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岸壁で抜職りは安全

つ﹂の轡玉体の取繊し︑輸送︑傑

報鮨糟はその﹇結語﹂で︑﹁む

い︑としている︒

葺いて取出しても安全上闇題はな

﹁燃料装荷でも安全﹂餅記
﹁むつ﹂総点検・改修技術検討委員会︵委員長︒安藤良夫藁大教授︶は七月二十九臼︑﹁むつ︺燃
料体の取出しは船上に仮設したクレーンを煙いて︑外洋の膨響が少ない静穏な場所にある岸壁または
乾ドックで︑静穏な気象︒海象の田を選んで慎璽に作業すれば安全性はナ分確懐できる﹂との結論を
管の安全性は十分確保できる︑と
述べる〜方で︑燐緋体を抜きとら
なくても蜜傘性総点検と飛蔽改修

一NFCEP協議終わる

原子力関係案
件継続審査に
第八十一国会閉会

強い﹂と原発盃疋の立場を強調し

資源有隈貼代

自民党にエネ
資金対策小委

窮罠党は

のエ

る資金対策について検認するため

ネルギー安定確保の熱本餉提とな

罰党政務調竃会︑資源エネルギー

対雛調査余資金対簾小満︑貝愈︵蛋

員叢・佐々木義武沃︶を設置︑十

でに約六十兆円とみこまれるエネ

麟︑初余合を開く︒昭秘六十年ま

し方策を協議︑懸見をまとめる︒

ルキ⁝磁撮への購入資金調達に関

政鳴は七月二十九田︑科学技術

科学技術政務次
官に大島氏

もっていない﹂との発爵が飛び出

ムは死というたった一つの顔しか

導湧長︑栃木県総懸委員会教膏次

協岡狙合繊嘱︑栃木県羅利鰻業指

昭穏二十三奪以降小野皆第一難業

れ︑懸大農学部欄外経済学科愁︒

原子力本部

まとめ︑同碕︑宇野科学技術庁畏官と田村遡輸軸距に帳告別を提崖した︒同委澱会は五十⁝年十月︑
﹁むつ﹂の遮蔽改修・総点検には燃料体を取出さず装荷したままで実施しても安全性は＋分確保でき
る︑との結論をまとめている︒このため蝦笛露では︑﹁糖語﹂に燃料体の取出し作梨は安全に行いう
る︑と述べる﹇方で︑このことを改めて指摘︑あえて敗撮さなくとも安全である矯を明毒した︒
似舞茸の取出しにあたっては︑使

民党原子力船一むつ﹂対策特別委

委員金の検剖結果は︑三礫の自

とを改めて指摘した︒

る︑との同委員会としての從來か

た燃料体中の核分裂生成物による

改修に二つのオプションがあるこ

らの結論を改めて挿入︑﹁むつ﹂

は可能で安全性は十分確課でき
甕綴会は︑さる五月十七日の原

われる鰍料交換キャスクを用いる

期済み三塁と新鰍料の交換博に害

方式はあえて採用する必要はな

リーに減衰︒燃料体の表面線駅長

く︑条件や施設・設備︑上金対策

放射能は五十一輩三月宋で四キュ

は簸大でも一階間当たり約九十︑ゾ

が渦たされれば︑仮設クレーンを

る燃料体の取出しを含む取扱いの
安全性についての蕃議要請を受け
レムで︑核物質を運搬する際の劔

子力船﹁むつ偏関係閣僚会議によ

て検討を舶えていたもので︑安金

器の表面線騒垂

限櫨として定められている輸送容

OQゾレム／階

性総点検・遮蔽改修後︑燃料体を

さらに︑燃料体そのものも︑大

の畢分以下となっている︒

きな変形はなく︑出力上野試験階

入テ名の報告書を作成

再装荷して使う︑との前提で轡無

ついて︑その方法と安金性の考え

体の取出し︑輸送︑保管の各々に

方を報告繍にまとめた︒

業箱尺を設け︑二隼開程度で圃際

表団が参湘した◎

的再評価を進めることになるとみ

完進国首脳会議︵五月︒ロンド

報告欝の煮転については公表さ

の中性子昭射や噸サイクルの影欝

ン︶の盆意に星つく﹁触出核燃繕

は無視でき︑〜次冷却水は厳璽な

サイクル評緬計画﹂︵王NFCE
れていないが︑核拡散のリスクを

報告轡によると︑﹁むつ扁の燃

れはない︑などの肩口から門獣料

水質管理が行われており腐食の恐

をめぐって激し

た︒フロアーからソ連代表団のA

政務次富に栃木県選出の参睨議員

スマッセンレポートはすでに放戴

すなど悪冤が大きく分れたまま終

大島氏は大正石年十月二田生織

された宇晒削画の確率論に翔つい

始︑対立模様を齢し︑十四隼間の

繭翌
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料体は全部で叢十二体︒一体が西

ルポインズン樺で十︸行十︼列の

十二本の燃料棒と九本のバーナプ

正方格子状に配列されており︑四

では今後のスケジュールについて

られるが︑関係筋によると︑会議

ていないというQソ連︑束欧など 八海開の全高程を終え聞食となっ

兇池から罵際購な核燃科サイクル

十七︑二十八の爾日︑パリで行わ

たが︑︑朋通偏絹会から飛上審査と

P︶の七か国予備協議が︑七月二 抑えて原子力平和利用を二進する

放射線レベルが低いことから︑

を再評価することをうたった﹁前

なっていた原イカ閃係四四件一原

成物が外那に漏れていることが証

第八十︸臨時岡会は疏凹︑食期

れ︑評価検討テーマなどを盛り込

文﹂と︑ウラン資源埋蔵

共産圏諾騰やインド︑パキスタン

子力猛本法第一都改正︑上子炉箸

場となった圃際会議﹁原発︒核エ

開されている︒従業員披ばくによ

の話し臼いは行われずメドはたっ
んだ各国政尉あての報儀諜を作成

し︑トリウムなとプルトニウム

については外交ルートでの詰めに

なと南側諦国をも含めた拡大会議

九七七隼原水爆禁止世騨大会扁が

ネルギー閥題﹂フォーラムは︑三

の兜黙
して終了した︒六月八︑九田の第

絹済み虫歯の階蔵力法︑再処理方

一回協議に次ぐもので︑わが懸か 以外の核轡科サイクル薄評価・使
らは大川飼連局長を団長とする代

三田︑広島南の悶際ホテルで三十

い論議を展開した︒

反対のありル

一か国藤卜六佑の擁外代目を集め 田午後︑広島YMCAで朋かる
れガンによって死亡する司能性も
て開かれた国際会議を皮切りに始
まった︒原水禁︵社会党・総詳系︶

大難友摺︵おおしまともじ︶氏の

︒カリアディン氏︵社金科学轟︶

天然磯源保護協a︵NRDC︶や
の田ホ科学者会議関係轟が﹁抽象

糊フォ⁝ラムで順調講撫した米

A・タンブリン氏が﹁廃棄物処理 論に走るのは危険﹂門原発の金轡

と

蕎驚はもっと慎麺に一と反論︒こ

統一大会

鼻背して独麿の雛界大食を予籍す

れに遇し原水禁閲係著から﹁アト

はこの慢じ広島で

るなど十四難聞にわたった分裂大

台わないのは明らか︒安金性もラ

処分を蕩感すれば原発がコストに

趨旧を決めた︒
ではなく︑前途多難な擬勢だが︑

会に完全に智慮符が打たれたわけ

ており︑儀用できない﹂と指揃Q

これによりわが園の原水禁運動は
統一行動を踏まえ

次いで小野腸集大教撰が門臓設周

核兵器廃絶

という大聖へ耀け新しいスタート

郊滲議院議員初当選︒

を切ることになった︒

響3面に関遼配瑠

畏︑農携部長などを経て︑四十九
れるなど趣科に趨署する核分裂生

辺の悪趣からコバルト60が検出さ 断絶の 傷跡 をみせていた︒
統一実行委霊鑑世界大会の即で
原子力発勉聞題を講議する唯︸の

東京芝浦電気株式会社
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体は健全﹂と捲遷している︒
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核不拡散の見解は一致
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原水禁統一大会フォーラム
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安全で環境に調和した原子力発電：所

@営門品目

@幽原子力発蹴設備一式（原子炉、核燃料、タービン、編綴機）

ための政府案三千三百万談を四十九対三十八で習決し︑七千五百万
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算に決耗がつけられるとみられており︑下院本会議がCRBR計画

もう︸波乱ありそうな霊行き︒

両院禽同会議は︑各委員会のこ

繰返し述べ︑今圓の支炭43止はこ

れまでのCRB汎に対する支持を

れまでの既得権を侵されずになさ
れているとし︑また︑追加の資金
法案が起草されるであろうとも述

との敢引き

壱恥再処理工場拡張で
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会案oo
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なお︑今回両院倉同会議が修正

予翼案は別表のとおり︒

零34原スス＝

ウウリリ

ササササ

勧告に従い︑工程見直し︑旛設

されたルテニウム漏洩防止白書の

故調査の藩果︑︸九ヒ四無に作成

契約腱行のためにもその完了が必

計爾を推進しているが︑日本との

技師長はガラス固化のハーベスト

小できるので︑輸送もたやすくな

︵放射注廃棄物分離および鈍化 要と述べた︒ガラス固化は蟹を縮
の新技術を禽む︶を建設ずる︒酸

支部長の﹁ガラス

るという利点を指摘︒

固化が長期にわたり化学的に安定

地球の友

化核轡桝痘毒ポンドから放綴され
る水の放射性は︑初期のマグノッ
クス炉の五二ないし千分の一にす

に対し︑クレランド博士はガラス

ぎないQBNFLはこのテストを
の続ける保証がない﹂という質問

國化された廃棄物も超密封コンテ

ナーに論めるから保証される︑と

ため実物の玉千分の一のパイロッ

放射性廃棄物による大気汚染お

ト︒プラントを建設中︒

伊︑83年に五百

応えた︒
よび事故の魅険控BNFLのピー

ター︒マッムリ衛生安全部長は丁

は増大するが︑通購環境中に放出

︹パリ松本駐在風日イタリアの

資金調遼に料金燈よげか

八十万Kw目標

獲ORPでは放射性物質取扱い蚤

される放射能は現在の工場よりも
低いと述べた︒また︑もっとも大
量に被曝を受ける作業員グループ

の被曝璽はICRP︵二二放射線
ENEL︵享有電力公社︶による

防護委員会︶の許容量の︸O％以 と一九七六葎の電力需要は七五奪
失による︸般の事故頻度にくらべ
再処理工場のそれは落雷事故の頁
万分の一以下︒自動車で近＋覗走

しても工場がある西カンプリアで

ずイィ

わけではない︒調査委員会が判断
を下すまでにはまだまだ月余曲折

放射性騰棄物ガラス固化および

五年には年七・二〜八・六％拡大

の毘通しである︒この需要増に応

えるためには八三隼までに二千六

百万KWの発電所を建設しなけれ

五万KWは原子力発電駈︵カオル

ばならないが︑そのうち五蕎八十

の計画が実現すれば△二年の発霞

ソ原発を含む︶とする計画だ︒こ

千八百万KW︑八五庫には四千九

所の総出力は四千三百万ないし四

百万ないし蟻集七百万KWとな

一九七三年のウィンズケール工

じまたはガラス・ブロック︶の研

ス固化︵セラミック製カプセル封

重膠で︑そのうち四千万膠がガラ

射性廃棄物管理計画費は六千四二

り︑七七隼は一兆リラをこえる見戯

億リラ︑七六年が八千七蕩億リラに上

が︑七五無の欠損が五千四百二十

政府は二千五百億リラを出資した

六無二兆リラの駆虫り︶を要する︒

蟹口重BNFLのクレランドる
博︒そのために膨大な資金︵七
が予想されているQ最近の窪な論 士︵研究開発担当︶は本年度の放

翻分離作業申に作業窯で漏洩があ

しだ︒このため再度︑電力料金の

値上げが横討中だ︒

究開発費だと述べ︑すでに液体放

事実を明らかにした︒コーベット

ットダウンしたまま︒丁薮ORP
射性廃棄物十ナをガラス圃化した
でもこの工程を必要とするので事

る︵臨接儲款金利八％で八千五酉

一億三千九頁万炉の鐵款を供与す

億五千五二分が︒米輸出入銀行は

エスチングハウス社の受注分は一

総額は九月五千万が︒そのうちウ

なお︑エスカトロン原発建設の

られた描置である︒

いうスアレス内閣の決定は︑こう

たアンゴラのエスカトロン原子力

ス︵WH︶社に建設を正式土庄し いる︒議会の承認を条件とすると
アルベルト・オリアルト工業エネ

炉︶も反対デモの対象となってい

発電所︵九十万KW︑撫二水型 いつた反対運動の動向に即してと

︹パリ松本駐在面頬スペインの

ルギー相はこのほど︑原子力発電

スペイン

承認を条件に

建設は議会の

反対運動に対応

る︒アンゴラではこのほかサスト

所のツイトは政狩が一方的に決め
ることはせず︑コルテス︵初の総
選蟻で選出された議金︶の承認を

た︒スペインでは原子力反対運動

えてから決める方鉗を明らかにし

が二次盛上ってきており︑ことに
バスク地方のレモニスでは衝突が

全グル⁝プが指定阻止を表明して

ト候補地になっているが︑環境保

タン工場︶とソ連に委託する︒

ン濃縮はユーロディフ︵トリカス

四百二十五万が︶︒核燃料のウラ

ゴ︵酉二十万KW二基︶︑バーホ 二十五万が︑罠問貸付け保証五千

ス三電力会被がウェスチングハウ

リカス︒レユニタス・デ・サラゴ

エンへール︑エンセダ︑エレクト ・シンカ︵覇万KW墓︶がサイ

繰り返えされている︒また︑巖近

〔原子力関蓮営業種目〕

〔原子力関連主要得愈先〕

（発鯉所関係）日本原子力発魁（株）・敦賀および東海発躍所、東京羅力（株〉・福島原子力発隅所、申
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書
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り︑その後はこのセンターはシャ

場での放射性ルテニウム漏洩事故

点は次のとおり︒

八○年には甲掛〜七％︑八一年八

下だとしたQまた︑故意または過 比四・五％贈醸した︒一九七穴〜
予算として漂上したERDA関係

利な外貨収入源となる④再処理は

はいまだかって被曝で負鰯あるい

BNFLのコーン・オールディー理薯は①処理によって分離されたプルトニウムを高速漕殖炉に装荷すれば一定壁のウランから五十〜六十倍のエネルギーを引出すこ

イミングを一分半行った場含の殖

った場盆の死亡事故︑ロッククラ
ら墨る高放射姓廃棄物の最終醜貯

亡嶺故︑六十歳以上の老人が二十

原子力発電所の便礪済み核轡料か

蔵にあたり︑より取扱いやすい形

分闇生きる場含の死亡率に相当す

とができる②τHORPを建設し しかし︑反対派は本格的攻勢を

ることを明らかにした︒いずれに

に転換できる⁝⁝と主張してき

友

た︒

ンズケール核燃粒再処理工場を拡

ドト

は死亡した例はないと強調した︒

どで町決されているものの︑本会

12

しているので︑まだ勝負があった

に料し︑〜億五千万冠の予算を決

鋤鹸㎜d．機護や炉

手葭まできている契約のように碕

八月末ごろからかける恵図を表明

㎜囎蹴計総

ないとBNFLは技術面で遅れをとることになる③色本と署名一歩

成功している︒

蔵

304，200
215，529
29，000
191，980
187，950
68，444
150，000
37，906

炉
殖
増

337，200
201，229
44，000
186，980
187，950
68，444
147，060
37，906
987，685

謂

304，200

消され︑二転︑三廻してきた岡謝

復濡

304，200
33，000

他の公共象業

310，385

画予算は掬び窮地に追い込まれて

304，885

の道員とされたことにより︑当顕

59，485
92，400
158，500

はこの関係の政府予算支出はとり曽需⁝幽＝＝≡＝コ≡＝＝≡＝冊≡≡冊一一＝髄＝；隔＝盟≡＝＝≡二憎≡一二二＝＝︸＝＝≡一一瓢＝＝冊＝＝⁝三＝曇；＝一隔＝⁝二柵二＝憎＝≡≡一＝﹁＝＝階ヨ

晴に出されたC貧BR建設停止の会議の決定との関連をめぐって︑

59，485
92，400

にもかかわらず︑BNFL︵英核燃料公社︶側が計画の必硬性・安

〜方︑下院は︑CRBR向けに一回五千万メの支出を要求しているエネルギー研究賄発周︵泡武DA︶予算案が︑科学技術委員会な

153，000

還してサーマル・オキサイド︒リプロセッシング・プラント︵TH

BNFL︻パり松本駐在鼠U英国のウィ

96（｝，585

307，900

議での審議が遅れている︒九月六譲に米議会夏期休会が明けるた

ザの予箕が上院本会議で斑決された︒

196，900

定︒その後︑チャーチ議員は上院本会議において︑反対派の立場も

上院エネルギ⁝資源委員会︵チャーチ委員長︶ではCHB8計醸

101，00（）

め︑九月中には下院でERDA予
ORP︶を建設する計画の公聴会全性・経療性を認めさせることに

統領が脊定的態度をとっている水資源開発など他の公共事業支出の一部を認めさせることで妥脇したものである︒

これは︑上下晦院が同計画に対する予算をつけないかわりに︑大

ゼロ にすることで罵翻した︒

民BR︶建設に対する連邦予算を 1・サイン を求めたもので︑同 継続予鋳を承認した場禽は︑春岡

目を集めている︒ 両院命同会議は︑七月二十田︑議会がクリンチリバー増殖炉︵C

．．

＝

入れた七千五薦万がの妥協案を出

英︑公聴会ま険調

度ERDA予算案

彦
…＝一・

など環境保全派の激しい攻撃

0

297，900

恥

中央研究所、日本アイソトープ協会、東大工学部・原子力研究施設、東北大学。金属材料研究所、東
京都立アイソトープ研究所、放射線医学総合研究所、恐気通僧研究所、（株）東京原子力産業研究所、
ブイオン生物実験センター
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｛議！羅嘉麓犠職業所にて…鯉鞘を諜

以上漂子力関係の他

謡（572）5734。〈573）2664

臨臨鎧騰

（単｛立流ドル）

9
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0

間話（08943）（9）0

文春別館内

本社（原子力部）

政府護1ま予舞
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餐難言舌（06）（353）5
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醒話（095552＞6

0

篭言舌（08528）（2）

麗根出張藩島根県八束郡鹿島町片押
九州出張訴 佐賀県東松浦郡玄海町
回圏出張所 愛媛県酉字和郡凹凹町

子力本部

大，先蛍業所

原

転ジ諮甲ぞマ璽

護都中央区銀座5−5

羅証i（02926）（6＞1331
質二一（07702）（2）1636（6＞1326

茨城梨東茨城郡大洗町成田

数賀営業所 編井眼教賀【言3昭和紐∫1−18−23
＝た阪営業訴 大阪前北区松ケ枝町40グラウトビル

賑

福鵬鴬業所福島県双蘂盛大能町 ㌃猛話（024032）2793
東海廃業所 茨城県那珂郡東海村村松 電話（02928）（2）1662。1663

株式会社ビル代行

窺遡撫

日立プラント（株）、東京芝浦躍気（株）・原子力本部、三菱原子力工業（株）GE・敦賀および福島建設
所、WH・高浜建設所、 田本ソールオール（株）、臓和テノキ（株）
（研究施設関係）日本原子力研究断・東海・大洗・高毛嚢研究所、理化学研究所・大和研究所、魁力

り

（発竈所関係）機器その他の汚染除去、疋期検査時の除染・サーベイ、核燃料袋荷・交換作業、個人
被曝管理、汚染衣類のランドリー、冷却取水溝の清掃、廃棄物の運搬、変電所・窪調設備運転保守、
施設内の補助工事並びに灘繕業務、管理区域内除染および清掃、普通区域清掃
（研究施設関係）PI放射線取扱実験室設計コンサルタント、施設の改造・解体、廃棄施設整傭、機
器の除染、各種廃棄物の処理、 ブイルターの交換、空間線量率・表面汚染率分布測定、空謎設備運娠
保守、管理区域内除染および濟掃、普通区域清掃、浄水管理

幽賦

聯

（2）
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子

7r
ξ

原発全面否定に批判も
の第一陣を切って原水禁︵社鼠党︑総評系︶璽催の﹁被爆筑十二周年原水爆禁

﹁再処理三蓋を﹂

和・自由のための圏際婦人連盟の

いては蝋大の甫川定宍氏が﹁従業

つづいて放射課被曝の間隔につ

出し﹁ハンフォード原子力施設の

大型エネルギ⁝反対

ンシャイン︑三熱なども認められ
ない偏との

月の原子力産業懇談金で︑﹇経済

の内の臼本工業クラブで開いた七

照本原子力陣門会議が藥京・丸

の入口増とそれに伴う食糧増を

十億に達するとすれば︑これたけ

仮に世界の盗難が二十世紐束に七

とくに人口増撫問題をとりあげ︑

るとした︒

うとっていくかが今田の闘題であ

のゆで︑わが園の終済のカジをど

難だとして︑ある垂垂のインフレ

業︶を鉱大することによって︑塵

ま維持し︑新しい産業︵第三次産

である今鎧︑既存の麓業はそのま

であり︑終身腿胴制の改変が雲量

業構造を変化させて行く傾覆がで

支えるためにも終済旗長はかなり

岡教授は〜方で︑翠雲零墨欝の

成長の展望﹂と題して講心した策

中村東大教授が示唆

門設備投資中心の経済成長から白

同教授は︑将来の成畏について

に示されていると述べた︒

ー消費の少ない罷業の近無の伸び

︵富動車産渠など︶鰐︑エネルギ

ることは︑第三次産業や機械工業

にではあるが︑すでに進みつつあ

てきている︒こうした変化が徐々

痕大学の中栂隆英教授は︑ある樫

原薩懇て

﹁産業構造変化始まる﹂

最近の推移から︑二次産業人口の

高くなければならないと述べ︑好

ないと述べ︑わが国ではすでに野

度の白血がなければ経済は旗ウし

駆構造の変換が進みつつあるが︑

費源︑インフレーシ汚ンなどから

定の経済成畏を保っていくために

くる制約のもとで︑今後とも一

は住宅など民生分野における離業

?業で吸収されている鏡状を 鼠関連麗業にウエイトを櫨いた成

飽和あるいは過剰分が︑家庭と第

鎌な低苓には限界があると指摘し

指欄︑灘欝欝からも経済難論の大

した︒

維持されるべきだ﹂との冤解を示

工業は︑急簿はできないにしても

長が鰻まれるが︑この聞も図化嶺

界的な威長が求められていること
をポ唆した︒また︑一次産舐の値

た︒これに鞍懸して嗣教授は︑現

むと好まざるをとにかかわらず世

上りが明らかな以上︑継界的なイ

職設備の他産業での利鎌が不町鮨

の誠摂︑都市の再開発︑血道・道

ンフレ傾満ははっきりしており︑

面などの公共投資に璽煎を置かざ

中村教授は︑経済職長への気菰

寒期的にこれを副灯することは藻

るをえないだろうと指摘した︒

的なマイナス要閣︑プラス要凶の

鷹階讐瓢謄＝羅隔＝讐麗＝q﹁髄一＝＝開一＝＝＝認＝＝柵二﹁＝嵩＝＝＝柵鴨一＝＝m＝齢一冨二㎜＝；＝コ＝開＝﹁＝冊冊膳＝＝＝＝凹一＝曽＝㎜﹁濡謄一二柵瓢階縣曹冊謄冊冊一一需二＝胴＝謄＝＝篇＝一角＝皿＝柵＝一二冊一一一一一幽罷＝需＝＝＝＝需胎齢＝

それぞれを概説したが︑その中で

う形で麗騨の贋原発熱望に参脱し

年の覆原発衡民漣絡金議の継成に

動き韻すことになり︑昭和︑舞十

趨こす﹂との輪軸により翼依醗に

は︑例えば医療器輿の滅頗・殺薗

ている役罰も大きい︒利用の拡大

日常生感の縁近かな部分で果たし

に入会

電語O八二一丁二七⁝六七一〇

いく︸と強調するなど︑﹁岡際連

会

電話〇七六四一四一⁝

勲業

原産に入

蹴締役社長拍灘梼堀氏

関躍阪急商轟︵株︶

九二六二

干九︸二〇

住艶種由南桜鵬通り三番︸切

代裟敗締幾社長測舎鰹二

圏戯共岡火力発蹴︵株︶原産

帯﹂の必要性があらためて強く撹

論へ

とエスカレート︒これに対

しコルビー氏ら取國代表らが﹁瞑

氏

放射線利用の

ンタービル内

甲五三〇

六⁝四四八−五七一一

電話〇

原曜に入会

中聡技術コンサルタント︵株︶

施設はこれらに対処︑処理狡術や
測定技術の開発︑照射力法︑遡正

予七⁝ぼ四

代表鞭締役祇長矢野口治郎氏

重工に入

竃話○八二⁝丁五

住所鷹島南餓壷飾一三⁝三

取綿役社鼠村田轟
線継の磁認など各糧の実濁江試験

プ利用は拡大の鎮商にあるが︑新

ものQいろんな分野てアイソト⁝ 大阪施北区巾玉詠六！六申之鵬セ

メリットが抱寝に酒かされている

安と問題点のない

題が残る凹々あり︑こうした〃不

聖心瞭的反核連 に弱く︑ガス処理だと残鷲性に闘

の場倉︑プラスチック製器異は熱
も︑

ることになった︒

台﹂形成へ向け新しい局醐を迎え

醐際連絹

つづいて︑数葺来聡慧されてきた

摘された︒

こうした迎え方は三ナ麟援択さ

難癖播エネルギー源を閉確にすべ

な発．口を行っだ

アイソトープ協会が滋賀県に

し︑今鉦幸壕には囚際統一行動を

﹁まず薩処理輝辻を鞍擦すべき れた﹁閾際反核連勝の形成をめざ

きだ﹂と反諭︑タンブリン幾も

碗実的

で︑原発は実際には稼働するだろ
うしと

ことから︑会議は一時紛継︑憩胞
対立の︸端が浮き彫りにされた︒

開発〃試験施設建設へ
R一利用の拡大に備え

会

澱毒針測工藥︵株︶

〇

轟瓜

A

を行うのが王なねらい︒

E

煮⁝五五〇

A

職員と専門家募集
一

ﾅ鴨四五︷瓢一一

予七六四

電

住所香川県坤多展郡多度津町徴

原器に入食

〒一〇野

住所康京都港区

磁本原子力慶業会議

て︸︒︶〜尽目さい︒

ていただき濠すので︑あわせ

月第四命躍鐵を侭館日とさせ

期的に背う躍顧で九月岨路毎

蒙た警擁の管理︑整理を定

め資料簸を体館いたし濡す︒

日︑國護・資料を整理するた

る八月二十玉︑一予期の両

日本原子力煙叉会議は来た

のお知らせ

資料室休館

洲話〇三i五七一一丁岡二三五

藁新橋一⁝二i一三

社長近藤礼三氏

栄進化学︵株︶

話○八七七⁝二⁝搬i二⁝篇＝

岡際原子力機関︵玉AEA︶は
次の愛領により聡慧および出門家

①保障窪川嶽欝局業務

を雰蓋しているQ
▽職員

部鐸︸世職貝七二︑二篤職員五名
②捜鶴援助および重版局技術援助
部三二筈職曳一名③研発およびア

▽撃茎家︵カツコ内は派遣地︶

イソト⁝プ局生物科学漏二二良

①験子力前当の鷲案と実施︵アラ
ブ着長岡磁那︶②安定順位九素の
濃糖と分折︵エシプト︶③物難議
摂︵インド︶︒応募締昭りはいず

住所

原価に入

れも八月↓六日︒識格答請縦は原
蚕調査部含綱室濠で︒

中総轄気機工︵株︶

曝

書︐図

駅

痔臨

∵冒

ぜ駆一串 原子力特殊撫

乎憩稠用問題に焦点
憂の原水禁大会
止麗界大会岡際会議﹂が二十九︑三十の爾賑︑離岡県盤既幾岡の窮ナ冤ハイツで開かれた︒金議は一
部恵晃対立を残しながらも三十臼︑①際子力に箪和利用はありえない②岡三的な反核連台の形成をめ
統一ム〜ド

のなかにあって﹁原発繕対反対については絶対妥協しない﹂との方針が改めて確認され︑数年来強調

ざす③このため今無十月に麟際統一行動を趨こす一1などを内容とする声畷を採択︑

ある﹂と三重︑

R・G・コルビー女史が﹁いかに 腿彼曝は竃住田に約八目に堰大し

屈動家D・アンジェ氏︑オースト 核拡散の閥題については︑まず平

ている﹂と述べ﹁現蕉の測定は外

との袴え方を強調した︒

ラリア鉄通日紐のD・﹂・ノーゼ

部被曝串心で内部被曝線敏が明ら

このうち鍛初にとりあげられた

が繰り広げられたQ

されてきた﹇国際適帯﹂についても﹁反核連禽一舞体化へ陶け新しい局薗を迎えることになった︒
会場には英然蟹灘保誕協会のへ

イ氏ら＋職名の外国参頒薔をはじ

いて門現蕉世界巾の稼働巾の原発

簡厳に原爆が作られうるか﹂につ

かになっていない﹂と題題提起︑

・タンブリン氏︑フランスの反対

めわが国からも漂水漿︑社塾党︑

タンブリン氏も別途レポートを提

れば学生でも製遺司能扁として舷
労働者に関するデ⁝タから労働者

このあと﹁反原発闘華の三際連
構﹂ではヨーロッパからラ・アー
グ再処理工揚︑スーパーフェニッ

たこともあり礎画を積栂化︑かね

の段どりとなった︒

旛

一万六千申力綴の買載もほほメド

て父渉が続けられていた公有地約

手

がついたため︑土地寒威なと

岡協会はカナダ線子力公絹から
さしあたり線脚五牽κ万キュじ一
を購入︑ここに建設ずる施設を至
心にコバルト60ガンマ線を朝面し
た加工・処理技術の開発と酒仙に
嘱たるなど実用化試強を行う絹幽
だ︒要︐帽があれば陥射サーヒスも

行う︒髄調にいけば裏年愛までに
は絶群建設を終えて︸部試験も開

ラシオアイソトープ・放粥線の

始︑秋から画趣転に入る予定︒

利曙は︑次学分野で疹柄の診断と

⁝丁七⁝⁝⁝○

取縞役社k津田秀夫氏
広鵬巾暴騰九⁝四〇

峯／

﹁

聞
公明党︑総評︑臨治労などの代嚢

ことができ︑物理学の頬識さえあ

から一無に一万個の原爆をつくる

原

統一大金 をふり切って独窟に

険性をあおったあと︑タンブリン
のガン死亡に顕遊で有慧な増加が

などから澱めての

ら約六十名が参膿︒原水焚が

朋いた金識だけに︑いやがうえに
民も﹁嬉処理・核拡赦﹂に圏点を
あることが明らかになった﹂とし

発絶対反対論

も原発間題に大きな無点があてら
駁つた発・﹁虫鯉行い﹁インドの核爆

て﹁被曝諮容線量を＋分の一に低

建設を講画している施設はこうし

席敷は贈す傾両にある︒同協会が

ェ︑S・フランソア︑R︒シフリ 滋賀県甲賀郡しがらき町にラシオ

た絹来の聖経増に対処︑放射線に

鐡水アイソトープ協議はかねて

アイソトープによる医郷器暴の融

て実用化規独の開発試験を行おう

ッツ各氏︑米国のぎ・パーり一︑

反対闘塾を行っているD︒アンジ

クス︑ウィル賑発などでそれぞれ

…一

会

茨城県岩井市二戸423TELO2973（5）5711

耳

業
産
れる形となり︑原水禁の森滝氏の
発実験は導租利隠と懸盤利田が区
くすべきだ一と独翻の提案を行っ

門異認であれ軍秘利閑であれ核が

購できるとω袖謁を継り張った一

は

存征するかぎり人類に未来はな

猿発絶薄反対論

た︒

こうした

〆カノ」内は肘月の実績

c次

セスほか飛品昭射や噴煙処理など

りむ

さらに円本側代表らを無心に勤り

三と

、止る必て

最

よる処理あるいは穏婆技術につい

。糊報運前

1豹礎識誹
一てへ盛工 接両
獅述誌て珊つまのjしべ限い比いえ

とすあもの︒雌元から誘致があっ

なも炉
再旬人働り走だ
へ磁を
な建か備
人のか
渕に摂宏機嫌つ
と発は
つ設らを
セ治利
始は行だ嘱た心をさ
手が一てたとて

治療などに即きく蒸熱︑訳業プロ

株式会社イト鰯串
札幌、仙台、東京、新宿、横浜、名古屋、大阪、広島、九州
詳しい御問合せはイトーキ鉄扉部原子力課 東京都中央区銀座H3−12電話03（567）7271〜8
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聞

業

ド／マイター研究の想定水準を下

ター社の巖近の研究には妥当な点

発電に関するフォード財鐡／マイ

打ち出した批判によると︑原子力

季可能澱についての報告需の仮定

いる︒この角煮では︑ウランの入

財団の結論と勧告に蕾鶴を黒して

と核燃料再処狸に関するフォード

る扁と述べた︒

平かつ非自薦的なものとみてい

プルトごウム︑増殖炉政策を不公

しかしAIFの批判は︑増殖炉府の編導蓄は︑カーター大統領の

界のウランの大半を使いつくして

欠如を危惧する一方で︑米国が世

彼らは電要燃料供給国の鱈頼性

いる︒

を開発するかもしれないと整えて

上国は︑独竃の歎料サイクル能力

クは無事であったもの︒このテス

ット推進機関との衝突にもキャス

毎蒔八十一・五畷で走行するロケ

力のあることが︑薄度実証された︒

クは断酷な事故条件にも耐える能

で︑痩用済み燃料輸送周キャス

米原子力産業会議︵A王F︶が

がみられるものの︑いくつかの結

ウォルスキー氏はまた︑これら

論に欠点があるとしている︒

トはノース・メキシコ州アルブケ

核具器能力を与えるかもしれない

えるべきであり︑そうした懸念は

とする現政府の懸念は剛引いて考

極めて作為的なものである︑とい
っている︒

し︑キャスクそのものは表諭に小

そってU字型にまがった︒しか

載していたトレーラーは︑機畷に

全に押しつぶされ︑キャスクを搭

機関の前方半分は衝黙によって完

軌道レールの聞に止まった︒推逸

出され︑地上を二圃はずんでから

八踏の運搬用キャスクは臆に打ち

る推進機閣との衝突後︑重鍛二十

この8の実験で︑高速で走行す

ストの第三図圏のものである︒

ニウムの蓄積は各蟹に一夜にして RDA︶が爽施している一二のテ

A王F理事長はさらに︑プルト 場で米エネルギー研究開発周︵E

ルクにあるサンディア研究所実験

しまう意図があるのではないか︑

の米政策は︑政治的な理由から核

理事長も批判的議会証言
には大きな熊踊があると述べてい

と懸念していると証÷渇した︒

A豆F︑君繰報告批判

一般的な結論のうちで同蔵でき
る部分は︑今世紀の残りの期問︑
原子力と石炭に依存しなければな
らないということ︑可能性のある

兵器の放棄を選択している多くの

原子力産業会議︵AIF︶理嚢長買えていると述べた︒また︑これ

一方︑カール・ウォルスキ1来 先進国の感箔を害するだろう︑と

る︒

険性が存在するいくつかの発展途

らの揺導者は核拡散の実質的な危

エネルギー研究開発担当副次宮

い︒

公式に決定されたわけではない﹂

冷却方式認める

米環境保護庁

ノ

⑧

節

射酎

照照

験託

試委

亀

（願・PD・四隅理工騨職開園・胤錨辮響歎謂rl雲lll慌二ll11

；増殖炉の回避i一

﹁巨額の負担増 招 く し
電力研が霧鉢報告に反論
RIの研究は述べている︒
来露力研究所︵EPRI︶のPR

ェル爾氏の最近の研究によると︑

回る覇合︑摺殖炉を二十年間延期

︒H・メイルズ︑R・G・リッチ しかし︑ウラン供給蟹がフォー

増殖炉開発の延期は数兆ドルのエ
することによる不利益は一二がを

麟故を考量した場台ですら原子力

ネルギー支出を米国に強いること

述べている︒壇殖炉をまったく無

は健康と安全の両面で石炭より著
上回る だ ろ う と E P R I の 研 究 は
が母国のほとんどの人口稠密地域

中で︑〜︑欧州や醜悪の産業界︑政

は︑再臨小委員会における論語の

れていること︑さらには︑原子力

になるという︒延期によって米

視すれば︑米国の負担は二二ザ以

国が負担する経済的不利益に関す
る両氏の推定額は︑カータ⁝政権
い︑ということである︒

で石炭よりもコストがかさまな

一方︑フランス政府はこのほ

矛盾するものである︒GAOの見る︑と述べた︒

われがこれまでとってきた立場と

ど︑リヨンの北︑クレイ・マルビ

状態は損われなかった︒

W︒J︒シュミットキュスター氏 さなくぼみができただけで︑その

た︒レイモン・バール首椙が署名

W︶建設に対し遠洋承認を与え る資金︵BMFT︶の拠出阻止がシーブルックの

と語っている︒

環境綴護庁︵EPA︶のダグラ

ス・コッスル還禽は六月十六日︑

シーブルック原子力発躍所のワン

由は見巌たらない︒さらにこの研

⑳（03＞5茎1＿2191

﹁ニュークリア・インフォ﹂

が︑パブリック︒アフエアーズ

は米原子力産簾会臓︵A薩F︶

・アンド・インフォーメーショ
ン・ブ員グラムの一環として︑

原子力に関する驚報を収得︑分
析︑騨価し︑その結果にもとづ
いて︑全国的なコミュニケーシ
ョンとパブリック・アクセプタ

ンスの輪をひろげるために発行
しているものです︒この携報に
は︑原子力をめぐる月闘の動き
がたんねんにまとめられていま

竃
上になるだろう︒

燃料資源がすべてフォード／マ

の原子力政策の基礎とされている
畿近のフォード財団／マイタ；社

イタ置合究の基礎的仮定のもとで

解では︑米国はいまや︑核分裂へ

イター研究の想定纏を下翼るよう

も大きく︑もし豊大燃料資源につ

の途を放棄すべきではなく︑また

う要講した︒しかし︑壇殖炉に対

いて︑さらに悲観的な仮定を行え

和させることは可能であると考え

る負担は三兆五千憾が︑また建艦
このEPRIの研究では︑フォ

ば︑それはより大きなものにな

なことになれば︑堰殖炉延期によ

炉を無視することによる負握は七

ている︒

兆五千億がに︑おのおの繕大する
︑

液体金属冷却高速増殖炉︵L麗F ルに建設する商業規模のスーパー

報告密の描定額をはるかに上回っ

ード／マイター研究が想定する麗

BR︶の研究開発努力をも放棄す フェニックス堰殖炉︵百二十万K は﹁増殖炉の研究開発に充当され

スターツ院長は﹁現在計画を遅

し歯石官報に詔載されたこの最終

研究呪術省は︑この資金が十月

らせるに際して︑鍛も重大な不利

する識量の取り縫み方に変更はな

の石炭︑石抽︑天然ガスおよびウ

る︒

る︑と封入の研究蕎は述べてい

これらの章典から明らかなこと

かもしれない︒

て︑贈殖炉開発を二十年間延期し
は︑増殖炉の憲悪はフォード／マ

CRBR支持を勧告

べきではない扁︒

ラン供給亜が確保できると仮定し

た場倉︑米国の負担は一九七六奪
価値で千五十四がになると断じて
いる︒

益は︑近い将来﹂MFBRに間す
公恭によると︑同プロジェクトに

までには使えるものと期待してい

月耳糞の決定を覆えす

ゆだねられている︒

子力規制委員会︵NRC︶の手に

岡発艦所の建設許可は現在︑原

ものである︒

た昨年ナ

がこのシステムの許可を取り消し

の措置は︑8PAの地方事務莇獲

める熱定を下した︒コッスル二二

昨年も高温炉︵HτR︶の開発 ス・スルー海水冷却システムを認

る︒

対する行政上の異議証し立てば満

についての十分な知識を出たな

る賢明な決定を行ううえで︑それ

スは国民の利益に合致することが

足され︑またスーパーフェニック

米会計検査院が下院委へ

る﹂と述べ︑さらに増殖炉の開

い︑という危険をおかすことであ

示されている︒

オーリン・ティーグ委鑓長︵民

運邦議会の調査機関である会計

予算約二千淫心がが凍結された

五月二十四日行われたテスト

サンディア研で爽験

キャスクの耐
衝撃性を実証

が︑後欝︑解除されている︑と庭
雀は述べている︒

千酉七十万謎の拠出を繰延べるよ

の七八会計重度の研究開発予算五

答えるまで︑同省が大容鐡贈殖炉

起した一軍の藤衣に研究技術省が

遺風政府は︑議会の委員会が提

西独︑増殖炉予算
支出を﹇時繰延べ

検議院︵GAO︶は︑下院科学技主党・テキサス州選出︶にあてた

EPRIの研究は︑プルトニウ
ム︒リサイクルが堪殖炉鍍きのシ
ナリオでは利用できないこと︑そ
して︑糟殖炉が早期には纒入でき

結果になりはしないか﹂との億愼
を表明した︒同院長は次のように

．付軽している︒﹁醸も璽要な点
は︑増殖炉の研究開発を継続する
ことにより︑将来の核拡散防止に

の手によって今隼二月に完成して

リサイクル賦が︑サバンナ研究所

業から過度な環境上の悪影響は生

軽水炉の再処理・リサイクル産

論づけている︒

いる︒この報告懲は次のように結

欝書によると︑プルトニウム・リ

術的な理由は存在しないようだ︒

サイクル試験謹聴を延期すべき技

軽水炉にプルトニウムをリサイ

じないであろうし︑軽水炉燃料サ

クルすれば︑ウラン所要殿を二四
％︑総原子力経費を頁八十憾賦減

イクルのダウン︒ストリームに蘭

なコスト︑環境上の影響︑その他

して今後慧憲決定する場舎に亟要

けている︒

らすだろう︑と同報告書は結論づ

この報早書は︑カーター大統護

の要素にとって必要な惰報を提供

のエネルギー計爾が再処理を著慮
していないため︑公表されなかっ

究では︑横極的な安盒保障描置を

た︑とEHDAは述べているが︑する計癬を延期すべき技術的な理
ロナルド・り⁝ガン氏は︑その結

害など︑一般公衆の危険を増大さ

ら璽ずる死亡︑負傷および資産損

を理宙に報蟹欝公表を捲えたER 講ずれば︑核燃料サイクル活動か

論が大統領の計圃と相違すること

一方︑五頁玲からなる報告識

DAを非難している︒

ができるだろうとされている︒

せないという頻的を達成すること
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ないと仮定した結果においてフォ

発を遅延させることは︑﹁世界の

術委員会の委員長に対し︑来国は

四イからなる醤簡の中で︑エルマ

ード／マイター砺究と相違してい

米国の運転中

バー贈殖炉無期延期決定は︑われ

べている︒﹁大統領のクリンチリ 影響を与える米国の能力を弱める

R︶計画を放棄すべきではないと

φ窃

原発は67基に

関する園難な論議に影響を及ぼす

続領は︑フランスのエネルギー離

・ビューでジスカ⁝ルデスタン仏大

パリの日刊紙フィガロのインタ

仏大統領が幽明

． の路線は守る﹂

・ ﹁再処理・増殖炉

ることである﹂︒

来原子力産業会議︵AlF︶ ことのできる楽国の能力を増進す
の調董によると︑六月末現在︑

来国で運賑蔵司を得た原子力発
電所は六十七基︑発電容量にし

て約照千七蒼六十万KWに達し
た︒今駕に入ってから運転を開
始した発躍駈は︑クリスタル・
リバー三弩︑デービス・ベス一

理と魍殖炉は絶紺必要であると語
つた︒﹁フランスの計画は進路を
変麺することはないであろう﹂と
述べた岡大統領は﹁核燃料問題は
殉供給源の簗中と資源の少さから一
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涌産省は九日︑漿気浮揚︑資源エネルギー対策︑技術開発促進など来無度璽点政策六項碧を濠とめ
て自民党商工部会に説明︑了承を得た︒璽点政策のうち資源エネルギー対策は行政体制の整備など原
子力開発を中心とする石禰︑石炭各政策の推進ほか︑エネルギー源の多様化︑財源確保および電源立
地等々対策の促進が柱︒原子力開発についてはウラン資源自主開発のための中核機構づくり︑核燃料
パーク実現などを継続強化の計画で︑このほか濃縮ウラン備誌構想が復滋︑このための共岡会社設立

が︑概算額は﹁輌熱度比〜三％強

めを急ぎ財政当局に概鐸要求する

同省は月末までに各種施策の詰

員会委員︵興亜︶の再任を冷める

任期満了となる弁上五郎膿子力委

硬磁入社︒二十二庫経済安定本部

鎌旅順工科大学機械課卒︒爾離州

庁計画部原子力塞︑三十一年科学

総裁醤房調査課︑三十無経済企闘

十三年以降在英日本大使館一等需

技術庁原子力量原子力調査課︒三

った向坊隆委員︵葬常勤︶の辞任

とともに︑かねて辞任の願出のあ

氏︵臼本原子力研究所副理事摂︶

を士一当付で認め︑後任に村田蔭

ンのゾリタ発電所とアメリカのポ

司能性は十分考えられる②スペイ

イント・ビーチ発電所で遣様にコ

の水流が原因と判断され︑閤際調

ーナー部の燃料棒が損傷︑横流れ

から横流れ水の渇度変化による被

整して正常化している③解析蚕繭

覆管と支持格子スプリングの熱癒

力のみで燃料費が折擬する演能性

は考えられない④原研の調憲から

かったと忌避されるーーなどか

被覆管と燃料ペレットの溶融はな

ら︑原因は間険部からの横流れ水

たのは葺颪穆で︑関磁では当流末

折損部千二動揺のうち回収され

流の振動と判断したもの︒

関西慮力美浜発電所一号機の燃

動燃串渠団は︑ウラン濃縮パイ

︑詮雑翼

︑謬〆〜

孫儲
M勲︑

鍵搬

謬

世界の三蓑

原子力委貝に
芽上婁凪蝿代理は再任

村田浩氏起用
政府は九日の糊議で︑十二日に

原子力局次長︑資療局長︑誹画局

配嘗︑科技庁原子力燭調査課長︑

調理購長︒

年動燃野業団理購︒四十三痒原研

擾・原子力周長などを経て四十二

を委員︵非常勤︶に任命すること

大正四庫霊月十

を淡めた︒任命発令はいずれも十
三日の予定︒

村国浩疑略歴

日生まれ︒本籍煙雲県︒昭和十二

題の接合部では○・三10︒五︑ゾ

り燃料棒が振動して炉心バッフル

闇題に見解を明らかにする露を伝

一＝＝＝幽冊＝冊＝＝＝ニ＝瓢＝一一＝＝階＝一＝＝＝曽冊＝一二皿＝＝謄﹁＝＝＝＝冊一瓢鼎＝卿＝＝＝冊一需＝＝需＝算輔＝＝一＝一榊＝＝隔一＝＝＝＝＝＝冊コ器＝一＝

スミス大使にはナイ国務次官代

板または他の燃料棒に打ち当たる

でに千ナ規模実用プラント概念設
謝が固まっているのを受け︑来駕

理やシャインマン原子力撮当補佐

炉ことに異なる薩縮度調整にどう

の枠内には到懸︑おさまりそうに

析身重からみて横流れの水流によ

が遅延︑このため季当て済み麟糖

度から五か無計画で鋸産十㎡緒程

官らが随行することになる模様︒

溜になっており︑この閤隙では解

ウランに余剰のでてくる可能性も

の建設に着醸する︒核燃料パーク

度を対象としたモデル・プラント

えた︒

予測されているが︑備蓄構想はこ

実現では日産置誘規模︑五十八無

れらを僻め新会社を設立してさし
あたり五十七︑八痒度の取替え薄

メドとした再処理第二工場建設の

鼠当五千ナSWU程度の確保に乗建設薦手︵六十五矩操業開始︶を
り出そうというのがねらい︒原子

断から立ち消えとなった経緯もあ

難航しそうなど︑間題点はかなり

ない﹂もよう︒

間まった︒

度の日程で協議に入ることがほぼ

多い︒海水ウラン採取産血ではす

対砥するか︑新会社設立も立地で

ている︒立地難から原発建設謝画

闘米交渉大詰めへ

スミス大縫は六九琿から七二隼

不拡敬問題に摺通した法律家︒

SAL到来圏代諾を務めるなど核

ロットプラント建設用地造成の鰍

絹地造成工嘱は今秋中に終え︑

γ誌随後難

ト

蕊菱璽工業株式会社
三菱原子力工業株式会社

懸

PWR原子力発電プラント
PWR船舶用原子炉設備

も劇論まれている︒同雀はこれら寒点政策のもとに各施策の多めを惣いで月末をメドに一般会計︑特
別会計︑財政投融資の予籔を固め︑大藏総に概舞要求する︒

づくりを態ぐなど総禽アセスメン

供給を銀鼠に︑将来の

﹃核燃料サイクルの確立﹄では

トを行う︒

興体化を中心に︑モデル・パーク

パーク︑放射性廃急物処理処分な
態

緊急騨

いとの男爵もあり︑再び︑原子力
ど諸対策も墾点課題︒備欝問題は

豪政府からの同意が響られるか︑

ウラン資漂の確撮から廃棄物処理

渉の段取りを諾めた結果︑宇野宗

まで照縮盤理庁︵ACDA︶長窟

題産︑科技両省庁では︑①既設

確認折擬片回収に全力を挙げる︒
侑科学技術庁長編とジェラルド・

月末から宇野・スミス会談

ル板接禽部の角の隙間から横流れ

料体擬傷は︑燃料揮が炉心バッフ

東海揖処理脳設の運転をめぐる

心バッフル板接台部の間隙調整の

および建設中の揃圧水型発電炉炉

実施②一次冷却水の放射能濃度の

の隊閣幅を小さくする対策を講じ

るとしている︒

底により今後こうした折損は防げ

委製会に澱終報告し︑〜部で取沙

見をもとにまとめ︑九日︑原子力

入式を十一日︑岡山県苫田郡上灘

動燃人形賭鉱業所

ラントで鍬入式

汰されていた門燃料が溶融して折

う︒鍬入銭には宇野科学技術庁長

原村の同誌業雛人形際鉱業所で行

降雪期をはさんで来談から建歴の

窟が出鷲︑鍬入れを籍う︒

ボでの折損燃料棒片の試験などに

から遠心分離機の据付け作業にか

建設に入る︒計画では来年の秋頃

プラントが完成する︒

分離機七千台を備えたパイロット

になっており︑五十六籏には遠心

かり︑順次試運転にもちこむこと

きく︑本来O・一︑︑恥規の間隊が問

炉心バッフル板内外の圧力整が大

ちコーナー近接部二本の上部て︑

ッフル板コーナー部の燃料棒のう

その結果︑①折損か崩は炉心バ

より原國究明を行ってきた︒

月以来︑立入調査や原研ホットラ

損傷について︑随雀庁は昨年十二

昭和四十八無に発生した燃料体

損した﹂との晃方を幾旧した︒

通麓雀原子力発霞技術顧問会の葱

パイロット・プ

た〜一︒通産雀と科学技術庁は︑

れ水流防止のため炉心バッフル板 同視と定期検査隠の燃料検査の徹

に打ち当たったことが原因︒横流

に入りこむジェット水流をうけて

日来協議がいよいよ政治決滋段階

一方︑九日︑民社党の春口委員

スミス核不拡散問題米国特別代表

ノノ

振動し︑バッフル板か他の燃料棲

を迎える︒

B米舎同調査団による東海再処 ・無右心大使︵工AEA豪国代 長を表敬訪問したマンスフィール

﹀＜ノ

ド来駐曝大使は︑カーター大統領

さ

表︶の間でこの例題の淡葱を図る

げ

理施設調査報告をうけて日米爾國

ミノ

美浜一弩機の輝料体損働の原因と

安全

全専門審査会発慣用製業炉部会と

対策について︑原子力委原子炉安
ン

プルーブ

召川氏は︑﹁むつ﹂を起点とする

つの間にか安金性まで
うとの試み︒約颪五十人の参加蓄

行政変唾に圏を同け門原子力行政

たとの情報がもたらされると︑い

さ

通産、科技両省庁が報告
の慈動へのカンフル剤を注入しょ

〆

が十五晒に東海爵処理工場を含む
ミ

べく営為で二士菖から三韓千竃
〆

政府は外交ルートを高じ今後の交
さ

ジェット：水流が原因
発電バイオエアの楽髪として今後

を前に向坊薩藁大総獲が瞥エネル

は阿よりも折り圏︑節邑をつける

になってし謡った﹂と概説︒

と大熊窃起子︵三塁︶︑石川欽也

ギー間題について﹂講演︑そのあ

と強調した︒また大熊氏は﹁下謂

︵毎日︶︑中村政雄︵読売︶の三 ことが大衆から求められている﹂

け作業員の彼ばくトラブルは往々
にして趨切な隅報の欠如が誘腱︒

氏が﹁新聞銭轡からみた原子力開

向坊総長は︑今世紀中わが圃は

要性は立地域に住んでいる人たち

十分説明して承諾を薫ることの璽

発﹂についてパネル討論した︒

価格政策なとによる節約強化も大

石墨入手が簸大の努力自標になり

よりも労糧の

の方がより説徳力がある一として

安金

に対しても岡じ︒その場台会社側

今後の労纒の

の

油への対抗上﹁安全性よりコス

た︒︵写翼鐸工皐ルギー問題で記

パネル討論では︑申村氏が︑石

きな課題だと揺摘︒

労︶は六日午後︑簾察・上野の池

ト嚇を薫眼に開発が進んだ軌跡を

念騰演ずる向坊棄大総擾︶

を示唆し
獺みて﹁昭稲四十璋頃に粟国の産

あり究

之蟷文化センターで﹁原胞労結成

炭地でも原発がプルーブンになっ

三菱iPWR原子力発電プラン

民
田

村
力発鱈安定運転とエネルギー安定

通産省所籔の来頭目原子力政策

部実現へ予算化要求となったも
かつて同雀が横討︑嶺時の彌勢判

炉安全規制行政を一季噺管するこ

処分まで各局面にわたる薯業化の

に対処したものでもあるが︑

は原子力行政体勧の整備発実︑発
の︒

﹃発蟷用新型炉の実朋輩準備﹄

電絹新型炉の実用化準備︑核燃料
サイクルの確立が璽点︒このうち

ととなることに対処︑担蟻の﹁原

ための長期ビジョンづくりが進め

NDU︑ATR韓炉を対象に︑
薄度新規政策の一つにとりあげ
来年

㎎行政体制の整備隔では現在園会 は堕水炉技術の確立が礁点︒CA るが︑ここであらためて 復濡

子力部﹂劇設が計画されている︒

られているが︑こうした一環とし

で審議が進められている原子力墓

同釜はかねて資源エネルギー庁に

て来黛慶は︑とくに資源霞電開発

霞性安全技術の評価ほか︑動力炉

公益画業部と並ぶ原子力部新設を

のための中核機構づくりを推進︑

本法等一部改正および原子炉等規

針画︑大藏要求してきたが︑行管

濃縮ウラン対策では強磁化計画の

開発計噸への綴込みに伴う環蠣条

の愈向もあって︑結局︑陽の園を

制法⁝部改蕉両法案の通過を待ち

みずじまい︒このため︑七月一日

強化を翻るほか鮪蓄のための共同

件の整備などを継続する︒

付で新しく妻子力発電安全課をス

ながら︑これによって同省が発電

タートさせたが︑これだけでは今

会社構想をまとめあげる箒えだ︒

美浜1号機の燃料折損

あなたの褻

安全性と信頼性に定評ある

へ
﹁二十卑﹂を踏み含とし︑原子力

高速増殖炉プラント

麗麗撃．撚

ノ

三菱金属株式会社
三菱電機株式会社
三菱商窮株式会社
三菱原子燃料株式会社

機、2

継続中の海水ウラン採取︑核燃籾

向坊東大総長が講演
二十周無記念講演余﹂を開いた︒

〔、

後増大する業務懸を消化しきれま

原電労が20周年講演会

賑本原子力発懸労働組愈︵原鍛

新たな役割模索
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独立︑安金︑壷僅

を原則にエネルギー輸入依存

︻パリ松本駐在鼠︶フランスのシスカール・デスタン大統領は︑既竃方針通り原子力開発を進める

ことを新ためて表明した︒同大統領はその中で
の縮小︑原子力に間する安余政策の全面薄検討と安全対策強化︑核拡散防塁のための技術的開発と
センシティブな原子力施設の禁輸をのべた︒一方︑冠C︵欧州共同体︶委員会も︑エネルギーの薄外
依存を縮小する戦略として高速楢殖炉開発の積極化を提薬︑加盟国に従来以上の努力を払うよう妃し
ている︒今回の仏大統韻の表明とあいまって︑欧州の高速鰻殖炉路線櫃問はますます高まりそうだ︒

払われている︒政調としては年内
に願子力の安全性に関する政策を
全蘭的に再検討し︑政策を強化す
る方剣だ︒環境への影響について
は︑いかなる決鰹でもまずその研
究を前提としている︒それは確か
に複雑な課題で︑例えば送電線の

問題なども難しいものの〜つで
ある︒

一︑原子力塵業では一九五九奪
の商業運転以来︑〜人の死者も出
していない︒原子力産業を他の分

ネルギー源の八五％を海外からの

WUの商業雌縮工場と︑それに電 不幸にして一壬薔人もの死省を

万ゾS い︒だがこの期間に石炭鉱業では

野と単純に比較することはできな

輸入に依存することになる︒これ

力を供給する孕万KW級原発四 崖している︒

ン︑イランも協力し年間

ではフランスの防衛もエネルギー
基を建設中で︑欧州荷数の工襲艶

ジスカール・デスタン仏大統領

の独立も脅やかされる︒このため
書になっている︒

トリカスタンの濃縮ウラン工場を

はこのほどピエールラットおよび

視察し︑その機会にフランスの原
原子力計画は既定方針通り進めて

員はピエールラットで過去九琿
間︑核兵器の製造につながらない

KWの原発が建設されている︒フ 化学的ウラン濃漏法を研究開発し

商業炉にウランエネルギーの二％

で︑実際には二〇〇〇鰯代におい

そのころようやく解決するぐらい

国際協力を通じ︑民間用濃縮ウラ
独睡相は︑ウラン輸繊問題でトル

カナタを訪間したシュミット西

たQ臨隠ウラン輸出は諸問題ーー

するようトルユドー首相も同量し

に軍和利用核爆発実験を行って以

カナダはインドが︑一九七四奪

いるQ

フランスへの核物質移送に関する

ユトー・カナダ首相と会談︒トル

ン製法の工業化が図られる︒そ
の爽現は︸九九〇奪ごろとなろ

国濠たは全原子計画への国際保障

を核拡散防出条約︵NPT︶批准

な態腰をとってきたもの︒輸出先

来︑原子力輸出政策において慣酷

カナダ産ウラン

ユドー薗相はウラン輸出再開に閥 保躁措置を含み！が解決された
し︑前嗣きに検討することを約藁

西独向けに

フランスはEC諸圖で唯︸のNP

措置受け入れ國に隈定してきた︒

T非加盟園で︑カナダはフランス

輸出再開か

にカナダ麗ウラン再処理に対し︑

の努力をする︒委員会は馬標達成

性︑環境影響に鮒し︑今まで以上

府は︑フィリップスブルグニ号機

立たされている︒このため連邦政

となろう︒政庸が︑フ

な措

を踏んでいたニーダー・ザ

み切った︒

ター建設の調査︑試験の実施に踏

英︑加とウラ

ン共同開発へ

︻パリ松本駐在凪M葵電力庁︵

︵CEGB︶は近くカナダのウェ

スターン・マインズ社とウラン鉱

そのためにもフィリップスニ矯に

かなければならないとしており︑

ダではすでにコンウェスト︵カナ

探鉱開発を行う︒CEGBはカナ

スCとハム原発をはじめとする後

︵同︶エニュサ︵スペイン︶エレ

次いで︑蕩三十万KW級のビブリ ダ︶エルドラド・ニュクレアー︵

岡開発を進めている︒

クトワット︵スイス︶とともに共

クレイ・マルビ

欧州各地から二万人

る際に心臓麻輝で倒れたという︒

労働暫で︑警窟隊に追われて逃げ

警官隊は軍の機動曝兵隊︵興知苫

い込 ま れ て い る Q G A O は 過 張 三
ている︒内容は︑もし︑CRBC
米濁では興味を持って研究されて

契約を結んでおり︑放射性廃棄物

ラアーグ工場で再処理するという

ニックス

帯へのデモ隊の侵入を防いだ︒衝

︵驚察機動隊︶一半五百人︒知譲

の指揮下で警察権行使︶とCRS

こなかった︒今後も不確定なもの

のクレイ・マルビルでは七月三十

うで︑主催蕎側では平稲行進をは

突は一部過激派の銚発で起ったよ

フランスの

十名を出した︒死恥は三十一歳の

累冊＝皿＝幽＝＝⁝需＝＝＝＝＝＝ユ帽＝＝＝一二＝＝冊＝＝＝二≡開＝＝＝胃＝＝冊謄＝＝＝儒＝≡曜＝喘

きりさせなければならない立場に

り︑もう一方の与党SDPも十一 続発電所の建設を進めたいとこ

かと兇られている︒

今圓のフィリップスブルグニ腎

機の建設許可は︑FDPの決議の

フランスのCOGEMA社と一九

ルで反対デモ
八五〜九〇年に颪五十誘を醐社の

瀬間︑LFMBR問題に関し︑議
ヤ論を庫奪の七月二＋六二から約

についても一九九五年までラアー

田︑三十一日環境派が反対デモを

︹パリ松本駐在員
ではないキャンドウー炉の土倉︑

の關題がある︒そのほか︑増殖炉

した︒国際間の拡散に目を向ける

四か月間︑十二月一Bまで停止し とされる︒しかし︑議会と関係醤

グに保蟹する孚はずを整えっっあ

名︑負傷蓄酉二

傷番を盒め十数人に達した︒

︵百二十万KW︶建設サイト周辺二十五詩平方の禁止地

の指令に從って︑あらゆる季段で

を行なっていかないと︑時間的︑

と︑米政府の淡定が他畷にいかな

冊の報儀講を提出ていろがそれら

は︑プルトニウムを使胴しない

かったもので轟任がないといって

ス⁝パー・フェ

経済的問題は埋め合わせられなく

る影響を与えるか疑問であり︑国

を要約するとfLMFBRが
環台のコスト網干と他の二つの
た場

るとして︑FDPの要求している展開︒雨にもめげす集まった約二

商用高速画題炉

なる﹂と述べている︒この報 缶

内の拡散防止にはなっても他の国

他の露岩を選んだとしても︑これ

識の第六章は原子力について述べ

ケ⁝スで見積ったもの︒これによ

在寮っている隆運的問題を解決し

いる︒驚官隊側の負鰯者は火炎ビ

に対しては一つの庄慧信号でしか

万人の参加者︵ドイツ︑スイス人

られたもので︑その内容は以下の

再処理︑廃棄物処分に関する条件

たならば︑九〇庫代に商業化の発

らは十分に核磁器に利用できるも

なくなるQさらに廃棄物の増大︑

ると︑①四か月間停止になった場

とおり︒

ンで片手が吹っ飛ぶなど五人の重

倉︑周総画は盗億四千六落万がの

なと数千人を含む︶の一部が︑ご

通しがある︒しかし原子炉︑核燃

はほぼ満たされているとの態度を
有限ウランの供給の問題︑ウラン

のになりうることを銘記すべきて

プル ト ニ ウ ム と 拡 敵

す︒この場禽容止と岡晴に新しい

増加と一罪から一落半の還れを来

隊と衝突し死蓄

放射性麗藁物処狸の四つの問題が

料製造︑プルトエウム︑蒋処理︑

十一露サイトへの慢入を該み議官
題と深くかかわってくる︒現庄︑

探鉱︑精錬の増穴は環麗︑照雨聞

とっているといわれる︒もちろん

一般に物質は︑自然に存在する

政党の決議によって政府の行動が

ものと︑人工に作られたものに別

く＝

1＝

う︒

一︑フランスとしては核保背濁

﹁ウラン輸出再開は︑秋までに玄

ミソン外翼は下院の質問に答え︑

した︒同件に関し︑カナダのジャ

ついての嚢任ある行動にでてい

として︑このような核拡散防止に

るQ諸縁九月中は原智力対外政策

これを拒否していたQ

査察を申し入れたが︑フランスが

能性がある偏と語った︒また︑露

梯サイクル評価︵更NFCE︶が
後に可能としているが︑同外相は

処理︑商速増殖炉に関し国際核轡

ているので︑近いうちにウラン輸

西独の原子力依存の与奪は理解し

審議会を設置し︑その場で再処理

シティブな康子力施設の禁輸を決

工場など核拡散の腫険があるセン

各部会に分かれ︑二劔問で評価を

一方︑EC委員金でも今後のウ 警めることになる図様で︑この繕

には商用︐回速贈殖炉を供給できる

黒目︻＝閥噛

めた︒

出再開を歴素餐能にしたいとして

能力を確保できるようにする︒商

一；一；＝＝瓢＝瓢﹁開門一一＝＝二＝二＝一認＝冊＝；＝＝＝一＝一；曹＝一凹＝一幽二＝＝＝﹁一＝濡幽曜篇営＝髄＝ニ﹁謄需階一票＝＝需篇一＝一鼎営＝ニ一瓢一

論が出るまで︑臨時の輸出を検討

の建設︑島速増殖炉の卑期実現を

のため財政的擾助を行う一1とし 建設許可にあわせて︑これまで東

ため︑使用済み核燃料再処理工場

ラン資源の対外依存度を引下げる

主要な戦隠として取り上げ︑加盟

業剛運転に圓かって従葉通り努

カセ

例外的

運賃政臆としては︑経済成長率

た事情がうかがえるQ

置としているところにも︑こうし

霧蒼してとられた

はフランスとの再処理契約などを

ィリップスブルグニ辱の建設許司

な

理工場をはじめとする核燃料セン
P︑SDP両与党の慧商は実質的

ュミット趣立政権にとって︑FDける放射性廃棄物貯蔵施設︑再処

クセン州提案のゴルレーベンにお

の足

二

各濁に紙えた︒その提案内容は⁝

モを呼んだブロックドルフ原子力

のもの︒

ためには︑原子力発露所の総容蟹

西独では社会民主党︵SDP︶ を四％に保ち失業を解消していく

射性廃棄物長期貯蔵施設に関する

年には三千万KWにまでもってい Bの出資比率は三〇％で十か所で

える自慮党︵FDP︶が︑さきにを現在の雪颪四十万KWから八五 共同開驚協定を締結する︒CEG

とともにシュミット遮立政権を支

ドイツ国境に干すきるとして
ている︒

とになるであろう︒プルトニウム

つたくその逆になっている︒資金 積りを詳継に検討したわけではな

拘束される法的根拠はないが︑シ

1委員会と籏盟瞬は九〇奪代初め 力する︒これに加え増殖炉の安金

フ原発着工を許可
難響後続許可は難航か

西独連邦政府はこのほど︑KK 二十六万KW︶の着工を許可し

条件②三年遅れた生命︑五億四千

計画に対し認可を購書することが

ップスプルグニ号機︵PWR︑濤
発電所の建設許可以来八か月ぶり

グ州に建設を計画しているフィリ

P社がバーゲン・ビュルテンブル た︒この許可は大がかりな反対デ

〜︑漂子力庁︵CEA︶の硯究

子力政第は 独立︑安全︑費任

いかなければならない︒再処理と
一︑米圏ではすでに四千五善万

を原則に一驚方針還り営む豫騒を

明らかにしたQ同大統領の発喬要 高速轡殖炉はエネルギーを五十
ランスでは

てきた︒この方法だと鷺十庫間か

億︑六十簡にして利用できるので

あたっては安全に蟻大限の注悪が

千万KWである︒これらの建設に からないと窟事用の九〇％濃縮ウ

九八五年にやっと四

ではイタリア︑ベルギー︑スペイ

關発すべきである︒トリカスタン

旨は次の通り︒

一︑フランスは原子力を開発し

しか利用していない︒再処理によ

ランは製造できない︒数か月後に

ない娚命には︑一九八五隼にはエ

米会計検蒼院︵GAO︶はクリけられるQウランは自然に存在す
ンチリバー一生炉︵C罠BR︶謝るが︑濃縮という複雑で高価な手

六百万炉の憎加となる︒二年以上

は猛薦であり︑楽節期が長いが︑

ってウランを再麗利用でき︑これ て金星の商業増殖鮮が稼下するこ
は三差どれほどの経済的利益があ

多くの国で格渇する資源に代りう

当が必要である︒プルトエウムは

るか明確ではないが︑ウラン価格

画を続行するよう米議会に勧目し

た︒これは七月二十六呂︑GAO原子炉の中で人工的に作られる︒

上鐸の今B重要な問題である︒

によってなさ

から＋三億がの増加となり︑五〜

のサイトに移転した場愈︑十〜倦

その他の原子姫

六年の簸れをとるとしている︒

軽水屠殖炉は︑現在︑世界で最

月に予定されている党大会で︑F ろ︒しかしその前提として再処
DPの湊議に同調するのではない 理︑廃藁物貯蔵への冤通しをはっ

EPA︶によってコスト／利益がメドが得られるまで︑三無から五
鋸間︑凍結することを決めてお

いと思われ︑国家瀾境政策法︵聾

しかし︑このプルトニウムも再処

遅れると原子力規制委員会︵NR 開いた特別党大会で︑新しい原子
C︶は︑同サイトでの許珂はしな 力発電所の建設を罵処理および放

理によって抜き出せるものてあ

ネルギー計懸評価

国家エ

ている︒米国においてもCRB飛問題となってくる︒⑧同計醐が別

るものとしてその価値を認められ

によって出された報告茜

LMFBR計画の延期

は︑濃縮︑あるいは再麗麗能力を

フォ⁝ド前大統韻︑ニクソン事

﹁カ・ター政籏の液体金属贈殖炉

り︑中断してしまえばこれらはム

再開した階︑コストは膨大なもの

十億妙と ダになってしまう︒将来︑計爾を

いう予簾が魑まれた︒現筏ではま

一九七六鼓計年度には＝

計画は国家の最優先事榮であり・

大弓矢の敷権時には︑LMFB計
R懸は六〇％の設計が進んでお

れたもの︒その中でGAOは︑る︒つまり︑核鋲器を作るために
︵﹂MFB鶏︶の予算劇減 ︑ と り
有することである︒逆に︸鞍馬ば核

わけC R B R に つ い て の 削減は雑
拡散を防ぎたければ︑濃縮と罵処
ルすればよいこと

になる︒

GAOは巖近エネルギー研究も多く使われている軽水炉の技術

開発局︵ERDA︶が見醐つたを
C便用でき利点があるが︑LMF霞後に下されたものだが︑これに

が減るだけてなく︑建設節止に趨

に使馬済み燃繕の再処理に関して

8BRの遅れによるコストの動きBRよりも増殖累が悪いQ溶融騙ついて政府筋は︑単発儀駈はすで

政府は薄処理工場の延期を決定

再処理工場の延期

について報憲した︒E祝DAの見炉は一鐸一短で︑製造︑取扱い等

ルギーの主役を演ずることに な

米会計検査院︑今度は議会へ

増殖炉支持を勧告

になる︒

題であ る ︒ C R B R 計 画 を延期す
理をコントロ
ることによって︑核拡散の危険が
減少するとは思えない︒むしろ贈
殖炉の安金と︑世界に対する傑障
描躍上の力を減少させるだけのこ

とである︒繕魑炉計爾は研究 の

〈西独〉
ある︒

いが︑妥嶺な数値が出ているとみ

る︒このため︑計画を続行し実証

段階であるが︑七ーナ妬後にエネ

一一
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甕
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原子炉と同様に圧力容器として重要機器に
指定されている原子力バルブは原子力発電
の効率を左右するコンポーネントの1っで
す。単にバルブとして汎用弁と混同された
ら技術が泣きます。

騨〆

摯
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エネルギー革命を展開する髄のバルブ

原子力バルブは

核流体鋼御精機の領域です

亀

村糠・・麗［×猟4−9−U〒105費（03）431−517611剛嫡セ・ター鯉（・44）833−2311・大鵬芋酒（06）313−2367平田バルブ工業株式会社

齢

聞
二

業
産

力

原

﹁恒久的な財源確課を﹂
真の地域櫨会発展前提に
原子力発電所計画のある全国二十八市酊村で構成される全国原子力発駕所所在市町村協議金︵会摂

・矢部知恵炎敦賀撫擾︶は五日︑科技︑遡薩︑労働︑大蔵︑翻治の各関係省庁︑自民党などに対し
﹁原子力行政に関する陳偶鐡﹂を提出した︒阻止欝は①原雛所在市町村の源久二安定財源確撮のため
核燃料税を認罰する②原子力行政懇談鼠の答申に基づいて行政機構の改革・強化を実施するとともに
安全牲の確保を図る③懸源三法の弾力運用を案施するi一などを強く求めている︒

▽電源三法の雲門的運絹塊城
社会の発展を図る観点から産業基
盤の整備等に対する費用について
も三法の交付金の交付対象とし︑

について偲の制慶補助との衡遮か

大慶な繕額を図る︒市隠村交付金

ら実質的に対象襲業が限定され︑
地元が翼に希求する融業ができな
い実樋から︑こうした諦について
弾力的起用を図る︒長期の建設期
闇を豊する研舞施設と建設工薯が

成するとともに地方公共翔休が原

た原子力地闘魚愈整備モデルを作

▽税財政難羅

広報描隈をとる︒

子力知識向上のため罵は直渡的な

前に調嘱し︑地域開発謝錘の策定

延長する︒傾久的財源措置として

耐用駕数を察際に蝿愈う三十難に

の観点などから簾発の償却資産の

税制不均衡羅正

発立地に伴う祉鼠経済的影纐を駆

周矩ができるよう必硬な財源携躍

核燃料税を認消する︒

曹 一冒

刷P﹁

﹁暫

早一

齢嚥

一一騨

騨一

一円

ループに分れて︑今庫九月から旧

徽一

＝

；

二嘗

一目

鰐策︑広報普及︑催罠健康調査︑

原発立地の進展に伴い放射擦監視

いて大蔵雀など関係循庁との折衝

ており︑窟治雀もこうした点につ

り原劉的に認可されることになっ

国の経済致策等に反しない一⁝回

い②各県間の物流を陽憲しない③

炉落丁万KW︶の建堅壁欝陰部な ブル塗装︒製鉄駈︑石蟹コンビナ

ーブルに延焼防滋藤を塗布するこ

念め原子力発心所の全ての露出ケ

に核淋料税新設のための条件築を

請を行い︑學ければ十月の興議金

れしだい正式に鍛工大臣に対し零

％のシェアをもつとみられる︒

を受けることになると捲摘︒法定

福島県では竃総州の内諾が得ら

にもケーブル延焼防止旛ユを働き

外普通税として核燃料税を新設

の考え方も目罵っ

えだ︒
ρ

提嵐︑今琿度中にも実旛したい考

かけていきたいとしている︒

統一維持

けることが箪要一と指摘するなど

原産・原子動力

九月㎜︑二田

都遡府毒筆で

研究会が年会

璽総懸・寸法幽

一

一＝

つ住民の負担を著しく過魚にしな

方税と課税蘇鉄を岡じくせず︑か

環境鷹学研究︑温排水対策︑海岸

どのケーブルに対する延焼罪止施

の徳工実績をもつている︒

⁝ト︑発変罐所など対象に数多く

報告

傷を防ぐことかできてムく時間の御使月｝に耐えます，，

﹁炉榊

旧

来琿八月までの〜隼閤︑自主的．

な究研を進めようというもの︒

検討を行うぽか︑璽冤や情蝦を

各グループとも共岡調査︑文献

二

う漏という︒

法により︑十分な課税源と財政禰

十璽の原発が抹私するわが国最

保禽︑通路整備蟹などの出蟹を迫

工を受注︑ナ一月の完了をメドに

ルギー本題﹂フォーラム
を採択して閉会した︒

から一筋をかけ︑グループ編成で

発表するもの︒二日闘にわたり蜴

調査︑研究して選だ成果を中心に

から﹁アンダー・ウォーター型康

料︑プラント建設など十グループ

しかし︑コルビー女史ら原水禁

後退

側の一部外国代表蕎は続一ムード
の前に門原発絶対反対一が

子力発電所﹂など密語研究の成果

が発表される︒

め信頼のおける薄コム丁袋を罫にはめておいてからGLOVESをi裟義することか推奨されています。
2．GI．OVI・；Sの指先部分の保護のた：めにGLOVI・＝So）｝に、更に薄コム丁袋を葎ねて使用しますと、 GLOViCSの損

騰 一弾

藤

原動研の新規
会員を募集中
原

β本原子力薩欝会議が会員会

円︶︒爾込み︑詳細問愈わせと

を議ずるなどして隠窓的愈意形威

とまり︑瓢規会綴の憂集が始ま

社の職員を対象に毎薙行ってい 交換しながら討論する︒
参加費は一＆一グル⁝プにつ
−る﹁原子動力研究会﹂の昭和五
き七万二千円︵非鼠員は十万旧
十二卑度研究謝画がこのほどま

対策を強化する︒さらに国民の原

薩︑料技の二二係省庁に対し﹁原

醒昌︻

−燃料︑釜殖炉︑再処理などヤグ
常一馳

し︑十宇内にわたって原子晒に装

﹁閉

荷される核轡料鰻の酉分の五を県

﹁

城︑佐賀︑愛媛︑静岡などからも

弊P

核燃料税新設についての予備的な

たギャップを埋めていきたいとし

税として恐収することで︑こうし

謙翼では向こう丑駕間で八十八

ている︒

福井以後溜の動きが橘発になる

さらに二︑三︑四弩機三璽嵩十万

轡機軍万KWが地盤工讃で︑ こうした法定外蟄通税は地方税

Wが工環中︑第二原子力発電駅〜

四︑五︑六轡機の二種六十七万K れで﹁ほぼ財政調要は賄えるだろ

Wがすでに運開しており︑続く 収入が掃込樵れるとしており︑こ

長所一︑一て一一一穆機︑二頁二万K 億円︑十串間で一瞬十七億円の税

禰猫県は東電橿島第一原子力発

ものとみられている︒

打診を受けており︑今秋に面け

酋鱒

︵灘話罫九一一六コニ︶までQ

︒っている︒

福漂方式

芝切研は経済︑原子炉蒙全︑

子力安金対策籔等に充当するた

・

も環本原子力塵業金議・技術課・

め︑十硫内に工覆十七懸船を核鰍
料税として微晒したいレとの陳捕
欝を提繍した︒福島県の核燃料税
構想は①原子炉に装葡される燃料
蟄の五躬を法定外警願税として徴
収する②これによる眼入は原子力

麗状から︑こうした点に三法によ

了後も固定資産税を課税できない

遅延した旛設には三法交長期間終
圖は規制監癬を強化し︑原発の安

となった

眠立惣線はこれまでに浜騰︑玄

認一一瓢芦隔＝一一＝︐＝一＝亭＝噂

第︸轡

で︑昨無十﹂月初めて三唱され

策螢などに充当する一というもの

全性︑信頼性の商上を図る︒原発
る増額延授等塁審農本をとる︒立

を踏避︒法定外普通税紹可の窓口

蜜金対策磯︑地城俊民健康管理鰐

う強く要超している︒

した柔軟な地発対策がとられるよ

関逮作業従配管の被曝籔理を徹底
地地域が二町村にまたがる場愈︑

総省との蟹務折衝を難いでいた福

陳悩欝は ﹁ 蹟 子 力 行 政 機 構 の 改

陳物慰は︑また原発筋在南町村
するため︑中央登録制度を攣急に
交付金が周辺市町村より下縁らな

となる翻治省はこのほか島根︑茨

革と安全性の確保﹂﹁電源三法の
弾力的還用一 ﹁恒久的な安定財源

の税財政措難問題について税制の
実施し︑従裏盆の健艇管理体制の

錺県はこのほど醇酒︑大鐘︑通

の製麺設備を設践︑五十奪麗から

＝冊幽一二＝卿冊扁二謄讐コ；＝開＝需二冊開＝冊＝輔隔鳳一＝﹁篇＝朧冊瓢一＝一二＝コ＝＝闇冊F＝二一憎曽一一榊＝四一一一㎜＝祠

の新設について霞

の確饗⁝一の三贋呂で構成︒ま
不均衡懸正の観点などから従来十
いよう配懸する︒勉域特性に旛じ

核燃料税

ず﹁機構改鎖と安全性確傑一では
充実を煙る︒
四一＝冊一＝＝

五鋸とされていた原発の鰻却闇闇
一＝一扁＝二＝柵冊墜＝＝髄＝＝＝一コ＝一咽一脈謄＝＝需一謄＝需需用

の耐用人数を実際上の縫羅年数で
ある三十鎌に延長することが必要

になる

二轡︑原醗JPDRのケーブルを
KWが計画されるなど完成すれば 要がある場倉①園税または他の地

海︑美浜一︑一一︑⁝二響︑高浜一︑

蝋独で延焼防潮施工︑大飯一︑二

毘込み︒陳憾蒔は︑このため興は

大クラスの

原子力発電所のケーブル防火薄

操業を開始した︒

策は︑一憾メの損密を出したとい

環在進めている粟海二鍔に続いて

轡では折業施工している︒さらに

られる一方︑燭定資産税︑不動産

原発先遜県
フェリー発電堺の火災を契機に蜀

われる一昨奪三月の来ブランズ・

取響税など立地によるメリットか

構成桝料とする乳泥状の砥焼防止

先に原子炉蜜全奪門審小禽の蜜

力規制蚕蝿会︵N只C︶が既設を 計画で原子力分野ては八○一九〇

鷹され︑米国では昨黛八月︑原子

全審査指剣に防火鰐策指針が明円

少ないため︑県財政は大きな圧迫

臼立亀線は︑譲本原子力発電か

とを義携づけた抵針を定めてい

大学や研究開発機関の原子力施設

されたのを機会に︑隅鮭では今後

ーブルの燃焼化遅速などを盛り込

九月からは癌鶴騰弩の施工に入る

る︒わが属では一昨隼十二月︑通

剤﹁フレイムマスチック﹂のケー

出社は昭和四十九隼に来燭のフ

薩雀が工麟指針を改正した際︑ケ

ら東海第一一発仁所︵沸騰水型軽水

レイムマスター社からすでに実証

東海君に延焼防止剤塗付

闘立電線が防火施工

＝＝一＝一冊

て原子力安全委澱会の新設︑安全

漂子力行政懇談会の箸申に墓つい

だと掴摘︑さらに所在箭町村の便

司するよう求めている︒

久繭財源措齪として核燃料税を認

規棚行政の一璽化を急ぐ必要があ

あと地方公共囲体の原第力行政上

ると﹁改革の早期実堺﹂を求めた

の位麗付け明確化︑原子力適絡調

▽原子力行政機構の改藤︑強化

陳悩轡の骨子は次の通り︒

と安全性の確傑原子力安金委員

整宮遡務所の法制化︑運転中の原
発に証する国の規舗監懸の強化︑

会の新設︑安全規翻行政の一軸化

被曝二階徹底のための巾央登録制
蔑の実樋などが不萌欠だと強調・

わが羅の原子力発鱈所としては鰻

性の高かったフレイムマスチック
の技術潮入を行い︑日立帝の豊浦

んだ防火対策を憲めた◎

を急いでいく予定︒

ぶ本格塗装工薯に入った︒

大規模の約一万九千平方摺におよ

岡祉が手工するのは︑無機質不

工場に月産一万五千濯の生産能力

て最優先されるべきだ﹂と強調︒

多！ググー多多多ク！グ！〆5多チク菱多！グ多一多■多多萎グ多！！！！！ノ多多〆多〆多／多多！！グ多！ク！グ！〆！！多多！多！グ！！！！多多グ！多多！！！多

燃蜘繊維︑熱可塑性レジンなどを

統〜大鳥でも原発闇雲では一線を

た︒この結果︑簸終的な折衷黙と

禁止では完全に葱冤が〜致してお

して六醸の驚九七七鉦原水爆禁

水協関係暫などが門核呉器金円

した︒

費す︑とのかたくなな態度に終始

べきで︑反対翻争は労組を中心に

安を持っている点では⁝致できる

り︑平和利用にも現状に大きな不

い鴇ウランは地下に眠らせておく

ベトナム戦争反対以来の遷り上り

統一実行委員塞密催﹁一九七七

をみせている﹂と報告︒しかしこ

爺原水爆禁止世界大会﹂国際会議

闘題について燃原子力に平調利用

は四樹︑蕉点となった原子力爽躍

のではないか漏と︑

照本原子力塵業会議は来たる九

止磁界大会﹂閉金集余で採択され

のあと﹁原子力と人類は共存でき

用一︑二の両費︑索票・草同町の

こうしたミゾの深さから四日︑
﹁全ての原子力研

も﹁原子力 特別総会に競在︑世界の原発が引

都道麿県象館で昭和籔十一熱度原

妥協〃を呼
はあり得ない﹂

びかけたのに対し︑劇治労の鈴木

汚染︑核翼器拡散の猛険腔を防止

き超こす放琳能による被鰻︑環境

子動力研究金黛会を開く︒

た大象決議にも﹁来鶴の国連軍縮

ない一門研究の阿能性は残すべ

するため壁際的な緊懸かつ根本的

国際象議閉食総会で採蝦された
究を誘類することは科学そのもの

ことが必要との態冤が出された一

に平和利湘はなく︑金て禁止する

な措灘を襲求する﹂との

フォーラム報簡

力︑盒ての原子力研究を放物する

解

原発︑核エネルギーフォーラ

﹁原発﹂で対立表面化

ことは科学そのものを放藁するこ

を諾定することにもつながる篇と

とになるとの悪露も出された﹂と

の野景を追認した﹁原発・核エネ

恭順氏ら原水禁関係蓄らは﹁科単

の両論伴認で一応のケリ︒

無会は岡研究会会翼が昨郊九月

ムニ醸謬の四巳は世界の反原発運 き﹂との三思の恵冤対立がむし源

できるかは疑間だ︒二合一致が偲

技術で百歳原発問題が木当に解決

原水禁統一大会が閉幕
のあり方をめ

統一冤

され︑再び

された反面﹁来鎌の園適軍縮特別

が盛り込煽れた︒

ぐって激しいやりとりが櫃次い

られないのは残念﹂とこれをつっ

総鼠へ向け

を奏でだ︒

統〜大鼠〃に

統7で核酒器廃 したこうした表現を不櫛として大
ぱね︑平和・自由のための国際婦

しかし︑三韓対立が浮き彫りに

動のレビューを引き金に論議を展

反対
開した︒西ドイツの謡濡丸塚難︒

だ︒

対立の発端となったのは国際禽

不協秘欝

会をボイコット︒

8．5

舜1

ジフリッツ︑オーストラリア合同

金属労組のR︒アーノルド氏らが

州核授徳の闘発櫛比は何にもまし 岡多に﹁これからさらに討論を続

電話254−1341（大代表）
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物
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10年間に217億円晃込む

入逮盟の沢・G・コルビー女史も 絶を﹂との大翁題から 報告 も
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福島県が政府に陳情書
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1》故の危険をノrじます。従って、ア

機械的損傷なとによる破損かみられたとき、素丁の豪まては汚染
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聞

産
力

原

の政治決着という大きな山場を迎えることになった︒一一月の井上特使一二

難航していたところだった︒獲州

霞蔚の核燃料サイクルをすでに確

ラン資源︑ウラン濃縮︑再処理と

メンバー︒軍装上の必要からもウ
ないのである︒

す際の事前同意︶のような制隈が

統領はフランスのパキスタンへ︑

それにもかかわらずカーター大

ー大統領に返書を送り︑米新政策

もフレーザー首相がすぐにカータ

立し︑核不拡散条約にさえ入って

㎜資料文献案鼎

一九七六年六月巻

①門※国の新型核分裂動力炉開

六三三五八一二旨四シート︵M

に賛意を表する︒それにカナダ︑

F︶︑D⊥B一二西ハ㎝二㎜二五九

一11一シート︵MF︶︑PB⊥一

発の調査﹂

はすでに八割方の膏写翼と資材を

ーー六シート︵MF︶

ト輸嵐中止を強く求めている︒仏

パキスタンに引き渡したが︑プッ

西独のブラシルへの再処理プラン

いま※国の間で問題になっている

ト占守失脚後は残りの引き渡しを

限定し︑技術水準も日本並みだが

のは西独・ブラジル闇協定による

いない︒西独は原子力平和利用に

萸国は初めキャラバン菖相がカ

原子力発電所と再処理丁場のワン

国と共通の利憲を持つ︒

ーター新政策に共感を示し︑国内

豪州はウラン資源国として本来米

ーター︑フォード両候補間の一連

の原子力推進派に引き罠される

いる︒昨秋の大統領選挙に際しカ

の公開テレビ論争で﹁核不拡散﹂

保留中という︒西独はシュミット
首相が訪米し︑既契約のみに限り

イに関する国民の意見と馨門家グ

理および廃棄物管理の環境サーベ

②﹁軽水炉燃料サイクルの再処

二六三三六

巻㎝ニ

は中心議題の一つだった︒フォー
セット輸出︒日本のような国内蕩
処理工場の運転高幡ではない︒西

で交渉中︒イタリアに対してもア

今後は再処理工場を輸出しない線

出といってもプルトニウムは峯画

をオハイオ州ポーツマスでもう計

離法によるウラン濃縮工場の新設

攣設

予100東京都港区三田三丁目13番12号TEL東京（03）454−7111（大代）

動燃事業鰯東海再処理施設の運転入りを当面の焦点に︑田米原子力交渉は近く※国からスミ

鍛終段階
が︑その後△一−九〇奪間三千二
酉七十ナの使用済み核燃料軍慮狸

体︶の一員としてグループで対米

独はユーラトム︵欧州原子力共同

待ちの効用

く・米議会で審議中の﹁七七隼核

不拡散法﹂︵案︶が成立すれば現

が必至で︑米国はよりきびしい条

行臼米原子力協定そのものの改定

件を求めてくる可能性さえある︒

パーシー︑リビコフ︑ビンガム義

政府原案よりきびしい条件を現に

再処理ばかり装為く︑﹁U妙瑠伽

員らは提嘱中であろ︒

炉や︑人形峠でくわ入れ式をする

ばかりの遠心分離法によるウラン

要求が今後広がるかも知れない︒

濃縮試験工場にまで来国側の規制

硝酸塩物まで︒将来核燃料に使用

されないのである︒来襲は還心分

現行協竃では再処狸しか外接規制

厳し︑その政策と方針を堅持して

継識

営叢一員

ス特別代表が来臼するのを待って第三次交渉入りする予定で︑宇野科技庁長官と閣僚レベルの
いわば
から半年︑交渉の擾期化はわが国にとってむしろマイナス薗しか残らないとした声もある︒今
ド大統領︵当晴︶が対抗上やむな
く﹁①再処理商業化の延期②再処

いて慎重になるなど︑最近やや米

五シート︵MF︶︑PBI二六四

ループの反座﹁九七七年五月

お追込みは原研内︑原子力弘済会

紹介文献に関するリプリントの

〇三五

ンドレオッチ首相訪米の際カータ

域内ではB米原子力協定の八条C まぬよう勧儀している︒

ー大統領はプルトニウム経済へ進

ずしていないのはフランスと西独

項︵再処理する際の共同決定︶や

いまなお※国と対決の姿勢をく

それに日本である︒といってもフ

六三︶へ︒

郡東海村・○こ九二八！二一五〇

情報サービス事鞍部︵茨城緊那珂

を提示した◎シャインマン来側団

シュ氏論文︶といった誤解がまだ

正金の報告書はすでに十五の代案

長らは日本側の核物質保安対策や

そのほか播勲的な抗祭対立地域

アラブ︑パキスタンとインド︑南

リサイクルを坐面しなければ新型

米国には根強い︒

リカ︑韓鷹と北朝鮮・

転換炉︵ATR︶や高速贈狛炉す小田願評定には

計竈制度を高く評価している︒臼

での縦の核拡散の危険もありう

の横の核拡散ばかりでなく・国内

本宮が軽水炉へのプルトニウム︒

ソ連のみである︒みずから酒癖メガ

る︒PFもP︑赤絵派といった組 ︵FBR︶へのプルト⁝一ウム利閑がなく︑纂態はむしろ不利を招

︒國際闇

改

溌の核兵器を配備済みなのになぜ

アやローデシアとブラック・アフ

は世界には数多い︒イスラエルと

十条A項︵核物質を国外へ持ち出

特例なのは

ランスはれっきとした核クラブの

ーラトムの自驚責察を認められ︑

を仏と共同で引き受けることにつ

だし︑選挙の洗礼を受けた以上そ

原子力協定を結んでいるので︑ユ

理と濃縦の施設・技術の輸出の三

れを義務と心得ている︒騰本や西

国寄りの姿勢をみせている︒

年間凍結③放射性廃簗物の長期貯

月二十八日発表せざるをえなかっ

藏所建設臨などの新政策を昨鉱＋

たほどだ︒

き︑西欧が悲鳴をあげるのだ︒で

そうさせるのか︒

は阿が米国を︑カーター大統領を

回は臼本経済新聞論説委員の堤佳辰氏をわずらわし︑日米交渉の経緯と闇題点︑今後のわが国
の対応などについてこ執籔願った︒

②高速増殖炉の開発計画スロー

リサイクリングの無期限延期

ダウンと商業化の延期

カーター大統領としてはフォード

米原子力新政
策とその背景
その理曲は﹁核不拡散﹂の一語

隠代より強い立場をとるのは当然

の

に尽きる︒戦後三十二駕の歳月の

本象

③蟹票転矯の危険のない核燃料

効果は大きい︒米国の核独占はお

に破れて久しい︒いまや来︑ソ︑

やせても枯れても※国の軍事力

ろか来︑ソによる核占有さえすで

欧が来国の

は世界に卓越し︑拾抗しうるのは

むしろ日本

くら新政策の非を鳴らしてもそれ

強い男ーカーター大統領一を

他流の再処理をいまさら核潜在能

をなじり︑い

英︑仏︑中の五か国が水爆とその

だけでは世界〜強い国のいちばん

心

を米国側は認める方針ともいわれ

変心

式メンバー︒さらにインドが三葉

運搬ミサイルを持つ核クラブの正

前に地下核実験を実行︑イスラエ

界の窓兵を畠任する米国は当然の

織の核ハイジャックの司能性がそ

成算なしに解決をずるずる延ば

ルもすでに原爆定有と伝えられ

力として恐れるのか︒その理由は

東海村工場の運転条件についても

させることはむずかしい︒世

る︒

責務と儒じ︑ソ連もそれに同調し

れである︒

問題はむしろ今後にある︒現在

まず中藁産油國︒来国はすでに日

断により早急に打開を図るべき時

ろうとしている︒双方トップの決

でに六か月たち︑第三次段階に入

示唆されつつある︒酒米交渉もす

てより緩やかな混合貯蔵法などが

混会抽出法やスパイク法に代わっ

ているからだ︒

撹自動で二十か国が二百墓以上・

平和利用の決意明確に
早急に打開図るべき時期

栗海村工場は琿三醤巳稼働でも

期である︒

原芋力はその登場の歴史が示す

辰
通り・古代ローマのヤヌス神にも

に過ぎない〇二首臼稼働なら無再

佳

輸入礪︒七六年には〜日七首二十

本を抜き︑いまや世界雌羊の石蘭

処理籔は資四十沙に減る︒ホット

日本経済斬皇軍滋強墨

磁本や西欧︑さらに第三世界に

似た二つの顔を持つ︒過表二十三

運転は豪ず三軍先である︒単体抽

ランさえしていない現況で︑フル

きた副本の方が世界でも蒙れな国

安全で環境に調和した原子力発電所

騨鍛

三

原子力本部

この間題を提超した

ある朝突然に米国の対外原子力

ど︶の研究健進

サイクル︵トリウム︒サイクルな

⑥濃縮と再処理の施設・技術の

する新国内立法の提案

⑤他国への核燃料供給保証に関

の磯縮ウラン増産

④内外窩要を薪たすための米国

政策は変わってしまった︒まさに

旧聞のへきれき︑コペルニクス的

る︒東海村工場の運転司否をめぐ

転回︒それがカーター新政策であ

る日来核燃料再処理交渉でもスミ
ス核不拡散正帽特別代表︑ベンソ
ン圏務次官︑ナイ次富代理︑シャ

⑦核不拡散と平秘利用を両立さ

国際的輸出禁止

せる国際体制についての協議︵核

インマン補佐留ら米国でいまやり

ゃきの安全保瞳派グループ︒かつ

これは一九五三葎十二月八Bア

ーダーシップを握るのはちゃきち

イゼンハワー大統領︵当時︶の国

燃料サイクル国際評価計麺など︶

である︒対米交渉で打開点を見出

影を潜めた︒百八十度の方向転換

連での原子力平和利用︵アトムズ

ての原子力平和利用推進派はもう

すためにはまずこの騨実認識から

り・過査二十年以上※国が継続し

・フォア・ピース︶提案に始ま

今庫四月 七 臼 公 表 さ れ た カ ー タ
てきた対外原峯力政策の全面否定

日本側は始めねばならぬ︒

ー大統領の原子力新政策の柱は次

り︑根本的転換である︒だからあ

ではないまでも薯実上の修正であ

①商業ペ ー ス の 使 馬 済 み 燃 料 再
おりを食って日本があわてふため

の七点から成る︒

処理と在来炉へのプルトニウム・

これ以上核拡散が進行するのを焉

技術水準を飛躍的に向上させなが

織を輸入した︒GNP一兆籔千億葺に窟民四兆円の原子力投資をし

万㊧︑年率四億千五筥万試潤の石

ら原子力利用を平和目鰐のみに隈

隼再処理璽︸蓄十ジ︑商業規模千

である超大国ソ連とても嫁しであ

過できない蟹田は米国のライバル

深く依存している︒たとえワン︒

がの米経済はもうオイルロードに

有国︶であっても小説門七九隼の

ボム︒カントリー︵原爆︸個の傑

五菅沙の七分の〜の﹁実験工場﹂

ルデスタン大統領との間の共同蜜

る︒ブレジネフ訪仏ではジスカ⁝

欝に核不拡散が織り込まれた︒ソ

画し始めた︒七八年着工で四十五

運はすでに原子力輸出国間のロン

億がの見込み︒また︑使用済み

家︑ユニークな特例なのである︒

する場合も酸化物で︑純粋な金属
大破局﹂のような事態があっては

は金く篭えていない︒プルトニウ
重大問題なのである︒

どの協力を求めてくる可能性があ

計画されている︒B本にも出資な

藁菰村の再処理工場が昨矩十月

る︒

末以前にホットランに入っていた

ばならない︒

本の原子力は一歩でも繭へ進まね

たろう︒興あるうちに興の中を日

ら今Bのような越境を招かなかっ

米軍が即蒔撤兵すれば五奪以内に

識させる必要がある︒﹁韓国から

燃料や廃棄物の国内貯蔵所建設も

ことを決して恐

トン協議に参加︑核輸出をけん糊

の使用に向かないのである︒

墓を毅たれる

する発欝をしている︒ノーボスチ

れず︑

こうした基礎箏実を⑳広島︑戦

ム金属は変態点が多く︑原芋炉で
次に中爾※の安定︒モンロー主

今日の平和利嗣路線を築いた松永

闘の体験を唯一の被爆国隣水の国

開発に挺身し

通儒の展開する核不拡散論議もカ

義以来伝統的な米国の政策であ

安左衛門翁︑菅礼之助氏︑正力松

第三の火
ーター新政策に一脈樒通ずるもの

太郎初代原子力委員長︑石川一郎

民感情②平和葱法︑原子力墓本法

る︒その内庭であるキューバにソ

氏︑藤岡由央博士ら故人の先勢性

連がミサイルを持ち込んだ際の一
触即発的な緊張の歴史を想起すれ

がそこにある︒

批准④機密保護法の不存在などの

米国はさらにカーター親露攻勢
でカナダ︑醗州を味方に誘い︑次

ば足りる︒ブラジルが核麟在能力

米国の世界的核拡散への懸念を

実情と合わせて米宮民に正しく認

がある︒

に英国を引き窃せて日・欧連合に

を持てば周辺に衝親署が波及す

友邦臼本が正しく理解し︑みずか

嬢核三原劉の存在③核不拡散条約
くさびを打ち込んだ︒カナダは霞

る︒コンコルドの輸出商談さえ万

田本は核武装する﹂︵ジョン・ロ

一の際の爆撃機転用への珂能性と らの平和利雨震徹の決意を明確に

国の援助したインドが七四年五月

の道はそう遠くない︒日米共同調

先方に伝えることができれば解決

地下核実験を行ったことに道義的

勢であり︑鋭敏地帯なのである︒

縄 △ 社

浦電気株

東 泉 芝

核継料．タービン、発駐機）

麗原子力発躍設備一式（原子炉、

〇

からめて論議されるほどの国際憶

鑓鑑

一ヒ

灘

一それは東芝のモットーです一

紬

乏

＼
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圃
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エネルギー鰯設置により︑分散
らなる︒エネルギー省新設をめぐ

ネルギー関係部門の統倉︑吸蝦か
教潜﹂さらに﹁国家エネルギー計

ゆるn原子力政策﹂﹁エネルギー

﹁代替エネルギー干

圏

響錨

出されよ甲翌の兜通しを述べだ︒

日を出身に短縮する法案が来月提

ーター政策にふれ︑原発訣認可期

原撃力利用︑核兵器測量の抗議運

記念して︑海の向うアメリカでも

広島︑畏崎の被爆三十一爾年を

トニウムや放射性物質で大気を汚

ディコット博士は︑核鋲器はプル

題に便うべきであると主張︒コル

予算を来国外の第三世界や貧困問

番隅のスピーカーは︑多額の兵器

に放った︒参加者は今年五月のシ

ージを携えた気球を岡サイト上空

たグループは︑原発反対のメッセ

あるシ⁝ブルック原発に詰めかけ

一方︑ニュ⁝ハンプシャー州に

各反対継織は︑確かな犠報の入

ようとしている︒

地区を中心に反簿運動の輪を広げ

の草の根運動を鼓舞したとし︑岡

ーブルック原発敷地占拠は︑各地

九臼にかけ繰り広げられた︒これ

ワン・ストップ

︵再調蕉に時聞をかけ

原発・核拡散

動が全米颪都市で︑八月六日から

レビュー

法案は許認可を

らの運動に参羽した合体は︑

モ

ない︶と標準化を中心に改藩しょ

︵生き残るためのグル

ービライゼイション・フォ・サー
バイバル

うというものである︒さらに許認

@薙 可の問題点︑障嶺は取り除かれつ

米各地で反
対運動の嵐

手︑核の金廃で倉意︒大統領の核

ープ︶を中心に︑宗教︑平和︑反
原子力︑環境︑婦人︑草の根グル

政策に圧力を加えようと呼びかけ

つあるが︑今後︑電力禽欲の対応
も大きな決め手になる︒敷地問題

ことは避けられなくなる︒さら

た︒とくに申件子爆弾︑大罐殺り

識しつつあり公衆の健康を害する

に︑オーストラリアの医者は︑核

マ

くミサイル拡散は

ープである︒生きる残るためのグ

った︒

で者名なデリンガー氏は︑イント

拡散がこのままつづけば・幼児・

ループの集会において︑反戦運動

省として給与発足するにはまだ

シナ問題で反戦運動は頂点に達し

では州の協力も求められようと語

いうものであった︒大統領は岡省

組織と人事の問題が残されてい

つけ加えた︒

少隼のガン︑白血病が広がる︑と

して︑ジョーダン・アソシェイツ

一方︑今圓のMUF報告に関連

ンペーンを張った︒

を作り出すものであるとキャ

第二のヒロシ

長腰の勝掌に価格決定権など多く
る︒議盆ではエネルギー規制委員

ートする一方であると語った︒二

たが︑核兵器技術開発もエスカレ

力以外の許認可︑省内一部人事の

か・記帳時のまちがい︑報告ミ

測定変動幅が誤差をもたらすほ

不明物質蚤

とか

行方不明物

のコーナ⁝氏は︑こうした誤差を

のではないかとの疑問を提起して

質躍

というのはまちがっている

いるもの︒N祝Cの報告による 摘︑今回計上された塗の高濃縮ウ

や

ドル

を数えるの

とはちがい︑どちらかといえば砂

セント

いる︒岡氏は︑﹁核物蔭の測定は

は︑こうした誤蓬の発生は︑原子

似ているが︑核物質の場合はこう

糖やコーヒー︑小麦紛を測るのに

の態度をとっている︒また報告書
高濃縮ウラン︑プルトニウムは

力産業圃有のものではなく︑化学

図飼な紛失によるものではないと

核乗器に繕びつくことや︑それ自

工程や物理的プロセスなどでも見

ウラン五三四十二町制︑プルトニ

の対象になる

核ジャック

体が

られる現象だとしている︒同時に

しい測定が要求される﹂として︑

行方不明

の概

る

核物質の測定誤差は一般にいわれ

とか

勇要性から︑出定技術は大幅に改

いまって︑MUFは奪々減少する

いものの︑NRCの斑蝶強化とある︒

念とは異なるものだと述べてい

紛失

報鮨は︑各方薗にショッキングな

詣︑改良されてきており︑誤差を

ける物質の

傾薗にあると述べている︒

騒には︑処
理工程中に滞留しているものが含

達性の面からPWR導入に反対す

ラ・アーグに不安

︻パリ松本駐在鼠︼英仏侮峡の

．

仏再処理に異議

英領の孤島から
まれており︑この計磁が難しく︑

棚下し

しNHC報告書は︑ある賭点にお完金になくすまでには璽っていな

話題を提供しているようた︒しか

讃は︑これらの物質の管理の
團NRCが行ったMUFに關報
す告る

した食品製造工穆よりもずっと厳
ともみられているところがら︑今

ウム三十二︒八詩膠一など︒

と︑この期間のMUFは︑高濃縮ランやプルトニウムが︑盗簸や恵

があってMUFが蛋ずる︑と指

ス︑スクラップ計蚤の難しさなど

れから︒十月一三の正式発足に同

会がエネルギー価格の決定︑原子

同省初代長窟にはシュレシンジ

管轄を行うものとしている︒エネ

対にあい修正を余俄なくされた︒

ャ⁝前大統領禰佐冒が上院の承認

門を決めているが︑その人事はこ

を撮て決冠Qシュレシンシャー ルギー省については十一の代襲部
氏は上院認証式で所信を衷明︑カ

﹁あくまでも測定誤差﹂
米NRC︑不明物質量公表
来原子力規制委員会︵NRC︶ 猛籔理上の誤差を集計︑発表し

け祷めが急がれている︒

の権隈を徴り込んだが︑議会の反

E黙黙A︑FEAを吸収
米連邦政府十二番目の省に
カーター大統領が四環エネルギ⁝省設置法案に艶名したことによって︑エネルギー行蚊を統括する
第十二番霞の省として﹁エネルギ⁝省﹂の口口が正式に決まった︒大統頷はエネルギー政策を円滑に
進める園的で同省踊躍を提案︑議食が大統領案に修正を撫え可庚した︒修薦はエネルギー省長蜜の糎
限を分散︑主に価格決定権を独立した﹁エネルギー規制委員会﹂に移すというもの︒エネルギー省の

していたエネルギー関係の連邦の

る議翁の動湊が︑継台されるER 画レとして打ち出した︒

を説きつつも︑原子力発電による

効率的利用﹂

アンカウンテッド︒フォー︶⁝i

た︒これはMUF︵マテリアル・

︑

と呼ばれて

七六無九月までの八年夏か月間に

不開物質鐙

はこのほと︑一九六八琿一月から

一般に

その円滑な行政が行われるよう

民間原子力施設で生じた核物質計

裂の開発とその研究﹂を提回し︑

﹁エネルギ⁝省﹂を設立しようと

討されている︒その背後には︑

英国でPWR

サ⁝マル・リアクター評鋤報告

る理由はないとしているQ

NNCが提案 は・六年間に五百万KWの原子力 チャネル・アイランド︵英領︶で

導入案再燃か
え方があるわけだ︒プルトニウ

︻パリ松本駐在民︼葵NNC発亀手を建設する計醐でPWRはこのほど︑首都ゲーヌゼーの議会
限の二†食後にプルトニウム利

︵国禰原子力公社︶はこのほどア

％︑運転費は一〇〜一五％割安と

ーグ核桝料再処理工場︵フラン

している︒芳︑SGRWRス蒸
︶拡張反対の陳情書が提出され

済み轡料と廃棄物の愛戯容暴の

プルトニウム・サイクルの拡大

ータ；政権が時閥がかかっても

原子力発霞所の発注が急減した場

業界はAGRならば七九年二月にラ・アーグ工場の圏と舞の先にあ

までは難しいとみられている︒産

られなかった︒NNCの提案は︑ っており最初の着工は一九八○鰯 万全の保証を取付けることを求め

轟入せざるをえないという要語を

とになろうと強い期待を蓑明して

輸出を保証するためにはPWRを基についても建設が促進されるこ

ンスの佳民のように協議を蒔けて

かし︑鼠が避うこともあり︑フラ

り︑柵鵬が不安をもつたもの︒し

長〉

遺墨

⑨自動屏により、入手をかけずに

鐵人日厨の醗閉や測定ができます』

の全身に付着した放射線を、測定・

また、朽染か検融された揚合には

監視する画期的な装置です。

扉がロノクされます。

登臨独ひ︑︑︐三舞鶏︑浴し

ソトープ取扱施設において施設の

退1瑠1に設躍し、放射線イ乍業従事者

1彗

Ψ陣＼〆

一㌦︐義蓑︑も

⁝

︑︑舞︑

瀬翻響鯉乱覇⁝

＼》鯉

初代長窟にはジュレシンシャ⁝前大統領補佐冨が任命された︒

機能が統揺され︑効果的なエ ネ

大きな動揺を与えることはなかっ

DAの職員やエネルギ⁝関係薇に

その中て︑エネルギ⁝の璽要性

になったわけである︒エネルギー

ルギーの籔理︑行政ができるよう

カーター大統領は就任畢々︑同

ら国内には﹁エネルギーの籔約と

核拡散の問題を指摘︒この観点か
たといわれる︒これはERDA職

恊lのスタッフは︑エネルギ⁝ 員らが従来とほぼ岡等の役職と業

省の予舞は魯六億が︒その機能と

務に就くことが内示されていたた
研究開 発 漏 ︵ E R D A ︶ と遡邦エ

全職員 ︑ 運 邦 動 力 委 員 会 ︵FP

ネルギー庁︵FEA︶の盆機能とめとみられる︒

C︶の大部分︑さらに各省庁のエ 大統領のエネルギ⁝購想を︑いわ

は明適していないが︑貯藏を引

その限りで︑ナイ証書は国璽

の規定の緩和を求めたわけだ︒

た︒さらに露国だけが厳重な輪

タ⁝欧策の変化を現している︒

を魅力的にするための濃縮ウラ

際協議を聾視すへきだと強調し

出二方をしても他にも供給源が

来政附はこれまでの各国との話

ンの供絵保証なとが翼体的に横

受けた場愈の保蟹料︑二†琿後

あるから︑そういう孤立主紙的

し匿いで・各麟の強い抵抗とそ

のプルトニウム返想約束︑契約

な政策は︑脳り立たないとも⁝一一口っ

の背後にそれぞれのエネルギー

便用済み燃料を引取り︑そのな

ている︒

象情があることを知った︒その

かのプルトニウムを預る⁝いわ

日本の再処理︵受託をふくむ︶

を粥弔し

※園と西独︑購本などとの澱

各国ふ情への

ば人質にとる一ことがもっとも

このナイ証三悶の狙いは︑輸出

規制一本槍の議会にブレーキを

ない限り︑再処理延期はもちろ

を認める方向に動くだろうとい

かけることだったとみてよかろ

難実な核拡散防止集だという酬

立を招いた核不拡散問題も︑※

政府と議会の妥協は六月二十

ん︑プルトニウム・サイクルか

ムの返︑応を約請しても︑返還期

薄策

九日︑上院外交委員ムムでのナイ

う︒ナイは議会案のなかにある

う観測が流れている︒

いる︒政府と議象との 妥 協 で

国務次鴇代理の認酷からはしま

しになったからた︒

ないと考えはじ

めている︒ナイ

AGRに比較し建設費は約︸五に︑島民⁝万人が署名したラ・ア

らの転換に各國の同調は得られ

﹀

てたサ⁝マル︒リアクター評価報

ンソニー・ベンエネルギー棚に宛

代案
ず見つかるに愈いない︒

用を不必襲にする

が必

条件付で再処理承認 ヵ篇罷難

国内では一応の渓着に近づいて

﹁不拡散政策法﹂が成立の兇通

即時あるいは︸定期問後の輸出

法案の巖終案では︑再処理を
行った歴への燃料︑機器の輸出

を即時縛止するという 問 題 の
条項が酬られ︑一定の条件が満

この構想は米国の来黛度予算

ンカー難破による大汚染︶のよう

︵大型タ

顔を出しており

に謝上され︑薄外的にも提榮さ

懲に発解するよう提案した︒C旦 すべきだと述べている︒ただ︑P な大災窃を引起こすことを心配し

型PWR︵撫隊水型炉︶一基を早が二〇％も割高になるので︑放棄

確保も注意を引く︒

は笥工できるし︑現在建設中の二

で燃やした燃科︶の再処理に大

の話覆いがむずかしくなること

う英原子力産業界の姦通しと︑

盆︑崩壊の危険にさらされるとい

ゆる情報を入手し︑安全について

なので導入に伴 て︑英国政府がフランスからあら

を指摘している︒ナイはすでに

を変えていないことは確かであ

を阻止しようという︑基本姿勢

う詳細安全設計など不明な点も残

新炉型

トレキャニオン事件

ウランの安定供

国内事情からみて︑外国の使用

れてくる司激職がある︒米国の

年に馬装の提案を行ったが受入れ

GB︵英中央電力庁︶は︸九七四 WRは

儀のなかで︑少なくともAGR気発生重水炉︶についてはPWRた︒島民は再処理工場の事故が

演や燃料バンクの創設︑濃縮ウ

縮保証︑そのための多国問協

済み轡繕のもちこみが簡単に実

米国︑基本姿勢は変えず
停止︑偽処理や濃縮をしないと

現するとは考えられないが︑カ

たされれば︑※濁が輸出した燃

めて核拡散口止条約︵飛PT︶ いう事．附の鷹約条項なとに不満

れているが︑それらと並ぶ使用

ランの†分な供給などが提築さ

に比べて建設費が二五％︑運転費

いう規疋を揮ったのでは各属と

を表明し︑来国が一方的にそう

示す発醤をした︒また︑米国が

始まっている﹇遭際核轡料サイ

︵新型ガス炉︶〜夏と論議して米

統領が岡意できる道を残してい

ている非保有国の立場に理解を

の藍要憔を認め︑条約に参蒸し

増殖炉や再処理の商業化を延期

の間では︑便胴擬み鍬料の貯戯
クル離描﹂︵王NFCE︶無比

つた︒ナイはそのなかで︑はし

る︒ある条件とは来国政府がタ

料︵あるいは米園からの輸出炉

イムリー・ウォ⁝ニング︵遅す
ぎない驚報︶を傑証できる︑つ

できるのは︑米国が画帖なエネ

る︒その患味で︑本当の勝負は

ている︒チャネル・アイランドは

まり分離プルトニウムからの爆

ルギー資源をもっているからだ

これからだと諾えよう◎

いまカータ⁝紳営の政治学者

し︑欝報できる保障措置の十分

弾製造の企てを＋分嶺前に深託

釧な演討の対象になっている︒

聞題一閣際闘争としての一が頁

いない︒

トム協定の改訂交渉を通じて核

いる︒

や︑二京間協定ないし対ユ⁝ラ

妥協させたもの︒ぬ察官当局は安

を示すだけでは各

槙範

︵K・K︶

という各瞬の憲張にも触れ︑※

ナイは米国が貯蔵を引受けると

国が

不拡散を進められるよう︑法渠

さを︑※国政府が認めた場禽と

ってカーター政府は仏︑西独︑

国の魁慧は得られないので︑綱

輩

葦

：譲禰感︐

箏託

磯
藁

高感度な測定ができます；

≡

いうことである︒この帰環によ

跨

／と

富t全身表面モニタ

玉樹

ことかてきます。

原f力発1し｝訴なと1豪∫力施，没やアイ

個所を知らせ、同時に記録する

は

ASMO

富1全身衣面モニタ

⑳全身を11柊分して、仙1別に朽染

に褒づけされてきています。

カウンタを採∫目。島網野て女辻

測瓦器の製造を開始していらい、

したβ（ガ線測疋かてきます。

今Bまで長脅の歴史とイ，，頼ある技得∫

麟検繊器は、人噸積のカスフロー

24｛目日神戸i業㈱において放射線

〈特

1測技術は、昭和

1屯機の放刎線

，，・

国産で初のガスフロー方式

@

≡
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入分などで一気磯保されているも

するなかで秘単技術庁けく︐秋をメ

研究︑総念融働のありカが問題化

礫境モニタリングのデータ比軟

をさらに払充︑強化︑各測定賓の

定されていた測定項閾︑測定力法

針の設定は︑これまでの指針で設

学技術庁が今園検慶している新羅

しい測驚法に︑すでにこれまでに

測定法シリ⁝ズ﹂は︑こうした新

より駈となるモニタリングの考え

いわば環境モニタリングのマニュ

設定されている測定法を舞えた︑

今園頒布が閥始された﹁放射能

のの︑それ以降については厳しい

ドに︑こうした統一的総畠評袖を

方︑貝体的な測窟法についての共

千度C時代

れているのも廓実︒こうしたこと

り︑組織的な激しい対応が求めら

また︑これまでの災験で解明さ

組んでいく計画︒

新機輔の・つとして︑昭稲万牽隼

て解明︑多曙的白癬ガス炉研究の

子力発亀所から傘国電力の八％が

一てわが麟はすでに畦ご幕の原

笑験炉・原型炉・実習炉の酎醐に

型転換鱒の原型炉・実証炉♪川藻

は核燃料サイクルの研究開発・新

利周することが曝響だが︑とくに

終的には島壁織顯妙用燃料として

と蕩えられる︒プルトニウムは醸

今後かなりの研究開発期間が必塾

商業利用の段階には塗っておらず

ウムの軽水発呼炉への利用はまだ

四︑わが園の現状ではプルトエ

とに内外に衷明するとともに︑国

な明確な立堀を今後も機会ある︸．﹂

ている︒黛添としては︑このよう

疵に種極的に協力する里雪をもっ

利用の発展に伴う核拡散の懸想防

的に支持しており︑膿漏的な平和

策を推進することを強く要請する

ために︑政府が霜実かっ強力な施

わが幽核燃料サイクルを確立ずる

以上のような長期構想に星づき

への協力は進めるべきであるQ

授術の開発あるいは国際奥同調薮

らプルトニウムと残存ウランとを

鉛ガラスで放射線をシャットアウト〃

を確立していく恵向だQ

をめぐる新しい動きがこうした窮

鵠勢となっており︑最近の核拡散

リングの懸蟹﹄痂設定のための検

添タリング測窟法を網羅︑現場て

アル全集で︑科技庁設定の環境モ

も司熊とする門軌境放雛線モニタ

通のマニコアルを示すことにょっ︑

いるのが現状︒こうした点からも

てモニタリングの櫨臓嚇士︑各モ

状にさらに拍康をかけようとして

立ってこのほど今後の環唖放甲線

討極製を遇いでいるが︑これに先

点が置かれることになる兇込み

小資源團鰯本の新たな活路の〜つ

海水ウラン採取計圃が成功すれば

モニタリングは全てこれに従がっ

ニタリングデータの比較笹蟹を行 の測定の手引きとして今後の環境
環境放射線モニタリング

既則︒このほか現在﹁トリチウム

﹁放尉挫シルコニウム分析広﹂が

体検出器を用い惣機器分折法﹂

ウム分折法﹂﹁Geへ﹂互︶半歳

ータ放購客受短法﹂門放射姓セシ

昭相五典⁝隼九月改訂の﹁全ベ

て実範されることになるもよう︒

モニタリングのマエユアルとなる

で︑興体的には大嶽海水利用下に

になるものと期待される︒

溢薩省では今園のモデル・プラ

新マニュア
ルを頒布へ

を日指そうというもの︒

う門中央譜黒蓋の基盤づくりなど

科技序︑斬指針殴定控え

グ溺画作成の指鉛﹂に従って施設

ヨウ素測定法篇など全部で十五シ

分析法﹂﹇緊懲時における放射性

養︑地方公綬畷体︑飼の三省がそ

協における環蠣放雛綬モエタリン

疋などについて走めた︹漂子力発

間ガンマ線の測定︑瑛親試科の測

環境モニタリングについては空

が開始された︒

﹁放射能測定菰シリーズ﹂の触衛

おける吸糊剤の効率︑システムの
仙頼性︑コストなどについて﹁企
業化﹂を念頭に襯いた実験に職り

したあと︑︸九九〇年代には一千

ントで実罵化への第一歩を踏み出

わが園の所塾ウラン撮は累積で
ナ／矩の災用プラントへとスケー

綬む予疋︒

昭和六十五年には十七万一千七首

い黒陶だ◎

ショート・ナU308に達するも
ルアップし企業化を懲いでいきた
のとみられている一方︑供総騒は
昭和六十二年目︑﹂ろ蒙では既契約購

﹁申央評価﹂については九月か

リーズの頒布が今秋から来年にか

れぞれのV場で実施しているが︑

けて予足されている︒詳細は山本

らU木分板センターに奔謁して各

モニタリングデータの収集︑評価

﹁指到しをも纏えた独8のモニタ 地々公共団体︑設躍省︑譲外国の

人際には地方公ーーハ団捧などでは

リングが籍わ為ており︑こうした

入YりA−Q−Y

時聞逮鰍トにおける貯金性の問題

験炉建設を嚥擾の醐標においた工

実施していく計薩だ︒

ト分なイニシアティブをとるべき

多国間国際取決めなとで属際的に

論難︑綿子力発醒国の世界的な

供給されているが︑これらは建設

h−

≧

・

ミ

姫ミモヒ㍉

チ

蝋乏

曝

（属本蒸気硝子製）

謹憲 諏

への遵もしだいに拓かれてきており︑今樹のモデル・プラント
を臼指して新しい没階を迎えることになった︒

鱗建設へ

限界領域研究に新機軸

高⁝温工学特
原研

総盒的な評価︑公表簿のシステム

感いう前入講の 騨状態〃に

た︒約四惣岡をかけて拓七愕二十

学的な研究開発の段階に入ってき

れるチ熊で︑通江を餉提にしだ長︷

覧︑わが蟹は繊法︑原子力棊本

術聞発を刮画的に進めるべきだ︒

を躍際管理に委ねることを鶏懸し

増加による核兵鴇拡散の偽険の増

一︑すでに完成している動仙窟

◇

大讐の国柄瞬勢を反映し︑米圓箸

処理施設はプルトニウムの取扱い

Qタ一一ピン室覗き窓

年産十キ︒認．目指す
圏?年から詳細設計へ

逓曝省は昭秘五士二年度から五か鐸嗣画て海水中のウランを回収する天爵擢．／葎吐血のモデルプラ
ント建設副脚に取り組む方釧を暇め︑来葎匿から詳細設謙に入ることになった︒ポンプカラム鐵と海

実用化

中方式を併用し︑照和五十八無には究成の予竃︒今鰍三月には世界で初めて百四十九︑ゾ劫ンのイエロー

ケ⁝キ液採取に成功するなど
企業化
のうち大成建設と象洋エンジニア
リングが﹁嚥収システム﹂︑旭化

の副頗は

世界にも類がなく初めての試み︒

キログラムオ二野ー

計画によりわが国の海水ウラン圃収計勘も
海水中のウランは全体の十億分
の三と趣めて微蟹にしか含まれて

縮しをそれぞれ握蟹︒今鋸鷺月に

﹁吸眉︑脱為㎏︑三菱金属が﹁濃

旗︑卸売レーヨン︑徳由曹達が

和五十四年度中には最終設計を終

来琿度から詳細設置に入り︑暇

ア︑四無闘に約十五懸円をつぎ込

いないが︑全海水のウラン禽譲壁

ンを島い効率の吸殺場で大羅に採

は五牽億沙と膨大な蚤︒このウラ

分析センター︵施話索黛九六玉⁝

しくさせてきているのが現状︒科

門分野からの別々のアプローチて

二⁝三皿︶まで︒

を予定︒笈全局の一禿的讐理のも

は徳由謄達︑三菱金鵬のコンどに

測庵墳臨︑測簸方法の掘違が各モ

んで約三千五蟹平方耕規換のモデ
暇本原子力研究瞬は多口的高温

エタリングデ⁝タの比較評繊を堆 とに金園を一二のもとに冤通した

より盤界初めてのウラン捕錬実験

わが岡の多懲三島漏ガス熔研究

ルプラントを完成させ︑五十八隼

取することが可能になれば源さえ
簸隈

の資源を手に入れ

は今鐸二月のOGL！1のヘリウ

あれば
ガス炉研究開発の一珊として来奪

度中には採鍛㌶験に入りたい惣尚

一

に旗功︑薔四＋九︑ゾ竺のイエロー

ることができることになるため英

連続運転の成功により一燐に

ムガス出11撮展一千度C︑颪欄間

実用化

五月末完成を二重に門F曲撮工学特

ケーキを採取するなど

への明るいデ⁝タも得られてきて 別研究棟門の礁遡源備に斜手し

だ︒

おり・〃実験鍵レベル

心溺断続︑材実験装置︑甲鉛材料実

軍方耀の研究棟を建設し︑高湿蝉

遇薩省の海水ウラン採取実験は

国︑西独︑艮本などが﹁一番乗
り﹂を圏ざしてそれぞれ独膚の実
すでに昭秘五十葎一鱒三千万円︑

伏︒

問題は解決されてきているのが麗

から今回の筒灘工学特研でも︑従

一織織的な研究体制で総端的に取り 点なと崔実験釜レ＼ルで先取りし

五十一無度〜億三千五蕎万阿をつ

ているのが現状︒しかし一方では

を迎え︑いよいよ実 は十分解明できない側石が拙てお

ぎ込み金編鉱業翁叢団に委誌︑さ

験装置なとの設備を設暇︑昭和署

来の慮門分野のワクにとらわれず

てはほぼ

今園の通 産 雀 の 計 麺 は ︑ こ の ウ

このため今園のモデル・プラン

こうした雌勧潟蹄代の郵来ととも

験を急いでいるところ︒

ランをポンプ・カラム方式を中心
らに大成建設︑東洋エンシニアリ

＋年代末の実風炉建設へ向け山立

分野からの專門家を探め︑罎．同温

れてきている成果を実験炉レベル へ張実験炉建設という第一没階の
一までスケールアップした場倉の各
ゴールを目懸して集申的な研究を

に︑チタン酸系の吸着剤を重いて
ト副醐でも︑こうしたこれまでの

力発電刮画との見鋭いて︑プルト

は︑プルトエウムを便用する原子

機器の仙南陀評価にも撫点が置か

碗在および近い将来のわが国鵡力

力発電開発話画に翻賠を来たし︑

料・熱・ユ学など従來の前職の卿

濠た︑すでに交渉を終えている英

に材科研究などにおいても回縄44 材料︑熱︑工学︑纈気など広範な

されるかという工学的な側面に重

仏との再処押萎縮契約は陶援な所

い遂だい諺えだ︒

て研究が憎められてきており︑こ

張してきた︒

力に証するわが属の豆場を強く主

盤︐回撮ガス炉研究の辮機軸として

ング︑徳山囎達︑三菱レ⁝ヨン︑

H凹凹︑旭化成に薄委託され 実績が大規擾施設でも十分に矢証

葎悶十β耀ノ程度採敵しようとする

グラムオーダ

わが国にとり国賦経階の将来に影

発を通じその完旗岸あざすことは

の実 験 施 設 は あ る も の の ︑

一薦所報の逓り︑日本型子力雇

ー

もの︒わが園にも

業会議はこのほど﹁わが悶核燃料

つつ︑諾外困の禽意を得て実効的

サイクル確立のために﹂と副題し

て進めている︒核兵器不拡散条約

究開発は塵溜利用に厳しく隈回し

なプルトニウムの圏際管理体制の

ニウムの余剰を雀じた時は︑これ

た︒また︑将来︑一時的にプルト
料貯蔵池の建設を先鴛させるなど

に加盟したのもこの主謡に厳つく

検討を行うべきである︒なお︑す

法︑寿嬢瓢凍則により小子力の研

刮画の実行には弾力駐をもたせる

ものてあり︑岡内的には論集より

エウム紋支を鶏虚し︑痩用済み燃

三︑わが濫におけるプルトニウ

必要があるが︑萸仏薄処理委託契

敵格な課際描置およひ核物質防護

供給に磁大な支卿を来たす恐れが

ムの将来の臨給バランスについて

ればならず︑敷池の確傑など第工

約の終了緩の対酌として惣がなけ

要プルトニウム入手のためのみな

は︑動燃再臨礫施設と英仏への委

われわれは︑今屡︑これらの安

来建設される第二再処琿丁場完成

託とから綴られるプルトニウム燕

響する壌要な燃択である︒それ故

わが国原〜力政策の現本を砧傑す

諾を語さないものだ︒

までの闇の幽境鶏対災としても遅

でに述べたわが国原子力平和利摺

ある︐

ることの勇要町を警え︑それらに

の琶ムに支障を来たさない隈りに

建設歯黒の薗提となるものて︑将

約二千五薦人︵現花︶の人員を投じ

関連する闘題点と鮒策について以

対鋲を講じている︒したがって︑

おいて核拡散につながりにくい諸

らず︑臨画の新規原ぞ力発電駈の

篤処理︑放射性廃慶物処理処分︑

該兵器完金廃彙への一つの造穆と

在に当たり︑疑翔的構想に瀦づき

プルトニウム利用︑荻型転換炉・

覆処理重星の卑急な燕手が必要て

しての国際的核不拡散体制を積極

渉がそれぞれ一つの段階にきた現

エネルギー資源の芝しい臼木に

隅速増殖炉箸の技術騰発を進め︑

ある︒

にこそ︑過去二十年にわたり冒民

とって︑原子力発醒が属展経済の

このほど完成した動轡の再処理施

協力して累積約聾千静円の資金と

存立上欄めて緊要なことは一纏うま

設︑轟速実験炉を含む諸施設の建

の内容である︒

でもないが︑とくにウラン資源が

た挺議をとりまとめた︒以下はそ

皆無に等しいわが国としては在来

圃収して利胴する核燃料サイクル

の原子力政策の変更が行われつつ

来交渉をはじめとする国際協議の

とともに︑近く開かれる第益次B

設と計画を進めている︒

の確立とこれにつづく高速繕殖炉

あり︑これを申心にわが園原子力

政策を正しく両立せしめるようわ

際的に平租利用の発展と核不拡散

型原子力発羅所の便用済み燃料か

杣入によって初めて原子力発魅は

にとって将来のウラン資源逼迫等

ウラン資源が皆無に鎖しいわが国

下の遜り羅紹と提轟を行う︒

将来の安走した豊窩なエネルギー

来の第二薄処理工場からのプルト

翼な支障なきよう特段の配慮を要

望する︒

場でわが国将来の原子力開発に翼

あわせ︑便用凝み燃繕は金て再処
理訓画を蔚提に進められているQ

力︑あるいはセンシティブな狡術

実用炉および軽水炉によるプルト

・材料の焼制についての秩彫ある

が圏の技術・施設による効果的麟

中の幸六基千四酉㎜十六万KWと 必襲な羅にぼぼ対応する︒また将

關発のための中核的な施設である

したがって動桝蒋処理織設︑英仏

用の星本政策を明確にし︑その技
る︒したがって第二当処理工鵬で

ニウム商周利用によって消糠され び新型転換炉へのプルトニウム利

に対する極めて蓮螢なオプシ臼ン

ど核輝料サイクル関連の諸技術の

のみならず︑今後の一遮の新型炉

まない場禽︑わが国は将来の原子

エウムも新魏転換炉と論難増殖炉

と利用︑放鋤姓廃簗物処理処分な

め︑田来交渉をはじめ幾つかの国

関発謝癒に必要なプルトニウムを

際保陳描躍の爆発への輿体的な協

れが生じている︒そして︑そのた

際協議が混発に行われているが︑

生産するものとしても不珂欠だ︒

もあるので︑この際︑鰹水炉およ

胴発計飼も大きな影響を受ける恐

ルトニウム・リサイクル︶は操界

今葡まで鐵本政溝はそれらの場で

このような核燃羅サイクル︵プ

源としての意義をもつ︒

各国でのヨ十隼に及ぶ開発の歴史

軍和刺用の重量と核不拡敬への協

への再処理委託契約が誹瞬通り進

によって確立された麟標ばかりで

唾

ら

〜≒

一
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ジュネーブ竃縮委員会臓本代表部の小木曽大便は︑十一日の同委員会で︑核軍縮とからませ

⁝
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⁝

クノロジーの管麗に関するNPT枠外での描置について︑わが国の考え方を明示︑最後に﹁現⁝

た非核兵雛国の平和利用の権利が
拡大に制約が課せられているのに

ば︑われわれはこの間題の解の決

ためにIAEAの経験と知識を最

りかねない︒問題は︑核爆発装置

うち軍事面について触れた①核

大限に生かすとともにその役割の

の瀾発に顧接つながり走る技術と

は︑角をためて牛を殺すことにな

力の研究︑膝下︑利用の発展︑並

物質の平租利用に際し︑いかにし

前提が︑締約国の平和囲的の原子

る︒NPT休制下の講和利用の大にせよ︑顔結しようとすること

ろう︒貝体的には︑NPT楴約非 その四は︑王AEAの強化であ用の権利と酒動を︑たとえ部分的
核兵器国に対し︑天然ウランの供
絵︑組重・再処理サービス︑原子
びに締約国間の平和利馬の設鯖︑

︵注︶﹁NPT枠外の措置﹂の

にこれを隻持する︒またこの計画

再処理技術が核拡散につながら

輸送の際の物理的防護に配する国

さらに進みここで核物質の貯蔵・

家の検討が行われているが︑私は

なわち非核兵器国が条約により核

軍縮措置をとっていくことを強く

任をもつ核兵器国が戸外的な核

の政冊声明で﹁核簾縮に特別の貴

る平和利罵確保のための騨極的措

協力に際し︑同条約騰条に規定す
一九三八年に人類が核分裂反応

NPT締約穽核兵器圏との原子力をとるよう訴えたい︒

生向上に発展させてきた四国に対

の如き原子力を蓉ら平和利用と民

の課題が要請しているのは︑かく

したがって︑冒頭提起した現代

に基づく原子力利用の国際的コン

の諸圏の参加による一般的な舎悪

体制を実効的なものとし︑広範囲

である︒かくして現存の核不拡散

うした横の核拡散防止の国際協力

払拭する望みを見出して初めてこ

れ︑この盤界が核兵器の暗い影を

具体的描置が勇気をもって開始さ

核兵器の実質削減に向かっての

外務大臣演説の中で︑﹁核兵器国

ないからである︒

PTを枇引し︑IAEAの銀陣描

を改めて訳載する所以である︒

されてはならず将来核兵器竃の核

の途を放棄し︑核拡散防止の大義

かかわらず自発的に核兵器開発へ

摘のように﹁最も璽要な資産︑す

利用の権利を地域的かつ部分的に

エクランドーAEA事瘍総長の指
を前群きに解決すべきであろう︒

子力を一九五三年にアイゼンハワ

拡散の悪夢から世界を解放し︑原

＼

㍉歪

人出rlil頼×鰻谷fllr∠町20尾形ビル凶one

強化を図るべきだと蕩える︒

資栃︑技術的偽報の交流の窟由な

閥戦略呉器華美交渉︵SAL

異議の偶発的使用の防止②※ソ

を効果的かつ真に権威あるものと

するには︑核先進国のみならず︑

を再処理し︑ウランとプルトニウ

の長期安定供給確保の観点から必

ウム利紹計画は隠署されるべきで

最後に︑核物質の国内および国

ないと考える︒

ないようにするための方法として

兵器の製造または取得を放棄して

要講﹂し︑また﹁全人類の福祉の

を発益して以来約四十年が過ぎ︑

するNPT上認められている平和トロールの確立により︑この課題

大国の核繋累に解する勇大な責任

措置をとる蚕纏があるといえよ

と非核繋駕国の差別は固定永続化

兵器廃絶によって雅正されなけれ

の原子力﹂計画の理態に立ち帰ら

こうした国際的努力は︑とりわ

ー大統領が提嘱した﹁再三のため
これらの麟に対する盃憲の誓学を

凍結することではない︒間題は︑

せ︑未来の屋的である平和利用の

なわちその霊権の一部を放棄耀

け核蟹縮の爽質的進展︑すなわち

してまで︑核拡散を防止しようと

確認することてはなく︑むしろN 縦の核拡散防止の努力によって裏

発展に向かって臣歩を進めること

約を加えることは．加盟園に条約

する非核兵器国の背筋な願望の表

均衝のとれた形で実施に移すこと

PTの棒内および枠外の諸措置を うちされる必要があることを今一

に貢落している国の平和利用に制

明であることを︑核兵器国は理解

しかし現実には︑核軍縮分野で
は揚るべき進展がなく︑また平和

すべきである︒

インセンティブを奪うことにもな

菖業所

O6−25里一4141干542
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炉等の施設と技術の供給確保の四
体的かつ核拡散の危険の少ない描
置を考慮するよう提出したい︒

つまりこれらの技術︑物質に対す

て軍事転用を防止するかにある◎

い︒このような研究︑交流の進展

第二に︑金てのNP①締約圏は 発展にあることは言うまでもな

核拡散防止条

害しかねないと醤わざるを得な PT締約国が受諾している保陣措
いQこの二つの分野で何らかの興 躍より︸層厳しい義務をNPTの
体的措置のとられることが謹たN 枠外にある非核兵器国に負わしめ

心を有する国の参加が必要不可欠

である︒またそれらの園の特竃の

敷居国を萌むできる限り多くの関

原子力施設のデータが︑國際的検

要不可欠である点を指摘したい︒

力の拡散と襲腹の現象にほかなら

処理技術の伝播が潜在的核開発能

他方同時に︑プルトニウムと再

ムを再利用することがエネルギー

⁝て︑核不拡散と猿子力平和利用の閣係にかなりのウエイトを置きつつ﹁核不拡散に関する田水⁝
反し︑他方で聾PTに加盟してい NPm⊥未加盟の非核兵器國に対し
が同時に核拡散防止の観点から潜 る有効な保隣措鷹を確立すること
τ︶③包括的核実験禁止︵CC
⁝の基本的見解﹂について演説した︒演説は︑世界的エネルギーの確保と核不拡散の両命題の調⁝
ない非核兵器国がNPT締約非核原子力分野での協力を行うに際し
在的な危険を伴うことは事実だ である︒この分野で王AEAが設 TB︶条約の冬瓜④員器用核分
⁝整は現代の課題だとして問題提起︑核拡散防止条約︵NPT︶の位毒づけにふれたあと︑非核⁝ 兵器園と同様に原子力協力の恩患 少くともその全ての平海利用響動
が︑核の拡散を恐れる余り︑NP 立以来二十琿にわたって経験と努
裂性物質の生産停止⑤非核兵器
に対して︑IAEA保隔措置の受
⁝兵器国メンバーの権利の実質化︑ノン・メンバーに対する保障措置︑核呉器国の保障描置︑国川
に与っている例が相次いでいる︒
国の安全保障1の部分は省賂︒
際原子力機関︵IAEA︶の強化を求めるNPT枠内での描置と︑核嗣縮とセンシティブ．テ⁝かかる嘉態はNPTの儒頼性を阻諾を要求すべきである︒さらにN り⊃に基づく星野国の正当な軍和利 力を積み漁ねてきたことを考えれ

⁝

⁝

⁝

捌代の諜題が要謂しているのは平和利昭の権利を頽結することではない扁と強調している︒小木㎞

⁝曽大使の演説内容を以下に掲げる︒

幾多の敷贋國がNPTに加盟する至を念頭におきつつ︑輸出国の政

約枠外の措置

策を調整していく必要がある︒か

PTに加盟していない核兵器国と るよう︑原子力技術先進国間の思

たり︑現在酉余の加盟国を数える
インセンティブを与えこの条約に

核英器開発能力につながるセンシ

次に平和利用薦の核拡散防止型

核兵器不拡散条約︵罠PT︶が︑ 務のいわば見返りとして︑条約上

インセンティブを与えられよう︒

無差別に平和利用の権利を確保さ

くして葬加盟国にNPT羽盟への置について謬察したい︒それは︑

れているといえる︒この二つの要

頁の普遍性を与えることになる︒

その不平等性に基づく種々の問題

国際原子力機

点にかかわらず︑核拡散を防止

他方︑国際的評価の実施完了ま

討に提供されることが望ましい︒

での間も︑櫓大するエネルギー賄

ないことから︑その危険防止に翼
剣な国際協力が必要とされている

ティブ・テクノロシーと物質の効

素がまさにNPTの屋台骨を形づ

関の強化など

し︑今後この衝で一層の国際的努
くっている︒

租利用盾動に関する限り︑IAE果的蟹理についてである︒この副

第三に︑核兵器国は原子力の田

い︒また非核兵器国は同時に︑義
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平和利用と核
不拡散の調整
現代の最も重要な課題の一つで
力を挺進するに当たって︑最も重

としているNPT加盟非核兵器国

ある核不拡散の問題を特にとりあ

と同時に︑兵器用核分裂物質の鑑

が︑すでにNPTの法律的要請をとしては︑こうした協力に横極的

要を賄うため再処理を緊急に必要

包しているが︑現実には核不拡赦

確立に貢隊したいと蕩える︒

に参加し︑有効な核不拡散政策の

のも事実である︒多くの国とこの

散の枠組みを実効あらしめるには

産停止の交渉を開始すべきであ

満たしている諸国については︑各

ような懸念を共にしているわが国

要な法律的枠紹みであるという頭

の最も重要かつ墾本的な国際聞の

国の現実の状況を踏まえて行われ

られる新たな国際的蔵置の実施

実を改めて強調したい︒したがっ
核兵羅国が非核兵器国の儒頼に携

る︒私は︑この点ですでに米英澗

Aの保障描置を再発的に受諾する 題に触れるにあたり︑ここで弩え

たい︒核不拡散の問題は︑現在︑

げ︑日本政府の基本的見解を述べ

て今後の核拡敬防止の新たな国際
法律的磁継みという政治的前提に

したがってNPTという核不拡 核防条約はこのような問題を内

端的には︑堰議するエネルギー需

とすることが巖も実際的である︒

的努力は︑長PTの体制を出発点 え翼体的な核軍縮描置をとり︑家

に関しては再処理計画とプルトニ

璽を満たすために原子力エネルギ

これらの物質と技術が核拡散に

ーの供給を確保しつつ同時に核兵

るべきことを予め強調したい︒

現在われわれが為すべきこと

熱処理計画妨げるな

器拡散を防止するという二つの要

つながらないよう効果的に畳遅す

際間移動に際しての危険の間題︑

る方法としては︑①核燃料サイク

間で輸送する際の紛失あるいはハ

すなわち核物質を国内および国際

まず︑私は便矯済み燃料を再処

施︑とくに②核兵器製造に不適当

ルに関する国際的評価書画の実

理して得られたプルトニウムを再

三十年以上にわたる国際的な原子

緬罰するという核工料サイクルが

駒故に伴う核物質による環擁汚染

イジャックの聞題がある︒これら

軍縮委で小木曾大使表明

を確保する措置をこの条約の枠組

みの中でとることQ第二にさらに

は︑第一に核防条約自体の実効性

広い視点からこの枠組みの外でこ

にわかに国際的関心を簗めて い
る︒しかし私は︑問題はそこにと

講を調和的に遍織する難題として

どまらず︑さらにより広い視野か

な形でのプルトニウム抽出の技術

の

の危険も指摘できよう︒この問題

的司能性探究︑また③核実験禁止

れに役立つと蕎えられる︒

条約締結と条約への加盟促進もこ

力平和利硝研究の箔果選択され︑

の核燃料サイクルである軸重を指

技術的・経済約に確立された唯一
かんがみ︑NP﹁じ体制の強化が核 国がIAEAとの聞にこの団的の

摘しなくてはならない︒またわが

その核兵器を持たない義務に発合

ことを歓迎し︑岡国が攣期に協定

ための保隔措置協定を結んでいる

の体制を補完するいかなる措置を

の建設的な任務である︒これをい

とるべきかを原子力技術先進国に

る︒もしこれらが実施されないと

両颪で︑どこに核拡散の危険が存

り広い範囲の国の参加を求めて国

限らず︑全てのNPT締結国とよ って実質化されることが枢要であ 拡散防止のための餅代の国際社会

ら原子力の蟹事利用と軍和利絹の

在するかを検討し︑危険防止には

まず核燃料サイクル国際評価計薩

い︒

際戴決め作成の必要性を指摘した

部は︑すでに三AEAで尋門

何を為すべきかの課題と考える︒

きには︑NPTは儀頼性を損わかに行うかをNPTの枠内と等外を実施に移し︑平租利用施設に対

た環境上の賢慮から物理的に便用

については︑わが国の原子力開発

国のように大墨のエネルギーを原

際的に探究することである︒

ここで私が提起課題の検討にあ

受諾するよう要請したい︒同時に

について考えたい︒NPTの枠内し速やかに王AEAの保障措置を子力発電に依存せざるを偲ず︑ま

計画が阻害されないとの了解の下

わが国が昨年NPTを批准した際として次の詣措置を提唱する︒

れ︑普遍性追求も困難となろう︒

済み轡料を長期難儀することの黒

いるのに対し︑核兵器国は製造ま

の研究︑生産︑利用に膨大な猛の

がNPT上の軍和利屠の奪うこと多くの国が原子力の平和利罵鼠的

置をとること︒これは非核奨器国

資金と人員を淀ぎ込んできた︒し

国際規鋼の確立急げ

倫

きない国にとって︑便用済み轡毒

考察にあたり︑まずNPT体制たは取得を認められ︑条約上特瑚

ために原子力の平和利罵に関する

のできない権利として当然に要求

かもこのうち多くの非核異器国

φ●

他の核兵踏国に対し︑同様の措置

の地位を与えられている︒しかし

国際協力が︑この条約の規定に従

しうるものであり︑これが置に描

は︑核拡散防止に協力するためN

その一は︑原子力技術先進圏が

とは何かを再議してみる必要があ

その特権には特別の責任を伴う︒

いた餅に終わらないようこの権利

核拡散防止条

る︒この体制は︑竃縮の観点から

これがNPT第六条により︑

確信﹂する昌を強調したのも︑こ

の画質化がはかられなければなら

約の位置づけ

は︑新核兵器国の出環を防止する

実に核軍縮交渉を行うこと﹂を法

が国は︑昨無の国逮総会の小坂前

うした趣騒からである︒さらにわ

した多くの非核兵雛国の希望の象

う︒つまり核兵器国自身が核兵器

﹁誠い強力に推進されるべきであると

ための核超大国中心の核麗備管理

的義務として約束した根拠であ

徴でもある︒また原子力平和利用

に要求されている︒非核兵器国が

の管狸に万金を期すことが道義的

は力強いはずみを得よう︒核兵器

への現実的な第一歩と僑じて聯繋 り︑核兵器国には鼻体的な核箪縮

の一面をもつと同時に︑核蟹 縮

の観点からは︑核兵器開発につな

ばならない﹂旨明示した︒

こうしてのみわれわれは頁に核

がらない形での平和利用の発 展

てNPτに加盟し︑その義務を受

核武装のオプションを自ら放棄し

核不拡散体制︑実効的に

を︑非核兵器国に対し︑核兵器国

NPTに内在する不平等性にも置を受諾している︒このことは︑

と匿別することなく保障する国際

け入れたのは︑一方で︑こうした

国たる非核兵雛国の原子力猛動の

利嗣分野では︑〜方でNPT加盟め︑非加盟国から新たに加盟する

の愈誕についての疑問を生ぜし
壷任を遂行する核兵器国の憩思に

協力体制である︒

倭頼を撒いたからにほかならな

に成功するであろう︒

これをさらに条約の内容に沿い

度強調せざるを得ない︒

敷術ずると次のようにいえる︒す
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昭和52年8月18日

原子力を私たちの生活の中で

考えるための環境づくり

⑭原子力機器類・プラントの模型制作

翻原子力PR館の企画・設計・施工

一二890号一・
昭秘52年8月25臼
毎遡＊畷鶏難行

1翻100円（送料共）
購腕料墾無分湾な金4500円

重電叢叢が共醐で襲

は恵

日の婆麗会ではあわせて地晃性民

見盤に対する扇蟹圏筈購と︑慰新

から提出された覧難聴四件の慈

されていた要鑓鰹に対する騒騒購

潟聚知窮と小林柏騎衛長から提出

このあとこうしたパブリック・

三十四兆六千纈円と全体の六〇％

は原子力発醸など醗力関係資金が

られることになりそう︒部門別で

好︒原子力関係資金のうちウラン

鎌

・図聴謬黛臨

鉱四ヅ諮剛総幾麟

開醐。紹㊧

柏崎刈羽原発
は安全と答申
原子力婁が総理に
簾票電力が誹画曙の鶴崎刈羽原

斑に関して鍛終判断を下すことに

う捻出し調達するか︑税縦の艶磁

ため︑試騨で承された七兆円をど

﹁計醸は妥嶺﹂と認め︑内職総理 なる︒

委員金はこ＋王日の竃例委暴会で

大麗に答単することを決めた◎同

切迫感をもってとらえられにくい

アクセプタンス上の闇題点を解決

しほか新しい財源対簗の検討が適

していくための方籏としては︑ま

近くを古めることが示されてお

析している︒

一などの要因があるためとも分

ずコミュニケーシ蕊ンの尚上を図

属各騨の間でのコミュニケーショ

濃縮および実証炉建設は民間資

に遍い打ちをかけた恰

り︑螢金繰りの馨しい電力各社

ンの陶上を図る兇地からエネルギ

原型炉建設は公的隻出八○％︑民

金︑公的支出がいずれも半々で︑

お台所

る必要があると述べ︑翼体的には

ーに関するパブリック・アクセプ

国︑霞治体︑エネルギー産業︑国

タンスを推進するための中暑的な

機瀾を設鷹することを捉案Qま 閣嚢金二〇％といった負撮比率を

資金対策分科会は近くこうした

前提に舞出されている︒

え方をまとめ︑これをもとに来年

臣額資金調達のための墓本的な超

慶をメドに宮属分担のあり方など

方針だ︒

禽む墨体的な財源対簗を打ち出す

闘『『《c關躍

製務所の新設︑つ濠り霊要照メー
技術の㎜本化

義が大きい︒薪薯務駈は各社から

カーによる

受け︑二士菖︑藁票・内幸町の

技術陣を貧む総勢︷ハ十名の派遜を

なお動燃署財団は︑昨年から福

手︑地元同慧のとりつけで交渉も
スやSNR⁝三五〇などにつづく
続行中で︑同悪が得られ次第︑政

ど詳認可を申講︑學ければ来三度

罵に原子炉設鰍に伴う安全審責な

中にも本格急増の段どりとしたい

大型炉開発に備え国ベースで協調

るが︑わが羅が先行き将来これら

弩えだ︒

するなど幽々体制整蠣を進めてい

にだちうちできるよう技徳至難を

†万KW︶設醗について・原子力 轡晒を受けて総理は近く設躍墨

8比谷蟹際ビル内に店開き︒当初 子力発霞所の一讐炉︵BW魏・首 も了承した︒
線織として所鍵︑翻所長の下に︑

藁務︑プロジェクト︑プラント設

新畢携所は業務を研究開発︑エ

誹︑設計解析の四部が腰かれだ︒

コンソーシアムづくりについて司

力墨引禽の新型鋤力炉開発響門都

間め国際競争力を践めていくとい

た︑将来の世代が建設的にエネル
ギー問題に対応できるよう学校教

このほか関係脅の積極的な協力
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ンジニアリング関係に隈ってお
り︑したがって機器製作など欝業

約する競争受注体制をとることに

り︑各社が個別に鋤燃襲業団と契

部門となるハードウェアは従来通

ることから︑以降︑四社を中心に

化︑關発の効箪化など利点が盟め

原型炉設諦を業務主体に
日立製作駈︑東察副耳罐録︑翻士鰍機製造および三菱璽工業の四社は共周で二十二鼠︑﹁FBRエ

能性の検討を急いでいたが︑禽悪

ンジニアリング璽務所﹂をスタートさせた︒薪醒務所は︑鋤燃誤認団を中心にナショナル・プロジェ
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﹃もんじゅ隔建設嬢補地に気象︑
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なる︒

ーシアムとして襟開の設計・建設に関する主としてソフトウエア技術のとりまとめを行おうとするも

の︒海外露国では仏︑西独などが

に塾し︑襲務駈新設となったも

出力三＋万KWのナトリウム冷却 際しメーカー各社が 技術を︸本
会︵稲藥秀三座擾︶が﹁エンジニ

海象︑耐照性など環境調蕊に懸

の︒原型炉につづく実舐炉開麗についても先行きエンジニアリング叢覇を擬当していく計画だ︒高速

し関係作業の効率化を圏ろう

化が肇ましい﹂旨提謹︒これを受

った観点からも︑こんどのFBR

膏を充箕すること︑政府がひきつ

策を提示していくこともパブリッ

づき整凝性ある総命エネルギー政

ク・アクセプタンス薄策上不可欠

それによるとパブリック︒アク

今醸わが国にエネルギー重臣を國

セプタンスの闇題点については︑
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﹁中枢的機関育成を﹂
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蕩速炉開発に澱極鮒でフェニック

炉開発でメーカーが一体となった協調体潮をつくったのは︑わが国では初めて︒新身務所の塗鞘には
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とするところに大きなねらいがあ
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・ループ型炉︒鋤燃翼藁団を中心

る︒ソフトウエアに幾つだ技術的

﹁騨務所﹂は︑この設計づくりに

に︑これに曝立︑棄芝︑露士躍機
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⑭システムの信頼性と保守性を向上。
㊥車越したシステムの拡張性。
⑱すぐれた高速処理能力。
⑭マルチシステム構成を容易に実現。
⑭高いソフトウエアの生産性。
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④捺ず力発電厨建設問題は自悶の国境外ま
て昂かけて反対趣動に参集するほと磁要な

③あなたの住んでいる地方に捺ゴ力発竃所
が建設されることになった。その建設に反
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居住地域でもOK−51％

が建設されても反対しないと答え

マルビルの スーパー・フェニノクス㌧、のサ
イト接近を阻i正 すよう要請した。政府の行
動を1卜当と思うカ㌔

う

患

間違1つ

う

②クレイ・マルビルの反対デモの組織者は
イゼール県の禁令を犯してデモを展開した
か、その行動は蕉当と思うか。
①政府はイゼール県知事にテモ隊がクレイ・

止当と
ら
い

比当と

思

一反対派が世論調査
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磯子工学試験所にも着工

振勲装置立地にメド

嚇

▼
口

で可決した︒二十五日の臨時町議会︑二十七日の凝土地利用審議会を経て正武湊定の趨びとなるが︑

ターから昨年九月串し入れのあった問センター大型振動爽験装躍受け入れに関する協定嬢を盤成多数

一か月ぶりに振動台の建設餅闘が三道に乗る冤通しになった︒また同センタ⁝は二十五賑から神奈川

実際には町議麗全鷹が調査特劉婁員を鮪ねていることから聞題はないものとみられ︑些し入れから十

興横浜市にバルブ鍵鉦舐験を行う門磯子工学試験所﹂の建設にも魑手する義定で︑いよいよわが圏の

防災科学技術センター︑鹿厨建設

播の蜜全余裕麗は薦悩以上となっ
ており︑巖大振動時でも敷地界線

本難聴が

会議副畠痩︶が田英関係の発展に

魑際会議案内

愈爾亜類の禰子蚤臼の改良に関す

イツのノイエルバーグで門穀類と

三二九月雪融から八田豪で︑西ド

罵際原子刀機関︵︷A逸A︶は

第三位を受翻した︒

窃与した功績により名欝大英勲蟻

授与式は瓢十四醸午荊︑荏臼英

英勲章受章

国大使館で行われ︑エリザベス

上での振動は金く無視できる程
度︒センターでは五三開に二穏六

る︒墾紺串込みの締切りは来鎌六

兇太郎阪︵鷺本医師会会擾︶︑八

稽欝大英勲灘が授けられた︒

木二三氏︵田本繊維輸入組常理蟻
ノ
長︶にそれぞれ第二位︑第四位の

る四十庫闇の答穰バルブの作旧事
数を実験装綴で再現︑さらに憲パ

蒸気試験装蔽︑安金融逃し弁試験

験装竪穴はじめ︑濫水試験装醗︑

く︒

をも環麗試験装齪で確認してい

ろに予足されている臨將町議象で

︑日米核馬料交渉の間題の本

鷹艶徽

の儀頼性試験についても実験設備

一瓢

拡敬と綴灘描認など広範な間題を

四︑ストックホルム三和研究所

取扱うようにすべきである︒

の蟹顯整を拡発強化して︑世界の

策の推薩のためとりあえず外務雀

ニウム利照は鎖面商業化の二心盤

五︑軽水炉燃料としてのプルト

でムラサキツユクサをやっても住

に窪い質す行動を展開するよう提

とし︑労働茜被鰻の実態を答鷹力

予想され︑これに闘するわが蟹の

するものとして米国の強い贋対が

鑑 A

①管理局三徳部︑上級

関西テレビ放送︵株︶

原産に

・講幾部企礪窒まで︒

澱︑⑥⑦が九月七総Q七重は原産

繭︑③が九罵二臼︑⑤が十月三

応募締切は︑①②④が九月十九

続様と蟹難⑦贋境防謳

▽露遡獄⑥原子力安全の施設

等聡提

障描置査蟹縄騰発技術援助部︑一

コンピューター誤︑補助職貴⑤保

職員④技術業務周科学技術満山部

水理利胴︑一讐職員③岡上︑一薯

研究および研究所部アイソトープ

職員②研究およびアイソトープ局

▽良書

目している︒

次の要籏により職員と二二家を聾

三際除早力機蘭︵︷A露A︶は

匿 A

職員と専門家を募集

技術講談で︒

爾盆議とも詳細問舎せは原産・

発表の場禽は︑今庫九月十日︒

加晦込は当無の適応ナB︒論文

ジウム﹂を開催する︒会議の参

生物学購影響に罪する國際シンポ

ウイーンで﹁題離放射線の晩飛性

から十七臼まで︑オーストリアの

藪た同機関は︑来藝篇月牽王鰹

二月熟鬼

の授与式では一本松灰とともに武 門田︒論文発表の騰合は袖無十

る国際シンポジウム﹂を醗催す

ナ億円を穰ぎ込み昭夢野十五隼痩

の一本松殊磯氏︵臼本原子力廃業

女王の代理ウイルフォード英隈大

終止符が打たれることになる兇込

して︑これまで実際に大地震にあ
ったことがないために﹁実証偏が

耐震等号性誠験に取り

不備能だった原子力大難機器の
実規模

一方︑周センターでは原子力歌

組んでいく計醸だ︒

一手㈱蟹平方綴の施設にパイプ

落零だ︒

使から製油が贈られた︒また岡藏

中には完成︑撹界鰻大の振動台と

同センターではこれにともない
二十四臼︑国土利用計構法に墨つ
く土地売買脇指膨濁を多霊園町長
を経て興知類に提繊︑二十七霞に

で正式決足され︑醐ちに建設にと

予定されている県±地利罵審議蝕

実証試験を行う﹁磯子工学試験

横浜濱で躍備を進めてきたバルブ

学試験研究の一環として神奈川県

設翻される振動台は最大稠載璽

りかかる置足︒

騒約千ゾ︑テーブル寸法約十五

イプのギロチン破断などの想定階

装畷箸を設繍︒圧力容雛の外側で

破断時をシミュレートする臨孟子

格纏容器の内側に位喫する門第一

纏×学五器︑煽振方向︑水平・轟

種﹂の弁︑下意バルブなどからB の新設を謝睡︑万骨の億頼牲実証

故鯖でも十分に働きうるかどうか

きていたもので︑二十懸円を注ぎ

土を除いた旧海隊のN憾五＋程慶 摩工場敷地内に建設準蠣を遮めて

という世界鹸大規襖のもの︒埋立

込み︑五十三琿度には完成︑五十

験を行っていく計画だ︒
WR︑PWRを禽め七＋糊を試選

綴︑擾さ五層の世羅絶大の環境試

の安愛した砂礫騒の上にさらに約

四鋸慶から五十六年度にかけてバ

一

質は羅際関係の鵬でのわが国の政

も得て上写譜テーマを慰長く研究

機蘭を設立し︑国の財政的擾助を

進する閉庁緻徽を設けるべきだ︑

かのグローバルな視野が必要で︑

ロンドン轍絡研究駈のような罠隙

圏内関謹欝庁︑謙譲で認識と利鞘

治姿勢が遠心課題︒世羅的規摸で

握謡内容はおよそ次のとおり︒

など思いきった払え方を髭正して

一︑臨画の核燃繕問題は︑プル

を調整したうえ単体のはっきりし

の曙題解決に臼本がどう質献ずる

提醤は︑プルトエウムの平租利

トニウム繁閑技術の開発が長期エ

蕎及を照際政治の鷹でいかに解決

ある︒

もに馨門家の膏成に努めるべきで

し︑藍碧との偶報交流を図るとと

用と核畏敬防止の﹁葎背反の闇題

た業軟な交渉態度が必要︒

するかに細説的出発点があること

三︑軍縮懸からみた安金傑陣敷
と安全階隠上の棊本間題との

ネルギー職漁の璽要なオプション

ローバルな視野のもとに響胴のは

が國がどう質献ずるかといったグ

属が立ち上がるまでには簗らな

トニウム拡敬の舞体約手段を形成

が簿く︑しかも第戴世界へのプル
を強く認識すべきである︒

核戦賂︑透磁兵器制隈交渉︑核不

っきりした柔軟な交渉態度が必蒙

葎

をどう解撫するかに霰餅点がある

いる︒

で︑軍縮蕊から安食同説政策を推

禦一襲瓢≡繍鰻藍一一避一薫一霞塁一一鰹鷹補箋一一一一憲一一一謹一一一塁一三⁝⁝一︻二二一一塁盤一薫︸叢

⁝から建設を受超して以来粟芝根

七万平方綴︑十五万漣の鉄筋コン

ルブ︑薄金弁等の儘頼性爽証試験

岡センターではポンプ︑溶擾部

クリート墓門を作り︑その上に振

の蟹成決識は確異とみられ︑これ
により串し入れから十一か月に渡

﹄蓋一陣璽箋一一︻罵欝≡琵盤一一篇﹇㎜﹁§至＝濡一⁝鷲︻鰹＝≡＝騒

財囲法人政策科学研究駈は十九
賑︑変動の激しい世界の核薯樋を
分析し日米交渉がわが國にとって
どういう懸味をもつかを響察した

面︶による門β米核燃料交渉への

騨門家研究グループ︵今井降吉赤

提誘﹂を発表した︒

また臓本望下士述禽会第四部会

政策を調整して明磯にしておく必

長の冨沢洋夫氏は米園の原子力行

起した︒

い︒莫然とした不安はもっている

建駈大

近三Q

〒

取締役社鑓森藤氏

六︑B※間の特定問題として大

入食

切なことは︸九八○黛代にわが国

一二

璽がある︒

政騰と関係諸機闘に対して①原子

下方町役鵬

シンポジウムは二十一菖午後︑

力聞発体制の抜本的転換②欠陥発

エネルギー禰要の六〇⁝七〇％を

伊方町東浦

山煎授松氏

予七九六⁝〇三

儀藤愛媛県聾宇和郡

町長

的安竃の月商にあたって安全保障

力を衛ること︑北粟アジアの癒菊

原薩に入餐

飽話〇六−三六一1一芭

こない﹂と

供絵すべき振独の確保に豪國の協

阪南北鷹梅ヶ枝町五十一番地
詣が枳次いだ︒これに対し中島篤

検討③原子力後興金制度の改変芳

電炉による灘源設備拡充計画の再

を訴える発
法のもとに住民参加や資料公附の

策法︶の役舗にある﹂と鵡摘︑商

詰り﹂というのは推進側でも同じ

之助氏︵原研︶は﹁立地問題で孚

孚詰り

制度があり︑訟訴の際︑安全審査

陶の再検甜④環境︑排気・携水中

謡○八九四三一八一〇一一コ

本町藻丁零丁十石早七八○

締役社長福隈義郎氏控所高知南

萬面面聞社原薩に入金代表取

電
放豊能︑発勉藤韻赦データ︒労働

る︒

七︑今圓の問題とは別に︑※国

政策の調整が陵られることであ

が三百の立場と条件の評舗のみか

の異係化を要求し︑﹁要求の実現

動として発展させる中で新しい粥

をめざし︑さらに広島な罵罵的運

蕎被曝の実態の公開︑など六項騒

激励4のコメント︒

磁語○八八八1二二i二一一一

ことで︑どこかに打開策があるは

ら出発して国内外のコンセンサス

ザだ︑と

態に対応して飛躍的な地域盆民運

峰すべきだと述べた︒

安斎費郎麟本科学蓄食議原子力

︵財︶霞本分析センター

理辮長瀕矯博践住所東

細塵

住罠運鋤の交流集会では玄海︑

の両能性の検謝を＋還しないま墓

一三茎一＝

暑

干一七困

ルとなるのか引き続き著する必

猫幅謡〇三i九六五

慮都機橋区冊渡一了照十醤二十二

要がある︒

後もカーター外交の璽二合スタイ

一方的に政策を強行する肇勢が今 に入金
の強化︑調査︑研究霜動の多面約

動の発展︑住罠運動の全癒的交流

展開をめざそう﹂との豊根アゾギ

について︑原発の下請け粥働桜の
かなりの部分が地元の人だとすれ

ルを採択閉癒した︒

閥題螢無畏は︑勢働醤の被曝關題

し︑漁業嵩が反対しない状況で盛

住属の安全に係わる社食的關題だ

ば︑錐田被曝線獅の観点から地域

告したが︑﹁地権蕎が土地を孚放

をつかみたい﹂﹁環境放射能測定

浜岡など各地の酒動家か現侃を報

ない日本でもこの点今後大いに霊

科学者会議の松江シンポ

被曝実態調査を提起

しかなく環曲管鐵を象う手だての

きな相違は罠EPA︵国家環境政と思うが︑それが輝になって出て

政法を説明した中で︑﹁日本と大

！多⁝多多！！多⁝多⁝多5⁝多グ！多グ多⁝多多グ多グ萎一室多多5多
欝爪科学省会議・瑛地実行委員
会三三の第二二二墨力発電問題金
国シンポジウムが二十厳から三麟
閤︑原早力開発のあり方に批判的
な科学轡や各地で原発反対運動を
展開している地域住民など二三薦
人︵延べ七蒼人︶が滲円して暴根
興松江務の県罠会館ホールで開か

エネルギー政策と漁叢問題に力

れた︒

原亭力行政刑藁の動陶を総摺した

点を躍いた今回のシンポジウムで

国学院大彫の傑木本〜郎氏は門行
政改革法王は安金工の原子力婁に
対する実質的対等性が握撮される
﹁発霞炉に闘する逓

薩摩の行政懸醐が拡大され︑企業

傑配がない﹂

と明示︑鳳界離な問題の解決にわ

膿日米核燃料交渉で提言

﹁柔軟な交渉態度必要﹂

一＝臨一一一一一一一業雲霞一一︸一一一需讐謹一一一一

動台テーブルを設藪︒このため既

轟同晦二軸︑韻大器振三千ジ︒G する︒昨隼十二月差策芝がセンタ

所﹂の建設にも二十五日から満毒

麟本原子力発鍛会社取締相談役

み︒

一本松氏

び原子カプラントの設誹湾命であ

1調萱特別霞騒会﹂の設羅が灘鵬 たこと︑議暴と委員が同︸メンバ

ある四國躍カ所葎地三十三万平方
技術研究所などで稼働している理

織上鯉

の新機軸として実験を惣いでいく

原芋力機認の僑頼性研究は﹁実舐﹂へ向け新しい段階を迎えることになる︒
大型繭鰹実験蓑躍の立地地点は

厨︒港漉施設圃に適しており︑地
存の耐驚実験施設を訪聞するなど

この総懸纏足羅に①核欝ち込み

鮭

っだセンター立地闘乱に鍛工約に 設の振勤台の墓礎に比べて振動伝

一致で萌決され︑以来筑波の国立 ーであることなどから二十五日こ

盤が強圃なうえ十分野敷地痴糊を
して綱葦を開始︒①核持ち込みの

多度澤町の臨海義脚囲地B地区に

有している点などから立地条件に
斑麓性③騒琶︑霞動などの公憲問

か⁝⁝などを中心に＋一難の検討

四Bに正式申入れを行っていたも 題③固定資産税の諜税対象となる

悪れていると判断︑昨隼九月二十

の︒

九奪に多摩灘町から土地壱購入し
はありえない②公轡問題について

を蟹ねていた︒

た蒔点で条件となっていた﹁購入
は国の棊躍に纂ついて規制する⑬

これに灼し四齪璽力が昭和囎十

後難年内に職売を繕う際には町議

まれて一応のケリ︑二＋三日の
﹁設躍OK扁となった︒

翻税対象とする一iなどが盛り込

調葦特別装畷鼓での議淡が＋九

会の承翻を得る﹂との契約内容か

月︑町瓢禽で難燃囁全興がメンバ

どを中心に議論が活発化︒今織二

戴囎と圧倒的多数の蟹成決議だっ

ら了承を求められた町では識会な

ーとなる﹁原子力工学賦験センタ

▼

り上らず︑何とか受動のきっかけ

関

関

ぎ

社房

き

＼罐

︑興喚＼／鹸
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住友原子力工業株式会

●

﹁振動装画立地はOK﹂i香川県多度津町議会調査特別婁璽会は二十三霞︑原子力工学試験セン

」糟徊

秘密の傑護の餉に公聡の原則が後

を掴摘した︒

連ソフトの開発と技術指導

原子力

連機器及び材料の製造販売

原子力

笹
退する危惧がある﹂などと間題点

執

核燃料の転換成型加工及び販売

購

東京都千代田区鍛治町2丁目6番
電話 東京（256）7831番

難壁

駿灘腰

力

原

科学鷺会議シン求ジウムのもよう

㌦ぜ
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産

﹁轟ユークリア︒インツォ﹂
は米原子力産粟ム蕊磯︵A嚢F︶

が︑パブリック・アフエアーズ
︒アンド・インフォーメーシ窺
ン・プ轟グラムの一環として︑

原子力に関する簿報を収集︑分

いて︑全醐量的なコミュニケーシ

析︑隠匿し︑その結果にもとづ

ョンとパブリック・アクセプタ
ンスの輪をひろげるために発行

しているものです︒この情報に
は︑原子力をめぐる月間の動き
がたんねんにまとめられていま

シーブルック原発

推進派がデモ行進

を
門ボイス︒オブ・エネルギー﹂

傾けた︒

よって生ずる闇主点の説明に翼を
ネットワーク

ちます︒もうこれ以上がまんでき

の醤葉を引用して﹁非常に腹が立

も︑簸近の映麟

悪難い州知事も応援演説
ゴー・サイン

シーブルック原発建設問題は︑
環麗保護庁の
得てようやく進展の兆をみせてき

ノーマン︒メッツガー氏の﹁エ

チェスターフィ1ルド卿が性につ

﹁われわれには︑化石燃料と核燃 いて述べたようにlIおかしな状

ているとメッツガー氏はみるQ

いる︒﹁醒近までは世界中のいか

況にある﹂とメッツガーは欝いて

ネルギー⁝⁝引き続く危機﹂︵エ

氏は講いてい

い﹂とメッツガ

し︑いかなる国よりも多くの石

なる国よりも多くの石蘭を生産

ナージー1ーザ・コンティニュー 料だけで︑それ以外には何もな
イング・クライシス︶は︑原子力
る︒

来国がいかにしてエネルギー危

エネルギーが批判的な観点からは

機に薩面したかということについ

いた国で︑資源が不足してきてい

原子力も石炭も国を危険と混乱

1のなかで︑メッツガ；氏は︑技 けられている︒

府および麗境保護論蓄に二等に向

に轟いているが︑われわれにはそ

社会科学の業硬に匹敵する分析⁝

析Iーバリ！・コモナーの有名な る﹂︒その非難は︑産業界︑政

ての短くはあるが広汎な内容の分

〃染己翻﹁引き続く危機﹂

炭︑天然ガスおよび技術を持って

に魅力的であるかを説明した纒れ

どのように見え︑しかもなおいか

公平なエ︑不ルギー論

ある︒科学作家であり自称原子力

た署慰である︒その理由は簡単で

批判者である著者は︑減少する石
油と石炭に代わるいろいろな代替

ません﹂と述べた︒彼女は︑NY
ばら

ものすべて︑わけてもとくに石炭

エネルギー産業に関する広い知識

術︑経済および政治的環塊など︑

のものではないが︑その他の

についても同様である︒したがっ

を示している︒﹁われわれはIl の両方ともどうすることもできな

で増設される発電容蟹の五〇％以

火力︵建設中︶は百三十万KWが
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世細の終りまでは代暫源は限られ

て︑問題はあるが︑少なくとも今

色

力について描く絵は湊して

しているからである︒署番が原子

SCJEI会長ピーターブレナ

源について公平かつ十分な検討を

の議長マドリン︒ソンプソン女史

ン氏の代理として参加したもので

は︑﹁報道機関や政治家は︑翫画

ある︒ア⁝リックマン女史は︑比

たが︑この決定にさきがけて推遊

されていることに反対するグルー

偲三千人のデモが行われた︒ ．

行逸は︑大部分がニュ⁝︒イング

ネルギーは︑塞婆な問題なのだか

プにしか海国しない︒しかし︑エ
較的少数の環境保護ゼロ成長論蓄

ランドとニューヨーク州の粥働轡

くか︑殺してしまわなければなら

が︑原子力発電は鎖でつないでお

い﹂と述べた︒また︑前の原子力
ない恐しい悪魔であると米国民に

らそのような扱いはすべきではな

グループ︑識力会祉の従業厨およ

寅持のプラカードを持って︑一一ユ

反鮒デモに雷及して︑﹁反対薔の

から腹に据えかねるのだといって

信じ込ませるよう細工をしている

びその家族で構成され︑原子力

ー・ハンプシャー州マンチェスタ

しているのではなく︑この地域の

大部分はシーブルックにだけ反対

許さなければならないのか？シ

た︒

ーのダウン・タウンをパレ⁝ドし

ンプシャー州知瑠メルドリム・ソ

いうことを今日の参加者は求めて

し︑いかなる国にも依存しないと

ての必要をみたすのに十分である

いる新しいプラントの寿命を通じ

と結論づけており︑その他の新し

で大懸のエネルギーを供給できる

いエネルギー源は︑一九九二年ま

で下るとし︑一九九二葎謹での贈

想している︒それでも︑予想され

七六館九月十碍以来運転を続けて

チカットヤンキー発電所は︑一九

加率を鰯間三・八％と相崇低く予

脂率は一九九〇矩に約三・五％虫

岡報告讃は︑電力鰐要の卑急撃

蔵騒は今後十五年冬に予定されて

ーブルックが完成した璽実とな 上は原子力になる一1これは︑ニ それぞれ冤込まれる︒
同報告欝は︑石炭とウランの埋
り︑※團がOP冠C諸国から独立 ューヨーク州潮力プールの一九七

る︒彼等の多くにとって︑シーブ

ムソン氏が演壇に登ったことであ

注図を築めたのは︑ニュー・ハ

電駈の宮庁手続きの運れと戦って
ルックはもう一つのウッドストッ

った︒﹁われわれは︑なぜ少数 いるのだ﹂と述べた︒

七駕の報告の結論である︒

いる︒

いる手二首十四人で構成された草
クの雷いわけにしか過ぎない︒し

のグループが米国を征服するのを

このラリ⁝は︑シーブルック発 すべての発電所計画に反対してい

の根グループである﹁ニュー・ハ

活の糧であり︑われわれの将来が

それにかかっている︒われわれ

とは期待できないと述べている︒

おり︑一九七七琿九月十日まで三

る鋸要の憩加および廃止する発蹴

万KWの新しい発躍容騒が必嚢で ルギーを利用することが今後十五

定である︒

百六十四日の遡続運転を行なう予

暖房用と多分冷房嗣にも太陽エネ

葦間にある程度市場で受け入れら

所の禰兜のために︑約千七菅五十

ある︒このうち原子力は九百四十

二基を受注

C

ング・アイランド・ライティング

クトリック・アンド・ガス社とロ

ニューヨーク︒ステート・エレ

E

国内で原子炉

れるようになるかも知れないが︑
万KW︑石炭は三璽ハ＋万KW︑

する傾向をもつ︒

要であり︑冬の引力鷹峯を過大に

が鱈力舗要をみたすための最も経

卿：畠

搦水貯藏水力は三百万KW︑石油 それは補助のバックアップ系が必
﹁＝﹁輔＝

連続運転の新

記録を達成

社

済的な方法であり︑その間に捌内

NY州電力プールが結論

﹁50％以上を原子力で﹂

かし︑われわれにとってそれは生

ある︒同グループはこのデモを︑

は︑シ1ブルックが自然に捲進さ

ンプシャー・ボイス・オブ︒エネ

午四重十四人が逮捕されたメイ・
れることを希令しているが︑それ

ルギー﹂が企画・粗織したもので

デーの反対派デモへの対抗である

擬は述べた︒

を待っている時間がない﹂と同議

パレ⁝ドの後︑この原子力愛器

と説明している︒

のバーバラ・アーリックマン女史

ー独立委蝿会︵NYSCJEI︶
聾削㌶騨蓑馨亜

グループはマンチェスターのJF ニューヨーク州職業・エネルギ
Kコロシアムに繁まり︑シーブル
ック発電所を支持し︑その遅れに

一悼一＝謄

の原困となるものをつくらないと

一卿一層一瞬﹁

いうことである︒これは︑私満身

卿一一需一一Pi

カデミーの調査に関してニューヨ

がかって原子力委員会の委員長で

・一躰一需■一ρ

しかし︑今後二十〜二十五年間は

ーク・タイムズのレポーターであ

あった晴の主張でもある︒もちろ

．一一薩縣一一騨

増殖炉を建設する必要はないと考

えた︒構築の内容は︑まだ公表さ

るエド・コーワン氏の質問に答

鼻一一邑一轄

解をたつねられた大統領は︑原子

えている﹂として︑今薙の予騨で

一一囎需輔励

炉は﹁安盆であることが実証さ

は︑原子力の研究開発屠に約五億

ビッグ︒目ック︒ポイント

主要な燃料源とした編合には︑た

次にコーワン氏は︑﹁あなたに

ではイタリアのトリノ・バァルセ

の露点新記録を樹立した︒これま

気出力はおよそ酉二十五万KWの

両社の共蕎となる︒それぞれの醒

ある︒これらの両原子力発電所は

れぞれ議九八八年と一九九〇隼で

ビッグ︒ロック︒ポイントは︑

ヘブンかハドソン河に近いコロン

定である︒このプロジェクトの建

ビア郡スタイブーサントになる予

社が選ばれた︒

ストーン・アンド・ウェブスター

﹂

ト

浜

説明醤、見本をお送りします

輔一鞠卿顧一一

れ﹂ており︑世界中で原子力に対

ん原子力発熱には︑それに代わる

ンジニアリング社︵CE︶に原子

社は︑共同でコンパッション・エ

B︑ワシントン以外の地域から藥 額の投翼をすることは︑間違いで

とえ脱硫装甲を付けても二〇一〇

も家族があろうが︑転震すると仮

レーゼ原子力発電所の三薫二十二

すね︒全然問題ありません︒近く

えのために血止して以集発露を続

一九七六鎌八月十三巳に燃料取替 設・エンジニアリング会社として

けており︑この間ミシガン州内の

躍銃スイづ勃⊃白白禽紅アイソトープ部

︐一謄瞬回■一甲

する依存慶の高まることが予想さ

別の難しさがあるが︑大気をきれ

コンシューマ可ズ・パワー社が

トン・ポストに報道されている︒

所籍︒運転しているビッグ︒ロッ

れていないが︑その一部がワシン

いに保つという点からいえば︑原

分は﹁各橿の憎殖炉の実験に使わ

子力発掘が大きな利点を持ってい

がが認められているが︑その大炊

同調査は︑石癌および石炭火力発

れ︑贈殖炉も必要だろうと述べ

れる﹂と述べた︒大統領は︑﹁現

た︒しかし大統領は︑クリンチ

聴点で特定のタイプの楢殖炉11 醜所からの湾染のために毎年二万

二墓を発注した︒運転開始は︑そ

力蒸気供給システム︵N§S︶

立糊は変えなかった︒

ク︒ポイント原子力発電所が︑七

リバー増殖炉計画に対する反対の

月初めに三百二十五疑の連続運転
ある﹂といっている︒カーター大

鎌にはその数が三万五千人に欄大

定して︑石炭火力発言所の近くと

た︒

一千人が早死し︑石炭を訳出罷の ることは疑う余地がない﹂と答え

まった編簗撮当者に冒して︑﹁私

統領は︑また﹁トリウムを墓詣燃

すると述べているということであ

すなわち液体金属高速贈殖炉に臣

は※國および撹界中の国々が将

料とした筆工炉が八月末または九

ロック・ポイント原子力発電所 規模である︒サイトは︑オンタリ

日が世界増資であった︒ビツク・

カータ⁝大統領は六月二十四

来︑エネルギー源の一つとして原

選ばなければならないとすれば︑

原子緑発賢所の近くのいずれかを

対して︑﹁その通りだと思う︒原

に住んでも快適ですよ扁と答え

オ湖近くのオスウェゴ郡ニュー・

る︒コーワン氏は︑﹁これは石淋

で新記録を更新しつつ運転を続け

は︑順調にいけばさらに七月末ま

火力に対して原子力発醗に非難に

藏し︑シュレシンジャー氏は︑

どちらを選ぶか﹂とたずねたのに

に達する﹂ことを明らかにした︒

か﹂とたずねている︒

子力発電の鰻大の利点は︑湾染物

た︒

る予定︒

有利なことを示すものではない

月窃めにシッビングポートで臨界

また︑同大統領のエネルギー鹸

だろうと思う﹂と語り︑﹁私は︑

圏補佐窟であるジェイムズ・シュ

学力に大きく依存するようになる

それが不必要であると箒えるのは

原子力発電所を建設できないとか

の

を放出しないこと︑すなわち燃焼

﹁原子力発電所の近くに寝たいで

番組に出演した際︑原子力を強力

産物がなにもないので︑大気汚染

という

に支持した︒シュレシンジャー氏

ミ⁝ト・ザ・プレス

レシンジャー氏も︑饅近︑NBS シュレシンジャ重氏は︑これに

カーター大統領は︑﹁将来︑増

は︑三百万がをかけた全米科学ア

とも述べ

た二つの新閥︑ラジオ︑テレビの

てもなんら疑いを持っていない︒

殖炉が必要であるという点につい

た︒

問違いであると思う

力に支持した︒原子力に関する見

編鋼担嶺轡との会合で原子力を強

リースの洗，争等は非常に効課的です。

僧く03）541−2191

東京都中央臥銀座4−10−4
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層群要素4本入，重厭25屯）

木糊イヒ；工機（蒲・P・R動踊処理工場騰観変項糠響璽鰹耀rl舗1饗二1娼

BK，。型使騰燃料隅田

⑳放射性廃棄物処理設備

@

カラス、金属、プラスチソク製品等の放射
能汚染は容易にバックグランド・レヘルま
て除染てきます。特に放射能汚染されたク

u，分離精製装置

⑳Pu，

い

@

⑨核燃料交換装置

も

@

の懸マ

し方成1妥あは国て石なお貼るわのれてメイの日算ネ

≡

だW客コ
りい1てW原
較切なが危物
1一妥と性！せ欠ギ
霊

一［

騨あ穐魑㌶琵讐蔭房碧霧

?癖ゑ講ll繹1韓羅1東三磐欝露礁

。け要すわ論そ

は協はッを必たと源題ると

歪

あ四シ

氏妥協メとがる点1間す険い受険望一結。テい）子家。Hにンイるも力た

≡

@

⑳核燃料取扱機器

@

放射能汚染の除去

閨@。三発、 ま十ユ ≡ 示しまッど弱め、とは簡現ま入素るれ付こ
eこ百電コ
り八1 ≡ 唆ただかうでに来し、単爽たれをもわけで

@

核燃料サイクルの一端を担う竈盛；野！

賦

り●一需一一﹁﹁O

クリンチリバー炉建設には反対

㊥核燃料加工諸設備
⑱核燃料輸送容器

@
@

響＝胸

寵者会見
「安全盤は実証済み」
カーター大統韻は︑最近開かれ

大統領、原子力発電を語る

力

原

会︑遮邦︒捌政府︑マスコミな

来︑原子力膨隆者のみならず議

かがえまず︒この摘報は奨行以

槽させかねないという鍵情もう

や醇朴な不安を隔った方肉へ増

領の原子力に対ずる純粋な疑問

解憎不正確な口触が増加し︑大

鋭化するにつれて︑一方的な見

原子力開発への撹判や反対が先

ンフォ﹂を発行した背鰻には︑

A饗Fがコ一晶ークリア・イ

⑧
どからも注目されていますり
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