーーの三分割有償方武を決め︑

に影たっては原則として衛麗とす

秋をメドに謹とめ︑同旧識会に諮

政府は︑地発と調整したあと︑今

三や一年三月東大

姫野氏略歴

経企庁調蛮局および本省の公益一

城興水戸射爆場跡地利用では︑一二

り︑払下げすることになるが︑茨

法学部卒業︒特許庁︑札幌趨産局︑

各課を経て四十七年十二月重工業

業局︑通商局︑重工業局︑企業局

の甲核となる核融合研究センター

分劃の一部を︑JT160計画推進
業局と改称︶計鐘課長︑㈱ヤ九年

と︑射爆場跡勉三百五十万坪は金

などに使馬しょうとする政府側

周︵本年の機構改組で機械惰報藤

機計幽窟︒北海通崩身︒42歳︒

今後︑調整折衝が難航しそうだ︒

建設予定地近くの闘地佐民らから

同輩の本盗議にはこのほか︑工煽

長︶の成累報告会﹁放購線三歎問

関する検討グループ︵田翻英三座

虎ノ門共済会館講堂で環境問題に

月一一士二日午後︑東票・虎ノ門の

パネル討論が計画されている︒

あいさつの後︑次の三つの懸樋と

醐田は午後一晴開会︑田局座長

題と一般大気汚染﹂を開く︒

地三期定食地内︑岡社駈有約十四

︵鍛発︶▽講演二﹁原子力産業に

▽講演〜門総論扁i大塚釜比古

おける環境放射線の難題﹂墓準と

されているもの︒動力炉周・研究

／年とし︑先行き黛塵蕩ゾ規模に

研︶・放射線報身の危険度i熊取

規舗の蕩え方一市川竜戴︵放医

敏之︵放鷹研︶▽講演三コ般の

議会でもこの問題がとりあげられ
たが︑結論が得られないまま︑原

翻の現状⁝山本蜜正︵がんセンタ

大気汚染の問題﹂

−鈴木武央︵公衆衛生院︶︒

ー︶︑大気湾染隔憲の基礎の現状

環魔基準と規
子力問題特別委員会︵当時︶から

ｪある．

の経過報告にとどまったという経

までもっていく甜画︒昨年懸の村

炉規など対象に聖遷は十〜ニナ踏

万四千平方層の敷地に建設が予定

工場は涙城県東海村の県工業専窪

処子燃料工業の核燃料成型筋工

画不藩理で︑結局︑不採択︒

原子力安金研究協金は来たる七

七月に

成果報告会原

安

環境問題で協

建治︵阪大・名大︶の各氏︒

北大︶︑吉村久光︵簾大︶︑伏冤

宇尾光治︵京大︶︑長罵璽夫︵榮

︵以上名大︶︑憐藤簿︵阪大︶︑

上東大︶︑高山一男︑筥本健郎

岱二︑関曙忠︑辻泰︑幽村圏︵以

茂︑苦川允二︵以上原研︶︑内田

霞︒委綴はψ本野獣︑石川寛︑森

は先の﹁超躍導磁石﹂に次壼雲

会報鑑を行なう予定︑分科余設置

をまとめ︑来無度早々にも︑分科

十二月にはJT⁝60の設計報傷諮

会﹂の設翻を決めた︒同分科会は

ルなどを襖毒する﹁JT160分科

技術壷料、翌夕目クは下記へ

一31−3TEILO3（372）0141
29T鷺LO6（252）35工2

極

東
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特デ

議瓢瓢脚

M規格放射線測定器

懇命羅

︵JT160︶の設計︑スケジュー

二十〜臼︑臨界プラズマ実験装麗

角子刀委員会の核融愈会議は︑

原子力委︒核融合会議

分科会設置

JT160の

とを強く推す地元茨城興との間で

て流通港爾施設として縫用するこ

八月から経企庁に出鳴し総禽謝臨

蓄穂を防ぐため蒸発街の運転開始
前に蒸発籔内に硝酸を装臥して突

継手部からの溶液漏洩を防止する

沸現象の防露対策を講じるほか︑

プルトニウム溶液蒸発無の再現

に備えることを明らかにした︒

ため蒸発衝配轡継手部の位躍を価

一方︑ウラン脱硝工程について

性試験は︑昨年十一月のウラン試

は︑配管を二璽蟹に切換えるとと

内液蔵より上部に移設する︒

漏れ出る環象が兇つかったため︑

する工程で使う蒸発儀から溶液が

もに供繍配轡系の徳溢血武やポン

験の際︑プルトニウム溶液を濃縮

漏洩時に儀内圧が急激に上写する

たあと︑配管系統がウランの煙出

プ型式を変える改造工薯を行なっ

しにくい譲切なものかどうかを確

いたもの︒まだ︑ウラン脱硝工程

については︑昨年士鷺︑同工程

認するため︑ウラン試験︑脱硝試

漂困を究明︑その対策を検討して

の配管優温が十分でないためにウ

た︒仮設設彌を本設備に修羅しし

験を実施︑ぼぽ鍵縦な結累を得

に三分覆する②基地跡地の払下げ

大規漢返還地は門国﹂﹁地元﹂

︵江沢雀三会長︶は二十一日︑①

審議していた国袴財産甲央審議会

還された基地の跡地利馬について

水戸射爆場など在臼萎黄から返

麺蓄財蔵中爽審議会答串

三分割有償で

水戸射爆場など

いる︒

て今後の試験に備えることにして

プの吐出癒が上がってバルブから

プルトニウム溶液蒸発缶を箏面

いた︒

設改造してウラン試験を行なって

溶液が漏れたことから︑工程を仮

った公聴会のあり方論は・これを ランが罷出して配箇が閉塞︑ポン
契機に再燃しそうだ︒

再処理の手直し順調
蒸発缶︑脱硝塔の試験

工業的段階へと興体化してきたこ

碍でもある③周辺倥民は乗用増に

がつけら

期実悪㎞に関する陳情を受け︑議

陳惰は今無三月置悶議会第一圃

旨報告があったが︑本会議でも蟹

本

輯原子力事業株式会社

日

TELO3（454）8521

乗京都港臥三田三丁目13番12暑

知事が﹁謙虚﹂を要請
﹁不測の事態を予灘﹂して
聞題の論議が高まるにつれ︑いわ

当しないが︑地元や国鼠での地盤

とを決めた︒これは︑霧健男鷲潟県知蟹が︑團原発建設に反対する地元六圃体の代表と話し峙った照

が高言っていた︒

ば自然一生的に公聴象開催ムード

原子力委騒会は十八B︑三五二目・柏騰刈羽猿子口髭囎所の原モ副道翻公聴会の開催を断念するこ

照︑平穏な公聴会開催は函難との判断を固め︑同日︑甲止の方向で検討してほしい︑と遥遥したのに

﹁聞きおくだけ扁の批判のあっ

応えた措融︒原子力蚕興会は︑今後文翻による愈見の提出を求め︑安全審査に反映させたいとしてい
るが︑﹁中止﹂はあらためて公聴会のあり方をめぐり論議を呼び趨こすものとみられる︒
た擾翻公聴金の反省から原子力委

は︑八月十一︑十二の両日︑聚民

をボイコットし︑会叢論に笈対聴

員会は公聴宏に﹁毘解表明﹂を盛

会館で開催︑綴織約四十名が葱蝿

新潟環はこうした反対団体の主

り込むなど一歩萌逓の姿勢を棄せ

陳述し︑最初の陳述前に索電が原
衆を大盤動画して陳述を実力で限

原子力委澱会から公聴金の關催

モ炉について説明︑両目の陳述終
止すると主張した︒

窟

了後︑開鮭暫が難解説明すること
を彊子としたもので︑串務レベル
愈見が入編

張は根本的には公聴会の趣旨と相

穏健

折衝で地発の

ししチェックした繕漿︑溶液漏れ
は認められず︑突沸現象の究明に

答れす︑開催興の部分的変麗だけ
理施設で行なったプルトニウム溶

袋蓬κ

科学技術庁原子力安全局は十七
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では折り合いがっかないことや︑
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しかし︑この難し倉いで︑反対

響

も成功した︒今後はヒドラジンの
dユd職q燭

液蒸発街再現性試験とウラン脱硝

d﹈5﹁訓αd﹂d三夏ζ

賑︑動燃恥業団粟海盗難所が再処

q

閥催すれば欝察力の憩入は必至の
α

岡委員会には米側からE・ベッ ら六名︑B本側からは大山彰動燃

RDA︶と動力炉・核燃料開発地クジョードH冠DA原子炉開発実蕩速熱型炉開発本部長ら八名が撮

米鰯エネルギー研究開発局︵E

証部畏︑s・ヤコベリス・アトミ 席する︒

綴

業圏はこのほど︑今後の闘米爾騒

ックス・インターナショナル社蔑

とから︑炉物理︑安全性︑燃料枢

回楚例愈で賛成多数で可決︑承認

会としての蟄齎

定例会の際︑﹁計画公表からすで

成多数で可決︑採択が決まったQ

建設反対の調顯も出されたが︑一
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建設計画を承認

料︑ナトリウム技術などの墓礎技

兜とともに︑工場建設の

税望をもっている一など付帯愈

原子燃料工業の東海工場

術の分野に出定されていた爾国の

から出されていた﹃工場建設の早

された︒地元の竹之内七之介眠ら

ラント経験と機器開発の工業狡術

委風会はこの方針を受け︑今後の

に五隼が経過︑この聞︑用地の確

決麟

的分野でも協力し︑開発計腰の逸

れたもの︒

高速増殖炉開発に当たって棉互に

保など鱗茎準備はほぼ整った駄と

義が行なわれたが︑全会一致で採

展に対応していくことを決定︒同

健進

協力協定の範圏を拡大︑新たにプ

動燃と￡HDAは今年三月︑鎖

会禽を開くことになった︒

田から七月二日まで東京で第一園

整委農会﹂の設置を決め︑二十八

﹁蕎速増殖炉に関する田楽渇望調

進めて行くための協議三三として

の爾滋賀殖炉開発協力を効率的に

@難夢

懸継

qjqlα﹂qコ dコq燐

稠体側は︑①一問一答形式を導入

に採り入れられていた︒

稗覗．
締箏

いこうとするもの︒
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効率的な開発方策を兜い嵐してい

特
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今回は差引藝極月享ンヨナル・プレス・・ラ脚

もなサごりぼでノちのやミロごロノしサノ

ブで行なわれたマサチューセッツ工科大学︵MIT︶のノー

㌔ご亭・ご・・ρ㌧・8㌔

轟

酒

セン鱒士に現在でも原子力や石油

醐分で負わず犠盟茜に負わせるの

テーマを数盟紀にわたって研究し

当がついていない︒入類は︑この

禽の象故で︑その場禽安全にとっ

は峯定されない理由で停止する場

エネルギー翻要を満たし得ること

ば︑今隼の廃梨物だけでも三内の

粟国霊義です︒今は響告で済んで

由に対する制約が始まるのです︒

?繍﹈

ュー・イングランドの一部でそう は済まなくなるでしょう︒醤来

に処理するのに穿刺な資金を十分

を与えることなくこのニゾを安全

ら︑原子力発罐コストに全然影禦

いますが︑二︑三宝後には欝告で

は︑消日蕎の調査や患誠心の調査

がわかります︒特に北爾部及びニ

郷二面躍が働≦瀞どうかというこ

です︒アラバマ州の五千人の従業

て蟹要なことは︑それが止まり︑

ある﹂といっておられ話す︒さら

とです︒この場ムロ︑よく働いて璽

に提供することができます︒政府

てきたが︑琢だまだ還い先の話で

ば︑なぜ除子力は︑財敵的危険を

あなたは︑

から︑大きな違いがあります︒原

ラスマッセン博士

でしょうか︒

す︒それは放射能をおびています

子力反薄派が聞違っている場倉に
は︑エネルギー節約を進め︑魏在
に︑岡氏は米国は近い将来につい

が行なわれるようになるでしょ

財産叢濃に面する保険がわかって

員を持った企業が最近完全に麗棄

すでにエネルギー源となっている

大な結構にはなりませんでした︒

ては編藤翻勉炉に依直せざるを得

の法律によると液状の廃謡物は五

いないですね︒七瀬五千万がの装

う︒われわれは自由がほしいので

ません︒この技術は既に開整済で

ものの開発を瀧め将来は太陽熱に

がと二十五黛の駕月をかけて最近

物によることにしました︒数颪億

になってやっと原子力発露は米園

す︒放射性廃藁物を水に溶けない

しかし︑時には予防職漁が火災で

内のエネルギーの供給源となった

ないだろうといってい覚す︒ネー

のです︒ラスマッセン博士におた

置を持った企業は︑〜億七千五百

は菖四十年に一度発生するという

ずねしたい塁本的な質間はそのこ

万謎の保険をかけているだけで︑

マン・ラスマ・セン博士と原子力発餓に反対する・フルフ・ネ脚

ネーダー氏

十回繰り返す︑即

火災を起こす確率はどのくらいで

のくらいかということをある程

必要なカードを手にする確率はど

場合と心様に︑それを一般原則で

す︒ネーダー浅の安全性の研究の

の確率を冷笑しないから笑うので

分析してスリー・ノー・トランプ

りi・ノー︒トランプをやるのに 種類もあるトランプの手をすべて

究が続けられたのですが︑これは

のみのことです︒確かに長い間研

いますが︑それは輻射熱について

はメイネル氏についても諮及して

す︒京た︑太陽熱の利嗣に溢して

入れ︑走りながらマンハッタンを

アゾルの形で自動車のエンジンに

がプルトニウムを盗んでそれをエ

う︒原子力発電所で働いている蓄

闇題の一つは廃忘物に濁謁した問

について簸もよく誤解されている

ラスマッセン博ま原子力晃慰

のような安全装躍がありますか︒

萌の放射性廃野物貯蔵鵬所にはど

う可能憐は︑非常に小さいでしょ

質麟にみて短腰間に発生するとい

臥せん︒何か翠Xな問題がこの地

うと一世紀なんて一瞬にしか過ぎ

いで下さい︒このような点からい

に埋めるのだということを忘れな

にわたり安定しているという地厨

しょうか︒ブラウンズ・フェリー

度確実に携毒することができま

題です︒エンジニアにとってこれ

えるかも知れませんが︑編綴万庫

るでしょう︒それは葬常に畏く習

ち六頁矩経てばほとんどなくな

から︑それを一

性物襲は大体半威期が三十蕉です

る必要があるのでしょうか︒放鮒

か決めていません︒何年間貯藏す

政府が豪だどのような地厨がよい

が︑残念ながら蟹任を負っている

嫁豪しいと著えられているのです

す︒岩塩囎覧たは花こう岩の中が

地下であるとみんな語えてい謹

れを貯蔵するのに簸も適した所は

固体に変える方法があります︒そ

確以内に固体に変えなければなり

ことになっており︑現実には別別

ゴ㌔！魯．98塾・・．㍉♂
よる発電が二〇％ぐらいをしめる

す︒

陽熱は安く使用するのが簡単だと

鋸に一度発生していますから大体

故熟することもあり響ます︒われ

いう研究は国内にも数多くありま

とすれば︑おかしなことです︒太

で保証しているのです︒箏故が起

すが︑それは太陽の照っている騰

とです︒すなわち︑いまから五〜

ダー氏がいったことが本盗である

こった時︑その危険を負撮しない

われわれの擶定還りであるといえ

三億が以上の投資については歯分

というのは正しくあり蒙せん︒禦

だけしか働き敵せん︒貯蔵量置を

ようにします︒しかし︑原子力推

は少し難しい間題ですが︑原子力

㌦︒㌦・8㌔8．＝f〜㌔亀㌧8㌔〜㌦8．・8⁝p㌔

ネーダーさん︑原子力発

零

ーダー氏との討論の後灘を紹介する︒
．・﹂

覇会
進派が闇違っていだのでは規制で

故を趨こせせぱ財政的に非常に苫

われの推定では︑そのような獄門

贈に対するあなたの反苅が闇趨い発電が解決しなければならないほ
であり︑太陽熱や核融命のような

蕊栽購簿諜蒜 診大陽熱利用急げ
講論就学蕊震 毒早期実現は困難

湾染され・数万入の人間が死亡濠

ルバニア州に相当する位の諭積が

＋年後に︑大都帯の近辺でペンシ

たはケガをし讃伝的な陣雷や発癌

ラスマッセン博士
は︑原子力発寒所を破壊すること

ネーダー民

ます︒

夜に霞気を起こすということもま

ーソクを持った電気技師が偶然炉

は難しいといいながら︑同時にロ

す︒われわれが明りを必蟹とする

結び付けなければならないので

だ工学的に不可能です︒臼中はい

れでもあなたは原子力の開発は価

また︑私は澱物識禽で報告され

しくなることを測るべきです︒

場洞門体的にどのような藤任をとど科学的および技術的に難しい聞きなくなってしまいますQポスト たことをご紹介したいと思いま

らないのです︒このように工学的

憾があると判断されるのかという

国民を結梨的に不幸にしたという

が︑アリゾナ州で乱発に太陽熱の

す︒太陽熱の利稽についてです

を止めるような嘔故についても話

ことですQそれは飛行機や隷農や

レベルの被曝をするとしても︑そ

薔畷︑一二薫瞬が大変なこと

ンやワシントン︑その周囲の醤

しておられ益す︒闇違った眠気が

塀︑

紀中に鷹力を太陽熱によって得る

な間題が数多く残っており︑今撹

題はありません︒私は︑ラスマッ

利用について研究を続けて来た蒙

葬常にうれしい質

じめな抵進蕎メイネル博士が︑次

りますか︒

いたとしても︑エネルギーの節約発電駈を設計したバークレーの電ングハウスやゼネラル・エレクト

問です︒原子力反対派が間違って火力と竸華できるような藤MWのになります︒もちろん︑ウエスチ

飲料水というようなものと比較す

Sラジオを通じてテロが飲溢水に

ることができないことです︒CB

子力発電所の利嗣可能時工率七四
％というものです︒霊境に大切な

壁越に多くあります︒例えば︑康

のは利用可能時間ではなく︑稼働

ことを稽えるのはまったくばかげ

ったかは知りませんが︑門繹済的 得られ豪すが︑利用できるのはそ

ています︒湯を沸かす程度の熱は

に圧力をかけて得た有限賠償土棚

に太陽熱を利用する方法は濠だ覧

のようにいっておられるのです︒

の影にかくれてし濠うでしょう︒

私は︑正確にどのような誘葉を使

蕾しい蒔期に鷹えて︑風力︑輻射介したいと懇います︒原子力賛成

原峯力がそれほど安全であるなら

率ですQそれは大体五五％位で 核物質を混入するということをい

原発で超こったような甥故は少な

す︒次に︑テーブルにつきスリー

汚染したりしたらこれ程大変な箏

凸凹ラスマッセン鱒士︑発電

いと思い印す︒私たちの研究を誤

態はないでしょう︒政府は︑プル

って轡かしたらどうなるでしょ

解ずる人は︑この調査のなかでロ

みられています︒疲は︑今でも利

やっているのですQこのような薯 今では技術愚漸の阿能性はないと

う廃四物もあります︒今から二十

う︒その他に半減期が数懸盤とい

故が起こるためには︑どのような

出てくる廃棄物の羅が少ないから

は簡単な聞題です︒その理由は︑

・ノー︒トランプをやったとしま

トニウム一拷盗まれただけでもど

こでは正しいと謡え擁す︒しか

万年というネーダー氏の謙騨はこ

うしてそれを秘密にするのでしょ

です︒大型原子力発電駈で毎年高

ギ⁝については検罰していないの

放射性廃彙物は耳鼻ゾです︒大型

薦できる色々な種類の太陽エネル

国象の安全保障に蘭抄することだ

うか︒それは︑企業秘髄であり︑

例えば︑三月十五田付のビジネ

というのです︒このようにして自

の石炭火力発電所では毎隼二＋五

4ーン⁝一
ス・ウィークの配襲を︸．﹂蝿になれ

深い︑理性的な社会です︒原子力

お癒ししましよう︒英国は︑用心

バーであり︑第二は舶用炉は商業

ネーダー氏第⁝はリックオー

それが明らかであると思い凍す◎

炉は安全であり︑その記録からも

た寡が入口の中心の上空へ来た時

向って吹いており︑放射能を帯び

に風が韻も人口密度の高い地域へ

いません︒簸故が発生しても︑原

すが︑航空機薩叢をあきらめては

たのです︒飛行機の購故もありま

ず︑英国は原子力の鯛発を継続し

着想厳しい規綱必要

農村地帯に広うがりました︒この

詳しく期っており線子力発電所の︸議論をする人もいます︒破壊され

炉の何分の一かであるということ

岡し糠類のエンシニアリングが利

気力薩業全体をなくするというよ

ます︒それは桁懸いにはるかに小

あるというのは正しくないと恥い

あるとか︑能力の点で大きな差が

それは一度に起こるのではなく

起こり馨ることは認めます︒

す︒しかし︑何れにしてもそれが

が今田あけた数字より小さいので

す︒われわれはエンジニアですか

が低いので翻引いて設えていま

像でき翻す︒しかし︑その司能性

箏故の酉分の一の確率です︒

人の人聞を死亡させる飛行機衝突

なことは不可能です︒一つの例を

兇には血肉で港ません︒そのよう

めるだろうというネ；ダー氏の愈

ものだということです︒蟹故が趨

たとしてもそれよりはるかに軽い

な轡海与えないでしょう︒

象は一般大衆に対してそれ程大き

す︒しかし︑簸も可能性の縄い現

れわれの研究でも示している通

は︑盒然問題ではありません︒わ

︐の携供によるものでず︒

⁝

論会の資料は原予力安全研究・
櫨会ワシントン購務所駐在鼠⁝

﹃ス爾糞撫轄⁝

ん︒

う蓄え方は空想にしか過ぎ豪せ

て︑原子力は文明をほろぼすとい

を醜し上げておきます︒したがっ

に原モ購が損いていたということ

コントロールされることなく薗然

が籾めて翻れたその土地で熱燗に

のアフリカで︑数十億年前に入類

で発生したと謬われています︒そ

らゆる理論により人類はアフリカ

けなのです︒人類驚生に関するあ

しい放射性物質を交換しているだ

って︑騒初に掘り出したものと新

ン鉱石と綴じ程塵のものです︒従

の危険農は鍛初に掘り繊したウラ

し︑この半減期の長い放射性物贋

です︒

いのでしょうか︒われわれの調董
ではこの蝦故は︑非定越階全戸と

裟躍が故罰していなければならな

呼ばれているものです︒すなわ

です︒なぜなら︑あなたが必要な

トランプができるような手にする

ナ三枚のカードをスリー・ノ⁝・

この調遵はそのような方法で行

ということは非常に確率の小さい

ます︒

をしてみましよう︒ブリッジをす

なわれていないのです︒少し説明

ち︑発甲所が予定された理由また

ら︑余り可能性はないが核兵器に

ノー多≠睾チノ多5多ノづ多⁝多

繰るような璽饗な票件を考えるこ

！多ノノン！！多！グ

ことだからです︒懸さんは︑一兆

ー

る人は︑法認プレーするうちでス

はそれ程大したものではないので

で火災が発生し︑相豫鰍の放射性

開発の初期にプルトニウム生藤炉

す︒ネーダー灰が飛行機の安全注

とんど切能性のないことです︒シ

ともできます︒だが次のことはほ

きたい点があります︒ネーダー氏

ステムAもBも故隙し︑更に格納 物囎が排気筒から外に漏れ近くの

仕方ありません︒一つ指摘してお

の識諭をすると︑空中で工機の飛

は︑原子力災害を数75人の蝋纈を について議論をしたのと問じ種類

容器も破損し︑停止装國も動かな

う飼民に放鮒能をばらまいており

行機が衝突する場愈︑スポーツ競

知てしょうが︑全圃の側千万とい

死亡させる曝一の与薬としてとら

技場に落ちて〜〜二万人の人闇を

質問海羅の原子力船を容認し

被懸している人が多い︒どこか固

えているということです︒しかし

たとして︑照照用の原子炉と平目

事っています︒それは不胴のもの

そのためには次のような条件がそ

細部についてよく知ったテロの諭⁝るのてあれば︑悲めてし誤うとい

であり︑第滋はそれが厳しい軍監

用されているのです︒ネーダーさ

に雨が降り始めなければならない

大事故は問題外
ラ教授

全懸盤のために他に代わるものの

さいのです︒私はサイズは知りま

く︑しかも〜般大衆に鯨える紬渠

瑚粂にはその規模は非常に小さ

に︑われわれの調査によ

ないこの種の渾翻技術を原子力発

せんが︑多分数十分の一小さいで

エスチングハウスにより製造され

ラスマンセン博士

誘な凝導けれ緩勇発掘うのでオ︒しかし︑そのような論

的管理の不にあり澱燈先されてい

のです︒これら一会の悪柄が岡時

が話しているような種類の蜜故

うなことはしません︒ネーダー氏

私は︑舶用

です︒

所内で蚕繭が発艦する可能性があ⁝理にしたがうと︑われわれは競狂

るということです︒多少プルトニ

んは︑舶胴炉又はその大部分がウ

に起ることは罪常に可飽性が小さ

ような劉故があったにもかかわら

ります︒しかし・彼⊃も一漣のこ㎜われわれが依春している技術の大

ウムの漏れがあったということは

いのです︒すなわち︑黛故が起っ

いという粥態です︒璽に︑その上

とがらを望み通りに起こすことは皿蔀分をあきらめなければならなく

わかっていますが︑それがとの程

のです︒実瞭には︑われわれが想

死亡させるといっているようなも

不呵能です︒また︑風の万陶のよなり窮す︒いかなる工業被会も破

定した最悪の原子力購故は︑二万

ろっていなければならないので

うなことについては雰でコン﹂響為やブラ・クメイル籍葛

ると最悪の畜故に関する数字は彼

す︒第

ことは難しいことですが不斑能で⁝またその他の破壊の司能性を持つ

まセん︒原子力発電所を破壊する﹁それが原子力発心湧であっても︑

それはそれ程厳しい規制を受けて

電と比較することは不司能です︒

しょう︒だがその点は議論しても

り︑それを想嫌することは可能で
はあり噂せん︒最近露国政府が行︸た技術であるとしても︑それから

いません︒アルバート・ワインバ

ったらわれわれは原子力をあきら
なった調鳶もそのような破壊が可︷守るために忠愛な資源を投ずるへ

ーグ氏がこの魚についてよくこ存

だが起る可能性があることは想

かし・それは雛の窪豪し三管た人が康勇議で嬉お

能であることを尽しています︒し㎝きであると思います◎ローソクを

希型通りの結果を欝ることはでき

細螺

す︒それは雰常に珍しいことなの

＝冊＝一回＝＝一騨＝＝需＝一冊＝三一；二＝＝＝驕幽＝一一隔＝日曜二＝需濡一骨＝2冊用＝

の穫の罵途です︒

取繕影響を受ける人が多くいま

で切り抜けて︑三十〜三十五年の気技師ハイラム︒スミス教授を紹リックは︑約十九隼前に連邦政府

危険度は泊然状態．以下

ても分析すべきであったと主張し

附＝＝＝認＝一＝需塞＝旧＝＝＝二認

熱などや太陽エネルギーの開発を派が間違っていた場台には︑その
進め象す︒太陽エネルギーの和粥

的混乱を超こそうとするときに︑

安全に管理できる

ーソクで事故を起こす人間につい
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科学が安全実証

ラ露華

いるので︑調査紬果は秘密になっ

甚潜在的危険あ る
三間ラスマッセン簿士︑米園

会計検査険︵GAO︶はテロ・グています︒この調賓はもう一つの

何をするかということです︒その

ち︑破壊竹為によって大きな蟹金

場合︑原配力の船位は低くなる︒

問題を捉起しています︒すなわ

あな肥の安全性に関する計算では

きくする司熊取を認めています︒

その理聰は︑現在のよう蝉︑同度に

ループが原芋力発電所の蜜傘装置

この貞をとのように考えろれ︑⁝

を破壊し︑炉心溶融箏故の需を大

本のロ⁝ソクが原子力発長所で一

認電所の叢叢・も璽な董

工業化した社会においては︑原子

のく凸いですか︒

秘炉の火災をひき趨こす確率はど

利用の原子炉の建いを説明してく

題を先に説明し求す︒肢壊万拡を@熱幸す・子ダ出のような ださい︒

ラスマソセン博忠GAOのの
問得られるより魅力的な濫標があ

放射性廃棄物問題

ているという点に関心がおありで

@

しょう︒その方がはるかに早強で

@

ません︒規模が小さく︑國象の安

@

度海水を汚染しているかはわかり

@

実に脊議する間融であるならば︑

@

ロールてきません︒したがって︑⁝ことはないと思います︒それが硯

@
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各国 の 参 加 呼 び か け
﹁消費国とのかけはしに﹂
際パり松本駐在醸口六月十五Bロンドンで開かれたウラン露給に関する国際シンポシウムで︑ウラ

盟蓄の協議の場として発展させて

的な薯業に激纏むが︑生離蕎と消

いる︒フランスは西ドイツとの技

程腰憾じなければならないとして

なるのでERDAの要求にはある

のウラン法制の調蒼④ウランに関

府の統制︵緬格形成︑加工段階︑

高速炉協力で交渉

んでいるがいまだに原型婚建設に

弾︒フランスが西独や米醐と技術

安全管理で報告

エリオット・リチャ⁝ドソン・

審議会︵ERC︶委員獲は上下

米商務長窟兼濁僚エネルギー資源

両院原子力禽岡委員会に今後の米

って増蒲する放射性廃簗物の安全

国の原子力発電拡張計画にともな

惣理は科学的および技術的にも実

行可能であるという報告隣を提出

した︒この報管需﹁商業上の放射

て︑環境委員禽︑商務雀︑地質調

控廃虚物の管理﹂の作成に影たっ

製委員禽︑羅境保護庁︑エネルギ

障害がないよう十分に知識および

ものであり︑運転開始後の問題や

商業ベースでの竸筆力を無視しだ

ろである︒しかし︑CEAとして ③同計圃を通じて︑廃藁物管理

研究開発費の回瞑に望みたいとこ

ウス祉︶との特許権契約を結んで

民間企業︵例えばウエスチングハ

が磯任を取ること︒

に激する蜜適性確保には遡邦政府

力コストに大きく影響しない︒

物に比して少なく︑所要資金は賎

②放射熱廃棄物の積は他の廃棄

惜報を集積している米圏のアプロ

も米国箭場を無視すれば将来の襲

つながる︒

ーチの方が正しいとしている︒こ

虫労運︶組禽貴をはじめ︑諸国暴

うことを再確認した︒しかし︑ラ

地球友の会などで︑CFD？︵亀イトで座り込み運動を行なうとい

れに対してCEAでは︑※国はす業体制を確立することができなく

仏ラ・アーグ再
処理工場でデモ

添物の排出基藥の強化や周辺儘民

閉鎖の要求を撤温して︑放射性廃

・アーグ工場圏体については工場

また︑西ドイツ︑スイス︑オラ

および従業質の安全対策の強化な

などのメンバーが参加した︒

力運動︑反軍運動︑環境保全運動

ンダやアイルランドなどからも応

どを室平し︑決議した︒

さきごろ︑
フランスのラ・アーグ使用済み核

援にかけつけて参加した暫もあ

いてはこと賑子力に関しては安全

︻パリ松本駐在皿

燃料藩処理工場をめぐって展瀾さ

り︑デモ主催者側の発表によると

処理装置など、数多くの実績

計・建設を行なっております。

麟戴

＠蹴騒ヨ蝋輩野暮内部

東奈都予代畷区大手町2−2−1（新大手町ビルl
TEL東京279−544｝（大f七翼）〒100

様︑政麿の統制︑介入が問題にな

一︑マンデル博士︵西独RWEいきたい︒そのため蒲盟國が拡充

えてゆかなければならない︒しか

する資料の整理・配布⑤今後十年

貿甥での介入︶︑事業拡張のため

術協力協定に続いてこれが第二

スの地位を確立することになる︒

提挑することは国際的にもフラン

一︑協会の事業としては次の項

されることを期待している︒

っている︒

蕎の卒蔭な慧党・情報の交換を握

社︶が妥協案として生簾暫と消鷲

る︒

すためには一定の備蓄が必嚢であ

しその縢りでも今後少なくとも三

ないし十五隼懸のエネルギー政策

供絵源の開発なとの選点について

必要な資金の確保︑労働力の確

も翌らないーフランスは四十倦湯
しか投じていないが︑すでに実証

E醗C︑廃棄一

騒に亜点をおいていく意岡であ

①ウランに関する統計・傭報の

消蟄蕎が対話を確立して協調する
り︑また兇蔑しでは高速増殖炉藤

十郊闇はウラン蟹源が不足するよ

それぞれ発議︑ひきつづき質疑

ウランと化石燃料の不足i値上

れた核反対デモは﹃葭本のプルト

デモ謬顔巻数は

原子力産業の発展に貢献する

﹁い︒

一︑シンポシウムに参加してい

にウラン護聾の七七〜七八％を占

る麟︵田本を工む︶は一九八五無

ンポソウムの塗とめ叢競る・柔ルギ嚢暴・藷
案したが︑京つたく岡感である︒

醸後にコスチュイク会喪から次

た︒内容次の通り︒

の趣謡の開会の辞があり︑幣を閉

．立し︑必要なウラン資源を調達し

関置数麗剛⑳欝院議鎌鶴憲麟難蹴

収集および配布②できれば情報の
クリアリング・ハウスまで脅成し

じた︒

一・葛餅鯛勉炉︑核融盆炉の実

電所の建設および核燃料サイクル

本参加する必要がある︒原子力発

たいが︑商談のクリアリング︒ハ

源︑生配と囎要﹂はウラン生産国

ウラン鴬給動向は軽水炉中心に曰

現家でにはまだ数十隠謀するので

年十二月公識された﹁ウラン資

いる︒ウラン資源の安憲供給を期

確立では︑反落運動に磁気して

場として最遜である︒

入︑プルトニウム・リサイクル︑

ウスとなることは排除する③蛋国

が︑ウラン協禽はまさに艦罐煮と

と空費国の協調を勧告している

一︑今残の会議に参加している

の検討︒

応答があって午前の会話はしめく

両国の開発方針を打診

たし︑住民の健康面でも何の影響

二十五慰問の特許権契約を提案し

り一を前捉に︑九＋隼代のまだ

ニウム揮否隔をもスローガンの一

ルギー源として原子力は必要であ

性の強化は求めるが︑将来のエネ

りゃむをえないとし︑計癬減速の

また︑エネルギー政策全般につ
つに揚げて行なわれた︒デモは日

発表では四千入︶にのぼったとい

デモは一応平穏に終了し︑運動

日揮の総合エンジニアリング技術。

押

棄物処理システムの開発を行

ン舞源は今後少なくとも三十年間は不足の心配はないが︑新鉱康を開発するためには照臨国の探鉱段

した︒このシンポジウムは仙味六月︑英国の空轟でオーストラリア︑カナダ︑フランス︑南アフリカ

階からの磯本参加と国際撫場の安定を園るため備麟㎡画の策定が必要であるという亮解が大勢を支配

諸購の主要ウラン蛋瞳麿︵十六社︶によって設立︑今年一月︑瓢力会社などウラン消費者にも門戸を

うなことはない︒

指摘︑国際協力にウラン焦齢者と

られたG午後の会議では姿勢蒋代 保︑市場の安定化︑生湿施設の耐

一︑ウラン協貧はこれから本格

来麟における石炭との竸禽などの

シンポジ ウ ム は 碕 協 会 の 一 相 聞

ことを強等しだ︒続いて午前中は

消費鞍の対話が必硬であるという

廊では現実的な兇通しを確立し︑

久力などが提趨されている︒長期

でに累累湯を研究開発鐙につぎ込

生涯国はウラン資際の七〇％を出

の覇旗期を し め て く る 行 第 で ︑ ウ

表がウラン誘嚢の行方︑ウラン閣

開いたウラン協会が虫催したもの︒

ラン磁藤蕎 と 消 費 轡 の 対 話 の 場 と
南アフリカ︑オーストラリア︑カ

震と供給の安定などの点について

めている︒中期の課題としては政 課題が指摘されたし︑生謹煮両

して将来の 発 展 の た め 璽 露 な 役 剛
ナダ︑フランス︑酒ドイツなど主

ー庁などがエネルギー資源慰議会

ー研究開発局および連邦エネルギ

ーチの方が正しいと反駁してい⁝に協力した︒

ている一としてフランスのアプロ

炉建設に鶉手できる体舗にまで来
米ERDAと仏CE
A
技術協力で交渉中という訪日が明

る︒こういつた背贋で旦HDA⁝同報告講の霊な結論は択の通

※エネルギ

らかにされた︒フランスは一九七
ー研究開発局︵ERDA︶が仏原

は︑フランスはその先行してい亙り・

︻パリ松本駐占仕騰

び鉱山擬発のコスト評価と費金調

子力庁︵CEA︶と蕩漣愚答炉の四庫から原型炉 フェニックス

要だ︒また︑新しい施設建設およ

それに麗倉う探鉱開発の拡充が必

要生蕊繍の各代表が︑ウラン焦甦

シンポジウムの参加轡は二十一

のパタ1ン︑ウラン供繍予定︑ウ 発讃したあと︑簡蛍な質疑応答を

ウラン協会会長の婚葛で爾アフ

達計颪を検討しなければならな

①過牽三士年の間放射牲廃棄物

リカのジョーン︒シリング氏がシ

もなかったというこの実績は︑将

スーパーフェニ

︵酉三十万KW︶の建設 きな利溢が得られるため価格を引

ックス

き下げて発獺すべきであると霊心
にとりかかる予鈴で︑ERDAは

山中にも馬尾炉

の心理について何の支障もなかっ
い閥︑聡発管理機関のバイタ

一b﹁忌﹂配Plb﹁衷﹁b﹁blh﹁葺一h﹁blh﹁ヒ﹁b−P−b﹁bIh﹁一P﹂ρ一b﹁Ph︵
﹁ニや五万KW︶を運娠させ︑今地位を利口して技術価格をつり上
ハウス聞社か︑闘定説格のター

るのか︒關発が進んでいても︑

ティをどうずれば維持していけ

げているが米国との技術協力で大

実用化された唯一の新エネルギ

予期せざ

ンキイ契約でこの段階を攣り切

った︒そのための

ー源だが︑いくつかの伺利な条
件に急まれた︒潜水艦炉技術や

※蜀の計画は少なくとも二無は遅

ている︒フランスとしてはHRD最小隈農におさえるということに

その資金調達鰻構がないが・：

未成熱な高速炉が競争可能にな

本の北原駐仏大便が同工楊を視察

う︒

ため新エネルギー源︑とくに太陽

万二千人︵警察

した翼翼に行なわれ︑田本からの

員は続いて藥会を開いて次癩は七

使胴済み燃料再処理引受け反対を
掲げた︒このデモを維織し︑先導

三十万KW高速楢殖炉原発︶のサ

めた︒

熱の開発を強く要望ずることを決

︵ラ・ア⁝グ汚染反対委員会︶︑

H河︶のスーバ三フェニックス︵百

したのはCR玉LA簸︵地域核反
月にクレイ・マルビル︵ローヌ
対悔報・闘争委員会︶︑CC︐

先にした原子カプラントの設

いミ

辞

ぢ

田

難

繋鍵

懸麟麟
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霧
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騒
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f力発電所の放言寸性廃棄物

をもつ︒

か畷から二首余人で盛会だっだ︒
ラン政策︑見通し︑懸格形成︑ウ
行なった︒

開会の騨で ︑ ウ ラ ン 臨 会 の ジ 露 ！

経済・敷治的な影響や代掻ウラン

ン︒コスチュイク日長は将来のウ ラン供絵国が踊要を満たす上での
ラン隆転勤膜の主襲課題について

鵡ρ一ppp− b

鯉︑夢

技術が

れていることを認めている︒だが

Aとの技術協力協定よりも※圏の

慮力金被への税法上の鰹遇︑政

るという試籔があるが︑その流

ミングがすでに

な商業運転が開始されても間塞を
避けられない︒障害がよく見え

米国としては︑フランスの計類は

している︒これに対しCEAは︑ 来の謝画に大きく霧与し︑大規模

ない初期段数には︑新エネルギ

フランスのこの計醐と銘移しても

整備が爾志になり︑商業的に成

に兇え︑

段階を熱り切

わないしかも知れぬと︑ウォル

危険は

レスデン︸号が年時の最大規換

り立つ軽水炉導爆が確立された

研究管も政策もその方へ移って

⁝源はみな

実費化

も導水炉方式

古ひてしまう

の発電研であったこと︒その結

とウォルフはいうQ

研究嵩や公衆の頭のなかでその

ついて︑予想される凶難な問題

葬のりードタイムで︑技術附経

果︑五千万がの態設費と四一五

超過支出は十錘がにのぼっ

を指摘する︒たとえば太陽エネ

いってしまう傾岡が強い︒そん

る

ルギーの場命︑人工衛羅方式で

がこの

なことでは数十億がを消織して

ほか︑十五万KWの実㎡譲葉ド たが︑それによって製造旛設の

は︑雛型炉はもちろん︑太陽エ

済的斑能性を文字どおり立証で

れるかだ︒ウォルフは聖薗の高

火力の軽水技術を使えたことの

ネルギー︑核欝欝︑地熱︑石炭
は郭故の可能性があり︑議たそ

きた︒しかし今日の最大規模炉

︑／

液化︑オイルシェール・など
の修理がむずかしい︒地上採熱

は落懸去KWにスケールアッ 遼増殖炉について︑G鷺もWHひとつも物にできない1間に含

来来のエネルギ⁝踪について

など︑機織に余る代案が囲臼押
方式では︑膨大な採熱面稜のた

フは王事を鴨らしているQ
ウォルフは饗するに︑鑑半可

︵タ⁝ンキイ︶を

もう一慶やるつ

な覚悟では数十年の道のりと鍛
段階の難関を滞

もりはなく︑民

実用化

後の

炉では︑開発途士のほんのワン

府楠助金︑開発や発電への政府

磯でいけば︑どこかの国では動

り切れないとみているわけだ︒

ステップに過さないのに︑建設

の礒接壌加などを検討すべきだ

・※国には

閣の負担能力の

ムの拡散を＋分防げるか︑藤た

費は十倍︑りードタイムは七一

としている︒来圏でさえそうだ

フした︒三十乃KW程蔑の笑認 阪界をこえている

エネルギー開発で警鐘

バラ色

しであるが︑それらがいつごろ

聞題は今後の新エネルギー源

笑朋に供されるのか︑それには

め気候変化が起きるかも知れな

ウォルフ氏

実用段階の難関を指摘

どの位の投入と問題の解決とを
織するものなのかは︑＋分認識
されているとは 繭いがだい︒

近讃のニュークレア・ニュー
ズ誌で︑ゼネラル・エレクトリ

題を論じている︒ウォルフはど

誘導放射能のため︑遠蹄擬作を

十隼にも増えている︒核融禽な

ック祉のB・ウォルフがこの問 い︒核融愈ては放製性トリチウ

の代案も︑原岬的には将来のエ

どでは︑意昧のある笑験炉の建

物の鍵が経済酌燃料になること

て巧く完旗できるかの問題︒オ

とすれば︑臼本の現状はどうな

必濃とする複雑な装醒をはたし

設だけで牽僚賭以上を要するだ

る珂能性をもつているか︑克服

イルシェールでは︑大鷺の水使

だろう︒軍需いかえれば︑この種

ネルギー供給を無限に拡大でき

すべき技術的困難は大難く︑数

のか︒

の試算は新エネルギー源のタイ

ろうQ

もわたる虚幻管理︵計醐管理︶

澱後にウォルフは︑数十年に

響をどうするか

飛と鹿策物による生態系への影

ある︒つまり初期の突軍規横罪

ことの証明にすぎないとウォル

しかも熱大の難蜘はその後に

十銀の蔵月と数十穏がの初期開

ウォルフはさらに軽水炉の開

の聞題点をあげる︒数十年とい

・などなど︒

発投資を雲することから︑化石

発経過と比較しながら︑これら

数星︵ないし十数基︶の建設で

遅れている

に倉わぬ恐れがあると驚蓋して

の新エネルギーの困難さを浮か

鰍料負涼の枯勘にとの代案も聞

いる︒

フはいう︒

︵K・K︶
命をさえ趨える黛月だ︒その慢

えば研究病竃技術薔の職業的薄

してきました。それら技術は原

崖

エレクトリットとウェスチング

使用済核燃料再処理工場、原

麟隠

、．

（42）

ある︒軽水炉では︑ゼネラル・

開発においても各種放射性廃

炉，，
〉茎 2響ア
臨＿．．
謙、

・

．蕊

｝

び上らせる︒軽水炉は今撹紀に

ウォルフはそれぞれの代案に

碇

耀

ない、安全と環境保介を厳優
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噺

礁

豊冨な経験とノウノ・ウを蓄積

寓織麟

……

を残しています、騰揮は技術

ラントの設計・建設を手がけ

は、約半1珪紀にわたり石油精

r力分野においても求められ、

蝶

〜

製・石油化学をはじめ各種プ
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欝跳、
欝夢轡
欝
馨難題∴罫涯ご烹
翻欝灘
騒

懸 撫

「一「ゴ「ノ

加

m

昭和5筆年6月24
新

業
産

子
礫；三櫨郵便物羅可｝

第83壌薯
（3）

聞

業

力

原

原産派遣セ
闘

蓄

賜田の現状などを紹介しよう︒

が印象的であった︒以下︑今回視察國の最大の行溺であるフォーラトム大会の登臨を巾心に︑

の国が原子力とそれへの憾熱の国に変ったと莞間違うばかりの野心曲計画を遍うスペインなど

に驚異的な計画を実現しつつあるフランス︑自蚕齢をもって魑実に蘭進ずる西独︑太陽と冷熱

技術的問題に醐面しながらも︑潮向きに原子力開発を逸めており︑とくに強力な方向づけの下

繭後に欧州六か国の施設を訪幽した︒欧州各園は程度の差はあるがそれぞれ社会的︑経済的︑

日脚岡はスペインのマトリッドで開催された第六圏フォーラトム大会参加を中心とし︑その

叢

癬

蟹頭︑カ ル 幻 ス 国 王 は ︑ 開 会 を

来﹂というテーマで開催された︒

の原子力エネルギーの現状と将

本からの約千名が参加し・﹁欧州

回覧か国および来国︑カナダ︑臼

第六回フ オ ー ラ ト ム 大 会 は 欧 州

くまとめあげ︑各国代嚢が熱愈を

レポートを﹁団精欧州﹂を示す如

否めないが︑議題についての各國

お祭り的との批判のあったことも

技術的突込み不退のため︑一部に

らの配慮︑時間制隈による諾細な

故︑微妙な政治︑国会︑経済上か

なわれた︒もちろん︑大会場の

償却糊度に対する纒汝の工央が示

た︒濠た財務状況改魑のため原姫

会社的︶の設立などが発表され

殊会社︵オーストリアの例︑持株

力会社にリースする︶の活用︑特

を供給し︑建設された発電所を電

で︑銀行保険金社の子院社が資金

償発行︑りース会社︵西独の一例

しており︑この対策として転換社

般的で︑この短縮には交換技術も

た︒燃料交換期間は約一か月が一

らも︑二︑三の実施例が述べられ

独︑スイス︑スウェーデンなどか

醗

○・

︑鮎

竃言された後︑ここで討論される

された︒

︐・箏∴趾

テーマは科学技術︑産業問題のみ

の⁝体慧をみせつけられる調いで

もって討論する状況に接し︑欧娼

必然性のあらわれである鷺︑強調

諸圏の繕含︑全民族の相互理解の

ジア原産大会︑汎太平洋原産大会

国際協調の必要性を具体化したア

あった︒会議を終って︑原子力の
ついては︑順調な稼働率の発表が

﹁原子力双三所の運転経験偏に
軽水炉の鰯禽の発電所打興は平

検計画の綿密化を強調していた︒

さることながら︑その聞の補修点

であり︑家た今飼の集りは全欧州

ならず金ての社会に膨目するもの

された︒続いてヴィラミア副首梢

である︒

の夢が小生の脳蟹をかすめた次第

醒翫二十三基建設のため約五兆円
料サイクル投翼の闇題が話題とな

響︑燃料サイクル投資の影響︑燃

の還転は著しく改善され︑また多

ーラトム以降の三韓の間に発電所

印象的で総括発表蓄も前章のフォ

で継御整を独立させることも増触

加の傾聞にあり︑ツインの発電所

後の改造や労働条件演題のため増

均一基蔚五十人程度であるが運開

どが紹介された︒

なりつつある許認識期闇の現況な

の立地選簸に関する努力例︑長く

る︑との慧見も畠された︒

ら常に改農設計を図るべきてあ

科の検査を通視しその笑綾負料か

おり︑技術進歩への追随︑安全墓

しも十分でなく囚難な藏をもって

状況は基準の整備などがまだ必ず

理工場は康だ遡転されていない

のウラン酸化物燃料の商業罵薄処

設が検討されている︒象た軽水炉

が待たれ︑さらにコレディフの建

法による冷却塔の気象への影響の

的実態調理︑シミュレーション手

は︑とくに洵川冷却に対する継続

析︑討議された︒熱影響に関して

能︑放財性欝欝物︑熟影響︶が分

の基本要素︑環境への影響︵放射

にδ．八MsWU／奪︶の完シ
成ョンでは各国のサイト条件選択

目原子力発電所地

図を好評発売中

・

日本原子力覇業会議は︑世

界各国の猿子力発電噺所在地

子力田鰻所﹂地國を作成︑好

・

︷がひと目でわかる﹁世界の原

色刷り︑梱包簡入りで一部千

・評販売中です︒四六金判・多

残部少々︒購入希盟の向き

三頁円︵別に送料︶︒

簡は原藍・漿務課まで︒

ニットす六台が趨工済みであり︑

引続き七六難〜七九年に九十万K

目計爾がフォローしており︑この

W級†三台︑百三十万K日興八台

Wスーパーフェニックスは今奪四

ほかFBR計画として百二十万K

月に認蒲済み・醤八十万KW級の

園︑総合築申の点では前項と似

計颪が作業中であった︒

＞
＞＞ル
論論不
討討パ
ルル際
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決
含含解
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7月2B（金）

かろ軽水炉では一発電所のみでや

アクセプタンスが極めて璽要な問

件・環境への影響︑パブリック・

準の進展への対応など解決すべき

が︑フランス︑英圏︑麺独で建設

解祈などが紹介されたが︑海水冷

ローチで前進する西独の各施設︑

ているが︑やや異った魑実なアプ

すなわち灘入狡術から独自技術を

発展させて建設のウンタヴェッサ

発電所︑オットハーン弩に続いて

て︑謬えさせられる点が多かっ

魑汝と次弩船計画を進める姿を冤

五︑経済性追ヌ標準化への努

た︒

ンタヴェツサ発電所と今磁毘学し

力が前進しつつある︒預独ではウ

なかったビズリスA︑Bの簗約と

立計画が進められ︑フランスのダ

して同C発電所における標雌化確

して取組んでおり︑各種の環麗対

タンカーの爆発対策など︑それぞ

60名

っているが︑FB疑への便用を語
題にする︑という調子で報告︑各

﹁環境繊麗とパブリック・アク

調していた︒

国ともむしろ藩処理設備増強を強

セプタンス⁝ーー輸入石油依存か

﹁核燃料サイクル﹂一i核轡麟

に国家レベルの畿伍でその戦略を

は︑その組綴︑体制は要るが一様

ため原子力開発に努力している欧

らの脱却とエネルギー源多様化の

供給確保に当たって︑欧州各国

て問題の解決になること︑纒汝の

に必要であり︑絡局︑畏期的にみ

欧州す五か国へのウラン濃縮サー

作成あるいは横討中である︒現職

これらに対し︑地万計蜘を配麟

段階で多くの機関から許翼翼を鰐

した噺家レベルの謝画が適雌選定

ることは避け︑できる限り続轄単

を行なっているが︑大半は※國︑

州各圃でも︑わが国同様サて条

ソ適から供給されており︑建設中

機醐に他の機関から報告を長し ビスは英圏︑フランスがその﹁部

が出された︒

うるようにすべきだ︑との発想案

点は多くあるが︑プラントおよび

あるいは計画中であり︑イタリア

却はあまり問題ないとしている点

題として登為してきている︒セッ

構成部贔の標準化は許認薄疇間の

でも検討中である︒セッションの

のユーロディフ工場︵一九△犀

短縮のみならず︑工擬価格の経野

後半︑プルトニウム︒リサイクル

また︑標準化についての欧州の

上の國的を達筆できることを認識

上︑岡谷に利用率および安全性岡

が特翼であった︒

があるとの蘭翻きで一縷の報告と

り愈って永遡の課題となる可能性

ついては︑複雑な各種饗麗が璽な

パブリック︒アクセプタンスに

の質閤が出され︑西独から今は研

へぞきズぽぐへなを

討論がなされた︒出された愈晃に
はかなりの纒があったが︑パブリ
ック・アクセプタンスはパブリッ
ク・インフォーメーションから始

イタリア︑政府の役割にふれたス

メ論鱒

h︾澄︑圏倫へ

しまら や し

して努力すべきであり︑さらに国

ゲ

究鋳期で再処理工賜のできる十蕉

三

際レベルの箪準指劉の整備を促進

直

後に期待︑ベルギーから開発甲だ

フランスなどが代表的であるり

イス︑発電所遇転実説を藝戯しだ

な教南について述べた麺独および

塞ると説いた西独︑地道な長期的

が十五奪かかる︑イタリアから極

すべきであると強調していた︒

く少雛のピンて実験中︑フランス

1計画の一躍として九†万三千K

ンピエール発電所では萌述のCP

返し発注︑構成機盟の一機樋一社

W四台が建設中であり同型機の繰

への集中化による羅薩効累︑将来

の駕早撮証によって外国より三〇

六︑パブリック・アクセプタン

％は安いはずだと誇っていた︒

策︑情報濡動の一端にふれること

スの問題はどこでも巖大の課題と
設︑西独︑スイスなどにみられる

ス︑ベルギーの軽水炉の共醐建

開発における協力のほか︑フラン

いる︒燃料サイクル鉱業や山型炉

目が現実の姿となって実践されて

一閃原子力開発における国際亀

っている︒

猿子力の実話となり臨儲につなが

召㎜質保証﹂セッションでも国

高稼働率が自

際的標準化が蕪蒸になり︑フラン
スは︑各國での懲趣な発展でとり
返しがっかなる前にその骨組をつ

いては︑SGを除いてまだ経験一 分野に適する隠推薦した︒現在︑

IS王︵便矯期閥中検査︶につ くるべきで︑とくにISOがこの

転が新型炉に対する賜るい希望で

信につながる
視察の印象

大会の餉後に欧州の各省設︑す

欧彊の機械麓業分野ではASME

ある点も︑紹介された︒

規格をベースに各国の品質撮証鑓

国では独露の標雛はなくASME

一捻駈で問題が厳しい点︑大呂の

は一般に一難であるが︑討論で︑

コードを多少なりとも適蓋してい

準の長尾あるいは進展が行なわれ
ストレッチアウト運転は便利だと

つくって国際的発展を曇るべしと

ている故︑ASME欧州委員会を
なわちスウェーデンのリンガル発
るが︑フランスは独自の夏準をも

購成機雛︑材料調達の舎理性・さ

電所︑繭独のウンタヴェッサ二二

所および原子力船オットハーン

とながら︑航空機落下︑近くを走

ができたが︑例えば耐震もさるこ
ィールド悪難工場︑スペインのホ

の提案もあった︒

署︑英圏BNFLのスプリングフ
らには電力系統運用の国際化など

た基雌のある点︑圧力饗器とSG
検査会社の責任についての鷹間
以外の構成機雛の王SIは燃料交 に対し︑各国から①極葦会社は規

三︑国家レベルにおける選択に

いた︒最終臼に訪れたサンローラ

れの環麗条件に応じて行なわれて

る鉄題貨物︵TNT火薬20T︶や

実行が身についている感じであっ

て印象的であり︑このことは既述

クス︵F8R︶︑サンローラン︑ よる決断とその摺力的実行が極め

た︒

るだけだから︑当然︑電力会社が

ダンピエール三発露所を訪問し︑

ゲン発魅溺︑フランスのフェニッ

澱僅をもつ③検査した製錨そのも

で︑囲衣をまとった女子濁校生グ

のスペイン︑軽水炉一FBR垂線ン発難所の炉体近くの管理海沿

ループに説明する技術看の姿が印

各囲の現況に薗接ふれることがで

を行くフランスに象徴的にうかが

九±労五千先†万五千KWユ

次︑六次早々に続くCP1計画の象に残った︒

われる︒フランスの軽水炉は五

のは検査会社の翼任である︵フィ

一︑各発墨所とも一様にかなり

きた︒とくに気づいた要点を列舘

高い稼働翠を示しており︑これが

ンランド︶一など園讐があった︒

上が最購襲であり︑したがって新

すると︑次の詣り︒

燃料を検葦する以上に使罵済み燃

憲だ燃瞬の醗質保認では︑設謝商

出すのみだ②全休検査の︸部をや

セカブレラ発電所︑スイスのゴス

ち西独も形弐によりそれぞれ駿つ

したイタリアの意兇に直し︑亟

燃料交換に間して適齢サイクル

穂が多くない点︑初期に建設した

R原型炉フェニックスの好調な運

達成されたと報告Qさらに︑FBの要閣であると述べられた︒

くの場合︑発注時の予定負荷率は

媛礪鯛韻豊新重本

団結欧棚の威︑まざまざ

着実なアプローチ

解決策といわれるゼロ成喪の諸題

第一セッションの﹁原子力開発

大ム瓜各セソション

なども話題に

国際的標準化

兼藏相は︑エネルギー危機後の新

闘を批判し︑闘題に鮒する買の園
答は人類の餉造力︑禽理的秩序の
下での経済活動︑国際レベルで物
襲を解決する英知と魔容にあると
断醤し︑一九八五銀には全基礎エ

ーの五〇％︶を原子力が占める野

計量と蟹玉﹂では︑建設臓の増

ネルギーの二二％︵偲力エネルギ

心的な計瞬を発表︑さらに設備魍

の投臓を必要とするための闘頚点
り︑圃定輝二大は避け難く火力発

薩化薬向上の闊題︑颪万KWの発 癩 ︑ 建 設 長 期 化 に よ る 金 利 の 影

についてふれた︒原峯力に対する
霞から原子力発露への転換は運転

騒︑強調された︒この臣額の費金

スペインの悪気込みを強く印象づ

調選のため︑体制の差はあるが︑

蟹から固定鐡本鑓への移勤である

セッションの六議題は︑そのま

各国とも一様に自己漁本率は低下

ける演説であった︒

のであり︑達田興味ある討論が行

まわが国にもずばりあてはまるも

フオーラトム大会醐会式
格によりメーカーを制御し知識を

換期間のクリティカルにならない

門原子力発電所の許認司と標準

点なとが発表された︒

化﹂一1立地︑建設運転の許認可
に関しては︑各国とも︑復氏性が

の原鵬として行手機関闇の蛋任の

申している点て︸致している︒そ

多様裟︑技術研究の増大︑さらに
環境問題が工臨に述べられ︑各剛

5隣間

7月5日差月）〜9日（金）

＝

ゴスゲン原発︵スイス︶の冷卸塔㊤と建設中の同原発㊦

◎なお、同試験の願霞〆切縫は7月511（月）までてす．詳しくは科学技術1∫放二線棄全課（581＞5271まで書Dl｝｝！合せトさい
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叢薄原子力産業会議・業務課靴奮蟹懲潜熱認
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振替5895 TEL591−6雀21

日本原子力産業会議・企画室

20，000円（倶しテキスト、資料代含む）

☆参加費
☆締切日

臼本原子力産業会議・第3会議室

霞
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員

大会墓調テーマ：「原子力発電開発総合システムの確立をめさして」

☆期
☆会
☆定
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蔵射線取離技：衛講習会

第21回

＊今日の原子力動向把握のために／

ぞれ仙台、東京、大阪、編岡て実施されます。標産てはこの試験に備えて本年度最後の
講習会を次により囎敷いたします。受講希望の方は取り急きド認まてお串込みトさい。
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