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ビス酬祇擾︶︑W・封・ド車り一

B．H・チェリー︵GP︾一一9︒L・ディックマン︵エクソ︒
ンリリエンソ⁝ル︵撃発澱澱研究 アキレス︵アトランティック・カ

ンシル顛務周次擾︶▽ラポ田々一 3ード︵エジソン囎然協会努努︶︑

クト・ディレクター

エネルギー協盆会提︶▽プ懸り−・欧弁護士︶▽メンバー F・バー
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拶︶︑M︒パラディス︵リペフ・

核燃料政策ワーキング・グ串一

形

に臨くことができるよう︑多㈱閣

給システムの㈱糠籍理下に欝山車

ベースに鋸ついて術われるべきで

サイクル群価︵IN蓬︶け︑⁝N︑五十州の巾の梱威の分散など る限られた期間︑受領園に核不拡

しれない︒しかし︑この強欄は短

ある︒

属

饅させるのに明鑑な酎議の堀幽樫⁝外的な孤立は︑溶溶が単純だった

期悶しか有効でない︒来圏の核不

そのような考え方をひきつづ鱒58叩鰭閥題につき議とわれている︒対 散の傑鉦を強いることは濫漫かも

供している︒技術的︑政瘤的舟病．塒代には解されたかもしれない

拡散政策と他の対外政策︑とりわ

再処理と醐爆増期炉に関する閣

關および受網石の疑惑に反賭する

け防衛と縫済の闘照を調整するた

4

プの櫛二乗は次の通り︒

ることはできない︒拡散の鰐能性
はさし漉っており︑広範なものと
なっている︒瑞在︑匿騨にはプル

で︑ある雲華の核分裂難への 力炉と︑少なくとも同数の研究炉

トニウムを生点するご酉以上の動

がある︒増殖炉は再処理を必澱と

段を開発する︸︸ζは現気欝な力法

蜘賑三朝能な核分裂性物簸が生醜
三二に対しても二重である︒麟銀

の関係は︑三子力趾圃により︑躍

され︑それが核武鞍につながる罵

一つにすきない︒増殖炉閉発に関

する瓢たなプルトニウム生趨源の

螂転田⁝防止は捜術附には需能だ

による特殊核物職や関趨舞舞の躍

最近濠で︑平和三期といえば︑

鮨憐を左右することだ︒

一九八○卑代に向けた核不乙姫

るためには︑おそらく︑そのを・♪一筆拡敬そして寵瀞に関する改策

躍について袴効な粟生的ム暴得⁝が︑今や工京ルギー︑裂溝力︑核

そのような溶解を避けるべく・

ことが璽要である︒

応力塗料

来国の政策 決 定 に 大 き な 影
響力があると い わ れ て い る ア
トランティック︒カウンシル

が﹁康子力潮面と核兵刃拡
とめ︑六月十九臼︑公裏し

散﹂と魍した報告爾をとりま

報告描は︑ 糊 カ ウ ン シ ル の

た︒

核燃料軸簾ワーキンググルー

プ︵座擾難ジ ョ ン ・ グ レ イ ー

EA三島︶が一昨年﹁核燃料
にも影響を及ぼす︒と同時に︑文寧

する決定は︑再処理が必要か哲か

リサイクルと理蟹Cれて選た︒も の肇少なくずることは技術鵠
通り何落もの原子炉が︑便用済み

が︑テロリストによる核物斑盗難

に三二であるので︑このための技
燃料とともに現葎し運賑ゆなこと

戦略を窺めるためには︑核不拡敬

Aεモ銘タリングシステム

工場・久里浜0468（35）0935㈹

一

一

豊

寄

麟暫

中東、東南アジアでは、ASME

営業部・東策03（762＞4451㈹
営業所・東憲03（765）i712㈹
名古園052（853）1461㈹火阪06（453）2301㈹
広島0822（44）0400㈹九千093（921）25！2㈹

《クラックス》

本社・東京都大田区山ヨ三2−3−10（大森竺菱ビル）

磁粉探傷剤

軽水姻︑簿処瑚︑ブルト諜ウム・

しこの言えを変える必販がある漱

い︒

術はさらに開発しなければならな

生鷹を次々に興硯している︒これ

が米圏のみならず一圏鑑の続制を

撫物の処分搬と便用済み燃料の貯

それらが一隅の行動だけでは解決

な場での災中的な多図間の嚇975一は︑内外闇顯を統合して考えなけ めには懸閣が必要だが︑このため

い︒さらに核不拡敬政策は︑セン

いう肇実卑変えることはできな

し得ない規模で増田しつつあると

来圏は︑他醐の関係慰見を学び︑

．ハぱなら㍑い︒敵影による対外政

シティブな核物質や旛設を受韻し

それ故に︑齢理的な⁝⁝撚嶽は︑

麺類済み燃料貯蔵の必製性を満た

くスーパーグロー》

政策﹂と照しまとめた報取払

ら︑順子毛鑓爾による隙力の艇期

らの綱の中には非核傑衛隅も数動

越えたものであることを鰹照しな

響

強要姿勢︑⁝厳しく批判

も鱗異である︒

的︑経済的供給脅陶立させながら

を劇烈しなければならない︒

核不拡敵を爽麗させる円しい闘え

米㈱は摂い醐︑颯麟献用輪西な
核物騎に対する効墨飽な世界的瞳

く禽議れている︒※園が核物照の

蟹芦げほmに︑例えばメーカーや

たり開発したりしないという堅圏

藏硬膜服に影贈癒惇えるだろうが

町自身が︑これまで・対外鮒湾；艦気嵩聯斉と嬢醸して︑行うもので

に与えられた時間は樋めて少な

ぴ田内群議の囎か絡ん編−⁝もない誤解諮ための葛な

な前提のもとでしか︑藤蔓は原子

協調されよう︒

スクの添賢と轍味についての来国

におりる活肋を調整させるため

⁝将粟の管簾は︑内外政鎌の各分野

力エネルギーを利思することがで

愈毘の相遜を探究するだけでなく

の考えカを︑さらに発艦させ︑他

ない珍いうことだ︒政鰐の対楓川

な問謂に対処したことがほ爵

それ故に漢画国は︑政策決驚の過

きないものでなければならない︒

システムに統台された階には︑他

す二とができ︑その機能が多㈱開

の燃料儀紹の蓬蓬も満たすよう

発展させることができる多園籍機

翻際核燃料サイクル裏側︵IN

関を組織することである︒

㈱双方の観点から代瞥燃料サイク

FCE︶によって︑供給園と受領

れるべきである︒

薇料として利用できるよう公譲さ

染色浸透探傷軽

につづく︑エネルギー政簾シ

リーズの蠣二弾︒国際原子力

機関の強化︑傑一三齪協定に
違反した圏に対する制裁描鷹
など︑楽国の一九七八閑疎不

論敵滋と共通する点も多い

一方的な米国政策の凝霜をや

供給制約艇力をある穫度持ってい
ければならない︒荷効な薄霧拡敬

潤と共鳶化するようにすべきであ

係担当機関は伝統的に胃内で弼㌔︒に︑民閥部門だけでなく︑政肩の

これに関燃した難点は︑巌轡臥

る︒来圃は謹た︑必塑な技街的︑

行われているかほとんど関心州㌦一執行部門と立法部門双方の組織と

程で︑とくに核燃料供給瀬瀬に関

膿子力平和利閉に伴う核拡散のリ

くは多国閲の禽慧を掛るために︑

政治的搭鋼について︑隅際的もし

いか︑費任をもっていないかで㌧⁝機能の実織的な改靖を必要とす

する確約顛項について︑協議およ

核燃料供給管翫が荷効であるた

い︒

めには︑それが経済的で機委し曇

の敵策立躍当局管は︑国際的に経

るものでなければならない︒来国

い︒

完駆暫として︑他筆との協力のも

國で何が代われているかほとん

り︑一方︑潤内関係撮嶺機関け︑⁝る︒

5＝︸ξ＝＝篇＝閂一＝層一＝＝＝＝騨一＝一旧＝

び贈偶聰取を受けなくてはならな

とに︑核拡散のリスクの岩蟹と慧

償大の勅疑をあげるため︑米園
味についての共通認識崔欝欝させ

＝ニ＝咀竃一卿＝雰＝一一＝＝一＝一︻一＝＝＝＝一瓢嵩⁝一瓢

鋒端憩醸聾繋黙黙難龍門罐論鞭螺
るべきである︒腱際運盆︑嚥際原

＝扁二鱒一一＝＝＝一構算＝＝一一一一＝噺＝＝齢一一一一

子力機関︵IA8A︶︑切ンドン
コ潟寓一3帥一＝一胃＝；騨︸鼎二

︐騰繍鱗聯辮旛購聯灘羅騨
用原子力発在所を持25りるかど

る︒この幽鬼は供給国と受領国の

FCEの中で行われるべきであ

おける出発点は︑鰹粥済み燃料貯

︵3面へつづく︶

設秘するなど、万全を期しています。

理を行うことがで選ずにいた︒ウ

るとしても︑これによる核拡散防
戦略を行うには︑相窺依檸関係に

瓢虫はウラン濃縮やプルトニウム

ラン寅源に閲しても岡搬である︒

止策には限度がある︒

の協力体制が求められる︒馬齢拡

ある世界的共同体の中での︑翼例

敵に対する※国の影響力と関心は

来雁が一方的な解決策を押しつ

爾処理︑高偲炉技術の凍糖によっ
大きな虚聞をあげることがで選る

けるわけにはいかないが︑漉縮や

て核拡敵を園避するという策が可

あるためには︑再処理とプルトニ
ウム利用の回避に簾申している核

が︑この影辮力が効累醗なもので

裡にウラン瀬編施殿やプルト晶ウ

が蚕簿の安全傑二間魍だけでなく

不拡敵に関する米綱の薪たな関心

能なわけでもない︒技術を凝質し

ム貯藏施殴を磁股することを︑確

ても︑核雨脚を愈嘱する繭が秘欝

爽に阻止することはできないだろ

ているのではないかという︑供給

米圏虜屠の経済的利益にも超園し

＝鱒3一一＝騨一一嵩騨＝躍嵩齢輔一＝隔日一＝一卿二鱒＝＝竃櫓一＝漏＝一苫嵩鱒護冨＝

一方︑核物籔の照麟転用を従来

う︒

一言一3一p一一踏薯＝＝備一

キ

る︒瑞在の核不拡散の國標は︑立

ルを趨求する機器が了えられてい

る︒それら技術的方法の利点と契

りにも頼りすきているようであ

右されやすい

その認録は︑原子力発蟷翫画を遅

閣の酎識によって行われるので︑

ることになろう︒これよりも魅力
的で効累のある選択は︑来国が一

る︒麗棄物醤理は︑謬舶国がその

藏施設について検嗣することであ

めているすべての圏が萄益な夢蓼

つもしくは襖数の多函闇核燃料供

をかけている︒

群画の中で膜子力発蹴に多く期待

核燃料サイクル園際化の過程に

である︒

嶺化する②センシティブな樵設お

な生塵および分離癒毅の駆有なが

紫外線探傷蝦

必須条纏になっていますが、特殊塗料はいち早く舛応。

が︑再処理︑潮殖炉の准逸や

め各国の強力 な 協 力 に よ り 該

い提箇も臨んでいる︒

剛敵を防ぐなどといった厳し

さきに公開されたロックフ
ェラ⁝財圃報告繍︵増殖炉に

齢

うかには関係しない︒核傑鞍への

んで支払うかもしれないが︑政欝

﹁核不拡散保険料﹂をおそらく認 証されていない技術的方法にあ求

済的な供給を湶翫するという形で

はこれにより敷治過堀上の偶発鴨

ったように︑無線的であろう︒プ 法で核拡散行為を発源し駆血町っ律語転用物貿および旛澱の使用を

避は︑現在の核保有胴がそうであ

閨際的な機能を︑減少さすであ．つ

と圏内における核燃料翻襲とに左

もたらし褥るーーなどで︑こうし

ルトニウム生薩炉や照茶室濃纐工

う︒このため︑国際闇の蕉禦や聾⁝た岬働から︑金面的保陣搭殿の世

で増加する︒それはすなわち串こ⁝ソ遡︑EC請国︑適言では現在・

家司能樵についての評価は︑IN

理を騨罪することが不可欠だ︒︐．界的採用が提察されてきた︒

爾線描謡扇が運転中であり︑ま

に拘葉され

蠣を建設するよりも︑そうした糊

に︑平和鷺的翔原子刀発詰所掛画

れらの状況ドにおける商懲mお︐︐

た︑鵬発途上国を嵩めたこれら各

公約

はむしろ︑蒔聞を節約するため

羅購欝再論翻謝柵離礁
からのプルトニウムをかなり二心

的には平釈欝的用である核燃料サ

薦む岡がこの隠的のために︑本蟹

び平和翻的絹原子力隙隙の聯霞

濁では今後の長期エネルギー供給

賑解するかもしれない︒核保工を

イクル旛毅を嬢般す嶺のは技術的

装躍に㈱用油溝な核物蔭の工劇的

は・これらの閣々における核儲発

宴涛C︑爾処理両嚢および 給源ともなることを公約すること

もない︒また︑必ずしもエネルギ

な間題でもなく︑経済上の即題で

い︒申

ー敵籔上の必騨驚からともいえな

干143TELO3（777）1852㈹

さらに近年、各種製品の輸ll㍉に際し、アメジカを始め

米阿機械学会）認定取そ曝が

一
サ

隙

4●

詰な工繋懇盤をもっている︒一九

は︑それが朝熊なだけの知識と樽

葺理解を暴馬しょうとした鵬誘に

し彼らが鐡んだり囲騒閥協窟や梱

鰻逓ではさらに五︑六か㈱が︑も

が︑確認はされていない︒また︑

6

増大する潜在能力
︐

核兵器傑荷能力の拡散は鯛爽の
ものとなっており︑現在︑大なり

小なり六か国が能力をもってい
る︒うちソ遮︑英︑仏︑インドの

ことにより︑中田は繍瀬縮ウラン

四か團はプルトニウムを生崩する

八七年濠でにはさらに二十か翻が
政策登決めさえずればこうした状
磁になることが予測されており︑

はその幽思次第であの︑彫和州鮒

うち何か願かにとっては敵簾決蜜

くスーパーライト》

研究・開発は、今や匿界のトップレベルに達しています。

その他非破壊検査機材一般

新時代の探偽技術のために、積極的に挑戦しています。

譜

特殊塗料・はいつも、チャレンジ・スピリソト！

くスーバーチエヅク》

特殊塗料株式会社

蛍光浸透探傷廉

特砥塗料が非破壊聴器のパイオニアとして歩んで20余角。

蛍光漫透探傷装垂雪種
磁粉探傷装置各穫
渦流探傷装睡夢穫
超音波採傷装匿各穫

CORPORATIONを

75年には、技術視供会社としてT￡SCO

くスーパーマグナ》

浸透探傷、磁気探揚を始めとする探傷技術・製晶の

題

一

●営業品目

εσ縛●・

4

／鳳侃探傷機構門メ功一／探轍術コ浦ルタント

明日の探傷技術に挑むパイオニア

力

原

≠

カ

報

を製秘することにより︑米翻はそ
の両方死製醸ずることにより︑核

傑穏能力を樹て射た︒これに翌
の蜘爽が愈園的に報遡されている

少くともあとごか圏による綴保禰

9ワ
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ら（抜
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三

新

土

産

力

るが・ここで は ㎎ 序 盤 ﹄ と 窮

の本文全八蟻で構成されてい

拡敬戦略の繊 麗 ︑ 結 論 と 握 露

係︑技術革新 と 核 拡 敵 ︑ 核 不

力発囎と核兵 露 拡 散 の 梱 閲 閲

に対する制度 的 歯 止 め ︑ 康 子

舗︑核不拡敬 の 経 緯 ︑ 核 拡 僧

点︑憎蟷炉を め ぐ る 斯 た な 謙

報告繍は序 論 の ほ か ︑ 聞 題

存の理念を強調している︒

し︑国際協調 な い し は 相 互 依

に旧する一方 的 な 態 度 を 批 判

が︑カーター 政 権 の 核 不 拡 散

ーチの探究を 自 的 と し て い る

扇と核防両立のためのアプロ

様︑蘂本的に 康 子 力 の 平 和 利

報鳥喰は︑カ ⁝ タ 四 二 簾 と 同

とめられてい る ︒ す な わ ち 同

策を批判する も の と し て 受 け

力政策ないし は エ ネ ル ギ ー 政

一般にはカーター政獺の原子

とともに︑表現は慨蜷だが︑

間ずる際際協力︑五月十田︶

米アトランティック カウ
八敵縄目醜と 握 穫 ﹁ を と り あ

︵2面からつづく︶

再処理旛殴が拡散するという細引
本およびその他糖圏と協力して多

なろう︒※園には欧州共同体︑二

もしくはそれらを早大限に利脱す

振施殴と制魔から癬類するか︑

の機会は①私的︑公的な既存の国

生産的な改藻を成し遷げるため

深く示すかということである︒

の欧治聖書思と技巧をいかに注愈

他の圏が改麟に対する解箸のため

題であり︑その範謝に対し霞目と
に履行すべきである︒

IAEAとの保瞳描躍協簸を禦急
麟裁だけでなく︑適切な協力の契

多脳闇機構のための群細な取り

る︒このフォーラムは︑あくまで

ォーフム剛毅も検酎歩べきであ

対する握訴や蟹断仲裁のためのフ

に︑この覇協議下に︑不蕉行為に

機となり顧るものでもある︒間横

の脅威が発生するため︑それへの

をつくる機会があり︑その他の麗

国間核燃料サイクル供給システム

々は︑擁立暫および利周煮とし ること②センシティブな物簸を二

⑫保障措置の強化

い︒一つの方法は︑竪樋や他の供

対応描磁が必騨となるかもしれな

給團ができるかきり鍛低の正格で

米翻は︑圏内および国際的に︑

技術的瞳麗を強めることによる
核拡甲防比策は︑兵器︑物質生塵

効集飽な傑隔措翻を轍奨しつづけ

も團象的な違反行為を巖凝の織物

決めをつくることは︑そういった

ことが第一臼的となろう︒

さで可能な限り厳しい手段で扱う

機柵を確立するための内外の政質

るべきである︒再処理に対するの

戸・査寮・寝癖するのに必要な園

と同様︑点しい濃縮技術に饗する

際的システムについて︑その規拠

認だ︒後轡には︑さまざまな政治

的同愈を担保することよりも︑容

て︑ある時には生麗暫としてその

と多樋儀を鍛蟹隈にし︑その速慶

システムに参艇する︒そういうシ

と効藥を最大隈発揮できるように

保隙描躍の開発に軍懇に注意を向

濃縮サービスの握供を保蔽する政

ステムは︑無期隈の使用済み燃料

的︑地理的︑蜜素的および発展的

策を鍵施することであった︒各岡

貯蔵のワンス︒スルー︵使い嘗
維持すること一⁝などにより︑さ

対し必要である︒しかしながら︑

による瀕独の再処理施設建殴の偶

て︶燃料サイクルよりも︑核拡敵

けるべきである︒

能力の拡敵を妨げる全ての囲的に

核 燃料サイクル躍動は︑INFC
薔躍となり鰯る補建窯翻として︑

現在進行しているセンシティブな

それらの箇理および藻瞳措雌・核

条件にある麗々に対し︑多囲間核

⑲イクル評価⁝

⁝函際核燃料サ一

Eが終了し多国間あるいは国際閣
らに高められるであろう︒

：⁝

王NFCEでほ︑各々の核燃料

サイクルの大利な点と不利な点に

の團撫が遼成される謹では︑米圏

あるいは多雪間の核燃料に関する

きである︒さらに︑璃行の国象的

平かつ客観的な翁析が行われるべ

饗因が考慮されながら︑完全︑公

は至ての供給圏︑受領圏と︑次の

きである︒環在取り組んでいる浩

R＆Dプログラムが禰兜されるべ

＆Dが戦略的にズレ込むことを防

勤の繕桑は︑圏際騨価の過程でR

きである︒その趣雷とは︑現在以

とは︑全ての長子力施設に対し︑

上の核燃料や猿齪の輸送を行うこ

ような趣旨で共闘戦線を編成すべ

加盟を蜘減しつづけるべきだ︒こ

来国はNPTに対する世界的な ついで縫済性︑核ネ拡散︑その曲

⑬離離灘
8

の抵抗性が大きい︒このようなシ

米国の高速増殖

．

燃料供給サービスの圏際化があ

多国闘ベースに墨ついて行われる

それが炭入されたものであろうと

蒔宜を響た翼献をなすであろう︒

ぐ一方︑INFCEに対し糠穂で

炉計画

．⁝

の支持に関し発展があるまで︑逸

に適用するかは︑岡慰の範囲の問

は間近かである︒それをどのよう

持し金面的保瞳描認を受け入れて
べきである︒

おける全繭的な保瞳描醗を必饗と

−

書置のものであろうと︑受豊国に

⁝

全面的な核実軸

来國は︑原子炉および核燃料の

する︑というものである︒

⑭盗難および転用⁝

⑰験の禁止

灘備と使用︑貯蔵と輸送︑再処理

し爽証すべきである︒その際︑来

敬抵抗性のある漁殖炉捜術を乱発

核不拡散のための手段が現在以

て次のような目的のための多鰯聞
システムを開発すべきである︒そ

より一顧の吾子力関発に関心を

し︑来團は︑他の饗岡躍と協力し

撰醤5︑6︑7を履行するに際と放射性廃粟物極理に関し︑核拡

⑧制度的改革

いる鯖読がセンシティブな核物籔
や技術を所有および傍聾すること

とができるということを示すべき

なく︑原畢力の鞭愚を享受するこ

である︒

一曹︐⁝．⁝．

燃料供給システムは環鶴岡随的選

経済的なエネルギ穀供給と国国安

択と比べ優れており︑魑頼できる

国は︑そういう機会に︑そうした

とを︑鍵渇し︑説介しなければな

金保附の双方の煮で優れているこ

一国の法潮はこうした黒眼に薄

を発揮し︑啓発途上譲圏がその国

権利を確立すべきである︒予感

東縛を兜服するような法的要望と

し大きな束縛となるが︑他方︑各

これらの多三三的手段が・より

の経済的利溢と籠目等を発振させ

ステムの中で︑米国や他の漂三蓋

多くの爾からの支持を焦るにつ

るにふさわしい役躍を鋳たすこと

開発兜逸国が技術的︑経済的能力

核拡敵抵抗性のある代琶収術が萄

れ︑これら孚段の正当性と供給の

る︒

効か つ 十 分 に 採 用 で き る 蠣 命 に

三巴性は憩註し︑そのため︑個々

展させるべきである︒受容司能で

の下で興磯することができよう︒

々はそのシステムを支持するであ

らない︒

は︑それらの技術も︑函際的支持

ろう︒

は㎎確になり︑輿行できる解決

センシティブな施般をその留爾独

ができる棚合にのみ︑それらの團

で所衛することはますます露難と

の囲がこの解決簾の圏外に残って

棄物の双方あるいは一方に対する

鑓周済み燃料貯臓と画レベル廃

要求に応じる場合︑各圏に瀬縮や

繍＝

米国は︑核防条約︵NPT︶を支に自発的に躍くことができるよう
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陶竃

増殖炉開発など強調
笏
︸

㌧溝鼠a他国ぺの口

③ア言ーチ

⁝握飯できる自由．

⑮鼻の燃料黛

圏は濫悪的︑政治的なリーダーシ

置︑ソ速︑その他の核傑廻国︑非

翻す米国およびその他国国の政府

つ強度的に強暴の措翻を演じ︑さ

は︑早慧に個報を工め︑技術的か

ップのみならず︑強力な技術的り

密接な協力体制の憂礎を築くべき

贈賄炉技術に関する勉の團々との

ーダーシップを提供する愈園で︑

團銀の核傑覆鮨力による圧迫を

対する爽用的で政治的︑物理的・

の巌壁はすなわち①必要な核燃料

相殺するため︑来魍は非核傑有国

的な保瞳描翻を受け入れる心々に

国でNPTを支持しあるいは全面②核分裂蔓物職と生塵旛毅転用に

供給機能の経済的かつ安全な遂行

米團およびその他の工業團は︑

に対するアプローチをその圏の特

の依存度を減少させることを日種

合うよ5に手難しすべきである︒

横︑政治上︑安金上の必要性に毘

取り淡めを軍慧につくるべきであ

供給のための国内および多国闇の

対し︑確異で儲頼に熱する核燃料

る︒多圏闇核燃料供給システムを

も︑あるいは分離しても始められ

技術的な傑難題厳の鵬備一であ

のだけでなく︑核拡散抵抗性のあ

るσこれは王NFCEと開遅して
プとは巖近の政簾決簸に関するも

である︒この堀舎のりーダーシッ

いは転用を防ぐため︑

ティブな核物質や旛股の盗難ある

ショナル・グループによるセンシ

らにはテロリストや他のサブ・ナ

るという愈園を持った全面的な核

脚数した行 されるよう︑解糖的方法で飯献ず

術の關艶を適求する誘因を減らし

核爆発の可能性へと瀕くような技

核係荷国は︑環在の荘核傑衛圏が

れぞれの麗を満たすことを認証

する施殴を利用するものである︒

⑪一AεAの強化
保瞳描繍適用に関する継続的︑

米国は︑国際的な協力制度を逓
じ︑核不拡散の秘説や保陣描麗協
定に違反した團全てに対する制裁

かつ璽璽な国際原子刀機関︵IA 愛弟について検翻すべきである︒

である︒

爽験の禁止描羅を窩ちにとるべき

第十一演原産無次大会の議顕録

原産年次大会
の議事録刊行

は核燃料︑旛毅︑ノウ・ハウの供

テーマに︑編速炉の異用化︑軽水

の翻和ある発展のために一を塾醐

﹁奪次大会では原子力關発利用

がこのほど刊行︑発議中です︒
政簾における轟本的要粟として再

給を受けている團の全諸子力施毅

ス︑康乎炉の工学的資全藍等々が

理︑パブリック・アクセプタン

認識されるべきである︒一般に︑

EA︶の当主は︑全ての核不拡散 制裁は︑圃外からの機助︑あるい

核心拡敵のための手段が一腰受諾

とする籍的な展期エネルギー政

国礎の政策は近い将来︑つまり規

動をとるべきである︒

簾を採用し履行すべきである︒米

る技術や施殴を爆発し爽鉦するこ

在核保禰機能の大雪い国々特質の

る︒

国はそのための憲導櫃をとること

すべきである︒これらの施設は︑

⁝特殊核物質の国⁝

⁝

裁．

ウムを燃料とする増殖炉技術もそ

⁝多国閻使用済み日

きである︒核拡敵から遡いところ

他の核燃料サイクル施設との共岡

⑲際閻婁

⑮制

とに関するものである︒プルト嵩

核拡散の脅威と︑今後の経濟的︑

にいる確々については︑センシテ

立薙の無能性を持たせるために︑

施殴︵来駕の新しい瀬縮能力を禽

スを与えるための幽艶協定あるい

の不正使用行為に対するレスポン

炉の改艮毛色化︑放射性廃棄物衝
む︶は︑核物思の流れに対する蛮

は行動三針の熱発や︑NPτの艘 とりあげられ活発な酎議が行われ

国は︑時憲に応じた翠期驚衝と核

寮および謝㎜懲暫理︑改農されだ魑

行︑ロンドン供給圏グループのガ

に対する供給上の描躍を含む︒豊
IAEA加盟国の核燃料サイクル

の禰効性が︑傍用済み燃料野送の

特殊核物蟹の圏際闇輸送システム

頼性︑墨鵡化︑鐘園描園蓼段の正

適切な藻準と籔理下に麗かれた

の中に禽湿れよう︒

つくりあげるために＋分な考慮が

技術的発展という過種を経て︑岡

核燃料サイクル施毅や物論を保製

る︒来国のこの行為は︑世界の石

するであろう広い基盤を持つ制麓

ができるし︑またとるべきであ

じく核武装という入口に近づいて

供給圏と受領圏はともに︑多国

ムは︑核燃料供給の安全性を高め

いるその他の重々のより擾期的な

間便用済み燃料貯藏混織が貫くも

川

油市鵬に対する旺力を緩和し石油

脅威との区別を反映するものであ

⁝

価格の安定化に寄与するととも

るべきである︒米国は核拡敵に近

⁝燃料賠蔵

に︑他の国々︑とくに闘発途上国

ィブな核物籔を生養する必蟹性を

るべきである︒

段階的に建設できるよう計画され

一九八五無までには運蔽され︑そ をつくるための墓礎として︑理浮

ともに纏引するよう奨励すべきで

・多国間放射性廃

確性と特性とが簸天の効梨をあげ

た︒本日蜘録はその全容をつぶさ
双方により︑速やかに確認される

に舘録したもの︒

麗麗性と同時に︑供給圏︑受領国

イドラインのより一闇の発腰にお

昌

排除するシステムの形成に米油と

ある︒

骨

るよう建毅され︑繕織化されるべ

である︒この薪協定は︑一方的な

いて︑掴樽的な役劇を粟だすべき

・

きである︒とくに米圏は︑二面以

④糞慰書

べきである︒

上も蘭に来團によって搬察された

⁝

⁝米国の原子刀⁝

核燃料供給システムの圏際雲影下

各繍が繭騒の餌処理搬殴を多函嶺

込みは猟男・企画整濠で︒

一部九fハ首円︵送料別︶O串
センシティブでない核物魔や技

栄レベル放志野廃遺物蕾理は︑

術の移鮨を容甥にすることにより

④援助

また三際箇理下にセンシティブな

が︑減少しつつある世界の石漉蜜

ス・バイ・ケースの態度をとるべ

いところにいる轟々に鮒し︑ケ⁝

⁝

︐

⁝米国の国際的約・

できるよう︑圃献ずるであろう︒

⑥

払われるべきである︒このシステ

来圏は︑漂子力開発を希塾する

厳格なエネルギー節約措躍を謂

殊な必硬性︑すなわち経済上と同

上に国際的に受諾されるよう︑糊

開発することにより︑輸入石油へ

騨

⑩

じ︑代替エネルギー顕源を鍛大隈

①包括的エネルギ
ーU諏策⁝；：一

73

源を滴足な条件の下に有効に利用

②

旧束の再調整

核不拡敬政策を履行する上で︑

原子力供給に関する実施取り淡め

鎌継鰭酒はまず︑現在の協力協定︑

や契約の袴腰性を承翻し︑その関
遮において︑相互総懸の糠神のも

とに灘亭力繍出のためのより回

を望めていくべきである︒

しい藥件を新たにつくるべく交渉
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躊
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袋を重ねて使用しますと、GLOVESの損
保護のために：GLOVESのしに、更に薄ゴム堅調を

2．GLOVESの指先部分の

（田m）
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2 の御使用に際しては
⑳）DRY BOX GLOVES
一一
をお奨めします
GLOVε
PROTEX GLOVESの併用を
@PROTEX

1．G玉．OV聡Sに万一機械的損傷などによる破損がみられたとき、棄手のままでは

め信頼のおける薄ゴム手袋を手にはめておいてからGLOVESを装着することが

￡購i禦鰹轄脇従って・予

煽を防ぐことができて長時間の御使用に耐えます。

〈穣類・寸法》

聞

業
産

力

米︑

は確保されているといラ余裕もあ

海臣．

︑

数トンの放射性

蒸気もれる・

酎では圏際核燃料サイクル騨価

六月

画十臼︑臨調に州ブラジル政

隣し︑簾差炉門屋婁醐会は﹁礁

スタン向け熱処理工蠣輸出間題も

ついて慧兇を交換した︒またパキ

掲︵アルメロ︶の異聞ウラン対ブ

と認められるのでURENCO工

ている僚瞳は十分満目がゆくもの

しかし遡邦政府ではこの礁故を熈

響がないことが明らかにされた︒

故は大災密に発贋す悪険があっ

ついては大続領は濫掘か螢乃︵五月 ラジル輸出には反対しない阻隔

取上げられたようだ︒この垂雪に

府が軍和利用に限旧するため与え
︵王NFCEy面識の瀧腰状況︑に

的判断の誤りが響慰に入れられて

た偏とし﹁炉の安全性について人

いなかった﹂と溜摘︑﹁この購故は

十四日︶で次の遮ゆ述べた︒︑︑
だ﹂という趣轡の翻簡を送ったこ
︑﹁パキスタン向け康子力技術輸
どを明らかにした︒︑

・
不測の嚇態から大災欝を趨こしう

つた9

出は璽璽利用を一切排除している

じないとしても来岡は強馴にウラ

囁この閉門ユ趨ラトムが交渉に憾
る﹂ことを立鉦するものだという

な核兵器政策となんらの関運もも

内容だ︒従ってこの亮無は一般的

国際情勢分析
仏対撃力暮臓会
︻パり松本盤渥頁︼ラランス政
府が六月十五田開塾しだ第八回対

バ﹂㌔ター・で合意

r餓発兜買に適用

hバリ松本粧在員︼イランを訪

ランが新たに購入する原発四塞の

対外翼壁相壁ハ月二十三日︑

︻パリ松本駐在員︼オランダの

まで跨躇していた︒

握翫したが︑フランス政冊はいま

トラスキー特便にバーター︑決済を

は昨庫十月三日︑来糾しなポニア

た﹂︑ことを明らかにした︒イラン

バーターで決済することで台摩し

支払いについては一部を石油との

﹁イ︑

る︒そこで施設平和利用の保瞳を

薯ランダ盤相・望・⁝⁝⁝⁝・⁝メ

強化するため交渉が続いている﹂

を繰返えし述べ︑．固ぐ約例してい︑ 閣じて鍋圖したフラセスのドニオ

施股は平和利用しかで辱ない購爽

イランt仏︑石油

趣旨のコミニュニケを発憎した︒

蒔聞にわたって数ナの

凶バリ松本駐在畏︼西独ブルン

西独原発で事故

ン供給停止はしない﹂との予測も

j拡散防止で

があり︑一

放射性蒸気が重出した︒耐洩は蹴

三

みられるが︑嘘視圃は薦洩は難儀

径八穆の小型パイプの溶接部分と

タンクとみて蹴転を統けたエ

間後に謝御据が農動的に階ちて炉

アンドリエス・バンアグト嘗相は

議会に轡篠擾る

外康子力審璽ム︑︵識展ジスカール
ヴレンコr伯の⁝
デスタン大機繍︶は核兵部拡敵
保障措置十分
防止をめぐる圏谷樋勢を検幸し︑︑

鯨藏または縫用申の核分裂物照の

核燃料サそクル施殴の現状審査と

幽趣調査を行った︒翻際彌勢の検

が止攣ったが︑その闇大鷺中に放
︑射性蒸気が排出したもの︒

たない︒パキスタン政府はこの種

スビュッテル康発︵ハンブルグ近
あワたが︑改箆交渉期限︵四月九
費＋万五千KW沸騰水型騨︶で
臼︶をひかえた※原子力規簡婁網
聾︵NRσ︶はユーラ杢ム向け濃 このほど︑蒸気自慰に翻灘瀟故

︑縮ウラン供給を単襲に認可し︑供

ユーラトム側が三か月ものフラ鰍出欝司︒その後︑盗難防止不十

被曝従灘厨を身体険酷した結果

庭との関係︑蹴力鶴岡および送馬

一薙以上の係争に終止符を打った 輿地の比較⑧耐霞︑澱金︑人影密
かに兇られた︒昨薙新しく来環塊

たダグラス・コストル氏は問魑と

Bはシ⁝ブルック建設に躍爾倒

耀・一

み︵イタリア製鉄筋量

万山牟ジ

み済み︒鉄僻五千ゼ颪ゾ旛付け済

トが擾引いたり繰返えされる堀含﹁をこ慌る給与を支給され︑最低の

ルギー︑オランダ一六％︶ではス勤労暫の五〇％は月耀四千六衝疹

麓NEL三三％︑西独旦WE︑ベビーク疇には率五百入に擁する︒

る︒NERSA︵EDF五榊％︑ に従等している労務暫は七膏人︒

．従興樋ストで旧藩が中断していなどである︒通説建物の墨礎工麟

からの土木建殴会社フージュロル︑万立芳耕のうち三万立方材が二成

W・腐速増殖薄薄炉︶が五皇旬などのうち︶︒ライーヲグニ＋八

パーザフェ一一ツクス︵蒼二十万K

クレイ・マルビルで憩殺中のスー

︻パり松奉篁綴織︼フランスののうち五万二千五百立方層が打込

ス工事中断続くはコンクリート＋七万畢妾綴

％が発注済みで︑工凄の避捗状況

妻多ニニ︐多婁︐︐多︐躍︐戸﹀≧多︐

S・フェニッグ箋躍萎譲肇錠

を出しNRCも建設許灘を

ぐり︶が金米の畷境傑緬グループ

瀞︑蕪

均給与をかなり上慮っている︒し

には一九八三鋸遡開は運れるとし暫でも三千四熊毛とフランスの平

NERSAは総工蟹五十三億五かも塵殺を傑証されている︒請労

でいる︒

ノ

㍑︑

詳しい御問合せはイトエキ鉄扉部原子力課東京都中央区銀座1−13−12電話03（567）7271州8

ウラ ン供給再開力
r交渉内容に条件つける

米国の核不拡散法に基づく血→ユ⁝ラトム康子力協定の改定交瀞ほ岬一一か月近くの沈黙を破りYユ
ーラ翫ム臨闘︵欧州九か国で構成︶は漂子刀協窟に麗する心し含いに応じる窟えのあることを六単一

ンマーク肉け灘総ウラン約四哲五

出てい陀フランス︑髄ドイツ︑デ

りがっくよう処理︒すでに串請の

ナ乃日明らかにした︒しかし︑謡し合いの内容は工NFCE︵圏際綴燃料サイクル騨髄︶で柔し禽わ 給檸止座雛を招いか王台にも区切
れている内容以外のものにとどめることを鋲件としていることから︑．米圏側としては十分な自由三二
にもち込めるかどうか︑濃縮ウランや環子力機盟輸出を薄開できるかについては壁間視されている︒︑
に濃縮ウラン輸出に関する規鍵を

ンクを憂いた歯鍛にはソ遡とのウ分とし︑オランダのべッテン原子︑

十二鰯︑︵九件が高濃縮ウラン︶を

直謝の交渉応膳の条件はユーラ

けることに伽識賦を認いていただけ

改定し︑より激しい傑瞳描醗をか

の行動も示してこなかった︒

って決められだもの︒同艀厳騒会

トム踏間騨議一会︵コレパー︶によ

は放射性がきわめて微臆なので影

シーブルック原発は大刷洋に面

争力を推逸していく方がメリット

した酔可取り消し命令に対し﹁原

︑全米最大の規横になっている︒デ ︑物に影響を与える恐れがある﹂︑と
うかを禽め︑再議︑原発発綴代轡

モは州当周と軍和デモを約馨して

國のNRCの決定を控え︑⁝部の水口を姫撰すれば問題ない﹂など

が大きく︑シーブルックの場禽撲

いたため︑歌や認演に聞き入るな

貝も獲れ︑シーブルック簾発より

反対派がN曇蔀周辺の遮を封 の判断を下した︒これを受けたN

は謙ぐり

ど静かなデモに終ったものの︑今
誌認司を行っており異例の剃断と
なつだσ

RCの康子力蜜薄可参会講
︵ASLAB︶は①EPAの戴定
鎖ρ決定潮夜の二十九日には徹夜

②原子力安金四三学識︵ASL

今回の決定に薄しNRC婁圃はから原発建設反対遡動に附し地元

シーブルック漂発建設認可は今

組も出たほど︒

櫃を放羅︒残り三婁繭による微妙

蕉初め︑NRC餐圃により下されB︶のシ⁝ブルック・サイトと代

螢成二︑反対一〇ヘンドリーNR の力の入れ方も強力︒全米各地で

も海霧りに多くの入猿もあること

RCではすでに同原発に対ずる墓 棚︒海灘では

稼働すること︑また各蹴力がウラ 切輸出欝司を発行レないようNR 用地の検酎をするための思事﹂と し︑シーブルック・ビーチ︑ハン
ン備蕎をもつていることなどから Cに対し速絡し︑ウラン供給は郷 の建毅僚血説明を行っている︒K プトン・ビーチに欝欝れ嵐光明

ンス他五か團︶の濃縮工鵬も近々力協定改窟交渉に応じるまで︑一

が蝋部稼働︑ユーロディフ︵フラトム鰭薗向け核燃料輸出は︑康墨

︵英嘱独︑オランダ︶で漉縮工槻断を皮切りに︑来勤務雀はユーフ

ラン供給興約のほかに︑ウレン心力研究所向け醐灘編ウラン供給中

国の対応が注闘される︒

はEC︵ヨーロッパ共圖体︶婁興会 に︑ユーラトムの耳輪に対する来
からブルソナー・エネルギ訂握当

ユーラトム︵欧州原子力共岡体︶

法㎞︵三月十日発勤︶に墓づ蓉︑

婁風に撰案 の あ っ か τ N F C Eで 来閣は凝九七八隼核不拡三
触蹴されているもの以外の細部の
ツメ
に対しウラン供給協蜜改定炎渉を

について米国と交渉を逸

めるよう採択︒

止したままになっていた︒

などの

八○駕初めなろまでの濃縮ウラン

米N口C
環境保護の訴え再吟味

建設停止を命令ジ婁ブツル
ク原発

一方的な態度壱嫌い門INFC猛の締聚が出るまで応じる必璽はない﹂との強硬な繊度を漏してき

めていたが︑フランスは来国の
INFCEでは八つのテー求マ
︵核燃料および慮水の入手岡能性︑灘縮能力︑核不核敵のための擾期供給僚駈︑再処理・プルトニ

た︒他のユーラトム躍爾の柔軟な姿勢とは繋なったものであったと

六月二十五日には原発工癖中断

ウム取り扱い・リサイクル︑高逮増殖炉︑使矯済み燃料贈藏︑廃爽

風騒を携めシーブルック間魍にか

をスローガンに︑地元の州境傑護

てもかなり敏賦だ︒

C盤脳璽は潮園と豪彊︑旧A旦C報避される原発聯故や間魍に対し

いわれている︒フランスの反鮒が

令を下した︒NRCは﹁未解決のかわりを持っていたことから決定

渠順調力規制婆図会︵N況C︶ 機︵PWR隅蛋穏二十騰万七千K︑
疇代のとき群認町・技術騨価副婁

物管理および処分︑新型燃料サイ

あったことから︑ユ；ラトム側は は六周翻蟹田︑米團の順蒙罐

閣題が明らかにされる豪でシーブ

な判断となった︒

W︶に対し︑蒔的な建撃器

クル︶について討識されているこ

ている顧一ユーハンプシャー州のシ

燐慾設反対遼動顛の象徴ともなつ

ルック原晃の建憂欝可を出すかど

出し駅た︒

轡

︵はま 保謹庁︵EPA︶理窟に任命され線の問題に関して騨衝︒ASLA

繊魔を闇闇した蕊京︑四月十鑓の

ーブルック原子力登賢哲一︑二軸

なっていた﹁シーブルックのワン

クラムシ講ル

米ーユーラトム原子刀協定改定簗

的防瀬・環
渉期限後も今圃の態度衷明まで何

にデモを呼びかけシ⁝ブルック康

︑醒門鑑︑

力姥獄所︒整地瓢犠を終え︑鱒O

停止爾令が出たシーブルック原挙

悉霧蓄蚕の緩露

バーは約一万から二万と伝えられ

鎚まった慶重量謹グループのメン

塊建殴現堀近くで繁会を開いた︒

ス・スルー海水冷却方武は海洋生

グルrプ

の移転な

とから︑これ以外の主な翻魑は物

どの間照になる︒来国としては霊

︑一

鍵

︑謎

ミ製容舘︵擾さ︸了五綴︶︼

レスから引き上げられる酸化アル

オース商量研究駈で熱間静水圧プ

︻写爽琵アセア歓のロパートフ

し︑ロバーツフオ！ス爾圧研究所

Fね同志朧嚢塑

劫したこ と に ・ 曲 庸 済 み 二 極

脳

冬

誌．︐儲

猿灘・畿

一九七八鋸価格︶のうちすでに懸果を製求してストに入ったものu

︑％程度の蓮設瀦捗段嚇を逓えてい 午万霧︵金融勲掴︑核燃料を除く緻はそれでも不十分として待遇改
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晶

高

ｽ奎1地

弛 げ藷

P・ A の 中 枢 機 関 に

7
らの地点について灘緋水膨響ジ測

を禽む鯛麺震源二十二地獄︒これ

︐武喪算

燗

三七裂
名

科学技術庁の原干刀脂

贔流通機構︵コールドチェー．

資源調喪所︶︒艘林衡で生鮮食．

か とう やす謹．萄
ロ
藤 泰丸
カ

リーン醗畷を経て資源からエネ

四十六矩の擬謄躍笹理課擾︒グ

アルコールがいけず︑熱が高

ルギー源としての原子力へ︒

グリ⁝ン・エネルギー針圃づく

ン︶を仕上げて︼一襲蟹の綴向は

身当謬審・留になった

核融台研究の田米科学協力︑

光築成﹂を襲来科学技術

りQ

じたのが魔の運転︒十年果︑愛

獲期謝醐の改篤︑行政機構の改

州艶本だけでなく世界でもこ

続いて︑カーステレオのカセッ

鶴を欠かしたことのないB々が

協力の控の一つに据えた︒

れからのエネルギー謀臣を満た

茶とびっしり鮎濠って︑原子力
鰯獺のスケジュール消化は待っ

していくのは原子力︒いい堀に

の開発着雪︑纏不拡敵への憐麗

キの利かせどころに機敏なハン

運転

にどんな腕を見せるか

ドルさばきがいる︒原民力の

期待は大きい︒

ブービー騨科

︒玲子炎人と

趣味のゴルフは︑ハンデ30の

︵K・◎︶

一男一女︒東康都出身︑五十
歳︒

︑

函難にしている﹂と指摘︒長期の

ルギー開発の蠣愈︑エネルギー戦

リード・タイムを必要とするエネ

であり︑皐急に︑エネルギー・デ

賂の異体的な展開は購闇との競餓

ータの体系化を確宣する必要があ

また︑ミクロ・レベルのデータ

ると提欝している︒

﹁現在のエネルギー・データは供

の整備が遅れていることから︑

締鍵碑格を淡めた︒串鰯氏は原手

株霊総盆で理邸・申廟灘央氏の取

σ

も
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講

ボ

︑

躍
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畷瞬
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四

良

臥瀞惑織
寒
雲

黙劇

暴

ゼ糞
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廃棄物処理システム、炉過器、濃縮器等

引張轡発郡は銑に広報活動を抑溺

このうち愚面の鵬点となるのは

その柳通︑地方自治体と強いつ

調蒼︑地鵬煮麺への影辮調斑など

で︑霞が関界隈に静けさが罠る

たなし︒璽の臼も懸れなずん

﹁葱蝋込み︑熱の入れようは人

認かれたしと羅びを卒暇に藷っ

する提案﹂をとりまとめ①的羅な
擾期エネルギー戦略を選択する四

移送構造などミクロな分析評価に

このため提唱は︑附こうしたデー

は適していない﹂などとも指摘︒

ルギ；の推進︑代翻エネルギ⁝へ

タの体系的な強固の還れが欝エネ

の転換など祷効な籔源配分を図る

うえで十分な判断材料を欠く状態

いる﹂としながらも︑﹁環在十分

評ダ驚鮭

︒践閥のエネルギー研究開発の方

をもたらしている﹂と振摘︑政閥

向決簸︑体温艶働の観点からも総

なエネルギー関遡データが整備さ

6塗誓4絹

三

する︒

ながりをもち地城醐発に麗甥な繰

を行うとともに︑地域開発のモデ

ム
今三一月山禽エネルギー対策推測

験と異書をもつ下落法人・臼本工

閣僚食識が決めた原子力十一地織

鎚立地センターのエネルギー部門

画︒これは︑鞘膿駈が立地した蠣

を拡充強化︑新たにPR活動を禽 ル羅画僅成に璽煎をおいていく甜
むパブリック︒アクセプタンスに

蛮的に分析︑譲受の発袈ビジ珀ン

な対癒︒原子力の開発利用はア

ウラン濃縮技術をはじめとす

ト︑今や首を超す勢い︒

想スタートとなったもの︒七月㎝

を明らかにし︑立地による将四二

クセルのふかしどころ︑プレー︒

地域開発モデル計画作成へ

畷︑科学技術庁に謬聯窟在庁を

霞の組織改姫で薪たに﹁エネルギ
への住民の理解を促進するのがね

一催しと周囲から声が︒

派すランプが潔ツンと今黛も︒

ー猿轡部﹂と﹁エネルギー蕾及啓

初めてついでにもう一つ︑齪

璽点をおく形でP・A塗櫃機関構 禽︑それが地域に整える膨響を総

磁本立地センター︵柳田剛理鵬程︶は七月一置付で﹁エネルギー企園部﹂と﹁エネルギー藩及啓発

発部﹂を殴躍︑センターの名称も

林省︵五臼から鷹番水野織︶か
ら科挙技術町へ気韻の繊陶も初

科卒︒膿林雀で土地改農関係に

昭和二十八薙璽大農学部膿学

てやる﹂と掘負をキッパリ︒

原子力の利明開発は勇気をもっ

て﹁国罵の盆恵形成は今以上に︒

黒汗雀では︑サゲ︑マスの大

の紀録︒

の場を海か

寄愚餐技術や海洋牧鵬の開発研
堰殖

従駁して三十九年から約五滋

ら蝉に転じて開髭の夢を追う︒

究に従畷︒

通曄雀でいえば工技院にあた

賀︑科学技術庁澱源周︵のちに

起工︶は六月二十八闘︑﹁エネル

総△口研究開発機構︵向扱正男理

総合研究開発機構が提雷

データの整備を

エネルギ；⁝関連

る醗体省の農林水薩技術会畿で

高説することになったもの︒

ラント

高いB氷にとってエネルギーの飛

ス脇立が不漁欠だと述べている︒

舎的なエネルギー︒データ・べ⁝

された︒この結果︑平均では上瓦

臼揮は六月二十九日の

き傾向のつづく鯖閥稼働準にひき

する︒

力購完本部擾代理も従衆遡り難航

◇人出
定検などで遡転静止中のユニット

ネルギー糧孟母．醐の翼旅醜誹価を

れていないことから︑こうしたエ

妻

腺イ力墨業部

Tl・lL（03＞244−6125．5383

竃5，1隠糧編垂五

蟹

難態羅

畠

横浜市磯チ区新中原町1番地

る核燃料サイクル確立に向けて

部﹂を新殴︑康子刀雛鰍所を中心とした惣源開発への合窟形成に金力体制を敷くことになった︒この

﹁B本立地センター扁に改められ 方自治体との連けいプレイを混

門臼塞工業立地センター﹂から モデル的地形振興激画をもとに地

化︑地誌の翼の発展につながる三

原子力は初めて︒それだけに

繕織改革は通魔衛総禽エネルギー翻蚕ゐ塞本悶魍懇醗会が昨蕉中闇報告の形で提暫した﹁パブリック
ま
︒アクセプタンスを推遊するための中爆機開の殴立﹂に嶺たるもので︑初蕉度にあたる今鉱度は①躍

た︒エネルギー関趨旛設の立地腿

らい︒ウ地センタ；は︑こうした

源立地地域關鞘モデル計國の作成②立地環境鯛糞⑧蘭三体への協力④PR−などに穏点的に取り鰻
んでいく翫圃︒今轡四月には通薩鮨も躍源立地対策整を新設︑立地対策拡充に繋り出しており︑今厨

報を収写し︑地元へ提供する体制

このほか︑立地予竃地点でのエ

地城対策課で構成︑エネルギー企

も確ヴしていく︒

段階として窺水炉の特性を失わず
にどういう形で灘入できるかにつ

いて総愈的な評価作叢を実施し
た︒その紬累︑﹁磁本への測入は
技術的に鰐能﹂との見湧しを欝た
ことから評価削画の澱終段階とし

て田本に実際にCANDU炉を稗
い②今来︑炉心の構滋を基水的に

ギー︒データ・ベースの開発に関
釈する際に服適な

変えることなくトリウム寡黙サイ

給照︑露要鰍の規模をマクロに掘

に日本向けプラント予備設計を中

一方︑断水側でも鎌入の際とく

二となるエネルギ⁝閲髪上礎デー
クルを実理できる⑱使用済み燃料

タが襲撃必ずしも十分艶備されて

になった︒契約の内容は①プラン

握するのには適しているが︑霧給
ー戦略の確立を碧玉にしている③
このため︑とくに聡的︑ミクロ的

して︑福島⁝︑二︑叢鰹は︑原芋

期的安定碑保︑効嬢的利用は最墾

システム構遺やエネルギー変換︑

に問題になるとみられるLOC
を行い︑安全性を確離していく計
画︒題源開発では今薙宋にカナダ

いない②これが興体的なエネルギ

の発熱麿度が小さく︑魑理が容周

われる︒

こうした特長を鷲鍛に︑鴛源開

データを体系化する必要がある

な諏を念め総命的なエネルギー・

提誘は︑まず長期エネルギー戦

一などの点を擶悔した︒

月をメトにCANDU炉の四顧に

発は昭和滋卜一脅からCAND側
Uからの轍魁を受けたあと来蕉三
田水向けCAND
炉の技術沸価を開始︒第一段目と

ついて澱終的なレビューを行い臼

略羅立の必硬駐について﹁資源の
制約が強く臆識され︑とくにエネ

六．﹁％だった︒鴬嬢稼働薙が六

貝施設には全く影響を受けなかっ

ルギーの供給を窪々に頼る度禽の

五％を超えたのは五十一無九月に

たなかで多くの識舗が行われ︑臼
本として醒択すべきエネルギ⁝戦

要課題の一つ﹂と強調︑﹁こうし

略の墨本的方向が確羅されてきて

たが︑節奏線偲子が故臆︑その膨
一か選ぶり︒

二〇％程度の落ち込みを上限なく

い込茨れ︑設備潤用潔はそれぞれ

は四基である︒

う足踏み状態となった︒

かえ︑殺蜘刊用鱗は先月並みとい

繊力上野中のユニットは十一募︑

六月末現在で還転中︑あるいは

理のために数時間の運転催止に遣

タタキ台としていく考えだ︒

どCANDU炉を湧入する場舎木の
としてのコンセンサスづくりの

の予備設誹を作成︑田本側 してカナダと日本の岡蝦の相興な

六月の原発稼働爽績

時間稼働21か
原座調べ

月ぶり好記録
︒

︵ヌグユチュード七︒五︶に関糊

六月十二臼幡生の働城沖地麗

鉱六月のわが国原子力発響の運
癒翼翼は別譲の遡り︑Ψ均で四丁

臨本口減気鋭漿会譲が調べた今

七五・一一％を記録して以来︑二十

CANDU炉はカナダが一九問
四題点の摘出を行ったあと︑第二

に捉出することになる︒

U炉

犀中をメドに

畢万円◎これによりカナダ側は今

援助iiなど︒契約金は約鷲億六

に対する頭料の提供③一般的技術

行うLOCA塞験︑耐震実験など
一1などといった特長があるとい A︑耐即．涯について大規模の実験

ト技術騨価︵予備毅翫︶②二本で

心とした婁託契約を締紬すること

の予備設計をカナダ側に

田本型改農プ

ダ原予力公社︵AECL︶との間
よく燃やせるうえに①転換薯が高

術冬野針画の最終段階としてカナ

策轡ウラン炉︒天然ウランを効率

霜源開発は近くCANDU炉五
技旅に開発した独眼の墾水軍逓︑

重水炉予備設計で契約

技術評価最終段階へ

ーー耀発とAεCL〜

画部は主に調蕉驚動︑エネルギ⁝

というのが改壕の目的︒エネルギ

グを突施していく方針だ︒

がある﹂と強調︑パブリック︒ア

らに立地闘閥に閲讃する内外の樋

体的方法についてコンサルティン

クセプタンス湧勤の強化を提刀し

ネルギー知織霞及活動を実施︑さ

鵜︑四強公闘防除の推理を図り︑

このため歴歴エネルギ⁝旧聞金

ルギー讐及啓発郡は地域盆画課と

社会緩済の健全な発展に笥与する

墓漁間魑懇談盆パブリック・アク

侮

ー企爾部は企画課と瞬欝課︑エネ

のP・A中枢機関構想スタートによりわが国の偲源立地は健盗へ向け新周瀬を迎えることになる︒

パブリック・アクセプタンスを推

エネルギーは石羅二慮二千八 間報衝で︑︻エネルギ⁝に関する

必蟹がある﹂と三三し︑原註の地

薗万諸認穰度︒その申心となるべ

域開発︒財敵問題検罰鼠も昨薙四

躍的に増加する兇込み︒これに紺

ナ

も

穣働樂ハ鷺・五％︑設備利用癩践

／

》畝

︸遡麗街総禽エ ネ ル ギ ー 蘭 県 会 の

月の三二で門主源立地を促滋する

拠期工永ルギー隔給発即しによる

必ずしも藁観視できないのが現状

ために︑地元の翼の発展に役立つ

き原子刀三千三酉万KWという数 遊するための中枢機關を設立する

でを無五％とした棚合︑昭和六
で︑この墜器いけば一九へ○間代

ようなモデル謝画を作成する必要

鰹についても立地の難航などから

十︑六十五鋸のわが圏総合エネル

は必至の慨勢︒

後半にはエネルギー綱給のひつ遺

六％︑昭和六十蕪からエハ十五鎌ま

ギー﹁綱要﹂は石濾換鱗七憾四千

と経済成擾を昭和六十華訊で年三

万詩型で︑九億二千万詩脳へと飛

し﹁供給﹂の方は現状維持ペース
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が︑次第に央々の痩所燈斯が蝿体

に緬舗が褥られるわけではない

術顔新の激しい切痕だけに︑簡頭

盟んに行われている︒もちろん技

る︒これは酵禦活性を掴穰とする

用いる測定法︵エンザイムイムノ

酵礪という生物活性の強い物賢を

間位元雍が身近かにある︒劇職は

る跡職物質として酵覇または安定

と欠かなかっだが︑原料籔の高騰

いUCCからそれを樽て露給にこ蜜解れる︒そこから生薩される燦

二者は深刻な課題をかかえた︒潔 れ︑診断に共同利用されることが

発生し︑他のソースを求めて製薬

医療虚業蓄の震任篤圏であろう︒

アッセイ︶で︑RIAに対抗すをもたらし︑業蓄の賃担が急翻し 識化合物調整用キットの醐発は︑

ぼる︒放射性暖藁晶の鋳型件数が

に冤演っても緊横五億本もの鍼験

保衝されているはずである︒内輪

療上の評緬がチェックされる︒イ

比較誠験および臨凍爽験を経て診

を保鉦する自擦猷験︑従来法との

いうまでもな簿標識用化合物も

クリーニングに適していることは

被曝線画の老少なことが患蕎のス

メージング装画の逸歩は出しく︑

ように頻度は臨くない︒しかしイ

ればよいがという心配がある︒間

による使嗣が不祥麟に繋がらなけ

て︑RIの翻識の少い一部の人汝

規簡も受けていないことであっ

魑は検査センターが法的に何らの

について踊躍欝では厳しい行政掴

課

技

6アイソトープ・放射線利用の逸展を期して（含パ1ネル酎論）

〒105港区新橋

丁￡L（03）騰，i

国内の地城ブロック躍に殴翻さ

的に解析されてきた︒大方は機械

増大するにつれ︑注射器︑猷験衝

るモリブデン麗の十分の一にも満

反議するので︑常に寓現性難く標

ンビトロ法は照腱の高い優れた測

ベイをすべきだという閏が強く︑

度管理についても各施鯉間のサー

く含パネル経論）

から︑懸及は酸いかもしれない︒

部門︵ハード︶の改良に無点が禽

感じないで済んだからにほかなら

昨蕉の藩︑原産のアイソトープ

れ︑大きなリスクを鋤っている︒

たず︑また鎌闇四十週という限ら

籔がどこかで傑魑されているはず

識が行われるキットの作成に製躍

定法なるが故に糟度︑薄現臓︑安

びとなったので︑今後糎異に便用

数多くが藥価墨鵬に学用される運

騨価の葡られた従来製醐の帯親が

規製贔が待たれていると同鱒に︑

3聖活に役立つ放射線利朋
4健廠へのアイソトープ・放射線の貨献
5社会に環献ずるアイソトープ・放射線

インビトロ憾ではRIに翻り得 三社の原乎炉が閉鎖される研態が

た︒片方ではこの抗原抗体反応を

なトレーサーを翠蔓しない︒した

ものであって︑RIのように単純 れているのは︑使用暫が不都合を

のように確立されていないが︑原

開発された協含は翼っ先にRーイ がいやが上にも還いわけである︒

る︒もし組織親和性のある贅物が

れた供給態勢であると聞くが︑こ

であるがその影はうすい︒これは

国産R一生

法をおかして廃耀されているとい

メージング剤として活用されるだ

れでは外国との縁は切れない︒遷

産の見通し

うことではなく︑短単減期核遡で

ろう︒放射性暖藥晶の場命は将鞭

罪とも一〇〇％の安定供給を自掴

に配慮した上で廃棄が行われてい

榮暫として一厨の努力が必騨であ

ものでなければその価値はない︒

建性の面で十分に満建が簿られる

放射性医薬
品の安全性

く︑外国のコピーを作るという蜜

の激しい分野だけに避溢が難し

定酬般の鷹宗論の喬効性と安全性 る︒また標識用新規化嘗物の開鑓
も課せられた義務であるが︑鵜歩

これを明文化し︑唐墨法規として

灘を得っているが︑ム弔薬聯法上

にあるが︑データの愚汲性は憩蕎

検査センターはいち拓くこれを採

小合わせて蔭施設と圏される臨床 ばならない︒より有用性の耀い新

繁し︑広く病院から検体を溜め二
黒的に検査を爽施している︒しか

日識しに激化していると聞く︒閣

2わが魍におけるアイソトープの供給（生内、輸入）システムに関する課題

セソションテーマ
1海外諸機関のアイソトープ・放射線利用に舛する見解

挫および安全性の両面から区議が

インビトロに感馨し︑血中のイン

に影像を憂くするために熔いる購

わされるが︑適当な適彫剛︵広畿

理的に蒋来の強敵になる司能性は

巖近とみにこの間魍が猛魍にの

素蕪︑霊芝15︑窺索13を用いた標

シュリン瀬度を患餐の血潤のみで

た︒この砺件が案外軽く見すごさ

く︑今や国民十人に一入はその恩恵に浴している画定という︒成摂灘蜷として重々と藻盤を箪奉
試験管内で測定する方法をあみ聞

照照のありかを麗つけ︑ガンなどの治療に威力を発揮する放磁性鷹島舳︒藩及ぶりは自覚廉し

つつある放射性三一陥の供給の現状と暗譜凧について放蜀性医興三重博氏︵ダイナポ

固体廃棄物に
関する問題
ない︒入手不能の艶態は万一の航

メ⁝ジングの原理は臓雛の犠鰍癒

十分にある︒後憂の蜜定圃位元素

る︒現薇R王Aの応用範囲は枚滋 T︑超難波のすべてに共曝するイ 安定性の要困が多く︑まだR王A 空機縁故に思懸することも増えら

した・これがRIAの端緒であ物︶が要認されている︒X線︑C がって鍵用上では襖雑な反応や不

異を顕覇にとらまえるための特牛

リウムq？あ憩いはタリウム鋤のよ にいと談がなく︑血中濃霧が＋の

モン類や黒物の測定が容甥にでき

頻七寒から華一粟Mというホル に厳ついているから組織の獣的蓬

会謙で︑薩療用RIの翻産化に関 などの固体廃解物の大憾発生は顛

は昨年度隼闇一千万件とみられ 鯵譲れるようになった︒

馨しい廿イクロトロンR1が
る︒インビトロにおける診断件数

今は 三 対 七 の 比 鵬 に 変 り つ つ あ

ット・ラジオアイソ㌃プ研究駅コーディネーター︶にご執籔隔った︒

発展過程の放

⁝射性医薬品

いう現行法規上の騨門用晒も空う

荷には隈匿があって︑傑管廃舞と

康子力研究所のモリブデン99の二 いるヨ本アイソトープ協会の爽

選態勢について爾至愚がなされ

するパネル酎齢会がもたれ︑日本 痛の種である︒従来から行われて

て︑塩鱒鮒性である利点はあって

た︒現在の生産能力はフィッショ

で︑華軽な測定には不向きであっ

一方︑治擢用放射幟醒備品の關

ストを闘めるためには大饗だ摂取

たR工Aのように特欝闇魍のほと ンモリブデンのみで翌週輔入され

も霞常臨陳検藪にはほど強い︒ま

鞍点化撫物および測定器が高画

鞘については︑玉響なお悲醗的で

されることが必要で︑そのような

的親和性を持つ彫物が待たれてい

︵インビボの爽消化は二万件か︶

らのうち数々の測定爾キットが帝

躍物を作ることは墓表のわざであ

射性医躍品だが︑その周辺の溺悔

こうした発展過穫をたどった放

ったともいわれている︒またこれ る︒しかしこの三暫ではコントラ

国民十人に一人がその懸愈に浴し
ある︒感の漕搬馬放射性醒蹟磁は

ならないものとなった︒

鵬に誓われ︑醐昧検査になくては

るため︑医学の研究に顛叩が趨こ

期に契記したとい う こ と で ︑ 猛 魍
たことになる︒この駕闇成町躍は

核菊醤の服興でぬ邸であ器が︑

咊u性医興韻 の 業 界 が 首 億 円 市

になっている︒た し か に 恩 田 剛 に

残愈ながら謙だ何らの箏応えはな
い︒

には間融点も多い︒

R一代浅瀬

期待されるポジトロンエミッター

のサイクロトロン核稠は民聞企業

われは過表十五年以上の液体廃爽

るものと解釈すべきである︒われ

物に関する経験があり︑圃体麗棄

で魑汝と璽蓬されており︑フル演

衡るものであろう︒新しい核稠の

転すれば国内の全隔硬を謹かない

インジウム旧︑ガリウム67など うに︑禽理的にかつ安全性を十分

あって︑鰭蘇国で行われているよ

テクネシウム99mを縛るためのしてほしいもので︑これは製遣蜷

99︑安定供給を

モレブデン99は︑全てを来国から 者の切なる纐いである︒

を禽め︑樋識する核槻にこと欠か

インビボの分野では古くからX ず︑竪物題はトレーサー騰で十分

の可能性

に闘える種に廃饗物が各健用者で

論をなす放鮒線測定器榮騨を禽む

だけに︑齎傲とい う 数 回 の 大 小 は

インビボとインビトロの利用薩は

と二薔億円産遜といわれている︒

て騰鎚に残るものである︒わが間

んどない方法は︑磯歩発展の遺漏

凹は予瀾されなかった小物であった 四〇％を承しているので︑磁の両

ともかく︑この予 州 も 一 人 前 に 成
脇箱車ナ鰯畷米圏で鞘表された

慰したものといえよう︒

るものではなく︑匙1を取扱うと オソルブという＆で解ばれる製酪

インビトロ腱断躍︑すなわちトリ

は︑掘蒔圃期的なものであり︑今

必ずしも問一条件下で推移してい

て体内に擬与され て 診 断 求 た は 潰
いう巽遡の藤魍を囲いつつも︑使

放鮒山冠薬酪の 用 途 は ︑ 大 別 し

療に使用される場 合 と ︑ 体 外 で 愚
臼の燃畿擬瞭Hの

はしり4とし

用上の地麹の曲分けはかなり翼な

インビボ診断用核翻は漸くテク

ったものになってきた︒

暫の廊液のみで診 断 に 便 用 さ れ る
回金のこ通りがあ る ︒ 前 書 は 銅 状
腺疾懸や一部の慧 性 脇 瘍 の 治 療 に

原研の奮

年間40％の市場拡大

従来 か ら の 金 コ ロ イ ド 糊 ︑ M 黙 P

ネシウム99粗に切翻って港た︒

壱の醜聞の搬能診断に用いられ

⁝ 水銀鵬︑BSPiヨウ繁捌など

・暇られるものの他 ︑ 魏 総 ん ど が 慰
る︒畿暫は現在放 鮒 銑 医 薬 品 の 花
使嗣価臆のある製品との健い分け

含めて適切な論纂塁綿が設けられ

盛んになるにつけ︑これらの分を

形と翻霊れる分野 で ︑ 臨 床 検 査 の

鋼︶の一献機のお自兇えも近いと

なければ︑不測の外乳を招くおそ

シュマープロダクトのR王利用が

物に応用できる知慧がある︒コン

の輸入に依存している豪語であ

聞く︒一越︸鰹円といわれるが︑

れがあろう︒

ベビーサイクロトロン︵臼本製

生産も期待される︒

線による診断法と比較してR五イ 機能するから︑ダイナミックスタ

る︒誠騨するに︑入手沸点で約二

設圏臓を含めて二億円以内であれ

ネシウム99mの半減期六騎間が短

ディの範翻を瓜げて質的診断への

ば現今では驚くほどの金額でない

もたくみさが増されてきた︒テク

で議初に健縦鰹険で検癒籾が採用

メージングの自衛が行われてき

着キュリーのモリブデンが毎遡航

ために便用される キ ッ ト の 類 で あ

おれだのもこれで︑現寵なお解簡

窒輸入されている︒昨無秋楽国G
い︒

た︒最近は慧逮に進出してきたC 鹸短距離にあることは間違いな

大放射線量実用測定法

hり00UUHり誉hUH日︾冒H開UOO口⑪U口受MU︼UM四︾縛︶U口口06難口引U口図引︶鱈︾目口h︾口憾U導口口UU飼時VHUH炉HH▼0ロロ擁︶UO口M

ムノアッセイ滋︵壁A︶の朋発 Tスキャナーや超磁波とその有用

九廻九域来圏のパーソン博士

によって飛懸溺に鵜歩した︒

とヤロー黎︵パーソン博士はす
でにこの嵐になく︑ヤロー博士は
灘鋸ノーベル犠を躍学生物学部門
で鰻犠︶により糊智舛されたが︑そ．

の級緯には諜常に興味深いものが
ある︒頭身はインシュリンをヨウ
遊観で醸織し︑人体に薄切してそ

臼本の欝鵬には安善に導入し得る

重性は経済的および技術暫不足と

金簾をとらざるを欝ない堀禽の多

件数は増加しよう︒CTスキャナ 実現が墾まれている︒賭横蛮の多
取締ろうとしている︒放射性医藁

いことが製遊簗暫の悩みである︒

いう藩態を招き︑掬院として検査

舗ではいずれの形態においても土

ーの出始により溶着価を受けるこ

の代謝過穂鷺濾っていたが︑ある

ととはなったが︑今や萬発展の機

センターに頼らざるを禰ない麟偶

夜この分野で真顔近くの心酔がひ

運にあると思われる︒

同種同効品

ものと蓄えられがちであるが︑鏡
器成分は必要最小限のトレーサー

しめき禽っており︑すでに自然陶

の生繭にかかわることになるの

性︑安金性の問題点は放射線にか

インビト樹製磁のキット化の町

一方インビトロ諭の普及は加速

墜愚じ︑その理由は穂尿腐慰雷

かわる醐項に興約されるので︑一

能性は無数にある︒しかし鰭外㈱

放射性医薬品市
場拡大の可能性

汰が日々されるほどにこの築興も
のうちインシ巖リンを常用してい

般の曙薬晶と岡一視されるべきも

から日本上陸を目玉す製晶は︑ほ

放鮒性医薬晶の使用施毅は約一

る︒

拡大する余地は十分に残ってい

のはんらん
る入にはインシュリンに対する抗

のではない︒しかし︑テクネシウ

顧効晶に興中する︒放慢性曙躍晶

ム99瓢の化舎物の調製は盆画轡で とんどが甲状腺疾慰の診断嗣間三

千で・うちインビボ共用は五爵の

で︑取扱いは一腰憐璽であらね
体がで遜藷り︑その免疫挙的糖

懸饗おれるので︑撫職が安全に

はインビトロキットにおいても寒

投辱には慎踊であるから︑米翻の

諸般である︒臼本八はR王の体内 し人笑センター岡士の価格競象も

度的に巻く︑その勤屠の翻識は開

塩物が撫中に拠劇震残期するがた

露潮に離縁織から承認を受けねば

業曙レベルにまで及んでいる︒大

めである漕鎗撰した︒しかし婁騎

澗耀に行われるようなキットの供

ならない︒したがって製晶の晶蝿

厳しい競箏晴代に突入している︒
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ので基礎から始めたい︒まず現状

がどのくらい進んでいるのかを知

を掘萌し安金性に対する調査研究

野村践は編陶興の出身で︑昭和

をよく間いて少しずつ進めていき

り︑地響の受け入れについて懸樋
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十八無東大法学部政治学監野業

政府の
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憎配することは避けられない兇通

冤込むと︑将来︑建設饗がさらに

平方綴︶からなり︑溝処理繕設に

雛まる極低レベルの放射繊麗液や

二穰認・貯藏施設は二百樋ドラム
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ければならず︑長期謝磁馨門部食

条件下でウラン探鉱に取り組んで
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出る麗通しで︑動燃ではそのあと

画︒総工賢は約酉態円︒鑓本設計

設謝と礁設は日揮が擬当する︒
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後︑逓鱈織に入り︑戦後は空とし

﹁原子力船の開発が将来︑撤騨に

たい偏と就任の弁を語った︒窪た

ゃへい改峰については﹁各界の轡

を決めたものの︑

ぶり﹁むつ﹂無理港問題は実質解

原子炉封印叢叢

かで︑今園の興五鈷の受け入れへ

る協定禰が締結される晃通し︒

漁趣との間で驚理受け入れに閲す

として提饗した

の動きは﹁むつ﹂膨理翼翼鵜への

ジ金部をアスファルト翻化した場

鷺草十誘のフル稼働してスラッ

の資金闘題ワーキング・グループ

設謝工襲の方法を串講︑来轡には

いる暇本側の勇気に敬愚を表す

の再処理施設敷地内にアスファル

同審議窟は︑原子力︑寧笛︑繭

外務参麟窟を発令した︒

試験問題の傾向と解答の要点（測定技術，生物）

町放射線取扱曳任春受験講座⑳

て逓輔欝で海運出陣を歩み︑匹十

後れをとらないようにしたい︒経

ので侮とも譲えないが︑︵原峯力

済性については造船不況でもある

を動力とする︶エンジンについて

は研究をさらに進めたい﹂と将来

門家に検討してもらったので︑う

瘧C運蜀次擾︑四十五庫自鋤璽 を展盟するとともに禽むつ﹄のし
局擬︑西十七蕪海上銀安庁長嘆を

なお編蟹走理辺長は寒西前原研

まく成功すると思う﹂と語った︒

経て︑四十八年から闘本字発銀行

野趨理窟長はあいさつに訪れた

理潔︒

選任された︒

理嶺長と醐様︑科学技術庁謹告に

付き受け入れ

を打ち撮したこと

億円と晃横られているが︑メーカ

エクストルーダーに入れて撹鐸︑

スラッジをアスファルトと混ぜて

﹁原子力のことはよくわからない

科学技術庁で認蕊取の求めに応じ

累が

十五日の織連臨時賞金での決定

決へ大きく近づいたといえるQ

ー側の試鱗ではさらに一千億円程

って以来︑佐世保帯は薩ちに．核

を内容とする伊第一次要言

府が昭和五十一璋二月口授き膨理

﹁むつ﹂俊世保修理港問題は政

式淡竃される箆込み︒

れている爾漁適愈岡臨騰総会で蕉

告︑了承された︒十五ロ﹈に予定さ

︵委員獲︒建議型通連会蓬︶に報

今月中にも協定締結か
原子力船﹁むつ﹂佐世態港膨理受け入れの最後のカギを握っていた畏騎緊漁連︵住江正三会長︶は

った﹁むつ﹂受け入れ閣題は鹸終決纏へ尚け大きく卜した︒小婁腿会の報儀によると﹁受け入れ﹂

六B開いた﹁むつ類題に関する小三殿会﹂で条件付きで受け入れを決定︑これにより三二無間にわた

の条件は①円理点検後盤ちに壌注する②門むつ﹂受け入れにより魚価が低落した堀合︑美嚢する②五
二遅代表が罎理難業に立ち盆うーーなど八項臼︒これを受けて十五霞には荒誕運︑票鱈用灘連の盆同
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﹁むつ﹂受け入れ臨定が締糖される莞込み︒

水を船外に放墨せず︑耀穐保全に

から難航︒結局︑今蕃久綴矧薯が

を待って久偲県知製︑辻佐麗保爺

るQコスト︒エスカレーションを 癬熱して固化させる︒エクストル

度の上粟渡が必要との児方もあ

一魚礁の低落などが発生した場合 た緊讃談・興儲用灘風合岡で設躍

環境がすべて整うことを癒味し︑

階︶︑付属脳天旛設︵岡九十

町か月間の膨理・点検が終了次第
十分配慮する⑦放鮒線監視体制を

折嚢薬

獲が上京して門むつ﹂佐世保港修

千二頁五十平方規︑地上二階︑地

慮ちに﹁むつ﹂を佐世保潜から出
整備強化する⑧疑義があった晴は

方武で政府︑鍛︑市の三幾が

理魑受け入れを巖終的に回箸︑早

から約二三

港させる②政府は早期に﹁むつ漏

決めるIiの八項霞を条件に︑ 印

ただちに協定当製薔穰で協議して

方が薄霞されていた︒こうしたな

懲悪︑醗後のカギを握る漁連の出

対陽止佐世保婚封鎖実行委員会駄

されている﹁﹃むつ﹄受け入れ絶

下

の定盤庵を決定するものとしその

﹁むつ﹂修理魑を受け入れるとい

核抜き

興漁運に対し

保誕描躍として﹁むつ﹂妊世傑入

うもの︒この協定築は同日開かれ

要講を受けて久傑勘︸興知瑠が同

による﹁むつ﹂騒理受け入れを提

港までに新定係港を決定するよう

封印方響

は︑補語し︑その保証描蟹を講じ

﹁もんじゅ﹂建設費は三千二百

案したのが同＋五欝︒これに対し

努力する⑧門むつ﹄受け入れで万

匙魔会﹂を中心に

る④﹁むつ﹂膨理・点検中の立ち

よる﹁むつ﹂受け入れについて横

佐徴傑捲定係港化に対する歯止

冊を關⁝始︑六田︑約二か月ぶりに

来鋸度垂垂予定の﹁もんじゅ﹂

愈︑五年分の貯蔵能力をもち︑貯
鱗り額は︑建設質纏などの無々の

で検討を亜ねているが︑膨大な籔

概藤要求の八月には方針を決めな

高騰を薄禦に桁違いにふくれあが

論賛撮の足カセができる問題だけ

質金の窟民屋擦は五＋四卑度予鎌

った︒こうした満勢の変化から︑

着工し︑二律半で完成させる計

後楽に入って門もんじゅ﹂建設見

五十一奪の新型動力炉蘭発隠謀部

にコンセンサスづくりは蜷航ぎ

形懸となった︒しかし︑四十隼代

は︑昭租騰十三璋の動轡の動力炉

会による兇美しの結粟︑懲民間は

み◎一部委鱒から﹁民聞謙譲は西

嶺たり二卜万円L一十五万円の軽

マリタ和国のアマドゥ・ババ・

る﹂﹁探鉱に成果が出ていること

ト固化妓術開発施設を嬢賦する計

安金器薮は二か月程臓で結論が

動燃事業囲が裾井県・白木地区

開発榮務に関する基本方斜で折楽

少なくとも周規摸の軽水炉建設照

藏早取り擬しも可能だQ

に昭和五十四隼肢末激工をメドに

舞担の耀えが打ち出され︑これに

ドイツの島速原型炉開発の分握並

﹁西独並み﹂意見も

建設を剖悲している局藤棚殖原型

る漏との

隠蟻口程農を負撮する憲尚があ

四牽三億円ずつを政府と民間で負

に変った︒KW みに一〇％に抑えるべきだ一とす

沿って新型転換炉﹁ふげん﹂は建

は︑鰻後の詰めの段階に入って難

水炉媛設単働の三十万KW分︑つ には曲折が予想されている︒

ディアラ国家解放黙思委澱食翻議

を囲んでいる﹂と述べた︒熊谷長
薯も﹁動桝か嵐て探鉱が順調にい

相の諮間を受けた原子力委出会が

極といった科学技術問題や二国難
爾国の茂好関係を発展させ協力を

当する︒科学技術︑とりわけ核不

・多國間の科学技術関係全般を担

っていることは翻ばしい︒今後も 画を繭講していたが︑十一薦︑謡
岡副議長にはカセ駐日大使︑デ

を指示︑副画が翼傭化に岡けて動

核燃料安盒轡門審奮貧に安全審蛮

の︒

任ポストの新設に踏み切ったも

へのエーズの高まりに対癒して專

拡散問題を中心とした原子力外交

日本側から熊谷長宮のほか舞上原

︵建築醐横八蕾万十難方儲︑地上

施設は︑アスファルト圃化施設

き出す晃通しとなった︒

強化したい﹂と論った︒懇談には
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原子力婁が安全審壷粥示

として十一日粟黛︒十一百︑園田
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い人として累配達代表を患える⑤

炉を封印し︑知窮が運転モードス
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を出したもの︒
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ているQただ︑これは﹇経済的︑ 究を避め︑また︑長寿命遠山性廃

より︑米国を除く0鷺CD各国政れる﹂との明るい見選しも報毒し

棄物地下貯藏については專門家レ

核実験停止条約︑六八駕に核拡散

T︵戦賂員器制限交渉︶協定が結

は︑﹁来︑ソ︑英による総合核実
験禁止条約交渉を歓迎する︒条約
が締結されれば核実験を始めたり
続けたりする国は︑孤立化し国際
的非難を受けることになろう︒核

する国際条約ができれば一層効果

兵器用の核分裂性物質生産を禁止

的だ﹂と述べた︒また︑簸州のウ

EC域内エネ
投資まとまる
原子力は大編な陣び

EC︵欧州船岡体︶委員会はこ
のほど︑EC域内での一九七六二

た︒これによると西独の原子力発

度エネルギー投資報亀目を公表し

聞を盒む︶は十五億EUA︵約三

電関係エネルギー投資︵公共と民

一千五颪EUA︵約三千二六ナ三

千六百億円︶︑フランスは十三慮

嘆︶︒他の投資と比べ西独は七〇
％以上を︑フランスは約六〇％を

賭ける意気︸︐﹂みがわかるというも

原子力に投資し︑両国の原子力に

獲た︑石炭を除けば衡源が期待

の︒

二千九

できないベルギーでは︑全体に占
める原子力の投資額は二億

一方︑イギリスの原子力発電関

翼

十六憾円︶と大編に多かった︒省

颪万EUA︵約五買エハ十憾円︶と遮投資額は三億EUA︵七百二十 エネルギー部門で目立つ投資をし

ラン開発・輸出促逸決定︵六月一
日︶については﹁今回の決定は︑

億円︶と予想外に少なく︑北海油

保障措置の強化を考え︑次に保

はいろいろだが︑まず正AEA
オランダ議会

ようやく承認
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プ総麗が二再．獅犠︑ウラン以外の

廃棄物墓華はウランのアイソト⁝

プルトニウムは排出禁止︒液体

RIは五ザ憧をこえてはならず・

懸が隼間五十︑ゾ覆︑ウラン以外の

出基準はウランのアイソトープ総

た︒これによると︑気体廃棄物排

が︑七月一日付の官報で公布され

よび液体放射性廃棄物排出墓華
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日七
方面での検討に力を注いでいる︒

代替エネルギー探求などあらゆる

たのはフランスで︑同国は締約や

ウラン燃料を適当な価格で輸入国

投資額は九五％以上で︑エネルギ

に供給するためであるが︑核拡散

田を中心とする石癌関係に二十八

いたが︑ジスカ⁝ルデスタン大

射性が一華磁たり齋ピコ犠またはそ

廃蘂物と認めるi一など︒

れをこえる廃棄物はすべて放射性

︻パリ松本駐在艮Mスイス連邦

政府は六月三十臼︑環境派グルー

プの発議に塞く原子力反対法箪の

国民宍粟を十二月三臼の保安押部

原子力バルブ憶

防止条約︑七二無に来ソ間SAL

ばれたが︑関連性あるこれら取り
決めには進歩がなければならない
とし︑このため④核兵器制限・縮

する③国際的な核拡散防止機構を

を起こす②核実験を全面的に中止

少のため核保有国は効累的な行動

︵IAEA︶と協力し﹁国際ウラ
ン評価プロシェクト﹂を新たに組
み込みウラン資源情報を的確に把
握・分析していくための体制を整

府は原茅力⁝再処理︑高速期殖
技術的︑政治的によい刺激があっ
ベルの講査で安全であることが確
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統領の訪来︑カーター大統領と
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ー投資はほぼ原子力一本に絞り︑

としない︒必要なのは︑発展途

晦臣

研究・開発に参加している︒

防止の竸点から︑非核保有国への

輸繊は︑核拡散防止条約︵NP
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T︶加盟国に興る︒豪州の根本的
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関心事は︑豪州産ウラン輸入契約

管を進めることで︑信頼と安全の

上国などにとって何が最蕾の供

RIは四十︑ザ犠をこえてはなら
︹パり松本駐荏巡回オランダ議
会は六月三十田︑ブラジル金けU ず︑プルトニウムは排出禁止︒液

放射性物質排

法案国民投票とは別に来駕二月十

八臼に行うことを決めた︒政肩は

環境派グループが︑原子力が懸察

テロ弾圧の保安警察法案とともに

国家に纒くという議論と△口わせて

もの︒
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NEA

﹁ウラン︑20年分は十月﹂
核燃料サイクルを再検討

る︒これはエネルギーコストの堰

ら重点を絞ったものになってい

炉︑薪型炉一の必要性を新たに確
た場ム巳の条件付きであることか

三提案にからめフレーザー葭相

えた︒さらにNEAではウランの
強化する一の三点︒
将来の鵠要に応えるため①今臼の

しい技術を開発する︑という一天

型転換炉や増殖炉に要求される新

経済協力開発機構・原子力機閲︵OECD・NEA︶は︑第六回濡動報告麟をまとめ︑六月三十水臼
準より数倍高い技術能力と②新
公表した︒報告醤はNEA加盟国︵二十三か国︶の七七無瀕子力酒動を総括︑分析したもので︑①経

済と技術②藁期核燃料サイクル需給覧通し③安全性と規制についての冤旨し一の三点にウエイト
騒標を掲げ研究聞発体制をスター

﹁開発参進の施策﹂が前脳に出たこれまでの報

を置いている︒ ﹁エネルギー需要と原子力長期計画﹂

却装置の評価を行うため︑主にコ

安全・規制画では︑緊急炉心冷

むようなことがなければ今後二十
ンピュータによる仮想事故への対

の実態を浮き彫りにした形になっているのが特色︒

告とはやや趣を異にし︑国民の理解と協力を得る方策の展開に多くのページをさくなど︑各国の状況
減速ぎみ推進

トさせた︒

を反映して
た形
一九七七年のOECD・N猛
Aとなったもの︒

鎌聞のウラン需要には十分癒えら

加︑経済活動の停覇などにより全
認したのも箏実︒アメリカは原子

ら︑NEAでは国際原子力機関認されている︒

この再検討を進めていくことに

般に原子力計画の誕初の予想がズ
力予算を縮少し︑カーター大統領

酒動は︑これまでの広範な活動か

レ込んできたことが大きな理宙︒
の﹁厘子力政策﹂を貫いた予舞を

応︑地墨︑放射溢廃棄物などの研

さらに米国 の 核 拡 散 防 止 政 策 に よ

核防機構強化を提唱

組んだ形になった︒

経済性・技術研究については︑

る再処理やプルトニウム利用延期
呼びかけ︑国際核燃料サイクル評

努力し協力していくことを強調︒

や関下物質の使用を平秘鶴的に利

進展を期待したい﹂と結んでい

ウラン輸出にも影響か
器撮有の動機をとり除く麗境づく

用させることにある﹂と述べ︑い

藻首相

討に主力を置き︑新たに﹁捜術・
フレーザー豪州蒼椹はこのほど

りを行うための三項國の提案を行

価︵王NFCE︶などによる中
見心課題である核燃料サイクル検
慮し︑一方では原子力開発の進展
経済委員会﹂を設置した︒同委員
国情罵縮特別総会で演説し︑各国

﹁効果的な五障槽置下に協力と細

に不安をいだく公衆の壁などが放
会では﹁世界のウラン埋蔵醗は薫

国に隈らず︑すべての国がウラン

射駐廃藁物 の 安 全 性 ︑ 蟹 狸 ︑ 保 障
の核兵器取得能力を鵠温し︑核兵

ナと前年のレポートから八千万

の会談で︑工合FC8で討議さ湿措躍だけではカバーしきれな

る︒

六十五万ナで原発の開発が慧に進

ナも引下げ︵鍛悪の場愈は二四

給保証であるかの究明だろう︒
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った︒内容は︑一九六三奪に部分 たずらに経済不安を起こさせる原

措鷹などの函からの薄検討を強い

誰︑夢
九千四百万ナ︶︑原因がカータ

れる聞題は王NFCEの結累が
いリスクについて多国間管理等

RENCOの濃縮ウラン輸出を体
認廃棄物については監視しないで
出るまで︑改定交渉から除くこ

の手段とその有効性を検討する

く竸賄南場の存在であり︑その

もっとも基本的な保証はおそら

アンドリエス・ファン・アグト内

めるという政調提案を承認した︒

る︒異国は軽水炉発電を麦持す

というように︑ここでも論理的

ー政策にあることを示唆してい

な手順がふまれねばなるまい︒

︑／

の改定はフィジカル︒プロテク

とで合慧をみた︒つまり︑曾爾

排出することは禁止︒ウランの放
るときはじめて︑補完的な勝味

市場に何らかの制約が予想され

一部がブラジルにさらに厳しい保

閣は与党キリスト教民霊党議員の

るというが︑不拡散要求があま

※国の三NFCE関係者の間

念が蓑開されている︒途上国や

徳移転を促進しているという懸

濃縮等の問題は■NFCE後ま
では︑王NFCEそのものが四

ションなどに限られ︑再処理︑

りにも強いため︑実際には︑各

での国際システムーたとえば核

で持ちこされるわけだ︒これは

る﹂という条件で承認にこぎ付け

ブラジルに対する約束は解除され

ることはもちろんないが・技術
要ずるに一NFCEをまとめ

出基準決まる
︹パり松本駐在凪冒フランスの

仏・ベルギー核燃料鯉桝造会社

スイス遼弗政府

瞳搭置を毅務づけるよう求めたた
原発反対国民投
め説傳に手間どつたが﹁プルdト
票は来年二月に
ニウム賠藏について鰯際管理を設

いてもすでに謡われている︒セ

とは夏AEAセーフガーズにつ

る︒王EAは原子力の嬢譜がつ 燃料銀行一の必要姓が閣題にな

来国の核型拡散法の内容にもふ

東欧諸国に再処躍などの知識が

意の困難さがわかってくれば︑

米国の機織滋藤彫

れかねない謬歩だが︑フランス

米国が態度を変えざるを得まい

定する︒それが不可能な場台には

る︒しかしそのような国際シス

という読みがあるようだ︒

れるというのだが︑岡様のこ
や英国には︑INFCEでのも禽

つくことで堅実の禰要が増え︑

テムの設定は︑すでに核拡散防

身の問題であることの確認がま

立を認めること︑言いかえれば

国際核燃料サイクル評価︵I

出やアンケート調査がすすみ︑

つつある︒これから難しいコン

各国の考え方や計画が畠そろい

センサスづくりの討議が始まる
が︑核燃料サイクルのどの部分

ず必要だろう︒※国が霧再処理

その健上がりが許容範囲をこえ

廊条約︵NP﹃﹃︶のなかで考え

いう悲観的な見方が強い︒

路線への強引な誘煽の慧図をも

てしまうことを心配している︒

についても禽意は無理だろうと

カーター政策は核燃料サイク

ちつづける隈り︑合慧が生まれ

するこ

ー提案を振署し︑これまでの再 A︶のレポートも︑来蟹の原子 えに 不拡散条件 を唇ませよ
より明瞭に

たもの︒

一肌再処理路線1

代案

ンシブルな知識を故愈にひろめ

ルの

知識の伝播を阻止できるという
られ︑要求されていたことであ

るには︑各国が同恵できるよう

を

不拡散理論にはどうやら機密化

響えにも問題がある︒米国の核

供給保証

魅力酌な供給システムづくりが

来国は燃料の

る可能性は少ない︒

先決で︑そのシステムに供給の

時代の思想が生き残っているよ

力政策を

仏・ベルキ⁝核燃料製造会社︵F 騨り表る運動を展開することを恐

ール工場︵イ旨旨ル緊︶の気体お

BFC︶ロマン︒シュール︒イゼれ︑劉の鼠に誘客することにした

核流体制御精機の領域です
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うという慈図が丸晃えだ︒各歴
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を招いたが︑多くの国がカータ

処理路線を継続することはすで

ランスが反対し︑対ユーラトム

生まれた︒改定交渉の開始にフ

輸繊がストップの事態になって

︵K・K︶

にとっては供給のメリットより

ち︑米国のお膳立てには顧ろう

一九八五年の原子力のシェア もわずらわしさの方が先に立
を︑石油換算で三懸五千二穏万

ではないか︒

に明らかになっている︒INFとを要求している︒レポートは
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七臼の第二十六園定期大会で報

対反対の態慶をとっている原水禁

しかし︑岡労趣は同時に原発絶

裳扁と今後の原子力開発への璽本

に限定した原子力開発の推進は必

小国である山本にとって平和利嗣

という謡え方︒﹁したがって資源

米国原子力学寒︑カナダ原子力協

環太平洋会議まで︑あと二か月︒

団連会館ホールで開かれる第二圓

巴まで五田聞︑菓票・大手町の経

今秋九月一一十五日から岡二十九

所の建設・運転と研究開発﹂を撃

蕪議に次ぐ二圃囲︒﹁原子力発霞

駕十月ホノルルで開かれた第一園

に一度の磯際会議︒今暇は︑一昨

解の促進なと園ろうとする︑一幕

帯各鴎の原子力技術交流と梱嶢理

けプログラム編成など進めていた

ドネシア︑嬢国︑アルゼンチン︑

されている︒来国︑カナダ︑イン

♂

︐琵︐5

度

逓聾唖︒鐙源エネルギー庁公釜

よしろう

吉郎

臨海殿原手力発躍繰畏になった
かまた

鎌田

﹁安全を確保しながら効率化を
実旛︑稼働率も大聖に向上させ

二別選大法学部卒後

る﹂と決恵を新たにする︒
昭和三十

共産雀入り〇四十四下之工業周

のホープとして原案力への期待

十無五月から駐西独日本大使館

公蜜語傑安代痩などを歴任後五

自動叢談長補臨︑四十八葎立地

代にあと一歩の事理︒B本の原

でも強力に原子力開発を進めよ

に兇︑﹁石炭璽源の豊かな西独

する時代の変避を欝のあたり

原子力政策の発艦と大きく変動

帰国したばかり︒大使館晴代に

輩電さ箏翫講ーー象

騰濤外依蕎︒それはエネルギ

経済撮影謬畷窟︒今年西独から

に遡遇しようとして

舞箋一

は原発笈対デモ︑熱判闘争︑薪

は大きい﹂と力強く語るσ

大隅藁

いる︒原子力安全委の設躍︑発
電炉の通産一囎化を中心とする

スタートのいかんが将来日本の

原子力行政改革がそれ︒この新

⁝源の康立だけでは完紬しな

子力關発はいまスタート以来の

時あたかも原発一千万KW隠 日本︒﹁それだけに脱海外依存

鍮

エネルギー扁と猿轡の位認づけを
行い︑原子力施設の環境保全につ
いても﹁〜般公衆の豊富限魔年間
○・五レムをわが国でも法令化し
ているが︑これはさらに萌能な限
り低くしていく必要がある﹂とし

また︑今後の課題については

ている︒

﹁核蝿料サイクルの確立︑自主技

術の開発に横極的に取り組む必要
エネルギー危機園避へのカギを

子力時代を達引していく中核的

﹁※国技術に頼りすぎてきた

がある﹂と強調︑このほか①原子

うとしており︑臼本でも全力投
球を﹂という︒

存在︒

軽水炉触発︒この篁本的構図を

臨

確立を図るーーなどの点を振嘱し

﹁いまこそ原子力糊発に全力

的に取り組みたい﹂と慣塁なな

いQなかでも発電諌はこの新原

ている︒岡労藤では︑今圓の新方

をあげない限り︑一九八○目代

かにも鋭い闘志がキラリ︒

握ることになるのはまちがいな

針に基づいて翼体的に①原子力問

が團の独立につながる﹂︒いま

打破して技術的独立を障ること

子力旛設の民憲的運鴬︑安金性の

の原発建設は必ずしも順調な進展

題に対する協議機工として政労使

になる︒これは世界的其通認識

以降とりかえしのつかないこと

力卑和利用三石門を徹底する②原

をみせているとはいい難い﹂と分

による﹁原子力問題懇談会﹂︵仮

行政改革︑璽電力亀節ピーク

析︑このため門広く羅民各憾およ

称︶の設躍に努力する②塵榮対策

糧い饗の臼

中立労遮︑新産別の労働四圏体

︵T・Y︶

人と一男二女︒趣味は読欝︒

藁八百出身042歳︒小夜子夫

がつづく◎﹁安全第一で︑種極

が本番の季簾︒

薄簾︑予篤慶の陣と︑これから

び日域住民の理解しうる条件を整

い︒

備していく必要があり︑これが原

成中︒昭昭五十五無ころまでに

の設計麟を作
を海外に依存︑今臓でさえエネ

だし︒とりわけ︑翼源の大部分

ルギーの数％しか塑Vしえない は戟題に乗せられそうという︒

独翻大会〃はそ
また︑原水禁については﹁原子

い原水禁適動のあり方についての

などが主な構成解体︒当面﹁毒し

で計画していた

強める④三労趣原子力問題研究

が並行して開

のまま開くことを決めたため︑今
二つの大会

鐸も

かれることになったもの︒

﹁㎎鍵行委三会﹂は八月三主を

緻内に統一大会実現への動きが薦

至愛予定されている主な原水禁

㎎遠行婁鋤会主催▽八月一︑

大婁は次の瀬り︒

二日

㎎核兵黙

菓京︒教

折撃退に控え既記の原水禁運動絹

発化しないため独自の立場で世界

曹会館▽八月五︑六識

援謹世界大会国際会議

篤したことから駆係蕎の歩調が合

大会への幡広い参塘を呼びかけて

わず︑八月五︑六の澗磁︑広島て
は門㎎核兵器完金禁止・被爆餐援

発題したもの︒地誌遡︑日欝協・

広脇大金

田本被団協︑生協連︑NGO鐵本完金禁止・被爆蓄援謳粒界大会

㎎核兵器完全禁止︒被爆轡

が

禁﹂が主催する

月八︑九二

二つの大食

護琶界大会実行委麟禽﹂と﹁原水

並行して開かれる慰面しとなつ

宗教蕎漣絡金議が琵催國依︒原水

﹁反原発運動強化﹂分科

態隔のなかで﹁労働蕎被曝難題﹂

会︑八月八蟹には﹁むつ︒原発﹂

分科会︑

分科会が予定されている︒

陽W蹄初の置万K謬

東海第二︑運開

十一月に延期・

性能賦験に籔題期し

この七月末からと予定されてい

たB本獲子力発醒会社粟海第二発

電所︵BWR︑出力百十万KW︶

四か月闇ほどズレ込むことになっ

の襲業越転擬製が十一月ころまで

藁湛蝦はBWRとしてわが国初

た︒

の百万KW級炉︒影初︑昨年懸か

再循環ポンプ軸受邸ボルトに損蠣

ら営髄運転聡始の予定だつたが︑

のあることがわかり︑このとり薔

えと総点検に約牽年がかかったた

同月は今年に入り一月十八鼠の臨

め︑運關も七月宋からに延びた︒

降一〇〇％での出力上聯試験にと

界後三月から試運転入り︑五月以

いう︒しかし︑門百万KW級輝は

りかかっているが﹁ぼぼ順調扁と

わが国では初めての経験でもあり

各種性能試験をさらに入念に行い

傾璽を期す一ため︑口業運転開始

原電は今後︑九月中旬までフル

も再蔑の延期となったもの︒

パワーでの出力試験をつづけ各種

炉心性能の確認を行った後︑一か

点検︑還転關始に備える計画だ︒

月楽程慶運転を俸止し綿密に巖終

漂子力文化振興財団

中・高校生か
ら作文を募集

立体為館︒原子力問題は分科会で

だ作文を遡顕しているが︑今年は

し中︒高校生から原子力にちなん

十月二牽六鷺の原子力の溝を配念

聞本原子力文化振興財団は毎年
て沢翼定︑能沢豆嬉︑大測千弘︑

す構成団体が全等的に瞬大会に参

八月二日の国際会議シンポシウム

も薩接とりあげられない予定で︑

野崎聚

A︒ジャンフッソ⁝得氏が概脱す 水協︵共晶党系︶と原水禁のトツ

ど鋼体単位での勢加が計薩されて

加するほか︑原水禁からも総評な

同磨膝大会

広厨︒興立体脅館▽八
協は昨鎌と同じく独自大会は開か

桝サイクル︑入材撫成等々それぞ

プの禽悪により原水禁運動が二分

原水鍛驚動は︑昨年愛︑田淑原

た︒

れ課題について罷解が蓑明︑慰冤

る︒大后氏は核融業研究の想界の

知られ

して以束の統⁝大会が開かれた︒

交換がある︒近くて遠い

第一入蓄︑腿味深い鍛新嘗報が提

でにぎわいそう

期中︑経鐡漣金館ホ⁝ル・ロビ⁝

ものの︑原水禁︑原水協の緩繊鰐

についての折衝が続けられてきた

迎えるなかで︑今璽の原水禁大会

が国の原水禁運動が凝たな局面を

い原水禁運動の新しい方向を探ろ

観点にたって蟷広い呼びかけを行

禽識﹂が発遷した︒これは穫期的

面禁疵︑被爆奮援護をめざす国民

の再論藥を墨守とした門核異器全

禁の組織対雛を醗酵に原水禁運動

八︑九日同畏嫡大会長崎・国

大金

広路・凝立体爾館▽八月

三十蕊周鋸原水爆禁止大金・広騒

PLP会館▽八月五︑六臼

生存のための国際逮構禽議大阪

原水禁主催

なる晃込み︒

科塞で一部とりあげられることに

懲箪拡競箏と生濡︑経済問題﹂分

クを便用︒慮舞は一入一点︒希墾

以内︑隅校生は八枚以内︒黒イン

閑紙で縦深きにし︑中学生は四枚

発へ私の墾むこと﹂または門質源

と原子力﹂︑高校生は州原子力開

それぞれ中学生は﹁私たちの未来

の原子力発慰開発ーーそ

だが︑他方︑パレスホテルではゲ

は熾烈な

立の深いミゾを趨えるには癸らず

うとするもの︒前原水爆殿辻統一

沖縄大会︒

際体湾館▽九月十一〜十四鼠

ま︑核不拡散という入きな

にどう対摂していくかも焦点

商戦

をテーマとすることを決定︑癒勢

新橋一の一の一三︵一工〇五︶の

蒼は九月十六田までに栗京都庵区

被爆にとりかかった︒書函字詰め原橘

同

八日︑入選煮には蝿状と趨晶が贈

岡財団まで︒入選発裏は十月二十

京た︑十二窺には原水協︑原水

ストプログラムの噌環として哺人

十日には地婦運︑生協遼など五躍

鎚行委代嚢の新村猛犠大名騒教授

国際禽議で康発間題に蕉点があ

五月の照煙瓢縮里芋中食を経てわ
原子力機関からも代表が謬羽︑

蝉用談話参も設けられるなど︑も

体呼びかけによる門核兵器完全禁

らが呼びかけ入となり︑夢野傷勇

声繕慮体もさることながら︑愈

この会議の端的でもある原子力川

う一つの磯太平洋地城国際聞協力

比・被爆習援護麟際大金を醐催す

その統一への原動力となった四二

ざる国

供されよう︒

竹橡入に俸う地域協刀をテ⁝マ

で華が咲きそう︒

るための実行委区会﹂が発足︒⁝

にされよう︒パネル討論には国際

いろで︑それだけに意冤もさまざ

に︑討議する︒各国の国惰はいろ

岡県議への塾撫礁込み︑詳細間

エネルギーと日本の原難題開発﹂

流

愈わせは原子力学会内華備霞御会

原水協理購擾︑森滝南郎原水禁代

六賑の州原発︒再処理⁝本署と実

てられるほか分科金としては八月

▽八月三︑四日

︵二十七日︑二十九沼︶ではわが

の一つとなろう︒また︑特別講髄

︵電繕索駁五九一⁝一九二七﹀ま 方︑原水禁は濾盟圃体が団体ごと

欄人の資格で参加︑総評︑同盟︑

表委興︑磯耕英一核禁会議議畏も

られる︒

にこの世騨大倉に握廊することに
で︒締切りは八月越β︒参船底鷹

なったものの八月五︑六臼に広翻
万∵黒円︒

国の新型動力炉閥発こ安金性研

いる︒

の現状と婿束計画がここで明らか

を決

翻し舎いの鵬としていく扁方針︒

力の平和利絹については楚養する

独邑大余

く﹂としている︒

つづき参加する一1などの橘動を という形でひきつづき参翻してい
行っていく謙颪︒

◆

会︑放射線黙黙連絡象議にはひき

へ跨げ敵府・政党への働きかけを

醸本型軽水炉

としてひきつづき﹁原子力対策部

委員会の中に課題別プロジェクト

の

二つの大会

つなぎ

会偏を荒く③漂子力への盆恵形成

も璽嚢な条件になる扁とパブリッ

今年 も

党︑総懸系︶が

のほと原水爆禁止国民会議︵社会

統一実行委は破綻

会が開かれた陳水爆禁止運動はこ

昨俸愛十四蕉ぶりで統一世界大

夏の大会

原水禁

実用化されるまでの

ついて門クリーン・エネルギーが

しかし︑一方では原子力発電に

いる︒

的な取り組み姿勢を明らかにして

ク・アクセプタンス対策への穣極

子力開発を日日に斜めるうえで簸

つであり︑今畷の新方針は今後の原水禁運動へ微妙な影

鯵された﹁原子刀心秘利罵につい

統一を図ることになったもの︒

原子力画題研究金議﹂ ﹁放射線聞

給は次第に増産限界に近づき︑遅

連と愈岡で組織している﹁三労連

くとも

ての覧解扁によると︑ます︑エネ

ているほか︑昨年二月の中央委員

ちとなる一乃︑核融禽や大陽エネ

ルギー論給に対しては門石油の洪

会で打ち出された﹁第二次曜業政

ルギーは二十一世紀以降になる﹂

電描進の立場から検討を逢めてき

策﹂のなか で も ① 原 子 力 開 発 は 平

ことから瞥一九八○隼代中頃から

九九〇郊代初頭には頭打

和篇用に隈定する②平和驚漂則を

一九九〇奪代初頭にはエネルギー

の讃彿からの婁票構成團体でもあ

供給不断が生ずる可能性が高い﹂

り︑原子力開発をめぐって岡労漣

の現状について﹁原子力技術への

また︑門冤解﹂は︑原子力開発

姿勢を規定している︒

択の一つ﹂としながらも明確な形
期待と壁蟄性を考えたとき︑臼本

⑯
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会とともにこの会議を共朧する田

調テーマに︑五田間︑パネル討論

が︑これま で に 関 難 行 購 を 念 む 計

メキシコ︑フィリピン︑タイそれ

準備委轟会︵大山彰委員長︶を設

日歯硬が圃京り総会議への参撮登

一を禽む六つのセッションが計蘭 れ

本原子力学会はかねて薯務局内に

ロ
−一原勇学会
カ参登録を開始

環太平洋会議

開幕まであと二か月⁝
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で原子力懸認の方針を確認・態思

ため︑今贋鰻終醜に﹁原子力は選

としての箆解に矛滋が生じていた

の方釧を打ち出していた︒

﹁原子力開発はやむをえない扁と

墓本とする ⁝ ！ な ど 不 明 確 な が ら

題遮絡会議 ﹂ な ど の 場 て 原 子 力 発

醗機労遡 は 造 船 礁 機 労 連 ︑ 醒 労

響を与えることになるものともみられている︒

禁︵社禽党︑総評系︶を支える主要団体の

する繍樋姿勢を明確に打ち出したのは今園が初めて︒同労趨は原発絶対反対の態度をとっている原水

労使による﹁原子力問題懇談会扁︵仮称︶を設躍する⁝一などを決めた︒電機労運が原子力開発に対

力単和利爾への國民的禽愈形成へ向け政臆・政党へ働きかける②原子力問題に関する協議機関として

第二十六回定期大会で原子力開発について﹁推進する必要がある﹂との轟体的冤解を打ち出し①原子

全臼本題機機器労働繕禽連寸心︵竪山利文委員獲︑五十三万人︶は七三︑長野県松本帯で開いた

難錠原水禁の今後に影響か

奨

究および︑核融合騰発︑国際核燃
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鉛ガラスで放射線をシャットアウト．〃
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○クローBox近へい用
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業

第銘回原産
懇講演から

まヤ

薫

毒

四＋五・あるい攣六の倍の九撫
十二くらいに増えることも起こり

到抗する︒放劉線影響とは何か︒原発からの微麗放射線は週伝二障審につながりうるのか︒一
ースは頬られていないが︑これ家

うる・人間の場合︑まだこんなケ

原子力発電永遠のテ⁝マ︐安全性の確保亨︒その重職性は放射線影響問題においてピークに

ムラサキツユクサ論〃はどう解釈すればいいのか︒今回は︑国立趨伝学
での動物実験で染館体の数がふえ

部に報管されている
研究所の田島弥太郎所長が第六十三回原産懇で﹁放露盤と姫川﹂と題して概説した講演から放

あるいは遡伝麿報が狂ったりした

氏

細
贋

露す
講

k・貞

正常になることが知られている︒

孫︑ひ孫をとってみても大鄙分は

その子供は大部分は正常だ︒この

薄情的にハエの突然変異をみて

ケースが観察されている︒

みると︑親にX線をあてた場合︑

デニン︑チミン︑シトシン︑サイ
くつか有用なものも︑まれに起こ

だ︒もちろん突然変異の中にはい
に現われてくる︒また︑外見は正

その纒性の突然変異はすぐ子の代

ビンという血㊥素があるが︑この

ればもはや塵系とはいえない︒非

になるが︑家族という単位からみ

いくという点では露系ということ

になる︒障審の遺伝子が伝わって

の白線関係が得られている︒また

ラド以上から放射線と突然変異と

実験がある︒この実験では最低薦

研究所が数目万がをかけて行った

この橿の研究ではオークリッジ

このムラサキツユクサによる放

放射線に敏感な生物かがわかる︒

みてもムラサキツユクサがいかに

があるといわれている︒これから

サは二首五十︑ゾレムから顧線関係

認されているが︑ムラサキツユク

変異発生率の薩接的比例関係が確

る︒つまり︑子供を生むまでに毎

いわれていた︒一九七二年にはこ

線影響研究に適しているが︑問題

の周辺の︑しかも風下のものに

も多い︒一部の報告によると原発

レポートがある︒

﹁このことから

限って突然変異が多発したとの

も原発施設は二酉五十︑ゾレム以上

の放射性物質を放出しているので

にはシャイアント・パーティクル

はないか﹂という︒当初関係者間

が突然放出されたのではないかと

しかし︑その後の砺究で︑ムラ

の愈見もあったQ

な場臼は現われていない︒この劣

しているわけだから・相孚が正常

の方は︑その個体だけが突然変異

め︑この数字はさらに低くなる︒

ずしも出生に通るわけではないた

かし︑これらの異常なケースは必

らいに伝わるとみられている︒し

射線被曝線璽と週伝突然変異発生

低線騒影響問題の研究では︑放

ころもあるが︑ここでも週伝発生

ては五酉〜千ドラド／年になると

い︒またブラジルては地域によっ

域で適伝発蛋率に藻異はみられな

となっている︒しかし︑この両地

はその約巨億の薄三十︑ゾレム／年

ム／奪となっているのに対し閲西

る︒日本の場盆︑関榮は七十︑ザレ

と渓めつけることにはムリがあ
た︒こうしてICRPの放射許容

る必蟄がある﹂との患え方があっ

できるだけ自然放射線騒に近づけ

の背燈には﹁ゼロにはできないが

なものにされることになった︒そ

が生まれ︑この数度はさらに厳格

ベルで考える必要があるとの認識

勲爵線による避伝隔憲は国罠的レ

し︑その後の研究の進展によって

程度を被曝許否線騒とした︒しか

低唱蝿影響野臥

されることはありえない︒現状の

ツユクサに突然変異は起こりえな

さらに数ケタ高くないとムラサキ

原発周辺に植えられたムラサキ

い︒

ツユクサの突然変異の数字は事実

だとしても︑その原因をヨゥ素傲

いく必要がある︒この点をつめて

る︒この矛窟をこれから解決して

いくのが今後の課題となろうσ確

かに放慰線と突然変異の間に関係

はあるが︑とくに二線歴影響の部

いるのも嘉実だ︒この分野の研究

分では未知の領域が多く残されて

えでも念書欠の部分といえよう︒

は今後原子力開発を進めていくう

・

幽＝

マ

囲團

6アイソトープ・放射線福二の進展を期して（含パiネル討論）

〒105港区新橋H−13
TEL（03）591−6121

七・五ラド以上から放射糠と突然

常に難いところまで適伝子が移動

別の実験では三十七・五ラドから

隼更ゾレム︑愈計三レムヨ十年間

うして台謝五レムの被麟があると

サキツユクサは放射線だけでなく

性の突然変異は子供の遺伝子には

とくに︑劣駐突然変異の置綿︑親

率の溺係がとこから函線的になる

ド／隼にも建するインドのケララ

率に差はみられないQ千三颪︑否フ

線鐙は晴代とともに厳しいものに

か︑鍛近この間題に関速してムラ

五レントゲン以上︑マウスは三十

論＞

は大変な仕騨だ︒

していくために四代︑五代︑十代

る︒

両者の二線関係が確認されてい

だ︒この研究でもムラサキツユク

究所のスパロー博士が考えたもの

て実験生物を使って進められて

に受けることになる︒毎代三レム

射線と突然変異の関係のうち二千

して計貰されていた︒しかし鰻近

その他の要因に対しても極めて敏

の一例が温度影響だ︒〜度の変化

感なことがわかってきている︒そ

いわれる︒この温渡のファクター

でO・〇四％つつ変異率が変ると

の方が放射線影響より大きいので

ムラサキツユクサの突然変異の

はないかと考えられる︒

要困として二百六十万倍に濃縮さ

伝わるが︑表繭化してこないわけ

が照射を受けてから四代囲でない

かが問題となる︒いわゆるしきい

州ても岡様の緒築が得られてい

されてきた︒改訂ではアズ・ロー

サキツユクサによる研究が紹介さ

つきに︑通線墨影響の問題だ

方が取り入れられているQ

る︒

は異常につながらないことがわか

藁レム／週︑十五レントゲン／俸

3生活に役立つ放射線利用
4健隈へのアイソトープ・放射線の貢献
5社会に貢献するアイソトープ・放射線

分の遇伝子が伝わってしまうこと

と経過していくうちに隊本中に散

また︑低線量影蟹を響える場含

サのオシベの毛の突然変異が確認

にはバックグラウンド影響を研究
することが一つの判断の墓準とな

されている︒

きた◎とくにハエの場之繊腱よく

うけたうえで新しい世代に代って

レントゲン︑四千レントゲンとい

では人工放射線彼曝は一レム薄濁

ムラサキツユクサは確かに放射

る︒一九七二隼の国議レポートに

墨は宇圏線から三十ドレム︑大地

よると一年間に生殖腺が受ける線

の突然変異が大部分を占めてい非當に少なく︑低く蜀積って一〜

突然変異が検鵬できるため多用さ

突然変異が出てくると負えられて

うふうな高線蟹域では爾者の麗係

と考えられている︒

いる︒それによると︑親が放射線

射線影響研究はブルックヘブン研

らばってしまう︒こうなるともは
や日本入全体の陣審として受けと
める必要が出てくる︒

年聞百︑︑︑リレ

ム程度被曝
露玉放射線

る︒これは一九七二隼の国漣科学二人︑多く見横っても三十〜七十

れてきている︒このハエの研究か

いくわけだ︒また︑人工放射線は

レムの︑愈計百︑勢レムとなってい

から五十ドレム︑食物から二十︑ゾ

こうしてみると突然変異による

ら放射線と突然変異の麗係がある

これまでの突然変異の研究は全

実際の隔害は典常に少ないことが

三十食間にニレムくらい受けると

いる︒そこでこのうち劣性突然変劣性の突然変異による影響と考え

ている︒線壁に応じて突然変異が

は慮線的閲係になることが知られ

確かだ︒とくに突然変異の問題は

五人程慶とみられている︒

を一レム被鰻した場合には︑生殖

程度明らかになってきている︒放

委圏会の報告でも明らかになって

細胞百万個あたり五千澗くらいのわかる︒しかしゼロでないことも

ている︒しかし︑そのチャンスは

スがある︒例えば人の染色体の数

トシンという四つの塩墓の粗み合
ることがある︒これを利用して生

の突然変異は非常にまれで︑劣性

は四十六鰯だが︑これが四十七か

︐

◎

るケースがこれだ︒

このほか︑染色体の一部が切れ
るとか︑あるいは一個の染色体が

変異の樋類

期的に影響

﹁劣性﹂は長

が一つかわっても突然変異がおこ

がある︒DNAの塩基の構報だけ異では染色体の数が増減するケー

たり︑形が切れたりつながったり

理：

課線影響の趨伝的側面を追ってみた︒

三種類の変
異で遺伝
原

ばしば間違いの原因となる︒これ

丸汝なくなってしまうケースもし

をみても突然変異の礪が大変広い

人間の染色体は四十六燭あるが

そのうち二±ご個は父親から︑あ

ということがわかる︒つぎに問題
しかし︑放射線をあてたとき艦

だものだ︒この上に逓伝峯が藁っ

ている︒適伝子の符暑はDNAにとなるのはこの突然変異が警にな
性の突然変異が起こったとすると

との二十三個は母親から受けつい

るのか益になるのか︑ということ

わせで決まってくる︒人闇の体は

してきたと考えられている︒しか

物はバクテリアから人間康で進化

開き込まれている︒選伝情報はア

二十種のアミノ酸で構成されてい

低線量影響解明急げ

るが︑このアミノ酸の種類を適伝

みてみると放陰線抵抗性バクテリ

これに対し︑放射線影響線灘を
つぎに︑さらに人間に近づける

アはその致死線墨は雪万ラドとな

増加するわけだ︒

っている︒人間の場命︑数営ラド

し︑普通︑放射線や化学的な突然

ためネズミを使った研究も行われ

の被曝で約畢数が死ぬといわれて

変異源物質を使って突然変異を誘

ている︒しかし︑ネズミの場合︑

ノ酸の並び方によってタンパク質

十万匹のネズミに対してようやく

おり︑さらに放射線被曝によって

情報が決める︒そして︑このアミ

られる︒劣性突然変異は確かに四

数匹に陣霧が趨こる程度で突然変

肇舞放射線測定には疑問
異︑優性突然変異︑染色体異常の

代先にならないと表面化してこな

発した場合だと大部分は有密な突

常でも︑身体の中に目に押えな

三つがどのくらいの割禽で出てく

の極類が決まってくるわけだ︒

一九二七矩にマラー博土がショ
い形で突然変異が起こっているケ

起こす線蟹は三十〜語うド程度と

自然突然変異と同じ程慶の変巽を

然変異となる︒

ウジョウバエに放射線をあて突然

い︒このため変異の研究を得うた

異が現われてくる確率が葬常に低

人間の赤血球の中にはヘモグロ

血色素の故瞳による選伝病が数多

いわけだが︑人間の場合でも四代

の説も問題だ︒ムラサキツユクサ

れるヨウ累捌が指摘されたが︑こ

に突然変異を起こさせるためには

だ︒しかし︑その遺伝子を持って

とこの変異は表面化してこない︒

薩の萄無の闇題だ︒どんなに少な

る︒ブラジルの場倉では白壷結像

高い濃度のヨウ素捌が必要だが・

いる子供同土をかけあわせるとそ

での軍均俸令を三十琿とすると︑

人間の場△口でいうと子供を生むま

い放射線被曝でも必ず変異が起こ

に一部︑異常がみられたか︑砕石

みられている︒

先になると内孫も外孫もほとんど

めには何＋万のオーダーのネズミ

るかをみてみると︑ます劣性突然

わからなくなってしまうケースが

を調べる必要が出てくる︒これ

変異は召万件の妊娠に対して酉〜
五千人に伝わるとみられている︒

多い︒まったく知らない世代に自

の代では突然変異は麗われてこな
い︒これが劣性の突然変異だ︒感

それに対して纒性の突然変異は七

ースもある︒この場合は︑すぐ子

性の突然変異は︑一度現われると

た染色体異常については六十入く

人と非常に少なくなっている︒ま

毯に兇えない劣性の突然変異が多

子の代︑孫の代︑ひ孫の代と必ず

く知られている9さらにくわしく 変異率を研究したケースをみても

調べてみるとこれがアミノ酸の
く観察されている︒また︑突然変

現われてくるが︑劣性の突然変異

の子供には突然変異が環われてく

るのは事実だ︒しかし︑被曝をゼ

縦な異當は発見されていない︒つ
人面の身体の中に前に起こった

の程度では障審が起こらないのも

例えば翻然質疑線のバックグラ

った鵬含に︑すぐ子供の代で劣性 また纂実だ︒

ウンド線騒は各県て異なってい

経験から王CRPは初期にO・
れている︒ショウショウバエは約

突然変異が残っているケ⁝スがあ

ケースもまれにあることが知られ

突然変異が陣審となって現われる

それほど濃いものが施設から放畠

る︒しかし︑人聞の場舎︑近くて

この四優︑つまり養二十隼先でな

ロにすることはできない︒少なく

まり︑この程度の放射線獄の差で

ムラサキッユ．

もいとこ同志の結婚となるためこ

いと変巽は現われてこない計算

とも藷ドレム／無の自然放射線は

クサ論は疑問

れが表面化するのはさらにもう一

だ︒普通のケ⁝スではこうした鉗

だれでも受けている︒しかし︑こ

︒アズ・プラクティカプルの考え

代遅れることになる︒ひ孫の子の

算となるが例外はある︒

れてくるわけで︑放射線を受けて

代になって初めて突然変禦が濁わ

から劣性の突然変異が表薗化する
までには︑少なくとも四代が経過

しかも︸般に突然変異では優性

することになる︒

2わが国におけるアイソトープの供給（ζ長産、輸入）システムに関する課題

（含パネル討

u

墨

回

≡藍

大圏射線量実用測定法

会議の全貌を収録

③1977年12月開催のR

γ線電子線の高線量，則定に極めて有用な手引用

日本原子力産業会議・技術課

〒370−12高崎市綿貫町【233費0273（46）1639

申込先

発行（財）放射線照射振興協会

軸ノションテーマ
1海外諸機関のアイソトープ・放射線利用に対する見解

大線量測定には、なお多くの技術的な問題を抱え
ながら、現在これらの魏魏に関するガイド書は、
はなはだ少ない。本書は、斯界の大家たちか、そ
れぞれ学問的な立場から各計測技術について執筆
されたもので、線量計測のテキストとして、また
参考書として計測技術に役立つ良書てす。
☆B5判・2，000円（限定版）・〒160円

団B5版338頁 ￥12，000（送科込） 阪定出版陶
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利用については内外の最新技術の紹介など関係者必携の書
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みてもらえれば分ってもらえると

拷谷長蜜は﹁政備の誠意︑紳懲を

た︒これに対し今舞殿の照臨は昨

米綱大統鱗およびカナダ鹸棚

､が︑藩かか︒ても魁か

においてひきつづき核燃籾の繕

三重を表明した︒米畷大統領は

頼できる供給蕎となるとの嗣い

は・有効な保締嶽鷲の紳組み内

ほ匹敵する規模となった◎経済旗

濃縮ウラン供給のいかなる中断

回電

した﹂と聞擬的な表現で最初傑内

興内には母薩を認かないと決離

とくに戯源開発に大きな嬬牽がか

叢実鷲七％蕊威で践閤設備投籔︑

轡饗されることを確撮するため

をも防止し︑また既存の協定が

離審講町命だけで昨年麗実績にほ

設認の弩えはないことを閣らかに

けられているためでもあるQこれ

大統領としての全ての擢阪を行

ナタのウラン供給をゆ断しない

⁝講論汽万KWの

羽翼藩

も淺

齢鎚繍癬

当を加えると設備投資総頴は霊兆

核融合の日米共

同研究で合意

福潤・カーター会談

政周は十七簿︑ボンで聡かれて

いる先進国落脳金議のあい閣に得

われた欄細滋相とカーター大統領

との欄別金談で十六繕︑新エネル

ギー研鏡開発に関する闇米協力で

倉悪をみたことを胆らかにした︒

核融禽など新エネルギー分野で日

目撮して研究開発繍力を行うとい

来両鶴が対等の立場で資金を折星

新エネルギー研究醐発に関する

うもの︒

一︑麗的科学技術を人類の繁

西来協力の愈悪は次のとおり︒

ト

三覆原子燃料株式会社

年麗計繭の約瓢滋磁︑第

したが︑辻議長が瞥母港問題は今

資計醐額は継続分を愈め〜二兆六濁

らに伴う電力業騨の今年度設備投

意図である︒

った︒

下駄魯魚・

千六哲椿円に達し政府の当初予定
︵三兆二千億円︶もほぼ慮泳でき

栄に役立たせるため︑二十一世繕

三蔓鷹機株式会社

と発濡︒久探知箏は門県議愈で

のところ蕩えてない︒しかし私の

は蕎効な保脚描齪にもとづきカ

了する愈麟である︒カナタ蕩相

みたい﹂としており︑遮顔兇込み

磁ちに謳調審を開き計画に組み込

理解の賜物だ︒﹃むつ﹄が〜温も

ことに強い懸念を撒いており︑将

は

灘⁝麺糖乎が認可された︒猿子力は

空聾霞力福島第二原子力発電駈四

原．計力発聰の副麟着手は一億ぶ

る毘通しだ︒

・オイル時代の課題である細エネ

を展饗し︑臼累が協力してポスト

二・研究分野①核融愈②その

ルギ⁝の醗酵開発を行う︒

禽悪された研究開発

三：嚢金属株式会社

決蒙らないとは考えられない漏

任購は兼琿までで︑次の冷長がど

いても地元との調整が整い次第・

偲円︒経済企爾庁は門他言源につ

ﾙを濁すと︑今度は﹁長騎県が

うされるかは何とも鱈えない﹂と

今後母纏を設罰するとか︑したい

まで母港の擾数化︑膨理母君な

決定すること扁など瀕連の悪藏を

學く懸航され︑工面技術が蕪積さ

来とも灘魑は設継しない謡の確約

まず福島︑課内の二六
論調審︑53年度計画で認可

万KWの慮源を開発する必要があ 号の二藁薦・蔭九十九万KW︒両

弓と九州題力渕内原子力発仁所二

の千瑚蝕万KW強︑約一千応円相

とかいうことはありえない篇と強
く螢超した︒

真壁認に心境を聞かれて︑久保

矧鶏は﹁復雑な気持漏と葛男辻
南授は﹁二手衡余ぶりに解決をみ

入れの条件として打ち出した魚樋
ど︑とくに佐世保港の母野化を匂

改めて強調した︒

れ︑第二︑錆簗の原子力船ができ

騎興内に﹃むつ﹄の新母港を設黙

難平は十四鎧霊前︑経済企醐庁

されたのに次ぐもの︒長期盤標で
は︑万十九年腱再発霞設備で水力

他の新エネルギ⁝の分野で田来双

ｭπ藷四十五万KW︶がそれ

︵備溜︶新エネルギ⁝としては︑

方が関心を持ち愈懲するもの︒

総理大騒および

エネルギー︑石鎌液化橘が購えら

懸命成など太陽エネルギー︑池熱

三︑鎌継機構

れる︒

マに臨じ欝欝研究開発施設を念め

力するものとし︑研究開発のテー

五︑蠣金

六︑協力の期間懸盤とし・そ

る︒

の後の協力のあり方については︑

その鯖点で協議するQ

三蔓璽：工業蘇際会鮭

長崎県
佐世保市

二月に佐 羅 保 港 囲 航
れ陽止の遡動を強力に展開する﹂

が簿られない場盆は︑再び受け入

県︑母港設置拒否を表明
久保勘一長隔繋知購と辻⁝三佐世探市畏は十八田︑科学技術庁に熊谷太夢心岡茎長懲を訪ね︑蚊府

このあと認蕪会見した爾金憂は

と訴えている︒

から再嚢請のあった佐世保蔭での核封印方式による﹁むつ﹂総点検・改修について︑これを受け入れ
ると正武回答した︒二十一臼にも政府と地元との間で協定に認印︑編本原子力船開発事業団が今月中
にも圃航属を出し︑﹁むつ﹂は牽月中旬には欝森県・大湊の定係齢から佐世保纏に回航される罠適し

﹁むつ﹂修理港受け入れ受諾の
低落購の補償︑修理︒点検に際し
わす発茜が示され︑曝下表罠の聞

また︑﹁むつ﹂曼け入れ伝違後

ることを期観してやまない﹂と語

て灘びにたえない︒これもひとえ

回答は︑去る五月十三醸︑政肩が
ての県漁趨代表の窟ち合いなど八
では︑三隼の修理期闇が憎勢を軟

の記三会兇で︑母亀聞題について

﹁県内への母港設翻は絶紺ダメ﹂

核封郎方式による﹁むつ﹂の佐世
項鹸の趣㎏二欝がほぼ轍り込まれる︒

化し︑なしくずしに緑港化される

することは絶附に認めない﹂との
るとしている︒すでに三千九芭二

R︑出力︸円牽万KW︶は六十年七

Lピ二八＋九万KW︶︑火力
ぞれ∬↑二三股朱に比べ構三管で

懸下しているのに対し︑原子力
︵二千四欝下毛⁝二万KW︶は七・

驚％から一四︒七％に倍憎となる
など︑三振油へ原子力発電傾斜開

酉八十万KW︑火力七欝六十万K七百五十一万KWに堕し認可は三 発に期待をかけた形となっている

ルの綴織機構を設ける︒その下に

大難領が慮擬任命するトップレベ

必要な総門的獅項を協議するため

四︑協力の態様田※双方がイ

実務轡レベルの組綴を蹟く︒

原子力エネルギーの蘭発を健

コール・プッディングの立場で協

進ずることは欠≦﹂とのできな

内容は次の通り︒

猿子力開発に関する共岡蜜冨の

ている︒

各隼八〜一〇％の供給予備薬を確

たいあげた︒丘岡︷暴⁝鐵は前文と本

W︑桑子力六還幸万KWの合計千百七十三万KWで囲標達成率は照 のが特集だ︒

ボンで開かれていた先進国国難

項から成るが︑その中

ては応急好転の変化を認めながら

いものであり︑また︑原子力発

で︑とくにエネルギー間題につい

も﹁まだ不満足扁として各圏によ

蹴謝醐実施の配れは逆転しなけ

文全三十

今圓禽議はランブイエ︑サンフ

る石繭依存度甑減へ一園の努力が

し閉会した︒

ァン︑ロンドンに次ぐ第照畷鷲︒

必璽なことを強調︑このほかエネ

覇として︑田寒で折難して負招ず

プロジェクトに蟄する賞金は︑原

会議は︑ナ七闘︑共岡三謡を採択

来︑英︑仏︑西独︑伊︑潴︑暇本

ーの平稲利稽を幌回し︑また︑

ればならない︒原子カエネルギ

潮脚運輸機構が決定する︒

各園の蕩脳が欝気︑眼白︑通商︑

ー源の藁圖開発︑公共投資の髄大

ルギー聖画の羅し︑薪エネルギ

核拡散の鷹険性を軽減するため

エネルギーおよび爾北問題の五諜

化などを指摘︒原子力聞発ではそ

づき行うべきである︒

核燃料サイクルの検甜はひきつ

ロンドン縫調度議で開始された
﹁原子力発蹴開発の運延は逆転し

の縄進が不出欠なことを強調︑

なければならない偏などとうたつ

：三藍商羅株武会社

高速増殖炉プラント

となった︒

保港での総点検・改修受け入れを
実務レベルで字句の表現の調整が

知日・南長の正筑憾笛に先だち

出︑六＋日後以隆の十月中旬に

両澱協の意向を久撮知箏罵席のも

で今年農初の電源開発調整審議盆

十二万KWは蹴調審で認削節み工 段どりを進める︒福島四費BW

社は近く原子炉設麗許薄繭請へと
を開き︑長期毒源開発霞標をまと

車中のため︑新規の刮殿酒醤分は

りに今駕三月筒瀕三︑四弓が認琿
めるとともに︑照和ゐ±一⁝年半の

残りヨ千丙九や九万KW︒廃姥が 月から︑川内山霧︵PWR︑出力
八十九万KW︶は六十一確〜肩か

州内2署等の欝魎盤手を決めた無調

三菱原子力工藁株式会社

PWR原子力発電プラント
PWR船舶用原子炉設備

門政騰ぽ一篇十六か月内に紙母港を に政狩︑閲係機関︑県民︑甫嶺の

要講して以来約二か月ぶり︒ニナ

住江正三長雪目漁業脇岡紹愈連禽

定調印の運びとなる︒

綱曳︑科学技術庁︑譲本原子力 つけば︑﹁むつ﹂改修に関する協

市︑長齢県灘達の閣で協定が結ば

船開発聖業露︑長繭県︑俊世傑

れ︑これを受けて原船聡業駅が今
会長と日蕩照冶長崎累信照漁業協

は︑噛むつ偏は係留中の大取港か

﹁むつ﹂園航届を科学技術庁に提 岡目愈速倉象長は四谷擾鶴に﹁長

月末にも原子炉等規諭法に一つく

ら佐世保港に回航される見通しと

旨麟は緑魅問題について︑﹁これ

とで伝え︑襲望欝を手渡した︒要

協定には先に長騎面出連が受け

なった︒

曝源開発棊本職爾を庚めた︒

見込まれている老朽火力聖堂蒼十

万KWを除くと︑計画期開中に電 らそれぞれ運帳開始の予定だ︒

餐期電源開発目標は昭秘六十葎
度まで向こう八か郊間を対象とし

源設備約と秀KWが贈質するこ

新規電源開発はこのところ宣地
たもの︒謎纐によると︑当該期間

雛を反映し低滞ぎみで︑界標達域

この長期隅標のうち五十三三度 率も五〇％内外にとどまっている

中のGNP乱軍均陣び事を六％ととになる︒
し隠秘六十年度の総講襲電力羅を

『灘翻

係しながらこれに覧謬った憲力笈

のが現状︒ちなみに昨年塵は雛櫻

雑
七薗蓋十万KW︒今圃の醗調審で 九・七％とこの四壁閥で二十だっ

七千蒼漕彊記五偲KWHと想定︑の計麟慰芽囲標はそれぞれ水力 二

騨
（一

（一

題に焦点をあて十六︑十七の上
製︑誕識を行った︒

十七日には共岡憲謡が採択︑討
議の藁囲を明らかにするとともに
世界経済爾構築のための協調をう

安全牲と信頼牲に定評ある
三菱iPW盈原子力発電プラン

…慰

］諾

A−
定供給を園るため総副七千蔭十二

言

採択し閉会
共同 宣

臼

﹁むつ﹂受け入れ圃答ずる久保知己︵左︶と一人おいて幕畏

原子力開発促進を

撮奮棄察5895番
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Ω

聞

羅
産

欝露
﹁現在の技爾に信頼性﹂
解決すべき多くの課題も
カーター大統領の諮問機関である科学技術周は七月士菖︑﹁放射性灘案物の地暦隔離融蔵11科
学技術の現状﹂と題する報告書をとりまとめた︒報告書は関係機関で検討のうえ︑十月一帯までに廃
棄物政策の検討を終え︑大統領に提出される︒報告書は今後の来原子力政策のこの分野全般をカバー

フェニックスの
核燃料再処理へ
は購誘を行った︒再処理は切断と

フェニックス

核

をも
COGEMA︵総台核燃料会社
−たせることになっている︒両

のほと・sFEN九二会議で・明ェニックス 核燃料の照射縫は八
︵高速燧鋪炉︶の核燃料薄

一

る妥協案に署名した︒同契約はU

︹写窺密使用済み燃料貯蔵ラックU

算が認められた︒この蒔点で下院

⁝八六庫に酸化ウラン千二西万膠

RANEXがCP＆しに一九七七

の技術では不十分﹂というもので
かりではない︒

については野党の人民党は安全性

について措閥をとった︒また運開

を強化し︑また放粥性廃藁物処理

の間︑耀麓派の要求で安全性施設

コスト面や繕殖炉は本当に必要か

シュレシンジャーDOE長蜜は︑

性を強調︒これに対し︑大統領と

の説明を行うなど︑増殖炉の必嚢

月しと薩業界の晃謝しの違いなど

核防に役立つ新

奨験

では一九七三隼契約に代って次の

①URANEXはCP＆しに一

ニ璽万撃を供給する︒またCP＆

膠十二が四〇の価格で酸化ウラン

Lは五十万惜について外国からフ

で一九七九年中に供給を受けるオ

ランスが輸入する価格の平均価格

プションをもつ︵実際にはフラン

スがニシエールとガボンから供給

②その代りCP＆Lは残りの騒

を受けている懸格︶︒

た主としてカリフォルニア州でU

の供給を受ける縦利を放棄し︑ま

RANEXの委任蕎が保有してい

の栄奮⁝﹁クロ；ル鐡﹂︑第三回

で功績のあった人に贈る世界最罵

シルコニウムに関する研究開発

米ラストマン氏に

クロール鍵︑今年は

定められていたようだ︒

ので当初契約では畜ノ六−七がに

紛争は霊として緬格に関するも

している︒

ン新註︶︑委任蕾は満足の葱を表

ペシネ・モクタ︑フランス・ウラ

庁︑ロスチャイルド・グループ・

RANEX︑その鐙資蓄︵原子力

供給から解放されるもので︑U

フランスが酸化ウラン一千万源︑ノの

四パリ松本駐在鼠騙フランス原
る腿権八千蓋爵万がの差押え手続
子力庁︵CEA︶は六月二十三日サ
きなどを放棄する︒この妥協案は
オジリス

仏C践A

核燃料を開発
C只B民予算は今年四月︑下院
の科学良冥捜員会で復活︒下院歳

が加えられ一億五千七要脚賭の予

クレー研究所の

炉で核拡散防止に役立つ新しい実

た︒これは金属ウランの代りに酸

験炉馬核燃料を開訂したと発表し

化ウランを使用しアルミニウム板
とサントイッチ状に配博し︑艘縮
度を九〇％ではなく二〇％以下と
して高濃縮核燃料と問じ効果をあ

開発した核燃科は濃縮度七％のウ

げることができるもの︒CEAが

と命名し
炉で実験︑輸出

キャラメル
た︒〃オジリス

ランで

爾にも製造する訂齪だ︒

12ドル40／隊ンの

U供給で妥結

トマン氏に贈られることが決まり

仏U社−米CP社紛争 議の今年は来国WH社のB・ラス
︻パリ松本駐在凪︼フランスの

ウラン顯売経済利溢グループUR 六月二十八日︑ロンドンのヒルト

クロール賞はジルコニウム研究

金：庫つくりの豊かな経験が

原子力事業特殊扉にも

滋．

入室管理システム／CCTVシステム／熱線感知警報器／震動感知警報器

司を必要とするのでCOGEMA

工程︶工場で

溶解の前にHAO︵酸化高放尉性

燃料に黒鉛ガス炉核燃料を一定爆

仏C◎GEMA

核燃料の溶剤は含有壁が軽水炉核

合わせて軽水炉核燃料に近い特性

燃料溶剤に似たものとなる︒

︻パリ松本駐在貫隔フランスの

の計画に従い︑実証計画を掴め
原子力庁一〇〇％子会社︶のクロ

の廃棄物隔離試験施設︵WIPP︶

よ﹂と提案︒また︑米原子力産業

豊からプア⁝グ工場で

日／ナによって中和される︒

黒鉛ガス炉核燃料の四千五百MW

フ

会議︵AIF︶から連邦政膚の実ード・エショベリ再処理部長はこ
規模廃棄物貯蔵の選れを非難する

クス

一︑

た︒着手には安盒性監罎当局の認

璽急を・調み︑昨無闘様︑拒薔権を

リン︒ティーグ議員は︑下院本会

科学・技術委員長を務めていたオ

五MWヨ／ナと高放射樵をもち︑

など︑このところ政府の廃棄物政

処運を始めることを明らかにし

フェエッ

きていた︒

策の還れを撮罪する声も高まって

カータ⁝大統領はこれらの声を
受け入れてか︑シュレシンジャー

なる﹂との判断から今回の妥協案

行鋳されたのでは﹁元も子もなく

する墓礎となるもの︒放射性廃彙物の先行き懸紙の地下隔離貯藏に視点をおいているが︑一部に﹁現
在の科学技術で何千庫もの地下上

DO氾長官を委員長とし麗係省庁 科学技術課が縣門的な分野から現

帝が可能か︑他に方法はないかな

科学技術局・放射牲廃調物管理

在の技術はそれに罵るだけ＋分な力はないしとした慧見もあり︑今後の検討が淫露されている︒
略婆員会﹂を設け︑十月一購まで

協力により﹁放射性廃棄物管理戦

どについてメスを入れることにな

強の供給を約束している︒妥協案
議にCRBR予算を提出する前に

に政策検討を終えるよう撫示︒ま

妥協案を蜀いだそうとカーター大

ず基礎資料作成のため大統領府の

らに︑日本︑欧州の増殖炉講画は

一︑さらに︑貯藏施設建設中や

提出になったとみられている︒さ

運転中にも解決される問題も多

はない︒主な内容は次の遡り︒
っていたもの︒

環在の技術は儲頼できるもので

告醤は七十九ぺ1ジからなり︑岩

グループによってまとめられた報

建設に一億五千万ドル

統領︑シュレシンジャーDO区長 解決を定めているQ

の疑問解決に応用されていくであ

く︑地道な技術開発は貯蔵分野で

延期されるどころか︑協力協定を

あるが︑一部の分聾においての知

嘗および亀力・メーカー代表間で

識は十分なものではない︒しか

し︑議金では新規の研究体制を発

願いもあったようである︒しか

ない程度の研究開発だけはしとの

闘される︒

読んだ上での決定であるだけに注

た︒

結ぶなど︑このところ一段と加速

方法について検討したもの︒岡グ

塩魍貯蔵や使嗣済み轡料代醤処理

×下院は七月十四田︑蕩八十七

ろう︒

対百四士㎝でクリンチリバー高速

CRBR予算認める

メカニズムおよびリスク評鐡につ

米下院

話し盆いを提案︒この席に議員代

し︑この編纂のギャップは次の理
︸︑楯摘されたギャップを埋め

を加える方鴬に動いていることか

ループは今後引き続き使閑済み螺

るため水質学︑地球化学︑地屠の

表として︑フラワー議員が出席し

を除外するものではないと確愛す

由から放射性廃繕物地下貯蔵概念

ら﹁欧州との格差をこれ以上広げ

検討しそれぞれについて報告書を

いて穫極的な研究・開発が計画巾

一︑放射性廃棄物隔離には多く

る︒

二酉万賭を認めた︒岡予算は七九

オーストリア政府︵社会党ブ

施設が不十分噂し︑放射性廃棄物

どうかは疑問とし︑三十五分闇の

イナ︒パワー・アンド・ライト社

ンホテルで授与武が行われた︒
ANEXはこのほど︑来カロラ

たえ制定されたもの︒

諏珂踊

︐

1

曹

監

彌

器

＝

調

﹂

●

蘇

㎜

曇

料や使用済み燃料輸送についても

出す予定︒今圓の報籍遜は関係省

庁が参加している放射性廃棄物管

麟霧

蜥度エネルギー省︵DO冠︶隻出 の妥協案︒より大型の口速増殖炉

の方法があり︑これらの応用は未

が︑サイトに選ばれたエユーメキ

棄物貯蔵所の運転を計画していた

狸戦賂委員会︵シュレシンシャー

一︑貯藏の前に各々の廃簗物の

の概念設群を三鋸間進めていこう

知の領域をカバーできる︒

物理特性を穆慰に入れた方法︵冷

権限法案の中に含まれているもの

というもの◎フラワー議費は大統

委員長︶での検討衡料となるが︑
州︑産業界をはじめ︑一般の公聴

シコ州との問題︑廃棄物貯蔵の安

出委籔会でも予縣額の面から検討
領との話し倉いで﹁CRBRは不

ルノ・クライスキ首相︶はツベン

緊迫した話し台いは鋭行線のまま

気の下院決定となった︒

会ての資料ともなることから︑絡
却期間や核変換︶をとることがで
全性などでスムーズに進展してい

で︑核拡散につながらない新型増

ウォ⁝タi・フラワ⁝議員によ 罵させるなら︑すでに多顔の投資
あるいはすでに実施されている︒ 増殖炉︵CRBR︑三十八万K
※国では一九八五等星メドに廃 W︶建設のための予算目一億五千 り下院に提出された法案は︑CR が行われているCRBRを生誕
BR建設案ではなくCRBRし
揮︑
止実証していくのが通理︑と強

来の廃棄物政策に与える影響は大
きる︒

殖炉の研究を始めるというカ⁝タ

一︑知識のギャップについては

テンドルフ原発︵西独KWU製七処理も明確でないとして総選挙で

必要である﹂とする大統領の強い

なかったことから︑来エネルギー

報告講の内容は地下貯藏概念に

きい︒

戦略委費会︶では﹁

省︵DOE︶の内部︵核燃料讐理ー大統領の慧圏とは翼っ向から対
立するものであり︑昨琿の獺哲機

のの︑すべてが璽要というもので

報告轡の各箪で指摘されているも

運転開始予定のニュ1メキシコ州 行縫という大統領の強い姿勢をも

九八五無に

え密なアプローチになっているも

関し︑地質学的短識の不足から控

はなく︑また欝欝関係するものば

謡言は協窟の実現に期待してい

大統領︑産業
界代表と会談

アーメト・サルタン副醤橿はこの

ナ四万八千KW︑沸騰水型炉︶の 社会党攻醗の材料にしょうとする

十七期で議員八筋を終えるため欠

終った︒なおティーグ委員畏は今

エジソン題力協会会畏、フラワー下院講述らが整加○

圏轟置

3臣蜀暇。

製離獲認

灘

︵CP＆L︶との〜九七三黛契約
の元視︑クロール博土の功績をた

フェンスセンサー／ガラスセンサー／総合警報潮御システム

翻詳細藪麟・図面等て入用の場合は下記へこ連絡下さい。

繍
備

に関する一奪越しの紛象を解決す

醗

のの︑一部の報道にあった﹁現在

る謝醐︒オーストリアは第一弩の

る︒またスウぼーデン︑スイスも

力⁝ター大統領はこのほど︑テ
ィーグ下院科学・技術委員長の偏
向を受け入れ︑露力界︑原子力機

器メーカー代表のグル⁝プとC鼠
B民間題について話し合った︒産
業界代表は業界に横たわる闇題を

ほど︑ウィーンでオーストリ ア

構えをみせている︒このため政府

率薩に述べ︑また政府のウラン日

政府着脳と会談後︑スエズ運河醗

は注民投票付託を決めたわけ︒こ

クりンチリバー増殖炉問題でカーター大統領と器し合
う躍力・薩藁界の面々。WH社会畏、慈＆W社会畏、

力

原

ツベェンテンドルフ原発運転開始

で吾輩駈建設に積極的だ︒一方︑
エジプトは※国から原発を導入す

オ1ストリアと似た立場にあるの

るのでやはり使用済み核燃料の処

の条件として核燃料再処理あるい

ている︒エシプトに貯蔵所を建設

綴について欝短所を必要としてい

は放射性廃棄物貯蔵の協定を期し

なる︒同原発に対する茂対運動が

すればこの条件は満されることに

る︒

部の山脈砂漠地帯に放射性廃棄物

とを決めた︒この原発は一九七一

還転開始を住民投票に醤託するこ

賭︑代わりにフラワー識興が出席
が︑遅れて七七年秋完成した︒こ

住民投粟へ

桝目筋を建設するための協定づく

の原発の総工駿は四通六千万がに

ェーデン︑スイスが共同で建設す

た︒貯蔵所はオーストリア︑スウ

︹パ︾松本駐在異Mエジプトの

りで話△口つたことを明らかにし

年魑工︑七六年完成予定だつた

エジプト、オーストリア

した︒

協定交渉行う

上っている︒

原発運転で

激化しているだけにオーストリア

一

﹁卿

鞭

｝

謬
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生きております

癒難i

砂漠に廃棄物貯蔵で
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原

﹁安全は確保される﹂
舗腱斜僑今秋から舞妙運転へ
原子力婁籔会は十八B︑画料潮懸撰を超こした関西電力美浜猿子力発醒朔冨弓機︵PWR︑三十四

ゴー

は昭和四十九年

万KW︶について門運転の安全性は確保される﹂との科学技術︑論理爾省庁の難儀を了承︑両省庁は
岡臼年後関繭電力に対し岡螺の試験的運転再開を指示した︒岡炉の還転爾開
運転催翫以来四鐸ぶり︒昨年六籍以来の総点検などにより折損ウラン千二葭六酵のうち約溜分の五哲
八十五緒を圓収︑残る折損片の存在を霧慮したうえで原子炉への影響評価を行った結果︑﹁安全レと

角の険間から横流れに入り込むジ
ェット水流を受けて振動︑バッフ

の影響評価を実施︑①︸次冷却縁
ループに残留している折損燃料棒
片は散材状のものと篶えられる②
︸このため一次冷却材申のヨウ素捌
濃農は園暇作業を士園らない⁝⁝

などから︑﹁安全性は確探され

一方︑当初の運転飾止の原閣と

る﹂と縮論づけている◎

なった蒸気発生器細管漏れについ

ル板が他の監護棒に打ち当たった
のが原磯︒このため︑今回の箏後

いたリン酸堀と一一との相窺作罵
が口減となっていたことが判明し

ては水処理薬最として注入されて

たため︑サイクリング運転でリン

ッフル板のすきまが涯分の五ヅ以
下に調整された◎また科技︑鉱産

酸塩を取り除いたあと︑ヒドラジ

処理で従来振分の数十︑ゾあったバ

によると︑欠落部の蛭膿はペレッ

澗省庁から原子力委鱗会への報儀

ン方式に切り変えられることにな

ンとして麟阪された︒これに撰傷

トから︑約八難がスラッジ状ウラ

容雛︑燃繕体︑使用済み目障ピッ

方藏に多大のこ同感をおかけする

については︑地元をはじめ関係各

原子力旨旨駈一尋機の燃料体損筋

小林庄一郎関日工畏歓器

った︒

ト片で約千二糖六綴︒このうち今

ずる⁝一などの条件が偲されるこ
発発当階に園収された二五酉二十

回の圃収欝欝で約五十鰐が原子炉

とになった︒これを受けて以西蟷

養浜

その結栗︑折損燃料千二菖六緒
力では設簾機能猷験爽施後九月こ

の結舗が簿られたことから︑ム薗の描認となったもの︒これを受けて関鷺では設備総煎餅を実施し九

の加圧水型軽水姫として昭報四十
のうち近蔭八十五緒を回収︑残る

に麟れが生じ︑対策復塒後運転を

秘闘十七黛六月に熱気発生雛細評

纏累︑門安全性は確保される﹂と

えで原畢炉への影響二三を行った

折損燃繕棒片の存寵を蕩慮したう

はコーナー部に位罵する﹁燃料体

昭和四十八隼の燃料撫折損禦故

鰯する発通しとなった︒

今琿中をメトに四黛ぶり三朔に復

ろからサイクリング運転を開始︑

七鰺も岡タンク底部︑取り除かれ

樹脂賦質タンクなどに・残る三颪

一指は︑このうち三属目四鰯は廃

り︑残る部分は約口回ご十︸耀︒

のウランが日収されたことにな

を期すとともに︑福井累︑乗懸購

が起きないよう安金轡理薗で徹滅

経験を生かし︑再びこうした瑠態

反日している︒これまでの撮璽な

たことは誠に旨しわけなく︑深く

とともに長きにわたり運転簿玩し

られていた︒

再開したものの照租四十九璋七月
の精論が得られたことから︑今回

C⁝33﹂が総八十穆層︑﹁岡C−
た﹁桝三体C⁝34﹂の内部などにとの安全協定を門守し︑地元との

国庫蹴力奨浜一弩は︑わが國初

欝度発生した蒸気発隼器細管煽れ
の試験的運転再開の指承となった

報告は︑このあと残留折損轡桝
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蜜房原子力塵簾諜擾になった
くま

熊

あき

昭

標﹂と現実論︒岡晴に門将来の

石簡格渇を蕩えれば︑一番実用

を拡大していかねばならない﹂

化の進んでいる原子力のシェア

と原子力のもつ璽嚢姓を強調す

とはいえ︑踊実の漂子力開発

る◎

セプタンスの観点からも︑自主

は遅れぎみQパブリック・アク

国内藍業について︑﹁蜜価で
良質な圏産韻ならば︑自ずと利

七八庫米核不拡散法︑ロンド
ン協議のガイドラインなと原子

的な原子力産業の礁立が嚢講さ

麟や多量窪業の発展を振りかえ

用の道は開ける﹂と断醤Q欝動

れている︒

い︒核燃秘サイクルの磁並が議

り一本の技術力を楽観︑行器指

力をとり巻く国際環境は︑宣し

論から実行の段階に差しかかっ

縁は不必要と語る︒

後通蓬省入り︑躍十三年より四

昭租三セ五隼張大経済学部卒

ている現在︑核不拡散課題の克

七隼大隠蜜房調査課長補佐︑五

璋聞露仏欝本大捷館戴勝Q四十

服と瞭子力浄業の試金な湾成を
めざして︑昌昌力薦業課の鬼た

擬などを経て五十二無から工業

十妻帯油開発公団総霧部総務謙

す二三幡大きい︒

﹁二本の康子力発鷺規模は世

ラウンドで発揮した外交手腕︑

騨の約一尉︒露いかえれば︑世

石取開発公団︑工業技術院へ

国際間題で揺れる原子力分野で

も大きな期待が︒

かつて︑ガットやケネディ︒
の綴目経験から︑エネルギー問

技術院総務部人聞課長︒

場を描旗する﹂と播摘Q門日本

題との係わりは深い︒ポスト石

界の一気という汰型の原子力市

う側麟を無視してはならない﹂

は世界にとり大弓客であるとい

戒めて﹁脱幾簡といってもエネ

油即漂子力という短絡的思蕩を

全丁丁が

代嚢を招き

な設計とする︒
六火政党

︵M・紙︶

道子夫入と一男三女︒

〇二九⁝一八血一一五穴六七︑アイ

jまで︒

ソトープ部門〇三一九四麗i囎鑑

現在藤たは

▽第九圓猿アカ計測講摩︵放射

線測定基礎コース︶

議会︵二十八か町村で構成︑矢部

金躍原子力発寵所所嘗欝購村協

▽第三憾原子炉工学照門課樫

騨装入綴十二餐︒受講料蒐万難千

が灼象︒九月二十五臼〜十月六盗

原子炉工学教働を講義︑実験︑欝

円︒繭込み締切り八月二十一磁︒

欝等により系腕的に実施し短期聞

知葱夫蕪長︶は来たる八月三桑畠

8月3銭︑パレスホテルで 糖来放射線測定業務に従事する蕎

政策討論会

広揚購出身︒嗣十コQ二二は

と︑匿界の中の田本の帯場を泣

子力のシェアは豪だ豪だ小さ

ルギーの大宗は石佃であり︑原

謄づけQ黒字誠らし対策にウラ

って︑三座は三目からの飛び入

市瀕叢藤岡纈台による浦底湾での

い︒面一確保が幽面の勢力呂

ン纒縮図携の前払いが魏上に上

りと騰つ旨旨◎

階の改良策も横極的に取り入れる
方鎖︒安全対鑛として︑わが国で
は初のプレストレスト・コンクリ

ート製原子炉格納容羅が採嗣さ
れ︑耐盤僚の雲上とともに内径拡
大による作業性の陶上︑被曝抵減

敦蟹二懇機は︑熊祭省が五十葎

ス・ホテルて﹁原子力開発と地方

後一晴から︑東京・丸の内のパレ

公共団体﹂を主題にした政策討論

で製本的知識を潤穆させる︒十月

三司ご名︒受講料二十一万円︒申

冝̀十二月二十二磁︒三無人員

金を開く︒

討論会は︑岡協誠食が創立十周
奪を二念し開くもので︑岡脂はN

会に︑一当︑社余︑三二︑民往︑

ス︶

プ研修轡門課程︵放射線化学コー

▽第薦十蔓園ラジオアイソト；

HKの岡村琵琶解説婁員を総覧司 込み締切り八月三十一臼︒

共趨および新雪曲クラブ各党の政

補えたパネラー七人目門原子力開

名︒受講料五万五千円︒繭込み締

七臼〜十一月〜臼︒勢二人興十六

大阪研究所で実旛︒十月十

策審議会畏クラスに分原書会長を

発と地方公共団体扁を棊調テーマ

切り九月十四隊︒

子力発醗1今8の問題と公衆﹂を

ノ

◎

圏調

罰
トープ原子炉研膨所は︑次の票讃

日︒騨細は原器・環境立地盛へ︒

開く︒聖哲由込み締切りは八月十

ーストンでワーク︒ショップ﹁原

虚血から四白間︑テキサス州ヒュ

※翻原子力産業会議は今秋九月

米原産が九月に
ワークショップ

にとりあげながら︑開発副画︑安

全牲︑潔境目策︑PRなどに焦点
をあて酎論を展開する︒

研修生を募集
原研・研修所：

により研修生を騨簗している︒詳

懸煎原子力研究所ラジオアイソ

齢

細は漆塗鰹所︵爾語は原子炉部門

便（03）騎1−2ユ91

東∫デ描中央区銀鷹4−10−4

謬翠支店

費106＞488−25Gi

致庫県1ヒ翰rl】杭瀬蜜1島1−1

￡場

本仕

曾く（｝6）3凄5−6261

燃誉要素4本目，重量25屯）

月ころからサイクリング還転を開始︑難來をメドに欝業運転に入りたい癒陶︒

玉川十一月に営業運転を開始︒昭
七修を加えると旨旨五薫八呼五耀．

のため運転を陣止した︒

次冷却材ヨウ素濃度︑
たもの︒昨無八月の報鑑によると

瑠の野暮が掲られ次第︑躍源開発

県と国の環境審蛮に愈漏して難

工︑六十鋸展遡転開始の予定︒

侶頼関係の確立に努めたい︒

もの◎濠た︑感量を期すため①

その後︑昭和五十⁝嫌十二月の

俸症期闇がすでに四葎にわたるた

希ガス濃慶箸の監視を強化する②

榛搾の停在を考慮して漣転薦際へ

34﹂が約為十弛綴に獲って欠落し あるとみられるとしている︒

の折撰が確認され︑科技︑通塵両

窃庁検査で門燃料体C⁝33︑騒﹂ 運転中の

雀庁は咋犀三層︑事故原圃の 究
め︑これまでに実施した設備につ

行う③掘分の闇︑一次冷却材ヨウ

原簿︑福井県と敦賀市に

暮炉増設を申入れ

醐料棒が炉心バッフル板接警部の

明︑購後処理のため圏撮に遷し運

は﹁ジェット水流による﹂との原
素濃渡︑希ガス濃蔑等運転に閲す

いても︑この機能の再確認を＋分

函報憲が行われ︑ひきつづき折損
るデータについて二週間毎に警察

転再瀾の延期を懸題◎昨鰯八月に

ウランの圓駁など票後処理が続け

と判断︑増設の葱向を伝えたもの

温掛水利用養鶏謝趣を円滑に爽施

謹た︑福井県水艦試験場と敦賀

算が図られる︒

で︑亀気出力葭三五万KWの加圧 度から進めている軽水炉敬良機準

するため︑原亀では要望に応え︑

乗せたい整え︒

調整審議会に童画を上程︑軌道に
社罠は十七購︑粟田葉雄福井凝副

部万KW級PWRの改良標蝿化第
二器機の冷却水の一十を一瞥機の

った覇前調査の結渠︑建設に適地

矩箏と矢部知感史敦賀市長に対し

欝億円をかけて建設する計薩︒施

水型軽水炉︵PW聡︶を約二千六 化の第一段階の成渠を採用した落

日本原子力発彪会社の鈴木唆︸

講談漿敦賀市明神町一番地の岡社

る︒分析用などの高繊な照臨の製

敦賀詰論所携内に二凝望を細覆し

るもので︑反復痩用により︑酵素

が期得されている︒

造に応用できるものとして集用化

㎝簿プラントで︑原電では第二段 運転擦三悪に代蕪放水できるよう

農なら酵素が十分本来の触媒機能

や窟動化が容錫にできるようにな

が鑑嵩物に混入せず及旛の適続化

を

ぢ

ぞ

を撮てる蝋に着霞︒酢累溶液とア

罵毎蓼麟

罵

クリル酸塩などの水溶性モノマー

設計麟によると昭和五十闘黛度着

たいと潔し入れた︒先に岡祉が行

放射線法固定化
酵素技術を選定

溶液︵貌禽素材︶との混乱液を凍結

処理し︑放射線を照射して麟相塾

新技術磯藁囲の婁籠開奨
新妓術闘発港集団︵武蜜義光理

ヒ

じま

齢鷺

ひ

撫︑

脳鷲
轟譲
懸欝欝矯
の大きい周定化齢累を作り出す︒

み︑白月後︑スポンジ状で綴織積

酵素は張体内の複雑な化学反応

合させ︑酵累を臆禽体内に包みこ

婁託開発課題として選定したと発

の触嫁役を集たすタンパク懲性高

による圓定化酎素の製進技術﹂を

表した︒オリエンタル白田工業が

分子の衛機触媒︒賑綴や饒酪工業

粒状固定化工蘂の断頭︵三千倍︶

電謡（572）8851

予104東京都中央蘇銀座8−11−4アラタビル

醇ホ翻化工機

て除染できま：す。特に放射能汚染されたク

大阪き灘部大販虐北区水榮購46

躍0コでづ5ウ：ン蘇i試十七アイソトープ部

（原研JPDR動燃再処理工場闘輻送用，

説明儘、窪窪をお送りします

KKIO授爵用済核燃料輸送容器

リースの洗，争等は葬常に効課的です。

⑭放射性騰棄物処理設備

カラス、金属、ブラスチソク製品等の放射
能汚染は窓易にバノククランド・レベルま

U，分禽筐精製装｛置

㈱Pu，

舳

放射能汚染の除去

獲

蜘

響

鴫；轟翻

核燃料サイクルの一端を担う

燈幽．戸畳

一

囎核燃料癬工諸設備
⑱核燃掴輸送容器
⑱核燃判交換装概
⑯核燃料取扱機器

翻翻翻

議長︶は十鷺田︑﹁放射線蜀合法

三黛闇で実用化開発を行う︒

倉淵壬ハ百万円の委託闘を受けて

などの分野で使われているが︑通

てから反応生成物を寝るため及復

る︒醒素の團走化はこれを莞服す

使用ができないという闇題点があ

常︑加熱処理して自門を失濡させ

二千請ラドの放射線の殺蘭線騒程

稽研究整長による研究成渠︒千〜

膿玉転食贔総合研究研資源利用工

小林関西躍力社撲に蘂浜一号機の鯉転再

学研究整畏︑川観蔭二二放射線利

選定された薪技術は︑梅田牽琵

凝議

遡灘篭

騰鷲磯
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は米原子力廉粟会議︵AI F ︶
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が︑パブリック︒アフェアーズ

ン・プ昌グラムの︻環として︑

原子力に関する傍報を収簗︑分

原子力推進政策

の確認を要請
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Tンギ聖は・マン悲二

の従蓋は長寿懸銭藤励藻

離縁都創謙溌綴凝灘

一EAがカーター政権に
天然ガスの贈要も増大しよう﹂な

であるのみならず発電胴の石器︑
構下にある億の人より長寿である

@果に反論したのは・彼が二入圃

㎜いる従業員は飼分の兄弟︑彼曝

どと蟹告している︒﹁米国におけ

でない従書証び羅の疑

際エネルギー機関は︑カーター政

る原子力発霞所建設のスロー・ダ

世界十九か国が加盟している国

権が軽水炉の利用を奨励するとい
ウンは世界の原子力開発に大きな 認辱る論文で明らかにする︒

購−博士は讐保健物⁝理﹂論ハ月弩に

この論文は︑一般に広く報道

法を無茶蕾茶に乱用したもので

キュ⁝ソ教授の分析は科学的方一

今隻月嚢で物し・﹁マン㎜

島鵬蠣糠蟹麗獣

一・髪︑バ歩フ・S・サンダ

冷寒傷融鷲勲雷港

明するよう求めている︒

う政策を︸般公衆にはっきりと説
購

いる岡報告書ではさらに︑カ⁝タ ぎれている﹁ハンフォよの従

影響を及ぼすだろう駄とも述べて

玉一

多

亙

る︒
二

亙

〜

多二

玉

賛成である︒この調査は︑今春三

ビルの中へ慶す時であると公衆に

予想していた︒ここでも降心は軍

は八百人以上が参加するだろうと

縮であり︑原子力発電に対する態

た︒豊本の代表の中には︑核兵器

と原子力発贈の冒的を混同するこ

度には多少恵兇の相違すらみられ

ドを繰り広げるなど︑㎎日間にわ

國の代表は︑再処理と鱒殖炉には

とに対し忠告する者もあった︒葵

のデモに約〜万五千入が参加し︑

たり︑璽縮および核兵器廃絶を要

反対だが︑しかし現在英国内で稼

働している原子炉はエネルギー照

心に約二千架柱が蟹幽したといわ

けとったが︑大使は︑日本人を中

してきたが︑それに相応する援助

平和運鋤は原子力反対運動を援助

ると述べていた︒カナダの代衰が

を原子力反様運動からは受けてい

想外であった︒

ないという不満が出されたのは予

フォード財団

た報鰹識﹁選択の学期﹂の暗とは

てエネルギーの高消費は不司避の

高度に工業化した米国経済にとっ

査が指摘している通り︑多様化し

おり︑まに︑門最近のRFFの調

大きく変わる誤写性があるとして

フォ⁝ド財団は︑将来の資源社

原発の役翻など対象に

情で調査委託

エネルギー事

大学での簗按に参加した︒MFS

巳本人を含む四酉入がコロンビア

日曜賑と月曜日には約二着人の

した︒

れる請願霜に署名することは門訴

ング大捷がMFSの蟹縮謂願を受要を満たすのに大いに翼饗してい

米国の公館でアンドリュー・ヤ

は時折り要求する蓄がいた程度︒

求しつづけた︒原子力発電の中止

マンハッタンに色彩豊かなパレー

土暇日には︑第二回田の国運へ

語った︒

九人の成入を対象に薗接によって

月から四月にかけ金国千近酉二十

実施された︒

門生存のための動員﹂︵MF
S︶の主唱の下に︑メモリアルデ
ーのウィークエンドに平和︑鷹縮
宗教および原子力反対の各派がニ
ューヨークに集まり︑デモを行い
国際会議を開いた︒

調査は︑石炭の採掘︑石上輸入

旛を委託した︒経費は六十万がQ

メインヤンギー原発

長期連続運転
の記録を更新

述べている︒

るように削藏が綴能ではない﹂と

MFSの濡動は國遡の購縮特別 ︵KFF︶に対し新しい調奮の実ことであり︑一般に考えられてい
総会に含わせたもので︑五日間の
プログラムに数算入が参煽した︒

化が経済および環境に及ぼす影響

しかし︑あるMFSの代表が﹁残の増加およびエネルギ⁝節約の強
念ながら︑報遵機関がわれわれの

について行うものだが︑この中に

552−6954〜7

東奈都中央区八丁堀2−27−10僚京建物東八璽，弼ヒル＞TE：L

析︑騨鐡し︑その結果にもとづ
いて︑全国的な罰ミュニケーシ
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

は︑原子力をめぐる月間の動き

しているものでず︒この構報に
一九七四隼の石藺禁輸後の石蔽

㎜業員はガイドラインの許容攣以

・エントについての明確な政策をア鑛で違かかる蕎あ・・教授葭身が法要だと間

れたIEAは︑コ般公衆がカー ー政欝が骸燃料サイクルのバック

供給間縄を処理するために設置さ

ター政権の核拡散防止政策と軽水

玉

㎜査結果に反論するものである︒
ニニ

のために毎年翼五十一薗八十五メ

亙

蝿鋸結縁継鍵獣彼膵急騰

打ち立て︑軽水炉の許認司をスム

を講じ︑薩ちに実旛するよう要求

炉の利用を奨励する政策との関係

を求めたもの︒

ーズにする捉案について立法附置

説明

について誤解しないようレこのよ
うな

一

IEAは︑加盟国で一九八五周なると予想している︒ちなみにこ

余分の隻払いをしていると撚聾し

している︒

の蜀は︑発勉容墾の約ニコ％に稠

この要講は︑加盟各国がエネル

半は毎召二七斎万疹の石油に相当

ギー計画を演討し代替燃料の利照
およびエネルギー節約によって石

ているが︑他方︑このコスト調資

噛する︒

は置延によって生ずる多くの追加

駿胴を無視したものとなってい
る︒その一つは﹁予期せぬ遅延︸

で︑エネルギー雀の試算によると
遅延が建設の終盤で起こると炉一
墓当たり毎隼一態二千万妙が加算
される勘定︒このため︑需要家に

は原子力発語が今世紀宋豪でにど

獺舗翼ン罪》《隅・シや縄ン

4．飲糾罵水タンクに梗羅できます

@

する役割を原子力が果たすことに

避けられぬ超過負担
許認可遅延の影響

米原産がコスト試算

活動にあまり衡心を示していない

2イ1未の防水剤と異なり建物の内部から施τてきます

特長3砧、れた躯体に施一1てき、工期を短縮します

@

二

とっても毎年さらに三十がの追加

ようだ﹂と述べていたように︑多

るす猷質に進躍の力子原

ハノテノクス（暉麗／ト状粉体）を水て冶き、コ／クリートの表1面に刷毛塗
りするだけて、バ／デ／クスの活i4剤が躯体の毛細賓組織に深く浸透しコ
ンクリートに含まれている水酸化カル／ウムと反応して結晶体をつくり、
コ／クリートを徴花化して、冗壁な防水効果を発争1・します。その効果は水
久的て躯捧の老化を先全に防ぎます。

幽幽聖心⁝翻臨月灘雛難鰍漁網礁

30年の歴史と世界の権威が保証した
デンマーク製の決定的な防水剤

i品

農jえ完壁な防水効果を発更します

1高水圧1よk、、圭2kg／c耐）に

7一

コンフリー恥を緻： 密化する

@

一︑竃十万KWの原子力発電駈 費用の支払いが野葬なくされるこ

原子力産業会議は︑原子力発露なる︒
所の許認司の遅れが電力業界およ

発電と混同に忠告意見も

@

油の輸入を削減する計画を決める
ため作成された新しい報憲濁の中
にある多くの勧告の一つである︒

コ九七七錘版−EA同国エネル
ギー農圃調査﹂と題したこの報告

屋需要は供給を妻田四頁〜千二酉

露は︑一九八五黛には撫盟圏の石

万ゆ上園り︑﹁輸入石油の実勢価
格に対し強い上舜圧迫を加えるこ
とになろう﹂と予想するなど︑現

参加者に多くの不満

@

二

ニューヨーク軍縮集会

@
@

多

、
舶、、、、、、

5

囲
@
@
@
@
@
@

州

9

がたんねんにまとめられていま
す︒

⑱

⑪

無機質浸透性塗布防水剤

@

力

原

@

（4）
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新
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一畳936号一
昭秘3隼7月2旧
毎遜木魍蹟発行

購画料1年分蘭金4500円

1部100円（選料共）

﹁向山工業団地に立地﹂
核融合開発の拠点めぎす
日本漂子力研究所の村田浩理麟擾は二十一百︑茨城重三に腔内藤男薄薄を訪ね︑茨城興那珂郡那珂
町の向山工灘臨地に同研究所の核融合研究痛憤を立地したいと温し入れた︒向山工藁翻地は水冷から
北北璽に約十玉㎡層︑山海栂から西北西に約九塩鱈に位圏する茨城興開発公社の所衡地で面櫨約筥五

核融命立地

を検討︑今秋にも結論を出す︒

60︶を建設︑弼来は核融禽炉心工学誠験二三や核融舎動力爽験炉を重臣︑核融合蒸発の拠点とする猷

十診︵約四十五万坪︶︑璽海研究所の約半分の広さ︒原研ではここに臨界プラズマ試験装翻︵3丁一

画︒茨城興は興の原子力審議会に諮り

臨界プラズマ誠験装翻︵﹂71 心工学誠験装躍や核融合動力実験．

②猛鳥を冷却する大璽の水︵毎秒

齎五十欝︶があり︑軍両流である

60︶の建毅にあたって︑原研は︑ 炉を設躍するのに必硬な面横︵約
当初︑粟海研究所に近く国有地で

錘

籔ワクを超えた強力な予鱗描麗が

の国産化を進めるために政臆の予

くことを淡めた︒

郷な予獅拡大を政府に要噂してい

て政臆の予箪ワクにとらわれず大

また︑原子力關発翫画の遅れな

必要②わが国としてウラン濃縮方

が大きく変ってくるほか︑米圏以

どによって将来のウラン濃縮露饗

針を確立するために幹珊会で異体
的確給予測を行う一⁝などの点で

外のウレンコなどからもウラン濃
ウラン濃縮についてはINFC

＼

辮

ルギー）からエクストルーダ方式に関

を開始します。

了εし03−279−5441（大代衷〉

禽愈した︒

国としてのウラン濃縮方針を確立

るため︑こ︸己た点も含めてわが

瞭珂∫

（放射性廃棄物のビチュ「メン固化処理と日揮）

Eでも検討が畢定されるなかで︑ 縮の売り込みが灌発化してきてい

った異体的な塾本戦賂の確立が急

となる墨体的ウラン濃縮翻給予測

していくため︑幹購会でその憂礎

﹁む2修理用

原総力萎が翼壁

タンク増設妥当

原子力委駅員は二十班臼︑日本

った稲子炉設躍変璽について﹁安

原子力船開発購業國から申講のあ

全上問題はない﹂と笛購した︒

門むつ﹂一己を行うことになった

変更は︑岡蠣業闘が佐琶保港で

ため︑十八日提出したもので︑①

どの極低レベル液体廃棄物を船外

の際に発生する冷却水や洗浄水な

に揖さずにクローズド貯留するた

規︶を増設する一とするもの︒

め貯留タンク三基︵含計六十立方

動燃で六人がプ
ルトニウム汚染

動燃顎業団粟海難藁駈プルトニ

ウム燃料部で︑二十五日午繭十時

ット研劇屑の取除き作業をしてい

すぎ︑ATR燃料製造工程でペレ

た従業農一人が十八群富キュリー

〆・／

わが国としても擬期的冤涌しにた

がれているのが現状︒こうした点

をとりまとめていくことになっ

について今回会台でも門強縮工鵬
を持つことが原子力先澹国の条件

た︒

一方︑王NFCE問題について

となる﹂﹁ウラン灘縮の国産化方

庫十一月が遅れて︑五十五庫ご月

の強力な踏舞描羅が不可欠﹂iな は﹁最終総会は当初予定の覧十四

針を再確認し︑これの無爵のため

どウラン濃縮国産化謝画の穂極化

原子力瀦際闇題等懇談会の第五

ンスホテルで開かれ︑ウラン灘縮

圃会合が十九賑︑東灘の赤坂プリ

一

された︒

になりそうだ﹂との見通しが配管
当薗五十四駕慶予鱗編成にあたつ

安金性を予め地元に十分理解して

設など必饗な施設が購えられ︑十

もらうこと︑核燃料物質取扱い施
マを検討した︒

など墾ましい自然条件を備えるこ

分な水深︑出入港の操船の容湧さ

長ら九人が出席︑これまでの協力

この結果︑原子力蘭係では①放

に研究養一︑二犠ずつの受け入

韓国人の設定Ilの新規七テーマ

とが定係港の基本条件という︒

射性廃棄物処理②璽水炉型研究炉

実綴を確認したあと新規提察テー

の国産化闇題︑INFCEの鋤を
尚求める懸兇が続出︒この結果︑
などについて検討︑①ウラン濃縮

原子力は新規七
習の協力で合意
日韓科学技術翼務者会議

中の特殊微羅発素による土壌一作

もある旧水戸酎網棚跡地を醸優先

務者象議が︑十九︑一一十の両B︑

理に関する技術協力⑥環撹放射能

物関係研究⑤原子力発蹴所の水籔

の運転特性研究③非破腰検萱監麟

○・〇六・ゾーO︒一岬ゾ︶が確藻で

ソウルで關かれ︑原子力関係七件

賜本と韓国の聞の科学技術協力

饒補地とし茨城興側の愈向を打診

られ次第︑工蟻のための建近づく

を禽む二＋二の新規テーマの協力

素遣跡法による人翻︑香皐料作物

Wという核融合反応を起こさせる

きる⑧三＋五万KW一六＋二万K

りに入り︑五幸六年中頃の実験装

要髄の習練④放財化分析・同位元

していたが︑繋側に流通港湾や公

翻搬入をめざして建設ピッチをあ

る日韓科学技術大臣会談第八回実

國︑レクリエーション癒設をつく
のに必要な膨大な罐力が容賜に確

ンスのとれる臨界プラズマ条件

融合反応のエネルギー収支のバラ

健進方策を実務蓄レベルで協議す

る構想があり︑タイムスケジュー

て璽鰻物の搬入が容厨⑤棄海研究

実務蓄会議は大臣会談の中間に

および放二線麟監視︒騨価⑦標準

爲韓で交互に開催されているもの

れ︑交流などの協力を図る方針が

を進めることで愈愈した︒

台炉心工学試験吾等を六十目代前

で︑今織は臼本側から山凝和男科

決まった︒

原研は﹂？一60建設のあと核融

げていく方針︒

保できる④既待の道路が利用でき

︵混度数千万度一一億度︑密度一

ルや地元との関係を毒話して跡地

莇に近い一などの条件を憾麗に吟

立方照照当たり十の十四乗欄︑閉

確保は見送った︒この聞︑二目の
那珂町・向山工業邸地︑常陸太闘

結論となったもの︒

味︒﹁向山工業団地が巖適﹂との

じ込め時聞○・二秒〜一秒︶を達

ら舗致の申し入れを受けていた◎

寵・興西北部の緒川村の三地区か

半︑核融△口動力実験炉を六十目代日

学技術庁振興筒長ら九人︑韓国側

累︑欝︑興漁遡は﹁む2修理の 地として蔑懸盤佐世保市立神町を

原子炉設齪工購の際の船舶の所在

円滑遂行に協力する⑨疑義のある

一三一驚＝一一﹁一＝＝一一卿瓢一二＝閑＝一＝＝冊＝一二＝一噌＝＝＝＝臨一謄＝

ードスイッチ︑制御棒駆動盤の鍵

︵黒面に五者協定合憲内窓︶

新定温港選定

の基本条件

漁加する②﹁むつ﹂安盆姓総点検
を預かる④鯛業団は放射能監視依

隔一一＝諏一一識

から林踏圭科学技術処技術協力局

後半にそれぞれ完成させる謝画︒

﹁むつ﹂諜者協定調印

際は五習が協議して決めるーーの

緊漁連が先にまとめた受け入れの

制を強化する⑤購叢団は一次冷却

風評による熊価低落に対する魚価

九項鷺︒政肩側が経文をつけた地

安定対策を講ずる⑦緊︑市︑凝漁

元の協力条項を除けば︑いずれも
る②劉業団は約三年闇の修理終了

配慮する⑥科技庁︑凝は﹁むつ漏

後﹁むつ﹂を新定係港に園航する

灘蘇魚価補償など九項目
長崎興・佐世保市が政府に︹む

益還兀の法制化﹂はこれまで規定
のない原子力舶定係港を対象に地

科学技術庁は﹁むつ﹂定係港選

科技庁がまとめる
三法に準じて法舗面から優遇細塵

質に利益がもたらされるよう襯源

﹁条件﹂が盛り込まれた︒

つ﹂膨理受け入れを正式園山した

遡は﹁むつ﹂修理に立ち会える⑧

益還元を検討
熊谷畏窟が方針

薄える方針を明らかにした︒﹁利

③峰理期闇申︑凝は原子炉運転モ

き︑粟東・霞が蘭の科学技術庁

長崎霊知購︑辻一三

協同綴禽遡日金会獲の五暫は﹁原

となどを取り盗めた︒

った︒このため綴じ塾内で作業し

の少麗の轟孔汚染したことがわか

ていた五人についても調べた結果

定の基本条件をまとめ︑ご十五鼠
午後開かれた自民党原子力船対策

四群群キュリー以下の微懸の轟孔

を講じることを恵議したもの︒

特別婁贋会︵根本竜太郎委白丁︶

汚染が判明︑全翻除染した︒摂取

熊谷科学技術庁擬官は二十五霞

熊谷撰宮は八月一臼から二︑三

に重態として説明した︒﹁むつ﹂

騒は酸大許容騒の約五百分の一︒

子力船﹃むつ﹄の佐世保港におけ

佐盤保駅長︑注江正三擾騎凝漁業

擾︑久保勘

一彦日本原子力船開発購業団理購

で︑熊谷太三郎科技庁擬宙︑野村

新定係港への利

のを受けて︑二十︸闘午後一時す

水を船外に放出せず︑慶塊繋金に

＝﹁鵯凝画一＝＝胸＝號﹁魏噺＝隔豊里繭﹁胸＝＝畿罵＝︑＝二一＝二巴＝胸＝一二鴨﹁ミ一二＝蝋＝佛﹁＝窺﹁零＝＝＝鴨薫＝一二︻＝禰＝＝＝一昌＝＝﹁㎜一

済ませており︑茨城興の間恵が得

麗本体を三哲八十六懸円で発注を

成させる謝画︒すでに原研では装
JT−6Gは五十三純度から五隼

挙

日の茅定で轡森興を訪れ︑栂森側

は定係港重壁で出力上食試験を行

グローブ損鰯が汚染原齪と推定︒

の翻議後の認暫象見で︑﹁むつ﹂

名︑科技庁・原船瑠業団は︑hむ 薪門訴港選定の墓準について︑①

の無漏協定当翼蕎らに義理港決

うほか燃料交換や鍵用済み燃料の

る膨理に關する愈態協窟繍﹂に魍

安全性について地元の理解が鰹ら

定のあいさつを行い︑大湊港に係

貯藏などを定係港で行うが︑その

つ﹂自重係港を早期に決定するこ

れる②必璽な施設が鮪えられる⑭

留中の﹁む2を視察するσ

衣浦研究所で近日中に岡岬テスト

冒処理装

NFCE結論、55年2月か

地元への利益還元が図れるよう思

機器発注と工事の準備中で％また、

を有するベルゴユユ門クリエール（ベ

その後、目三衣浦研究所でパイロッ

濃縮国産化へ全力

潮化を検酎する一の三点を塾本に

欧米で数多くの実績と優れた技術

，nし

国際問題懇・第5回会合

五暫協定の合愈は①科技庁︒原

匪ヨ騒願

騙

瓢
㍉ 鳶、、二二 糠
原研が立塘を申し入れた向山工嬢団地

船路謎殴は新鶴係港を阜期決定す

原子力醸鱗本部
策京翻千代田区大手町2−2−1〈漸大手町ビル〉

閣建屋）の設計役務を終了し、現在、

糠賦囁

B揮プ貸セスを醐発、箋用化

原研ではこれらの換補地について

㌦

⑳日羅株式門門

技術導入

麟

理施設（固化装羅、固化体貯蔵、金

縫本原子力研究所に納入しました。

ベルギーからエクス塾ルーダ方式を

圃化処理装置を舞揮プロセスにより

総合エンジニアリング

翻

再処理施設向けビチ館メン固化処

日揮は、わが国第1号のビチュ門メン

いただいております6
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聯

懸、

大洗
水戸

酬

燃料開発事業団から使二士核燃料

容易③國化体の浸出性が低い

東海村

懸子

最新の技術を各電力会社より採用

羅

灘響一

①減胃性が大きい②三鷹の保守が

常陸太田甫

轟

する技術を導入。すでに動力炉・核

トプラントによるテストを続けており、・

ビチューメン固化処理の職長

①〜丁一60のほか将来の核融禽炉 がかりで建設︑五十無代宋には核

歎凄
麟巨

幾
﹁むつ﹂佐世保港修理舎意燧寵欝に唱名ずる熊谷畏買ら五山

○
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原子力産業の発展に貢献する財軍の総合工読ジ島 アリンク狡智

聞

憎
憎

力

原

東南照ン第二の原発国 に
五号六号機も古里で着工
韓國初の原子力発電所が完成︑二＋臼︑朴大統領が出席して開筋式が行われた︒完成したのは韓国罐

力が慶南架山郡長安面古里に建設した古塁一弩機︵加圧水型軽水炉五十八万七千KW︶︒米ウエスチ
ングハウス︵WH︶祉が孟契約者となり︑一九七一年箪月一工以来七年瑚か月ぶりで運開にごきつけ
たもの︒これにより韓国は世界で二十一番目︑東爾アジアでは日本に次ぎ二番國の原子力発醗国の伸
聞入りを果たした︒また同霞︑吉里に設躍する五︑六辱機も魑工した︒韓国では二〇〇〇琿時点で当
初の蟷力賑給計画より二十五墓多い四十六基の原子力発電所設薩を計画しており︑一三機の完成は名

発醒機に七か国八社に国際隔心の
招請が行われた︒これに灼し九月
原子炉で三か国万別︑発電機六か

国七社が応礼︒米WH︑仏フラマ

八○〜八一年

に一千万KW

エネルギー拡大の方策とともにと

ネルギー節約強化と水力など國産

十万KW︑七六隼五百八十万K

年四蕩五＋万KW︑七五年五臣四

子力発電所四百五＋万KW︑七四

サンチ⁝ム︵約五・謹〜六円︶で

H当たり発電コストが十一十一

フェニックス

難︑スト︵最近では

着工した︒この建設は技術的擁

万KW発電駈で比較すると一KW
W︑七七奪六颪十万KWの建設に

られものである︒原子力は薦三十

石炭火力の饗一丁士ニサンチーム

仏︑原発建設齎工区決める
︻パリ松本駐在鼠目フランス皇

で八週間︑グラブ

行政手続きの停藷などで︸年閤遅

〆

さ

ド

さ

ノ

ミ 〆

フランスは〜九七〇一七三年原
！

ミ

ノ

〜

二百億霧節約︶は八六年にしか達

〆

成できない︒

ノ

トリア周辺諸薩がしきりに原発を

さらに大きな剃激としてオース

は野党との交渉に入ったが︑人民

きない︒そこでクライスキー酋相

党は放射性廃棄物巖終処理条項が

一〇〇％出力試

くでも数基が建設・計画中だ︒

ユーゴスラビア︑スイスの国境近

れに紺して人愚子のタウス総裁は

票にはこの法薬が付託される︒こ

選

営業所・東京03（765）1712㈹

スーパー・

軍はこのほど︑定例閣議で一九八

れている︒七五年の当初計画では

き

来無十月の総選挙で原子力問題

が政治化するとスウェーデンで中

＋万KWを建設する計藏を作成し

石蘭︑天然ガス︑石炭︑水力の供

建設していることがあげられる︒

議会で議決された法案しか付託で
たが︑実施できず︑反離派は放射

ー輸入依存度は環在の矯要の六四

給騒は減少の見醜しで︑エネルギ

ずと原子力推進の論拠をあげる︒

五︑六号機はいずれも九十五万K 北七十菌規にあり完成しているが

性廃並物貯蔵︑放射能漏洩および

今年三月四日︑

から韓国電力に引渡された︒

八−八三庫には五・七％に落ちる

決は国民の自密にまかせるべきだ

くクラノクス》

トム︑西独KWUが原子炉受注を

した︒結局︑今隼雨月︑五月に原

めぐって激しい売込み舎戦を展開

〜八・二円︶よりも割安だ︒こと

工懸を一千万KWと定めた︒この 十四一十五サンチーム︵約七・六

エネルギ⁝消費璽石油換算一徳四

八五年に四千万KWの圏標︵〜次

リーヌで三週聞のストがあった︶

に燃料費は︑重臣九一十サンチー

︵約六・五〜七円︶︑璽醸火力の

答型で建設︑自主技術を蓄漏し機

子炉はWH社︑発電機はG罵C社
○一八一年の原子力発電所建設着

副︑施工にいたるまで韓国電力歯

器国産化の促進を期す・

決定は①石磁懸格が値上りの見通

ム︑石炭七サンチームに対してウ

が供給契約を掌中にした︒

しである②一九八O年代には石抽

五︑六号機については昨年六月
原子炉系統に対して四か国七社︑

が不罷する見通しである③フラン

ノ

千万ゾのうち五千五蕾万ゾー外賃

国民投票11月に

さ

て影響が小さい︒

ラン三サンチームで緯上りに対し

〆

らない一という配轡からで︑エ

存度を低下させてゆかなければな

スとしてはいずれにしても石油依

㌶け男からむ国内政情
二隼着工し︑七六犀に運開が予定

によりオーストリアは二十四億K とになる︒このため財界︑産業界

を演ずる駒下もある︒そこで本当

央党に敗れたパルメ首相の二の舞

限り赤字は膨張の一夏をたどるこ

も弔く運開することを希望︒運開

WHの士力を外国から購入Q岡年ではツルナーフェルト原発が一刻

給できたはずだが︑原発建設遅延

が決定され西独KWUに発注︑七

ア政府︵祉会党ブルーノ︒クライ

されたが︑原子力の利益と安金性

︻パリ松本駐在鼠ロオ⁝ストリ

スキ⁝内閣︶はこのほど︑ツルナ

ーフェルト原子力発籠萌︵KWUをめぐる論學はオーストリアにも
製七＋万KW・佛薦水型炉︶の運 覆及︒ツルナーフェルト原発もこ

実ともに本格的な原子力発醒時代到来の懸開けを告げるものとなった︒

転開始を決める国民投票︵覆権者

は色気後退で電力需要が停滞︑水

主技術の開発︑国内産業基盤の強

の渦にまき込まれる形になった︒

化︑経済性岡上が当面の原子力開

中の国民投票構想がでてきた︒

サイトで︑三署機︵電気出力六十

すれば葎問十億シリング︵約資六

韓国では二階機が古里一号機隣接

力が宴座だったのでこの程度の輸

開所式を行った古里原子力発霞

社会党内閣は七六矩九月︑一九九

十億円︶の外貨を節約できるは

Wの袈水型炉で五曙機は全四 運開の認司が下りていない︒国民

環鷹汚染の建設工製中断をも要求

オーストリアでは国民投票には

五西万入︶を十一月五臼に行うこ

入ですんだのが現状だ︒

所一号機はWH社が原子炉系統︑

米GEC社がタービン発電機を製七万KWのCANDU炉︶が
発月
の課
城題となっている︒

〇薙までに新たに原発三基三菖蕪

投票に騒るまでの経緯にはエネル

また自由党は一地域の課題を国民

明らかでないとして妥協を拒喬︒

中展期にはオーストリア国産の

とを決めた︒同原発はウィーンの

ギー確保の要謂とオーストリア政

一号機の完成にあわせ麹工した

年九月︑六弩機は八十五年九月の

で建設途上にあるなど原子力計画

韓国の電力講要は経済成長率の

完成を冒指す︒一調機と同様に原

が順調に進んでいる︒

伸びと対応して過去十隼間︑年間

作︒建屋は原子炉系統を現代 建

ぞれ請負った︒昨蕉四月に燃料装

卑均二〇％の謝で増大している︒

設︑発電機系統を東亟建設がそれ

を達成︑出力上昇試験に入っ た

越したあと六月十九日には初臨界

諸のヤスロフスケ・ポユニーチュ

チェコスロバキアの国境から五十

は七二年末に運開し︑七十i八十 した︒結局︑ツルナーフェルト原

には託するのは妥当でないと
原発︵十四万KW︑GCHW投
R票︶

予測されている︒心月輸入騒は一

九七〇一七六年に三・三倍も増撫

付託し︑その通過をえた︒国民投

発の運開を認可する無題を嚢決に

％から八○無には八○％に拡大が

し︑貿覇収隻赤字の一二％を占

七墓が建設される︒ハンガリー︑

めるまでになっているQエネル 詩の範囲には一九九〇隼までに十

した︒嗣原発は建設コストが八十

〜五醤万シリング︵約四千八覆

円︶︑遡開が撰れると〜日三筥万

ギー需要の拡大は七％から一九七

子炉系統はWH社︑発億機系統は 情が摸雑にからみ︑国民投票自体

人民党のヨゼフ・タウス総裁の灼

万から八千万円︶の撰失がでる︒

このため韓国政肩は長期爾源開発

決になるもよう︒

予定翻り運開すれば七七無には

計画で八O年までに総設備容壷を GEC歓が供給︒総工籔は建設にもクライスキi首相と野党第一党 憾シリング︵約二百二牽八簿

ツルナーフェルト原発会社フェ

からの異常が鞭つかって孚彊しし

定本千万が︑あわせて二十億四千

アブントゲゼルシャフトは一九七

が︑一〇％出力段階で復水器配籔

を瀧たす方針︒このうち︑三一％

万がを兇込み︑十三億七千万が

約二千万KWとし︑急速な羅要繕 十八憾五千万㎡︑初装荷燃料に︸

までを溶質調託する︒一号機と

たためスケジュールがやや遅れ︑

三八％に肉薄させ︑石癌代二化を

験を兜蟹︒四月二十九臼にWK社 までを原子力で賄い︑石油火力の

の一に当たる四十二億KWHを供覧込みだが︑原子力を拡大しない

オーストリアの総発電羅の六分

フ・パルメ総裁が原子力聞題で総

だ︒結周︑クライスキー門タウス

と孤立した形になっているよう

栢に分があるという兇方が強い︒

両政敵対決となりクライスキー首

ている︒パリに近いこともあって

荘に移ってきた人達から構成され

とらない方針をとっている︒

請手続き始める

公益事業認可申

ルト原発について単独では帰任を

慎露になっており︑ツルナーフェ

断で決めたとして批判を受け︑表

にしたが︑嗣総裁は党内からは独

反対運動を展開する態図を明らか

〇雪国得電力会社と七地域田力会

離れたケープコッド湾に位置し︑

りの鵬として一般欝民に開放さ

その周辺海域はレジャー周の魚釣

れ︑原子力発難所が往民と密接な

ている︒

選挙に敗れた引台をみて︑きわめ

住んだ経験をもつクライスキー首
同発霞所は︑大西洋岸のマサチ
ューセッツ州プリマスから八難層 欄はスウェーデンの社会党のオラ

しかしスウェーデンに十二年間

社によって設立︒七一年原発建設

トリック社製沸騰水型軽水炉︶

十七万KW︑ゼネラル・エレク つながりを持つだめの一助となっ

リム原子力発電所一溜機︵出力六

ホストン・エジソン社のピルグ

ピルグリム原発

ャー用に開放

周辺海域はレジ

ちがって契約はターンキーとはせ

な冷却システムが採購され︑その

ず︑機器・資材の購入から詳細設

敷設工購の進捗も順調だ︒

強力に推し蕉める︒このだめ原子

一難機の運關で韓国の総発電容

に一九六八年一月︑細田運転に入

︻写翼︼睡サンオノフレ原子力

ウス社製加圧水型軽水炉︶はすで

っており︑ご︑露編機︵出力各百

と工蟹申の冷却システム︼

蝉一⁝一

麗は六百五十九万KWとなった︒ 力機麗の国産化促進を柱とする自

驚臣
ンジニアリング社製加圧水型軽水

フィラデルフィ

十万KW︑コンパッション・エ 発醒所︵左から︸︑一て三弾機︶
炉︶はそれぞれ八一鋸︑八三年の

アに安定供給

門寡轟1ーピルグリム原発一弩機
と排水路︒左に二弩機が建設され

は︑来国でも数少ない海摩立地の
原子力発電所の〜つとして︑一九

セイレム原発

ている︵七七無六月には一万人の

て発表してからデモが繰遊えされ

その他非破壊検梅機材一般

新時代の探傷技術のために、積極的に挑戦しています。

営業部・東京03（762）4451←代）

名古屋052（853）1461㈹大阪06（453）2301㈹

応力蕪麟

工場・久里浜0468（35）0935㈹

CORPORAT王ONを

AEモニタリングシステム

特殊塗料はいつも、チャンンジ・スピリットノ

新たな冷却シ
ステムを採用

口汚染防止法の墓噸にのっとり︑

二︑三弩機については︑連邦水

運転驕始を濱標に建設巾だ︒

カリフォルニア州における新規

温排水の拡散規鰯に台致する新た

︻パリ松本凪駐在︼フランスの

盤公社︶が一九七五年候補地とし

皮紺が強く︑鷺DF︵フランス鍵

オープ興知肇はこのほど︑県会で

十一一診で人家から離れている︒着

反対デモがあった︶︒敷地は鍛鋼

四三ーブ墨知事

工業相がノジャン・シュール・セ

るU

は他の十三電力会社と共有で︑

を踏まえ︑ボストン︒エジソン社

ーヌ︵パリからセーヌ川上流颪詩

た︒この五無単におよぶ還転実繊

来M年︑二弩機︵出力百十八万K

綴︶に原子力発語所︵暫三十万K 工一九八O璋︑完成八六年の予定

七二俸十二月に商業還転を開始し

水炉二月︑出力各颪十万KW︶ デラウエア川の興摩に立地してい

スチングハウス祉製加圧水型軽

る︒発電所建設のために農さ五詩

W︑コンパッション・エンジニ

ニュージャージー州セイレム近

は︑一号機が七六年十二月に送

綴︑蠣一・六詩綴の人工翻がつく

W︑撫厳水型炉二基︶建設の事誤 だ︒高さ頁八十層の冷却堪が建設

郊のセイレム康脳力再思所︵ウエ
で︑セイレムから士二日摺南西︑

露を開始︑七七隼六月に商業運転

アリング社製加歴水型軽水炉︶建

ン︑癌田︑精樒所︑空港などがな

される︒政府は付近にパイプライ

設に勝手する予定だ︒

桑中認可串謂黍続き開始を認めた

いことからサイトとして適切と認

られた︒多騒の冷却水確保が容易

ことを明らかにした︒ノシャン・

めたのである︒

なこともあり︑サイトに選ばれ

綴暦機の建設に際しては︑周辺

シュール・セーヌは人口一万の村

に入って以降︑順調な運転実緻を

難民の八Q％の賓無投票を受け・

で在来の家と逼職してパリから別

あげ︑フィラデルフィアでの安定

の態勢確宣に力を注いでいる︒

た︒なお二層機は建毅中で︑七九
年五月に運転開始の予定︒
︻写翼1ーセイレム原発一︑二馨

機M

関係習の愈恵のもとでの建設電鍵

した醒力供給源となっている︒

同発電所は︑パシフィック︒サ

をはじめとする溜息力会社の所梢

ービス︒エレクトリック＆ガス社

設立するなど、万全を期しています。

〒143

紫外線探傷弱

中東、東南アジアでは、ASM￡（米凹機械学会）認定取得が

広島0822（44）0400㈹九醒し1093（921）2512㈹

必須条件になっていますが、特蘇璽料はいち早く対応。

τEし03（777）1852㈹｝

《スーパーライト》

さらに近年、各種製品の輸出に際し、アメリカを始め

特殊塗料株式薄霧

《スーパーグロー》

本社・東京都大田区洩王2−3畦0（大森三菱ビル）

磁粉探傷剤

研究・開発は、今や泄界のトップレベルに達しています。

染色漫透探傷剤

ND｛探傷機赫専門メーカー／探傷技衛犠ンサルタント

《スーパーチェノク》

明圏の探傷技術に挑むパイオニア

蛍光漫邊探鰯装置各種
磁歪探偶装畷各種
渦流探傷鼠壁各種
超音波探傷厨口各種

75年には、技術提供会智としてTESCO

サンオノ7レ原発

の原子力発甲所立地は︑同州の原
子力規制三法の適用で厳しい状況
となっているが︑ロスアンゼルス

フレ原子力発羅駈の建設工覇は︑

南方のサンクレメンテのサンオノ

数年後の大型炉運転開始を目指し

韻盛期を迎えている︒

同発露所はサンクレメンテから

八州一処の太平洋摩に位翻し︑露

カリフォルニア・エジソン︑サン

ディエゴ・ガス＆エレクトリック

ザ

三璽ハ 千 K W ︑ ウ エ ス チ ン グハ

両社の共有︒一讐機︵出力四 十

呼

な》穿寒毒忌歯並ぎ愚

《スーパーマグナ》

浸：透探傷、磁気探傷を始めとする探傷技術・製贔の

、

蛍光漫透探傷剤

特殊塗料が非破壊検査のパイオニアとして歩んで20余年。

外
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O

﹁柔軟な財政措置必要﹂
電源立地の許認可促進も
福罫︑福鵬など原子力発礪所計画のある牽四興支部運合会で構成する﹁自曲民霊党・原子力発電推
逓都通府累逓絡協議会﹂は二十一日︑科学技術︑還産︑大蔵︑霞治など関係省庁に対し﹁地域住民の
立堀に立つだ原子力政策を強化する﹂よう璽墾露を握出しだ︒主な垂雪は①電源三法の群雲的還営な
ど財政描圏の強化②躍力会社が実施する環境膨響の政府によるクロス調査②原子力発電立地地域歌誌

ものから予簾要墾を行うなど実現に努力したい﹂との蓄え方を明らかにしたQ

整備楽日の作成④許露可の促逢11など︒これに対し同日︑要望を受けた熊谷科技庁長窟は門できる

総合的振興を図る必硬があるとし

⁝などが必要︑としている︒

③放射性廃棄物処分対策の確立⁝

進︑大規擬養熟腸造成を実現する

法令描躍を求めている︒また︑国

確にすべきだ﹂と黙認︑騒騒的な

は地方公共薄雪に求める機能を畷

これに対し提諮を受けた熊谷運

としている︒

営は﹁なかには墜ちに実現するに

のから予騨騒騒を図るなどして爽

は磁難なものもあるが︑できるも

また︑﹃立地健逓対策﹄では︑

ている︒

いて﹁現在︑地方自治体が豊実上

このほか︑同日の会倉で焦点と

現に努力したい﹂と述べた︒

と地方公共照体の疑体朗分担につ

とを行うべき国の論難が整鮪され

実題している広報︑放射線監視な

これらに対し︑政騰は︑できる

現に努力していく方針︒

ものから予騨要豊するなどして実

よるクロス調査が必饗だ︑と揺

地元住民の儲頼を得るために電力

摘︑さらに許認可齪度について

会社が実乱した影響調査の政麿に

特撮で安全性研究などが行われて

また︑﹃立地地域の総命的振
内で調整し許認可の握進が必要隔

化﹄では﹁発議所周辺の環塊モニ

さらに︑﹃安全艦の拡亮︑強

と強調している︒

子力発電緊に対し︑塵藁の磁慶

備計画の作成が墾点︒これは︑原

タリングは国の遜圧で各種調壷懸

興﹄は原子力発趣立地地城総合整

化︑魑用の超大︑興民所動の向上

立地促避対策交付金を生体とする
致上のメリットとなる﹁地域別聡

誘灘施策を講ずるほか︑他産業誘

がねらい︒原子力関逮薩簗の特罰

うとともに②温排水影響の解明︑

全協定扁について法的齪付けを行

というのが璽点︒このほか︑﹁安

窟槍体への験徳指醸を拡充する﹂

嚢鰹の主な内容は︑①原子力発

温排水利矯騒獲殖試験研究の健

口評価手法を確立するとともに︑

電所立地に伴う財政難躍の確立②
気料金﹂棚を潮入するなど地域の

町尽を含め漿全城に波及させるの

昭和四十 九 鉱 ︑ 電 源 三 法 が 施 行

ことが必璽﹂としている︒躍二合

を図り︑原発立地の効桑を寸地帯

されてから約四年︒この間︑発電
安金対策の拡充強化③原子力行政

題︒この問題については﹁国の機

関で纂期に解明し対硲方法を明示

ンのような冬興薬毒の諜題につい

することが不斑欠﹂門プランクト

て国の建山で早期に結論を出す必

るのが愚論興の繕え方︒福拝︑茨

要がある扁一1というのが各凝共

べき助成措麟︑法制上の改憲につ

に法的齪信けを扁とこの警え方を

いて茨城興は︑﹁総愈的解明を図

心素︑まだ福井興は﹁磁調審に対

確にする前簾がある扁と櫃摘する

通した脅え方︒このため羅が行う

とともに︑安金協定についても

興は︑国の出先機関の設繍隠期に

原動研が年会㎜

8月懲Bと9月一日

た◎

だ﹂などといった愈毘が嵐され

また北海遵からは﹁放酎性麗麗物

いて特劉の配磁が必験扁と指摘︑

るため︑國蜜による体制強化につ

一方・地元との趣けい体制につ

襲付けを﹂としている︒

﹁通報運絡︑立入調査など法的な

する知嚢の二又について法令上明

城両興も門放射線監視などの業務

的に明確化する必要がある扁とす

なったのは温排水影響調査の間

いても原発設瞬蓄に調董義務を法

の規制と同様︑湿排水の排出につ

利薇の地元麗先搭麗として定魑︑

ていないため︑これらを醐の委託

いては﹁国は原発の安全性に対し

制上義務付け︑国の指鯨監懸下で

﹁電源立地は農地転鰐︑保安林解

横極的に住民灼応を行う必襲があ

調簸肉漿等を評価し︑財嚢すべき

会運用改藩の饗豊は︑現行の蹴源

いるため︑この安全研究は一般会

る扁というのが各緊共通した論え

制度の改藩④雌城の総含的振興⁝

島漁協︑﹁賛成﹂へ

イトことに擢限ある国の聯門職澱

ついて﹁織発建設以潮から設鷹し

出

奪ごとに炎 付 単 領 の 引 き 上 げ ︑ 年

慶﹂について﹁その配分︑使途な

実務として療治体が行うことを法

原子力発電立地推進懇談会の第

方︒これに離し福艸県は﹁国はサ

法令との照覧が多いため︑敬府部

益回会禽が二十︸日︑東京の赤坂

除︑澗川占用︑滋路占川など各樋

プリンスホテルで開かれた︒象禽

両用にするというもの︒

に残っていた出翻漁協の今回の軌

では︑今春の第二二会命での検討

計で処理︑罐源特会は﹁交付金﹂

二藍配により同原発建設に伴う関

を受けて提出された各凝の原子力

1など︒このうち︑﹃財政描翻の

どについては立地興の蟹盟に即し

てきている ︸ 方 ︑ 七 月 に は ﹁ B 本 確 立 ﹄ で は ︑ ま ず ︑ ﹁ 交 付 金 制
立地センタ ー ﹂ が 稿 極 的 な 躍 発 立

地域住民等の不安解消に努める必

る﹂との慧覧が出され︑近く再慶

問題で︑翼度横識する必要があ

佐蟹編興は門原発行政は国の轡管

新潟の両興︑これに対し北海道︑

協力する立場﹂とするのが福島︑

結粟を反映させるべきだ﹂と述べ

審査に地が公共國館の贋境耀蜜の

と捲摘︑象た福井興は門国の萎萎

クロスチェックする必要がある

藍本原子力塵叢金議は来たる八

月鑓十一田と九月一沼の両譲︑璽

第十五膿原子門閥研究会喝食を開

票・平河晴の都道府緊会館別館で

く︒

鑓会は岡研究金禽暴が過二一鋸

聞︑十のグル1プ編成により開発

利期に俸う譜問題について調査︑

会︒両厳とも午削九赫然会︒一一臼

醗究を璽ねてきた重三の三儀発表

目には研究発表にひきつづき午前

十一鋳から﹁原子力システムの総

安全性﹂を統一テ⁝マとしたシン

覇難磁

騨

襲

灘醐藍鼠類噸繕

蹴

跡懸鞍

噸

懸

︐

罷

亀圃r司器

鯛毒

罰w呈

珊

■，
蹴鵬

門電源特別会計については︑霞源

て出そろうことになった︒

遡漁協の門建設同葱決議偏はすべ

隈の延農な ど 弾 力 的 運 用 が 魍 ら れ

地短策をス タ ー ト ︒ わ が 国 の 躍 総

〜つ﹁漁業権消滅﹂の対象となる 体的提需﹂をタタキ台に八二に藤

要がある篇としている︒このほか

を常駐させるべきだ﹂とし︑薪酒

見を交換︑﹁地方自治体の役割明

地方行瀬のあり方についての門興

確化を﹂門畢慧に温排水問題の解

しかし︑関遡ヨ漁協のうちただ
ては執行部に一任する﹂との議案

女川町漁協は昨鋸十一月の総食で

乱?町漁協も近く総会

策北二巴が宮城興牡鹿郡女川・

建設には岡律したものの︑漏業

て弾力的な運照を織る必要があ
る﹂と髭摘︑﹁駕限﹂徹廃が指摘

が鑓成哲二対反対九十二票で胃決

立臨地城振腿謝画も 総舎的推逸

へ向け薪しい段階を迎えているも

され︑条件の内容については執勲

﹁温習権消滅﹂を問う臨晴総会の

行政であり︑国の全磯鶏で実旛す

﹁地方公共心体の巣たすべき細霞

るとともに︑防災謝爾について

都肝癌興会館で

牡鹿町に建設を予定している女川

﹁安金審鷺会の欝査終了蒔に︑地

原子力発露所について女川町・出

﹁温排水膨懇調蕾交付金﹂ ﹁広報

明が必要﹂1⁝などの無縫が浮き
彫りにされた︒

権消滅扁案が習決され︑ムツ轡六月

った︒

に指われた定期総会でも進獲がみ

して盆愈形式を図るレ︵薪潟︶一

また︑環境審蒼のあり方につい

﹁巾央でシンポジウムを聞くなど

られなかったため︑今年宋に予建

欝﹂によると︑ま費原筆力行政で

元で説明金を開く﹂︵褥井︶︑

同原発建設に蘭遮する漁協は︑

されている応格癒工に謝画通りと

⁝などが電な要離︒

閣催が予定されていることから︑

る必要がある漏としている︒こう

て北海激は﹁環麓彫響調董は国が

今後の建設スケジュ⁝ルは今回総

弁︑茨城︑北海通の各掻餅は﹁国

した論え方に基づいて福鵬︑禰

の異体的例添を示す必要がある﹂

会のいかんに大きく左右されるこ

ポジウムも併催︑安全問題を総ざ

で懇親パーティーが開かれるが︑

半から該鵬隣接のレストラン寵士

らいする︒また︑この日等後六聴
チャーを受け難論を行う予定で︑

原動研卒業生なら誰でも獲加でき

このほか必襲に薫じ関連グループ

合間の研究会︑見学会も実施す

てきた本研究会も︑園を璽ね︑今

四千入が原鋤研から騒立ち第一線

年は満二十周年目︒この闇︑延べ

る︒﹁康動研﹂の愛称で親しまれ

理・廃建物処理︑増殖炉︑燃料︑

る︒昨無度と同様︑経済︑解職制

プラント建設︑放射能システム︑

御︑丁子蝉安全︑早歌裾合︑再処

の禽舎講座︒綴々メンバーがグル

照究慰論

新規会員の募集開始

とになりそう︒

が霊体で︑地方公共鐡捧はこれに

繊麗から出された﹁翼休臨提
﹁女川町漁協﹂﹁江麗漁協﹂﹁出

ては墓案的に﹁原発寛地行政は畷

の国と地方公共団体の豊島につい

爵で興体的に詰めていくことにな

されている﹁放射線監視交付金﹂

対策交付金﹂については﹁瑠額︑

漁協が条件動きながら﹁転成﹂へ

n条件付き蟹成﹂を決議した︒岡

門饗盟﹂は︑さらに霞源立地二
軌遵修正を行ったのは︑同源協が

勢︒しかし︑今審の定期総会でも

翻瀕協﹂の三篶協︒このうち江厨

この含愈協定錨締結の舐とし

﹁女川原発問題は避けて通れない

りかかれるかどうかは微妙な繭

騒漁協は十八日開いた臨時総会で

のの︑依然 ︑ ﹁ 交 付 金 の 配 分 ︑ 使

の発展につ な が る 抜 本 的 対 雛 が 不
萄久化が必要﹂としている︒

途に弾力欝 欝 周 を ﹂ ︑ ﹁ 地 元 の 麗

胃欠﹂一1 な ど 強 力 な 地 元 鰐 策 が

進に菓たす興の役劃の璽要さを指

晒二三＋四年八月の臨時総会で

求められて い る の も 獺 郷 ︒ 今 織 の
膚民党漂亭 力 繋 連 の 饗 塑 は こ う し

に現行の電源黛地盤逸対策交付金

摘したあと﹁行政総務などのため

九鋸ぶり︒同Bの総会では﹁建設 町漁協も昭和五十二黛十〜月に

て︑本錨五通を作成し︑甲︑乙︑

甲

で活躍申だQ一部試訳によると七

・、

入室管理システム／CCTVシステム／熱線感知警報器／震動感知警報器
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業

力
た地元の饗 蟹 を く み あ げ ︑ 総 舎 的

と別糠の興に対する交付金制度を

に条件付きで岡窪し︑条件につい

﹁原発誘致垂垂﹂を淡議して以来 漁協は昭和五十一鋸三月に︑女川

地城政策を 確 立 す る こ と に よ っ て
原発立地促 逸 へ の 墨 盤 づ く り を 図

薪設する必嬰がある﹂と強調︑

の膨理が円滑に遷行されるよう協

＝＝騨就鱒＝罵一瓢一＝冒需一謄一騨二＝＝脚＝一＝一躍一＝＝二＝＝一＝二一＝瓢一＝ニニ＝一輪一篇＝■二雛＝＝＝＝＝轍＝一齢一＝二竃＝一一騨＝灘一榊＝冒帰二＝ニ：脚＝一一一刀一鮪一一樋一榊鷲：騨＝＝＝轍＝＝二雪コ榊＝薗一一一＝一＝二＝二一

﹁建設岡悪﹂を決議ずみで︑酸後

ろうとするもの︒

修理の期闇中︑丙はこれらの鍵を

九︑この合愈協定露の実施に関

力するものとする︒

四︑乙は︑﹁むつしの佐世保港

し︑疑義を生じたときは︑甲︑

預かるものとする︒

における膨理に係る放酎能監視体

乙︑丙︑丁または戊が協議して決

における膨理に当たって・一次冷

丙︑丁および戊が記名押印︑それ

めるものとする︒

し︑﹁むつ﹂の俊世保蔭入港を待

に︑環境の保全について＋分配齪

却水を船外に放出しないととも

五︑乙は︑﹁むつ﹂の俊世保港

鰯を艶備強化するものとする︒

たずに新定欝欝の選定のための努

定係港を皐糊に決定するものと

一・甲および乙は︷︐むつしの新

配

原子力船﹁むつし五者協定の内容
原子力船 ︵ む つ ﹂ の 佐 世 保 港 に

内容は次のとおり︒

おける膨理 に 関 す ゑ 口 癒 協 定 轡 の

力をするものとする︒

科学技術 庁 擾 宮 熊 谷 太 三 郎 ︵ 以

下爾という︒︶︑日本漂子力船開

熊谷論戦蔀

科学技術庁餐富

昭和五十三無七月二十︸田

ぞれ一通を保有する︒

る風騨による魚価低落に対する魚

六︑甲お・よび一等は︑﹁むつ﹂に係

するものとする︒

発麟簗圃理蟹擾野村一彦︵以下乙

二︑乙は︑﹁むつ﹂の依盤保港

備翼翼対策として必嚢な甘露を講

︵以下丙という︒︶︑佐盤保市擾 における約三年間の膨理が終了し

という︒︶︑擬嫡興知甥久保勘一

た後︑﹁むつ﹂を新鰹係港に回航

〜八年後には核燃料サイクル鄙門

秘本原子力塵業謀議は原子動力
するものとする︒

国務大臣

辻一三︵以下丁という︒︶および

調査︑研究︑これらの成果を﹁面

保健安全の十グループに分かれて
年度同様︑十のグル⁝プ編成で行

研究会の昭和五±瓢館慶響動謙

ープを編成︑開発利嗣に伴う譜闘
日本原子力船關発瑠業団理

となった原動

題について霞叢酌な調査︑研究を
野虫一彦

肉入

だけで一万人近くが必要ともいわ

墾加費は一名一グル⁝プにつき

れており︑

会﹂で発表する︒

月から来庫八月まで一隼間を対象

ものとなってきている︒

碍の漿たす役國もそれだけ麗襲な

行う︒計画によると︑今隼度は九

爾込みとも原薩・技術課法で︒

七万六千円︒財細闘台わせ︑既記

にとりかかった︒

に︑原則として毎月一圃︑特定項

うことなど決定︑無規会暴の聾簗

欝については内外騨門獄からレク

辻一三

本研究会は原産の金型各社職興

久保勘一

癒対象とした︑技術者獲成のため

俊世保市擾

控江正三

擬麟興漁業協岡組合適合会
会長理繋

蝋

関連自治体が具体的提言

擬繭藥知瑠

長繭凝漁業 協 岡 組 合 遡 源 会 会 擾 理

七︑丙︑丁および戊は必襲に応

ずるものとする︒

じ︑﹁むつ﹂の妊蹴保魅における

藁・乙は︑﹁むつ﹂の佐世保港

膨理に立ち会うことができるもの

への回航に先立ち丁および戊の立

スイッチの鍵および制御櫟駆動盤

会いのもとに︑原墨炉運駿モード

とする︒

瑠住江正三︵以下戊という︒︶は

という︒︶の佐世保港における総

の鍵を︑丙による旋錐確認ののち

原子力船﹁むつ﹂︵以下﹁むつ﹂

点検・改膨︵以下膨理という︒︶

丙に引き渡し︑俄徴保港における

八︑丙︑丁および戊は﹁むつ﹂

の通盈口愈する︒

が円渦に遜行されるために︑下配

ナき認

金庫つくりの豊かな経験が

羅針

モ

ス

ハ

れ

影蟄でコ 瞳
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原

計画された発露所の設計と

るために必要な修正︒

B
運転の衆愚性に関遮して︑建設許

．計画的建設に

法改正は必要

額な投資を開始する前に︑有効な

のであるならば︑題気嚢業者が巨

限ない運延に直面している︒

黍続きのために︑中断もしくは際

要件を満足しつつも︑州の許認可

行して︑産業界でも標準化を受け

ため︑スタッフを訓練するのと並

特異な立地縮織嬰項に限定する

認司義務の安定化および︑審査を

の許認可関逮遅延の記録は見当ら

無一月の㎝青本⁝には︑二か月闇

役立つちのと期待される一九七八

遅延を説明するものとして大いに

建設される発甲所の立地許可を交

る類題点は︑ニューヨーク州内に

ロングアイランドの場禽︑主た

るものと確信している︒

入れ︑固定した標準設計を維持す

可研究章稿を含む多くの研究が根

る︒最近︑CBOが発表した許認

﹁蒲本﹂にも同様な欠陥があ

ないのである︒

許認可だとわかるよう︑許認可手

い︑ということだ︒許認司手続き

続きが構成されなければならな

に高い儲頼が寄せられないなら

黒子力規制委員会もまた︑闇物

は許認司手続きと建設工程とを総

の一端を担う必要がある︒現行法

合的に結舎する︑という認識に欠

る州立翠雲司に関する間題だ︒

問委員会でこの事墳が扱われて

ことは︑原子力晶群の開発ペース

明確化し︑恵志決定を堅固にする

付する州委員会から求められてい

から四駕の歳月が経過している︒

を元の軌道に乗せるために採られ

る情報は電気袈業者による建設工

けている︒﹁黄本﹂に已まれてい

ば︑ミッドラント原子力発電所の

C原子力許認灘手続き上の州 乗り出させることはけっしてしな

この間︑許認可問題の一つの結果

うる︑唯一にして巖も稜極的な措

ようなプロジェクト壁越に惣社を

い︑と私は断黒したい︒ミッドラ

として︑ジェームズポートの工竈

実地報告講と遡結した期限評価に

程の見通しおよびNRC横三局の

儒の度禽を高めるための修正︒

リスクと不確五三の極端な要例と

D許認司手続きへの主義ある ンドのみが原子力許認可手続きの

講負業者は同発電所を一九八八年

囲となるだろう︒薯態を変えるた

可段階での不確実性を威らし︑確

いうわけではない︒環塊傑護庁の

と一九九〇年に運開させるための

公衆の参加と︑公衆が関心を証せ

騒つくものである︒﹁黄本﹂に

規の実施を含め︑NRCが嘗的を拠にしている﹇黄本﹂のデーター

る隠題を適言自門することとの
温排水諸司に関して問題が未解決

寄与は︑原子力発電駈の開発を効

めに議会が果たしうる簸も重要な

の役割を明確化するための修正︒

闇に合理的な均衝を図るための修

ードウエアーの建設には応諾しな

のままとなっている一方︑NRC巨額にのぼる︑詳細施工およびハ
の建設許可手続きのリスクと不確

正︒

記録された遅延の原因は﹁山本﹂

変更や輸送の遅れなど遅延の原因

の橘報に気を止めず︑対照的であ

毒化し︑許認可を迅速化すること

法でよく闇黒化され闘象的だ︒彼

は国益に合致するものであるとの

ビッグロックプロジェクトに魑秘

は当コンシューマーズ電力会社が

らは恐怖心や疑惑を煽るような一

皮肉なことには︑これらの問題

いことが決定されている︒

げることができるQパブリック・

した一九五〇年代末に茜屯した問

ンプシャー州のシーブルックをあ

実性を示す好例として︑ニューハ

サービス・オブ・ニューハンプシ

題とははるかに異なっている︒当

長期審歪を原困とする建設許司の

ャー社は今日まで同社の総翼藍に

つの口実があれば︑たとえ曖昧で

原子力反対勢力はさまざまな方

もこれに墓ついて︑極めて萄効に

しかし今日の状況には対応しき

う︒

めて偏向させたままにしてしま

続けば︑推進曹と反慰者の聞を極

発電所が安全に建設され運転され

必要だ︒

の理由が種々の田沼に分類され︑

査結果に討つくものである︒遅延

臼とを比較しだ︑醸気事業者の調

工ユニットの運開の日と運開予定

報告識に含まれるデーターは竣

について定期的に報告している︒

力を含む発電ユニットの建設遅延

石燃料汽力︑ディーゼルおよび水

されている︒FPCは原子力︑化

の原因を分析するために一部利尾

FERC︶のデーターもまた遅延

旧連邦動力委員会︵FPC・現

ある︒

の遅れの後に来ているのが通例で

多くのプロジェクトでは機器の

ることが珍しくない︒

子力規制委員会の基雌変更に一部

ほぼ等しい資金をシーブルックに

政策を公表することだ︒

起因しているのも事実だ︒このな

時は化石燃料の使用に代るものと

原子力プロジェクトの完成を遅ら

遅延ほか当社の資金調達能力︑原

かでミッドランド原発の蛮野の最

投下してきた︒したがって︑許認

して原子力発電の開発に蟹成する

鐙力藁界

は︑規制墓華の変更に委鉾認可

このあとJ︒D︒セルビー氏は 大の原囲は許黒斑手続きの遅れで

という強い国民的合意が存在して

に原子力発電にその潜在性を求め

ならない︑ということだ︒今日の

うるとの基本的な確儲を再び肯定

この不幸な状況を改醤するた

イングランドのこの翻要な電力会

状況ではいくつかの委員会︑各糧

めに︑議会はさらに多くの原子力

このプロジェクトは当初計画に

社の翼金調達能力に困難な影写を

に関する判断がその功罪に基づい

すべきだし︑また︑原子力発電所

ようとするならば︑そのためのさ

比較してほぼ七年聞遅れている︒

なければならないし︑その手続き

こうした問題は電気漁業蓄のみ

て行われるような許認削手続きが

機関および政府各層の作業に従わ
また︑ロングアイランドのジェ

ア州のサンデザートのこの二大プ

ームズポートおよびカリフォルニ

て巖近の計算では†六億七千万が

要点は︑将来もし原子力発電に

便えば︑鍛も頻繁に報告される遅

表示されている︒このデーターを

遅延の這這をいくぶんか定懸的に

延原因を順位化することによって

評噛することが可能となるであろ

書﹂には遅延の原因について簡単
に説弱した発霞所縁延リストがあ

の原因を分析するために︑しばし
ば利嗣されるデーター源の不十分
設を運延させることになる︒こう

う︒

な数にのぼる遅延の報告源のデー

づくものであるとは喬え︑圧倒的

しかし︑たとえ多数の報儀に基

る︒表を倹討してみると︑発電所

会計無艇に発生した遅延について

遅延に探するNRCのデーターを欠いていることがわかる︒至近

ターから作成された傾向は極めて

の遅延に関するデーターは連続性

は︑﹁論説﹂と呼ばれる﹁規制許

のみ報告されており︑それ以前の

あるかもしれない︒

遅延の大半は許認珂以外の理由

と呼ばれる︹建設状況報告譲﹂お

認司状況要約報告磯﹂︑﹁二本﹂

ことが少なからずある︒

から発生するので︑許認諾の改革

ら削除されている︒要するに︑表

務の変更を原因とする遅延件数を

C報告欝では機器の問題が規則義

ば︑一九七六年第4四半期のFP

﹁報告されない﹂原魍が二十九あ

上回っている︵十五対十︶一方で

る︒しかも︑この珍しい勘定方法

えてして遅延の正確な原因を不鮮

だと︑どうしてそうなったのか︑

は毎年拭き消されているのであ

儒頼性に欠けるものである︒例え

は不用であるとする︑政府提出許

れている︒しかし︑これらの文醤

嚢約報告謝扁の三冊から懸常採ら

よび﹁褐色本﹂と呼ばれる﹁計画

遅延に間するデーターはこの表か

原困を機器の変更に分類分けする

した例について︑NRCが遅延のさを議論しておくことは有愈義で

変更を必要とし︑結果として︑建

ロジェクトは︑NRCとEPが
A努
の力しても困難だ︒NRCが許

へとふくらんでいる︒

適切な役翻を演じさせようとする

根拠薄い批
判派の論点
：・本質・
許認可遅延の正確な原國が何で
あるかをめぐっては若干の議論が
ある︒許認司や建設の遅延は多数

は極めて襖雑だ︒

及ぼしている︒

らに多くの問題を解決しなければ

れないものがある︒もし今世紀中

せることができる︒対立が数年間

可の遅延によるコストは︑ニュー

手順で︑しかも論争はなかった︒

いた︒

あることが明らかになっている︒

およそ次のように述べた︒

許認可短縮は不可欠

許認可孚続きははるかに単純だっ

の理由から発生するものであり︑

認可法案に鰐する批判植下があ
単にNRCの規制手続きのみに限

こうした法案反対薔たちはさま

る︒

は︑許認可事例や遅延の原菌に関
する闇題の一部を伝えているのに

遅延の原閣を決定しようとする場

としている︒FPCのデーターが

り︑これを鍛も璽要な遅延の原因

舎の儲ずべき資料源として頼るこ

君（06）305−0880（代

予532

﹁許認珂法を改織してもりードタイムは短縮されない﹂﹁計画的建設のため法改正は不可欠﹂

il米国では現在︑来エネルギ；省が今春提出した﹁原子力許認司促進法一をめぐって白熱レた

論議がくり広げられている︒許認可の爽態はどうか︒なぜいま法改正が必要なのか︒今回は︑ク

は決してない﹂と断謡︒﹁鍛近は

発建設事業に当社は乗り幽すこと

い繕頼が寄せられないならば︑原

発の例をあげ﹁許認可孚続きに高

轡されているかをミッドランド原

リアリングハウス紙が伝える籔認可改正をめぐる聴聞会からその論議の一端を紹介する︒

﹁実効性少な
い法改正﹂
⁝・ 環境派
たらない︒原子力発電プロジェク
トに関する許認可改蒐の紬粟は建

以繭のような悟頼がどこにも発当

設許爾段階における主要劉項のす

この聴聞会で躍気蜜藁の代表は

り︑一九七八犀原子力立地・許認

が原発の発注を著しく阻耀してお

べてをはっきりと定めるものであ

まず︑現行の原子力許認司手続き

可法案に無熱を加えるならば︑許

一方︑トンプソン氏が強調した

るべきだ﹂とつけ加えた︒

発を活発化させるのに役立つもの

一︑原子力による発霞は米国に

のは次の蕪点︒

一︑規制上の不確実性水準は今

とって必須である︒

ストン電力会社のD・ジョルダン 町間題の他にも原子力発電の増設

た︒パリセイズ原発は一九七二年

建設覆は当初計画の四懸がに対し

法改正の実効誉めぐり論議

に影蟹をおよぼす問題があること
社獲それ に E E I の W ︒ マ ッコラ

に竣工︑ほぼ四竃で完成した︒と

定されるものではない︒しかし遅

の霊張を襲づけようとしている︒

ざまな報簿翻や統計を引閑してそ

延の正確な原困を一般化すること
は︑プロジェクトことに遅延の期

明なものにしがちである︒

ス歯釜機が建設問題のために二か

例えば︑この表ではアーカンサ

月閤遅延したと認されている︒し

⑭完全オイルフリー／⑱液体全素、冷却水不日／
㊥安いランニングコスト／㈱メンテナンスフリー／

認山事続きを短縮化し︑原子力開

であることを強調した︒これに対
し環境保護者代表は﹁原子力発躍

が現在のところ長期化している理

所の発注から運転開始に至る期間

限り︑来園は原子力発躍を広く利
許認司孚続き長期化のリスクは

日︑不当に腐く︑これを抑えない

用しえないであろう︒手始めとし
霞力コストの瀬加や︑極端な例で

べきものであって︑許認司季続き
にあるのではない︒この法案が施
て︑裡離で不当に制約的な原子力

由の大半は産簗騨側の遅延に帰す

行されたとしても︑許認可愚闇を

認可手続きが膨正されたとき初め

運転計画の巾から排除するよう許

は電力供給支障という形で表われ

一︑政府法薬である﹁一九七八

て電気蜜業者は国内エネルギー供

てくる︒こうしたリスクを建設︑

俸原子力立地・許認可法﹂︵下院

給に不可欠となっている原子力発

るべきである︒

法案第一一七〇四弩︶は正しい方

許認識手続きの改邸からとりかか

丑人の代表は︑野鴨かつ効果的な

向へ向かっての日脚な方策であ

いくらかでも短縮化できるとは隈

ものとするための膨正を前提に同

霞計画の園芸にとりかかれること

らない﹂と主張した︒

法案を採用するよう主張した︒証
る︒当委澱会が原子力許認可手続

エジソン電気協会︵EE王︶ の

轡したのはポトマック電力会社の

電力会社は約三年という短期閥で

一九六〇年にコンシューマーズ

になる︒

礎としてこの法案は役立ちうる

ピックロック原発を建設した︒当

ューマーズ竃力会祇の﹂・D・セ いて本会識に報告できる場合の基
ルビー社長︑エユーイングランド
し︑また役立つはずである︒

を溝製している﹂と摺摘︑﹁しか

ころが皮肉なことに︑現在︑この

間が大きく相器するため困難であ

しかし後述のように︑これら報告

すきない︒不幸にも一部の合計は
る︒さらに︑これらのプロジェク

濁は通常︑NRCの不十分なデー

ものではなく︑遅延の原因や継続

る︒

とができないことは明らかであ
更︑設計変更などに関連した建設

かし︑機器輸送の遅れ︑機器の変

たない︒例えば﹁計画要約報告

野間を決定する際にも大して役立

これらの文讃は相互に閲比する

必ずしも全体とは等しくはない︒
トの規模や擬雑さの故の波及効果

らが提示する統計分桁はその講論

ターに従ったものであり︑また彼
とがしばしばある︒

が遅延の籏確な原因を被い隠すこ

している︒こうした点から︑運謹

例えば︑NRC規制基準の変更を無芸味なものにする讐告が先行
が設謙の変璽を必要とし︑機器の

ンポンプ／㈱ソープンヨンポンプ／⑳曲拡散ポンプ／⑭
バソフル・トランプ／⑲三野討および測定子／㊥真空

W・R・トンプソン金長・コンシ きの効率控を高める改正立法につ

電力会社・ヤンキー原子力発罐虫

し︑この法環に他の問題を織り込

原子力発電所の冷却塔は環境上の

トンプソン氏は﹁EE王は許認 時の許謹承手続きは決まり切った

セルビー氏は﹁将来原口力発題

の改蓄を遅らせることのないよう

もうとするあまり︑許認可手続き

計画も著たんたる状態だった︒こ

しかし︑根本的な問題は原子力
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バルブ／⑳爽窯フランシ／⑭フィードスノレー

社のD︒G・アレン社法・ヒュ ー

に適切な役割を演じさせようとす

ムニ世璽務局長の各氏︒

るのであるなら︑躍気受業春が日

問題から︑撒表することが検討

墓本目的を達成するために罎正す

の遅れの多くは反対派が負うべ

アレン氏はEEIとして法環のされている︒ミッドランド原発

強調したい﹂と述べた︒

季続きが構成されなければならな

ることが必饗と考えている部分と

許認司だとわかるように︑欝認可

額な投澱を閣心する前に︑有効な

い﹂と登翻︒官社が三年間でビッ

きものであることはまちがいな

委爵会スタッフによる熱度総敵の

い︒

して︑次の点をあげた︒

可済み標準設計を瀬幽することに

A蟹前脳司済み立地や甥前認

グロックポイント原子力発躍所を

よって︑許認司麗麗の短縮化を図

建設できた一九六〇年の建設努力

やその他の問題によっていかに阻

と比較し︑巖近の建設酒動が規鮒

齪液体窒素不要のヘリウムリーク朔テクター

隅拡散ポンプの高速排気性とイオンポンプの溝浄
性を兼ね備えたクライオポンプ
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