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七二琿の報密譲に比べて︑死亡リ

なお︑※国属が放射線を富めあ

スクを単減させたことになる︒

するリスクは︑通常蕾芳人嶺たり

らゆる原函によるガンのため死亡

に璽づき・頗純な二次モデルの採

綴の被曝灘は千八暫四十五人・．

禽めると五年灘︶が必要で︑作業

ストと三葎畢の歳月︵鵡備期聞も

小さいと述べている︵公衆が被曝

が公衆の健康に及ぼす膨響も十分

また︑ディコミッショニング作業

BWRの解体費
は四千四百万ドル

粟をまとめている︒

鱒謝國規劉に纂づき︑州および郡

︵F猛MA︶が︑NRCの新緊急

濃習に対しては︑運邦緊急籔理庁

一・廃藁一処分場とAFR旛設ることになったもの︒この緊急鯖
︵使用蒔み燃料の原子蝉敷地外貯

とインディアン部族に門協議と盆

に提出することにしている︒した
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懲一の権利を皇尊する︒処分場立

がって︑NRCによる金出力運転
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認可の最終判断は︑F鷺MAの欝

与えるが︑議会は︑上下両院いず

をくつがえすことができる︒

れかの議決により穴統領の握蕾権

ノース・アナニ弩機は︑ウエス
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畏期の範用済み燃料貯藏春日を進

社から慶罷済み燃隅の賠藏・処分

済み燃料の傑窃櫃を目し︑電力会

力二三の認司を受け︑これまで順

燃料装御の許司︑七月三曝に低出

三万KW・PWR︒囎二十一Bに

める︒DO君は︑電力会社の縫用 チングハウス︵WH︶社製の九十

料金を微収することができる︒少

原子力の発電

フランス

なくとも一か所のAFR旛設を建調な試験運転を続けてきた︒
設あるいは罐偲できるように一一礪
がの墓金を設ける︒

シェア22％に

今年上半期案績

フランス工業欝の原子力施設安

力騒千一藩三十三億九千二百万K

七千九頁万KWR︶で・全発電魑

西芳KWH︵昨奪岡購落八十九億

発電電力羅は二房七ナゴ磁隠匿†二

原子力発贈実縦によると︑原子力

発墨した今蝦上楽期のフランスの

全本部︵SCSIN︶がこのほど

なお︑DOEは麗在︑内務省︑
遮輸省︑環境擦護庁および原子力
規制婁願藪と協力して︑放射性廃
棄物管理国歩謙醸の作成を惣いで
おり︑今秋には蟹察を濠とめる予
定︒大統領命令により設國された
州計醐審識会も健筆作成に関与す
ることになっている︒

全出力運転認
可決定を延期

NRC︑ノースアナ二号で W鼓︵岡千頁七＋五慰九千万KW

た︒

％︶を占めることが明らかになっ

米國原子力規制工員禽︵NRH︶の二二二％︵同一六・一
︒エレクトリック・アンド︒パワ

C︶は七月三十一賑︑バージニア

ナ原子力発懇筋二弩機の金出力運

スは今無上畢購だけでも六百五万

の艦等蛋を慮認するフランスは︑

約されたことになる︒原子力開発

転を認覆するよう求めたNRCス誘︵同四八二十万ゾ︶の石癌が節

せることにした︒

タッフの翼下に閲する決定を遅ら

3

9

胴を憲張︒門鰻終報告轡で示され

鷹線

コミツシ翼ニング研究シリーズの

今圃の報告欝は︑NRCのヂィ

ているときである︶︒

財難物照を麗棄物処分場に輸送し

になると推定しているQ︵注・価 する再能性が〜番大きいのは︑放

NRCが報告書 箔は一九七八無のドル懸憺による
米眠原子力規棚委員会︵NRC︶ もの︶

第六弾で︑これまで再処理工場・

などの大入ぶりが気がかりであ

れば︑そのりーダーはNPT非現実とは避うというフランス人

・琶力中央研究所、H本アイソトープ協会、東人．r学部・原子力研究施設、東北大学。金履材糾研
究所、來京都かアイソトープ研究所、放射線医学総合研覧所、竃気通穣研究所

ているリスク推定憾のほとんどは

に反する証拠がますます多

放射線学醜にも疫学的にも
仮説
く蕎繍されてきているにもかかわ

のほかに︑密閉籔理の後に解然撤

はこのほど︑﹁大型BWR発躍所 同蝦告欝は︑即時解体撤宏方式
表する方式や︑しゃへい隔離方武

に
のディコミッショエングに関する

隠線高説

技術︑安全性およびコスト縣と題

らず︑依然として

判︒

浦酸化物燃料舶工施設︑低レベル

墓ついて計算されている﹂と批

の堀禽も﹁満建にディコミッショ

PWR発電駈︵二圓︶︑小規摸豊

O六七二︶を発表した︒

につ
ても峻諾しており︑いずれ
する蝦管長︵NUREG／C
Rいi

さらに︑ロッシ教授は︑﹁た
とえ︑これらのリスク推定値が︑

B︑来国初の放射性麗瀬物籍鐸政 会期束までには下院本会議に送付

なしの二線モ

加盟国のアルゼンチン︑ブラジ

一九八五奪には五二︑九〇薙には

八月十六田に︑VKPCO︑電
バ力に占める康子力発購の謝命を

七翻近くにもっていく計顛だ︒

（驚碁所開係）機器その飽の朽染除広、冠期検査時の除染・サーベイ、樹塀1藪萄・交換作業、
個入被曝管理、凸染衣知のランドリー、冷却取水講の。彗掃、廃棄物の運搬、変電所・空調設備運
転探守、施設内の補助丁画並び1こ｝豊繕業務、管理区域内除染および講掃、普通区域講婦
（研究施設闘係＞R王放射線取扱実験室謙樋ンサルタント、施設の改危・解体、廃棄施設整鯖、
機器の除染、各種玉東物の処理、ブイルターの交換、空間線鎌墨・表吻冷染箪分布測定、㍗調設
備運転f驚ず、管珊べ域内除染および湾掃、蓉通磁域f鐸掃、浄水管理

BE−R

委員会

従来のリスク評価は過大
二名除く全委員が承認

的陣憲はない﹂と紡挺している︒

比後ただちにBW鶏を解体置去す 装躍はすでに存在し︑璽大な技術

策法躍︵s一一一八九︶を八十八票

しきい億

上院を黙過した廃藁物管理政策
法業の孟な内容は次のとおり︒

少なくとも一か瓢の高レベル廃棄

〜︑一九八五黛一月一田までに
マイク・マコーマック下院識嵐握

物処分場の立地糟査を行う︒覇レ

会議の成り行きは先進園の出方

EA︶への少数團の羅馬の影響

廃棄物埋設施設についての研究結

報儀遡の中で畷越した形でとりあ

る堀禽︑約閥千烹芳野＋万がのコ

廃棄物法案を可決
下院でも近く審議へ

ていた

対七票の酔倒約多数で罵決した︒

と仮定している︒

纂の瑚の廃際物黒瀬法案が下院科

ため︑多国間協力に難した酉以

次第だと驚籔している︒葬嗣盟

力の排除︑その規制機関化の艇

ニングできるだけの方武や機農・

約十六万五千入と予想されてい
げられていなくても︑それらの濫

それによると︑最終的な運転郷

全米科学アカデミー︵NAS︶の﹁飛離放脚線の生物学的膨響に関する婁熈会隔︵通称B軍議R婁 る︒また︑※磯蔑は︑一入影たり

ルド・ロッシ︒コロンビア大学教

にとっては︑璽璽な愈味をおびて

訴櫨は︑おそらく︑基面設定凶暴

としては︑その結託をみて判断す

行灘習が実施されるため︑NRC

の婆員はエドワード・ラドブオー

醗終回欝欝に異識巻嘱えた二人

医学用︑歯麟用X線である︒

いるが︑その大半が霞然放酎線と

ペル処分場の擬裳開始農期につい

射線によるリスクは小さいと結論した報告霞単纂を発酵したが︑どのリスク予測手法を採照するかを

鋸間約○・二評の放射線を受けて

することになるだろう﹂と付け撫

ては精に獺呈しない︒

嶋金︶は七月二＋九闘︑門低線撚放射線によるガン発生率は一九七二無の推定儲の堆分﹂とする蝦終

くるだろう︒このため︑堪準設定

えた︒

報儀欝を発表した︒昨琿五月︑BH王R霞隅鼓は︑一九七二薙のリスク推竃魑を萬磯羅し︑垂線鰍放
当局は︑縄いリスク推定嫡を採鰐

スク強烈黍法として臨線i二次モデルを採粥︑罫線騒放射線によるリスクを半減させた︒

めぐって婁澱の麗解が大きく分かれたため︑調整作漿を急いでいた︒その結巣︑鰻終報恩鱗では︑リ

授︒

た︒BEI飛州顔弓の二人の婁澱ド︒ピッツバーグ大学教授とハロ

言した︒

を除く全玉目が︑醗終報告欝を略

B泡IR婁員会の一曲報篠欝はできる十分な礎蝉的データがない

いてリスクを携織すべきだという

B冠工穴婁員鼠の委員擾でもあ

ので︑動物による実験データを用

鰻終報儀欝で強調されているモ

報欝総薙寮の撤圓から一年余りが

もの︒

経過した七月ニナ九賑に発表︒報
告麟箪繋では︑入体への影禰の輝

れている︒それによると︑蔚万人

デルを強く支目している︒このモ

愚答薬は・今後︑下院で審議され

学事術婁翼会を逓過しており︑今

・ハンドラi会擬は︑早々と報告
の人口集團の各々が

テルは︑跨線囎域でも高線二瀬と

※礪の上院本会議は七月三十

放三線の発ガン︒リスクを箏目す

二＋一人のB皿更R婁興会の婁麗 を被曝する毎に︑七十五〜ご濁三

総麟躍︵昨隼五月発表︶を撒園︑

ることになる︒一九七二無のBE 母様に︑放射線麗とリスクの聞に

十人が発ガンにより余分に死亡す

スク携定に聴しもっぱら利用され

るのにどの黍法を採絹したらよい

の申から七人の特離パネルを任鍮

ることになる︒一方︑下院では︑

このため︑NASのフィリップデルは︑薦線1二次モデルと呼ば るラドフォード教授は︑初期のリ

かをめぐって冤解が分かれてい
し︑報告総の鰯き疑し作業にあた

IR報馬弓では発ガンによる死亡 目線関係︵比鋼関係︶が存在する

輝が謹だ実証されていない上線騒

ている礪線猟の放射線影響を謹線

た︒一つの冤解は︑すでに知られ

らせた︒この結累︑鰻終報告講で
リスクを置十五〜六頁二十入と描

評の放射線

的に外纈することによってリスク
は︑二つの異なる覧解をバランス

ロッシ教授は︑動物実験データ

ドイツやフランスが︑この新原

隠しており︑今回の新報傷欝は︑

される晃込み︒

を推定す べ き だ と い う も の ︒ も う
一つの日置は︑人物に関して利罵 させた手法を探賭することになっ

すでに調即された契約が薦交渉

ブラジル︑フィリピン︑ウルグ

燃︑デタントの崩贋が璽なって

子力關に

として進繊す
る珊能性もある︒

ではなく︑NPTを原点に引き

遜図側がもくろむ﹁改訂余議﹂

ユーゴ代表は再検討会識を兜

茨入

の対象にされ︑またウラン箭場

注騒されるのは︑会議が重要

わけにはいくまい︒

指摘を︑供給国はただ聞き流す

が崩壌したというユ⁝ゴ代表の
巷議の結論はまだ公表されて

NPTの形骸化は誰の覆にもおアイ︑ルーマニアの傍聴も報じ
麟寮が十八か国躍縮金議︵ジュ

おらず︑正式決定には来館一月

おえない︒一九六八奪にNPTられている︒

ネーブ︶で趨塾され︑園連総会

の葬闘盟批難外相塞議の承認を

会議への統一行動が書算された

上のテーマ︵分野︶をリストア

もどすための会議と規給して︑

という︒その基本線は金議の署

はあとかたも 聾するようだが︑NPT薦換酎盟諸燭聞の技術協力をすすめる

で圧引墨に可決されたときの
コンセンサス
なくなりつつある︒

愛翫盟諸瞬の代表＋数か脚は

羅だけでは簡も

だ︒途上罵蛙

正︑途上躍援助の強化になお望

ップしたこと 諸菌は︑国際原義力機衡︵IA

できない︒だか

みをつないでいるようであり︑

おかすとは讐えられないが︑

いちがいにNPT解体の種険を

ら﹁力を禽わ
をあげるために

せ︑互いに成果
mpT見直しで途上国結卑5⁝

﹁先進國の出方﹂次第では心慰

は楽観できまいQ

被運賃が開発途上圏であること

る︒

ージニア州およびノ1ス・アナ地
城の天郡によって緊急時対応の予

以鰯燗係の他｛二二二二燈摩桐胴陣鰍・てビ噌・蹴鰭鰻

4

6

6

（573）2

・

4

3

7

轟茜（572）5

フ

プ

一︑諸国間のデタントの浜堤

核拡散防比条約︵NPT︶ののより急速な飼進を︒
第二回再検濁食議が八月十一矯

一1儒頼の醸成iを漿幽する︒

一︑NP孚へ
の欝欝性を再確

大国支配の原子力規綱排除⁝

途上国への技術移転がカギ⁝一一⁝一・・一・・一⁝・一≡嘗一⁝1謡

から九月五日までジャネ！ブで
開かれる︒葡回の馨検謝翁議か

の行きつ象りや箪和利絹活動へ
認する︑とうた

の強い支持︑そ
ら 煮 薙 ︑ そ の 闇 の S ALT交渉

の制限強化に織し︑非同盟諾国

こんどの書議

われている︒

の特轍は︑この

を中心に途上閣の強い反発が出

前園の再検討金議も︑罪圃盟

ることは避けられない欄勢だ︒

という︒このような途上園の粘

助け台うべきだ﹂ ︵マデーロ︶

メリカの風潮︑また﹁石板﹂と

のジョーク︵冗談︶だと見るア

カストロ・マデー徽が表明した

の結果になるかも疑れない︒今

頭にアルゼンチン原子力婁綴擾
れた状況のもとで附かれること

後門途上國原子力關﹂が発震す

聖堂︑ブエノスアイレスで余註

だQとくにロンドン供給国寒食 た︒参加膿はアルジェリア・ア

ではここ数銀の核不拡散論識の

にも反対﹂の立堀である︒会議

し再検討会議への態度を協議し

六条︶で一難は簸鎌脚明の採択

ト︑ガボン︑インドネシア︑イ

や王難FC氾︵国際核燃料サイ ルゼンチン︑キューバ︑エジプ

諸国の強い箪縮要求︵NPT第最終晦明顯製織がどれも懇切ら

が心配された︒議擾︵スウェー

クル評価︶を難じて︑開発途上

が浮き彫りになった︒※麟の一

ル︑インドなどであろう︒さら

SALTやNPτを園際政治 ー社︵VEPCO︶のノース・ア原争力発電のおかげで︑フラン

デン︶のたくみな還欝でどうに

ラク︑リビア︑ナイジェリア︑

九七八奪五三拡敬法がすべての

されたことが︑NPT第一条趣パキスタン︑ユ⁝ゴ︑︵以下オ
ブザーバー︶インド︑北朝鮮︑

に途上欄の門輝解蓄﹂である西

︵K・K︶

ペル1︑ほかに非同盟以外から 現稗契約を無効にし︑二＋籔の

門技術移転に対するどんな条件 束は核不拡散論議が残した醗大

か鹸終鐸明の公表にこぎつけた

閣への技術移転が差罰的に制隈

一︑これ以上の拡散の防止は

反として途上麟の不満を買って
いる︒その上に核蟹備頻畢の再

蜘1㍉都中央区銀座5−5

1

8

h
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ビル代行

株式会社
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原子 力本部

ルひ

ヅ

〔原子力関遵二二得長先〕
（発囎所関係）H本原ぞ力発5毯（株）・敦賀および東海発竜所、東京躍力（株）・福島原チノ電鍵蹴飯、
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た集票宣誘は﹁核貴羅をつくり︑その引き金に橿をかけさせた闘の力にとどめをさそう﹂と核兵器廃
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発電脳力蟹（MW日〕
（％）

稼動騎悶〔H〕
〔石KW〕

時間稼動率
認可出力
式
型

発電所名

（原産調べ）

f．熾禦
轟．●1
＝

たの技を後にこ技今一

霧婆

一一 ｪて造振をてしは進
定一でと奪あひおまてる要
し一あも代るとけで 、と講自讃あ 、的興は 、て成歩た知る有の一つる爆八しと垂のる霞ななかそいりな

昭和55年8月7臼
新
産

子
原
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聞

業
産

力

党の政権のもとに︑一九八五琿ま
党︑保守党︑自由党による連立政

会民主労働党にかわって︑ゆ粛

第79回原
産懇から

として︑スウェーデンにおいて
でには十三基︑合計出力千四十万

の政党の態度は︑保守党は賛成︑

大多数で承認された︒この隠の他
党が︑七八琿十月に国民投粟によ

部対立がおさまらず︑与党の中央

﹂r

r竃丁﹃一

生濡が十分に維持できるという状

あるという△口意が成立し︑昨年四

投票によって結着をつけるべきで

では認めるが︑これらも今後二十

六基︑建設中尊蔓の盆計十一墓ま

あるが︑これは十年後には放棄す

は完全にストップする︒現在六事

ズ・アウト︵廃止︶するという条

五璋を目標にして︑徐々にフェー

パ最大級のウラン鉱をもってい

る︒︵スウェーデンは︑ヨーロッ

る︒その闇︑ウラン探鉱もやめ

め︑時間をかせぐためのものでほ

﹁そうは考えない︒結果はやは

なかったのか﹂と質問したところ

り︑フェ⁝ズ︒アウトするものて

れでは労働組倉として︑原子力で

ある﹂と⁝篇う返事であった︒﹁そ

なく何でスウエーデンは︑工業ウ

みかけたところ︑

﹁石炭利用と

国としてやっていくのか﹂とたた

し︑それら代替エネルギーは原r

か風力開発を蓄えている︒しか

つくことは︑我々としては覚悟の

力に対しても︑非常に高いものに

上である︒それによって︑例えば

ったとしてもいたしかたない﹂と

貿易収支が非常に大きな赤掌にな

いうことであった︒それにしても

り︑原子力に対して必ずしも反対

労働素食はライン2を支持してお

これに幽して滲業省や経鴬遷連

的ではなかった︒

盟では︑個人的な顧兇と前おきし

ンの国民がこれから原子力をまっ

て︑﹁我々としては︑スウェーデ

たく不用としてやっていく︑と濃

定したとはとうてい考えられない

であろとも考えられず︑現実的で

し︑原子力なしで工業立話が可能

いる人々は︑こういうことは昌⁝奪え

ない︒しかし︑現在政策を進めて

ない立場にある︒投票によって決

定された内容と︑実際にスウェー

かということについては︑かなり

デンが今後︑どういう方陶に行く

違ったことになるのではないか﹂

そこで︑五〜十年たてば︑原子

という三見が多かった︒

○その他、特殊機器設計製作

きな力をもってきた︒

赫

直

況において︑失業習を出さないと

㍉

三月の米國のTMI康発串故が趨地である︒そして人ロも八面二十

いうものである︒支持しているの

鷹

馨

六万人でしかない︒かりに十二基

は保守党︒国民の中では工業︑商

た︒

相対的には

う提案を行った︒自曲党と保守党

月に︑国民投票にかけるという決

スウェーデンという国を弩える

る︒︶これを支持したのは︑中央

この国民投票による結菓は法的
拘束力はないが︑五つの政党とも
投票結果には従うと寳⁝罵した︒

○サンプリングフード

さらに一九七八鰯六月になる
と︑ウルスチン内閥は︑原発は全
部で十二基作り︑九〇無には発電
設備の三八％にするという案を提
出した︒この案に対して議会で巖
大多数の議席をもっていた社会罠

では原発論争に終比符が打たれた

主労働党も賛成し︑一慮︑議会の中

の原発は︑皿人当たりにおきかえ

かのように見えたQしかし︑昨年

ると欝本では頁六十八基に相当す

業関係肴︒

って︑論争が再燃するにいたっ

る︒二本の計画は現在三＋六基で

▽ライン2ラインーの山田に
加えて︑大型原子炉は政府の監視

大規模な開発

倍の原発開発計懸を決定するとい

のもとにおかれる︒また︑一九八

あるので︑スウェーデンは四・七

このままでは総選挙がスムーズ

うことを意味している︒この点は

二基を徐々にフェーズ・アウトす

実行計画を作り︑その中で原発十

わけて︑詳細なエネルギー政策の

一般の人々や新聞等が箆のがして O矩から二〇一〇琿までを四期に

に行かなくなってしまうので︑原

いるところである︒

このような状況の中で︑各政党
が提案した次の三つのラインー︑

働党︑自由党︑労働組愈連禽︵L

2︑3の提案について︑園民がど る︒支持しているのは社会民主労
れを選ぶかを︑本生三月二十三臼

は反対し︑巾央党党酋であるフェ

しかし︑その翌奪の七六年の総

ウルスチンが内欄を綴織したが・

となるのは︑代替エネルギーを完

件である︒ただし︑その前提条件

ムリミット︒

いま︑甲岸壁も本格工事へ向け

︵ゆ︶

資材を濁飽したトラックがあわた

た︒原発を当面推進するラインー

になってはこまると思っ

鉛ガラス と遮蔽機器

スウェ

ーデン

原産は七月二十四日︑東京の日本工業慣楽部で第七十九圓原子力産業懇談会を開き︑﹁欧※におけ

る原子力パブリック・アクセプタンス︵PA︶活動について﹂と題し︑日本原子力文化振興財園常務

理薯の岸本康氏が講演した︒岡氏は原産派遣の﹁PA問題調査グループ﹂の団長として欧※をまわ
り︑多数の関係春と接触したが︑今回はその報告を行ったもの︒ここでは︑その中でスウェーデン
の原子力国罠投票を中心にその一部を紹介する︒また︑同氏は講演の巖後にフロアーからの質問に答

え︑日本のPA濡動について︑①当事蕎の電力会社がスピーカーを養成して︑市民の中に入っていく

も︑﹁地球の友偏のメンバー達に

KWの原発を運開させる計爵が︑ 権ができたが︑原子力に関して内

自由党は十三基では多すぎるので

時闇をかけて見直しを

って︑これに結着をつけたいとい 発は総選挙とは切り離して︑国民

そしてノーベル物理学賞を受け

議員のハンプローズ女奥が︑反養

等もおこり︑これに呼応して国会

たハンス・アルフ︑ヘン教授の運動

た︒

よって反原発運動が芽ばえてき

②推瀧側はもっと八過交換をし︑内部を固めなければならない一⁝と指摘した︒
ストックホルムにおける我々の
関心は︑㊦第三回国際パブリック．

アフェアーズ・ワークショップへ
の参加②今年三月二十三日のスウ
ェーデンの原子力開発をめぐる国
民投票がどのようになっているの
かを現地で確めたい︑特に国罠投
禦に戦歴して︑当審蓄はどのよう

ｭ治的 道楽 にされた原子力
十一基で十分︑これに対して中央

ルディン首相は総辞職をしてしま

▽ライン3新しい原子力開発

O︶である︒

党︶のうち農民によって支持され

した︒

党と共産党は原子力のゼロを童張

▽ライン噛現在稼働中の原発

の投票で決めた︒

ている中央党に大きな影響を具

放棄が明記されるようになった︒
選挙によって四十四年聞政権の座

積が沼本の丁二倍︑四十五万平

場愈︑大薯な点はこの国の国土土

定が下された︒

このように︑しだいに原子力闇懇

ことができなかった○そのような

議会の中で原子力問題を解決する

党︑共産党︑エコロシストの國体

にあった社会民主労働党がおわ

て毘学も中断され︑工事に全力態

﹁炉周辺が狭いために︑作業が

日︑熊谷科学技術庁堤起︑野村原

五十三年七月二十一

船団理事長︑久保長崎察知嘉︑辻

ひらきなおった答えが返ってき

のことは考えていない﹂と︑一発

一応︑保証されており︑それ以﹂

う三セ無間は原子力産業として︑

力の流れが変わるとしても︑アセ
国民投票の結渠は︑ラインーが
ア・アトム社のような機羅メーカ
一九％︑ライン2が三九％︑ライ
ン3が三九％︑白票が三％であっ ーが︑この問もちこたえられるの
かと問うたところ︑﹁我々は向こ
わることになるでしょう﹂と原船

応︑推進派が勝ったことになる︒

印佐琶保工事事務所長の佐藤さん

の五番で︑佐櫨保港における修理

が・いまは嵐もすぎさって︑し

しかし︑﹁むつ﹂の出港は︑五

ずかなたたずまいの﹁むつ﹂︒船

として冤学

食い違う投票

と2の四月が五八％であり︑一
顔

に関する協定書に調印︒

佐世保市長︑住江長崎禦解由会長

五者協定

だしくゆきかう︒

である︒

全に実電化し︑それによって国民

れ︑時を同じくしてしだいに原子

そして一九七五庫・〜院制をと

方半焼であり︑そのほとんどが平

は政治間題となっていった︒

った︒それにかわって︑膚南党の

え︑その結累︑岡党綱領に原発の

保守党︑中央党︑自由党︑共産

︵議席数順に︑社会民主労働党︑

めた︒この運動が︑五つある政党

なPAのための盾動をやってきた 鯉力運動を非常に活発に展開し始
か⁝1についてであった︒

初期は原発に

対して好意的
まず︑国民投粟への経緯を簡単
に述べる︒スウェーデン国民は最
初︑きわめて原芋力に対して好愈
的であった︒原子炉の安全性に僑
頼をおき・火力発電より環境影響

中で︑反原子力派が国民の中で大

た︒

い扁と大沢さんもカジをとった佐

むつかしい点もありますが︑巖盛

勢︒

9

す︒

世保入薩当時の混乱をおもいだ

﹁もう二度とあってほしくな

門バンザーイ︑バンザーイ扁︒

0

いまから十一奪まえにさかのぼる

門むつ﹂の軌跡⁝一その発端は

＝＝＝＝＝＝一＝凹鴨二冊：コ≡＝＝≡＝：三＝冊需＝闇＝＝＝＝冊＝＝＝ロ＝＝冊＝＝q＝﹁＝≡＝幽≡⁝冊≡＝＝＝⁝二＝＝三隔曇凹刷柵≡；：≡﹁：≡＝＝＝嘗＝＝≡一＝冒≡謄＝︸需＝＝＝＝＝＝＝≡μ¶＝⁝幽＝ニ＝ヨ＝＝冨＝⁝＝≡＝隔需≡＝P＝鼎＝＝二＝凹＝⁝需＝＝＝≡一一曽＝＝騨＝幽鴨≡＝篇＝需≡＝＝藁＝幽＝＝⁝＝一＝コ；＝

一九七〇鰯の国還の環境会議を境 っている議会では︑社会民主労働 力開発の論争も激化してきた︒社

が少ないと認識していた︒しかし

嗣

も恵欲をもやす︒

来は﹁むつ﹂の

蕎協定によると︑来奪十月がタイ

一連の質疑応答の中で我々が感

たσ

じたことは︑スウエーデンの麟民

は︑国民投票によって︑原子力と

かエネルギーとかで国民岡志のい

がみ窪いに黒汗をつけたかったの

道楽

ではないか︒少なくとも政治的な

尽

O3（377）8111

EL

儀

8−10

1

来3」〜者【≦角，手了hi×1，Llイワ〒二二

上

長さんも昨年八月の入きょ二選以

期には︑百名程度が工事にたずさ

船体でシャンペンがわられる︒

だす船体︒

わきあがる拍手︒しずかにすべり

つ偏はわが国の原子力船時代に新

昭和四十四隼に進水式︑﹁む

最中︒八月中旬には︑いよいよ原
子炉上部のブタをあけ︑工事の核
門

船出へ向けて︑お化粧凹しのまつ

いま︑﹁むつ扁は︑その新しい

﹁緩．肇まつ︑ーーーーーー団
﹃ーーー慧原子力船6つ﹂一鶴
門あの建物から陶うが佐臓保重

肇は左折するとスピードをあげ

工です﹂︒

る︒

心に入る︒

本格工事へ準備着々

結果の解釈
しかし︑この投票結粟について
は︑田本でもいろいろと解釈され
ており︑我々は①スウェーデンの

ているか︑醗民投業によって何が

各界の璽厳蕎はこれをどう理解し

スウェーデンに起っているか②国
民投票をひかえて関係者が︑どの

思われた︒

うことでしかないのではないかと

と時間をかけてやっていく︑とい

ようなPA湧動を行なったかーー ており︑これから先のことはもっ

まず︑労働紹禽薫別の人に私が

を知りたかった︒

﹁ラインー︑2は︑国民に合えた

シャッター厚：鉛50％

オスカーシャム原発
顕で原子力を考え直してもらうた

難瞬強膜鍵艦断

約14，000kg

総重量（外枠含み）

○各種遮蔽機器

さ：1000％

○照射装置

厚

＝〒＝160

コハルト照射窒シャッター付遮蔽窓、

海辺に林立する瞑大なクレ ー

今圓の遮蔽・改修計圃は︑遮蔽
体の陣さや形の改罠︑遮蔽体の追

嚢

轄磯、

厳しいチェックをうけて︑ゲー

認蕪蟹．︑噸晶囎
・騨

ダ擁

ン︒構内にひびきわたるツチ膏︒

﹁地元の方も︑実際にみれば・
実感としてわかってもらえるよう

紅ポ
大きな船をみなれている佐世保

です扁︒

誕

繊識

継などによって安全性をいちだん

と廟上させるのがねらい︒いま

︒そ
仮の宿

者の応対におわれる毎日︒

あわただしさます甲岸壁
局面をひらく索引車として順調な

は︑船体のあちこちにところせま

しと工事嗣の足場がくみあげら

穴狙から

座礎

が︑四十九矩の実験航海の放射

第一歩をふみだすはずだった︒
られている︒

れ︑準備工薯が急ピッチですすめ

物読

線洩れで第〜回冒の
して

市民は︑まず﹁むつ扁をみると

驚囎註磯

トを通りすぎると︑ 澱むつ扁はた

ちならぶドックの嘱う︑甲康壁に
クリーム色の船体をみせる︒かつ

の風雪を

て︑その華麗な姿をみせた舩 体
政治漂流

うけて︑心なしか色あせて：・︒

が︑ここにくるには平擾な道ば
かりではなかったのも事実︒

佐世保へ︒

﹁こまか︵小さい︶船扁といい︑

船内のきれいなのにおどろくとい

灘

船内では今Bも機器のチェックが

熱

な

繋如

も︑撰奪の

﹁ようやく工事契約ができたと

いうことで︑いちだんとステップ

﹁ずいぶん時間と労力がかかり

ここでも再建問題にゆれる佐世
撮璽工との交渉をめぐって一転二

が︑いまは遮蔽・改修によっ

う︒

、・

ｰ，
タ

卿欄／

＿冒し＆1録

○フォークリフト用遮蔽窓

コールドサイズ：380臼％

㌧

一

大沢さんも波乱にとんだ﹁む

ました一︒

宿命

を貨つたかのような軌跡をたどっ

転︒鐵本の原子力開発の

本格工購をまつ「むつ」

○大小遮蔽覗窓

ホットサイズ．730u％

一
回畷
馳

つ﹂の道のりを感概ぶかげにふり

鯉

厚：1600％

壁

二
かえる︒

欝

様

騨

㌔簿
，叢三三

L。｛訟鍵聡謝

灘鍾乳

野讐

瓢

＼／
・

がすすみました﹂︒

かみしめるように語る船長の大

沢さん︒﹁しかし︑なにごともう

・扁とも︒

こかすことが大前提ですから

O

氏

本
工

ρ
ノ編．凝

傘
．

仕

@
@

（4）

第1040号
（第三種目便物認可）

新

子
原

昭和55年8月7日

一第鵬1号一
昭辱…口55年8月14日

毎遡木曜欝i賠行

購醗酵1隼分葡盒5500円

1部書20円（送料共ノ

懸醐
淺鰯饗灘遜藁

再生

・騒

ヘ避難 ︑
鵡

h部の格納至重上部のポリエチレ

おもな改膨工麟は︑①原子炉窯
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圧︑電気配線の作動試験を行う計

すべて終了︑ことし中をかけて濾

量蟹については設謝製作中︒

原子炉格納容器とBWR再循環物

の薄循狸藻蟹︒このうち︑PWR

とPW魏の一次冷却設傭︑BWR

器︑原子炉圧力容器︑炉内構造物

振機はすでに据付けを完了︒げ

として総禽試験に入り︑五十七隼

さらに﹁製品の流通をみてもコ

編一中央と地方での方策を整理

体策として①新しい参翻方式の再

ラトリアム﹂を回避するための黒

逸興嶺密会長︑〜行十一名︶の報

施設視察団扁︵団長︒土光敏央経

い建設中のトカマク型実験装置

究開発への撮言﹂として﹁げんざ

しかし︑報告は圖騰に﹁こんに

ち︑欧※から先進技術を単に灘領

の立場で︑効率的な国際協力を行

する塒代はおわった﹂として対等

うために日本国内で基礎および工

学技術研究を一麟加速することの

また︑報告は﹁わが国の核融解

璽要性を強調している︒

へ移行するのにともない︑民間産

係蓄は一九八四琿には臨界条件が

年聞急遼に進展し︑その結累︑関

な予祭器圏の必要懲を強調してい

性を捲摘︑これを奉持する鱗極的

を確立し︑研究開発計画を工学分

産三三の︑より緊密な連けい体制

襟声明により着工を延期してお

ついては︑五十二無九月の温来共

プルトニウム転換施設の建設に

融合発電炉の運転開始匿標を二十

摘︑さらに﹁米国の研究者は︑核

的研究にうつりつつある﹂と指

から︑より実用化に近い工学技術

ない研究の臆点は物理的墓礎研究

る﹂とのべたあと︑門それにとも

が︑資金的には大学︑研究が罠間

来国にくらべてはるかに良好だ

聞産業の技術面での運けい蘭係は

が国の場禽︑大学︑研究機関と民

研究体制のあり方については﹁わ

また︑報告は︑こんこの核融台

充強化すべきだ﹂としている︒

会核融愈会議に産業界を細えて拡

進するために︑現行の原子力委員

この施設は︑東海再処理施設

り︑その後︑約三か奪にわたり電

が強い﹂と掴摘︑政府の研究委託

建設に着工した︒

また︑報告は門ムダな璽複をさ

エネルギー革命を展開する韓のバルブ

PWR︑BWRの原子炉格納容

が慧ピッチですすめられている︒

んざい難解配管︑電気配線の二更

ルをふくめて璽要機器の据付けを

度から実際の試験に入る予定だ︒

．〃夕

ーブルは︑水平鑛振機七台と蘇直

土層︑上下十撃墜︒この屋大なテ

ノ

岡振動台は最大加速度二・七G

ド

を実験盤上で再現し︑大型原子炉

下︑焦右に加振できるしくみ︒

癩振機十二台によって︑同時に上

原子力工学試験センター・多度

所敷地内に吊り入れられた︒握写

報告が﹁電力供給予舖率の低下
た︒

模停亀を誘発する﹂との稽え方を

縛とともに︑突発的な停電や大規

る画期的装置︒大きさは左右十五

機器の実規模耐量実験を可能とす

製作された石川潟播磨重エ呉羅

猶の崩製に対する不安が強いこと

騰落蝸獺著しい進展を指摘

ールド・チェーンの崩壌や生鮮食

﹁来国核膠漆およびMHD発霞 このあと︑報簿は門わが国の研

料編の腐敗などの事態が生じ︑生

﹁しかし︑将来の実用炉が︑げん

であり︑政府でも新しい時代に即

業も︑もっと稜極的に参議すべき

高速原型炉﹁もんじゅ﹂︑新型転

門これに関連して︑こんご学︑窟

動力炉・核燃料開発事業団︵瀬

達成できるとの確儒をいだいてい

野にも璽点をおきつつ総舎的に推
燃料の原料の国内供給体制が整う

換炉実証炉等に筋要の混禽酸化物

で抽出されたプルトニウム硝酸溶

は︑もやはこれまでいわれていた

費の拡充︑発注制度の改詣などに

る︒

ウム混命転換旛設︵正式名称・プ

川正男理薯長︶は八鷺︑プルトニ

液から︑ウランとの混倉酸化物工

子レンジと同じ原理を使ったマイ

ような二十一世紀中頃に実現する

戯すべきだ︑との考え方をうちだ

より︑民間の技術課を最大隈に酒

ことになる︒

学を本格的に生産する︒すでに同

クロ波撫熟新調脱硝法によるプル

という夢の科学ではないとみてい

ルトニウム転換技術開発施設︶の

罷業駈において試験的に噸調に一

トニウム混合転換技術の研究およ

る﹂と報毒している︒

トカマク型以外の炉型戦略につい

け︑研究を加速するため︑国際協

している︒

て門ミラー型︑レーザー型などの

ごさらに強力に展開すべきだ﹂と

力︑とくに※国との協力を︑こん

また︑報告は並流となっている

発がすすめられている一と指摘︑

分野でも並行的に大規模な研究開

指摘︑とくに材料研究︑極低温超

境﹂を行なう︒

郎氏が特別講演﹁エネルギーと環

ムでは︑充原子力委員の山田太三

術と環境扁と題するシンポジウ

きた成果が報告され︑﹁原芋力技

年間︑十グループで調糞研究して

鋸会では岡研究会会員が過去一

を開く︒

館で第十七回原子動力研究会鉱会

察・霞が関ビルの璽海大学校友会

月二十八臼と二十九日の醐日︑東

醸本原子力産業会議は来たる八

28︑29の繭ヨ︑棄京で

年会を開催

原動研

無以上にわたり運転している混合

三度にわたる日来両国の簿門家に

び施設設計を行ってきた︒以後︑

よる技術的検討を経て︑写る七月

一世尊初頭においており︑核融△口 企業の協力ですすめられている面

であり︑その容蟄は菓灘再処理施

転換試験設備の成漿に基づくもの

設の再処理能力に対応して︑一日

¥六田︑両羅繁劇により正式に
岡技術を用いた施設の建設に台讃

当たり混台酸化物粉宋として十菌
緒である︒サイトは︑五十二年九

した︒

さらに門超群盗磁石や中性粒子入

また︑酸化プルトニウムと酸化

月から運転している索海再処理旛

ウランの比率には︑いろいろある

設に隣接し︑建物は地上四階︑地
下一階で延べ面穰約五千平方綴︒

電灘技術︑トリチウム取りあつか
いなどの分野での臓器協力の璽要

射︑材料照射試験など核融倉関連

性を強調している︒

が︑今圏は一対一にすることが決

としている︒

技術も懲遼に逢展しつつあるる﹂

総工饗六十−七十億円︒疑写照鐸

った︒

4レ

鳳

多度津工学試験所

は︑電力供給︑電力使用の聴間制

うちだしている点︒報告は﹁こう

下︑原繕・製贔の不足をまねき︑

竈工場を出発して九田年前七二に

このあと︑十月ころにはテーブ

した嶺態は家庭生理への影響のみ
綴︑高さ約三・五競で︑薫さは四

をとりまとめた︒原発立地への儀罵の食慧が簿られず︑﹁モラトリアム﹂が成立︑げんざい稼働中の

乏を生しさせる一とし︑﹁たとえ

操業率の低下や来端加工原料の欠

︵大河内一男議長︶は︑このほど﹁原子力発鍛モラトリアム社食Ilその想定と回避扁と題する報告 ならず鉱工業部門での生産力の低

原子力発電所の運転が停汝されるという万一の事態を想定して︑こうしたモラトリアムが燭民生濡に

蕩二十耕あるQ

あたえる膨響を総含的に分析したもの︒それによると報告は﹁もし︑そうなれば電力供給予盗難はマ

の物費不建や簡格の高騰をまぬ

がわかった﹂とのべている︒

﹁融年には臨界達成﹂
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の住罠ほどモラトリアムによる生

古くから徐発が寛医している地域

∴黶∴齊

塵︑来作農業等への大打繋とな

ば石癌化学崖業の生産低下は畜

り・食肉・牛乳など食生酒のため

イナスとなり︑深刻な電力制阪は必至となる﹂と懸告したあと︑﹁そのさい︑家庭内の憲饗夏霞製品

を群体

き︑縁常生活や家計を紙工してい

原子力のない彫金

電力八社は︑いずれも大魚な電力

コンピュータが機能を尖い︑おおくの社会的混乱を誘発するだろう﹂と

の便罵をすべて停止しなければならないという事態も生じる扁と指摘︑さらに﹁金融・経済繭では︑

鍛所がすべて檸止した場台︑﹁照

的にえ が き だ し て い る Q
今回の報告は︑同会議のパブリ
く﹂と指摘している︒

また︑報告は﹁原発モラトリア

さいごに報鑑は﹁原子力発電モ

制隈を余儀なくされる一との見方

ムの消費蓄へのインパクト﹂につ

しなおす②生漉淡男原理の再編成

をあきらかにしている︒

和五十八隼階点で北海道︑川北を

下の危機電力供絵予備率の域に漏

北陸︑中国の三贈力会社は三％以

酒縞鋼品の流通は破たんしていこ

︵委員畏︒犬田充東海大教授︶が のぞく七電力会社のうち︑中部︑

ック・アクセプタンス輕門委員会

の︒海外での漂子力モラトリアム

約一庫間をかけてとりまとめたも

う偏と慰顔︑﹁金融・経済面で 1これまでの関係蕎の拒哲権行

立研究筋︑大学︑企業を歴訪し︑

来︑該融愈研究の最先端をいく国

を申心にすすめられてきたが︑こ

いて﹁わが癬の経済・社会活動を

使にかわる再審制論難の決定原理

れており︑まずこれを一巳もはや

低下させずに︑モラトリアムに対

を付加的に導入する③閥連主体の

JT160の成禦は世界的に注圏研
さ究は︑大学および原子力研究所

する﹂と予測したあと︑﹁川面︑

は︑コンピュータの稼働中断が多

察団は︑七月六薦〜二十日まで訪

濁西といった大都市醐をまかなう

くの混乱を誘発するだろう﹂との

告書がこのほどまとまった︒周視

万人薯名運動﹂などの動きを蕎漿

や総評の﹁原発モラトリアム五千

サービス産業や家庭での電力濁費

応するためには︑基斡興業以外の

ざいの研究路線の延畏線上にある

動燃、昭和57年完成めざす

業

予備率が低下し電力制限は必至で

電力会社や四国電力では︑大幅に

んご研究の焦点が工学技術的段階

に︑もしわが国で︑こうしたモラ

く完成すべきだ﹂とのべたあと︑

トリアムが実施された場合︑日本

とはかぎらない﹂として大学など

その実態調葦にあたったもの︒

それによると︑報告はまず来年

診等に対して共遡纂攣をつくる④

利霧状況の再編⁝安全協定や補

による︑広範翻にわたる独創的な

また︑報告は﹇原子力発電モラ

発想にもとつく墓礎的研究の璽要

べている︒

国の核融禽研究は︑とくにこの数

エネルギー行政の再編1などを の核融禽研究の現状について門米

る﹂と熱雲︑﹁そのさい︑象庭電

提悪している︒

蟹を︑極力おさえる必要が生じ

ンケ⁝ト調査を実施︑﹁その結果

トリアムと儒賎悪識﹂についてア

三年晴点については﹁北海遵電力
化製品の便箋をすべて停止しなけ

ある﹂と強調︒さらに︑昭和六十

ればならないという事態も生じか

Pu転換施設建設に着工

応した動きが望まれる﹂と指摘︑

の供給力のみが醐要をわずか一・

燃料翫完結へ、さらに一歩

産

一胴

に焦点をあて︑その影響をあきら

／

四％上まわるだけで︑これ以外の

一

運転騰始は五十七年慶宋の予竈
で︑この転換学窓の完成によって
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原子力バルブ憶

核流体制御精機の領域です

O

仏の原子力輸出で火種
複雑な思惑絡んで前途多難
フランスがイラクに輸出する醗日晒︵オシリス型炉︑熱弾力山荘KW︑一九八二鉱に引渡し予定︶
と九士二％の高濃縮ウラン燃料︵今庫中に引渡し予定︶をめぐって門核拡散につながる偏としてイス
ラエルをはじめ欧米が強く抗議︒これに対して︑イラクのフセイン大統領は﹁原子力は平秘三皇に使
綿﹂と諾明︒また︑フランス政府は七月二十九臼︑﹁フランスはイラクとの原子力協力を続ける﹂と
のコミュニケを出すなどして反論︒イスラエルは︑あく京でイラクへの原子力輸出阻止の構えをみせ
ており︑今後の仲卸は余断を許さない︒

はこのほど︑ワシントン州スカ

て︑豊州リッチランドちかくに

九九〇無議でに還開③核融含実謹

開発の駕速化に蟹成の発雷を行っ

会落懸の三入はいずれも︑核融解

九八一〜八二庫に遡開するダン

力庁︵CHGB︶はこのほど︑

原子炉メーカーが公式に入選蕎

子炉メーカーは︑台癒にとって

の盟社︒購本とスウェーデンの

備金と研究開発︒襲職訓練欝が

いても化石火力についても解体

て二十五奪で算定した︒原発に

た薄命は化石火力の三十奪に対

核燃料製造・貯蔵・国処王1｛紅｛場及ひ原∫力研究施設等

融命工学試験装羅︵ETF︶を一 部畏およびティーン核融禽勤力協

プラントを二〇〇五鰯までに運開

十一日︑

一九八匹卑運開予定のドラック

価格は毎建瓢％︑璽佃は羅・五

CEGBは世紀宋まで石炭の契

A王F欝明慰はまた︑筒レベル エネルギーを膨収するため︑使

して認められるもようである︒

定的に蟹要なウラン艘縮能力が

蒙れている︒

業用原子力発電所（新規建設及び運転中プラント）

同法纂は︑﹁核融愈エネルギー
システムの進歩は現在︑技術的鱒

一方︑下院では︑マコーマック

ー研究︒隔発・実証法環偏︵R・

築のコ九八○年嵩融愈エネルギ

R・六三〇八︶が︑すでに審議を

に追い込濠れるものもある漏と

地買収交渉に入り︑NRCの ︑原子力発羅所の中には遜転郷

※上院家金議は七月一一

予樵路を司淡したが︑その際︑

︷ハニ魔で︑化石火力弊衣筋より

ストは一KW翌当り二・二〜二

ネルギー省︵DOE︶と原笹力規ネスB︑ハートルプール︑ヘイ
婁轟会︵聾RC︶の一九八一葺 ャムの三原発︵AG鶏︶の発蜷
黒蜜放酎性廃葉物蟹理都窪が実

めない﹂というマ⁝ク・ハート

されるまで︑AFRへの支出を 一一一％齪蜜だと発表した︒

ィールド膨厭案を四十九票対四
石炭火力発磁駈の発揮コストは
四票で採択した︒ハートフィー ・五九魔︑八O〜八二無運開予

の犠進派議澱は﹁AFRが一九

︶歓︑ワェスチングハウス︵W

済み愛護の再処理を考慮すべき

いため︑入札癌のメンバーに念

設

事算を七年間
蜜よりもむしろ予鱗額によって制

④政膚︑大学︑産業︑燭立研究機

に倍増へL

関の協力促進⑤核融愈開発で※国

七月ニナ八欝には︑上院のエネ

惧している︒また︑上院本会議

きそうだ︒

暴を立地しても耀塊影響は無視

大きな門訴は高いインフレ率と

れも運転中︶︒未完の発織所と

︒三五だくドラツクス

資Oの発表ではヒンクレイB

台纐の第七︑八番翻の原子力発

︶祉︑コンパスチョン・エンジ

あるとの︑これまでのA工Fの れは︑※国の原畢力薫製敵策に

れていない︒

解析、rτil犠Ili、改憲設扇、防1；隻対策の技術サーヒスをいたします。

イス繍フ
限されている扁として︑予騨額を

八一奪七月一闘までに岡法の履行

院本金議で採択される晃潔しだ︒

ほぼ終了し︑八月二十五難には下

状況を蟹理する謙薩を作成し︑D ルギー天然薬事委員金・エネルギ
⁝研究開発小婁澱会で︑周法薬を

マン・エネルギー研究局撰・WHが︑核融禽商業発懸の二QOO鋸

人として出臆したDOEのフリー下院の法纂は上院察と大岡小異だ

めぐって聴聞金が開かれたが︑証

社のシャピロ核融禽動力システム

達成を岡家妻標に掲げている◎

て︑①核融盒の研究段階から商業

設許司を受けしだい︑建設を急

噂三辮一欝幽驚一﹁一犠蝋一畠一藩瓢榊一二闘一藁轍一一一騨襯一﹁一一㎜㎜一ご轍纂箋鼎惹七一︸襯一≡﹁一連﹁≡一欄欄ξ榊三

この購究炉のため設謝されてお

︑一九九〇〜九〜隼に︸讐機を

ﾐ鷺一一ξ一脚騨一㎜；藁一一ヨ㎜一鼓胴一＝㎜ξ一三一胃蕊篇一＝置﹇階

段隣まで秩彫ある開発を推逸②核

さらに岡法案は︑鰯州政籏とし

ネルを設羅しなければならない︒

ている︒

米上院︑核融禽

は世界の捲繭約地位を維持一1な 議澱ら約蕩六＋犠の澱党派議綴提

を隅える議論が染まりつつある︒

エレ
ンを禽まない︶するよう要求︒ま

七隼以内に傍増︵インフレ⁝ショ

ポール・ツォンガス上院議員ら

た︑エネルギ⁝省︵DOE︶は︑ ど九つの蟹標を定めている︒

促逸法案を搬出

︸︑フランス政府は︑イラクが

七私の上院掛麹が七月十五磁︑

火濁議会では核融台開発の促進

権利をもっことを認め︑いかなる

するコ九八Q駕磁舞核融禽エネ

蕉までに達成冒することを臨的と

﹁核融早発霞の商業化を二〇Q薫 O欝長官の諮闘機関として技術パ

飽の羅團様原子力平租利用を行う

原則に墓ついてこの権利を擾薔で

一︑フランス蝦固は︑イラクが

きるのか判断に翻しむ︒

ルギ士学蒙﹂︵S・二九二

子力機蘭︵IAEA︶の齎察を原 jを提出した︒

核拡散防逸条約に煽篤し︑国際原

子力活動全般について受入れてい

一︑フランス政府は︑世界で運

いることを保証する︒

︑必要なあらゆる雌蕊が払われ

る禦実を二三する︒王AEAと二
瀬描躍協建を締縮したすべての国

ンを核燃料としている事実を播

︑餐RC予簾薬に関還して︑

中の研究炉の大楽が超爾麟縮ウ

開させたいとしているが︑それ

に実施されているこの査察の効粟

一︑精論として︑フランス政府

介入暫に資金を援助することは

については疑問の余地がない︒

する︒この樋核燃料の対イラク

も瞥差し遮った蹴力二上には開

塾を禽めると︑ハンフォードの

り︑ハンフォードはまさに原発

米上院が採決

割安
FRへの資金 り12％
イ・システム︵WPPSS︶社の
英CEG露発裏
出を認めず
︻パリ松本駐在興M英国の中央
︑二︑閥弩の計三基三菖六十万

誤出力は七賢万KWを越えるこ

Wが建設申︒PSPL歓酎藤の
︒新しくサイトの移転が決まっ

行われ︑原発建設が聖哲され

着ット郡の住民による特別投粟

ハンフォード保留地は麹積が総

になる︒さらに︑ポ⁝トランド
ジェネラル・エレクトリック社

七菖平方謎綴と広大︒古くから

ペブル・スプリングス原発︵二

ッシュの様楓を醸している︒な

に変璽する悪向とも伝えられて

︶の建設サイトを︑ハンフォー

︑︸九六六黛以来︑八十六万K

現在︑ハンフォード・サイトに

に野意的とみられている︒

NRCは原子力評認可手続きへ

一︑フランス政府は︑一九七五

︑イラク政府との協力が完全に

1ルデスタン大統腰︑フランソワ

給がなぜ新しい購実として流布

クへのホット・セル売却にも強く
庫十一月十八臼のフランス︒イラ

ポン面外梢︑ジロー工業棚ら政膚

フランスのラ・セーヌ・シール

原子力輪出は︑結粟的に︑イラク

抗議している︒

きない﹂とするアラン︒シンプ

ク協窟で︑イラクがさらにフラン

禽わない﹂︵ジョン・エリス藤

酋脳が︑フランスとイラクとの原

騒な図的を追求するものであ

これに対して︑イラクのフセイ

れているのかその理由が分らな

に該兵器製造能力を与えるような
スに対して晦国協力のワク内で供

ン修正興も爾決した︒

給を受けた資材︑旛設および設繍

︶とのことだ︒サイト移転に伴

子力協定およびフランスの原子力

原発の設謝変更は︑冷却塔が自

通商政情について協議︑七月二十

いるものであることを確認す

ン大統領は七月十七欝︑﹁原子力

引渡しの条件が供給する研究炉

︑あらゆる保証で注惑が払われ

を軍和綴的にのみ使罷する﹂と書

必要とする騒に限驚され︑従っ

︒

もの﹂と懸暫し︑フランスに輸出

を欝欝の下におく約束を行ったこ

一︑フランス政膚は︑このウラ

を恥いとどまるよう嚢講したが失

とを確認する︒

子力は火力

表した︒

九β︑次のようなコミュニケを発

らいで︑大きな変更はない︒

明し︑門イスラエルのディモナ炉

趨風式から強制通風武に変わる

こそ鶏蟹電的の炉であり︑非難さ

進む慈陶である︒

敗・イスラエルにとっては︑過激

︒圧力に属することなくこの道

霊義で︑イスラエル圏壕の存在を

している︒

れるべきはイスラエルだ﹂と逆鰹

・メール原子炉工堀で昨黛趨きた

露に遡遇︒昨琿十一月には︑ス

認めないイラクの原子力謙爾は︑

るとのキャンペーンを強力に展開

て︑イスラエルとの関連がうわさ

襲を建設するもので︑すでに一

申︒イラクへの核燃料輸出を阻止

SPし社の原発建設計画

されていたが︑巖近の英燭の週刊

七四琿にジェネラル・エレクト

研究炉が破贋された購件につい

だ︒来国としては︑イラクへの原

紙は︑﹁爆破箏件はイスラエルの

ット渓谷に峯塗していた三子力

爆発により︑製造中のイラク向け

子力輸繊が核拡敬リスクを臨めな

秘驚諜報部員のしわざ一との詳細

門馬の建設計癒を放棄し︑代わ

るが︑うまく慶んでいないもよう

いよう︑フランスから保認を求め

誠瓢をのせている︒このため︑イ

とを決定した︒

たいところだ︒イスラエルの翻国

ラクへの原子炉三崩が二犀闇遅れ

来瞬のプジェ・サウンド・パワ

防相は︑﹁外交努力が炎敗すれば

ック︵G鷺︶社に発注ずみ︒当

・アンド ・ ラ イ ト ︵ P S P L ︶ P S P L 筏 の 原 発 計 薩 は ︑ 櫓 気
邦政府の原子力気鋭が行われて
力菖二十八万八千KWのBWR
たこともあり︑住民は概して原

その他の孝 段 に 訴 え な け れ ば な ら

︑DOEの三蹟によると︑ハ
ったが︑地腿闇題のため漁民の

は︑礎葉物を処分するための地

ン・パブリック・パワー︒サブ

ハンフォード保留地に建設する

亡することになると推定してい

として智堀鰭を想定している︒

炭火力は一・五二魔だつた︵い

発は

のN炉が運転中︑およびワシン

データを利興して算定されてい

︒

物の懲︑技術ベースの評価︑米

と奪までに利規できなくなれ
A三F欝明猫は︑処理すべき編 PSPも祉はちかく︑DO鴛三

るエネルギー街︵DOE︶二丁 は一九八○〜八露鋸の運開予定

にともない発生する廃棄物の処分

︒

撫斬からの使用済み燃繕のた

別の表現で鋭明すれば︑原子力

このため︑フランスは︑ジスカ

たともいわれている︒

陸圏の原子力発電所から取り出
によるリスクを調べているだけで

このリスクは︑自然放射線の影

ド議簾は︑﹁国家謝團がないの
の
リットルプルークDおよびイ
フォードには蒼芳KW級原発二 ︑予籔の支鷹を認めることはナ
スB爾蚤醗火力は各六・三六埼
センス﹂と述べているが︑AF 七二四拶と麗櫨られている︒

される簡用済み燃料による放射線

により今後壬一掬万隼の間に死

︑西独も入
台湾︑米の原子

ネラル・エレクトリック︵G 利が原阪︒

藤に入難ずる会社は︑来灘のジ

力政策に反発

に加わる
燃料に焦点をあてたものである

なお︑AIF照明聡は︑便用済

ても検討している︒

および世界の廃葉物状況︑その

本の喫煙による

トベルク・ユニオン︵KWU︶ 物貯蔵コストが怨まれている︒

フラマトム社︑灘ドイツのクラ

コストには再処理と萬レベル廃

アリング︵CH︶社︑フランス 上興するとみている︒原発の発
が︑これまでと違って※隅以外

力発磁駅一一星の入粍を行う予定

台湾はちかく九十万KW級の原

に梱寂す

︵増殖炉の

︵在来型原子炉の場禽で︶

︑

回道

スク︑あるいは︑三奪に

︑シガレット

べることによるリスク︑また

生の間に︑パン一切れを余分に

︑平均醜米国人の寿命は約十分

ルについても検討している︒

する理論廼二衝六十憾〜四輪七

なく︑廃棄物処分のタイムテーブ

七十四人という死亡リスクは︑

一δ四〇奪までの原子力発電によ 億人に比べると︑格段に小さ

射性廃棄物で声明書

タ違いの安全率
醤ド

廃藁物貯蔵に関する諸問題につ

のため︑今後︑千三齎万無の聞に

人にすぎないーー※国原子力産業

回議︵A王F︶の放射性廃蘂物に
関する毘解薄明轡はこう述べてい

この廃棄物蔵明欝は︑原子力規

る︒

制睡魔会︵NRC︶が︑現在︑実

颪億絞の石製存︑

として︑工CRP︵團際放射線 ︒そして︑もし︑これだけの原

退物処分場は︑十葎単から十

れている︒

する台澱の不満の現われと硬解

舎で︶数兆燈の葉蘭

を余分に横断することによるリ

護婁澱会︶およびBEI鶏婁鎖 力発鱈が石炭火力によって藤き

庫後には開設できるだろうと予

腸を放棄したわけではないこと

累籏発射羅一千万KW奪をペー ︑とA王F購明懸は述べてい クに匹敵するものである︒

えられるならば︑一一〇㈱O黛ま

十六痒後である︶︒AIFの予 断っている︒

︵エネルギー欝の予測は十七〜

ルメーキング︶に関遮して作成さ

れたもので︑八月五賃︑A王Fか ︵全※科学アカデミーの魔離放

の石炭火力による廃蓋物や排出

処分のため の 規 則 作 成 手 続 き ︵ ウ

施している放射性廃棄物の貯蔵︒

まる︒これは︑肥満した人が︑

死亡する人数は︑せいぜい七十四

エルは︑また︑イタリアからイラ

ない﹂とも篇明している︒イスラ

するため︑※国にも働きかけてい

OE 所 有 地 に 移 転

イスラエルの安全保隠を危うくす

イスラエル政府はヲランスの

㎜一

國

聞

業
産

力

原

塔ﾌ

のため︑約二十五万人が余分に

sc徽術提携・欄で糊ま原子力プロジェクト部

胎せは品質保証技術部雛御まて

火災解析専門技術者。よ畷行1三層協・泌蜥騨に基き

横
匿
和
夫
クラウス・ティーセン

締役社長
社 長

ASME更新のオーディット・サービス

鼈鼈

員金︶の単位線量嶺たりの死亡

は︑原子力 平 目 利 聡 の 継 続 と そ れ

ASM￡認定取得コンサルタント（〔∫」∫・s・u、・NNP｛M汽i）

レノクス242−5060JATECH

Jヤ

気設綴ll事者、掌凋設偏d「1痛、安全技術者

電工（031431−60311代｝

災設備会君、保険会招、施設舷理者
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QA／QCプログラム及びマニュアルの翻訳

竃二会ぞL、プラント総合メーカー、建築会凝

原f力品質素謡マニュアル作成の指導

ャパンテック・サ叱ス難

術サービスの対象

即今品質保証システム確立の技術指導

一贈

施

象

対

華レベルQA／QCの総禽コンサルタント

轟ハ

ム

らNRCに握出された︒同灘明購 線の蛋物学的影響に際する諮問

エースト・コンフィデンス・ルー

一か

子力施設の火災防護対策技術サービス

子力晶質保証体制確立と
＄M置認定取得の技術指導及び
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戦後から編在にいたる期閉は︑
世界史的にみても︑稀葡な高塵経
済成長︑大きな変化の時代であっ

とくに︑わが国では︑それが日

た︒
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ことによって︑六〇矩代の高度成

保健︒衛生面では︑チフス︑痘

擬を支える一困ともなる︒

に対し︑ワクチンなど医薬品の製

そう︑コレラなどの流行性伝染病

た︒また︑戦前から死困の高い心

造を満建に行える状況になかっ

証を占めていた細盤感染による全

中であった︒勉会経済や国民の生

結核︑肺炎および気籔支炎も︑相

話は︑この三十五年間に︑踊的に

変ぼうをとげている︒

はむろんのこと︑質的にも大きな

しかし︑ストレプトマイシン︑

変わらず璽大な問題であった︒
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※説明書、見本をお送りします。

これらの変化については︑種々

ペニシリンなど抗生物質をはじめ

の要阪が蓼えられるが︑なかでも

とする化学療法剤が外国より導入

大

この期間の科学技術の進歩が

カナマイシンなどの抗生物質が開

され︑また︑わが国においても︑

きくかかわっていたことは確かで

科学技術は︑社会経済に影響を

ある︒

終戦聴のわが国の工業は︑生産

一九五〇代

経済復興︑自
立の科学技術

技術灘入の時代

低下を示すことになる︒

一九五〇年代半ば濠でに︑急激な

発された結果︑これらの輝気は︑

を受けて︑それ霞体も変化してき

及ぼす一方︑また社会経済の要請

た︒科学技術は時代を翻り︑また
時代は科学技術を劇ってきたとい

終戦から

うことができよう︒

生存のため

の科学技術
施設の破壌︑原料不足などで崩壌

このような混乱のなかから縮小

にひんしていた︒
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一九五〇年該でミ罪

終戦薗後は︑飢餓や疾病から淡
れることが︑国罠にとって露大事

も︑自主技術開発が一部にはなさ

再生産がはじまったが︑戦蒔中に

れたものの︑戦象による欧米諸国

で︑まさに︑生禅のための科学技

深刻な食糧難や伝染病の蔓延に

術が要請された時代であった︒

じるしい格差を生みだした︒とく
に︑生産設鮪のめざましい機械化

との交流のしゃ断は︑技術のいち

薗勤口が行われ︑工場の科学的管

対処するため︑食糧確保では戦蔚

る化学肥料の魍産と︑これにとも

改良の成果の当量︑工業蒋建によ

との技術格差は大きかった︒

理方式が極獲に発達していた米國

から開発がすすめられてきた贔種

された新しい農薬などの普及︑保

鉱工業の復翼のために︑傾劉蛋

とられたが︑なかでも外国技術の

轄
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デコン9⑪放射能除染剤実験室、プラントおよびガラス、金属、プラスチック製品等の放射能汚染は容易にバックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄には非常に効果的です。
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なう施肥の念理化︑海外から獺郷

温折衷苗代に代表される早期栽培

への接近策がとられ︑工榮標準化

産方式とともに︑技術の国際水準

嬰燧は順次︑緩和された︒

技術によって反双は濯難し︑食糧

灘入は︑一九五〇年︵昭和二十五

究用機械輪入の促進などの描躍が

の安足供給をもたらすとともに︑

法の制定︑研究巻の海外渡航︑研

労働生薩性をも葛め︑農家に余劉

に行われることとなった︒

年︶の外資法の制定により︑出発

また︑稲作における科学技術の

労働を生じさせた︒この余劇労働

進展は︑土地生産姓を高め︑主食

力は︑主に第二次臣事に流出する
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原子 炉 戸 籍 に 瓢 局 面
エンジニアリング部門を強化
瞬立製作所は十一B︑米国のエンジニアリング会社であるベクテル社との関でBW況型原子力発起
プラント技術灘入について長期契約を結んだと発表した︒わが閣のメーカーが原子炉のエンジニアリ
ング部門について外国企業から技術遡入するのは今園が初めてのケース︒日本の原子炉機器製造脳力
は︑ほぼ米国のレベルに達しているものの︑エンジニアリング部門はそれにくらべたち運れていると

ベクテル祇は顧子力発徽プラン

っている︒

いわれ︑今圓の契約によりわが国の原子炉技術は新しい局腫をむかえることになりそう︒
プラントに関するエンジニアリン

ノウハウをもっている︒このた

ては黛本の灘力三二もおよばない

資拷調達などソフトウエアについ

であるうえ︑げんざいは世騨的に

九〇無代までのウランは確保ずみ

が国の粟子力産業界はすでに一九

れにつぐ

︒しかし︑わ

り︑今憾の出光興塵のケースはこ

内高揚漫心だったが︑こんどは海

なったもの︒濠た︑これまでは国

場に本格的に謬寒していくことに

礁へと方尚転換を行い︑原子力市

このため︑今圓新たにシステム露

受注にとど濠っていたのが実偶︒

しかし︑これまでの受注は単体

灘猛︑△口遜譲数二十六名︑品格埠

金燭によると︑受験繭込蕎数四十

螺線蕎を発濾した︒同庁原子力宏

鳳原子炉主任技術囁試験口筈試験

科学技術庁は十一臓︑第二十ご

三1九四四1園三一一︶まで︒

修所ラジオアイソトープ部門︵〇

第二弾

め︑B本の各メーカーも︑これま

るため︑寅際の蘭発は一九九〇隼

もウラン市場が﹁供給過剰﹂であ

外南場にも進鷹していきたい悪潮

原子力市場へ
本格的に参入

五九％︒この口答試験が叢終試験

チく

なので︑本年は二十六猛の新原ア

く

岡社では︑こんこのシステム受

ガ

注として①便用済み核燃料輸送・

どに重点をおいていく計画だ︒

駅修生を募集
原研・研燈所
田本原子力研究所ラジオアイソ
ト⁝プ・原子炉研修所は︑以下の

期聞

八月二十九田︒問い愈わせは同研

▽第百二十五團ラジオアイソト

会一か月前と急だったにもかかわ

蔵物の投棄および貯蔵に対して反

う﹂等とともに

蟷険性をめぐる間題に留慧しよ

名︒実務経験等

取締役社畏嵩岡茂次郎氏

磁話〇五六八一六七一

愛知県犬劇市字上小針一

原灘に入会

昏鐘井上丈

電話

名古歴市東区西瓢
干四六一⁝九一

儒所

件萩

原産に入
取締役社長小川修次沃

B本特殊陶藥︵株︶

〇五ニー九五一一八一九五

町一−一一

太郎氏

︵株︶

中躍コンピューターサービス

Q八五一

干四八四

住所

入会

︵橡︶腐松習気製作所原産に

4汐／彰

闇い愈わせは原産企繭蜜まで︒

薦が必饗︒締切りは九月十七日︒

の資格制隈のほか︑所属機関の推

撮全部上級職員

▽技術業務周・原子力安全環麗

は︑次の嚢領で職鍛を野駒中︒

国際原子力機闘︵王A廻A︶

を募集一AEA

附蔵システム②CECE社の焼却
炉穿翫技術青が誕生Q
装羅を中心としたR王廃彙物の焼

原子嫉圧力容罷のような原子力蒸

却・減容処分システム③熱交換囎

沼立懸船
漢立造船は︑これまでの使照済

田立腰船は縫礪済み燃料の輸送

気供給システムの璽要部品ーーな

み燃料輸送キャスクを聖体とした

を転換︑原子力撃壌へ本格的に嫁

ャフト社の業務提携は①ウランゲ

9＄φ8φOOウ＄φ＄O客φ◇◇φ8000φ8φ8φSムに増強する方針︒

U探鉱で技術提携

キャスクについては︑十銀まえか

▽第七同原子力入門講座

要領で研修生を琢鍵中︒

九月一一十九日〜十月三十一日︒岡

修所原了炉研膨部門︵〇二九二八
済み燃料貯藏施設を建設︑このぽ

炉主任者合格発表

ンサルティング契約を締写するな

で個々の技術についてそのつどコ

代以降を射程に入れた長期的な開
だ︒

どして捜術灘入を行っていた︒
発計画となる見込み︒

このため︑今懸ベクテル社が醐
懸腕俘所と畏娚契約にのりだした
ことは︑こん︸．﹂のわが騰の原子力

発霞技術の動醐に新しい要素をつ
けくわえることになりそう︒

また︑これまでわが国のソフト
ウエア部門の遅れが原子力輔養の

語で︑今麟の契約により﹁輸出﹂

んざい約三十名の原子力窯のマン

入していく計薩だ︒このため︑げ

グ技術を便用することができる②

わが国 の 原 子 力 発 電 謝 画 は ︑ 海

て大きく成長︑いまではほぼ〜O WRプラント特有の技術とBW世
R界脚数の総禽エンジニアリング

になりそう︒

にも新しい動きが期待されること

外からの技術纒入によってスター

蜜社︒とくに︑※国では士木建設

一つのネックとなっていたのも鄙 単体受注からシステム受注へ方向

までふくめて〜括受注しているケ

ベクテル祉の技術ノウハウにはB トの受注累計が八十基にたっする

る共通技術がふくまれるーーなど

O％の機罷製造四魔化率を達成 以外の発鍛プラントにも溝用でき

ースも多く︑機器のくみあわせ︑

トしたが︑二十三一毛の経験を経

し米国と罵をならべるまでになっ
が主な内容︒契約層間は十隼とな

パワーも︑来春には欝〜蕾五十名

ている︒しかし︑設計︑工製計醐
などのソフトウエア・エンジニア
リング部門については蔵較的遅れ
ているといわれ︑その強化がいそ

ゼルシャフト社は出光興藻にウラ

ら開発にのりだし︑すでに丑基を

海村︶で︒

研修駈原子炉研修部門︵茨城漿藁

製作︒とくに︑東海再処理工場潮
けキャスクについては︑岡祉が独

ン探鉱開発の技術を供与する②綱

占供給している︒

祉は世界各地でウラン資源の共同

容で︑契約期間は㈱痒︒この契約

騰発をすすめる⁝iなどが霊な内

西独のウラン会社と
入もこの線にそった八○無代戦略

り︑今園のウラン開発部門への参

出光興薩
慮光興薩は五日︑ウラン探鉱開

このため闘社では︑原子力およ

がれていた︒

発について西独の門ウランゲゼル

︵鐸集人馬三十二名︶

鍛大の実績をもつベクテル筏と技

び火力では米国内外を遡じて嵐界

造船エンジニアリングは︑原論敦

受講料八万円︒申し込み締切りは

にもとつく共岡探鉱

賀二号︑融融裾鑓一塀などの使爾

また︑工購部門を握熱する賦立

の一環︒岡社では今團の業務提携

ン探鉱が考えられており︑すでに

しては︑オーストラリアでのウラ

と

シャフト社扁との間で技術提携し
にともない︑まずオーストラリア

第一弾

術提携︑他社にさきがけてソフト

を皮朋りに︑世界各圏でウラン共

圏内に﹁出光灘州ウラン﹂︑現地

か原発のプール・セルおよびボー

岡社は︑メジャーの石油供給醐

たことをあきらかにした︒

ことになったもの︒

團探鉱活動を展開していく酬え︒

に門出光ウラニウム・エクスポラ

⁝二⁝五六六七︶濠で︒

ウエア部門の抜本的強化をはかる

減を背禦に門総台エネルギー会

出光興産と瞬独ウランゲゼルシ

今鰯の繭社の契約は①欝血製作

所はベクテル社の所曝するBWR社﹂への脱皮構想をうちだしてお

をうみだす原発は認められない﹂

対していることに鷲悪し︑これを

名古屋心境穂区高辻町一四一一

会

一⊥二二

八帯四六七醜話〇五ニー八七
中部環境エンジニアリング︵株︶

干四六〇

原薩に入

璽話〇五

名古隈市中区大須四一
一四⁝六〇

住所

原麗に入会取締役社憂加藤義響
残

B羅アネルバ︵株︶

ニー二四二⁝0八二

をめざすものでなけれ
ばならない扁との立場をとってい

徽

潤中
予一八三

件所

たが︑今國の独臨大会論難は︑そ

が糧織統

からこれ京で︑原水協は︑﹁大会

統一大会が七七奪に再淵されて

とだ︒

翻︑長崎で独翻の議会を持ったこ

特色は︑原水協が愚管ぶりに広

今年の原水談運動のもう一つの

のあ

らず︑十〜園際組織︑四十五か

る訴えとなった︒

庚原発色

と霊張・﹁なまぬるい﹂原水協の

ヒロシマアピールでは﹁栗崇富罵

支持する﹂と明灘されていたが︑

︑詩︑ざ︑§︑ざ︑§︑ざ︑ざ︑ざ︑ご︑ざ︑§︑ざ︑詩NN§︑ざ︑ざ︑§︑ボ︑ざ︑ざ︑ざ︑ざ︑ざ︑ざ︑ざ︑ざ︑ざ︑ざ︑ざ

一九八○年原水禁大会を追って

上田る緊緊蕎だった︒

を心から糞持する﹂という一文に

国・九十九人と︑昨無︑一昨駕を

だが一方︑想界大会・広胤では

た︒

を保幽する民震的な行政の確立を

﹁核貢器廃絶︒被爆護擾謹法制 を制定したパラオ謳局の代蓑や︑

方針を問いただす場面もみられ

今隼の 原 水 禁 統 一 大 会 は ︑ 激 化

めざす運鋤をつよめる﹂としなを

原水禁反原発色強める

平和利用で社共対立

礒水が計画している低レベル放射

その中には︑世嗣初の非核懸法

する社共の対並のあおりをうけ︑

らも︑﹁この立場で原発の総点険

に対しては︑原発周辺の住民運動

定﹂という点で統〜が確認され︑

原水協︵ 共 産 党 系 ほ か ︶ と 原 水 禁

と通栴する﹂という今までにない

増設は認められない︒既設のもの

おこなわないままでは原発の新・

︵社会党︑総評系︶が岡じ土俵に をおこなわねばならない︒これを

立てず︑ 開 催 が あ や ぶ ま れ た 口 唱
もあった︒

しかし ︑ ﹁ 統 一 の 輪 を く ず し て

社長盛定義安氏
甫照谷玉−八一一

会

住所

の原劉を変璽したものと受けとれ

干七

はならな い ﹂ と ︑ い く つ か の 口 置

﹁統一を深め︑醐縮して運動をす 疑廃簗物の試験的海洋処分に反対

会
禁

の対立もあ

聡いたことや︑原子力翼壁利用を
協

がどのような

はけっして明るいものではない︒

原産に入
代表取締役西村敏郎氏

高知蹴舞建殴︵株︶

話〇四工一ニー六四一二一一一

と

八○璽詰○八八八1七二一筆懲

嵩知市比鵬町三⁝二一一〇

核禁会議も三三に広鵬で簗会を
ては︑一万人を超える参加蕎を簾

すめよう﹂という呼びかけに対し

めぐる

統一

よう︒

しかし︑統一大会・広謝の課題

海洋処分の闘題は︑東崇憲⁝蔚

しかし・九日摂崎で採択された

形をとっていくのか︑その兇通し

り︑今後︑

する北マリアナ連邦の議員もふく
間銀会﹁原子力開発と核拡敬の諸

めた広煽県立詩筒館は︑翻れんば

で︑﹁核廃棄物の海洋投写をめぐ

﹁長崎からの訴え﹂では︑再び明

まれている︒

問懸をめぐって﹂では︑﹁原子力

かりの拍箏のうずにつつまれた︒

る問題に重三する﹂﹁太平洋譲煽

勉括された︒

は人類と呉存できない﹂とする原

の国々の政府および国民が・田水

方向を打ち賦している︒

禁

水禁が︑﹁平和利用三原則をつら

今大金の特徴の一つは︑海外か

その他の圏による太平洋への核廃 薩との関遡︑原子力産直労働養の

団体がたちあがってイ一一シアチブ

と

の

をとり︑ 結 周 ︑ 七 七 隼 以 来 ︑ 四 薙

協

遮続して統一大会開がかれた︒

原水禁 運 動 の

原水協 は 兜 こ ろ 発 嚢 し た 今 鋸 腱

対立点は︑原子力平和利用問題︒

らの滲加︒統一大会塞行脚興会の

文化され﹁ウラン採鉱と核兵蘇生

ぬいたとしても︑独占資本の手先

設羅が遷れ︑謬舶の呼びかけが大

力

原

日

i，遣負占Dゆrにこ，止絡iさい。
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学
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線
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，騨襲1名
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刊3東遊1鯨区4、駒込．届28番朔

（ラジオアイソトープ研修部門）

（昭和55年度）

所

動

研

子

本

ラジオアイソトープ・原子炉研修所

ラジオアイソトープ研修のご案内

射

放

内二等

程

岬

礎

基

烽ｼ講

技術名

ラノオアイノトープの利増をとす研究名

芦

象

対

原水禁銃一大会のもよう
きになるだけ︒あらたな被ばく者

Q

の適動方針の中で︑﹁書置と安全

第一の原子 力 の 研 究 ︒ 開 発 と そ れ

一一

昭和55年8月肇4日
新

島
子
（第三種郵便物認酌

第104壌号
（5）

聞

土
産

力

曽

ユ

綴織は原子核物理︑放射線化学工

理の各部門が分離独立した︒内部

学︑放射線防護︑高エネルギー物

ボーンで発見された︒先頭は円城寺団畏︒

後方稜線の上方にふくらんだところはウラン鉱の露頭で︑エア・

郡繋ウラン鉱山にて︒入坑に当り身につけた衣類を全てかえる︒

製重水炉︵改造して十二MWに出

慶

力上唇︶︑中国製スイミングプール

ミ

あ

平和利用の原

ヨニ

ニヨぽ

子力に重点

ニ

▽第工圃双方繊麗での李覚劇部

せている◎それに墓つくが近い将

下二名をウィーンに派委し調齎さ

ソ連のエア・ボーンで露頭が発

▽郷環ウラン鉱山︵湖爾省︶

重工業スロ1ダウン政策のため建

径のピットも出来ていた︒しかし

以上の圧力容器が入れられる十耕

上海の第一機械工業部の工場で

五千KWの重水炉も考えている︒

が近く許摂する方針︒また十二万

ニ

ぎ

▽上海第一機械工業類題型機械

敷地二十五万坪という大規模工場

う︒日本から学びたい︒広本に何

鉱宙は湖繭省をはじめ八省で採掘

の二工場ある由︶︑熱加工工場は

になりうる可能性がある︒

まだ確謡できないがウラン資源国

の辺りにょい露頭が冤出された︒

︵中国にはこの他にこの程度のも や探査中︒巖近は広東翁︑江西省

全沐の辛分をしめ︑億ジのインゴ

▽谷牧副総理︵国家基本建設委員

ット︒躍気炉は二十ナニ基︑十誘
四基等︑また一芳二千ナおよび二

会主任︶との会兇要雷

原子力発電は仏と九十万KW二

千五落ジの水圧プレスがある︒残
りの半分は機械工場であって︑十

プ︒この交渉が再開されるときは

基の交渉があったが薗下ストッ

千沙／年を生産する大規模精練工

不足はひどいようで︑署闇巷に人

ここ三︑四無は民生優先︒電力

変将念に幅ひろい仕事をやってい

闇をもたせている︒結果として大

ている︒

また外国ででき上った技術ある

場である︒選鉱︑貸出工程︑抽出

研究開発テーマの関連文献をすべて知りたいときまた必要なものだけにしぼりたいとき一

▽野海第一機械工業部ボイラー

三千五属人︑建屋五万坤︑発電

工場

所用ボイラ︑五ないし三十万KW
級︑一字間に容器工場では百七十

る︒チューブ工膓ではオートメー

来参加することになろう︒しかし

IAEAへの参加は検討中︑翼

万KWの生産︒その他小型あるい 長の説明要旨

ションラインが設備されており︑

NPTは国の主権にふれるので加

は化学プラント屠も製造してい

グ溶接機︑プラズマ溶接機︑誘

また溶接工場ではエレクトロスラ

原子力発電は財政上からみて輸

盟しない︒

るだけ自力璽生の覇王でやりだい

入は楽でない︒入食を獲成しでき

の工場敷地に原子力工場が建設中

憩型溶接機が設備されている︒こ

で︑建麗は三十六綴×酉九十六層

十・洋綴高︑二層四八ゾ︑二十五綴

鏡︑オートラジオグラフィで行

が︑もちろん外国の支機がいるQP

きる筈︑設備は旧式である︶︒米

×二榛でクレーン一繍蕩五十ナ︑

機関にその方法を提供している

個のホットセル︵鍛近高レベル用

高が設備され︑また九十万KW級 WR三十万KWの原型炉は岡務院

を完成︶などの施設︒この研究所

加との人の交流はあるが多くな

巻三十万人︵そのうち学卒︑騨門

︵実吊の装麗は別の処で製作され

学校挙などの技術番四万人︶︑地

る︶︒鉱物の同定はX線︑顕微

スケジュ1ルは︑簸初の一一臼間

の便用済燃料の再処理を行ってい

は北京でのレセプションで刻︵リ

る︒高レベル廃液のガラス固化を

う︒マススペクト心癖夏日による

い︒

精練︑濃鞭︵ガス拡敢為︶︑再処理

ュウ︶偉部長の墓本的脅え方をき 質関係暫五万人︑ウランの採鉱︑
き︑双万宗毘で李覚副部長の概況

ド試験中︒アイソトープはほとん

︵プルトニウム抽出︶の全サイク 数年後に実施すべく︑臨下コール
ルをやっている︒遠心分離は今ユ

かれ一九六一年生産開始︒一一千六

見され︑一九五八隼より鉱山が聞

賢

焼縦旋盤などの設備で主にシャフ

団の招待には応じたい︒

お鷺本側の李覚副部長以下の訪日

今回訪ねた施設はほとんどがソ

いは物は︑はやく縁座・消化する
エ コ

る︒

国際上での中国の豊穣は今後の
▽北京ウラン鉱山地質研究駈

TELO2928−2−5063

学︑原子炉物理工学︑同位体分離
・ラジオアイソトープ︑放射線防
謳の五部門︑一一十一研究蜜にわか

れている︒画径一二篇訓のサイク

門これからは闘際的にオープンのスタンスをとり︑日本からは甚礎研究からFBRまで大い

型炉︵三・五MW︑三・五×十の

原産訪中代表団員から

に学びたい﹂II日中両国間の原子力平秘利用の交流と摺互理解を深めるため︑旗本原子力産

ロトロンほか三竿の加速器︑ソ連

業会議は︑中国国務院第二機械工業部の招きにより︑七月十三日から二十三鐵まで訪中代衷団

十％濃縮UO2︑マグネシウム中

士二乗n／立方弛．綴︒秒︑燃料は

リ

に分散︑アルミニウム被覆︶︑十

を派遺した︒以下はこの代表繊の一艮として︑中国との双方会冤︑八か駈の施設の視察などを

ロ

通じて︑中国の原子力購暢をつぶさに寛でまわった山本緊三氏の印象詑である︒

ゑ ミ

日本から︑知
ロ

京︑湖南省︑上海の八か所の施設

説明があった︒次の七日間で北

ゑ

去る七月中旬の＋一鐵聞︑中国

コぢ

識の吸収を
国務院第二機械工業部︵部は日本

ルビジウム対ストロンチウム比な

金て国塵化することは不可能と思

どによる薬代︵数〜三軒繧奪︶測

設は進んでいない︒

ど国産化し︑医療用が主で約九百

ニットで試験運転をしている︒ま

東にもどり︑双方会晃︵蕩慶︶と

訪問を行い︑鍛後の二田は再び北

た三部としてPWR三十万KW藻
︑類︒また安定同位体を二台の電

の省に相堂︶の招きにより︑団畏

入薬はストップしている◎ウラン

人か派遣したい︒鷹力工業部の輸

円城寺次郎原産副会長︑瀬川動燃

︵鋳鍛︶工場

本

鶯人の鉱央︒作業は六時間四隅交

定がなされている︒島津製のプラ

谷牧副総理との愈兇交換を行っ

HWR十二・五万KWのそれぞ磁
れ分離器で生産し︑ユーザーに提

薯業団理事擾︑餌藤閣西電力副社

魏聾欝山

ギブ＆テイクを模索

両国の理解を第一

供している︒なお電子ビーム︑陽

従業員九千三蕩入︑十㈱工場︑

原型炉を開発すべく設計を進めて

ズマ分光分析器︑豊本電子製のX 代︑鉱石で二＋万踏／隼の産出︒

記す︒

▽苅部長のあいさつ

た︒以下その要点を逐次メモ的に

歓迎の醇︒四人組のため経済は

菱璽工副社長︑綿森日立副縫長︑

料部主任研究農︑国分原産撃務局

橋本動燃資源部次長︑欄松岡核燃

ひどいダメーシを受け︑昨今漸く

擬・日本原子力学会会長︑未永三

獲と私の計難名の訪中団が旛設の
その始末がついたので︑これから

とりたく︑B本からは大いに学び

は国際的にオープンのスタンスを

今回の訪中は原子力関係ではこ
たい︒中園の簸大の問題は北方の

行ってきた︒

うしたまとまった形での醸初の対
國麗の防衛にある︒原子力はその

視察および首脳養との悪見交換を

中国接触であり︑またとくにウラ

原則として仏を優先させるが︑そ
埋藏羅はウラン金属で三千七酉ナ

の機会はある︒一方原型炉三十万

ての竸争とするから︑賑本の参加

器︑クラッシャー︑プレス機械な

ト類の生産︑圧延機︑化学高圧容
線マイクロアナライザー︑ジャル

子ビームによる核良禽研究の準備

いる︒これとは別に電力工業部は

役霞を果してきたが︑次に平縁利

と推定される︒韻位は○・一一％

▽上海第一機工部タ！ビン工場

ン資源についてややウェートをお

▽双方会蜀での李醐部長の説明

アッシュ製原子吸収装置などが散

ウラン鉱床は沈横慰中の変質鉱

用に鶴いたい︒

電力不足にかんがみPWRの輸入をはじめた︒概していえば賑本原

見された︒鉱石試料窒は中国全土

いた点に特徴がある︒嶺初より︑

子力研究所に相似している◎

の時点でのコスト︑技術につい

を計ろうとし︑フランスと九十万

どを製造している︒

原子力科学︒産業の活動は大学

この団の立場上灘がしかをとりき
める目的はなく︑むしろ相互の理

KWは進めたい︒現下の政策とし
の工場︒従業員八千人・一九五五

一九置三蕉操業開始で中国巖初

年六千KWのタービン製造からは て軽工業と農業を優先させる︒ウ

床︑縦坑は薩径約五研︑深さ颪八
十綴と三落綴とある︒横坑は五十

からの多数の試科が販集されてい

耕間隔︑高さ約三層︑坑内携水中

じめ・一九七一黛には三十万KW ランは余裕があれば︵現在余って

▽北京ウラン精練研究所

のウランをイオン交換法で回収

KW二基の交渉を行い︑また米︑

た︒ウラン探鉱は一九五五琿から

るがハ産地が認されていなかっ

し︑アンモニアでイエローケーキ

や科学院で一部行われている以外

一九五八奪設立︑盆職員六型

ソ遼の協力ではじめられた︒今で

解を深め両国闇の交流の促進に役

およびWH社のノウハウの閲係で 人︒女性の多いのが臨立つ︵研

は霊要な省にはウラン鉱地質局の

西独とも話愈つたが︑コストの点

究藁塚任クラス穏人︶︒各駈から

産薯＋万KWの能力がある︒

自力でつくれるようになった︒鎌

遡の支援により一九五八庫頃発足

のが蟹騙な策と考えられるが︑思
ロ

八か所の施設
二一一ロ

れから模索することになろう︒

ェックアンドレビューをやる研究 をギブし何をテイクできるかをこ

譲国︑実証試験にはなっていな

検索します。

Nucleadnformat正。難Systemの略称です。60ケ岡
か協力し、年間70，000件の交献を欝気テープに収
録しています。日本の担当機関は日本原子力研究

は全て鼠戸に属する︒原子力関係

産出する鉱石からのウランの抽出

著Z十・五気醍︑五颪五十度目を いる︶友好国には輸出できるQな

中国はウラン生産に千〜千蚤酉

にしている︒それが〜薙に十五〜

ストップ︒

下部縞織があって︑当研究所とも

二十ナのウランになる︒

法の研究を行い︑選鉱︑工銭冶
〜二千万KWの発電の燃料自給が 金︑分析︑廃水処理︑萄機命成の

部分を煽間髪たようなものである

したものであるが︑聞もなく国交

想的か経済的か理由はわからない

い︒こうした工学蘭が何がしか欠
一九五八蕉着工︑一九六二隼操

から断続的な評価論は齢し控えた

悪化︑ソ連撤退となり︑以後宙力

が︑しばしば自力下生が嘔えられ

幌で︑生産能率はかなり低い︒
ン︑伊から訪問蕎があった︒日本

業開始︑四千人︵労働蓄千二二

い︒一般的な印象としては︑四人

で施設の継続建設や装置︑設備の

以上のように短期闇でしかも〜

理︑心心分離︑ATR︑安全性なは今回がはじめて︒目下米︑騨に

人︑技術蓄電菅入︑技師四十人︶

組による学問︑産業︑経済の破腰

改蕾維持をやり今浸までの二十年

市︶

▽ウラン精練工鵜︵湖南省衡陽

連絡がとられている︒

ナ／年の余袷があるので︑千五百

五研究蜜に分かれている◎既に
当部は田本の基礎研究からFB 艇︑襲︑仏︑イラン︑パキスタ

司能になった︒

留学生を要している︒石炭や燐鉱

四悪交代・湖南省にある郷︵ちん︶

い︒

から立ち慮りつつあるが傷は深

一誓

落しているように懸われる︒

石からのウラン露出︑および炭酸

石計酉万ナ／年を精練し︑UO2

県鉱山など四鉱山からのウラン鉱

Rまでを学びたい︒たとえば再処

堀鉱物と燐酸塩鉱物の浮遊選鉱に

どに関心をもつている︒

よる分離の研究などを行ってい
繍

の訪問から
冊齢曹

▽強豪・原子能研究所

理解を深めることからはじめ︑何
造工程にわかれ︑鉱石からの園収

大きい問題である︒臼中間はまず
一九五九年設立︑七筥人︒ウラ

た︒上海の諸工場は規模は大きい

これでよいが︑思的をもち常にチ

ンの採鉱法︵物理的および化学

が疑問みた限りでは活動樋めて緩

る︒基礎研究︑調蒼研究としては

一九五八年創立︑三千人︵半分

い︵橋本氏によれば数％は改薔で

率八八％で余りよいとは嵩えな

の工場労働暫の磁と華商できい
が科学蓄︑技術暫︑三分の一が作

のモデルをつくり実施担当の下部

的︶と分析法の研究を行い︑大体

工程︑イエローケーキ︑UO2製があふれているのは夜間鱈力利用

足︑その後核融合︑原子炉物理工

ご希望のテーマに関
する文献をまとめて

る磁気テープを使用して、利用
者ご指定のプロファイルによる
検索を行い、英文抄録付きの文
献リストを作成・送付します。

的な原子力文献情報流通システム，lnternaも10nal

君

業員︶︒近代物理研究所として発

RS（遡及検索）

1974年以降最透まて

IA￡A（國際原子力機関・ウイーン）か中心とな
り、加盟醐の協力のもとにすすめられている国際

（財）原子力弘済会資料センター

所ですか、団内サービスは（財〉原子力弘済会か行

のチータへ一スから、

SDl（定期検索）

一

毎月一1蝿AEAから送られてく

1NlSとは

三

〒319−1L失城媒脚μ1書1；東イ毎村

っています。

（酬

N lSの出番です

こんなときが1

に

立つことを考えた︒

第二機械工簗部間脳部との会見（人昆大会堂にて）
離列左から由本氏、李覚副唱酬、円城寺団鎚、刻煙
部痩、瀬川氏、三志甲宮罵畏官、傷藤氏Q

（6）
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力

一覧

述へ︑闇筈は避けた︒

﹁

むつ

の安

市内のホテルで︑河野むつ箭畏と

つ﹄の安全性が先決﹂ということ

とするためには︑なによりも﹃む

した︒その結累︑﹁大湊纒を録懸

会談︑再母港化問題で愈発を交換

膏轟漿知醸︑むつ富畏と会談

で愈兇が一致︑そのための翼体策

全性が先決﹂

としては﹃むつ﹄の安全性が園民

中川科学技術庁獲憲から︑大湊

を政府側にただしていくこととな

は︑﹁海洋処分猷臨の実現にあた

まずあいさつに立つた後藤次長

また︑日本側がいま考えている

同じであることを強調した︒

穏婆餅であり︑今回滲矯したどの

処分地点は策察までの距離が約九

これら鐵患側の説明に附し︑繊

臨よりも近いと述べた︒

席蕎の中からは︑かなりきびしい

投翼反対の愈冤がでた反囁︑この

いとの希望が︑ほとんどの三曲か

ような説明を今後も継続してほし

さらに翌十五田には︑﹁太平洋

ら出された︒

磯

三菱原子燃料株式会社

しかし︑﹁澗人的ではあるが﹂

的に確立することがまず党決﹂と

港にしたい騒の翻し入れを受けた

魑を湾び︑猿子力船﹁むつ扁の愚

促遣するためには地域冷雨命制を

地域における原子力廃斎物の投棄

三菱原子力工業株式会社

と象えおきし︑﹁受け入れる条件

し︑知璃として︑蘭強きの姿勢で

った︒

関滅した聞題だけに︑緊期結鶯に

硬と安金性について説明した︒

協力して欲しい﹂と要糊した︒こ

とが雰常に盈要である﹂との鋸識

を田本側がもっていることを強

り︑瑠潮に関係国の理解を得るこ

えたが︑﹁国策に協力するのは︑

の基本原則として①原子力の利用

調︒つづけて︑臓本の原子力開発

れに対し知肇は︑門関係蕎と相談

とうぜんなことである﹂と︑前向

しなければならないので﹂とこた

鼠長︵四十九庫︶として︑躊接︑

北村膏森県知欄は十五日夕︑糊森

取組むことをあきらかにした︒だ
が︑その安全性については︑門こ
れまでの経過からみて︑改修エ購
が終了したから﹃蜜全﹄というの

証明

では納得できない﹂と述べ︑科学

となる手だてを一任した︒

技術庁側に対して︑その

だが︑婆霧レベルでの薇し禽い
については了承︑こんこ︑双方が
難濁打開に向け︑岡一のテレプル
に趣くことになった︒

民族としての立堀を説明し︑太平

ネルギーをめぐる内外の厳しい醐

脚気する必要がある﹂と掴摘︒こ

と貯蔵に反対するための太平洋地

三菱璽工業株式会社

＝轍

は︑四二協建が協定どおりに守ら
れていない点については︑本人臨

は軍和嘗胸に隈る②安全牲の確保

わたりヨーロッパ譜国により投蘂

岡にふれ︑大薩洋では十手以上に

四十九駕十月十四

森県漁連会長の四春問で︑愚港撤

四麿協定

﹁むつレ勲爵で︑科学技術庁長

した︒さらに海洋処分の国際的動

を大前提とする一1の二点を説明

きな姿勢をしめした︒

してでもよいが︑県脇に尚けて︑

官と蕎森県知合が話合ったのは︑

森緊知禦︑菊池むつ布長︑杉田轡

臼︑鈴木自民党総務会摂︑竹内欝

接でも︑しかるべき報道機関を顯

陳謝してほしい︑と要架した︒そ

五十三奪八月いらい二薙ぶり︒

して︑再母溢化については︑﹁知

表︑新母港の淡定︑地元対策︑安

◇

に蜜全性の確保がなされているこ

が行われてきた禦爽を紹介︑十分

◇

これに先だち︑北村齋森緊知粥

した︒

全駿視などで禽懲︑協定轡に調印

◇

のではない﹂とし︑嶺瑠轡である

は岡聞牛前︑葭掘窟鄭で鈴木蕊相

螺ひとりの立場でこたえられるも

と十置分賦︑会談した︒席ヒ︑薗

ら一定の離合を着し引いた霞黙料

岡次長はさらに︑わが国の漁業

とを懸激した︒

議会︑県民の動向など︑じゅうぶ

相は門むつ﹂問題にふれ︑﹁総務

むつ驚長︑県漁遡会長︑それに県

んにみきわめた上で対処したいと

などを強力に捲進ずることにして

勢のなかで︑その安定供絵の確保

れに対し安倍赦調会長も﹁篤源釜

域葭脳会愈の端脳﹂と題する共岡

する処分技術の完盒な安全性が

それによると︑﹁海洋投棄に関

コミュニケが発表された︒

定期間にわたって実謹され︑かつ

優れた技術と品質を誇る

騒
幽

﹁ふたたび大湊港に

村知壌に対し︑再鰍港化に協力し

これに対して北村涛森県知事

帥副巖枇村青森県知事に要講
ふたたび欝獅繋むつ南の大藤港へII︒晒礁にのりあげていた原子力船﹁むつ一の羅港聞題は十轡
日︑中川科学技術庁畏窟と北村欝森多知蟹のトップ禽談により新しい局面を迎えた︒この禽談で︑中
川擾窟は︑﹁科学技術庁長野として︑﹃むつ﹄の母溢は︑大湊港以外にない﹂と︑北柑知事に薄周纏

い﹂と即箸は避けたものの︑個人的ながらもとまえおきし︑門受け入れるにあたっては︑改修後の

化の串し入れを籍つた︒これに対し︑北村知劉は﹁この問題は︑知薯ひとりで返蜘することはできな

﹃むつ﹄の安全盤が︑間隔的に確立されるのが先決﹂と逃べ︑前向きな姿勢で取緩むことをあきらか
にした︒四十九年九月の放射線もれを契機に︑紅藍である大湊轟を遍われた﹁むつ﹂は︑今回の巾川
︒北村会談によって再浮上︑聯縷はまだ流動約とはいえ︑周薦打開へ間け︑大きく朗進ずることにな

周ホテルで認蕎金無し︑会談で中

った︒

今回の金談は︑北村知響の上禦
てほしいと要請した︒

﹁原発鯉進﹂で合意

ており︑海洋環境の保金を願うと

会議では︑まず田中遡薩梱がこ

をはかっていくことは︑わが驚に

法の繕用だけでは立地促違に隈界

いう薄味で︑太平洋諸癌の三々と

洋の水産螢漂を有力な震腿源とし

進する必裟がある﹂との瞭冤が強

金を微駁︑この差額分を醗源特会

した﹁総愈エネルギー政策の展

長震は︑門原子力研究開発投驚は

くだされ︑とくにゆ川科学捜術庁

いる︒

関﹂について説明︑﹁げんざい薇

もっとふやすべきだ︒さらに論︶地

から電力会社に補助金の形で補て

海瀬給はゆるんでいるが︑醤菜は

の健進︑長期的には核三極研究を

んするという方式も検罰されてい

政府は十九晒︑鈴木新内閥発足

必ずしも楽観はできない︒こんこ

強化する必要がある漏として原子

これに対し会議では﹁げんざい

推進閣僚会議を開き︑こんこのエ

後はじめての総合エネルギー灼策

はできるだけひんぱんに関僚金鶏

力開発をいっそう促進すべきだと

誓言翻地域料金制でも意見

港の露虫︑新型繕の淡定というエ

ネルギー政簾のあり方について新

をひらいていきたい﹂と各省庁の

のエネルギ⁝精勢に対応するため

″禔＝＝￠X＝咀＝髄二嘗糟口幽幽＝＝冊＝＝一一＝＝一＝＝＝＝＝幽榊輔鷲需需冊＝＝＝一一＝冊一階＝＝：＝＝需：＝＝＝＝一＝＝：＝＝囁冊欄ニニ一＝繁＝嵩＝榊＝禰曹冨＝＝篇＝＝幽＝＝二＝一一謄＝ニ＝二巴＝＝一階＝一一一刷＝■曹＝一胴＝＝榊＝＝＝鱒

川長霞から北村知瀦に︑大湊彪の
再母魁化を襲窪したことをあきら

に合わせ︑巾川蔑密から旧し入れ
していたもの︒
かにした︒

会談では︑ま貿中川心懸が︑原

この田︑璽禁・ヒルトンホテル
で正午すぎから会談した中川畏轡

など閣軽舟に多大な協力を得たこ

つの大きな点で︑四薦協定が完全

里交換︑当囲脱石趨を急いでいく

協力を求めた︒

る︒

に履行できなかったことに陳謝し

ため原子力発電所︑石炭火力発露

には︑さらに原子力発澱開発を促

そして︑科学技術庁側として

駈などの解熱エネルギー開発を頒

とについて感謝するとともに︑母

も︑薪縁溢さがしなどで︑それな

た︒

りの努力を横み蟹ねてきたことを

んこの顯薩憲の方針をあきらかに

とってきわめて懲穴な政策課題と

がある﹂としてこれを支持︑廟民

濠た︑斎藤斜径は門殿源立地を

核兵器拡散防止条約︵NPT︶ い︑雛界に新兵器の恐しさを示し

づいて①石油疑定供給の確傑②雀

なっている偏との基本認識にもと

の考え方をあきらかにした︒
還していくことを再確誌した◎

たらどうかとさえ蕩えた﹂と核兵

それによると︑遡薩省では﹁エ

説明するとともに︑これまでの経

器保有瑚への憤りを逆説的にうっ

緯などからみて︑母港として︑大

九月五二の約四週間の予驚でシュ

第二回鵜検甜禽議が八月セ一田〜

たえたあと︑﹁NPT条約の二つ エネルギーの提進③原子力︑獲 党としても地語別料金制問題に孤

湊溢以外にはないことを強調︑北

ネープの国連欧州恋部ではじ象っ

硝太軍湾酋脳附議が十四田︑グ

太恥洋のすべての資源が懇影響を

剣にとりくんでいく方畳をあきら

アム島のヒルトンホテルで開かれ

炭︑液化天然ガス︑水力︑地熱箸

わが騰が謝画している儀レベル放

の閣的である核拡散防止と冊子力

⁝法の改薄な

これに対し用中遡産相は﹁ヴ地

隣木政府が太軍書の公海での投葉

受けないことが確羅されるまで︑

た︒

声進については電痩

射性廃棄物の海洋処分問題につい

かにした︒

ルギーの安定供給の確擬に万全を

できるかどうかがNPTの避命を入の提滋1⁝を強力に推進︑エネ

どに積極的にとりくみたい︒地域

の石油代鶴エネルギーの開発・竿
・イラク外務次甘を選出Q同議長

決驚するものであり︑その成功が

期すことにしている︒

編和利縮の促進という薩峠が達戒

は︑濠ず会畿にさきだち﹁この

人類の生仔を約束するものである

て討議した︒議長はグアム知甥の

会議では︑まず議長にキタニー

会議で奇跡がおこるとは思わな

カルボ氏︑参加メンバーは北マリ

の財藏に対する司能登の研究を中

請手を停止するよう要求する﹂
すすめている﹂とのべた︒

別料金制についても慎曝に横甜を

このうち通産省が醗大の難点を
と確守する﹂と強調︒醜体的に①

日本側からは後藤宏科技庁原子力

いる︒

止することを決議する﹂とのべて

府が太軍洋地域諸翻での羊歯棄物

蜜金品次長︑穂波穣同局防災扇蟹

とし︑さらに門来燭および日本政

では料金そのものを割りびくこと

薄策蜜畏が出席し︑処分導燈の概

アナ連邦︑トラック︑ポナペなど

NPT羽盟國の摺加②保陣措灘技おいている原子力開発については

出城鴉料金制については︑省内

いが︑できるだけよい結果が生濠

﹇脇和六十五濃度五千蔚〜五千三

槙とし︑安金性研究の強化︑パブ

ため︑亀嵩碧羅は原発周辺野鼠か

は難しいとの弼方が強い︒この

の知箏や副知獣が天名黙認した︒

乃理解の増進④核不絋散と核蜘秘

実︑窺源⁝二法の濡用轟の地死対策

リック・アクセプタンス対鑛の充

穣万KW﹂の発電親模の還成を営 で検認中だが︑げんざいの法体系

鐸二面に演説要鷺

エクルンドーA聡A購務局長は︑ 討③核無料供給燭と消費田間の相

競象に対して門部分的核常器実験

とど煮るところをしらない核覆拡

を撮摘した︒

語驚供給の調秘一⁝などの飯要性

三菱グループは永年にわたって穰上げた
技術と経験をもとに、安金性、経済性の
高い原子力技術をお届けする努力を続け

三菱金属株式会社
三菱電機株式会社
三菱商事株式会社

ています。

子力船﹁むつ漏で轡森銀︑むつ帝

配琶会嘆ずる中置擾官㊨と北村知事

纒飛翫

三菱PWR燃料

」
れることを念麟する﹂とあいさ

話し合いの継続も要望

偽
と北村電磁は︑年後一一時すきから

轡・︑︑

エクルンド氏が基調演説

乃耀麟

第2回Nl）τ再検討会議

撒夏越一三
「両立」問題が焦点に

｝

魅柳

術の進歩と使用済み猷科贈藏の検

鑛「安全確保が条件」

臥灘
つ︒また︑秘調演説を行ったS︒

南太平洋首脳会議が決議

麗L「瑠

停比条約の範囲内で核実験を潤

Q

種興｝俊斗離農；塞ぎ
昭和51勾3月12H第

｝

振替東京5895番
電孟護…（201）217τ（f七）

丁10θ東京都千代田区大手町毒丁霞5番4弩｛安田火災大学町ヒ1ル7階）
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原

住 民 参施曜政策

の無効を主張して原子力規制委員会︵NRC︶が鍛近決めた政策︵指示事項︶は区巡回控訴裁判所に訴えた︒この訴訟はTMX後の原子炉の安金性から挑戦する最初のものである︒

︾齢

Ｌ︵UCs︶と五つの布二二体は︑八月＋

UCSのエレン・バイス法律顯

州で制定されるのを禁ずることに

一一

顯

のサイトを選定しそれから十琿以

百六犠に増

中央観測手段︵リカバー・システム︶も開発されつつある︒濃縮工

暮した︒保障措嗣技術が遙済し︑

︹踵PT再検酎会議でのエクル 難に二豊麗万がこ

一九七π年の第〜隠再演討会議以来︑醤PT加盟国の猶大︑保障

ンド事務局畏の基調講演要旨︼

勉揺的核爽験俸止︵CTB︶一一冊≡三＝＝幽＝＝曹＝：⁝≡＝＝＝＝＝二尉＝﹁＝＝＝冊：一＝篇

できる︒

なお︑これに先立ち︑TM王の所有蕎であるジェネラル・パブリ

毒明瀞をつくるよう命令していた︒NUREG一〇六△二に対して︑公衆は八月十五日から十月六日までの間に意見を述べることが

＝＝憂

子炉である︒

を認頃︵今日二月︶した最初の原

超えなかった︒

た︒

三十五分︑制御俸のうち数本が運転員の指示瀬り動かなかったため︑手動でトリップ︵鯵止︶させ 還転置が原子炉出力レベル思議の一環として︑炉外に数本の制御

※国のテネシー渓谷開発公社︵孚VA︶のセコヤー原子力発電駈一号機は︑八月十四日年前國晴

セコヤー原発一号機

して開会の演説を結んだ︒

このあと︑

待したい︒環縮

司分である︒昨年五十鷲薗の核実験があった︒米︑英︑ソ三国によ

いが︑CTBは核不拡散制度と不

協議の道が開かれ︑また︑王AE これは鋸盤IAEAの撮務ではな

︒助醤するための委員金の設置を二か月荊に映顕した︒

A理事会は供給傑詩について縢討

しかし︑NRCスタッフによれば︑この新しいスケジュールもま

れは︑四億八千五蕾万がのクリーンアップ経費で︑一九八三鋸には運転再開が可能としていたGPUの前回の予測櫨を大事に上圓って

いる︒

ことにしている︒

制御棒トラブルで原子炉停止

三＝二＝需＝＝＝⁝需≡＝＝隔＝≡凹＝＝柵柵霧＝三謄≡＝甲＝曹鼎＝≡≡；＝需二三＝＝＝藁＝齢≡＝≡冊冊二三＝三：藁＝＝

七五隼に母語万が︑酉一名︑八O ECEの結論によって今後多国間

欄々のクリーンアップ作業

輸送⁝1の四つの轟轟活動からなり︑NRCの試算によると︑廃棄物処分のため︑TM1からハンフォード処分場まで︑六首六十〜千

七百禽のトラック輸送が行われることになる︒

力発電運転協会︵XNPO＞が︑

一か所または複数の曙棄物処分場 社の資金によってつくられた庫子

は︑それらを適切に修正することによって︑環境への放射能放出を最少隈に抑えたまますべての必要

汚染皮対ニューイングランド学舎︑コミュニティ線織の改革をいま求めるテキサス協会︒

問は︑﹁NRCの指示事頂は︑NRCの政策に対して疑聞を提起す蕎連盟︑カロライナ環境研究グループ︑ショレハム反頬妻琴台︑核

る帝民の権利を踏みにじった一方的なもの扁と批判︑﹁公衆に通知もしないで︑また公衆の意見を聞

﹁安全に除染できる﹂

機会を与えていない︒

謹するかどうかについて検討する

派市民︵介入蕎︶に対しては︑NRCの安金性要求が公衆を十分保

還慮する科学蓄同盟縣

轟

かにされた原争力発電所の安全間

題を改羨するためのKRCの描澱

﹁スリーマイルアコ影響理騒藤糧

NRC

豪原子力規制委員会︵NKC︶

UCSによれば︑NRCの捲示

を規定したもの︒

事項は︑原子力発電所の運転認司

申請者︵露頭会社︶に対して︑N

い偏との見解を蕪明している︒可癌動を衝開したことである︒

は八月卜四目︑蹴︒

RCがTMI後新たに採絹した安
検討を許しているが︑原子力反薄

全性要求の各々についての必要性

△

新規原子炉の許認珂再開に着

フォルニア州の原子力三法を逸憲

手︑原子力開発を妨げているカリ

電は不司欠㎏との先進国七曽脳に

とした逮邦地裁判決︑﹁原子力発

よるベネチア合慧11一九八○ 年

力産業がTM︷の幻膨から脱旨 し

上半期のこれらの出来事は︑原子

はじめたことを明確に物語ってい

は︑このような内容の一九八O年

る︒米原子力産業会議︵AIF ︶

央レポートを発艦した︒

カール・ウォルスギーAIF理

事長は・同レポートの中で︑﹁こ

業界翻身による欄極的な行動とと

れらの総名な出来事は︑原子力鷹

もに︑原子力薩業がもはや昨無三

月二十八欝の事故の結漿ひき起こ

されたマヒ状態にないことを示し

ージ・パブリック︒サービス・エ

のノース・アナニ署︑

ニュージャ 支持されれば︑同様な法談が他の

ている﹂と述べ︑門形の上でも︑

靴翻る

営進

ノO置

産す

︒

係躍

関こ

無縫蔚

雷

トンラ力子割るゆら

二二に

︑そす術． 当用

機こ

ま回すいなまて度い

れ高てさ ・し面材信剰人確プ隔葺たとくれの高ぐもはする績のよ

蔓

匙 薬

慧

爵㌻

・

句

機工ヒイ

潮繋木曾熱

aT LLEC﹂丁丁

場部店工本支社阪京

一の

本大東

．

@

観
実質的にも︑かなりの改善努力が

繍

器駁①

（2）
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六年計画で安全確認
TM翌対応︑さら に 一 歩
通産省は来無度から六か年計画で原子力発鱈所の義気計装機雛の二百性実証試験をスタートさせる
謝画だ︒原子炉内部の潤況を把握し遜格に運転するうえで闇闇な慢翻をはたす中性子計測装礁︑プロ

セス謝翻制御装躍などの電気計装機潴を対象に禦臨時を愈めた懲頼幌実誠試験を窯施︑TMI窮故後
嚢醐化してきている計装機麗の性能確認をいそぐことになったもの︒とくに瑠退時試験については原

原子力検査センターは原子力発

タッフ十三名︑検査員二十九名︑

また︑入員については本部のス

今園の調査醸は玉本から約五十

エンジニアリングおよび技術サー

に関する鴻業の調査︑技術再発︑

定︒

九月には全員が現地入りする予

三菱化成工業が
原子力室を新設

かなりの効粟があったものが一

一A鉦Aに放射

外 務 憲

能測定機を寄贈

外務省はこのほど︑国際原子力

機関︵IAEA︶に低バックグラ

ペクトロメータ︵トリチウム放射

ウンド液体シンチレーション・ス

暴罵

置

これはIAEAの要請に応える

能測定機︶を霧贈した︒

形をとり︑ア潔力社がこれに協力

したもの︒八月十五日︑外務省で

岡社莫島社長から矢田部科攣捜術

η

審議宮に対し日録の贈塁が行なわ

原子力関係軽作業用ゴム手袋

飼1占聡の御難1臨こ鮒えます。

種類・寸法

原子力検査答

技術・壌務補助員八名の計五十名

また︑組織については本部に同

塞た︑人員については藁蕉間で

六十五名穆蔑に増強する計画だ︒

名が参羽︒さらに︑現地で約二百

⑨海水ウラン濃縮︑岡位体分離鰐

ビス②核燃料再処理に関する業務

には︑こんこの群細調査をまたな

用化に向けて︑より広範な展開が

と︑微小で︑周所的なガンの治療

1 線∫力発地所を始めとする、線∫力関係軽賃業〜1〜用のために開発された薄コム丁総てすQ
2 全品冗全検査によって朽染事故の原囚となるピンホールは全くありません。
3。GLOVESか丁のi、体に固くフィノi・するため｛1業1 iか勇li〜に艮くまた曇れた材質のため

試験は︑平常鯖を想定した撫速

の向上をはかるため設躍される轡

蹴駈の安全を確保しながら稼働率

センターを設噛するぽか策京︑大

に国︑魑気購業蓄︑メーカーの経

発電駕熱機関協会︵進藤敗左衛

今園の禦業計画の変更は︑この

阪支部には溶接検査部と原子力検

の楢員を予定︒これらの贈員は霊

期的にわたる機器性能を確認しよ
門理購長︶は十八日︑第二十七園

新盆業と整合性をもたせるための

査部を設躍︑広島︑福岡支部には

の一部門としてスタートが予定さ

うとするもの︒また︑蜜故時試験
評議娠会を開き︑闘協会への原子

は﹁原子力設備に対して︑電気瑠

もの︒それによると薪覇業の内容

門検董機関︒十月一日から岡機関

については︑げんざいバルブ実説
力金嵩センター設躍に備え昭和五

発躍用熱機関協会

受け入れへ

試験と懇故時のLOCA条件試験
が燃点︒このうち︑加速試験は実
勤状態を想定して︑作動確認︑主

試験に用いられている原子力工学

紙牌の課制をしく︒

要パラメータの測定などを行い長

一環としてスタートさせる予定︒

十五奪度蜜業平薩を袋熊︑さらに
試験センターのLOCA試験装躍

業遙が定期検査騰に行う社内検蛮

る﹂としている︒

を三十プラントに対して実施す

験蓄から採網する︒

この実謹試験は五十琿からスター

新理瑠に着岡宮男臼本原子二曹霞

にあたり︑岡検査の立食等の業務

環境本部環境部調査役の二名を選

犠が協力することになっており︑

原子力窯の霊な業務は①原子力

これに対し︑サミット地区は︑

調査腰の総勢は⁝置五十三二慶に

焦点をしぼっていく計醸だ︒

地質的にインターマット地匿と巽

なる兇込み︒すでに第一陣七名は

ければならならず︑生産の開始

一二嚢化成工業︵社長︒鈴木永二

しかし︑これまでの調査データ

予想される業携に積極的に対応す

氏︶は︑今後︑技術開発および実

は﹁有璽な兆候偏を添しており︑

るため︑八月十二日付で﹁原子力

・五％︵九人中︶︑悪牲黒色騰五

ン四一7五％︵四＋人中︶と︑こに︑すぐれた効累が期待できるこ

三田力量材料の開発など︒

このため︑この地区については露

なり︑鉱床の深度は三十綴程鹿︒

としていく︒

鰯はさらにこれを五請層間隔にお
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益した︒

れている︒

ト︑醗動特会を利周して︑原挙力
を一部改造するなどして︑過酷な

副社長︑玉井轟太郎関羅醗力立地

子力発電範設儒頼性実証試験﹂の

機器のうちバルブ︑蒸気発生羅な
条件下での健全性を確認する︒

通産雀では︑来年度中をかけて

ど六テーマについて鱈頼性確認試
験を行っている︒このうち︑蒸気

て検謝を行ったあと︑さらに二業

理想的な試験方法のあり方につい

をかけ試験不二の改造や試験体の

実証試験が終了することから︑電

製作を行い︑五十九二度ごろから

発生器については今七度で︑一応

気計装機器の実証試験は︑これに

約三十懸円程度の予舞を予定して

実際の試験に入る計癒Q六軸流で

代わる形でスタートする再建︒

実際の試験は︑これらの実証試

いる︒

験の大部分を担当している原子力
工学誠験センタ⁝に委託すること
になる晃込み︒

しかし︑これまでの調董は︑ま

十一臼に霞本から毘発しており︑

だボーリングの聞隔も広く︑地質

天掘りも呵能とみられている︒

め︑今回の調査でも︑この一鑓点

ト地区とサミンひ地区︒このた

このうち︑インターマット地区

欄造調馬の段階にとど塞っている

は︑距離的にも︑すでに多くの成

について声点的にボーリング蚕糞

づき︑これまでにテレムジ︑シャ

は︑はやくても一九九〇黛代以降

のが現状︒このため︑実際の開発

グール︑イベルベル︑テッサリッ

功プロジェクトをだしているニジ

を行う︒

薩アフリカのマリ共和国でウラ

ト︑サミットなどの鉱区を取繕︑

マリ国のウラン探鉱で

ン探鉱活画にとりくんでいる動燃

その総薗稠はほぼ日本全土に匹敵

ェールに近く︑地誌構遮的にも になる見込み︒

を現地に派遣する計画だ︒

め︑

動燃では雨期で調査が難しくなる

した︒

窺﹂と門石炭疲化開発課﹂を設捜

であるとみられるた

床の可能難が強い︒鉱療の深さは

のボ⁝リングを実施︑萄盟地区の

来鰯三月ごろまでかけて約二万層

地続き

四膏〜五蒼綴︒昨奪は十謎綴間隔

する三十二万平方隠蟹におよんで

このうち︑これまでの困次にの

のボーリングを箋旛しており︑今

四十八︑悪性黒色腫四十︑肺ガン

このうぢ︑治療後二か月経た一

三十八の順︒

五％︵一一十九人中︶︑頭けい部ガ

！多多彦！一多多⁝クーー多ノー

のウラン鉱

ぼる調査で簸蒋墾地点としてうか

放磨研のガン治療は︑①速中性

エジェ⁝ル型

クトのうちでも鍛大の力点をおい

びあがっているのはインターマッ

いる︒

ている餅顯︒六黛まえにキダル地

りくんでいるウラン開発プロジェ

薩で鍛初の鉱鷺を設定したのにつ

マリ・プロジェクトは動燃がと

二業団は九月までに第五次調査醐

動燃

第五次調査団を派遣

認試験は駈引雀の進めている﹁原

今團の電気計装一畳の償頼性実

子力工学誠験センターのバルブ儲頼性実証試験装灘を改造するなどしてLOCA︵冷却秘騨失壌故︶
条件下の実証試験も実施︑安全性確認に万金を期する齢画だ︒

とプロセス計測制御系の儘頼性が

も門異常階でも原子炉計測制御系

総面的に確保しうることを確諏し

中性子 計 測 装 黙 な ど の 躍 気 計 装
品は︑原子炉の状態を適格に運転

うちだしていた︒

ておく必要がある﹂との囲え方を

蕎に伝え︑原子力発電所を安定し
て逓転ずるため不可欠の役謝をは
たしている最璽点機器の一つ︒特

こうしたTM王箏故の教訓とと
もに︑さいきん東子ヵ発聡駈で

に︑原子炉になんらかの異常獲熊
が発生した堀含には︑いちはやく
発生しているトラブルのうち覇気
計装機羅に趨漏しているものが多

これをキャッチ︑原子炉鰹止に備
えるという墨歪な医欝をになって
く︑故隠鬼覆の約楽数にたっして

Iの教訓をいかすとともに計装機

いることから︑踊躍雀では門TM

いる︒

しかし︑劇的のスリーマイルア

ためにもこうした機器の倦頼性を

器に趨囲するトラブルを防止する

イランド原子力発鷺闇闇故では一

遅れの一目となったことからこう

部の計測機トラブルが固態収拾の

圓の穴か隼謝画の鋤きとなったも

確認する必要がある﹂と判断︑今

衷痴化︒政府の米醐原子力発蹴所
の︒

した謙測機の僑頼性質離し間題が

勢門闇闇特別婁員会の第二次報告
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畢線を使って︑ガンを治療する②

放射線鷹学総台研究所︵熊取敏いる︒

ロンによる遼中性子線治療で︑こ

は︑

金のみについてみれば約一〇％を

﹁わが姻は工A猛Aの分譲金・拠拙

れた︵爽写︶︒席上︑岡審議宮は

負担する有力加盟圏であるが︑こ

みなされない︒政府としても魏種

85

之所長︶はこのほど﹁サイクロト

陽子線は︑ある一定のところで

とがわかつだ︒

爆発的なエネルギー

爆発的なエネルギ1を放出する︒
この

自由に変えられるので︑ガンの位
躍さえ蕉確にわかれば︑まわりの

ガン細胞を焼き殺すことができ

正常な細胞をいためることなく︑

る︒

研としては︑速申性子線治療の改

これまでの成渠をふまえ︑放医

態︑そして陽子線治療研究に本格

れのみをもってしては有力国とし

線と︑線騒分布のすぐれた陽畢線

している︒このようなときに︑こ

特別資金援助等︑いろいろと努力

ての澱任を十分に果しているとは

的に取組むとともに︑低酸素下の

うの特徴を兼ねそなえた

ガンに威力を発揮する還中丁子

という

い扁とのべた︒

うした機器の協力は大変恵義深

璽イオン治療に︑こんこ力を入れ
ていく方針︒
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切れ目ない

対応で対処

棄物対策係畏は頃日午後認者会兇

力妥全局蔓擬と桑原輝隆放粥性廃

帰凝した科学技術庁の後藤宏原子

ジーランドを訪問し︑二十七日朝

の派遜など︑一素立てですすめて

い関心を示している国への導門蒙

に説明を終えているとはいえ︑深

太箪洋首脳鼠議では隔際的鍵躍・

さらに後藤次長は門十四日の醗

に呈して説明していくことが︑

たる経緯からみても︑二選溢の高

安全性︑また投蘂サイト選定にい

齋（052応82G籔礁｝
r総懸継繍i所一〒3駅げ｝繊脚渕醐晦桝鎌34臼無聾ル

いくことをあきらかにした︒

わが国の低レベル放射姓廃継物の

帰圏の後藤次畏が会見
わが国が︑その謝顯を検討して

海洋処分を円滑にすすめていくた

し︑﹁今後とも︑切れ潤なく各國

いる低レベル放射燃廃棄物の海洋

めの必嚢施策﹂と述べ︑継体的に

いことが︑それなりに理解された

かれた爾太平洋酋脳会議に出席︑

処分を説聡するため︑グアムで關

ようだ﹂と語った︒

一縛朧一韓

は︑来説明の国への酎応と︑すで

一鮪一一翻需

あわせてオーストラリア︑ニュー

騨一一一一冨廓

九礒に槌村正治欝緊緊漁速書獲と

騨一＝＝

東京で会談することになったと発

一

て食品照樹ワークショップを開

き︑昨奪＋月︑十か国の謬撫を得

一噂障朧＝

のがねらい︒来庫痩争簾として二

一鱒輔脚＝

十八億円を予定︑県などが行う

・人形糠為業所を視察するため︑

衷した︒岡擾宮は二十二瞳に動燃

そこで︑このワークショップの

催︑好成巣をもたらした︒

工業用地の整備︑工業國地への

成粟をもとに︑IAEAは︑稟南
岡蜘帯を訪れていた︒

短購の騰と同様に︑中川長蜜のぼ

利子補給︑労働蓄の属住環境の整

うから謡込んだもので︑内容も昭

備などにあてる︒来年度は十七墜
に対する交付が予定されている︒

食品照鮒プロジェクトの設立を検

租四十九薙十月の四蓄協定の嶺瑠

地域別料金制構想は︑高野四月

﹁公共爾施設維持蟹理蟹交付

成して︑わが国の滲加をよびかけ

討︑同プロジェクトの協定案を作

アジア諸流の要訥に応えてRCA 会談は八月十颯館の北村謹告凝

県﹂より﹁総力生産県﹂の料金が

金﹂は︑罐源立地にともない整備

（で紀｝

2S80

｛02928｝2

費

原発周辺の襲舗引く

として来隼腱から新たに四つの交付金制度をスタート︑地元論策を抜本的に改零するこ
鶴安になるという逆現象が生じた

された公共用旛設の維持管理蟹が

の無気料金値上げで︑物電力課題

細海瀬電源聴会を大幅に改善
門原発立地周辺地域の電気料金を︑異質的に瑚百〜千円躍り引く扁1一三下雀は二十一日︑来蕉麓

切り札

の躍源立地地城振興対策をまとめ︑廟蔑党商工部会書置立地三冠小委員会に報告した︒霞源立地促逸
の
とによって︑立地難の打開をはかろうとするもの︒しかし︑財敏影局が強い難色を示していることや

のこ電力料金富体を離引くこと

26磁︑噸翻に悸漿

十一轡の格納容器の上慰謝表に

より︑蕩生に向けてのスタートを

﹁上部一次遮

きった原子力船﹁むつ﹂の遮蔽改

修工購は二窯ハ勢門︑

蔽傭﹂の墨差作業を終えた︒

︒

門上部一次遮蔽体﹂は︑外径四

四季︑璽さ五十三・九ナの璽コン

い蛇絞嶽入リコンクリートに薔え

クリート製◎これを︑中姓子に強

圧力容器の耳翼を外さないで改

るなどの遮蔽改修を行う︒

式隔という厳しい条件ながらも︑

修工嶺をするという﹁核封郎方

醗初の難関であった上都一次遮蔽

いて慧見を交換する︒

ける研究麗発に関する諸難題につ

鷺（G6｝2ξ14旧礁｝

核燃料輸送容器の解析

智紛298｝2妬329

核融合研究開発

ことから〜挙に浮上︒しかし︑そ

え︑二＋六田の簡議でこの協定を

のための資金︑二＋三万六千ドル

二間のあいだ︑プロジェクト遂行

韓国原子研究所長の殖宗耀博士を

郎科学技術庁擾賞嗣︶は二士ハ轡︑

原子力婁員会︵婁一国︒中川

原子力婁凝議

車博士を招へい

韓国原研所長

むものとみられる︒

とにより︑工瑠は惣ピッチですす

をIAEAに拠出するとともに︑体の撤査作業が順調に終了したこ

政府としては︑プロジェクトへ

奪幽暗派遮︑受け入れを行う︒

二日から鵬臼聞︑インドネシアの

の謬加を細めたことにより︑九月

ジャカルタでひらかれる研究調整
電命に︑わが園の藤醍醐三人を派
遜する箪定︒

中翔科技序畏窟

むつ市長︑県漁

つ﹂の母港難題について︑八月二

魯醒出張脚一一竿45。名占慰蒲中村区笹騨∫目21嚇生命笹駄1レ

代叢高といわれるソールを得てさbに飛躍します．
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漂子炉炉心解析

臆チュリ璽トチセ読購十念社

目速のスーパーコンピュータCRAY．1を核に、異機種の超

〒｝03効溺単央陥本三綱丁32小脳群ヒル

とする購報サービス体系。

管（G3｝663640i｛代／

原子力安全解析

階隈描躍にすべきとの購もあり︑このままの形で実習できるかどうか微妙な幡勢だ︒

ことから︑これを交付金で職がわ

受諾︑墾鵜を決めたもの︒今回の

形をとるもよう︒

春の残る二蕾との門慈冤交換﹂の

りしょうとするもの︒交付額は︑

政府は︑このような鰐勢をふま

ていた︒

﹁水 万KW以上の原発が宣地している しいことなどからこの欄想は冤送

立地交付金額の丁蓋％とし︑十

立地市町村の財政を旺汚している

いたもの︒このため集年痩予算と

られ・今回の交付金方式におちつ

田本参加淡定により︑RCA食贔

は︑げんざいの法体系ではむつか

地点が千円となっており︑集申立

五年間交付する︒来卑度予節とし

照射プロジェクトは︑名実とも

立地している地点が四獣円︑六感

がさけられない構勢となってきて
﹁公共施設維持籔理交付金﹂

地簾ほど鋤引き率が島くなるシス

して約三十一壕円を要求する︒

て約十六億円を予無している︒交

に︑本格的なスタートを切ること

門鷺源蹴地振興対策交付金﹂

いるげんざい︑原子力発電をはじ
の四つの交付金制麗をスタート︑

力発病施設箸筋在粥町村交付金﹂

テムがとられている︒隣接市町村

﹁電源立地振興対策交付金﹂

になった︒

金﹂

めとした代螢エネルギー開発を強
これらの制度を効果的にくみあわ
の翻引選峯は立地帯町村の半額︒

町村に配布される︒

付金は県に交付︑さらに県から蘭

畏期的にみて石紬購給のひつ迫

力に推進することは︑わが国が随

せることによって総a的な地城菰

ムースにおこなわれるようにする

は︑企業の誘致など地域振興がス

の研究︑煮沸②照射効漿および照
射条件の研究③勉装柑料の研究④

プロジェクトへのわが国の加盟

帯果築︑それに播皐料︒

来︑水灌製錨︑マンゴーなどの歎

轟は︑ばれいしょ︑タマネギ︑

繍によると︑研究の対象となる食

・二綴︑内径二・五耕︑高さ
IAHAが作戒した協矯の付属

経済的辞価検討i一を行うQ

むつ︑上部一次
遮蔽体撤去完了

謹している巖大の課題の⁝つ︒六
逓脆省ではこの制度を来璋十月か

ンド︑インドネシア︑韓籔︑マレ

ル︑スリランカ︑タイ︑バング

ーシア︑フィリどン︑シンガポー

いる︒

ラデシュ︑パキスタンが舶観して

わが園のすすんだ食醸照射の技術

条件も考えなければならないが︑

二流を表明しているのは︑ここだ

形態は拠幽圏︒協定有効期間の三

わが國は︑一昨奪のRCA撚無

RCAは︑騨際原子力機関︵I
東︑太洋州②中爾来③中近東④ア

を修縛したいとの強い要望に基づ

は戯画区域にある遡心分離機や中

い偏と強調した︒

った地売の意向も考えに入れた

これまで二十隼以上もお世帯にな
﹁出入籔理は﹂な

また︑濃縮原型プラントの誘地
先について︑入形鹸以外にあるの

欄内に﹂との陳情を受けた︒これ

けであることを︑はじめて明らか

子力婁員会をはじめとする︑わが

期間は十月十二臼から十六頗まで

招へいすることを決めた︒招へい

国原子力関係番と原子力分野にお

連会長と会談
中川一郎科学技術庁畏窟は八月

漏壷に視察の印象をきかれたの

にした︒

に対し岡長窩は︑h︵核燃料サイ

二十一殿夜岡山で︑原子力船﹁む

十八日に河野導霞むつ甫擾︑二十

28︑29増﹁むつ脇問題で の羅臼闇Qこの閣︑聴駈擬は︑原

のぞみ︑濃縮原型プラントについ

の間︑こくろうさん﹂と関係暫の

クルの︶上流部門を二十隼の長き

労をねぎらった︒

て﹁六十年代中ごろに爽用工場を

ついては︑水︑輸送などの一般附

概念設謝を行っている︒サイトに

稼働させることを騒標に︑現在︑

ひきつづき岡畏窟は記議会麗に

は十分鯨距する﹂と述べた︒

に対し中川長官は︑門地元の悪闘

﹁ウラン濃縮原型プラントを津山 局長は︑現在︑はっきりと山地の

︵購買圏下振翼協議会食長︶から か︑との間いに対して石渡原子力

このあと︑生宋敏夫︒戸山蒲鍵

た︒

ど︑活発な鷲間を関係番にあびせ

おとずれるか鳳

央操作蜜を兇ながら︑﹁外国入は
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中川長官︑動燃

入形峠を視察
巾絹一郎科学狡術庁撰窟は二十
噤A臨蜘県︒上斎原村にある鋤
力炉・核燃料開発重落鋼︵瀬摺正
男理獅長︶の人形峠饗策所を視察
した︒視察には地元選出の平沼衆
議院議員︑石渡原子力局長らが勤

簸雨の巾︑午前十一疇に到濟し

行した︒

た留撰窩は︑さっそく︑蕩橋人

設所長ら関係蕾から概要説明を受

形陳鰯業所擾︑綾瀬ウラン濃縮建

けたあと︑ウラン濃縮パイロット

プロジェクトでは︑①照射技術

ら翻入したいとしている︒

このうち焦点となるのが原子力

に分かれ︑①ブロックからは︑日
、

本をふくむ︑オーストラリア︑イ

、①
レブ

興をはかることにしている︒

させたもの︒田水は︑一九七八年

；、か

RCAは︑①藁爾アジア︑極いらい︑東南アシア煽盟国から︑

八月置加盟した︒

rに
と分

でも﹁こんこの石湘態勢に対応す
発馬所響立地協力炎付金講獲によ
る原子力地域の鷺気料金躍引き制

協定︶食晶照射プロジェクトに滲

・開発及び訓練のための地域協力

A︵原子力科学技術に関する研究 るため︑表る七二無からスタート

政濾は二＋六罎の閣議で︑RC 力軍運試期を積極的に撤しすすめ

へ垂

月に開かれたベネチア・サミット

戦略が強

るため︑原子力発囎を健進ずる必
脱石抽

食晶照射薄暑に参

加i
ﾔ地域協力さらに 歩

嚢

A鷺A︶が︑地城に根づいた原子 フリカ⑤索欧の五ブロックの幽趣

加することを決めたσ

ク

・

嚢がある漏と

原発周辺催民から一定の額を麟引

の灘入︒この構想は︑霞力金被が

このため︑通藤雀では︑こうし

くうちだされている︒

た国際鮒顧請にこたえるためにも
を剛が墨付金の形で磁力会社に支

いた沼気出金を徴収︑その差額分

代替エネルギー開発のネックとな

にi

総合構載

わが国初

確立

撫 鷹覆書盟礪塾

侮
っている電源立地難打開へ向け地 払い実質的に地域別料金制と岡横

参妻

原子炉配管の設計

りにレペルアノブ、リファインされていきますのてこ期
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漂子力発電所建屋の設謙
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む
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た︒このうちノースアナ一弓機の

関門であった緊忽時対応計画につ

試連転が一番頽調に進展︑鍛鰻の

運転開始はいつ
ディアプ轟キャユオン原発

になるのか
末囚のカリフォルニア州ヶン・

クローズアップされたが︑その後

いに断層が発見され︑地震問題が

ヒ年前に︑発露所から三瞬沖合

め︑ディアブロキャニオン原チカ

番としてリストアップされたた

ン・カリフォルニア州知事も介入

化︑同炉の運聡時期はまさに混同
一
としてきた︒
﹇

発鶴をめぐる馨警らに寡⁝

さらに厳しい耐震設けが狽えられ

原子力安金許認可会議︵ASL

DλG＆E帖仕は心ツ痒七輪月よ1山ハ麟︑

た︒

B︶に︑両機の燃料装荷と抵出力

ルイス・オビスポ近くの海岸に建

ン原子力発電所の︑鴬業運転開始

設されているディアブロキャニオ

遡転認可を求める請願諮を提出し

同発電所は︑パシフィック・ガ

ス・アンド・エレクトリック︵P 発電所のセキュリティー︵物約防

た︒しかし︑原子力反灼派が︑同

は︑またまた遅れそうであるQ

いても︑八月十六曝にVEPC
郡による模擬訓練が成功裏に行わ

分の放射線レベルは床部分よりも

分に比べてはるかに小さい③壁部

壁で凝結して水滴となって床に落

を納めております。

O︑バージニア州︑発電藤周辺五

のはこびとなった︒緊急時訓練に

王二号機への第一衝立入り調蕉に

いる︒とくに︑緊急時には︑原子

ずっと小さい一などが明らかに

たす同報システムの整備野だけで

辺のDリングの放射線レベルは再

フンセイコーは永年金融機関に対し、金庫室

G＆E︶祐が一九六九年から建設 護︶計編が不十分だとして介入の
れ︑NRCによる全出力運転認司
意向を示したため︑九月には公聴
を進めているW難再製のPWRで

﹁あわび黙諾篇は今年九月半ばに

一号機︵爵八万四千KW︶はすで会の開催が坐論の構勢︒反対派の
に完成︑八O年初めの運開︑二号

機︵岡西十万六千KW︶もほとん NRCから燃料装譲許珂が下りる

いたが︑運転認斑がさらに遅れる

協
醒

第二回立ち入

の緊急購対応区域にある約二酉五

況は︑①鋼鉄製機器はほぼ健全骨

よると︑同機の格納容器内部の状

力発庵那から半径五蒔以内に控む

も︑一サイト平均で焉万励近くか

性粒子を伴って落ちるため︑壁部

ちる際に︑壁に付着している放射

に蓋定額を課して半金を設けるよ

⑭金庫つくりの豊かな経験が、原子力事業にも生きております。

米国原子力規制委員金︵NRC︶は二十臼︑ノースアナ原子力発心所二号機の全出力運転を認司
した︒金出力遼転の認司は︑昨年の孚MI響敏以来初めてのもの︒これでNRCによる新規原子炉
の自主的な許認可凍結は事実上終了した︒これに閲難して︑米原子力産業会議︵AIF︶のK・ウ は約四酉入が参加︑遠邦緊急管理
ォルスキー理箏長は懲これは︑TMI事故以来の痩鑓界の集中的な改羨努力や再編成が纂に有効なも
かい点についての難燃勧鑑を昂し

庁︵FEMA︶は︑いくつかの細

ぞれ予定していたが︑反対運動や

ど完成︑八O年後半の運開をそれ とみて︑発露所の封鎖を計超して

しているエトムンド・G・プラウ

州が紙基準に対応した改訂計画を

り検査を実施
二十五州にのぼる踊込み︒このう

十の自治体も隅様に習熟鯖脚韻を

を維持②圧力容器上蓋近くの運転

縮織代表ゲイヤーの提案の方が

人々全員に十五分間で警報できな

A︶とセーフが 保隔と安全に十分な注愈を払っ

国が国際原子力機関︵IAEに使われる二十黛後までに安全

かるとみられている︒このための

う勧告している◎しかし︑これら

匪

潔

﹂

■

6

階

曜隔

たものの﹁放射糠緊急蒔に︑十分
な対応を妨げるような重大な欠陥

は進んでいない︒

ての調書精果と︑それに基づく二

また︑原子力発電に反対を標榜

商業原子力発電所に対する緊急蒔

すでに提出ずみ︒八0無論までに

ち十五州が公式審壷をうけるた

九八○年六月二は︑改訂謝頭作成を完了する州は
十六難現窪で原子力発鐵駈が運転

握出しなければならない︒

デッキの放射線レベルはサンプ那

丁麟−二号機
している三牽一門の緊急時計画を

F鷺MAは︑

業からなっている︒

び対応の環状︑連邦政溝の責任︑

報端書は︑州の緊懲騰計切およ

をまとめた︒

放鮒線対応状況﹂と題する蒲魚謁

を受けて︑なかなか謝闘どおりに

原子力規嗣委員会︵NRC︶によことになったので︑封鎖端黒を取
は臆当たらなかった﹂とNRCに
るTM王後の諮認鰐榮結のあおり りやめたぐらいである︒
報告している︒

連の連邦機関は︑これら州政府の
繋懲聴官癒を支援し奨励すべきで

め︑改訂誹懸をFEMAに提禺す メトロポリタン︒エジソン︵M
E︶往が八月十五騨に行ったTM

援助し︑核拡散の恐れのもっと

報告書は︑新基準実施のための

ることにしている︒さらに︑謹慎

対象に調査した︒すべての雄が︑

ぎの欄かわらずの﹁しらみつぶ

も少ない技術に補助金を閉すべ

コスト間題が一番爺大と指摘して

緊憩時計綱の改善に乗り出し︑八

国が協力すれば摘要︑平和の両

し戦術﹂で︑はたしてこんどの

きだ︒多岡闇再処理・論説セン

策︑財政上の考察の六軒窟につい

あるーー西国のFEMAは︑この
知識の普及︑噴故評価︑防護対

譲で望むものを手に入れるだろ

ターを翼醐に討議せよ一畳政麿

よほど蝿実的であろう︒ホイル

そのほか︑ドーレンは核軍備

象識が乗り切れるか︒

これに対して︑米圏代衷C︒ 競争の援和にいかに多くの燕歩

も︑第烹世界にいまから高齢炉

だなことを訴えている︒

がなされたかについての湧発な

なった︒

ドーレンの強意は対照的だ︒来

瞬はNP7を大いに支持してい議論︑核物質の国際輸送協定へ

ければならないが︑この墓門を満

て移転を進められると指摘して

分の放射線レベルが低くなり︑床

⁝ズ協定を結ん

いといってもよい状態で︑いくつ

ジュネーブのぞとでは︑NP

資金調達メカニズムはほとんどな

ひと

いる︒

ことを

だ︵上続が承認︶

納容器内愚直陽十七μの高さ︵仔

いる︵現在の差は蒼〜千簡︶︒格

力容器上蓋付近︶の放射線レベル

部分の放射線レベルが高くなって

そこで︑報簸総は︑冬州が電力

かの彊では資金調達のための法雛

会歓や連邦機関と資金調達取り決

つの鷲別一NPT罪参羽罵のブラジルとアルゼ

メーカ⁝を︑韓国もフラマトム

札に台湾がはじめて来国以外の

園再燃の際の三酉五欝の高さの放

は頁〜二颪ゾ．ン階だった︵堕

制定に動き出している︒
とたたえ︑

を襲爵料金に含めるよう勧告︒あ

めを結び放射線緊急時対応コスト

大統領選挙がおわったとき︑

っていた︶︒また︑蒸気発生器周

射線レベルは四更︑掛．ム／時を上騰

米國がひどい外交的損失を招い

るいは連邦議論に薄し原子力発鐵

︵仏︶を施える動き︒折も折︑

Tの一が除かれ ンチンの協力協議︑発露駅の入
た

※国は自分が従えないような規

あからさまという

金をカットするというQ

っている︒また米国は鍍PTの※国蠣出入銀行は原子力向け資

則を他躍に負わせないと隅を張

積極錘を鼓吹するが︑潤工面
蟹瓢思想

をふを強調する国も多いだろうと︑

〜二蕩︑ゾレム／時だった︒

は︑圧力容器上蓋や炉心の取り外

これらの調査結果から︑ME社

に関しては︑原子力発言のパブリ

からみ︑今後論議が起きることが

ック・アクセプタンスの問題とも

ていなければよいが︒

︵K・紙︶

スリーフ、ライユ〕

放射線遮蔽扉、スリーフ煩、及びP。P．システム

ノチ、ボ

ハ

今、こうした経験を生かし、原狩力の各施設に

のとして認められたことを慧味し︑産業界にとり朗報である﹂湧の輝明を発表した︒

ナニ号︑サ⁝レムニ号についても

上︑機器の改董︑緊急対癒計画の

認識があり︑こんどの会議にも

技術の移転をはじめれば︑実際

逃げ遵
ロ

孚MI二腎機の場舎︑水蒸気が

る︑署犠国がNPTをはなれ︑ のより多くの署磁を期待し︑米
署鶉冤こみの国が署名しないよ

うなことになったら悲劇だと︑

の

¶雰保舞国の核開

ところ︒非促菊圏の立場への認

り

さぐため︑

発に対する非保越境の援助の禁

識や岡満はどこにも見あたらな

しを含め︑除染作業は︑当初予想

よりもやり易いとみている︒

予想される︒

防水雛、遮

まいりました。

八月二十日のNRC委員会では った闇題︵原子炉運転農の質附向 畠力運転を認可︑次いでノースア
バージニア・エレクトリック・ア

場合の州政府と地方政府の現律の

原子力発霞所で大肇故が起きた

記羅原発緊急時計画で報告

資金調達が最大闘彊

許認砺凍結解除に懸けて動き出し

同様の認可を出し︑部分的ながら

炉の許認司凍結を圏主的に淡定︑

ンド・パワー社︵VEPCO︶整
の備︶が解決する蕊で︑新規原子
ノースアナニ悪機の全期力運転認

そぐことにしていた︒その後︑産
業界の改漕努力も実り︑また︑大

当分の闇運転中の発電駈に力をそ

統領が昨郊十二月に﹁※国は原子

司について︑ジョン・アハ！ン委

およびビクター・ギリンスキー委

員畏代理とショセブ・ヘンドリ⁝

員の三猛が螢成︑ピーター・ブラ

ツドブオート婁員は欠窟した︒N 力エネルギ⁝の道を閉ざすことは

よう嚢請していた︒

か月以内に諮認可業務を再腸する

RCによる全畠力運転認司は酌回 できない﹂として︑少なくとも六

ごと︒

の認可から二＋六か月ぶりのでき

になると

核不拡散条約︵NPT︶の再対立をうまくとりもった︒しか

果罵があまり準備していない点

〉藪響懲脚響㌧

うと︑※政府の孤立化政策がむ

にセコヤi一号機の轡料簑荷と低 緊慧篠理庁︵FEMA︶および関
ほど︑大統領に提出する﹁各州の

NRCは︑昨無三月のTMIそ
禦の結果︑NRCは︑今銀二月緊急嚇冥応は不十分であり︑連邦
故以来︑各禰調査から明らかにな

つんぼの会認

亟点を変えなければ︑萬横奪食
毒は
讐告している︒ゲイヤ⁝にはカ
ーター政権が打ち出した一九七
七年の不拡散イニシアチブ︵七

し今贋はスウェ⁝ヂンをもう一

を鋭くついている︒

項罠︶がすでに崩漏したという

検討会議︵ジュネーブ︶は︑開

て議畏国はすん

度翻そうとする動きがざせつし

議長にイラクのキタニ外務次官

会日の八月十一日︑イラクのキ

なりとイラク

か國グル⁝プ︶

京たウエスチングハウス社の

NPT再検討会議︑波乱ぶくみの幕明け一

米国内で分れるNPT評価

へ︒NPTをめ
ぐる潮流と非同

ら妨害をうけている︒イラク大

微妙な変化だ︒

ニュークレオニクス・ウィー

内部の欝欝権の

ク誌によると︑こんどの再検討

統領はイラクが原子炉を平欝欝

出側のフランスもイラクとの協

ている︒ホイルは︑技術をもた

読と核不拡散の両立﹂を強調し

と︑NPTの原点から﹁供給保響と︑NPTの

ようだが︑彼の主な関心は全領

定を腫行ずると強い態慶を打ち

会議がNP？の終来になりかね けるなら篇NPτはもう終りだ 域セーフガーズの受け入れの説

D・ホイルは︑﹁他の国が享受 甥態のきびしさを認謝している

撫した︒こんどの再横討金議の

ないという亀機感は来國内にも

すべきものを米醐が制隈しつづ

性格を象徴するようなでき︸．﹂と

食議に参加する米羅の非政府

止﹂にある︒前蕎はともかく︑

乱国は王AEAに追加資金を

後蕎はNPTにその規定がないいQ
からというのだが︑逃げ道ふさ

5c）〜〔〕

憂薯へ

除

あるようだ︒

国に選出されたことは劇的とい

のNPT政策が首鷹一鐡していの最下級賎民に擬しているのは

総織代表A・ゲイヤ⁝は︑来国 ない国をバライアと騨びインド

いささか不穏蚤だが︑それらの

えよう︒五年前の第一総総議で

ないことを指摘し︑米国が政策

一議

鵬

置⁝

◎

・

置

営

9糊1◎

梶鷺τ＝説

，，

騨

謝

騰圏
願翼

単

各種放射線楚
各 種 気

扉とセキュリティ・システムを開発・納入して

デイアブqキャニオン原発

認可を待ち

超

つ

、

だが︑その渦中のイラクが議擬

的のみに利用すると脚明し︑輸

スラエル︵NPT雰加盟国︶か盟諸撚︵七＋七

の砺究炉購入に対して隣国のイ

イラクはいま︑フランスから

波らんぷくみの懸を明けた︒

タニ外務次官を議長に選出して

（122）

はスウェーデンが議畏国をつと
め︑核保袴国と非難総懸国との

m

、

……

（2）
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蒸溜法で

霧

ス恥半減

賑町融霧国際南場にも波紋か

夢の製法実現へ⁝工凹凹物産は二十五縁︑石塚研究燐と協力して輔命的なジコルニウム製造法の開
発に成功したと発表した︒新製法は蒸溜法を採照︑従来の製品とくらべ轟質を大纏にグレードアップ
できるぽか︑製造コストもこれ塞での避分の一程度に低蹟できるという鶏期的な方法︒これにより岡

％

︑藤

多笏

輸出・技工提携など海外への進出

とともに︑北※︑ヨーロッパへの

コニウムの一雛暇塵化体制が整う

三井物塵では門これによりジル

けることになりそう︒

供給体制にも大きな波紋をなげか

れまでの米蟹を中心とした斗出的

あがってくるのはほぼ確実で︑こ

も競争力のある襲法としてうかび

§§

特色︒このため︑従来の︑まず塩
る︒

わめてクリーンな工程を確∬でき

毎月十〜十五ゾ程度のジルコニウ

三七豪農では︑今琿十二月から

入れが殺到中︒

からの技術提携︑禽弁金社の細し

し入れがきているのをはじめ海外

でに※園関係筋から畏期契約の串

ジルコニウムは︑中性子を吸収
化したものを多鰍の高価な禰機溶
従来の製造法による酸低経済単

が切能となった﹂としている︒す

しないうえ︑耐蝕姓にすぐれてい
媒と酸を箆って抽出したうえで︑

が︑この方法では︑大差に工穫が

僚は月産胃五十鏑程度といわれる

製法が世界でもっとも竸筆力のある方法として脚光をあびるのはほぼ確実で︑シルコニウムの一蝦園

るなどの特性があるため︑原子力

の堀化と聯蘂を縛うという嵩価で

沈澱︑焙競を行い︑さらに二度囲

産化の実現はもとより国際土場でも大きな波紋をおこすことになりそう︒

の柑秘︒しかし︑その製造法につ
ム生産体制に入り︑晒箱五十七こ
ろには毎月重着生産体制に移行︑
さらに将来は月薩二酉沙体制へと

麗禽う帯鵬をもっているのは世界

月露醤五十踏というと︑これに

な利点の一つ︒

十分採郷がとれるというのも大き

雀賂できるため月産十ナ穆痩でも

発電絹燃料の被灘酒として不歯欠

複維な工程を省略することができ

こうした簡賂化により︑ジルコ

いては︑中性子を吸収するハフニ

ニウムの製造蟄は從来蔽の約六〜

る︒

スト高になることが大きなネック

ウムを分離する技術が難しく︑コ

となっていた︒

七が／修に幽し︑その約牽引程慶
で米圏のみであり︑したがって米

という図式をえがきだしていた原

必饗なのかのP民の必要性を痛感

シンチレーションサーベイメータ

〔璽動ア睡力株式斜土
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﹁黙黙

八○鋸代の技術聯新の△脳髄となっ

のだ︒雀エネの為体例を躍民に知

息の痩い努力があって実を紬ぶも

らせては・・扁など︑稿極的な恵

金掻の幕張としては︑八○蕪代

兇が霧せられている︒

原発向けバルブ

市場に本格進出

日本叢雲飯

臼家製鋼所が原子力発電所陶け

パルプ南堀に本格的に進出するこ

とになった︒※国アンカー・ダー

リン社の技術をもとに簸藍建体制

︵来圏機械学会︶認定工場として

を整えたもので︑すでにASME

﹁N﹂スタンプを厳愛している同

麟醜サーベイメータ

︵四十六入︶︑

感をもつ駄

次いで代潜・省エネルギーの慰

する扁など︒

︵二＋四人︶︑﹁放射性廃棄物の

が多いなど安盒対策が不二分﹂

このため︑科学技術庁では﹁昭租

得るためにも︑こうした大型施設
の耐灘安金性を確認しておく必要
がある﹂と判断︑今図の実認試験

製美唄・広鵬製作所が生産を担影

アンカー・ダーリン批の原子力

する︒

期の段階で輸入されたことはある

用パルプについては︑日本でも初

のあおりをうけて︑げんざいでは

ものの︑そのこ政府の輝輝化方針

のが現状︒輸入韻のためアフター

新規プラントには使われていない

國となっていた︒

サービス働でたちおくれていたこ

このため︑隅駈では同社との技一

とも

瞬鰯シリーーズ

︸鯖︑﹁総講続成︑各論霞割﹂

発立地については︑四九％の入た

ており︑五十七隼からは圧力容

スタートの動きとなつだもの︒六
〜七か隼計醐で耐腿性を確認する
こととし︑予算規模は約醤欝円程
度を兇込んでいる︒

実証試験は︑蕩放射性廃液鯨戯
槽︑調整槽など比較的簡単な構造
の装置と硝酸プルトニウム溶液貯
三三など複雑な装躍の二段階にわ
けて実施する垂雪︒このうち︑高

放射性廃液貯口口などについて
は︑げんざい謄本にある既存の実

験設備を用いて耐腿性を実誠す

㎎年程度で実験を終了することと

ホ紙八月十四鷺懸﹁む

は﹁格納響器の七蓋﹂の誤りで

で︑﹁圧力容器の上熱漏とあるの

つ遮蔽改修工鋸スタート﹂の認噴

▽訂正

の地霧を岡めることになる︒

によりさらに総盆メーカーとして

などを孚がけており︑今園の進出

容器︑蒸気発生器︑冷却栃ポンプ

の︒岡所は︑すでに原子炉格納

を強化︑今園の湛然となうたも

議輪姦蝿難醗

る◎これらの機器については三〜

る︒

し︑来三度は試験体の製僅に入

硝酸プルトニウム溶液欝藏槽な

に擾期的な観点から実験をすすめ

どの複雑な装翻については︑さら

る削購で︑新たな耐震実験押回を

このため︑すべての耐震壁験が終
了するまでには六〜七隼税度がか
かる予定︒

す︒おわびして誹比します︒

電離箱サーベイメータ

科嶺技術庁はこのほど︑﹇漂子

れは︑全島灘漂学名のモニターを

力モニターの角しを発議した︒こ

麗で︑﹁代替エネルギー開発が︑

ていることからも︑思い切った予

処理方法が来確立﹂︵三人︶とな

一方︑この窪か月に留せられた

っている︒

ちが︑﹁盧分の佳屈のちかくに原
子力発聡所が建設されてもよい一

対象に︑今年一月から三月家での

と︑反対のこ三％を大きくしのい

三か月闘に実施したアンケートや

だ﹂門雀エネルギーは︑地味な

算の還上とその体制づくりが必曖

漏せられた角をとりまとめたも

隅は一士一一件︒昨薙とくらべ︑三

科技庁﹁モニターの声﹂まとめる

近隣に原発建設OK

螢成の理由としては﹁エネルギ

件ふえているものの︑三川的には

だのも今圃の大きな特徴︒

報欝欝によると︑今摺一月に行

の︒

ったアンケートの回答蕎数は三資

その結果あきらかになったこと

七ヤニ魯︵圓答率七三・一％︶︒

が︑エネルギー間鵜に関心をもつ

は︑圓答脅の︑じつに九八・四％

ほぼ同じで︑PR不罵を訴えてい を節冒に︑国民の原子力に覆する

﹁省エネ﹂

一確保のためには︑漁舟︑原子力

﹁石油危機扁

ていること︒そして︑九七・八％

﹁毒気﹂と複雑な絡みのなかで︑

姿勢は︑

満勢のもと︑着実ながらも︑変

じわじわとおしよせるエネルギー

その代表附蔵主としては︑﹁原

る脚が十七件とトップ︒

だまだ不貿がぬぐい切れない︒原

子力発蟷の登窯性という闘で︑ま

﹁石縮代替エネルギー源として衡・

しかないから﹂．︵山一十＝︸人︶︑

エネルギー不承について︑不安を

の入たちが︑霞力︑ガソリンなど

二十

分な搭撒をとるなら賛成漏︵

ギーとしての原子力発出は︑なぜ

としては﹁婆全性が不十分で不安

燃耐蝕・排気フィルター安全性実

いても実規換試験の闘始が予定さ

器・格納容器などの大型機賭につ

勘定分は五銭／KW購︶を四銭／
KW鯖増額する︒︵五十六黛十月
一興実施︑増収額約九十七慰円︶

る︒

子力は遺金なのだというPRに努 容している姿をうきぼりにしてい

望﹂︵三十九入︶︑﹁安全性に十

一人︶︑門地域発展に役皿つ﹂

そして︑石油に代わるエネルギ

麹いていることがわかった︒

1源としては︑八四％の人たちが

︵十入︶など︒

すすめるべきだとしている︒

ており︑わが國の研究は第二再処

シミュレ⁝ション研究は実施され

方︑反対の理工 力してほしい偏門石塁聖壇エネル

原子力開発の欝進を藍鼠的におし

グレードアップしていきたい灘魎

理工場建設へ向けて大きく箭癒す

ていたものの︑突規横の耐震実験

民闇第二再処理工場が昭和六十

か︑﹁臨界安全牲試験﹂も来鎌か

証試験﹂がスタートしているほ

のパブリック・アクセプタンスを

六十五矩優完戒をめざして準備が

繰題の一つ︒すでに原子力工学試

漸の耐灘樵を確調しておくことは

験センタ⁝を申心にバルブ︑配籔

すすめられている第二再処理工場
理工覇の寛地気逸に役窟てようと

わが国の原子力安余研究の鰻大の

﹁地曳国﹂といわれ︑原子力発霞

B本は※国︑欧州などとくらべ は行われていなかったのが実悩︒

しかし︑再処理施設については︑

だ︒

ることになりそう︒

耐震安全盤の確認へ

の三・三妙／げンに低減︒これまで

このため︑三舛物産と石塚研究
所は十二琿劇から︑効人的に安く
国だけが霊要供給国として世界の

秘学狡術庁は来無二から篤処理

大型長窪
来年度からスタート

羅臼をみたし︑環麻も米国からの

理施毅

このハフニウムを分離できる﹁蒸
の常識をうちやぶる大協なコスト

輔入に頼らざるを得ないという噛

するのがねらい︒再処理施設の安

〜八十PPMまで低滅でき︑まさ こうしたなかで︑今回︑樋箔︑

ら︑購離にこうした大型施設につ

五奪完成をめざしていることか

隣接巾11i掃1の単仙は、7地ll刺層分の％とする。

二
・ダウンが幽幽となった︒

全徽実証試験については今年から

く上國る製法が開発されたことに

晶質の画でも従来のレベルを大き

類の安余性笑証識験がスタートし

ートさせる塗師だ︒

に理想曲な製法◎さらに︑公憲処

定の齎PPMを大蟷にざ罵る三ナ摘があった︒

しかも︑ハフエウム血膿率も規

溜法﹂に淺譲︑開発をいそいでい
たが︑このほどその生馴に成功し

施設の耐震蜜全性実証試験をスタ

た︒

理上︑非常に問顧となっている溶

それによると︑この方法は原料

という︑もっともシンプルな襲進

れている︒

鉱石をだだ騒化して蒸溜するだけ

よび隣擾帯町村の住翼および企業

ら本格的な試験に入ることになつ

し引いた鷺︶の鼠分に慮じ定額と

付する︒

し︑このための原資を犠に対し交

鱗に対し協力金を交付することと

二＋八億円︒

一︑ヨ十六庫度予算要求額は約

する︒

いて耐震安全轍を確認︑第二再三

媒および酸を使稽しないため︑き

より︑この方法が世界で︑もっと

法を採罵して成功したのが簸大の

体化

振興︵企業の誘致︑工貰用地の整
備︑騒騒公認が行う驚源と

として整鵬される工業剛地に対す

る利子補給︑稼業︑農墨の振興

一︑県は骨質および企業等に対

F

力

原

るものについては五＋六璋獲から

電源立地地域振興対策交付金の概要
魔源立地 を 擢 逸 す る た め ︑ 地 元

▽工業再配躍特別誘藤地域の捲

〃

製作することも考えられている︒
︵現行三十銭／KW隠︑うち野地

700

鰐︶のための襲業蟄︑雇用の綴進

する協力金の交付劉覇を融官金歓

▽財源の確保これらの施簗を

300〜400

交付する◎

原子力および獺炭火力発霞棚

︵捜術研修︑労働姦の居催膿境の 定

収の際交付する︒

︵日工中のものを禽む︶の立地南 に委託し︑蹴力余社は鯨気料金徴

一︑交付額は︑畜町村購の設輔

町糧︵誘灘地城内の南町柑に鴨
る︶を特別誘灘地域に国国し︑工

る︒

整舗等︶のための購業蟹に発嶺す

一︑交樗の対象は①県内の発駕

は︑契約電力あたり一蹴額とす

爽施するため︑霞源開発健進税

三25

150

福祉の面上および地元理解の増進

村擬の計翻環にもとずき︑公共用

一︑都道騰緊知鰯は︑関係南町

施設維持籍理計纐を作成し︑遡産

をはかるための施策を大冊に強化

▽公共用 施 設 維 持 篇 理 蟹 交 付 金

拡充する︒

大駆の承認を受けるQ

能力区分に応じ単価を窟めること

の二分の一とする︶住民に対して

とし︑︵隣接硝町村は立地瀞町村

叢再配置補助金の増額簿の優遇描

▽原子力発駕施設等立地協力交

躍を講じる︒

題力騒が県内の消毒蹴力雛を三
五簸以上の比率で上諭る県︵げん
ざい綴工中の贈源の運転開始によ

周辺地域の佐罵および企業箸に対

る︒

は滋繕あたり︑企業箸に対して
る聚を禽む︶②工配法施行令第二

て︑電気脳金を実質的に輯誠し︑

し原了力立塘に対する冤返りとし

付金の新設原子力発亀施設等の
▽電源立地地城振興対簾交付金

定める﹁にじみ黒し﹂誘導地域

条に定める読属地城および別に

りあきらかにこの条件が繍たされ

の薪設贈源立地地域の癌業の振

︑原争力発鶏施設等︵義工予

三十一億円︒

︑この制度の予算頭並額は約

ら実施する︒

一︑この制度は薫十六魏十翔か

興︑地元雁絹の促濫等地域振興を

＋六億円︒

一︑五十六籠予獅要求額は約

漿から衛町村に配布する︒

一︑この交付金は県に交付し︑

の新設磁源立地にともない整備
された公共薦施設にかかる維持監
理蟹が︑蹴源周辺帯町村の財政を
圧遍しつつあることから︑これら

の箭町村財政の安定をはかり︑瑠

源宜地の促進に資するため︑維持

一︑交付額は︑立地交付金額の

管理籔に充当する︒

原子力立地の健進に資するため原

める剛盆が五〇％以上の選一1と 子力発蹴施設籍貸地協力交付金制

差横の和の︑嶺該県の総醸積に占
ため︑鐵源立地地城搬興対雛交繕

する︒

B五％︵毎隼︶とし︑十五欝欝 はかり︑魔源立地の促進に資する

交付する︒この交付金は︑立地交

金制度を創設する︒

窟のものを愈む︶の立地南町村お

度を欄設する︒

付金の交付淡定の翌奪度から交付

一︑二村額は晦躍増懸盤︵県内

することとし︑五十五鉱度以前に

の発鶏惣力羅から消費艦力騰を差

放射線作業に従事する人が揮業衣のポケットに入れて作業ができるよう、特に
丁膿騒シリーズ
小形軽羅ご設計したポケットサイズのGMり一ベイメータです。測定鞄翻は○
〜100m剛hと広範翻にわたって測定でき、特に1低機翼率のチェックにはイヤホ
〜．
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㌘一ユークリア・インフォ﹂
は米原子力産鑑会議︵Aード︶
が︑パブリック・アフェアーズ
・アンド・インフォーメーショ
ン︒プログラムの︻礫として︑

原子力に関ずる悩報を収輿︑分

析︑騨極し︑その結果にもとづ
いて︑全国的なコミュニケーシ
ョンとパプリンク・アクセプタ
ンスの輪をひろけるために発行
しているものです︒この傍報に

は︑原子力をめぐる月閤の動き

NRC新委員長に

カーネセール氏か
注目される上院聴聞会

は︑機械工学修士と原子力工学博

子力部での仕事があげられる︒彼

NRCの新委員畏アルバート・ 縮局︑マーチン︒マリエッタ社原
カーネセール博士の任命に関する

初めに予定されている︒原子力関

上院の聴聞会は七月末または八月

係者は︑上院がカーネセールに反
縛するとは思っていないが︑原子

罠の考え方を詳しく知るために聴

力およびNRCについての新委農

カーネセールの原子力政策はカ

聞会に大きな関心を寄せている︒

ーター大統領のそれに葬當に似た
ものだろうと予想されている︒ヵ

行っている日※核エネルギー専門

は︑日本原子力産業会議が※側と

士の学位を持っている︒また同氏

̲の自由を齎接妨げるので無

四修正条項により保護されている

の規則は︑門審法第︸および第十

家会合の共同議長でもある︒

効である﹂と判承した︒裁判所

︵ARE 出する臼い霧を示したABCのド

題する一生間三十分のビデオテー

したが︑ゴラルスキー氏はこの霧

ラドン・ガスとして視聴膏に説明

イリノイ電力の反論テープとは

れた︒

反論は︑ウラン鉱田には危険は

ゴラルスキi氏は説開している︒

あるが︑その危険は小さく︑その

それを霜りつつ危険な状態の存続

であり︑連邦および州の規鰯官は

働看および一般国民に対して危険

は︑その他の関心のあるグループ

ドキュメンタリ；番組を放映した

民にも公開された︒これは巖初の

いてのでたらめ番縄の嘘について

KOATTVが放映した︒こ
れ
ーメ
キシコおよびウラン産業につ

かし︑﹁どちらかと謡うと︑ニュ

れた見解を示そうとしている︒し

についての一九八O年一月の調査 となった︒この世論調査は︑リバ

ティーズ︵GSU︶の住罠利用者完成を支持していることが明らか

報道されていた時に実樋されたに

ることが同地域のマスコミで広く

ついてNRCの調査が行われてい

によると︑リバ1・ベンド原子力 ー・ベンドの不十分な安金篇理に
発電所の完成に対する支持率はい

ルイジアナ州ベイトン︒ラウジ

ままでで最高だつたQ

社との明白な利審の対立を避ける

原発モラトリア

かった︒

教旨水準および所得水準が少し高

トン・ラウジの全平均より年齢︑

立家麗に住んでいる住民で︑ベイ

今回の調査対象は︑大部分が独

五九％より支持率が高かった︒

にある経済産業調糞会社がGSUもかかわらず︑一九七八隼十月の
の委託で行った世論調蒼による
と︑園鐙釣の七二％が同発電所の

は︑各局に無料で時間を提供する

ために今のところは控えている﹂

ムさらに三州か

原霊力反対派は︑今黛の十一月

﹁論争広

の選挙までにミズーり・オレゴ

薯名誉めを爽施

論のために無料の渓間を提供する

ン︑ワシントンの三州で原子力茂

子力支待のスポットは︑

看に謡している︒

を許していると主張した︒ニュー

る必要があるとしている︒

GSU利用者を調査
ガルフ・ステーツ・ユーティリ

よう要求することができるはずで

現在のところ原子力支持の広告

とハッロフ氏は説明している︒

五月と六月に六つの粥とワシン

ところがら始っている︒ABCの

A︶は︑門ウラン・署実と嘘﹂と キュメンタリーの一部を再現する

ABCの誤報道代替黙を求める米国人
で反論ビデオ

て元ニュ〜ス︒マンで現在ガルフ

論した︒このビデオの譜り手とし

いる︒鉱山が放出するラドン・ガ

は単なる水蒸気であると説明して

プを作成して︑ABCの主張に反ドキュメンタリーはこれを危険な
イリノイ電力がテレビ番組門六

石油の情報那長である切バート︒

推進の市民グループ

ールはNRCのリチャード・ケネす決定をした︒ブラックマン裁判
十分﹂に反論するというパイオニ

は︑七三二でPSCの禁比令を擾

官は本件について全面的に反対意

上院で承認されれば︑カーネセ

ディの辞任で空席となったところ

ゴラルスキー氏をあて︑アルバー

る﹂と述べている︒従って︑AM

カーキーにあるABCの閣連会社スは冒に兇えないものであり︑少

ア的行動に成功したのに続いて︑
ニューメキシコの南民グループは

兇を述べ︑レンキスト裁判嘗は部

ルで開いた奪次総会で採択した決

Aは〜書毛民を教膏し︑﹁信頼の

マンと製作蓄の協力を罎て製作さ

ABCの番組﹁ウラン﹂への反論KOAT−TVから借りたカメ
し移
ラ動すると雰常に稀釈されると
四月に放映された一蒔闇のAB

を作成した︒

業︑協会︑絹倉または個人等その

議で︑マスコミの中に存在し︑一

おけない情報源からの重要でない

実に原子力支持側に非常に不公平

あると主張した︒しかし︑現実に

を受け入れた少なくとも五つの局

顧客であると主製した︒C鷺A であると震うウエスチングハウス

するとすれば︑それはわれわれの

この番纒は︑ウラン鉱山から湧

非常に控え囲である﹂とある視聴
合理的エネルギー
放射線でデータを発表することの

筆利市民団体

メキシコ州アルバーカーキーの三

でも映写されている︒

ューメキシコ州のウラン鉱山は労 異なり︑AREAの反論は一般国
利益は大きいというバランスのと

Cのドキュメンタリー番謡は︑ニ

はない︒﹂と裁判所は判示してい

情報源の性格により変わるもので

味での謡論の本質的な価傾は︑企

コ般国民に知らせるという意

分的に反対した︒

を埋めることになる︒

説文書︵パンフレット︶を岡封ず
ることを禁じたニューヨーク州の
規則を擬す判決を出したQ
一九七七犀二月に公盈事業委員
る︒

A︶へ智慮された︒

畷をとるよう来国医学協会︵AM

のQこの決議は︑さらに必要な措

報扁と戦うよう医師に勧告したも

に対する恐怖︑誤解︑間違つた清

一＝＝皿＝＝一＝＝薦＝一＝讐一＝＝＝＝＝讐＝隔＝＝一＝隔曽一＝＝響：＝＝＝＝＝鼎＝一＝＝＝＝一＝幽＝

会︵PSC︶によって僅られたこ

医師は放射線
の誤解と闘え
核医学大学が勧告
医療専門塚は︑放射線について

いて︑﹁放射線被曝の絶鱈的矯険

結果﹂についてマスコミに驚了す
ACNMは︑放射線の危険につ

して共同の立場をとる必要があ

が非常に低いため︑大羅の入聞が

無用の恐怖を流布している暫に対

る︒

これは︑米国核医学大学︵AC 比較的高い放射線量を被曝しても

最高裁は︑六月二十驕︑コンソ

般国民に伝達されている﹁放射線

政治運動にのみ適用される﹁平

は﹁般園民とのコミュニケーショ

は︑その地域の原子力反対派の反
ハッロフ氏は歯している︒

ことを決めている︒

アプロ⁝チは︑﹁論争広告﹂を受

ジオやテレビのスポットを奪門的

業界の広告に対抗する一運のラ

今薙の秋の選挙にこの提案を提

しかし︑すべての周幹部がスミ

した地盤の反対グループに提供さ

れは︑地方局での反論時闇を獲得

タ州に続いて原子力反対のイニシ

成立すればメーン州とサウスダコ

になる︒したがって︑﹃公署の原

スになる︒デモがあればニュース

した︒

う理由で原子力支持の広告を拒哲

明できるような問題ではないとい

また︑SECCは︑原子力支持広
カンソー州とアリゾナ州では原子

するための還絡を開始している︒

に地域の反短派と反論時間を提供

広告を受け入れた周の

われるメーン州以外の州では︑十

る︒九月二士二日に特別投票が行

配布したということである︒

告に反論するためガイドを三万部

が成立しなかった︒

カモラトリアムのイニシアティブ

る
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＼セメ／塗

ーネセールは︑カーターの原子力
政策の指針となっている一九七六
葎のフォード︒マイター調壷﹁原

手力発魔一1問題と選択﹂の著者
の一人であり︑またカーターの提

囑で一九七七隼に始まったINF
CEの来国代表の一人であった︒

リデイテッド・エジソン社が講忌

ことは︑論争広艦がネットワーク

共プログラムおよび広告を盒めた

する解釈は︑各局がニュース︑公

ンをはかるための主要な手段とし

とるということである﹂とハッロ

スミス・アンド・ハッロフ社の

け入れないという畏い間続いた政

に製作する準備を進めているワシ

必要な署名簗めに成功しそう︒
策をいくつかの局で変更させるの

ントンDCの安全エネルギー・コ 起するのに必要な署名は七月七磁

ス・アンド︒ハッロフ社の主張に

れる予定である︒

が︑﹁公平の原則﹂の要件につい

則﹄はわれわれの側を擬評すべき

告を拒否している︒﹁彼らは︑現

部はすで
製作蟹を支払った︒ネットワーク

て明確な考えを持っていないこと

誰かが公平の原則にチャレンジ

棄蜜都苧代田区宵楽剛十1璽鞭番痢go

がたんねん に ま と め ら れ て い ま
ず︒

隔
幽
ド大学ジョン・F・ケネディ政肩

物の中に原子力発電についての解

経営のテレビ放送周で放映された

リバー・ベンド
原発完成を支持

学部の公共政纂教授である︒彼の

ロブ氏は︑﹁これは実に驚くべき

NM︶が五月申旬にモントリオー 正確に記録することは不可能であ

いままでの経歴としては︑米国軍

高率︒三極的な反旛だ﹂と述べて

カーネセールは︑現在ハーバー

原子力の利点を説明したラジオ

ッロフ氏は述べている︒

とテレビの広告が︑各局で入気を

経鴬のテレビ局の管理蓄は論争広

て冷間を翼っているのである偏と

その中で一つの例外は︑NBCが ロフ氏は述べている︒

フ氏は書っている︒

門われわれの﹃公平の原躍﹄に対

告を受け入れることを望んでいる

る問題について爾方のバランスを

全体のプログラムの中で議論のあ

は︑廃棄物の処分計圃︑外国での

所事態著するワシントンDCのW ハッロフ氏は︑独立系列のテレ

取り引きしてみて︑ネットワーク

トンDCで放映されたテレビコマ 告﹂を受け入れないという一般的

れていることがわかった扁とハッ

が︑それがネットワークで止めら

ということであ歪︒﹁WRcと等な時間﹂の規定とは異なり︑

ークのテレビ周では拒幾された︒

方針にしたがって︑大手ネットワ

原料力利用︑来蟹の外國からのエ

RC⁝τVが藤営に短いものでは

二十〜六十

しかし︑一つの例外を除いて原

ーシャルは︑六種類の

い地盤を開拓した︒

秒のスポットだった︒各スポット

ネルギー供絵に対する依存慶等︑

トの膨正義であった︒

あったが放映した﹁国際﹂スポッ

に成功した︒それは︑サンディエ

対イニシアティブを実施するのに

原子力発電のいろいろな藤につい

WRC⁝孚V局の幹部は︑ネッ
トワークで受け入れられると考え

ゴのWKCSITVとピッツミバ
ュー
ニケーション委員会︵SECの期限までにすでに簗められてい
グのWTAEiTVであったCと
︶ハ
と呼ばれるグループが反論を る︒しかし︑有効な羅名が十分に

同賦した訳ではない︒サンフラン

郷軍かかる︒もし︑これが

ビ局での高い視聴率は原子力支持

親性のある蕎ならば︑ニュースの

シスコのある局は︑これは三十〜

一〜

集っているか盃かを判断するのに
律顧閣は︑コピーの一部を康子力

測が﹁公平の原則一上騰位であっ

不均衡であることがわかるはずで

六十秒のスポットで一般国罠に説

調整する努力をはじめている︒こ

支持だけでなく︑より一般的なエ

たからであり︑その反対ではない

た︒プラントが故隠すればニュー

あると常に周幹部に指摘してき

ッロフ氏は話している︒

このスポットは︑串し込んだ四

ネルギー支持に修正することを条

おうとしてみて︑多くの局の幹部

件にそ れ を 認 め た ︒ W R C ⁝ 孚 V
と判断している︒広告の時間を買

﹁われわれは︑間題の牲格から

各局で驚異的な人気博す

論争広告しで新分野

原子力支持のTV広告

ての情報を視聴者に提供した︒酸

春の毒が外寸のアヤトラに対する

た広告の一つを選んだのだとハッ

後のスポットのテレビ版は︑解説

エネルギー依存について話すとき

ロフ氏は茜っている︒NBCの法

鋭化するにつれて︑︸方的な見

十九のテレビ局の中の三十一局︑

局は︑スポット修正に必要な遣潴

た︒

あごひげを生やした猿を映してい

解や不正確な催報が増加し︑大

局で受け入れられ︑受け入れ率は

酉四±二のラジオ局の中の二二＋

幡させかねないという爽構もう

トンDCのエネルギ1認識委員会の経筆者が︑その中北を決定する

それぞれ六四％︑八四％︒ワシン

がわかった︒連邦コミュニケーシ

SECCによると︑原子力支持アティブが実施されることにな

や緊朴な不安を騙った方向へ増

かがえます︒この箔報は発行以

までに︑この新しいスポットは五
︵CEA︶の広告饗を籔理している

定と間違えているものもいたとハ

一月に投漿が行われる予定︒アー

来︑原子力 関 係 者 の み な ら ず 膿

月に二回放映されたとハッロフ氏

ウエスチングハウス放送局も広
は露っている︒門しかし︑重要な

である︒

スミス・アンド・ハッロフ社の幹

ョン委員会の﹁平等な時間﹂の規
部パートナーであるマーク︒ハッ

電謡03→Oアー5071（広報誤）
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いる︒

最高裁、NY州規則に違憲判決：

簿し︑﹁論象広告扁の分野で新し

添付は自曲

どからも注艮されています︒
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