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サイト永久利用はかる
二月二十七田の衆議院鍵盤委員金第一分科会で︑科学技術庁の石渡鷹雄原子力局長は︑社会党の五

︵発霞所施設は︶未来永却︑発電所として使っていきたい﹂との蕩え方をあきらかにした︒政府とし

＋嵐広三氏の質問に管え︑原子力発露駈の廃炉問題について︑﹁孚数はかかるが︑日本の実傭から︑

発電所への低レベル廃棄物の処分

施設として使いたい︒廃炉となる

麟の現状についてただした◎

にふれ︑第二再処理工場の建設計

炉の建設再開を決定したとの報道

た土地でもあり︑未来永却︑発電

は蕩えていない﹂と答え︑政府の
笛弁にたった石渡局獲は︑﹁レ
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発生するとみられているが︑五十
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石渡局罠はまず﹁五十五年末で
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廃棄物対策の
現状と課題﹂
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しかし︑現状は南太平洋諸国な
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セミナーでは︑これらの聞題を

管理副部長︶︑パネル討論﹁わが

・

日ホ原子力塵業会議は︑三月三

ネル討論で︑検討内容を深める︒

総ざらいし︑二日輿の午後にはパ

滲加者を募簗中

海再処理工場の敷地内に貯蔵さ

原産セミナー門放射性廃棄物対策

十︵月︶・三十一︵火︶の両日︑

重要な三期に二三している︒

第二罵処理工場は︑動鰍の菓海再

と︑タンクの耐久性について︑

れている偏と現状を報告したあ

八十八立方摺の高レベル廃液が東

頭にあった︒しかし︑公式的には

︵座長︒左倉教授︑パネラーは後

国の放射性廃棄物灯策の課題﹂

処理工場決定のときに霞網双方の

講義内容と講師は次のとおり︒

藤宏科技庁原子力安金局次罠のほ

の現状と課題扁を粟東・大手町の

教授︶︑﹁低レベル放射性廃棄物

か前事講師数名︶︒

﹁タンクは厚さ十九︑︑野厨のステン

の処理処分﹂︵石原健彦環境整備セ

米國の態度は変わっておらず︑六

わが国の放射性廃棄物対策につ

ンター理事︶︑乱塾レベル放射性廃

門総論﹂︵左△口正雄東察理科大

いては︑昭和五十一年十月の原子

棄物の海洋処分と陸地処分﹂︵永

原産会議箋でひらく︒

力委員会決定にもとづき︑低レベ

レス鋼でできている︒廃液の温度

規定程度なので︑約二︑︑恥摺は溶け

ル廃鈍物は海洋処分と陸地処分︑

が六十度︑硝酸の濃度が二〜三

るとみられているが︑理論的には

で議論されるだろう恥と述べ︑周
地については︑﹁今年あるいは束

数終年︑かたく見横っても数十年

月以降の策海工場操業の折衝過程

年中に決定しないと先が間にあわ

＝回一一＝＝＝一一

む︶︒定員五十磁︒晴し込み締め

わせば原産・業務課まで︒

切り二十三日︒書し込み︑問い合
﹁低レベル廃棄物対策の国際惰勢

池忠勝同センター試験第一部長︶

十二年置ら五十二年までの十〜難

六十八・七︑︑恥ド﹂であることを明

一千百＋五か所の地点を︑昭和四 えた隙人の平均吸収線購は︑年間
ン︵葎間七十八・八︑ゾレントゲ

らかにしている︒

は一時間当たり九・○群レントゲ

蔵のあと処分する方針だ︒

高レベル寒冒物は圃化し︑一聴貯

参加費四万円︵資料・昼食代凹

ない︒茎本朗には田鰻間の了解が

幽印＝冊二；開＝一需︸一冊一＝一罪二一一曹瓢；冊＝再隔＝冊＝＝一＝＝＝＝開一鯖﹇︻＝﹁一一＝＝

は79︑︑︑リ

の種の調査は以前にもあったが︑

関︑丹念に調べつづけたもの︒こ

禽的実地調蓋︵仮訳︶﹂と題する

たものは初めて︒

これほどのチータ蟹に襲付けられ

カリウム40などの天然放心性物質

禽まれるウラン蹴︑トリウム蹴︑

これらの実測データは︑土壌に
門霞本における窮然放射線の総

ン︶﹂との調蛮結果を発表した︒

この調査は︑北は北海道・宗谷岬

全国一 千か所で調査
は︑標本原子力学会の欧文誌一月

ロイセン霞力技術・科学本部長︒

ドン初代科学参事宮︒七四年︑プ

DF入庁後︑二十五奪間ガス冷却 炉部長︒七〇年〜七三年︑駐ロン

現在︑水力発電・原子力発電︵P

炉ならび高速繕殖炉の建設握当︒

ェニックスに続きクレイマルビル

﹂・M・ラビ陀仏放射性廃棄

WR︶を担当︑また︑スーバ1フ七五琿︑核燃料会祉主導に就任︒

高速贈殖炉建設を握当する︒

れ︒パリ大学理学部卒業︒五七

膳＝

大学で機械工学を專攻︒五二年︑

S社簸頭副社長︒カリフォルニア

海軍︒原子力委員会兼務︑軍事馬

一九四一年笙まれ︑物理学鱒士︒

エネルギー研究技術開発局次長︒

者︑七二無には研究技術連邦省エ

GE社入社︒五五年からアメリカ バイッマン科学研究副客質科学

の放射線安全︑臨界安全研究を担

庁︒五七奪〜六七庫︑原エ﹂力旛設

学院監醤役︑ポリネシア原子力セ

当︒放射線安全部長︑国防省高等

神町のみ︒竃然放射線の強さは場

電所が運開していたのは敦賀市明

別にまとめると︑すでに原子力発

この調董を全国七百六十八南町村

線の強さを姻る必要がでてくる︒

の影響を比較する各地の自然放射

国に建設されるようになると︑そ

今田のように原子一発題所が全

トゲンとなっている︒

も大きい四十二卑で年闇七︑ゾレン

フォールアウトによる影響は︑最

︵年間二十九・八︑︑掛レントゲン︶︑

一此間墨たり三・四望レントゲン

含む︒宇二線の強さはほぼ一率で

験によるフォールアウトの影響を

からの放射線と薫製線および核実

放射線医学総禽研究部の阿部史

隔一一一＝一．乙噛＝＝＝；一一露﹁＝●一二＝一τ；齢＝＝一書二二謹＝曹二＝＝噛鱒騨．需一＝＝＝；二一＝＝9一＝一一＝響二階一鳳＝智．二＝＝

また︑同調査は﹁人口分布を考
から爾は沖縄・与那国島塞で全国
・一翻二一署・二＝一＝＝；需﹁＝霊・

号に﹁臼ホ全土の平均照射線踊

三
所に入所︒七一奪︑国立ソウル大

需一一一＝一色 ︐二＝一鯛一・ ．儒一一一隔＝一 ．二一一＝騨甲 齢翻印一翼一脚帰 富二備﹁＝＝ 二＝一＝＝

朗・環境衛生第

攻︒六九奪︑リンサリアー・ポリ
テクニク・インスティテユートに
て博士号取得︒六〇奪︑フィリピ
ン原子力鉱員会勤務︒原子炉運転
部室任研究員︑原子力センター核
研究部長をへて︑七九年︑原子力
委農長補佐に︒八○無︑原子力委

学より原子力工学で簿士号取得︒
七一一年︑科学技術処に入処︒在米

科学担当アタッシェ︑科学技術処

ブラジ

科学技術振興局長などを歴任︒八

任︒

一年︑原子力委員会常任委員に就 に予定されている颪五十万KWの 物管理庁長吉︒一九二八年生ま

ル原子力委員会委員長︒一九一六

・臨

冒μ

放射性廃棄物管理庁長嘗に就任︒

ネルギーR＆D計画部長などを歴 ンター所長を歴任︒七九年︑國立

当︒六〇年・NUSに入社︒技術任︒

で学ぶ︒〜九六三年︑炉物理学博

副社長︒ハイデルベルグ大学など

は﹁緊単位︵の広さ︶ならものを

所によってかなり異り︑園部当言

べきではない﹂と注恵している︒

言える︒一点だけの数偽で考える

カルバリョ氏
科技庁を訪問

原産年次大会に劇席のため︑二

談・つづいて原子力委員会の清成

を訪れ︑山野正登事務次欝と会

バリョ氏は三月三日︑科学技術庁

子力委員鼠委員長のH・G︒カル

一九二一年生まれ︒四三年︑ニュ 月二十八属に訪航したブラジル原

︵米原子力産業会議︶副理票擾︒

C︒サランダー氏 西独DWKE・A・ウイギン氏AIF

船用炉︑シッビングポート炉を担

部長︑発醒所部長︑エンジエアリ

國際的雑誌に約酉の論文を発表︑
現在︑リオデジャネイロ大学物理

事︒また︑物理学者として主要な

夢

工A8A理事会のブラジル選出理 D・L・カウチマン囲米NUM・ポンプ氏西独研究技術省 年︑CEA︵仏原子力庁︶に入

らブラジル原子力委員会委員獲・

イナ大学で識量塚取得︒七〇琿か

年生まれ︒五四年︑ノースカロラ

回・G︒カルバリョ氏

員長に任命︒

二

研究蜜長ら四舷

放医研

自然放射線

て︑廃炉方武は︑古い炉を完金に撤宏・解体してもとの土地の姿にもどす方式を採周︑その跡地に新
は大丈夷とみられる◎タンクの鯉
必要となる﹂と答えた︒
たに発電所を建設していくとの方針を公式に曙らかにしたのはこれが初めて︒
さらに原子力発電駈が二〇〇〇
命については心配はない﹂と述べ
一
1ガン政権がクリンチリバー瑠殖 年に一億詩汐ノと書足すると一千三一た︒

五十嵐広三議員が︑ ﹁原子力発

との著えはないのか﹂と質聞した
方針として廃炉は撤宏︒解体方式
ーガン大統韻の政策はつかみがね

鱈駈を処分するのなら︑低レベル

のに対し石渡局長は︑﹁廃炉につ
を採用することを初めて明らかに

廃棄物のドラム館の処分場にする

いては密閉管理方式と撤去・解体
ているが︑再処理についても変化

尺一嗣一一胴＝．；＝隔：＝

があるのでは︑との感じはある︒

方式があるが︑B本の実憐を篶え した︒
五十嵐氏は︑また二十五闘にレ

一一一騨 二＝＝＝ 二鼎一齢：＝ 二隔講一餉一二幽儒一一一＝一嘗二：一一＝輪幽用一＝＝ 刷 二扁一欄一＝ 霜二＝剛一＝ 二＝彌一＝騨 翻﹇一一髄一胴 ・需一＝彌一雪 ・圃一嘗＝＝一二二纂二膨昌畠一鳳＝＝

ると︑せっかく蒸労して季に入れ

﹁エネルギー安全保障と原子力産業の役割偏を基調テーマとする第十四回原産無次大会が︑十日か
ら三犠間︑東京・平出町の日本都南センター︒ホールで開かれる︒エネルギー囁騰が厳しく︑その確
保のために石曲代替エネルギー開発の加速が要講されている今臼では︑先進国間および先進国と開発

日罠

途上国間の一魍の理解促進と償趣的な協力が緊急の課題︒こうした三農をふまえて本大貧では︑海外
から十五名の専門象を招き︑諾問題の解決策にあたり︑葱見交換を行うことになっている︒第

では︑S・エクルンド国際原子力機関事務総畏が原子力聞発を長期展望し︑﹁原子力発電−一九八0

Sを設立︒七〇〜七＝葎︑国務省

携わる︒コジェマ︑フラマトム︑

ング・コンサルタント︑懲業部長

Y・リム氏韓国原子力委員会 などを歴任︒

化学部教授なども兼任︒

ー・ハンプシャー大学より狸学士
取得︒その後︑政麿のガス拡散法
ウラン濃縮︑アイソトープ部門な
どの研究員をつとめる︒五四奪︑

協力を考えて欲しい﹂と述べた︒

ひ︑協定にもとづいた有益な技術

とっても︑原子力総懸は重要︒ぜ

同氏はその席で︑﹁ブラジルに

AIFに入る︒七一葎︑A王F迫
副委員長代理らと懇談した︒
理事長に就任︒副理蒙長として燃
料サイクルに関する技術プログラ
ムなどを撹当︒

手帳発効機関N−0627A〜C・犯〜H・J・K

技術の提供

業務管理部：浜岡事務所
作業環境測定機関 13−40（第1〜5号の作業場）

憎

力
隼代の眺戦﹂と題して講旗︒また︑各国代表による各国々の原子力肇傭などが発表される︒第三圏霞
には︑﹁原子力開発の国際的展開﹂として国際パネル討論が計編され︑先進国︑発獲途上羅︑それぞ
れの立場からみる原子力開発の今後の展開に囲を注ぐ︒また︑最後のパネル討論では︑現在︑世界的
な問題となっている廃棄物の処理・処分問題にふれ︑産業規摸での廃棄物の美事管理問題などをC・

サランダー癒独DWK副社長︑J︒ラビ仏放射性廃棄物醤理庁斎日︑冠・ウイギン米原子力産業会議

次窟補︒七四〜七六年︑議会の政

舎

副理事長らによって討論される︒海外の專門家による講演︑討論が集中的に予定されている本大会の
海外発表轡の横顔を紹介する︒

子力機関事務総長︒一九二無 生

臆機構︒外交政策委員会委員︒現

S・ A ・ エ ク ル ン ド 氏 国 際原 二奪︑ジョージタウン大学CSI

士︒スウェーデン王立工科大学雌

まれ︒ウプサラ大学卒︒理学 博

究炉に関する研究に従議︑五〇無

庁産業応用局長︒一九二〇無生ま

フィリ

ノバトムの理譲︒

Z・M・バルトロメ氏

れ︒四二奪︑エコールポリテクニ

G・バンドリエス氏仏原子力 代後半からは童に憩殖炉の仕薯に

教授︒ABアトムエネルギー社常 在は日米欧委員会委員︒

務理薯代理・原子姫鰹発部獲を歴

任︒六一隼︑燭際原子力機関事務

総長に就任︒

ピン原子力委員会委員︒〜九二一二

オ〜鹸氏

運航利用会社に入社︒六三庫〜六
建設局次長︒一九二九琿生まれ︒

A・ベンメルギ氏仏ED士
F号厳偲︒五八年︑原子力船建造
来国ミシガン大学より保健物理で

委員︒一九三三鉱生まれ︒五九年
フランス原子力庁に入庁︒黒鉛ガ

翫︑幾ハ︾難軸︾口

琿生まれ︒サント︒トーマス大学

S︶会長︒一九五九年︑ジョージ

ウイギン氏

禰］

（広島分室）

サランダー氏

︒．隔り

絶ざ
へ

D・M・アブシャイァ氏戦略 クより理学修士を︑五〜年にはパ

心雛

電気工学︑原子力工学を專攻︒E 八奪・オットハーン原子力船原子

写圏墨鑛

大阪事務萌：敦賀営業所・島根串張所・四国畠張所・九州出張所

響卍
修士弩取得︒六〇奪︑原子力研究

バルト日メ氏

本 社 〒10硅東京都中央隊銀座5−5−12（文芸春秋別館）働03（571）6059（代）
分 室 〒10魂東京都中央区銀座6−3−16（泰明ビル）
燈03（572）5475（代〉
福島地区事務所 福島営業所・福島第二営業駈
茨城地区事務所：悉曇営業所・大洗営業所・原電出張所

菰1蕪
灘灘

・国際問題研究センター︵CS工 リ大学より博士毎取得︒五一隼︑

β累

バンドリエス氏

原子力代行

株式会社

調

を卒業︒機械工学と電気工学を専

アヅシヤイア氏

ス炉︑捲数︒臨界実験ならびに研

黒クルンド氏；

ベンメルギ氏
力ノレノ｛弓…ヨ茂

刎繊糠

タウン大学より博士号を取得︒六

飛
灘

（2）

昭和56年3月5日
憎

憎
子
原
慷；三種郵便物認可）

第壌069号

原子力旛設除染のパイオニア

恐

○

聞

業
産

薄墨大統 領 に 勧 告

ニュージャージー州政府灘局︑そ

っても賑大問題鳳と指摘︒さら 他の電力薩業︑ペンシルベニアと

電力と政府が費用負担
スリーマイルアイランド原子力

発電所︵TMI︶二懸機の除染をに︑ ﹁一九七九葎三月の嶺故以来

ダイヤルイン案内倣（03）665−971i

一︑社会党は麟麓艇を九〇郊に

一︑この謝画は政府の謝爾を懇三千万沖にもってゆくというが︑

農動設計／交通・物流／物理化学／化字工学／図形処理／気象研究
エネルギー経済／データベース／事務計算／シンクタンク／その他

次の通り述べた︒

みている︒

千万ないし千三落万誘に落ちると

い方向に偽造したもので︑窟動車それは技術的に不可能だ︒政府は

はぬめるという鑑定融解に発して

薩業は饗退にまかせ︑原子力計蘭

ギ

題4339︸1

総轄畷傭舘輪舞難論

は︑建設工蟹が遅れているため︑

運転申・建設中
の原発は認める

一九七八薙予想の三十七億炉から
仏社会党のエ＊掛画
︹パリ松本駐在員︼フランスの

に向って︑一方でおなかがすいて

ル
ネ

ン

それによると︑このユニークな

このほど明らかにされた︒

︒二耕︑排水騒六万一手二酉︐ゾ︑

船は金長二蕩六十耕︑全編〜二十二

い海薩での最大速力二〇碍︒童機

載貨璽蜀三万一千九酉鏑︒氷のな

ロペラは氷による損傷を防ぐため

は単軸四万馬力で︑司変ピッチプ

にノズルで保護され︑さらに船鷹

プレ

建設費が当初予懸の二十五億が︑

五十里がをこえる見稜りになって
いることを認めた︒

雁と壁高エネルギーに依存すると

薙の一次エネルギー消費羅を石縮

工

要

表したエネルギー謝画は︑①経済

い・のは︑魚が嫌いな鐘人が客囎

いる︒康子力計量を比めて耐芝生

いるベルギーとオランダは︑出資
成長灘を無五％として︑一九九〇

敏会党が大統領選挙をひかえて発

全軽視委員金の見解は次の通り︒
に隈界があり︑出雲額をパーセン

いないでしょうと説得にかかり︑

隼の再成可能なエネルギーの消蟄

ギ塵難していないから・九・肋

う︒

︷ユニークな原子煽
︷力砕氷ラッシュ船㌔

原子力即身ラッシュ船の概要が︑

撲政府藩雫張ることになろ万

︹パリ松水駐在員回繭独のKW 本無なかばには︑イザール原発
U製BW幾年発は︑安金性の観点 ︵九＋万七千KW︶が停止され︑

ソ遡の新五か奪計画では︑コン

とり入れることがうたわれている

部に特別のフィン︵ひれ︶を取り

外莞も濠たユニークで︑船艦は

付けてプロペラや舵を保謳する︒

構造も船蕩よりにまとめられ︑バ

砕氷船特有の形をしており︑上部

イタリアのAMN社との閣の技

ている︒船禽と留板に命計七＋三

ージを搭戯するための空問をあけ

また・舷側に沿ったレールの上

隻のバージが収容される︒

ーンが移動する︒船尾も切って落

を定格荷露五頁ゾのガントリフレ

としたような平らな形をしている

が︑舷側の延畏線上にコンソルが

ーンが取り付けられる︒一隻のバ

突出し︑ここにもまた強力なクレ

ージを積み込み︑あるいは海面に

申程度の隈さの氷なら自力で砕

降ろすための所要蒔開は二十分︒

いて航行できるが︑隈い氷の場命

は噴門の原子力砕氷船の誘灘を受

整轍された港の少ない北洋航路

ける︒

では︑ラッシュ船のメリットがフ

ルに発揮されるが︑それ以外の地

禽（02928）2−298〔｝（f七）

大販（06）241−4劉（代）東

このため︑各〜五％を出資して

一︑保険のつかない除染コスト

換算一一鰭三千万ゾに抑える②運転

理があるというようなものだ︒

他方でまだとっていない山鳥の料

テよ
ージではなく絶対額で抑えてぼ
は︑連邦政府︑ME／GPUお

規建設は裏漏との協議の後とする

中・建設中の原発は認めるが︑新

しいと黙し入れた︒

このため西独政府では︑両国の

び︑おそらく他の囎力金貨の開で

出資制限による不足分を諸電力会

表の遜り︒

政肩の第八次計爾との比較は別

げる⁝1などを骨子としているQ 会党はガソリンに代る扇産エネル

人でその衰退は失業を懸やす︒社

一︑自動躯産業の従業質は酉万

曳航補助し︑残りの半額は連邦政

③国内の石炭崇薩騰を八○無二千

分担すべきだ︒連邦敵鰐が半額を

原子力規制闇闇会︵NRC︶およ露／GPUがもつ︒NRCは︑こ

ジロー工業相はこの社会党のエ
ネルギー計画は葬現実的だとして

ル廃棄物は︑DOE点点に運ぶべ

れない兇遜しである︒

きで︑そのために所要の立法化が

飽裂修復のため

請している︒

について阜懇に解決するよう︑要

理される︒

十二か月ないし十四か月かげて修

入ってから約一片間の予定で捧止

が︑その一環としていま建設中の

絵能力を隼闇三哲七十鏑から同
千ナに鋳めるための選備をはじめ
他の分野世界のBWRユーザ

る︒

ーの燃籾供給態勢を強化するた

がに逮した︒この発注には︑平日

田

次
︻
年
90

資比率を守ることは難しいと認め

を始めたQ政府窺体も七〇％の墨 万ゾ弱から九〇奪三千万沖に引上

府による融資でまかない︑GPU社が隅代りして負濁するよう交渉

るのが望ましい︒

供給区域内の電力消毒轡が負撮す

ている︒

の特異な除染作業と迅速な対処の

二︑除染管理の第〜重任は︑M

社と州︑連邦政府難局の間で︑十
び議鼠に対して︑①誰が除染蟹を
必頭性を考慮して︑規制にのぞむ

一羅近く縫過しているが︑電力会 れに︑エネルギー雀︵DOE︶︑

は連邦政府と電力会社が賃燃すべ
惣メを越えると姐定される除染費

負握するか②離が除染を笛偏する
べきだ︒

畢急に実施し︑そのためのコスト

きだーー原子力蟹全監視委費会
の負握や廃棄物処理法で合慧が得

管理の顧任をもつか一の三項目

か③誰が高レベル廃棄物の貯臓・

西独のBWR

︵委員長魏ブルース・バピット・

十・分﹂と孚厳しく批判するととも

られないなど︑蘭係者の努力は不

長期間停止へ

アリゾナ州矧禦︶は︑このほど︑

に︑﹁国溢にてらして︑関係蕎

から鋼管類の取替えなど膨理の必

テナ船︑ラッシュ船︑鉄道フェリ

万五千KW︶とピコルガッセン原 ー︑極地航行用の船︑碑氷船など

ブルンズビュッテル原発︵八十

要が認められ︑いずれも長二間に

これら三項邑に対する原子力安

まずフィリップスブルグ原発

される︒

︵九十万KW︶は︑昨隼五月亀裂発︵六十七万KW︶は︑八二奪に の専絹船を魁やし︑原子力を広く

中で︑八一年末まで運転が再開さ

SNR300を鑑得してい発
る見頭
で僚止し︑げんざい修理僅業

独白蘭三国共同の高速炉

建設費が二倍に高騰
@

わたって別室される︒

必要と考える︒

三︑除染により発生する筒レベ

レーガン大統領にこう提画した︒

は︑万難を排して包端的な除染全

原子力安金監視蚕用金は︑蔽業
界や政府機関における原子炉安全

ているメトロポリタン・エジソン

そして︑τMI一響機を運転し

と強調している︒

島を迅癒に採用︒履行すべきだ﹂

お駆

として︑昨郊奮︑カータ

に対して必要な助露を行う

面での改謹努力を監視し︑大統領

付け役
ー大統領によって餉設された︒

岡委貴会は︑﹁TMX二号機の ︵ME︶社とその親会社のジェネ
ラル・パブリック︒ユーティリテ
門パリ松本駐在農︶このほど西

攣懲な除染と放射性廃情想の処分

独︑ベルギー︑オランダの代衷

ゴに近いモリスの螺線センターが

のBWRについては従來通りシカ料発注は︑内外あわせて総額三主
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ィーズ︵GPU︶︑およびその独で心職塾したカルカールの繕殖炉

凋 董 一 卿 璽 m 讐 ⁝ ﹁ 監 舞 幣讐⁝雪⁝；雪一≡

は︑地域住民だけでなく国家にと

原発開発へ積極的投資

め︑GE祉は従来に引き続き︑技

第一年闘を終えだQこの協定は︑

術供与十か無協定も︑今隼一月で

た︒

察電力・福島第一原子力発電所︑

原子力発電・敦賀発難所および東

術の供与と開発のための謝顧を推

タルサの訓練センターはプラン

進した︒たとえば出社の燃料ライ

便胴されている︒

ト制御蜜のシミュレーターが二整

イナ︑アイオワ︑ノースイースト

※園のフィラデルフィア︑カロラ

の︒
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域のためには︑コンテナ千三衝醐
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力

原

あり︑原発プラントに想窟される

それまでの技術協力の鏡野を拡大

の各霞力会社からのものが含まれ

社の駅弁企業︶では昨隼︑船留供

鴨．．
︐論

@篤

繋︑績

センシーである臼本ニュークリア

あらゆる状懸をコンピュータプロ

るQ受注総額は石湘エネルギー塁 ・フユエル︵磁器︑東芝︑GE三 した形で昨冬一月に延長されたも

夢・

グラムを通じてシミュレートでき

・

準で四億がに相遇すると換算され
送られてきた運転要興が︑この施

亀

﹃警転欝

嘩鱗

爾
臨

難点＿鑑、

る︒各地のユーザー電力会社から
た容羅︑その他の董要構成部分︑
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米GEが80年事業報告書

は︑岡グループの主要な建どりを

／垂

劇立25周年機に飛躍はかる
︻米カリフォルエア州サンノゼ

設で実務訓練を受けるとともに︑

PlMSG冠社は昨無難︑来

んでいる︒

クラスでは理論瞳の研鑛に取り組

十五ジ果井クレーン︑燃料再装荷

アの実物大モックアップとなって

認の躍力会社八社およびモルガン

蔑

̲

@
@
@
@
@

羅

74（CDCクラスタ）、およびFAGOM

CYB巳R

冾lゼネラル︒エレクトリック 要約したもの︒

社︵GE︶康子力グループ︵水部 新規施殴欝欝十月︑GE社は︑ プラットフォ；ム︑使罵済燃料プ

ゼに︑保守サービス訓練のための

いる︒︵薩写翼︶

ールなどを備えた燃料蒋装荷フロ

ートン上席副社長︶は︑昨年も引

施設を兜成させた︒外観︑感触と

この穫の訓練施設は原子力産業

間稼働率を改着するためのP亙M

ネジメント・サービス︶プロジェ
クトを鞍懸させた︒これは︑参加
会歓が鷺用を分損して原発プラン

一方︑G鷺枇に寮せられた核燃

@
@

雁サンノゼ︑塞部挺腱R・H・ビ 原子力グループ本部のあるサンノ

続き磯極的な設備投資を行ない︑

世界各地で稼働中のGE型BWもR
に本物の原子力発電プラントそ

界にこれまでなかっただけに︑ユ

サービス要蝋︵GE炉ユーザーで 水融醐上に〜役も二役も貿うこと

このサンノゼ訓練センター完成

トの予備部撮を一か所にプ⁝ルす

ンタ⁝を關書した︒こちらは︑G プラント休止離間が短くてすむの

州タルサ近郊にBWR／6訓練セる方法で︑部酷取り換えのための

以荊の月初三月には︑オクラホマ

銀行と共岡で︑BWR発電駈の階

っくりにできていて︑核燃料の再

S︵プールド・インベントリ︒マ

︵沸騰水型発熱炉︶の実績陶上に

ーザー灘力会社の傑守要綴の技術

E祉の原 子 力 購 業 に つ い て ︑ 欝 欝

ある鱈力会社が派謹︶の訓練に使

つとめた⁝iと︑昨劔一轍間のG 装荷やプラントの撮守を撞画する

発表された同グループ報態讐は︑

用される︒侃守璽員の熱山鹿を高

になるだろう︒

総織している︒

昨薙は︑GE社として最初の大 めることにより︑プラントの休止

敷地颪償二十岬︐強の同施設の建

型商業炉︵BWR︶﹁ドレスデン階聞を短縮できる︒
王﹂をコモンウエルス・エジソ

転要員を訓練する施設で︑他型式

／6を運転する発磁プラントの運 待できる︒

ン社から受注してから二十五周駕 設に︑GE社は七蔚四十万㎡︵約 E社の鍛新型発飽炉である8WR
で︑購聞稼働螂の凝議な改憲が期
十五億悶︶を投じた︒深さ二十六

って麿義深い年であった︒以下 摺の原子炉容雛腔︑炉心部を備え
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原発利用促進策急げ
馴灘電力供給計画で提言

西側工業国に
原発は不可欠
ヘイグ畏官が強調

を発注しただけであるとウォルス
会の国務長膏就任聴聞会で︑原子

は︑一月に開かれた上院外交委員

アレキサンダ⁝︒ヘイグ長窟

キー理事長は述べている︶

二百五＋万KWの石炭火力発電所

のカール・ウォルスキー理事長

※国原子力産業会議︵A王F︶

は︑原子力と石炭火力の利閑を磐
また︑新設が難しいために︑誰

た︒

障措置の闇題は解淡できると答え

欠﹂であり︑その利用に関する保

ているとし︑﹁石油と天然ガスに

﹁私は︑米国のみならず西側工

力は西側工業国にとっては﹁不可

代って石炭と原子力を利用するこ

業国の大部分が︑原子力平和利嗣

やせば︑※国の輸入石縮に対する

総鐙は堰えるが︑そのためにはま
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これは︑他の四つの州の穴＋才
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が不感であるとか︑またはその要
件がみたされていないという訴え
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旧香輿雛市にある通薯工養術臨国工養鯉藤所︵四工試︶が譲近・とみに原子謁讐の醤をあびるようにな圃

⁝

一︒た︒それは︑同研 究 所 が ︑ 原 勇 聡 警 の デ ︐ コ ミ ︒ シ ョ ニ ン グ に 甦 ︒ 三 馨 し い と さ れ て い た 超 犠 の 撃 差 力 容 器 劉
⁝の水中切断に成功し︑実用化に涌けて大きく前進させたことである︒これとは別に︑岡研究所は︑以前から海水ウラン採取の研

旧究を進めており・天然の低艦ウラン鉱︵ウラン濃度Q∴％︶を商る籠の吸鶏の開発誹議・馨で簸建度の罪琶

研究開発を進め︑現在では四十六名の所鰻が隼闇約五鱒円の苧算を使って︑海洋螢源であるウラン︑リチウムの採販技術︑大陸蝋
圃

圃にすぐれ職分姦霧の開発にも饗している︒四工試は︑昭聖茜蓬蓬薬︑地域性に賢した建開発と紙パルプの劉
⁝
︸だな開発や臣大橋建設の基盤となる水中浴接︑切断︑紙パルプ工業における無公瞥プロセスの技術などの研究開発を行っている︒

ク雛ムを形成するため切断しにく

取零が反応し︑溶融点の高い酸化

事実︑原子炉解体の例としてよ
断実纏をもっていたので︑開発の

工試がすでに板摩百五士︑野層の切

これは︑カーボン棒︵または軟

せ︑母材をアーク勲で溶融させ︑

鋼︶と母材の聞でアークを発生さ

溶融金属を吹き飛ばしガウジング

後方よりジェット水を噴射させて

これらの水中ガウジング法は︑

するものである︒

ため︑ステンレス鋼でも︑他のい

反応熱によらず︑アーク熱による

かなる金属でも容舅にガウジング

ウジング遼度︑電流によって︑潔

ている︒さらに︑アーク電圧︑ガ

することできるという特徴をもっ

グ法︵水中灘掘り法︶が開発され
さ四〜十二︑︑野綴位まで調整するこ
凝繕翻

た︒

イヤの二穐類による水中ガウジン
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難劃鱗號灘難醐舞謬難撫鰍舞舞雛鱗金属部畢窩崎秀甫化⁝
圃⁝1≡一≡iξ

廃炉切断技備にメド
50︑︑︑リ厚ステンレ

水中切断に成功

が薦五十︑︑掛綴以上では︑電気容羅

く知られている来国のエルクリバ
主眼は︑ステンレスクラッドの除

軟鋼のガス切断については︑四

くなるという問題があった︒

断できるが︑商爾炉のように板曝

?綴位までの板駆ならば何とか切 には︑ステンレス鋼中のクロムと

スクラッド袴鋼

て

艶崎
や振動問題などのため︑切断不司

ー炉の場禽︑切断されたのは板隣
叢におかれ︑カーボン棒と軟鯛ワ

能と覇断されている︒

薄命のきた原子炉圧力容器や部

七十六︑︑野耕のステンレスクラッド

浜

贔は︑放射能涛染防止のため︑水申

鋼︵ステンレスクラッドの隈さ三

浜崎部長は︑﹁日本のように土

誹
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このうち繊維状のものについて

したもののこ樋類︒

は︑吸魑速度が一・八︑ザ鰯／竺吸

蔚述の実照吸着材の撃発習棲を約

着材／一〇闘ときわめて大きく︑

さらに︑この繊稚状の吸浩材

十倍上躍る良好なものであった︒

たく新しい方践︵たとえば︑網状

は︑海水との接触について︑まっ

できるなどの特徴をもっている︒

あるいは鵜状︶を利用することが

すでに特欝出融も終わっていると

といっても︑鷲坂海洋資源研究艶

海水ウランの濃度が非常に希薄

のことだ︒

て︑板摩薦五十ド層のステンレス

とも可能という︒

り︑陸上のウラン資源蟹約五百万

のウラン総懸は四十億沖以上﹂あ

さらに︑豊強竪長は門エネルギ

ゾに比べれば無尽蔵ともいえる︒

掻が握令するように︑﹁全海洋中

れいに切断できたという︒しか

クラッド鋼︵ステンレスクラッド

し︑今國切断爽験したのは畏さが

の気持で海水ウランの研究にとり

ー自立に少しでも役宣ちたい扁と

ステンレスクラッドを除表した

ことや︑予熱部に水が浸入して冷

二十五聾層であるため︑浜崎部獲

の暉みを入れると酉五十八ジ層︶

却してしまう難題があるため︑閥

は︑﹁今度は一〜二綴の畏さにわ

を水中切断したところ︑比較的き

工試では︑水カーテンを利用する

する場台︑水中での点火が難しい

ガストーチを開発するとともに︑

いる核融台に必要なリチウムを海

源として大きな期待がよせられて

四望試では︑将来のエネルギ⁝

くんでいる︑と語るQ
たって安定的に切断できることを

テンレスクラッド鋼についても実

確かめたい︒また︑もっと摩いス
浜騎部畏によると︑これらのガ

は︑逮続沈降分離方式が霜いられ

吸着材と海水との接触法として

るが︑この方式は︑粒状の吸葱材
の場禽のカラム方式や潮汐利用固
定吸魑魅方武等に比べて︑取扱い
にくいなどの問題があるといわれ

そこで︑さらに吸差性能のすぐ

ている︒

有機系吸着材は︑一般に海水中
で不安定で︑次第に分解されるた
め︑これまで︑まったくかえりみ

蓼
鰹

りかかることにしている︒

産十詩驚︶の建設・運転計彌にと

回収のモデルプラント︵ウラン年

業購業団に委託して︑海水ウラン

をうけて︑五十六鋸度から金属鉱

試における海水ウラン技術の成果

なお︑通慶雀は︑こうした四工

進めている︒

水から採取する基礎技術の開発も

験したい﹂と希墾を語っている︒

￥奨

羅臨

鵬螺

無量

講難

が旭てきたわけだが︑最近脚光を

れた新しい吸魑柑の開発の必要性
天然の低騒騒ウラン鉱のウラン

ぬ
繍

用性が高い方法と著え︑最初から

あびてきたのが有機系の爾分子吸

吸着材の開発國標はO・二︑ゾ望U

魑材だ︒

させるのに一蓋はかかるため︑実

ていることになる︒

用化には不十分であった︒︵爽用

状の芳命︑岡じ騒のウランを吸魑
た扁︵窩崎秀甫化学部長︶という︒

昭和四十八琿慶からは国の原子
力平和利用椅別研究にも癬定され

られなかったが︑澱近︑商分子の

／鰯吸着材／一〇闘︶

もちろん︑粒状の吸着材といっ

しかし︑これにも困難な問題が

ても︑造説条件や粒径などによっ

た︒

丁六︑︑野鰯というのは︑吸着材が

中にウランと特異な親和性を承す

つきまとっていた︒ウラン吸魑蝿
して溝える場含には︑嵩性能の吸

て吸薦性鮨が大きく変わるため︑

ｳ材の開発に成功︒

とする樹脂︑および

ドキシム鍵を官能基

脚開発したのは︑アミ

も

憎い鞍覆系の高分子吸

わめて吸魑速魔の速

共同研究として︑き

究所︑三菱化成との

月︑藥大生塵技術研

その結果︑鴎工試は︑昨年五

もその研究に乗り出した︒

物質があるということで︑四工試

粉宋の場禽であって︑吸篇材が粒

さらに︑吸着材が粉状の場命︑

に行っている︒

この方瀬の研究も四工試は糟黙約

魑材の開発︑吸着材と海水との萄

魑方法︑イオン交換樹脂等による

効な接触法︑吸着後のウランの脱

海水ウランの採取をシステムと

低品位鉱を上回る吸着性能をもっ

工試が開発した吸着材は︑天然の

購
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ウジング法とガス切断法を併用し

せる水中点火法を開発した︒

高周波鱈流によって火花を発生さ

後︑軟鋼を水中ガス切断法で切断

水中切断の構想図

禽衝率が○・一％であるから︑図

た︒まさに世界巖高レベル︒

一

吸魑法にしぼって研究を進めてき

に評請して︑吸多磨がもっとも実

諌影目標値を超過達成

有望な高命子吸着赫
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騰工試では︑海洋構造物の溶

厚頁三十五︑︑い規のステンレスクラ

において還隔操作で解体される︒

が古く︑それらを原子炉の解体に

接︑切断に関する技術開発の歴史

ッド鋼の切断を試みたが︑失敗し

四工試がこのほど開発したのは

の開発が離まれていた︒

このため︑新しい水中切断方式

たと伝えられている︒

￨綴︶であり︑その後︑米国で板

いかす基盤は十分にあったといえ
る︒

一般に︑水申切断法には︑グラ
インダ︑デスク︑ソーなどの機械

切断法︑爆薬を縮いる爆発切断

法を儒用する方法で︑基礎研究段

法︑それにアーク熱︵ア1クソ 水中ガウジング法と水中ガス切断
ェットなど︶や反応熱︵酸素アー

ー︑プラズマ︑溶極武ウォータジ
階とはいえ︑板陰蔭五十︑ザ層︵ス
テンレスクラッドの隈さ八︑路層︶

のステンレスクラッド鋼の切断に

地がせまくて︑原子力発鱈所の立
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原
がある︒

ク︑ガスなど︶を用いる熱切断法

軟鋼にステンレスをクラッド
成功した︒浜崎部長は︑﹁このよ

︵肉盛り︶したステンレスクラッ うな超厚板の水中切断は︑世界で

器の切断法としては︑従来から︑

も初めて﹂と語る︒

溶極式ウォ⁝タジェット切断︑プ

飽が難しいところでは︑寿命がき

ド鋼を使尾している原子炉総力容

ラズマ切断︑ア⁝クソー切断が注

た原子炉をそのまま塞場にするこ

濃縮などの課題があるが︑四出演
ではもっぱら吸着材の開発にとり
くんできた︒

含水酸化チタン︵チタン酸とも
呼ばれる︶がとくにウランの選択

至

。ノ讐暴動・

総

㎜

熱墨
2

國されていた︒

四工試が海水ウラン標敗の研究
にとりかかったのは︑昭和皇図二
銀ころからである︒

1

とは許されない︒どうしても解体
撤去し︑そこに請しい発電所を再
びつくることが必要になる﹂と捲
摘︑そのためにも︑﹁超騨板圧力
容器の切断技術の開発が璽要だ扁

海水中に三PPb︵一拐の海水的吸橡性がすぐれていたが︑寓峰

港

天然，毎水のカラム実験

非破壊検査機材（浸透・磁粉・超音波）

素材から航空機・原子力機器まで、

／

Fガスq駈トチ
50
4〔｝
書0

1，550μ9／霧一丁1

硫黄分（10P．P．m以下）

Cワイヤ店給装概
Dガスノリ／ダ
蹴鋼ワイヤによる

レーアミ芸蘇
．巨！一・一

ウラン吸着韻

弗素分（50P・Pm以γ）

一

一一憎＿

一

¶一一湘

D
C

A

糠轍鐙
5

m以下
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原子力機器の浸透検査には品質の保証された
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と強調する︒

申にウラン○・OO三︑ゾ樗︶と極 薬毒らは︑さらに︑チタン酸と活
性炭の線合わせによる吸趣性能の
桐粟効果に魑眼し︑昭和甑十三奪
魔には︑粉宋吸玉材一緒につきウ

一六％︶を吸魑させるのに成功し

ラン一・六︑卵耀︵ウラン濃鹿○・

璽・鉛一活白炭系吸着材

麟機1器魏
藝渠琶il燭剤垂

も扁

ガス切断法は︑母材を摂氏一千

る方法として︑吸薦法︑謡講法︑

微璽含まれているウランを採戴す

溶媒掘出法︑共沈法︑贈解法︑生

させ︑鉄と酸素の反応熱を利用し
て切断する方法であり︑躍源はま

度僚に予熱しておき︑酸爽を噴出

ったく不要である︒しかし︑切断

があるが︑四工試では︑﹁総論的

物学的方法など︑いろいろな方法

海水ウランの採取システム（i，000トンU／年）
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火力原子力発電技術協会
A≡註

東京で第一圖試験実旛
雛帳57年から法的義務付け

今回の第一回申の試験にはこの
月二十六︑二十七田雪交で︑それ

田菓京︑十月八︑九屋大阪︑十︸

表した昭租困十三年十一月までさ

海道電力が﹁原発適地﹂として発

五十七︒九万KW︒その歴史は北

共和・泊原発一号機はPWR︑

設され効率化を図っている︒容器

容器のみの票前確認許可制度が新

庁・輸送方法の許可は運輸省が行

験を行う機関として火力原子力発

茂社長は二月二十七日記春二七し

たい一i一北海道電力の四ツ柳高 説明し︑交渉を開始した扁とのべ

軽微な変更については︑届け鵠だ

わない便用鑓の減少鼻許司事項の

﹁実施暴食﹂として論定をうけた

能力を屋舎的に判定する仕組み︒

試験で︑運転当薩掻としての筥理

いくため共和︒泊原子力発電所

こんご脱石痴を重点的にすすめて

でまとめたい﹂と今後を展望し

瀕業補償も倉め︑三月中には大筋

施設等に立ち入る管に対し︑必要

けで行えるようにする︒また便用

の質問に答えて︑従来必ずしも爽

とのべ︑関係暫のたゆまぬ努力を

計画の進展に精力的にとりくんで

絶対反対をかかげてきた山内郡

際的ではなかった手続上の改醤案

されており︑中央制御蜜の数は十

このあと︑同協会では五十六無

電灘南上程をめざすことになった

えられており︑わが鷹巖北端の康

けての努力を約束した︒

さらに︑松本氏は︑参加蓄から

な教膏・強面を明確にする︒

今園の受験看の資格認定書は︑

いくとの姿勢を強くうちだした︒

漁協に対しても︑三月末には北海

を無体的に示して︑その実麗に向

た︒

現在︑盆国には二十二基の原子

四︑五月に行われる試験分をふく

同原発計硬は︑げんざい環境影響

その後態度を変脅するとの観測も

道による海域調査の説明会を予定

要請した︒

▽その他施設の変萸をともな

ールルームでの過酷な状態扁が孚
電商舗協会を中心に輩備が進めら

資任脅としての籔理能力︑事故例

るとともに︑﹁地元の空気もよく

ンポジウム﹂でも︑﹁原子力発露
ことから︑今回第一圓試験のはこ

力発電所があるが︑拡幅立地の場

めて︑五月末に交付される毘込

調査結果の地元への説明の最終段

転管理釜企画班長は﹁普還国家試

省資源エネルギー庁原子力発電運

度以降は巻︑秋に︑東京︒大阪で

中部原子力懇談会霊催の﹁第＋

紹介した︒同セミナーでの鉱業分

X線分析計︵三台︶の利吊状況を

として編摘されるとともに︑中性

遼中性子発生の可能性などが問題

による医療用電子ライナックでの

換︑光倉成的水素製造︑寧素およ

聞題についても︑﹁バイオマス変

大の課題である資源︒エネルギー

伝子工学などをあげ︑八○誌代最

り扱いが放射線陣憲防止の観点か

水分計︑イオウ謝等その機器の取

ガスクロマトグラフィ︑密度計︑

ンターの濡動予定の詳細を以下の

定されれば﹂と断わった上で︑セ

るが︑それ以外の事項について︑

門隅の代行機関に同センターが指

いるものは︑承認・確認を受けた

し︑舎格候補煮を決める︒受験勢

〜︑主任蓄国家試験事務を代行

が︑半遡体工業でイオン注入曇霞

放射線技術も一選択肢にすぎない

能を高める︵いわゆる固定化︶技

氏の講演では︑生体触媒の反応機

高崎研究駈第三開発整長の嘉悦勲

氏の﹁法改正と放射線細金管理行

力安全局放射線安全課長松本邦宏

厨を簗めたのは︑科学技術庁原子

時期を得たこともあり最大の注

施設検査およびその後の定期険蛮

は便用許可に加えて使用開始前の

騒のアイソトープを扱う勲業所等

▽施設検査および定期検査大

つめている︒地域毎に険蕉スケジ

で︑どういう部所を検査するかを

は︑どの程度まで・どういう機器

一・施設の定期検査に関して

対象となっていない規状︑出線源

合装置が放射線陣害防止法の規制

婿分野として食贔合成︑ラシオイ

この中で固定化技術の将来の利

害防止法の五月＋八日からの施行

十数葎ぶりに改正された放射線障

予定だが︑細目は検討中である︒

隼毎︑密封事業蕨で五年毎とする

査は非密封線源取扱事業所では三

撰録理爽務経験蕎を嘱託演査員と

橿主任者の放射線取扱主佳蓄で安

る︒施設険査業務に閣通して第一

勤ン
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麟
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ト機器の信頼性向上を〃

藁錦熱確藷墾

うち当璽長︑当薗長候補をふくめ
ぞれ試験を予定している︒

資格認走試験は︑講習︑口答試

昭和四十五年五月には泊村村議

＝兀的にクリアできるように配慮

うが︑放射線安金技術センターで

と内容物の輸送許物は科学技術

会が原発建設を承認︒五十四琿に

従来の国家試験に加えて一定の

▽放射線取扱曳任蓄制度の改漕

したい︒

部に移動させるとの変璽計画も承

機器の利用の拡大に庇わせて第二

務づける︒またアイソトープ装備

講習の受講︵修了試験実施︶を義
これをうけて昨年からこの調董

格︵第二種特定と略称︶を取りう

動︶を設け︑利用実態に即した資

種放射線取扱室重心免状︵機騒

から︑今秋の電調審上程をメドに

各事業所で使用している機器が機

るようにする︒この資格は︑環在

気もよくなくなってきていること

いていたが︑この過程で地発の空

結果の地元説総会を精力的にひら

なう環境調蕾も終了していた︒

認し︑昨庫中には計画変更にとも

部に予定していた建設計画を海岸

は︑泊村傾協︑盃漁協が当初内陸

かのぼる︒

二±一茗が受験にのぞんだ︒

は︑法的に資格取得が義務づけら

験︑実技試験で構成︒げんざい

れる五十七無六月までの移行期聞

一年未満の当露長は口答試験と講

であり︑当薩長候補はすべてを︑

習を︑一年以上の妾原長は講習の

このうち実技試験は︑原子力発

みをうけた︒

のケースなどを想定して︑運転費

電運転訓練センターで爽際に薯故

消春としての対応能力を判定しょ

ルパネルを操作し臨界までもって

うとするもの︒一人でコントロー

門原子力発電所運転当鷹長にライセンス﹂11火力原子力発電技術協鼠は十九︑二十の両日︑東京

電駈運転当薩長はすでにきわめて高いレベルにたっしているが︑同協会が客観的・串立的立場から独

交渉を惣ぐことになったもの︒

樹確認を受ければ︑現在使用中の

いく﹁遡常運転試験﹂︑数人の運

月±二闘に滋域調査の臨終報告に

い︒昭和五十七年目らは保安規定を改正して︑蟹格の取得を義務づけることも考えられており︑今回

﹁共和・演原発については︑地

記者会見した四ツ柳社長は門二

る﹁事故時頬応試験﹂などが行わ

機鵠への適馬も検討したい︒

転員を捲揮して緊急時の対応をみ

自の講習会︑質格認定試験を行うことによって︑そのレベルをさらにアップさせようとするのがねら

︒袴楽購の電気ビルで第一回屋の原子力発電駈運転壷私蓄資格認定試験を行った︒わが国の原子力発

一驚師の器に熱心に耳をかたむ・

つづき︑二十四日の泊漁協にたい

ビッグサイエンスの粋をあつめ

M王原発事故拡大の一目となった
れてきたが︑昨蕉十一月牽一日に

などが主な受講項呂︒そして口答

になった︒

し︑海の工事に閲する綴本計薩を

の衡格制度のスタートにより︑わが国の原子力発戴所運転技術はその向上へさらに一歩前進すること

元との話しあいも順調にすすんで

たこんにちの原子力発電システム
ともいわれ一昨隼宋原子力安全委
法的に資格認定制度がスタート︑

﹄

はきわめて大型化︑高度化してお
員会と学術会議の共催で開かれた

所の運転員の資質向上をはかるた
びとなったもの︒

﹁TM工原発事故に関する学術シ今薙一月二十一田には麺慶雀から

め︑ライセンス制を導入すべき

合〜基に一つ︑複数立地は一墓に

階を迎えており︑こんかい今秋に

今回の運転当盧長を頬象とした

困か所︒こうした中央制御察の運

千個にもおよぶ︒

原子力発電所の運転員は︑こう
だ﹂との指摘がなされていた︒

み︒

資格認定制度は︑こうした背農を
験は最低レベルの捜術を確保する

一つのコントロールルームが設躍

し︑約五薗〜六画にもおよぶスイ

速かつ的確に原子炉の状況を把握

ふまえた運転員の資質向上をはか

昨年十月一臼に発足した放射線安

次に︑講演蕎の最後を飾って︑

ッチ類を駆使して︑原子炉をコン

発

は︑この秋に
はその実現へめざし大きく前進す

全技術センターの璽松友通理事が

六回放酎線利用並進セミナー﹂が

野の発表はこれが初めて︒

子・負パイオン︒重荷電粒子の医

び炭酸ガスの固定化などの研究に

ら兇て安全性の高い構造になって
あきらかにした︒最後に化学反応

て届出によって髄絹できるものと

機器であれば︑従来の許可に替え

氏︑午後は︑松田竜算氏がそれぞ

技術試験駈第四部長の越野雅央

器が二百台以上便われているな

た成果が発表され注醸された︒

術開発に放射線重合反癒を利用し

中原懇が第16回セミナー

繊藪

﹁放射線安金讐理と国の代行機

るものと期待されている︒

共和・泊計圃
へ向け新しい段階にステップをす
すめる発通しとなった︒

ことにより︑昭和六十謂鴛ヰ度運開

ことにしている︒五十六年度は照

各二回︑計年四回試験を実旛する
れており︑全国の当慮長は約六十

転は︑ふつう四薩三交替欄で行わ

に高いレベルにある船主をさらに

ためにあるが︑今回の制慶はすで

客観的︑中立的立場から資格試

月二︑一

るための対策の一環︒

このため︑こうした﹁コントロ

名といわれる︒

二月二十田︑名古墨商工会議所で

次に大阪大学塵業科学研究所放

学科用研究における大型加速器の

有効な武器となろう﹂との冤解を

薯務はすでに代行の認可が出てい

開催された︒このセミナーは︑ア

射線応絹計測部教授の川西政治氏

必要性が強調された︒

関﹂と題して講演︒細面番試験の

イソトープ・放射線の利用普及を

が﹁放射線発生源の進歩とその応

を伴う放射線加工については﹁触

集期間は従来より長くし五月下旬

ように述べた︒

﹁バイオリアクターへの放射線

媒法に押されて実嗣化例が少いこ

する︒昭秘五十六琿度は︑線源の

から六月来由までとしたい︒試験

欝靴
利口﹂と題する藏本原芋蔓研究所

とから︑技術の最適条件と目的と

洗浄・交換等に一定行為基準を設

は東東・大阪・糊台・福岡の四か

▽機器の設計承認・機構確認

臨的として昭秘四十一琿以来開か

購﹂と題して講演︑技術選定の決
定要因から写るとアイソトープ・

の関運性を研究覆はさらに明確に

けた上︑ガスクロマトグラフィか

駈で八月末に実施したい︒

飛躍する放射線利用

認識しなければならない﹂と提言

ら実魔する︒

れ座長を務めた︒

野は広いと握算した︒また︑核融

ど︑固有の有用性が期待される分

した︒

まず三拝金属鉱業神岡鉱業翫技

利用の現状﹂と題し︑神罵の選鉱

業におけるアイソトープ・放射線

に備えて進めている政府令聞の改

して琢藥養成したい︒

正作業の基本的考え方を以下のよ

一部輸

セイなど免疫診断柑料の研究︑遭

ムノアッセイやエンザイムノアッ

▽運搬に関する確認等

コバルト照射施設の藁零本への偏

ュールを作り︑事業所の便蜜を図
術室長の森孝央氏が﹁穽鉄金属鉱

政﹂と題する講演Q松本氏は︑二 を受けなければならない︒定期倹

つで開始され︑午前は名古歴工業

ー轡務理箏の松田竜央氏のあいさ

セミナーは中部科学技術センタ

いることがうきぼりにされた︒

関心が黛を追って着実に高まって

れまで鍛高の首五十葛にも上り︑

れているもの︒今園の参加者はこ

うに明らかにした︒
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百大阪︑五月十四︑十近

アップさせるために設けられた扁

トロールしなければならない︒

このうち︑講習で田中春奨通産

した蜷綜した情報をもとにして迅

三百〜四薔個︒各棚の警報装縢は

にところ狭しとならぶ計離類は約

り︑たとえばコントロールルーム

塾で︶

おり︑今秋の電調壁上穆をめざし

四ツ柳社長が記者会見で表明

㎞ける第一線の原子力発聡二二一 れた︒
一転担当者ら︵聡気ビル・会議恥
講習は︑原子力関係法規︑運転

「今秋電縫審上程へ」

葎・エネルギーとターゲット元素
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この田︑競川入りした窃民党の桜

前環の中川科技庁長冨に続き︑

の様相を強めることになった︒

を契機に︑一挙に

静かで︑のどかな窪川も︑一睡

反対

㍉ウ︑

に投じてほしい﹂と力感

あふれることばであいさっ︑拍手

持を訴えた︒

最後にあいさつにたった桜内幹

五酉五十七名が罵言したのに︑五

蛮長は﹁立地調蛋推進講願に九千

千七酉六十四人の署猶でリコール

乱をおさめるのは︑蹴川の皆さん

というのは理不尽︒だが︑この混

自身Q窪川の繕来を渓める問題だ

と︑窪川がいまおかれている状況

けに︑慎璽に判断してほしい﹂

の重大性を指摘するとともに︑
﹁私の地元は轟根だが︑七琿間運

転している島根原峯力発電所で類

い﹂と安全性を強調した︒そして

故を起こしたと闇い花ことがな

欝欝は﹁物価を安くするために
は︑安い電力をつくりだすこと︒

摯

ーニニ二二 玉多二玉

二玉二つ一

玉ニニ玉

匂輪︒︐97曾

二

菖から六沼

懸際放射線防護姿員会︵夏CR

P︶の親委員金が︑

間の予定で︑頭京・内藁珊の縢本

原子力研究所ではじまった︒

勧欝

発生償後の四月︑五月から︑風に

正男︵衆︶劉以上自罠のほか︑践

理処分対策をすみやかに確立する

項﹂をかかげ︑①放射性廃三物処

前提条件として門六項圏の要墾箏

いないので詳しいコメントは差し

庁長宮は︑﹁報鑑の群細を入手して

の態慶をうちだしたことにより︑

影響調査制度の運用改義を国に饗

強化する④公開ヒアリングや環塊

期すとともに︑放射線監視体制を

鍛に努力する③安全確保に万全を

するとは湾えられない︑というの

素は微量︒新生児といえども死亡

M1膿故で環境に放出されたヨー

控えたいが駄としながらも︑①臼e

れば︑原子力発電所から十四以内

は︑主催囁の設噂した食場外のモ

町の態度に大きく熊点がうつって

定する﹂としており︑こんご三南

励根町の悪綱を踏まえて態度を決

定の一事函にのみ困聚蘭係を求め

るもの︒詳細な分析を行わず︑特

はきわめて多くの原顯により生ず
電

の千二首僖の死の灰ができること

くることになった︒

電

に共存できないものだ︒なにより

になる︒その死の灰は︑被灘管に

二暦機はBWR︑八十二芳な
Kい④岡教授が一九六九年に発面

る

ICRPは︑今までにいくつか

の璽要な放射線防護上の

を出しており︑昭稲五士．年に発

は︑親在︑各国で放射線防護に関

表した﹁パブリケーション26﹂

する法律・規劉に︑墓準として取

この菓象禽議には︑スウェーデ

り入れる作業が畳んでいる︒

ンのB・リンヂル蚕員長ほか＋二

名の蕎名な響門家が撮塾し︑薦本

からは高橋退出愛知県がんセンタ

一

ー総長が参加している︒

緕ｵ九年三月二十八鮒の事故

二一 多 〜ノ 二一

な審議課題︒今園の管串では︑こ

に対する回箸のあり方の検討が主
なお︑同大会には︑党水部から

終了した︒

ンシルベニア州︑ニューヨーク彊

よって放射能がまき敬らされたペ

指摘するのに︑蜜い総力をつくら

のいずれについても﹁鵬根二弩の

革新勢力はつね賦頃から物価高を

渡部慣三電源立地等推進副本部

増設は適切﹂との判断を下してい

従わなければ︑議鼠から不儘任薬

せてくれない﹂と切りかえし︑晒

長︑儲口淑子婦人局長︑県選墨籔

をつきつけられる︒議会に従って

もクビ︑議会に従わなくてもク

に︑社会・共産の両党を批判し

社党の和田耕作氏も室戸出身とい

よう国に嚢曝する②防災対策の改

計画はその実現へ向け新しい局面

講ずるi1などをうちだしてい が馨門家の一致した露見②隅博ナ
今回語調糞委鍛会が﹁ゴー﹂の

ンシルベニア州保健雀の調査によ

の同様の主張を契機に行われたペ

態痩をあきらかにしたことにより

の胎兜︑幼鬼の死亡率は︑州全体

る︒

の︒中國電力と締結している安全

葬について検討をつづけていたも

蝦根二号は憎設へ一歩潮進ずるこ

と比べ︑統計的な合掌差はない③

の諮問をうけて︑二号機増設の疑

県委読会は昨鎌九月四鐵に知瓢

を迎える毘通しとなった︒

答弁にたった中川一郎科学捜術

三酉五十入︵窪臓羅調べ︶が参

いう悪天候にもかかわらず︑一千

うことで参加︑中内力高知県知覇

した﹂というもの︒

率が四〇〜五〇％も異常に急上卿

北部などの地域で︑薪生児の死亡

ビ︒そんなことがあってもいいの

る︒

んたんと話したのち︑﹁八日の投

主財源に嘉しい町財政の実態をた

らと﹁リコール隠止一を訴えた︒

しかし︑周委環会は﹁岡三﹂の

会議螢として谷川魔三︵参︶︑田

そして︑先月︑発建したばかり

加︑﹁リコール阻止﹂の齊筒く︑

村良平︵衆︶︑林適︵参︶︑大繭

た︒

の電源立地箸推進本部の俊々木本

熱気にあふれた大会は︑四晴すぎ

この日の激励纂食には︑氷雨と

か﹂とのべると︑ひときわ高い拍

理面の不十分さから趨きたもの﹂

手が週つた︒そして同町長は︑自

とのべ︑﹁照本の露力闘祉のよう

表されるように︑原子力開発は︑

臼﹂とのべ︑藤戸町政の強力な支

原子力の安全性を墨体鮒に説明し
世罪の趨勢︒日水には︑狡術があ

才魏六項目の要望条件に

島根二号増設を答筆

票は窪川の良識を間われる露要な

た︒そして同氏は門世界はいま︑
る︒嚢金力もある︒だが︑立地だ

を原子力でまかなうという仏に代

安くて大歴のエネルギーをどうつ
けが大きく立ちはだかっているの

部長は﹁五濃艶には︑電力の半分

くりだしていくかが︑簸大の諜題
が規状だ扁とのべ︑立地の飯氏性

のような票故は起こり得ない﹂と

になっている﹂と結び︑安金で︑
を強調︑参頒者に理解と協力を訴

た︒

設に螢成すると憶松矧駆に管合し

協定によると︑原発を製設する湯

いては調査婆と鹿鵬町︑松江蒲︑

とになったが︑興では﹁増設につ

州境全確係対策の充実を条件に

腹には堅の露悪を得ることになっ

協根原発二弩機の聖遷に岡零す

二号機の瀬設については二月九

ており︑この点の検討と︑二号機

曾 ︸

も︑大を生かすためには小を殺す

収められているというが完全では
という姿勢は許せない﹂と

申川長窟はさらに﹁今園のスタ

述べた︒

会が手厳しく批判しているIIと

の兇解に対しては︑米原子力蚕員

幼彊の死亡率が増撫している﹂と

に発表した﹁原子炉周辺の地域で

根拠のないもの﹂とされ︑七〇葺

研究は︑来小児科学鼠から﹁全く

ることは科学的に少く意味をもた
推進

W︒五＋八年慶鷲工︑六±叢運 したストロンチウム九〇に関する

薪生児死亡の
科学的根拠なし﹂
粟院科技婁で中州畏官
二月二十六日の衆議院科学技術

は︑一部新聞で報道された米ピッ

金性に疑念を与えるようなものと

ーングラス教授の慧兇が原子力安

蚤員会で︑磨饒党の中村認四郎氏

ツバーグ大学のアーネスト︒スタ

報告した︒

開を予定しているQ

ない◎原発は綱渡りのような状態

を黍厳しく批判した︒

と採算が愈わないようになってい

側

正念場◎負けて淑を流さないため

る﹂と︑原子力福栄の鱈険性を掲

解職派も総決起集会
七戸からはじまった聚禽では︑

にも︑より以上に運動をもり上

そして岡会長は﹁三月八Bこそ なのだ︒そのような設計をしない
窪川町の煙筒町長のリコール成

まず野坂会長が主催蕎側を代表し

摘した︒

窪川購

@騒
国策のはず﹂
の発

つづいて︑藤戸進町長が決慧表

る﹂ll島根凝原子力発囎調査委

日に累議禽の原子ヵ発囎対策特別

を電調審に上程するさいの緊の国

えだ︒

明︒﹁議按の決定に濯うことは︑

魔会は二月二十四β︑中国電力が

おり︑今回緊委員会でも﹁推進扁

委員会も正式に﹁ゴー扁を決めて

とのべた︒

ひきつづき髄壇にたった高軍公
友科学技術政務次富は︑﹁原子力

町畳としてとうぜんなこと︒それ

ている島根原子力発電所二二機建

醐県八束郡鹿島町に増設を計画し

ターは繊満興︒あふれでた人たち

ニターテレビの画画をくい入るよ は馬瀬二隼生︒十七葎間の魑実な

ても理解に蓄しむ︒議会の決定に

をクビにするというのは︑どうし

とっていた︒

うに建つめ︑会場内の熱気を感じ

大会はまず︑特別ゲストとして

﹁藤戸町幾の態度は︑町を思う気

参加した繭NRC︵※原子力規制 そして野闘毅磁薩敵甥次窟は︑
委澱禽︶委員のエドワード・スチ

もってほしい気持だ︒いつも要証

ュワート氏の講演からスタートし 持ちから︒リコールには︑怒りを
た︒

を示す皆さんだが︑今園だけは︑

立をはかる門ふるさとをよくする

げ︑リコール威立に金力を投入し

会﹂の明神孝行常任幹禦が︑偶勢

そのこ︑﹁ふるさとをよくする

てあいさつ︑﹁原発は家だ実験段

よう﹂と結び︑拍手をあびた︒

会﹂︵野坂静雄会長︶は酒乱夜︑

﹁原発阻止・町長解職賛成︑学習 階の代物︒そんな危険きわまりな

題﹂と題して講演︑

ーングラス教授がまとめた︑スリ

は全く蓄えない︒儒向されたこの

そのなかで明神氏は﹁情勢は︑

種の学薔が無益任に発

につい

薯故影響の研究報箭について︑科

ーマイルアイランド原子力発鱈所

とで︑迷惑籔挿だレと述べた︒

磁すること

報告︑﹁仕癖を休める人は休んで

原発は︑六隠間で当山に投下され

新聞報道によるとこの報欝は︑

そのなかで岡氏は﹁蕊万KWの い葭葺を認識してほしい﹂と分析

追いつ遍われつの状態︒この厳し

﹁原発の危険性とエネルギー間 とこんこの運動の取組みについて

続いて︑小野周粟大名嘗教授が

と参撫者にリコール支持を訴え

険性をもっている原子力

に︑絶対につくってはいけない﹂

た︒また玉絹は︑﹁エネルギ；確

い原発をこの自然に懇躍れた窪川

いた藤戸進激励密会﹂に対抗す

綴は国簾だというが︑一次二業を

総淡趨集会扁をひらき︑気勢をあ

るために開催したもので︑会楊も

本質的に危

同じ膿村環境改廃センター︒会場

策のひとつだ偏と力説︑熱川の膿

発展・下張するのもたいせつな園

げた︒一巳の︑調蛮推進派がひら

一般的に︑新生兜の死亡率の変動

その安金対策は確立されている﹂

説した︒

経済的な原子力発儀の有用性を力

な訓練︑蟹理体翻のもとでは︑あ

﹁？M王壌故は︑人間の訓練や管 をあびた︒

ていることを指摘すると隅隠に︑

レルギーが︑心理的な不安からき

営は総動員体制を敷き︑自陣蛍への掘り起こしに︑はげしいつばぜりあいを展開している︒

くえは混とんとした状態︒どちらが勝つにせよ︑その差は︑二︑三頁票の差といわれるだけに︑濁陣

りによって︑緊迫の慶台は極隈にたっした︒三月八臼の投票欝を縁近かにひかえたものの︑勝敗のゆ

この霧と筒原の町︑窪川は︑一鐵︑暫民党の桜内幹襲長をはじめ党酋脳︑地元濁会議員圃の環地入

めぐって︑町を翼二つにして大揺れの高知察扁濁郡窪川町︵藤戸進町長︑人口一万八千七颪六人︶︒

産業と原発は共存できない︒原発立地に艇担する町長の解職をこの孚で﹂11原子力発電所の調査を

﹁町議象の議決にしたがった町擾をクビにするという︑不当なリコールは繕対阻止しよう﹂﹁一次

注目される選挙のゆくえ

両鶴営が総監員態勢

r

技術開発の爾積によって︑もはや

会場の窟川町腿村環境改薔セン

東京で亙CRP会合

は︑一般に大きな影響を与えるこ
ほしい︒休暇をとれる人はとって
一驚間進転ずると︑なんと︑広籏 ほしい一と遡動への謬加鷺訴えた︒

た原爆一発分の死の灰をつくる︒

体
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て言及した︒
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厳格さ保ち合理化へ
リードタイム短縮めざす
原発リードタイム短縮へ一1通産省は今年六月をメドに原子力発電所許認可手続きのあり方につい
て︑はじめて総合的なメスを入れることになった︒顕常四年程度かかるといわれる電調審決定前後か

門昭和六十五無原発五千営万KW開発﹂との政狩厨標達成は︑こんご数

ら着工までの許認司手続きに焦点をあわせ︑安全性を充実させながら効率的な許認可を行うシステム
のあり方をさぐるのが閉的︒

年以内に二千三百万KWの原子力発電所計画を電撃審に上程できるかどうかに大きくかかっており︑

調審に上程しなければならず︑こ

分では六年なのに対し︑これから

って︑ムダをなくし︑安全性を確 告をとりまとめ︑各備庁に示すと

門流れ﹂を効率的にすることによ

ことは考えられないため︑全体の

事業部開発課長︶を設置して検討

通零する分については十琿十か月

同氏は︑

﹁パラオ人たちは︑い

に︑強い反対を表明した︒

的なシステムのあり方をさぐって

保しながら︑期間を短縮する総愈

部︑総愈エネルギー対策閣僚会議

ともに自民党の蟷源立地等推進本

ステップとして﹃非核憲法﹄をさ

る﹂と前おきし︑﹁独立の第一の

ま︑独立を勝ちとろうとしてい

このため︑今回の検討ではこう

にも報告︑六月には縮論をまとめ

に入っており︑四月中には申間報

と長期化しているのが実態だ︒

した実情をふ煮え︑①電調審から
いくことになる兇込み︒

﹁これは︑原子力の利用をいか

だめた扁と述べた︒

着工までの離認司②着工から運開

たい考え︒

なる形にせよ︑国内のいかなる場

安全審査については①薪型機器

通産省では︑リードタイム長期

の審責は充実し︑同型機器の審査

所にも認めないものだ﹂と説明

の短縮化の可能性に焦点をあて

化の第一原囲となっている門地元

し︑四分の三以上の住民の投票が

までの工事矩尺ーーに分けて︑そ

は効率的に行う②審責を内調審以

周意﹂問題については総合的なパ

ことを明らかにした︒

ないかぎり︑例外は認められない

ことは司能とみており﹁地元合意

前から開始するーーなどが検討課

新交付金制度による地元振興対策

ブリック・アクセプタンス対策︑

しながら︑許認可期聞を短縮する

このうち︑許認可手続きについ

題の焦点︒また︑安全胃腔手順に

また︑﹁着工一から﹁運開﹂ま

たことにより︑昭和﹄ハ十五隼度代

も本格的な検討を行うことになっ

り︑今圓あらたに許認可について

と濡動を強化することにしてお

し︑戦争はわれわれの島と海にや

の戦争には関係なかったりしか

戦にてらして︑﹁われわれは︑こ

る︒

縮し︑五十八年電調審決定︑三盆
ては︑原子力発電所を建設しよう

ついても全体的に見画し︑効率的

収用法︑農地法︑自然公園法︑国

でのりードタイムについては︑諮

以後のりードタイムを一−二年短

によっては五十九隼決定のもので
とする場台︑原子炉等規制法︑電

土利用法など一般に﹁三十三の法

認可手つづきとともに︑建設工事

また︑海洋投棄を第一一次世界大

も六十五年運開にまにあわせるよ

に審萱を行うためのマニュアルを

原子力発電所のりードタイムは

律︑六＋六の手続き﹂といわれる

などの新展開によって︑いちだん

気鶉業法︑公有水魚埋立法︑土地

昭和三十五庫に運開した敦賀一号

数多くの﹁ハードル偏をクリアし

作成することにしている︒

うにしたい﹂としている︒

が七七四か月だったのに対し︑五

貫けさらにあかるい展望をひらく

替エネルギー田標は︑その達成へ

資源エネルギー庁公益

新展開へ第

反原発東京

のボイコット運動②田本からの観

た︑場倉によっては︑①麟本商品

ことを提案したい一と述べπ︒ま

社と縮んでいる源業契約を莞薩す

オ議会に︑パラオが日本の水産会

さらに同氏は︑﹁帰国後︑パラ

た︒

しみを与えるだけであると強調し

って︑何の利点もなく︑ただ・曝

だ﹂と述べ︑海洋投藁が僅民にと

ってきて︑多くの蓄疋ちが死ん

十四駕運開の大飯一罧は九年六か

を入れることになる兇込み︒

︒山本頗

源立地円屑化問題研究会﹂︵座長

兇通しとなった︒

の短縮化の可能性にも研究のメス

を確保するためには︑こうしたひ

翼体的には公益薯業部内に﹁電

なければならず︑こうしたシステ

一弩では十六年五か月にもたっし ムについては改善の余地も掴摘さ

とつひとつの手つづきを雀略する

を迎えており︑今回準備事務所が

なった﹂とのべ︑悪義を強調し

集会開く
自主講座

月︑五十九無十月運開予定の川内

隼︒このうち︑門愚手﹂から﹁運

れているのが現状︒厳格な許軸組

開偏の期闇をとってみると既運開

ており︑既運開分だけでも平均八

の許認可体系に総盒的にメスを入

正式にスタートしたことにより︑

また︑同社長は来年度の施設誹

た︒

る見醸しとなった︒

同計画は実現へ向け力強く前進す

歩をふみだすことに
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れることによって︑安金性を充実

って︑わが国の原子力開発はその目標達成へ商けさらにあかるい展墾をひらく見通しとなった︒

こうしたなかで今園通産省がそのカギを握るリードタイムの短縮問題に本格的にのりだしたことによ

げんざい︑わが国の原子力発電

所は二十二墨千五蕾万KW︒政 府 れ が で き る か ど う か が ﹁ 国 標 達
成﹂の成盃をにぎるカギとしてう

現地事務所スタート
譲鹸広域運営新展開の一歩

⁝

B6版3700円

科学技術庁原子力局監修

加え︑増頁により一段と充実した内容︒

原勢力関係の全てを網羅した︑最も儒
頼てきるチータ・ブノク︒図︑表を多く

聖 鍵

正確な精報を基本に曽門家か編集︒携帯
に便利なB6版︒丈夫なヒニール表紙︒

華繊

B5版5200円

○石油危機の 匿常化 に対処する肚界
○核不拡散の飼際体制確
○原了力の安全対策
一そのれ会

＊礁かな情報をわか13やすく︑一般読名
にとっても原了力知識の宇庫︒必携の讃

竿麟

A5版2900円︵送料300円︶

一力一︑○○○名の所属︑氏名︑読みがな︑

画について﹁六十五年に国譲依存

推進︑かえよう今の懸らしを

最後に同氏は︑

洋の人々が︑ともに手をつなぎ︑

して︑国旗について明目し﹁どこ

かな満月

静

美しく清

ベラウ︵パラオ︶共和国下院議員

たら︑誓の地は灰色に塗りかえね

く語り︑門もし︑B本が核を棄て

の象徴と熱っぽ

︑地の摺は

のイグナシオ・アナスタシオ氏が

炉＝＝ゆ蟹

︽限定版︾

璽．譜襲

Aマン必携の11H

鮒璽繕

〒一月目

TEL

O⁝二︵上〇一︶二一ヒ一代

來京都丁代田匿大手町丁五−四安田火災大子町ビル

日本原子力産業会議業務課

ご注文・お問合せは

はかった︒法令規制たけてなく︑通達︑
届出冑等を付した実務者向き︒

55年5月の放射線障碍防止法の大幅改
正により︑蓮搬︑輸送関係も一華整備さ
れた︒木書は好評の第︸版をへースに内
容見直しを行い︑より一層の内容充実を

科学技術庁原子力安全局核燃料規制課
運輸省大臣官房技術安全管理官 監修
A5版4200円

＝旧

材胡メーカ⁝のQAの内容とノウハウか
公開された︑わか国初の完全解説占︒Q

国の考・え方に加えて︑電力会れ︑機器・

QA︵品質保証︶に関する内外の状況︑

A5版5600円︵送料250円︶

駕耀幽

醤年︑最終翫身校︑出身地を収録︒最新
のコンピュータ処理による完蟹にフォロ
ーされた人名索引て︑会村名︑平入名の
いすれからも引くことがてきる︒

わか国原イ力関係企業︑政府︑研究開
発機関等約上○○偶所における役職功徳
同原発誹画は膏森釣索通村議会

に応じて従来の電源開発をさらに

度を五〇％に下げるとの胴取霞標

女二人のコーラスで始まった二月

1﹁原発に未練はない﹂という男

光客の締め出し⁝⁝などの強行手
が昭和四十薙五月誘致決議を行っ

代替エネルギー開発の方陶に見襯

した︒

たのがキッカケ︒このあと︑五十

していく﹂と語り︑その中核とし

段の可能性もあることを明らかに

二蕉には地死の白糠︑小田沢溝協

ではないか﹂と聴衆にうったえた

二十八霞夜の﹁2・28反原発・反美しい邑然を守り︑生きていこう

﹁アジア・太平

が海域調査の実施に周悪したこと

て原子力開発に強力にとりくんで

再処理︒反海洋投棄東京藥会﹂

やめさせろ建設︑打ちやぶれ

三

霞棚によると︑これを今後十年後

霞立地を促進するためには円滑に

こうしたなかで通産省では﹁電

の昭和六十五奪には五千酉万K かびあがってきていた︒
W︑石油換算七千六百万湾開発
することにしている︒
コンセンサスを得ることが第一﹂

東北電力は二月二十六日︑下北

しかし︑げんざい電鍵審を通過

原子力準備事務所を設書したと発

た︒

地部調査役の八巻和男氏が就任し

として︑地元振興対策などに強力

表した︒五十三隼から現地に設置

している原子力発電所謙虚は二千

画を達成するためには時聞的に

八百万KWのみ︒電調審決定から にとりくんできたが︑さらに﹁計

されていた﹁連絡蕨﹂を発展的に

ったもの︒初代所掻には原子力立

運開までには︑さいきん約十黛程
も︑りートタイムの短縮化につい

により環境影響調査がスタート︑

いく方針をあきらかにした︒

今月下旬からは海上ボーリングも

あと︑パラオ国歌をうたった︒そ

立地課②土木課③事務課1！の三 主婦など広範な参加蓄約田田名を

下北原子力準備嘉務所は①渉外

は︑高校生から奪鷺︑子供つれの

予定されており︑げんざい調蚕は

野構成︒スタッフは三十三人︒こ

主催蕾側である﹁自主講座﹂の

らかで平和な海

最終段階をむかえている︒

のうち榮電から四名が出向する︒

と︑今簗会のメインゲストである

あいさつ︑各地の盾動報告のあ

かの国のものとよく似ている漏と

東北電力では︑こうして計錘が

こん︸．﹂は︑大詰めをむかえる環

集めて︑熱気の中で開会した︒
新しい局面をむかえているのをふ

境調蓋を璽点的にすすめるととも

し︑まん中の黄色いマルは︑

ご重点的に取りくんでいくことに

まえ︑現地対応体制を強化︑こん

に︑さらに漁業補償交渉に焦点を

を誘った︒

ばならないかもしれない﹂と冗談

あわせていく計薩だ︒

パラオ国旗を前に壇上にたち︑日

と菓奈電力の広域運営の拠点であ

東北贈力下北原子力発電所一穆

したもの︒下北サイトは藁北電力

り︑二十六日に土取会盟にのぞん

に予定されている営業運転入りに

パラオ国旗の濃壇で講演ずるアナスタシォ議鼠

低レベル放射性廃三物の海洋投璽

機はBWR百十万KW︒昭和六本
十政府が予定している太平洋への

り換えを禽む補修作業中で︑節止

と断定され︑現在︑配管材料の取

兇されたキ裂が﹁応力腐食鱗れし

一穆機を共同開発し︑広域運営の 五妬度運開を予定している︒

だ蓋林社長は﹁両春が協力して第

ひきつづき
良好な稼働

一方︑昨年七月に試運転を開始

期聞は璽いっぱいかかる麗通し︒
二月の原子力発電所の稼働状況

九千KW︶は︑その後︑負荷しゃ

した玄海累累︵PWR︑五十五万

二月の運転爽績

利用率六八・一一％と︑まずまずの

は︑晒間稼働率六六・九％︑設備

向け︑最後のおいこみにかかって

断試験をくり返し︑簗月二十七臼
禰島第一の六号が定競演査を終

実績を示した︒

了し︑東海︑大飯一顧︑島根の三

，

は蟻封力
ノ実義発

絶

交渉にホ格的にとりくむことにな

度かかっていることから﹁六十五

下北原子力発電駈計爾は︑げん
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﹁いまこそ原子力闘発売遙へ総力塩煙をし⁝⁝臼木都市センターポールを会場に三田闇にわたって
大きな盛り上がりをみせた第十四鳳原藻年次大会は十一欝︑熱気のうちにすべての礫程を終了し︑二
子力開発の新しい展開へ力強い〜歩をふみだした︒﹁エネルギ⁝安全保養と康子力蒲田の役割縣を熱
調テーマにかかげた今大会には︑わが理をはじめ繊界牽強か國から約八瀟狂にのぼる関係暫がつめか

け︑緊迫するエネルギー情勢のなかで原子力開発の新しい展開方策を模累︒溺議をふかめるにした
がって︑いまこそ原子力開発がもっとも霞饗な局面を迎えているとの共逓した認識が大きなうねりと

実朋プラントは少なくとも一九九

引き上げを続けるならば︑第三

ストも︑昨鎌九月で石油火力の二

のユニットが笑鰐化され︑発鷺コ

頭あいさつにたった正親晃一
第十四園原産三次大象準備委員長
︵鰯本原燃サービス会畏︶は︑一

九八O隼代を﹁ユーザ⁝︑原子力

機器メーカーが一致協力して九〇

ったえ︑会場からはひときわ諄い 大学戦略国際間題研究センター慶

論﹁原子力開発の閏際附展闘﹂で

このようなことになり︑きわめて

新しい騰際原子力通閥体制の構築

組総瑠憐が︑このような結粟をも

は箏実であるが︑簿瑚晦の複雑な

なエネルギー安金保締のあり方を

にゆ心的役馴りをはたすべきだ﹂

をあきらかにするとともに︑再処

て﹁こんこは一部に対する漁業補

するための新しい水産業対策とし

孝軍全漁連顯問は︑嶽地墨を打開

べ︑今後︑単和利用と核拡敬防止

現にとりくむことになろう扁との

W・シャーマン駐日米圏公使は たらしたものと考えており︑これ

原発が選雛の争点となったこと

また︑最大のハイライトのひと

との意冤が椚次いだのに紺し︑

残念である︒

つとなった第ニセッション門原子

は︑離洲代嚢から﹁来国は︑こん︸︐﹂

力への比鐙を醐めることになろ

力発堰傾斜闘発への課題﹂で及川

あきらかにした︒

う一とのべ︑こんご原子力開発健

長は懲新政権は︑予獅絡薫で原子

つづいて︑潤成迫原子力委蝿捕

進へ大きく政策転換していく方向

拍手がわきおこった◎

れ蕊で細民協力して壕ってきた技

代理は﹁今後の原子力巌業は︑こ

理交渉など田圃関係への対応につ

償だけでなく︑広い地響漁業振興

を得る努力を一履はらっていかな

発立地に関する圃民の理解と協力

い穿れにしても︑今後とも︑原

撮されたとは考えていないQ

で原発立地に対する住民の答えが

術晒基盤と︑これからの原峯力に

いて﹁これからはよりバランスの

の濁立へ向け興傭的行動にうつる

﹁新政権は︑麗任をもってその実

苅する潜在的鶏襲の大きさとを棊

とれた︑一耀した方闘に何かお

をはかっていがなければならな

って飛躍鮒発展を期すべき時代に

礎として︑自らの主体的努力によ

う﹂と指摘し︑関係鞍に深い感銘

纂の鋤禽いで原発が運開したが︑

な輸出摩業になるだろう﹂と今後

芝金擾は﹁原畢力発露は将来萄斜

産業の新しい展腸﹂で佐波正一葉

また︑第三セッション﹁原子力

くんでいくことをあきらかにし︑

ごとも強力に核不拡散政簾にとり

がいしずえとなる﹂とのべ︑こん

その指導牲を発揮すべきだ﹂と強

罰した︒

首相︑今後とも

原発推進を表明

蜜議院予籔婁贔会

論戦の舞台を滲議院に移し︑九

臼からはじまった獺郷婁鐘食で︑

ル成立に関係なく︑こんごとも︑

質問のなかで︑窪川町摂のリコー

っていきたい﹂と轟轟に協力を嚢 鈴木酋横は︑小野明氏︵社金︶の

について関係岡と弊鰹に協議を行

ければならないと痛感している︒

入っていくものと思われる駄とこ

しかし︑岡公使は︑こうした新

ことを醜翻におしだした︒

門原子力発電は︑これまですでに

こんこもこのペースはかわらない

を展望︑このため﹁実動麟への技

秩序形成にあたっては﹁核防描置

二千二酉下墨にわたる蜜全姓を実

だろう﹂と︑脱石潤社会実濁に急

術醜︑経療的協力について︑国は

孫したQ

げかけている扁と︑繁急禦態を告

証している﹂と削羅きしたあと︑

ピッチで進むフランスの原子力開

けるべきだ﹂と捉

界と電力の間で話し禽いの場を設

い﹂とのべるとともに︑﹁水産業

ンス原子力庁灘叢応用局摂は二

家た︑G︒バンドリェス・フラ

を与えた︒

調︑関係蓄の協力を要講した︒

んこの原子力隔発の距要性を強

つづいて特別講演を行ったS・

げる麟際エネルギー語勢に擬鐘を

二九九〇璋には世界の原子力発

エクルンドーAEA麟務総喪は︑ 九八O隼にわが國では⁝預月に﹁

ならしたあと︑異体醜に昭租六十

罐続模は四簿六千万KWに達する 発計瞬を力強く紹介した︒また︑
軍岩外四磁瑠漣盆長は門原子力平

調した︒

﹁このため︑新しいシステム確立

ついて﹁原畢力産業界としては政

てることによって︑世弊平秘に貢

和利用を発展途上園の開発に役豆

だろう扁と蒋来を展陣した︒

また︑レーガン新政権関係蓄と

府に呼癒して︑いままで以上に原

して︑その発言が競願された○・

政府として膿子力発電研を推進し

磁力発電促進をはからなくてはな

今大会のもうひとつのハイライ

らない︒原発立地はここ五︑六奪

ていく方斜を明確にうちだした︒

質問のトップを切って発鳶膳に

トとなった最終躍の総総パネル討
アブシャイア※閑ショージタウン

献していく必致がある﹂と長期的

が勝負だ﹂といっそうの決慈をう

いうことで︑いまのところ．宣候

する調食推進派はリコール成立と

川支部長︶を擁立する綴込み︒対

騨薫⁝＝⁝墜三一⁝一＝幽＝≡＝﹁⁝＝＝藁葺＝縢≡冊講冊：⁝幽＝冊＝＝⁝＝＝騨⁝＝⁝凹柵冊藁；＝＝謄＝＝≡曇酬薫3＝窪窪一藁＝＝＝＝二丁冊隔＝⁝藁＝髄脳⁝≡曽＝冊葺≡＝藁＝＝＝＝冊藁藁旧＝＝響≡謄≡＝冊隔＝⁝＝⁝＝鴨＝≡幽藁⁝憎認＝⁝二藁コ

町長リコール成立

四月十九日に選挙
原子力発電所立地の購潮調査の

リコール威立によって︑こんこ

採択したのを受け︑藤塚晦長が㎎

顕︵九月凶賦提轟︶を†幽混晶で

月二十四田︑町議貧が調査抵潮紅

今園のリコール投票は︑昨琿†

桐みだれての選挙戦を展開し驚︒

禦実上︑真っ二つに分裂︑爾陣営

窪川町

条作を的確に整える階代﹂ととら

田投票される町長快挙に移っだ︒

川町の藤戸進町長︵52︶に対して の焦点は︑四月十二闘缶承︑十乃

燈影をめぐって︑高知県尽日郡窪

いまのところリコール威庶にも

川一郎科単技術げ長瀞︵原子力委

この間︑二月二十八Bには︑中
総轄力ホ社を訪れ︑原子刀発電噺

員長︶が窪川入り︑リコール附止

慮する必要がある︒

また︑こんご一坐の努刀が必要

低レベル放射性廃払物は︑試験

スを国際簡場下に置くことであ

原子炉機材︑核轡料やそのサービ

状況は︑新しい局雛をむかえるこ

なお︑原子力発撫筋の立地をめ

とになった︒

ぐって︑自治体の膣長が解職にな

ったのは美髪が初めてu

引き続き理解

と協力へ努力

申川擾密が談器

のべ︑こん︸．﹂とも地元住罵の理解

対が圧倒的とは思っていない﹂と

と協力を求めながら推進していく

つついて讐弁にたった鈴木滋櫓

ことをあきらかにした︒

は︑門核に対する図残の挺薔反

対︑アレルギーがきわめて強いこ

﹁原子力発磁は︑石雛代燈

とを改めて感じとった﹂としなが

エネルギー源として題蟄なもの︒

らも︑

こんごとも︵立地にあたっては︶

安全性について鑑罠の理解を讐ら

臨甲川一郎科磁・捜術区長轡⁝は八門目

鼻︑窪川町長リコール蒸立につ

嗣騨門部会は︑門近無︑原子力

た︒

を設け︑検討することを決定し

きたい偏と強調した︒

れるよう努力しながら撤回してい

岡氏を互選

部会長に吉

町議会の決説に従った町長が︑

いて︑次のような談讃を発表した︒

それにはまず︑IA鷺Aのフル

近めるべきだ︒

力平和利用についての引際協力を

を訴えたのを契機に︑騨〜日には

の立地司龍姓調査を蕊条件を付け

いない︒

え︑璽要な局面を迎える原子力開

八麟行われた解職投票は︑郎嗣開

ちこんだ反原発派は︑﹁ふるさと

補をしぼる段階京でにはいπって

発に新たなとりくみをよびかけ

票の結果︑解職養成が過半数を超

％︶︒電脳連結購10面

た︒

え︑成立した︒開騒擾製は︑解職

ついた小野氏は︑熱闘︵八蘭︶の
﹁調鐡は建設につながる と反
桜内筏雄翻罠党幹事長をはじめ
壷網藥・惣川晴のリコール競立問
発した原発反対派は︑総長の解職
とする党薦脳が現地入り︑リコ⁝
題をとり上げ︑﹁こんことも独子
︵リコール︶遜動を展糊︑昨奪† ル選挙は一挙に蒲勲︑投票鄭九一
力発霜所を撹進ずるつもりか﹂と
二月二十二騰︑五千九酉五十二入 ・六六％という鞠権暮の商い関心
政府側の弩えカをただした︒
のリコール醤磁簿を町選挙騰理委
を生む要四となった◎
これに対し︑巾川〜郎科捜庁長
いずれにせよ︑住翼の霧判が下
ったわけで︑原子力立地をめぐる 宮は門残念だが︑必ずしも原発反

つづいて︑勝信表明にたった得

員金に提出したことにより︑町は

沢広田日水原子力産業金製禽摂は

をよくする会﹂の野坂静雄会長

業界としても︑立地にあ疋って︑

︵元窪川農協組倉長︑難聴民党窪 要饗したのに端を発したもの︒

今國の窪川町町長のリコール成

地元住蔑の顯祉向上などととも

解職反対五千八術四十八票︵四八

立は︑このようなことの表われの

なものに︑放射性麗藁物対策があ
ることに︑こんごとも一軍努力を

的灘踏処公に︑太平洋諸岡の理解

一つだ︒このことを私たちは︑反 に︑安全に饗する十分な理解を儲
対する人々に対する説得がまだま

また︑環在エスカレートしてい

傾注していかなければならない︒

スコープセ⁝フガ1ドのもとに︑

この田本経済の命運にもかかわる

だ︒

だ足なかったことの教訓とすべき

る︒

みならず︑購本の全盤業をあげて

しかし原子力発電所の安金性

的に統一化することだり

り︑それら機縁の酪難聴配を国際

一九蒼三年十二月︑輝国アイゼ

の延期を余儀なくされているが︑

ンハワー大統領が︑田連本金で激

がえられないため︑試験甦分会癬

る︒隠レベル廃藥物は︑技術開発

技術上の対策はほぼ完了してい

箱︑福祉を高めるために開発し︑

題が議論される傾向にある﹂と指

発磁断の立地に関連して廃炉の問

を誇示するために開発されるべき

第一園廃炉耐策奪門部会

ものではない︒この意義の下に設

とは疑う余地がない︒

雁油代替エネルギーとして簸も

立された鍔際原子力機関︵XAE会は五a︑昨年＋一月二十八懸の るまでに問題点を摘出し︑墓木的

ている通り︑条約を批階した轟々

ない︒核兵器不拡散条約に思われ

ら︑これを附害することは許され

極的な隻擬が必要だと響える︒

強化されるべきであり︑各国の穣

利用をより促進するため︑さらに

た天からの惣みとして︑その平和

面題分科会﹂﹁捜無題発分科会﹂

の動議の進め方について︑﹁蒸二

協会理購擬を竃湿し︑さらに今後

部会長に憲岡無為・発頓用熱機樋

設立以来︑初めての会愈を開き・

にも報告霜を塞とめる慧凋︒

ーなどの廃炉鮒策を確立し︑八月

イト瀦用方法④麗蘂物処理処分ー

轟体的には①廃炉方式②技術③サ

袴え方を整理したいとしている︒

摘し︑﹁廃炉が環実の問題﹂とな
有利な原子力発電は︑塞だ虹鱒に

A︶は︑原子力を人類に与えられ

に対しては︑むしろ積趣的に原子

原子力委員会の廃炉対策脚門部

鍵なエネルギー源となるだろうか

魑訂していない田々にとっても電

震鰍させるべきもので︑剛の婚威

説しように︑原子力は︑入類のV

る無業補綴についても︑将来の沿

立地地域住民は︑原子力発電に

が進行中だが︑餐国の開発状況か

岸漁業振興計魎の下に︑十分野検

よるメリットを受ける資格ももっ

動力炉の開発も︑鷺ホ潤内のπめ

れを癒える核座料づイクルや新型

らして技術の完放が間近であるこ

は成熟した段階に入っているとい

ている︒五十六鎌展から導入され

のみならず︑世界の原子無縁和利

える︒人々は︑ダブルチェックを

瀦本人の原子力発電に歯する鷺否

なっている︒世論調蕊によれば︑

る原子力発織所立地地域の︑便民

飛の健進にも役立つよう︑十分配

儒頼していいと思う︒

は︑三対〜で風成蕎が多いとのこ

に対する突質的な鴬気科金の剛引

大のネックは立地対策であり．こ

とだが︑原子力発電所が近くに建

などは︑そのための施策︒民間癒

原子力愈愈の促進とともに︑そ

設されるのには︑心鱒的に反対す

罰を進めなくてはならない︒

る入が多いことも甥実だ・

れには安全性問題が大きな嚢素に

原子力が日本経済の命運を握る

安全盤は成熟の段階

原予力発電を促近するにめの最

その促進を園ることが必嚢だ︒

ところが大きく︑原子力解業界の

原子力軍和利用の騰発は︑こん

設は思うように進んでいない︒

しかし︑磁本の原子力発電所建

世界のどの嫡にも大きな脅威をな

門OPECの石油輸出猟の動向幾
が成六千一二百三十二票︵五二％︶

溶炉の本格的な原子力階代への諸

覧隼度石瓶代熱エネルギー臨標に
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なって闘係覆の胸におしよせ︑原子力開発偲進への決意を新たにした書芸間となった︒

凝しい視座のもとにひらかれた第14回原産奪次大会

一
しかし︑石炭はコールチェーン

にない︒

のところ・まだ茄炭と原子力以外

有澤廣巳原産会長所信表明
今賑︑世界のどこの陶のエネル

って占められており︑したがって

ギー供給も︑その大宗を石油によ

碗輸出猟の勤向︑その価格政策に

〇年代拐めまでかかる︒

OP鷺C︵石油輸脚園機構︶の篇の確蹴整備管に七〜八難︑液化の
よって目弾されざるをえない・

次︑第四次の石擁危機が起こるこ

分の一の九円︒鰍料取擢のための

OPECがこんこも原油懲格の原子力発電はすでに三食謎陣ノ級

とは明らかで︑これに対して先進

外簾支払いも︑源子力発電の場禽

発寒の一万分の一︒しかも一度の

は約八分の〜ですむ︒さらに原子

石油代歯エネルギーの開発利用

辮料装荷で︑ほぼ一年間電力を供

工業脳は︑総力をあげて石漉の節

には︑石湘より安く︑今すぐ使用

給しつづけるなど・エネルギー回

約と石翻代替エネルギーの大羅導

でき︑大緊の供給が萌能で・しか

金撮縫上からも原子力務聡はきわ

力発露の燃料所要撒は・石油火力

も外貨支払いが少ないことが必要

めて蒋利だ︒

入を灘らなくてはならない︒

だ︒この条件を賞すものは︑現在
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は継難雛論難撫羅二一
子力委員会としての姿勢をうちだしたあと︑特劉ゲストとし

悩める八○葎代の原子力開発を展

て︑国際原子力機関︵IAEA︶のS・エクルンド事務総長
は︑ますます︑その逆蓮を

望︑鐙富なデータを駆使しながら解説︑あわせて︑IAEA
が︑こんごとるべき異体的な施策を披露した︒また︑レ⁝ガ
ン政糎の政策決定に大きな影響力をもつジョ⁝ジタウン大学

戦略国際問題研究センター︵CS工S︶のD︒アブシャイア
会長は︑﹁エネルギ⁝とアメリカの世界戦略﹂と題して講演︑

原子力推進政策をかかげるレーガン政権での頬臼政策をの

一

姻

べ︑再処理︑FBR麗発な ど 原 子 力 傘 般 に わ た っ て ︑ 理 解 を

♪

添す 声 嚢 行 い ︑ 藷 を あ び た ︒
蓄積された技術に立脚し

原子力は着実に成長

し

壌餌釦騨翼国際協力も役割増す
私はここでは︑﹁原子力開発⁝

強

一一乃八0年代の挑戦﹂という題
で︑語をすすめていきたい︒﹁挑
戦﹂ということばを︑あえて使う
のは︑原子力が蹴界のエネルギー
問題の解決に貢献することを強調
したいからである︒

げんざいの原子力発電は全世界
の総発電騒の八％を占めるにいた
っている︒

省エネルギー︑エネルギーの有

万KWである︒建設中は二頁二十
三基︑二億七自己KW︒
ここでとくに力説したいのは︑
ラテン︒アメリカにおける原子力
開発の熱意だ︒なかでも︑ブラジ

ッション

開会セ
運転年数の面からみると︑八議
以下と︑遡転年数の少ないものは
二百五十六棊のうち首五十九基︑

八年以上が九十七基︑八年から十

十奪以上が六花ある︒全体をみる

犀までの運転奪数が三十二基︑二

るのである︒

と︑二千二酉原子炉駕の実績があ

したがって︑原争力の技術は︑
げんざい︑定職期︑そして安定︑
倭頼性にたっしたといえる︒

建設のリートタイムは長期化の

篶翼が認められる︒その平均は︑

傾陶を示しており︑園によっても

日本だとげんざい六十一か月︑仏
では六十一二か月︑薦独は八十二か

月︑米国にいたっては酉二十一か
月となっている︒

このちがいは︑建設許認可行政
の複雑化による︒

ている︒興起的には︑一九八三年
には︑放射性禽獣物管理に間する
国際会議を開催する予定だ︒

なお︑原子力発電所の故障だが
こんこともあると︑みなければい

というものではないこと

けない︒だが︑問題は︑それは︑
事故

年九月の﹁原子力発電の三十年偏

機関が発足したあかつきには︑ま

う︒国際飽なプルトニウム貯藏の

る︒IAEAとしては︑一九八二
制度的な試みはみられないと思

念頭に置かなければいけない︒

ということだ︒このことを︑まず

安定供給をはかることはできない

は︑原子力なしに︑エネルギーの

まず薦を大にして琶いたいこと

ほぼ同じスケールである︒したが

けのもので・それは︑石皿期間と

ー供給に︑﹁一時的﹂に応えるだ

款中性子炉は︑世界のエネルギ

ぜなら︑原子力なくして︑経済の

逼迫したニーズをもっている︒な

なかでも日本は︑原子力に対して

るようになってきているが︑その

たとえば︑蒸気バルブの故障な

と題する会議は︑その慧味で︑

だセーフガードされていない使閑

めることだ︒

どは︑すでにある石油火力や石炭

済み燃料を再処理している六か鰯

原子力は絶対に受け入れないと

る︒それは石炭と同じようなスケ

は︑高速摺殖炉開発が必要であ

ルギー供給を行うとする場禽に

策の一環を占めるにいたってい

陣をはかっていく上で︑重要な政

拡散孚段をさらに強化すること

ことは・我々が季にしている核不

からも︑今世紀束には︑高速増殖

申断が発生した場△口には︑不可欠

原子力は︑エネルギーの安全保

からだ︒

いう一部の入たちがいるが︑もし

⁝ルで・かつまた・石炭より環境

成長を支えていくことができない

る︒とくに︑この会議では︑二千

きわめて二値あるものと考えてい

ないと考えられるQ

石癌封鎖という事態になれば︑原

って︑畏期にわたって原子力エネ

かうということだ︒

験の集大成として︑討議が行われ

一雷炉奪にわたって蓄稜された経 は・あまり魅力的なものとはなら

火力で起ったことと︑同一にあつ

八○無代は家た︑安金性と保障
措置が重要となってこよう︒

子力推進派になるだろう︒

保障描置と供給葉影だが︑R本

だ︒とくに︑NP孚条約の強化 財政的三二によって︑国の経済や

といえよう︒

このような状況のなかで璽襲な

力の震全性は︑安全規制に順位を

シティブな間題となっている︒私

のような屡では︑きわめて︑セン

炉の商業還転に入る︑と確黙して

る予定だ︒

つけるということだ︒とくに運転

社会生猛や水藁までを引き下げる

八○年代に必饗と思われる原子

これまで︑一度も︑原子力によ

中の安金性については︑①運転経

だ︒核累計国をふくめた全面的な

に留落すべきだQ

る致命的な事故は趨きていない︒

は︑これまで洋本がとってきた道

いる︒

状について︑繰入的なコメントを

もしれない︒

もまた︑原子力賛成に転陣するか

念だ︒臼本への濃縮ウラン供給に

その関係が乱されていることは残

であるにもかかわらず︑さいきん

このように︑厳米協力が不可欠

に与える影饗が少ないQその意味 る︒とくに︑国際的な石油供給に

人間環魔とは︑幾璽にも隔離され
験の評価②ヒュ⁝マンファクター

ようになることを瀬う人はだれも

試みたい︒

推進者として矩られている︒

前向きに対処すべきだ︒また︑建

いないわけで︑このような人びと

また︑エネルギー確保のための

るようになっているのだ︒

支持が必要だ︒

Aは各国の協力のもとに︑各鷹の

国際的な面からみると︑ちかい

のである︒石油の統制価格が︑国

レーガン政権は︑予算の縮少を

原子力政策プロジェクトを推進し

ている︒

このプロジェクトは︑エコロジ

ストなどの反原発の運動家も対話

のなかに入れ︑台恵に潮けての政

また︑同センターは︑困琿前に

策づくりを得っている︒

った︒石炭が環境分野でうけ入れ

も︑石炭の分野で同様なことを行

計画に動員した︒その結果︑二

来国のエネルギー問題は︑※麟

当局や政権の政策に反映された︒

国聞協力は解渓していくだろうと

政策醗究では︑幸い︑原子力の二

戦略センターがさいきん行った

くものと思われる︒

れた︑一貫性ある道を模索してい

いて︑政策上︑よりバランスのと

レーガン政権は︑この間題につ

る◎

対する関心のあらわれなのであ

ているものではない︒核不拡散に

ん日本に対する来国の不安からき

このような不幸な結果は︑むろ

を投げかけている︒

業界の成長にとって︑大きな問題

いることなどは︑垂髪の原子力薩

いて遡邦政府が疑問を投げかけて

が朽う便用済み燃料の罵処理につ

不安がでてきたこと︑曝本や欧州
調整を行ってきた︒このような政

内の石癌生産悪欲を低下させ︑輸

司がおくれていることに︑政肩は
策は︑短期的には効梨があるもの

殖炉実証プロジェクトを積極的に

設中のプラントについては完成を

支持すること③使罵済み燃繕の商

幌進ずる②クリンチリバー高速憩

るとみられる︒エネルギー省のエ

原芋力予算は︑こんことも猶加ず

ドワーズ長窮も︑個入的なコミッ

業ベースでの再処理計画の再開④

おしすすめているにもかかわらず

トメントとしながら﹁こん︸．﹂の三

※国の原子力計画は︑このヤ二

間の高まる政治的緊張によって悩

とすることは︑

二十年後に労働人口にたっする三

の原子力はマヒ状態になっている

まされてきた︒そのために︑今田

ノー

ことになる﹂と警告している︒

この問題を解決するため私のジ

という南が高まっている︒

の︑次のことを政府に提案してい

募のより一鞭の協力が必要となっ

拡散防止の努力に対して薄闇的に

力の推進を譲ることであり︑原子

貢醸し︑原子力の開発等の国際協
ついては︑当藏︑施設内に厳重に

力開発利用を平和屋的に徹して進

躍境論者など反対蕎八十人をこの
保管し︑その後安定な形態に圃化

酉以上の繕論が導き痴され︑規制
えとしていく︒現在はINFC鷺

めていくことを今後とも基本的薯

られるかどうかを検討するため︑

た上で地層処分することが棊本方

︵国際核燃繕サイクル評継︶の成

果を受け︑国際原子力機関におい

針︒

処遅し︑三十〜五十鎌穆度貯藏し

一方・高レベル放射性廃棄物に

る︒原子力委員会は︑原子力発霞

第二の課題は自霊的開発を早期

原子力発電所等から発生する低

型転換炉については︑原型炉﹁ふ

主轟の下に研究開発を推進し︑新

核融合については当分の間︑国の

国際共同研究等を稜極的に推進し

る国際協力の璽要性にかんがみ︑

家た︑原子力開発の分野におけ

少だったにせよ︑臓本に大きな影

例だ︒上国の動きは︑前年より微

たとえば︑原子力発呼がその一

力エネルギーは︑防げられること

将来のエネルギーの要である原子

散の国際的管理のなかで︑刷本の

策を強力に推認していく上で第一

ている︒

国の敏感な対臨によって︑核不拡

しかし︑緊密な二国間協議と米

は不曹欠であり︑わが羅のように

駈の立地難打開を現下の原子力政

に実現させることであり︑そのた

レベル放射性廃棄物は現在︑発電

なく︑十分やっていけると確信し

要がある︒

こなわれないように注愈を払う必

嚢任がある︒核不拡散の目標がそ

でのリーダーシップをとりもどす

米鷹は︑原子力開発と国際機関

ならないと考えている︒

ての儘頼度も高めていかなければ

として︑協力的なパートナーとし

私は︑米国は︑核燃料の供給国

いけない︒

先進鷹は︑研究をすすめなくては

は必要となろう︒そのためには︑

う核燃績サイクルは︑今世紀末に

済み燃料からのウランの回収とい

利用とプルトニウムの抽出︑使用

先進園にとって︑高速増殖炉の

いう結桑がでている︒

センター︵CS︷S︶で︑新しい

ョーシタウンの戦略賑際闇題研究

憎嫡頬は︑原型炉﹁もんじゅ﹂の

ちの原子力発短所に対して︑許認

①すでに建設が終わり︑運転待

る︒

また岡長官は︑困難はあるもの

千三酉万人の米国人に背を開ける

﹁原子力を

すこと︒

ことを考えると︑この政策は︑画

天然ガスの価格統制の撤廃もう

期的なことであるQ

わさされているが︑これには︑議

ジェームズ・ワット内務省長冒

廃罷物の処理処分計画を実施に移

入石簡を漕大させる原因となつ疋

このような長琿にわπる政策を
驚えると︑〜夜のうちに変えるこ

のである︒

エネルギーの分野でも︑レーガ
ン政権は︑これまでとはちがう方
尚をうちだしている︒

は︑エネルギー資源の積極的な開

れるものはなかろう﹂とのべ︑

となってあらわれてくるものだσ

さい︸．﹂に︑原子力をとりまく現

の一うのコード化である︒王AE を確実に歩めるように願ってい

からほんのわずか放出される放尉
艦尾に応じた運転と保守に関する

将来︑撮障措置を強化するような

ここで抵摘したいのは︑原子炉

線については︑闇然の︑環境のな

資格塁準を設けようと考えてい

そのためには︑政府の民闇への

の統制儲格の撤廃である︒十俸聞

会の協力が必要である︒

にわたって政府によって決められ

発を推進するような多暇的利用の

まず着手したのが︑国内塵石面

これ濠での連邦政府は︑国内外

てきた備格が︑自由懸格になつπ

験的海洋処分を実施し︑十分なモ

十〜四十年間は︑原子力以外に頼

の︑長期的には︑マイナスの効累

る︒

かの一部としてとらえるように努

合意形成へ新戦略

信頼できる供給国へ
総ｨ醇鋤即D・アブシャイア氏

とはできないが︑畏期的にはよい

れは︑経済の濡況をとりもどし︑

カーター政権からレーガン政権

この︑これまでの政策方式を根本

方向に向かう︒レーガノ政権は︑

八○葎代のバックエンドだが︑
とりわけ︑安全篇理と放射性日田

一纏庁の政権移行チームのリーダ ようとする気運が高まつ疋ことを

への︑國家安全保障に関議する＋ 内外で︑連邦岩膚の闘的を遂行し

したい︒なお︑これは︑私個入の

支出や規制のいきすぎを是正する

的に変えるということを決定しだ

物の処理処分が璽要となってきて

意味する︒

具体的には︑億塵を岡上ずるこ

ーとして︑レーガン政権づくりに
関与したことから︑ここで︑その

とによって︑インフレと失業を寛

いる︒

適切な処分には︑二つの方法が

ムードといったものの一端を紹心

レーガン政権の方向づけ︑新しい

愈見であることを︑あらかじめ璃

服することである︒

蕾屋が︑人聞冷塊から

ること︑

ある︒ひとつは︑廃棄物を管理す

隔離するための処分である︒

この分野では︑とりわけ国際協

レーガン大統領の誕生は︑連邦

の葡場にムリヤリ介入し︑需要の

面運転に入る予定で︑国内事業化

ことだ︒

々と協力して︑仁慈的に︑必要な

政府の新しい台頭を悪昧する︶こ

極的に対応し︑地方畠治体が実

力が必要だ︒王AEAは︑他の國し添えておく︒

安全基準︑処分方法の検討を行っ

月の閣議では照和六十五隼度に︑

え︑水格的処分に移行する︒陸地

ル︑アルゼンチン自国は︑ちかい
エネルギー問題は二度の石磁危

のための長期路線を確立すべき段

将来︑原子力の自立をめざしてい

階となっている︒再処理について

が︑なかでも︑ ﹁熱利用﹂である

はかる︑電源三法による旛策をさ

五千膏〜五千三蕩万KW︑全発電 施する広報対策等の一翼の充実を

ている︒

建設︑運転にあたり︑原子力塵業
猛の豊艶〇％を原子力発電によっ

処分についても試験的処分の準備

ニタリング等を行った結累をふま

まらず各国の経済橘動に薩擾影響

機にみまわれ︑一国の問題にとど

は︑東海薄処理施設の運転が今奪

次に︑一九九〇鋸家での世界の

らに充実させる︑地元における雇

の六月一圏まで延讃することでB として︑安全性の調査研究を進め

プがちかい将来︑数か国で実周さ

る︒

てまかなうとの馬標が決建され︑

用確保霜露の挺進を図る一⁝など

米間で合慧され︑今後とも運転が

のがある︒

この圏標遠成のため立地難打聡は

の対策を講じ︑地元住民の原漏洩

きめ細かな対応を
譲自記動万全の安全体制ふまえ

第四の課題としては国際的な核

一万KWまでのヒート・ポン 原子力発電予測だが︑一九八O琿 をおよぼすものであるため︑国際
では〜億三千八署万KW・総発霞 レベルでの軍慮が必要とされてい

の最大隈の努力が必要となってい

緊急の課題であり︑磨罠を挙げて

占めているが︑八五鋸には蕊億一

ギーの睡夢の玉箒および利周の拡
大を図ることが倉慧された︒この
ように︑石油代替エネルギーの中

第三の課題は︑中長期観点から

て︑国際プルトニウム歯質︑國型

米麟のエネルギー政策は︑撹界経
資源の乏しい国にとっては原子力

めには核燃料サイクルの早期確立

所敷地内に安全に貯蔵され︑弼来

響を与えた︒

経済のみにかかるものではない︒
次代の発尊閣として期待される新

幅用済燃料管理および核燃料の供

済に大きな影響を与える︒

策上の酸重要課題であると認識

が必嬰となっている︒ウラン資源

ていく方針だ︒

核である原子力の開発利用の促進

型転換炉︑高灘期殖炉︑核融倉の

給保誕の検討が進められている︒

し︑立地地域の禽慧形成をふま

については現在︑調蓋探鉱を続け

段階をむかえている︒また︑高速

げん﹂をもとにした実証炉の建設

続ける︒

実感化をはかるための研究開発︒

の壷豊性は疑う余地のないものと

え︑よりきめ細かい推進方策を総

針︒海洋処分については︑まず試

は海洋︑陸地処分をあわせ行う方

し憂いが必嚢だ︒
なっている︒

禽的に展開していく必要がある︒

ており︑ウラン濃縮については︑パ

このような状況の中︑原子力政

イロットプラントが今年の秋に全

円溺に実施できるよう米国との話

ている︒

は︑エネルギーの畏期安定供給の

れるとみられる︒瀬独の一九七九
年時点でのヒート・ポンプの販売

には一豊％︑九〇隼には一五％に

％を占めていた原子力は︑八五年

れ異なる︒先進国では八○奪︑八

り先進国と発展途上国ではそれぞ

一一っのちがったグループ︑つま

れる︒

子力が運転入りするものと推定さ

と・こんこ十無間で三借以上の原

には四億五千八笹葺KW︑一三％ 力をはじめとする石磁代替エネル

鍮は︑三万六千基から︑一九八O 千万KW︑全体の＝％︑九〇奪 確課のための努力︑とりわけ原子

年には十万墓へと普及している︒

私の国︑スウェーデンでは︑二毛

数年聞︑毎年︑二管の勢いでのび
ている︒安く︑ほとんど無限とも
いえるこのエネルギーを︑私たち
は生盾の岡上のために︑穂効に利

九九〇年までの︑もっ

用すべきだ︒

さて︑

とも確率の高い予測と麗状につい

の一％から八五庫には三％︑九〇

轡製する︒発展途上国はげんざい

このため野曝は︑立地の初期段階

原子力開発は︑各国で取組まれ
から地元の興体的状況に即し︑積

子力発霞所の立地促進︒昨鰯十一

琿は三千三菖万KW︑五％を壱め の課題としてあげられるのが︑原
るまで飛躍する︒

一立地難打開へ⁝

墨十九憾九千五百万KWの七％を る︒サミット等鰻近の躍際会議で

息の多角化がはかられてきている

効利規ということから︑原子力利

9鵬
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に対する理解をより深める努力を

ヒート・ポンプはいちぢるしいも
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図

げんざい︑盤界では︑二膏五十

てのべてみたい︒

六基の原子力発電所が稼働中で︑

その発電設備容鰍は一憾三千八薔
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初日午後二蒔からはじまった第一セッション﹁エネルギー
の安盒保陳と原子力﹂では︑来国︑仏︑賑本︑フィリピンな

聡黒鯛竣醸獅灘蟹鰻顯雛
㌦ 概要を紹介する︒

副会に果たす原子力開発の重要性をつよくうったえた︒以下︑

世界平和促進に貢献
y門灘原発の役割︑再認識を

一方︑こうした長期的な安全宴
を・翻らのコントロ；ルにある蟹

醗として︑自らのエネルギ⁝禰要

ず自由世騨第二のエネルギー消駿

を受けることが少なく︑しかも大

原子力の利用は︑地城性の制約

ていかなければならない︒

になりつつあるという点も魑題し

の爾北問題解洩の

このため平和利用を保陣する三

大︑発展していくという恵味あい

安全保瞳の基盤というものが増

緩租し︑これにともなう泄界的な

いわざるを得ない︒

つの蓮要な柱

歌とともに︑噸画する短期的な問

いかなければならない︒三鼎に安

源によって︑できるだけ発思して

ずる︒

題への対処ということも見逃して

不拡散の原劉が渠されうるような

際協力による今度が確立され︑核

路線を総懸すべきで︑その面の日

フィリピンの欄発計画を実りあ

九八春曇には五千四否赤刷が二・

世たり二耀を便うようになり︑一

卑代後楽には瑚千七翼万人組〜人

にものぼっている︒こうして雛一

までの石垣依存箪は九〇〜九五％

エネルギーに完金に依蒋している
ことはフィリピンを︑流動する魍

ゴールは近いうちに達成されるだ

する努力をつづけており︑この

輸入石油代金の支払いは全輸入総

このりっか︑一九七三無までは

状態にさらしている︒

際澗勢のなかで︑きわめて危険な

れる︒

る値上げにより︑この八無間に三

は千六藤ゾ／隼にレベルアップさ

スーパーフェニックス以後につ

額の一三％だったが︑たびかさな

こうした総愈的な努刀によって
フランスは︑少なくとも今世紀末

は︑もっと管理しやすい照一％ま

こうしたなかでフィリピンの原

で低下すると期待される︒

芋力開発の歴史をふりかえってみ

﹁アイムズ︒フォー・ピース﹂溝

ると︑アイゼンハワー大統領の

無には圏塚科学法が制定され︑煎

明などの動きをうけて︑〜九五八

一九六〇無代に入ると原子力委

子力委員食が設鷹された︒

磁調董にかんする特珊委農会が設

蟹致のイニシアティブで原子力発

いてルソン地区で調査を欄始し

置され︑原子力発電の司能性につ

また︑一九七三毎に︑エバスコ

た︒

唐ﾉまで贈大した︒一九八O無 社は磁力公査︵NPC︶に六十万

W炉を一蕪半ことに建設してい には輸入代欝の四四％が︑四鰹に

KW級炉二基の建設にかんしてサ

いては一九八四璋以降葎五丁万K
える燃料サイクルを確立している

サイトの調蛮を朽っている︒これ

イト魔魅を提案︑バガク︑バタン

よる︑このFBRシリーズとともられた︒

くことを計齢している︒EDFにも上った石州代金の支払いにあて
しかし︑げんざいの軽水炉は石

三年にバタンにフィリピン原子力

をうけてマルコス大統領は一九ヒ

発電所一懸機を建設することを命

勲03中芦都中央区躰二本翻132輔輔じノレ

エネルギー利絹体系は︑非鴬に閥

はならない︒それは︑げんざいの

騒かつ経済的なエネルギーを確保

本の役捌と費任をあらためて再認

こうした躍庶を取り巻く世騨的

ルギー問題をさけて通ることは

るものにしていくためには︑エネ

はフィリピンでは三千六蕾万人の

こうしたなかで︑わが麟はエネ

濃縮は︑一九七九蕪にトリカス

ルギー關発の満在監能性が課価さ

しかし︑そのごTM︸壌故の影

令した︒

経たが︑一残八O年九月十五臼に

響をうけて工購中断などの経緯を

総合嫡韓

題の多い講話体制になっていると

では︑つぎにこれから田本のエ

全保陳を確立するうえで中心とな

ョン・1

ネルギー安全保纏を︑一体どう蕩
世界構勢を弄えたときに︑斜懸す

状況をいかにつくり出すかという

にとっても麗質するエネルギーの

曝本としては︑こういつた面

羅要充建の機禽を広げるという葱

な視野でのエネルギー三巴改羨の

ー安金保陣の鑓盤を拡大し︑強化

人口で︑一人平均一・一絆︵石油

ルギーの大部分を化石燃料に依存

タン工場が運閣した︒一九八二葎

に︑FBR珊機器製造工場と再処 一九七三年にフィリピンのエネ

れたことがあるが︑このうち水力

理工場建設の淡簸が下されるだろ

利令するにはF鷺Rの開発が必要 う︒このタイムスケジュールを達

いと耀えられ長期的に資源を荷勢

石炭のポテンシャルは幽十億欝

は工溺の再開を決定︑国力公社は

工箏中断の聞にも眼定した工事

WH社と鱒契約を行った︒

確立

セッシ

関係を緊張させる頭嚥になってい
えていったらいいか︒まず︑第一

し照るという纒れた資性をもって

を強調すべきだろう︒

くということが蚤大な聞題となろ
る資源は①羅が落潮②経済的③技

ルギー購繍の均衡化をはかる上で

で・謡講のエネルギー安全保障の

おり︑金入類の立場からみてエネ

る薯態のなかでの危機蟹理対策を

ーーなどの条件をそなえていなけ

はたす役齪は謹選に大きい︒

みでなく︑総総的エネルギー安三

術の確畝④環境への膨響が少ない

に鰯本のエネルギー利周が世界平

いうことだ︒世界の主要諸国が一
ればならない︒

世界的な規横で原子力平和利用

保陣に買聡していく方向での聡発

租に大きく依存していることを繕
えると︑こうした平和の維持が日
致協力して︑こうした危機発生を

こうして書籍の規状に即して考

の機会が広がっていくということ

こうした蕎禦をふまえて︑千本
の安全保障問題を癒えると︑まず
本の蜜全傑薩の大萌提となってい
未然に防止するとともに︑危機が

えると原子力の關発が︑葬常に盤

は︑田本のみならず・発展途上鷹

樹立していかなければならないと

う︒

霧雲経済が︑石曲という資源隅給
るということがいえる︒

発生した場禽に国際協力によって

要な慧味をもってくるわけで・原

ことが大瑠な要件になってくる︒

の瞳でもっとも前張度の高い資源
また︑畏期の視点にたった世界
対処する二度︑仕組みというもの

ク

のエネルギー舗給関係が常に均衡

掌

エネルギー供給の中心的な存在と

子力開発は藤本にとって︑自らの

る︒

識すべきときにきていると考え

を強化し・磯縛していくことが璽

るとともに・園際間の緊張蘭係を

味で︑世騨平和に大きく霧与しう

要だ︒

実は︑この原子力こそエネルギー

しての葱味をもつばかりでなく・

いくということが大器だ︒これは
つぎに︑田本のエネルギー安金

しうるような偽筆をつくり出して

糸隙の翼体的対簾については︑ま

方策に︑嗣本が大きく三献してい

上輸送ルートが常に平和な状態に

させていくということに役立つだ

換算︶のエネルギーを消籔してい

測されている︒

維持されるということが重要な問

ろう︒これは︑周時に世界の平和

フランスの輸入ウランは贈加傾礪

千三齎万KWの能力をもつ︒この 十二芳ジをヒ回っている︑しかし

もちろん計煽に遅延はおこっ

に入る予定だ︒第二の工場計画に

のポテンシャルは五千万齎／隼

たいQこの核燃繕サイクルについ

に大きな役翻をはたす蒲能性を承

／黛と総懸され︑これは石油代轡

︵石繍換算︶と掘定されている︒

成するためにスーパーフェエック
だ︑フランスは過蓋一†五年臨に

ては岡一サイト内に建設すること

している︒

を考えているu

わたってFBRにとりくんでおスの繰験を巖大限に釈翻していき
り︑すでに実験炉ラプソディーが

九七卿黛から順調に運

一九六七隼に運開︑原型炉フェニ

ックスも

フランスは地理的︑地質的に

エネルギー呑口は︑一九八一鶴

転に入っている︒フェニックス炉

は︑すでに八十五簿KWHを発塾他岡に依存斌ざるをえない︒しか

の︽千七竃八＋万燈／無から︑八

が行われたことにより︑すでに一

ついてはマーケットをみてきめる

し︑わが團は︑この状況にあまん

万二千立方綴のコンフリート工事

しており︑一九七九無の稼働率は

が行われ工蟹欝闘の階点で進捗堺

はコO％にたつしている︒

五隼には一億益千三齎万脚／薙に

なかで︑石油への依存度を低下さ

増加すると予測される︒こうした

せるため︑一九八○鋸にエネルギ

ることによって状況を打開する

階として︑スーパーフェニックス

決意だ︒これらの状況はあまりに

ー欄要の八八％をしめていたシェ

岡炉の建設安余認識は火国の碁

が一九八三奪には踊界の苧箆だり

ざるをえない︒こうした状況を背

建設費は八十簿薄で︑これはPW も田本に類似しているとおどろか

九三・五％にたつしたQつきの段 じないで自ら原子力開発を促進す

ことになろう︑また新しい濃縮法
として化学法の開発を進めている

はパイロット・プラントの磁設を

一郊の七七％から︑一九八五難に

先進工業国が入口比でみて︑過大

く檎勢をつくりだしている︒した

し︑しかも安定的に確立するとい

と

終着舞麹多翻一号機に期待

原子力で紅．隔危機克服

なエネルギー消鍛の比璽を占めて

世騨のエネルギ⁝憶勢は︑この
がって︑こうした時代蕎漿の下で

いうことを難している︒これはエ

懸正していかなければならないと

ネルギー聞題での﹁灘北開題﹂の

一方︑世界のエネルギー購給の

解決につながっていく︒

なかで畷本のウエイトが増大した

質

薩油圏とりわけ中退からの資源

くということが︑日煎のエネルギ

と

供給の不安感がいちだんと楢 大
ことに伴い︑B京のエネルギー甫 う観点からすると︑非常に長い海

腿

してきており︑げんざい産軍 国
場としての騨価が高まる反爵︑日

存するという点で

いるという状態を長期にわたって

十無来︑大きく変化をとげて き
に大きく依存せざるをえない脆弱

きな問題になってくるだろう︒

な構造となっている点が︑今後大

に︑石油依存度を下げねばならな

いくことは穽常に隔難であり︑逆

い状況にあるといわなければなら

は︑石油への依確度を増大させて

る世界附な彌勢変化が︑あらため

ない︒

ック以来︑エネルギーを中心とす

て資源問題の深劾さを強く印象づ

また︑海外からの資源供給に依

けること に な っ た Q

は長期にわたる資源の淵存︑その
本のエネルギー供給体制が国際社
題になってくる︒

しており︑一九六澱年から八○無

の三つの間蟹を解決

有効活馬という方向をとろうとし
会に大きな出訴をもつものになる

たにすぎないが︑これが一九七〇

こういう慧味で︑遠藤の脳髄の

に密与し︑促進することにも震献

価格

ている︒このことは長期的に世界
とともに︑その動向が世界の礪給

できないQ一九六〇無代中︸．転うに 五燈をも使乱することになると予

の石油顯給関係をタイトにしてい

ほか︑孚続中のものが七サイトあ

た︒しかし︑その遷延は少なくな

か月に一纂が運開した醗舞になる

ろう︒
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フランスでは石繊ショソクによ

に対等の立塀で協力するとの方岡

って原子力の利点があきらかにな をうちだしている︒ちかく︑この

をたどっており︑今世紀末にはむ

りつつある︒

BRの必要性を示している．

約をむすんでいる︒この契約は多

一九八○隼には台計謀塾の九†

かなえる謝騨になる︒

くの利点を握供する︒第一に簸新

万KW原発が運開した︒これは二

た︑こうした標鵡化は︑限られに

が︑このペースはこんこも変わら

ことを強調したい︒

られている︒これはわが圃でのF までは必要な原子力計醐を濠かな

の能力は九千万KWで︑これは今 O％を輔入に頼ることになるとみ

る︒これをあわせた二十四サイト

番との闇で標準型の九十ご醤三十

PWRについては︑EDFと
両宋の原子力発議所計画までま
世紀

っている︒

方向で契約が更新される予定とな

わが国の原子力発醒規模は一九

った︒

る計画となっている︒一九八○隼

九〇年には六千五菖万KWに 達 す

Rを発鱈し電力にあるシェアは二

の機械をつかって︑品質保無手続

に原子力発源駈は五否八＋億 K W 万 K W 炉 に か く し て 四 つ の 多 面 契

三％だったが︑これが一九八五鰯

き︑製造過程の改良ができる︒ま

プログラムに焦点をあわせ︑過玄

ないだろう︒稼働率は最も好調な

には千酉誘SWU／年のフル還転油と周じくらいの間しか質還しな

には五五％︑九〇奪には七〇％に

脱石油読会へ急ピッチ

まで憩物する謝画となっている︒
フランスの原子力開発は狡術的

にPWR︑その核燃料サイク ル ︑

FBRの三つの分野に分けること

は一九七ご琿にフラマトムはウエ

の経験でえられた改農点を効率的

火力発霞所に匹敵しうるぼどにな

㏄駅慰製魔標準化で原発に弾み

スグハウス社から︑経験の提供を

に反映させることができるため︑

このうちまず︑PW況につ い て

ができる︒

うけることで愈隣したeしかし︑

安金性︑儒頼性向上につながる︑

っそうはっきりとしてきているり

っており︑その縷済細腰撞性もい が︑これはきわめて萄盟で︑繕来

その後のフランスの研究開発努力

さいこに︑経済的なメリットも

や︑米国が一階低滞におちいった

ことなどによりフラマトム社とW

再処理についてはマルクールと

考えている︒

準よりも高く︑一九七六年四月の

フランスでは︑こうした原子刀

鶏の億に挺嶺する︒雪嵐コストは

発墨とともに核燃料サイクルにつ

こっていない︒同名は一九八五年

建設開始以来死亡事故は一件もお

ある︒こうしたすべての特徴はフ

アを一九八五鋸には五五％に低下

ランスの原子力発電コストがなぜ

暴にごんこ観仏協力関係をいっそ

る︒すでにフランス側は︑こうし

石炭火力と田無麗が予定されてい

より輸入石園への籔存慶は一九八

させる計爾だ︒この脱三四政策に

殖社の力関係は大きく変化してい

ラアーグの工腸が運転中で︑ラア

BRの建設蟹のギャップを少なく

る︒しかし︑こんこはPWRとF
う強化していくことが難要だ︾

いても力を入れている︒

ーグ工場はすでに一一西五†誘処理

安いかを説明している︒

している︒周工場は八十年代末に

4362

252

ノクス

アレ

（でt＞

＝

た契約は璽新されないだろうとの
懸度をあきらかにし︑かりに両者

まず︑ウラン資源をみてみると

に運開を予定している︒

フランスの経済性のあるウランは

〔で七〉

2980
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費
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ブラジルは︑田本の二十倍以上
の国土をもち・国内資源も剛臆躍

じ一億工千万人︒

富である︒入口は︑田本とほぼ嵩

的な国際協力を推進する必要があ

て︑原子力平和冷罵のための積極

力平和利用の権利を確保するとの

叢叢に︑ブラジル政府は︑原子

る︒また︑必要な燃料サイクル施

ニュークレブラスには︑原了炉

活用すれば︑今世紀末まての電力

三機関によって履得されている︒

舗蟹を水力のみで供給すること
ことにより︑国際収支の大愚餅盤

バイオマスが国産エネルギーの大

核拡散の口実をなくし︑各国聞
の唇頼糖係を構築することによっ

り

中︑八琉が建設申︑藁墨が剖画叩

財政的努力にも顕著なものがあ

上させる方向へむかって見事な一

歩を踏み出していることを︑付け

りたい︒

加えて︑わたしの講演をしめくく

口

泊

玉

oo

ρ

エネルギー革命を展開する灘のバルフ

︵理論的資源羅は千八酉万ゾ︶

世界のウラン埋蔵蟹五筥万ナ

きるかどうかである︒

必要なウランを入手することがで

それよりも重大なのは︑韓国が

麗係しない︒

全コストは︑炉型戦賂にはあまり

酉〜三舞二十億がかかるが︑この

子力発電駈を運開させるのに︑三

二〇〇〇隼までに三十一基の原

参照

シナリオについて検討した︒ほ図

︵皿とWの二極類︶の計㈱ケースの

PWR十CANDU十LMFBR

み︵1︶PWR÷CANDU︵∬︶︑

いては︑簡単化のため︑PWRの

巖後に︑長期的な炉型戦略につ

︵︑ゐOOO二瓢￠畷顧藤︵ヤOnD

oo

00

談の簾額にのぼっている︒

の重要な樒で︑国策会社の韓国璽

50

り︑今年度の原子力町鳶は十五億

る︒長期需要は︑長期契約と共同

現蕉鍵保ずみのウラン橘鉱一万四

探査で手当てするのが盟ましい︒

千踏は︑カナダ︑米国︑オースト

ラリア︑その他からのもので供絵

濃稲の棊本政策は︑長期確走襲

先の多偏化政策が貫かれている︒

契約と供給先の分散におかれてい
る︒現在︑※エネルギー省︵む墓
分︶・仏コシェマ︵二基分︶との

に四〜六墓の建設を原則にしてお

立地政策に関しては︑一サイト

所内貯蔵することができる︒

なくとも十年聞︑使用済み轡料を

反映して︑各原子力発電所は︑少

鍛近の世界の核不拡散の潮流を

るだろう︒

る蹴込みで︑それ以降は︑INF 賜料サイクルの中では︑燃繕の
CEによる世界平均の伸び率予測 旗型擁工が一番攣く︑国産化され
の二倍の速さで︑原子力発電所が

これらの原子力発電所の運転に

建設されるものとみられる︑

必要な燃糾サイクル施設は︑麗在

って︑国民の生猛の質をさらに向

ョンとして四纂が考えられてい 料擁の形で濃縮ウランを輸出する

宗を蔭めている︒
の余地があるかもしれない︒

断圏たる政策庚定を行うことによ

設の建設も計画されており︑いず

る︒ブラジルには︑人的資源も十

は︑数字の上では罵能である︒し

製造︑エンジニアリング︑ジェッ

石痴については︑消口石撫の七

原子力発電駈は︑九一犀夫まで

に︑盒部で十二基︑約一千万KW である︒

養成計画も進展中だ︒

分あり︑将来のためのマンパワー

転︑ウラン探葱などを挺当する子

トノズル雨漏繕工場の建設︑運

れも国産化比率が高まっていくよ

子力公社︵ニュークレプラス︶の

︵エレクトロプラス︶︑および原

員会︵CN豆N︶︑國曇霞力会社会社が数社ある︒

総懸下にあり︑ブラジル二子力委

原子力計魎は︑連邦政府の愛心

かし︑長距離の送電問題や各地域

ウラン資源もきわめて袴墾で現

うになっている︒

八％︵〜次エネルギーの三二％︶

一部の地域では︑早くも九〇年頃

の社会・経済状況を蕩弔すれば︑

尊来は︑圏内供給だけでなく︑燃

在︑濃糖工場計麟を進めている︒

根幹をなしている︒そして︑経済

のところ︑韓国にはなく︑近い繕
事も国内的に利用できる見遷しは

原子力発電の運転には︑前もっ

ない︒

り︑二〇〇〇年までには約十か駈

工業株式会被を中心に国産化を進

国産化方針も韓函の原子力計画

のサイトが必要である︒

ウラン稽鉱の短期翫愛は︑スポ

ておくことが聾要である︒

てウラン選鉱と濃縮役務を確保し

ット市場で購入しているが︑これ

めている︒

○・三％および入口比率○・九％

率○・竃％︑エネルギー潤費比率

を減少させる政策を打ち出してい

システムと機器②燃料と炉心設計

レーガン政権が︑CRBR計醸
が︑とくに①エンジニアリング︒

と︑韓国の世界に占めるGNP比
を再開させ︑議会の岡態のもとに

加味しても入手可能ウランの上隈

決のメドが立っているが︑二三事

み燃料を敗糊することは司能③プ

しても︑再処理を行うまで使用済

は︑以前にもまして重要だ︒

の緊密な協力関係を維持すること

醜

1＝

を輸入にたよっているため︑その

には︑電力不足に見舞われる薦能

支払いだけで年間薫倦紛の外貨負
撫になり・ブラジル経済を曙迫し

電力強要が一兆騰千億KW薮に

性が出てくる︒

したがって︑ブラジルのエネル

Nには千万KWへ

ている︒

達する二〇一〇年には︑水力だけ

では五千億KWHの脳力不測にな

ギー政策の基本方釧は︑①とくに
密国の資本と技術を食む蟹内質物
り︑地域によっては︑状況はもっ

戦勢驕欝緊密な日韓協力を
が十分にないため︑海外からの輸
入石舶に大きく依存しているのが

が趣駕する予定で︑このうち︑現

九一年以降の公式の原子刀開発

あるアングラ一署︵W山幕PW現状だ︒これは︑エネルギーの安

ブラシル最携の原子力発露所で

併入される必要がある︒

一千万KWの発霞所が電力系統に 韓国は︑国産の工不ルギi資源 減少する︒

OO琿以降︑原子力を中心に毎年

これに対処するためには︑一δ

と悪化する︒

の誘用増大②国内石油焦藩・探査
の拡大・奨励③エネルギ⁝節約⁝

これらの努力が実ってはじめ

1に集約される︒

て︑一次エネルギーに出める石曲
の調合を︑八鷺奪には二購％︑二
〇〇〇銀には一八％に下げること
が町能となる︒

すなわち︑原子炉製遮と轡料サ

的に低廉な原子力発電の多様化政

二〇〇〇黛には三千万KWに達ず 間に契約が絡ばれているQ

在・一基近十八万七千KWが運転 計矯はまだたてられていないが︑

⁝であり︑経済熱発と国家の安広

逸︑六士汚六千KW︶は︑霞 定供給の立場からきわめてリスキ
下︑炉心鰍料装萄中だ︒縢炉は︑

磁力儒塾については︑過宏十年
間の平均伸び率が奪︸二日％で︑

る︒

駅隔にとってゆゆしき事態であ

そのため︑輸入エネルギーの種

が︑それ以降の原子炉について

類とのその供絡先の多様化を図る

ターンキー契約にもとづいていた

は︑ブラジル政府は︑全面的な技

ことが︑韓国のエネルギー政策の

駈倒的に懸勢で全発電設備の八張
イクルの全分野にわたって︑最終

象故の発生頻度とその影響の軽減
など︑軽水炉システム開発翫痴を

いは十万八千疏︶は期待可能かも

は二十万ナ程度と袴えられる︒

スが世界平均の一衡ということを

しれない︒韓鰯の原子力開発ぺ⁝

する政欝の態度についても︑現

切れない関係にあり︑この点に関

入が畷ましい②近い将来ワンスス

消費に闘する断り増殖炉の翠期導

炉型戦略の解析から︑①ウラン

の禽図が出次第︑

ゴー

いつでもサイトの整地と建設にと

ており︑

在・集中的に検討されている︒

CHBRの次の段階の大型増殖 スリーマイルアイランドの除染

りかかれる態勢になっていいるQ

物の問題と︑除染により発生する

炉の概念設計研究︵CDS︶が終 ︒修復については︑技術曲には解 ルー・サイクルしか許されないと
盤を迎えており︑この四月に・研

ルトニウム︒リサイクルや再処理

究結果を議会に報告する予定だ︒

の晃込みが嶺分ないならば︑重水

廃棄物の処分問題が未解決であ

炉システムを漿中的に開発すべき

心に留めて︑現在の難局打続に向

ヨ本は︑韓国のすぐ隣り︒日韓

だi一などの点が漏話される︒

けて前進するつもりである︒

べての国の成功に嘗与することを

︸国の原子力鎌錠の成功は︑す

も確立しなければならない︒

一方︑高速中性子束試験施設

増殖炉開発では︑毎二三億がの

予算が計上されている塁本館醸

原子力バルブ憶

金一次エネルギーに占める割合

徳移転が萌能となるような条件で

％を占めている︒七九年の金発電

策こそ︑まさに最優先課題であ

亀源開発計画によると︑全発電

力のンェアは七二％から二八％に

蕨政権の政策と計画が︑状況を

を惇えたことも否めない︒

続いている︒

まったが︑七七犀以来停止状態が

壕u

は︑八○無の二七％から八五黛三
八％︑二〇〇〇無闘○％へと憎大

プラントを発注している︒

壁は壬董不濾KWHだった︒的には狡術的に自立てきることを

り︑その開発促進が望まれてい

ブラジルの露力事情は︑水力が

する︒

包蔵水力は九千三齎三十億KW 目指したわけだ︒開発途士羅とし

設備に占める根子力の割念は︑現

る︒

が西ドイツであり︑ブラシルー涯

れば発電設舗二億一千瓢置万KW このブラジルの条作に適したの

に増大するのにひきかえ︑石偏火

在の六％から︑九

ては︑蝦初の遠大な計画である︒

ドイツ協定にもとづき︑最初の二

薮／隼︵設備利用孫を五〇％とす

に相当︶と撒定され︑現在︑この

基がアングラに建設中で︑さらに

石油換獅で〜億二千五醤万ゾに

うちの一一三％を利用︵建設中も禽

達する一次エネルギー需要︵八○

む︶しているだけである︒

四基が建設事定で︑その他オプシ

っており︑資本コストの高騰につ

年には三六％

二七％︑バイオマス︵主に木炭と

年︶の内訳は︑石擁四二％︑水力

したがって︑勉蔵水力を有効に

で︑盒電力需要の工％を供給し

千万KWの原子力発電駈が運転中 タイムが現茂では十〜十四年にな

薪︶二七％︑石炭四％で︑水力と

米国のエネルギー政策は︑でき
るだけ學惣に︑石佃依存経済から

の五分野を中心に︑技術問題の解

③材料・構造④物理⑤安全性ll を考慮すれば︑四万五千ゾ︵ある
が期待されている︒

繕殖炉開発の罵開は・燃料サイ

機器の鑑頼性向上︑設計・還転の

のウラン利用効率の改薔②労働者

｝隈

周炉の建設・運転が行われること

ラインの能力にほぼ等しい齊四十

クル︵とくに再処理︶と切っても

具体曲には︑八八年までにウラ

進めている︒

レーガン新政権のエネルギー政

ードウエア契約もすでにかわされ

％以上が完了︑五識がをこえるハ

安全保障だけでなく︑エネルギー

改讐計醸などが含まれている︒

CRBRのプラント設計は八○
決に買興している︒
高燃焼崖燃料の開発計画や︑定検

行の許弼期間を大幅に短縮できそ

岡盟羅との国際連帯にとっても︑

ン隔襲を〜五％醐減させるための

万騨／陰の石繭鋤約に相嶺する︒

期悶の短縮化のためのシステム・
安全性を犠牲にすることなく︑現

原子力の復興は︑エネルギーの

が響無で︑かなりのキャンセルが

が・過去三年聞・プラントの発症

うである︒

騨馳飛脚酌準国際視野で推進

許認可の短縮が課題

あったことも集実である︒

電力需要の伸びの鈍化がキャン
セルの理臨の一つであるが︑それ

なネックになっている︒

よりも制度上の問題が非常に大き

原子力の発電コストが火力より

被曝の減少③稼動率圓上④原子力
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原子炉と同様に圧力容器として重要機器に
指定されている原子力バルブは原子力発電
の効率を左右するコンポーネントの1っで
す。単にバルブとして汎用弁と混同された
ら技術が泣きます。
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︵FFT雪翻熱出力四十万KWる
︶︒また︑除染のための規制基準
が︑昨琿末︑金出力運転を達成︑

原子力開発のもう一つの阻害因

増殖炉の商業化にとって重要な
子として︑電力会社による必要な

また︑増殖炉や再処理の遅延政

殖炉︵CRBR獅電気出力三十七
堰顯炉の燃料・材料の照射試験に

ステップであるクリンチリバー贈

も低阪であるにもかかわらず︑電

的な利用を健進ずるため︑エネル

策が︑原子力聡発にマイナス影響

面内の原子力質源の安全で効率
力会社が原子力投資をしぶってき

資金調達が騰難なことがあげられ

ギー省︵DOE︶は︑①軽水炉で万五千KW︶叢談は︑六九無に始 燧力を発揮するだろう︒

璽愚な滋味をもっている︒

たのは︑許認司プロセスの不確実

る︒

かつては五〜六年だつたりード

ためである︒

性によるリードタイムの長期化の

一難ン氏

規制委員会︵NRC︶が︑諮認那りもどすものと期待されている︒

策の詳細は︑まだ決定されていな

その第一段階としての明確な原子
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力推進の政策声明が準備中だ︒

資家に︑原子力に対する憐頼を取

好転させ・産業界︑公衆および投
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潜誓一︸

田はできない︒その地域の開発が

理︶

▽乃川轟轟︵全濁澱業協隅

事長︶

▽笹生仁︵瞬本大学生礫工

組全寮愈盛顧聞︶

▽棚治水俊豪︵関麺電力翻

学部教授︶

管長︶

牒をもらいにいったことがある

訴は厳しくこれを部面すべきだ︒

原子力を政象の翼にしており︑国

プが大きく欠欲している︒敵党は

だ︒いっさいの公開が地域倥展の

故︑故瞳はいっさい公表すべき

成する必要がある︒さ﹁らに︑襲

も参加して地域振興ビジョンを作

こん︸︑﹂☆壇をすずめるには住醗

識がみなぎっていない︒しかし︑

剣に原子力を考えていくという意

が解決できないか考えてみる必慶

禽的な形に進めていく方向で問題

うした事態を打綿するため岡盟で

り︑支払う側も受ける側も両方非

る勉強盆を行い︑原子力を平秘凋

が進まないのか︒これは地域エゴ

薄型なぜ鷺本では原子力立地

サッパリでてこない︒そこで堀串

かし︑こうした響心なときに田は

齢がとぶし︑つき士げられる︒し

い︒

田が舎岬的な夏冬を設定してほし

ずだ︒また︑漁業補翼については

瀬照の全般的な騨解が響られるは

会議のなかで総理がりーダーシッ

稲葉いま︑日本には本轟に翼

ー聞題にとりくんでいくべきだ︒

壌態はひつ迫しており︑ここでも

源簗法についても︑これをより複

隈をこえるものとなっている︒電

須知獄地問題の広本は︑やは

があろう︒

六＋五年のエネルギー隠標を決定

しかし︑麗突には立地間題の解

したことは〜歩前進だQ
縮も務えるべきで︑安誤審糞桶を

この論題間新規嘗地は三緊にすぎ

決はあまり進んでいない︒とくに

では濫まない︒さらに︑孚続き短

もっと頻繁に開くなどの鮒応が必

露地問題を謡えるために徳井藁

なかった︒

要だろう︒また︑蜜余性を実誕す

のではないか︒

るために近郊立地を驚えてもいい

振興方策として原発を誘致したの

ここでは怯民が自ら︑新しい地域

のケースをふりかえってみると︑

は生活が変わることへの漠然とし

コに立地を累進するとなると地細
振興の本当のあり方を結果的にス
ポイルすることになりかねない危

れを呼び水として︑肉らの発展を

険性がある︒地城住壷鐙らが︑こ

かった︒そのこ安全性への不安が

出てきたが︑安全を実証する測走

データがあり︑大きなさわぎには

もうひとつの点は︑政飛が法律

ならなかった︒

で旛設鳶だけにまかせたのでは難

しいと誓え︑美浜三号のとき自治

体が安金協定を結び︑虚業霜︑

た︒このおかげで︑原子力への不

国︑住民の橋渡しの早口をはたし

安はあったものの︑大きな閣題は

しかし︑そのこスリーマイルア

おこっていない︒

ではなく

闘

の政簾を展

核燃料製造・廟載・欝処理L場及ひ原∫力研究施設等

竃力会社、プラント総合メーカー、建築会社

また︑立地の聞題は通産省の権

が︑当蒔政欝には︑電力会社とく

こうした状濁では麟民のコンセン

ネルギーに力を入れるようになっ

の設薦をすすめ︑すでに懸盤で︑
これに幽たる場ができている︒ま

は各県で門エネルギー票民会議駄

た︑電力会社も先顧に礁つ必蟹が

ているが︑その施策は後手後手に

また︑原子力発醒翫について住

まわっている感じだ︒

民の理解をふかめるには露力金祉
ある︒

水産界と電力間

がキッカケとなった︒

一多多一7！多！ーグ多ノ多！多7ンンノク多ノノンンン7ノ！ーノンノ多ノノ多

ではなく︑国か罠聞醐体がその任
にあたり︑醸嬢住罵とふれあうよ
うにすることが大戦だと思うQ

用すれば距襯につながることがわ

だけです康される閥題ではない︒

嘉隅士の押しあいへしあいにな

築きあげていく基礎が︑立地の鑛
初の段階からつくられていくこと

坐購は政鰐がでてくることはな

た不安をいだいている︒このため
﹁よくなる﹂というより酌に︑

難をうけることになる︒

漁業補償については︑当箏蕎は

﹁どうなる扁といったビジョンに

っていく必要がある︒たとえば電

おり︑総愈的な鮒策を継続附に行

地城はさ京ざまな闇題を抱えて

大饗だ︒

対する理解逸深めてもらうことが

簡丁万もうけとるが︑となりの漁
協は指をくわえることになる︒こ

かった︒

圏の嚢任だ︒政府のリーダ⁝シッ

がえられるのかということだ︒

が大箏だ︒

立地を促進する魔法の杖はな
い︒だから︑総合的な政策を蕾労
してすすめていくしかない︒この

イランド原発謂故を契機に防災対

きている︒

〃点

こんごは︑国が先頭にたって

織し︑理解をふかめていくことが

て︑県として話し・決定にもちこ

また︑凝知箏としても積禰的にで

とくに立地籾期の段階で︑国は

り方の検肘といった孚撒となって

設

んこは県知箏も穣極的にエネルギ

らべエネルギーに灼して秘極的な

サスは欝られない︒

心頼を薫ることになるからだ︒

姿勢がみられなかったのが印象に

また︑穿絹町の例でもそうだが
十万人に近い労働蓄が原子力関

︿議幾﹀

係の職場で働いており︑醸子力発

とが第一だ︒この点で政府が照租

付けをしっかり理解してもらうこ

遅れているのにはそれなりの理趨
▽高橋庭男︵全田本労働総
岡盟舞舞認長︶

さらに︑﹁金で解要する﹂とい

で話合いの場を
エネルギ⁝聞題は避けて

この勉強金の過程で通灌省に資

ら・臆力の〜次エネルギーとして

第二に︑過表十〜十五奪間に

ネルギー日医圏標を閣議淡回した

り原子力エネルギーの社金的位謙

反対派は樋めて非科学的で恐怖を

また︑環境庁や農林水産粥はエ

蕎と蟻力業界の聞で話し愈いの場を攣懲につくるべきだ﹂⁝

とりくんでいる舶治木さんから︒

があるからであり︑この状況が改
▽比照蕉子︵真薦霊婦連唱
ったやり方ではなく︑だれでも納
及川

遷れないのはだれもわかってい

¶金をうけとった人は︑もう漁業

団体︑電力業界は相灘がんばって

の︑一図エネルギーとしての役舗

五〜六悩の贈気を使っており︑半

ギー政策︑なかでも原子力の推進

すべ鷺だ︒

あおるようなパンフレットを乱騰

ネルギー騰発を潮提とした施策を

う一ぺんコンセンサス形成に努力

昌躍
瓢堺の安全牲は︑すでに謙明さ

誘えていないのではないか︒これ

嚇窮民

れている︒国会でも一部をのぞき

▽大堀弘︵共礪石巌汁長・

に配管している︒これでは住属は

政党間で禽意ができつつある︒こ

電源開発調整審議会会長代
ル．．購

れに対し臓ヵ会社も臨もだれも手

恐擁におののくのも嶺然だが︑こ

つ︒淺面する立地問題にするどく嚥点をあわせ︑﹁水麓関係

︿パネリスト︾

傾斜関発への課題﹂は︑今大会の最大のハイライトのひと

一など翼体的な提議が梱次ぎ︑抜本的な立雌附策の確立が強

や専門家が十分わかりやすく畿明
していく必蟄があろう︒地域振興

加冶木原子力発驚所の立地問

鐘されないかぎり本当の振興には
会会長︶

だ︒

観できるような交渉を行うべき

し実態は総論賛威名論反対となっ

るQ漁民も避けて遡れない︒しか の現実を見落してはいけない︒

り除くためには︑どんどん住民に

住民の放購能に対する恐偽を取

難解慮するなどの配慮が盟闇れ

でている︒

をやめてほしい一という意冤さえ

︵敬称略︶

▽須知邦臥︵禰井県参与︶

のうちようがないのが実態だ︒こ

▽稲葉秀三︵産業研究藤理

︸概羅介葛

立地悶題は
が前面に
にしても︑兎力会社は原燭霊義の

題は︑ひとつは嬢全性の問題と︑

つながらない︒こういつた施策は

たちばから︑ある範鰯を超えた附

それから地城振興の問題がある︒

職の役鮒であり︑こうした総台的

まず︑じっさいに立地に

磁力会社として力をふりしぼって

な施策のなかで飽七会祉としても

があると蕃えている︒

努力していくようにしていく必婆

が︑しかし電力食社だけでは対応
できない薩もある︒安傘性につい

耕地問題の解決にあたっている

て説明するにしても︑餓二会批は

ている︒これはなぜか︒本当に翼

て部分的︑結撫醗︑一兵的︑とい

源三法は︑地域のニーズにたいし

剣に蕩える必要がある︒

このため︑こんごは︑県レベル

原子力発叡駈を兇学してもらうの

手写で命懸漁業の振興をはかるよ

がいいだろう︒また︑原子力を茶

比踊原子力発熱についてはひ

懸子刀発電の話がもちあがると

る︒

の間の玉箒にするため︑ロ⁝カル

漁連の撫導餐は門煙ったことにな

げんざいでは政瞬も︑エネルギ

とつは︑これが隈爆につながらな

にしたらいい︒

放送でわかりやすく説明するよう

ーを第〜の施策としてとりくんで

いかと心醜している︒しかし︑昭

られにくい蕨があり︑こんごは国
いるが︑これは遜産雀の季持の政

稲四十九無ごろエネルギーに関す

プを発揮して︑原発立地地点は優

欲しいと思っている︒

を認識する必要がある③幾界の肩

舷後には今の一一筋ぐらいの一気を

った﹂と襲えるQ一つ際熱えぱ うな馳簗が望まれるQこうすれば う制隈があるため︑これだけをテ

策だけでは不十分な磯があり︑こ

政膚は昨璋十一月に石油代替エ

鷲逃腰％の電力増加もむザかし

総縫勢の不安定さや石墨の入手困

するかという仕毒をしてきた︒

このため︑エネルギー対策閣僚

について禽慧形成︵PA︶をどう が︑私は一応の想定として︑一九

いことはわかっているわけで︑そ

縫うという現実があるとき︑二分

私はこれ ま で 二 十 年 闘 ︑ エ ネ ル

九〇年階点で原子力発露所は三千

難などから︑枇会活動が大きな影

ため︑育籏が参頒できる薇の根運
安全姓については漁民は政閥を

い立地燕と共通する間題が生じて

策や放鋤性廃璽物対策など︑新し

に醸上しないようにもつとPAに 響を蔓けざるをえない懸︑R太は

億八千六酉万詩障くその

傷縮するしかない︒だから︑海へ

設舖は

どう対処するのか11を認識しな も怪い続けていくのか︑しかし︑

の影響調齋をやっておくことが大

動の展開も一つの課題となろう︒

発酵駈の建設には反対なのか︒畠

嚇だ︒談た︑一基をうけ入れると

真剣に短処して欲しい︒

そこで︑これからの合慧形成と

分たちの生活と濁継して考えて欲

手も碓設するというのは毛染しく

門賛成派﹂ということになり︑脇

ない︒集中立地には反対だ︒

もうひとつ︒どこかで﹁魚が汚

どうしてそこを立地点として選ん

ギーの調整に闘して︑もっとはっ

水産雀が漁業補償にそっぽを岡い

染された﹂などの話があると︑す

だかをハッキリ示して︑総禽的な

大遡だ︒

ているというような態厩ではいけ

水淳業との共存の問題では︑い

きりした態度をとるべきだ︒膿林

第三に︑政府は︑環境とエネル

しい︒

際の電力供給騒は石油を二〇％削
減したとして︑年率三・一％増の

各界はPAに自覚を
t岡発想で局 面 展 開 へ
立地推進について各界は︑①わが

ぐ東還帯場の値段が下がるが︑だ

さいごに︑こんご水髪界と鑛力

いるが︑この手糠は逆にして︑ま

蕩えて欲しいし︑学識も︑ふだん

業界との話しあいの場を誤聞につ

んでいくしくみが必要だろう︒

的︑巾立醗発装や行動をするよう

していくべきだろう︒

ず水席業の振興のあり方から検画
くることを撮㌦目したいQ

笹生地城振興について︑件民

期簿する︒

必襲だ︒

ない︒

鰐には門エネルギーの制約によっ

ければならない︒

これは︑政府の計醐を下方修正

私は︑これからの討議にさきだ

立場で調整していく必要がある︒

っていくつか問題提議をしたい︒

このあと︑電離欝︑水産振興のあ

て厳分たちの生活や経済濡鋤が大

まは︒歎ず漁叢補償交渉が行われ︑

きく影響されることはない﹂とい

れも麗任をとっていない︒対策が

せよというのではなく・また︑一

の調秘や安瀬挫だけで︑宏全顎繍

また︑地方薗治体も輿地促進を
億八千六落日詩繊ノや七千面三十億

ついて今までと違った闘題提示を

まず第一に︑私たちは︑PAに からもっと勇気をもつて︑第三蓄

の伸びを上曝るとみられることか

配慮が必要②電力の伸びはGNPしていなければならない︒環境と

いうことに対して︑もっと翼飼な

う憩識がなお強く存夜していると
でもない︒

詩繊ッ購に太鼓判を押そうというの

七千漂三十億謎障ノ時と想定した︒

たちはエネルギーや堰気をこんこ

のために・エネルギーからの制約

必要だろう︒

んごは各備あげて対処することが

利益関係巻ということで納得がえ

のこっている︒今田では︑麟もエ

くもとめられていることがあらためてうきぼりにされた︒

二吊目繭九時からはじまった第ニセッション﹁原子力発電

J

卒醸にいって︑この修正された

解析、評価、改善設計、防護対策の技術サービスをいた：します。

☆ASME更新のオーディット・サービス

糊Nsc撒術提携・椰1合せば原子力プロジェクト部襯1

御児せは品質保証技術部購谷rぽで

☆火災解析専門技術者により現行田嬬鱗収。蜥腰に基き

横
田
憩
央
クラウス・ティーセン

取締役社長
劃 社：長

☆ASME認定取得コンサルタント（u・U・・s・u、・N・Np「・氏鋤

J

テレノクス242−5060JATECH

氏

橋
窩

施

象

@…≡

国標実現のためにも︑政府︑地方

電話ぐ03｝431−6031（代）

肪災設繍訂会社、保険会判、施設管理者
電気設備肖堵、空運設備L窪嗜、安全技術者

〒105東京都港疑芝大門1畷刈0大藏ヒル

☆QA／QCプログラム及びマニュアルの翻訳

商業用原子力発電所（新規建設及び運転中プラント）

国際レベルQA／QCの総合コンサルタント

技術サービスの対象

ジャパンテック・サ叱ス難

☆原子力品質保証マニュアル作成の指導

原子力施設の火災防護対策技術サービス

原子力晶質保証体制確立と

＝＝篇

しかし︑われわれの過去のPA 三蔚万謎碑ノ程度︒実麗岡能な剛力
への努力は︑鋸の窪川町町擬リコ
ール成立をみても︑必ずしも十分
ではなかっだと思う︒

第二次石 独 薦 機 以 降 ︑ 磁 本 の 政

策やPAの上で大きな蔚進がみ ら

れているとは厭うものの︑こ︸上

〜二無の聞に︑原子力発電や石炭

など代薔エネルギー開発を︑いま

まで以上に本格的な執道にのせな

いと︑日ホ経済や撮民生濡は︑先

になってエネルギーの制約をうけ

いまや︑われわれは鰻終醜に自

ることになる︒

分たちの湊悪をもとめなければな
らない距要段階にきている︑とい

い︒

氏

纏

☆総合三二保証システム確立の技術二丁

加治木民

対

ASM藍認定取得の技術指導及び

氏
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う問題恵識をもたなければならな
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セッシ

施榮に協力するだけでなく︑みず

炉の確立を囲指して第三次改良標

からは自主技術による躍木型軽水

動燃に協力して蓄績してきた技術

るQ原子力機器産業界としては︑

ラントか人形蛛に完成されつつあ

串︒汐︒臣
からも努力を亜ねている︒すなわ

ある︒このため長期的な観点か

ヵ

二

一二

二一

玉

ら︑輸出酒手国への経済協力・技

一

大学や研究機関などの鋸山協力

石渡原子力は昭和三十年の原

てしまう危険性をもつ︒

子力基本法制定より二十五年︑産

国としても︑リスクの大きい技術

業からみると約十五年経過した︒

を中心に助成し︑約四千億円︑財

かの技術はすでに藤業界に移転で

政で約五千億円投資した︒いくつ

高橋三無前と今では︑原子力

きる状態だ︒

開発全体の間八意識は変わってい

ぼられてきた︒原子力薩業の金貌

ないが︑廃棄物処理など問題がし

また︑国会でも地充でも︑おし

が堪えてきたような気がする︒

だ︒メーカーも︑電力の最終需要

かりを受けるのは国と電力会社

家のことまで考えて機器の製造を

園騒議畏原子力産業の今後の

行ってほしい︒

展開については︑原子力の開発利

コンセンサスを︑いっそう強固に

用そのものに対するナショナル・

一致団結した努力が何にも増して

形成していくため︑官罠あげての

重嚢であることを強調したい︒

ls量⑪際際yも翻1量e響繭議輔》e電｛◎◎㎞『⑪㎜面◎綾◎1翻

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。

〒104盤景都中央1×至上乏座7−13−8第2丸晶ビル費（03＞543−883三

R2を作っている︒そして︑出資
金にあわせて︑できたエネルギー

この種の政府による助成を︑大い

離化が開始されるが︑今後とも︑

技術が途切れることなく︑商用プ

ポテンシャルを結集し︑来たるべ

ビス体制の猛立と強化②品質保証
体剖の強化と拡充③定検期聞笠置

〜方︑これまで長年にわたっ

ラントにつながる方策がぜひとも

原子力発電の推進上の最入の課

る︒原子力発電所のこれまでの運

顯は︑稼働率向上への努力であ

改良開発⑤長期通転サイクルへの

④被曝低減のための工法と設備の

て︑つちかわれた多くの設謝・建

また︑業界にお

に備えたいと貰えており︑鏡在の

転実績は︑ステンレス鋼配醤の応

設経験と初期トラブル対策の貴重

き商用プラントの遠心分離機製造

ち①定検を含む運転プラノトサー

堀軽水炉については約十年に

に行われている︒
クトの初期から参瓠することと︑

わたる困難な蒔代を通じて自主技

対応・検討一！などである︒

力腐食謝れや蒸気発生器の細管漏

必要である︒

れなど摺露語隠的なトラブルの発

ける鏡在の澱天の

課題の一つは︑技

建である︒技術要

術要員の確保と充

期間を必要とし︑原子力開発の計

員の膏成には︑長
速させ疋︒その結果︑国内メーカ

主捜術の蓄績を加

議無罪技術要員確保が課題

稼働率向上に努力

生により俘止を余
儀なくされ︑満罵

かっ疋︒

しかし︑昭和五

譲本型軽水炉の確立では︑五す

な体験は︑導入技術の兇霞しと自

に期縛する︒

を分け与え︑機器の供給も比例的

できるだけ早い騰期に最終事業蓄
術が欝ち︑来由とのイコール・パ

一 匹▼

要だ︒

としての体制を確立することが必

〜研藷発で簑れた皇技術をいかに肇化するか−iこ
の第三セッションでは︑軽水炉︑新型動力炉およびこれに係

仏は酉五十万詩ワット級のFB さらに今後は︑大町に開発する蒔

ートナーとしての基盤ができた︒

わる核轡料サイクルの諸課題について総舎的に展望し︑産業
化への道をさぐる︒佐波嬢芝社畏︑瀬川動燃理事長のキーノ
Rを︑一九八四年以降︑十八か月 代を迎え︑従来以上に安金性︑儒

新型BWR

の開発に取り粗んでいる︒東電

ーカ⁝が結簗し︑

五十二年から世界のBWR塞要メできるものではな

頼性︑経済性を高めるため︑昭穣

ートをもとに︑海外からは二 人 の コ メ ン テ ー タ ー の 参 潴 も

また・欧州では各国間の協力が

つ︒

に一基の割譲で建設する計瞬をも

原子力機器の調達

は長期的に蕎えるべきだQたとえ 盛んで︑ネットワークを通じての

カウチマン

えて︑濡発なパネル討論がくり広げられた︒

脚

▲⁝

年に窟民一体となって開始され定

に向上し︑五†五奪の全原子力発 軽水炉改罠標準化計麟が︑すで

十二琿からは発電所稼働率も次第

圃的撫進を望む︒

はユーザーとして︑金面的に協力

ーの技術開発刀が評価され︑海外

て︑将来︑萄望な輸出産業であ

している︒

に︑その第一段階を完了し︑本隼

軽水炉メーカーとの間で︑技術開

り︑輸出戦略化を推進する必要が

いる︒さらに多くのジョイント︒

度には第二段階を終えようとして

三次改農標準化には︑これらの国

発情報の交換が湧発となった︒第

悟報交換が・ひんぱんに行われて

電所の平均隠聞稼働率は六六・七

いる︒改獲標硫化の馬飛を取りい

に提示し︑適格なサプライヤー
％︑設備棚用率は六一・二％と獺

れた原子力発職工が建設されてい

際協力の成粟を取り入れたい︒

原子力塵業は知識集約塵隠とし

建設した原子力発電所を改良した

るし︑また︑種々の改良技術が運

〜

術協力をも含めた輸出政策など︑

一

核燃科サイクルのうちウラノ濃

二

縮聖業については︑動力炉・核燃

二一 一

転申や建設中のプラントにも採用

一

され︑儒頼性・安全性向上などに

二

ため︑現在︑原子力機器産業界に

一

FBR開発の心血では・電気事 この稼働率をさらに向上させる
業蓮合会が高速贈殖炉開発準備察

玉

国の主憩性を期待したい︒
多

に仏の徹底的な標準化しての開発

的技術として定着したことだ︒特

多事二多一

そなえて︑高性能琳料の聞発を行

荷追従しなければならない事態に

二一

た重点的な開発の推進②タイムリ

を有効に器用すべく︑総花を排し

玉

一方︑新型炉・核燃料サイクル

っている︒

体制が︑野業の体諭とどう結びつ

玉

の分野の開発には︑ぼう大な人と

ーかつ効粟的な国家資金の投入1

大鵬

玉

語術に賑せ︑海外譜国の技術を自

関連メーカーが開発してきた惣主

金と時間を要し︑とうてい一社で

⁝などの配慮が望まれる︒

くかも亟大だ︒研究が塵業と離れ

総総

でタ

彗・

き

㌧喬

搬鶴鞠
薪︑

・罫騨

脚

﹀

氏

は︑今までのものと大きく異る︒

用し︑できるかきり還やかに鱈頼

は負担しきれない︒したがって︑

た︒大きな変化は︑原子力が実用

済性でも︑石佃を十分に凌駕し

や検査装置を開発
するなど︑エレク
トロニクスを駆使

な

のおかげでもある︒負

原子力は安全性でも経

性︑経済性の纒れたプラントの技

てはメーカーとし

一昨奪の

僕が鵬協力体制確立を

て︑自動作業装置

FBRでは四祉が︑濃縮では三社 浦囲稼働率の向上灼策につい

末永

l王事故以来︑
軽水炉の全函的な
ライセンス技術の
再評樋がなされ︑

将来︑必要となる負荷追従運転

したい︒軽水炉の安全確保では︑

玉

設誹から製作︑元請けまでのトー

一

が協力し対応しつつある︒さらに

二

効灘的な開発・推進を図るために

二

い易い︑かつ経済性に欝んだ日本

一

鏡在︑安金性と信頼性が高く︑縫

一二 一二

タルな品質管理が必要となる︒
〜

①限りある民間の技術力と資金力
一

型PWHの開発に努めている︒
玉

産業化に向けて魑進

術開発を行っていきたい︒

究を行っている︒今後は︑動燃や

を設け︑落窪KW級の概念設計研 おいては︑政府および電力会社の

玉

料開発事業齪によるパイロットプ

効果が大きい︒

当の改善をみた︒これは︑初期に

ば︑品質や技術的な問題を各企業

プロジェクトがあり︑たとえば︑
また︑濃縮については濃縮ウラ

︵供給蕩︶の中から選ぶべきだ︒

仏粥DF・伊ENEL・西ン
独圏R
給W
の拡大と︑国際的バーゲニ
Eの三資力会社が一難会祇を作 ング・パワー獲得のため︑国産技

一つの企業では高いものを買わさ

り︑スーパーフェニックスやSN 術の開発と実用化を図ることが急

佐波氏

大きく寄与している︒五†筋芝度

務である︒

れる︒一九六〇年代衝めには︑蒸

房審議富︶鐸敬称賂護
一一

一

産省資源エネルギー庁罠窟宮

要砦原子力局長︶︑高橋宏︵逓

︵粟大教授︶︑石渡鷹雄︵科

・フユエル三三︶︑大鵬憲︻

牧浦薩太郎︵欝本ニユクリア

浦顕星︵起立常務取締役︶︑

聡一郎︵三菱重工副愛盛︶︑

堀一郎︵頭嚢團祇罠︶︑來永

ンス電力庁建設局次長︶︑

リアン・ベンメルギ︵フラ

NUS社筆頭副社長︶︑アド

ドナルド・カゥチマン︵米国

︿パネリスト﹀

銀行副頭取︶

︿議畏﹀囲麟敏弘︵日本興業

パネル討論出席者

気発測器を四つの企業から購入し
た経験もある︒

子力開発のビジョンが開確だった

また︑米国では海照における原

ことが︑薫O年代から六〇鋸代に

佐波さん︑瀬川さん

のキーノートに墓ついて︑パネル

かけて︑初期の大規模開発の成功

田鵬議畏

シッビングポート炉の時代から

ベンメル懸仏電力庁︵ED

を支えた点を指摘したい︒

討論にはい り た い Q ま ず ︑ ※ 国 の

原子炉開発の分野で幅広く濡躍し
ているカウチマンさんに︑次にス
ーパーフェニックスに続きクレイ
マルビルに予定されている百五十
万詩ワットの高速増殖炉建設を過

当している仏のベンメルギさん
に︑コメントをお願いしたい︒

F︶はスーパーフェニックスの開
発当初から︑アーキテクトエンジ
ニア兼メイン︒コントラクターと
して参加している︒一元的な推進

一

については︑炉心設計︑炉内構

二重

およぶ︒FBR実験炉︑AT需
R的
原先行技術をもっていなかった

る︒しかし︑擾乱については︑現

造︑燃料の開発などを行ってい

玉

ので︑東灘再処琿プラノトは仏か

玉 二 一 二 玉二

ら技術導入した︒その後︑相当の

玉二 一二

体制の中で︑露華会社がプロジェ

ぜ︶を究明するため︑工学的円盆

業化時代に対応することを籍え︑

型炉の設計・建設には︑将来の商

玉 多 一

に宮民の努力を纏愈させるように

性について翻ら大型モック・アノ

で︑外国に頼らず国内でもできる

在︑国内の炉では試験できないの

ブ︵実物試験︶施設を建設還営す

敬良と補修を加えた︒さらに︑保

心がけながら︑霞空技術の催豆と

守・運転実務への毘力および化学

民間技術の墓盤脅成を欝標として

を求めた︒

また︑A孚R︑FBR︑ウラン

ようにしてほしい︒

濃縮など︑技術的には礪際的であ
っても経済性まで考えると︑さら
に検討が必饗である︒

皮内で生産された二酸化

ウランは十琿闇の累計で︑PWR

牧浦
ロットプラントを建設することで

期とBWR用を遷せ約三千ゾであ

れと同程度が生塵され︑そのこ︑

る︒圏和六十年ころまでには︑こ

技術開発を進めている︒

して選び︑六十二薙度までにパイ

ガラス國化法を最も萄力な方法と

また︑轟レベル廃夜の処理は︑

進したい︒

ことによって︑将来の産業化を促

工業界よりの参加を一塩鼠穴する

原子力産業五グループの共岡参加

次にウラン濃縮では︑メーカー

の政膚資金の投入を初めから必要

の予想の四倍をこえるようなスゲ

とした︒実施予算の規模は︑当初

る必要があった︒そのπめ︑多額

それまでの陰本における環境はな

しかし︑大型技術開発に鰐して

進めてきた︒

じみにくい習慣があった︑軽水炉

⁝ルとなり︑現蜜でに燃料サイ

これと並行して耐用年数齎年以

さらに加速される兇込み︒

慧
燃料のノーりークはメーカーの

らし運転

努力だけでなく︑亀力会社の

ポσスで・＝；駐＝夢ウ＝ン藁旙i式i含臆アイソトープ部

※説明書、見本をお送りします。

無リン酸洗剤

輻幽⑧

鹿醒闘

放射能除染剤

デ調ン9⑪

曲

力

原

玉 二 玉 二 玉多

守4纏険
軽水炉を中心とした金核鰍科サ
イクルの体系を︑萄効に確立する

サイクル技術の開発と︑軽氷華体

ための原子力政策として︑核轡科

系と円み 禽 わ せ て ウ ラ ノ 燃 料 の 構

も嶺拐は技術導入によって展曙さ

覇懸魏自主技術確立に全力

れた︒こ れ は ︑ 他 の 原 子 力 先 進 麟

三社による共同エンジニアリノグ

上の工学的技術による貯蔵施設に

事務所も設けられ︑明無︑篇工を

ついても︑土木建設業界などと共

って罵能であると考えている︒

予定している原型プラノトの建設

で︑それぞれ四千億円にたっし
た︒

再処理については︑わが国は軍

いる︒

に検討し︑これは現在の技術によ

クル分野および動力炉開発分野

想は︑今にして思えば臨の浅い甘

は関連産業よ

また︑各プロジェクトを担楽す
る技術者の三分の

り派遺され︑その会社数は八すに

計画にも︑こん▼．﹂協力を期待して

れた背景もあり︑われわれに与え

手したと考えている︒
この政策の園的のために動刀炉

・ハウ以前のノウ・ホワイ︵な

高橋氏

p扁
@●

各業界の協力を期待

︵AT R ︶ お よ び 高 速 繕 殖炉︵F

効利用を図るための新型転換炉

BR︶の自主開発が︑昭和四† 一

F．、

石渡氏

曽髄

られた塁初の新型炉騙発という構

豪

告
蓬

大鵬氏

r

ベンメルギ氏
この橦の大型自主開発は︑ノウ

い内容であった︒
︒核燃科開発薯業齪︵PNC︶は

四十二難に設立されπ︒それ以

来︑各プロンェクトの展開のため

V

聾

に比べて︑おおむね引引塵れて絞

瀬環氏

一一

年に原子力委最金によって決定さ

燭㌧。

民鶴

牧浦氏
浦田疑
末永氏
堀

し・・

≒苛

鋤

雪e
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聞

産

力

原

纏

が

麺
随

た︒ 以 下 概 要 を 紹 介 す る ︒
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期待される米穀
政権の方向転換
議喪まず︑矢田部さんから ︒

︒ 纏

セッシ
翁ン講
また︑新政権は核拡敬を防止す

るだろう︒

われわれはギブ・アンド︒テイ

識している︒

クと難設的な妥協とによって︑七

いま︑新しいモメンタムが生ま

宗祉禽がはば広く爆心された共通

原子力供給分野で予測可能で︑儲

の適切なワク組みについて国際社

懸できるような原子力協力のため

供給国と受け入れ国の双方が満

だQげんざいIAEAの場で国際

プルトエウム貯蔵などについて検

みは原子力を限憲せず︑核不拡散

討が行われているが︑これらの試

にすぎない︒ひとつひとつのエレ

を達成していくためのエレメント

メントは︑努力がつづけられてい

罎するシステムをつくる

ニコー

影面TM王の国際影響と核不拡 るが︑これらを総念して各岡が納

べてをまかして︑孚をこまねいて

ているように思う︒王A鷺Aにす

レジーム 構築の努力がまだかけ
い︑これらはIA8Aを舞台とし

敬政策が悩みのタネだ︒さいわ

境が壕窯しているか︑あるいは予

アクセプタンスについても情報交

は少し疑問がある︒それよりもま

人会議を持つという問題について

パブリックアクセプタンスの賢

か︒

核不拡赦問題は︑もっと複雑

換を行う必襲があろう︒
ることが非常に望馨しい︒

見可能な方量にゆるやかに変化す

原子力発磁に穴き

原発合意形成に
国際協力活用を
エクルンド

く依存している騰々は︑供給側の
政策変更によって影響をうけない

とが必要だ︒

よう独立した駆絵沐制をつくるこ

一方・不必璽な核核敵について

櫨としては︑魏々が小さな規模の

は誰も望んではいない︒これの対
委員会の努力に積極的に協力して

については︑各関係蕎が緊急欝態

い︒濠た︑国際原子力逓商が円滑

予測できる︑そして傷頼できる

ず︑さらには︑能率のよい輪出許

らかじめ一般大衆に救済策をうち

く糞v

㌦

る︒こんこも長期にわたって安心

して仕郭ができるようにするため

い︒

に塵業界としても協力していきた

議獲緊人会議設置の提樂があ

ポップ

興味ぶかいが危険性も

ったが・︒

はらんでいる︒たとえば︑こうし

たグループをつくれば︑反離派も

灼抗して弼じような賢人会議をつ

くるかもしれない︒むしろ原発の

安金性確探で濁際協力を行う方が

矢霞部もしっくるなら公軍

効藁的だろう︒

で︑かつ軽い尊敬をあつめている

人が集まるべきだろう︒また︑二

二朗な情報交換など地道な努力も

議畏

まず︑安全運転を続け︑

もちろん必要だ︒

政履が確圃とした信念でとりくみ

国際協力を推進する必饗がある︒

フランスは独臼

の化学ウラン濃縮法を開発してい

バンドリエス

て・：︒

つぎに︑核不拡散閣題につい

け入れていくだろう︒

本能があるのであり・原子力を受

一 そうすれば︑人間には生きのこる
蝋ズマ研究所長︶

記

登羅談︵釜奨学プラ︷
一︿パネリスト﹀

隔▽S︒エクルンド︵囮際原子
剛力機関箏務総長︶
㌦
⁝▽H・カルバリョ︵ブラジル一

一

この方法はユニバ

ーサルにアクセプトされるものに

カルバリョ

も好ましいものだ︒

噛原子力蚕員会委員畏︶
るが・これは核拡散の不安を 掃
︸▽田富茂文︵田木原燃サ⁝ビ㌔ するとともに︑蒙的︑経済的に

日ス陥務取締役︶

鰯▽Z・バルトロメだフィリピ．

口▽G・バンドリエス︵仏猿子

シ撃力智能暴︶ い

矢国部

核拡敵防止問題は︑一

なっていこう︒

▽M・ポップ︵薩独研究技術い朝一夕に門これでよし扁というよ
．鐵エネルギー研究技術開発副 うになる方法はなく︑こんことも

．

嘱局次銭︶

㌔力庁難業応期局長︶

電所が建設されているが︑緊急難

一

議畏

核武装があるからこそ︑

志▽矢田部厚彦︵外務省科学技㌔ PA醗融がでてくる︒今後は核軍

りがとうございました︒

一説経書宮︶
㎞ 縮を進め︑最終的に隠秘利稽だけ
︵敬称酪︶・ に煮る政策が望まれる︒どうもあ

壁

○その他、特殊機器設計製作

／

る︒

む︒核防政策はこんことも来国政

るため確殿とした態度でとりく

的進歩︑批宗環境の変化により変

田宮核物質の規制内容が技術

ものと蕩えている◎

いしずえを提供することができる

子力発議鴉用増大のための健金な

の立場に到達し︑これによって原

れようとしており︑こんここれを

転秘書繭

育てていかなければならない︒こ

ときまってくるのであり︑F8Rうして︑いま︑かたち作られよう
ルで偶頼できるものである必要が

としているシステムはユニバーサ

くことができるだろう︒

て原子力の果す役認りを蕩めてい

ある︒この新しいシステムによっ

開発のペースとかサーマルリアク

紬叢

ターの選択とかの事精に応して考
えていくべきだ︒

また︑余剰プルトニウム岡郵貯
藏は今後に新しい展製を開くこと

っていくのは轟然のことだ︒しか

ている︒

て︑羅際協力で解淡の方向に陶っ

し︑非常に不連続に変化されると

原子力発磁はエネ
策のいしずえとなろう︒しかし︑

シャーマン
ルギーをまかなううえで国事な役

になろう︒プルトニウムを便う國
がすべて︑この舞えに理解を示し

で岡際的コンセンサスをつくって

齢一7σ

幕開襲業のインセンティブを阻麟

いくことが大壌だ︒パブリック・

鞘一﹁一一鱒一＝

原子力利彫と核防を両立させる方

間としては原子力をめぐる闘際環

することになる︒したがって︑罠

鳳＝＝整

割をはたしており︑こんなはさら

国と繁密に話しあうことを期待し

策をうちたてるにあたっては関係

辱二晶篇榊ロ障

ていくことが︑このンステムをう
にこれを拡大していかなければな

君性のある隠期を徳た機会を期待

会のなかで︑温々にコンセンサス

安全性についてはIAHAの場いないで︑協力していく必嚢があ

拡敬の制約は︑解決へ大きな一歩

らない︒

ろう︒

まくやっていくことにつながるだ

ポップたしかに︑原子力開発

をしるすことができるだだろう︒

続の璽要な基盤をつくることがで

会は兜進圏と途上園闇の対話の継

していることを十分承知してお

ている︒

しかし︑さいきん薗際的に事備を

り︑こういう徳での確儘と傷頼を

また︑IAEAの供給保凝覆員 塞た・レ⁝ガン政権は︑各獺が

もっと建設的な方陶にもっていこ

の共趨のアプローチで愈懲にたっ

きる︒最終曲には︑国際康子力通商

の餉途には多くの陣審物がある︒

うとの動きがみられる︒新しい展

力の現状は厳しいもので︑このま

待をはたせない︒いま︑この傾向 望が開けようとしている︒この

まだと原子力へかけられている期

FC鷺後︑拡防と矛編しない供給 の儒頼性と予測性を高めるべく諸
畢続きの兇醐しを逸めることにな

もっと蟹隈をしてもらうことが票

のある報道関係の磯任ある人々に

ろう︒また︑輸出許認薄や鑓用済

な大規模な照臨サイクルセンタ⁝

決ではないだろうか︒

ずはじめに︑憾報を広める上で力

保証について呉逓の琿解の展望が

よりよい国際的礎解を進展させる

を作ることが︑核不識散にもつな

いう形をとるのではなく︑国際的

開けてくる兇込みがでてきてい

み燃料讐理の問題に対処するた

努力のなかで︑非舘に亟蝶な俊割

濃縮あるいは再処硬設備を作ると

る︒来駅は︑こうした歌簾を十分

めより予測可能で︑かつ迅速な方

がり︑妥当な考えではないだろう

米國は︑原子力問題に関する

軍慮して︑新しいアプローチにつ

りをはたさなければならないと認

原子力廃業も十分な発注がない

が発生した賭の対策を協議し︑あ

核拡散を防比する窃跡醜な方法

でないと︑開発を飛躍的に行うこ

タイムリーなものでなければなら
の原子力への決定を尊王する②最

可と核燃料管理が行わけれなけれ

⁝・．・⁝⁝出席者犀：．．⁝吋

法と蔦準の開発を求めることにな

緊急顎態が発生した隠の援助へ
採鐸のとれる矯格で︑安定して供

と捷きていけないわけで︑巨額の

の紺釣忍も必要性で︑この問題

園に対して提供を拒与すること

給しなければならないQこのため

研究開発蟄も十分な展墾が繭提と

をミニマムにしていくべきだ︒

を暴く維持しながらりードタイム

は反対の結果を生むかもしれな

慰力金枕が原子力発繕を選択する

なる︒こうした条件を確立する必

無気エネルギーは

い︒もし抱蕾すれば︑その園はあ

ている必要がある︒このためには

さいは︑確焦のもてる条件が整っ

っていく方針だ︒原発の必要な

らゆる手だてで︑管理なしに原子

政膚がしっかりしなければならな

はない︒そこで︑今後は①経済醜

とはできない︒

だ︒

力を強行するかもしれないから

・技術的にもっともと悪われる困

も核拡散抵抗性の奪い技術を使う

出す必要がある︒

事における地域内協力が必要だ︒

口公使︶

一▽W︒シャーマン︵駐漿国甲 ないだろう︒

︑ 識識し︑努力をつづけていくしか
また︑パブリックアクセプタン

もし︑そのような購態がわが濁で

知するところだ︒

ス対策にあたり︑各圏各入が原子

ではなく︑隣図から援助をしても

発生した場愈︑選い燭からの援助

い︒十分な説明を行うことによっ

らいたい︒

力の必要性について納鴛のいく説

の第一号機建設にあたり︑最も認

氏

明をするべきことは譜うまでもな

現任︑わが麟において原子力発

ばならないことは︑原子力発贈所
件に核物質の臨鐡な遡簡を傑証す

さらに︑原子力は資本漿約麹で

認

③平租総捲の園際的モニターを条

勇力

バルト簾メ原子力供給関係は

要がある︒

カルバりヨ

ながるようにすることが望まれ

いきたい︒

翫謝謬﹁米国が積極的貢献﹂

信頼閣纏め再編築へ

る︒このため︑工AEA供給保証

をひろげていくことを望んでい

確信もてる条件
のもとで原発を
バンドリエスいま盤界の人瓢

羅に原子力発醗を提供することが
できる︒しかし︑これによって核

スは途上購への技術移転と核拡散

拡散があってはならない︒フラン

面うのは歌いが︑IN く方鉗だ︒こんご︑米罎は︑供給

画復するよう強力にとりくんでい

を︑どうやって上向きにしていく
か翼剣に耀える必要があるり
原子力は︑安金性にかかわるパ
ブリックアクセプタンス開題と拡
防という二つの制約をかかえてい

︒アク℃プタンス聞覚については

る︒このうち安全強のパブリック

するかは︑その薗の蟹情でおのず

どういう核撚料サイクルを選択

いる︒

的なコンセンサスが磁濠孔てきて

が・いまこの検甜をふまえて圃際

当初話し禽いで終るといわれπ

X貰FCEだった︒王NFCEは

TMIが︑核防については一九七ター一一ノグポイントとなつだのが
四年のインドの核実験が影をおと
している︒この二つの騰題をどう
やってはらいのけたらいいか︑こ
れが墨醐する課題だ︒

このうち︑パブリック・アクゼ

こうしたエネルギーをまかなう

大難のエネルギーが必要だ︒

ると暫億入以上となる︒このため

年には六十億入︑二十一世紀に入

プタノ ス に つ い て は ︑ I AEAで
は購十億人だが︑これが二〇〇〇
の安全基準にかんする團際協力な
どの地道な努力とともに︑ひとつ

ドラスチックな対策として︑たζ
えばノーベル平和騰受賞召など第

はっきり

することができるかもしれない︒

矢国部げんざいの世界の原 子

二＝罵＝・墨認瓢一鱒7

席次欝欝代理に代ってW・ シ ャ 1 マ ン 民 田 ※ 園 公 使 が 参 加 し

また︑米園からは出席できなかったH・マーシャル岡務省葭

原子力通商体制を構築すべきだ扁との共遍認識にたっした︒

問題について論議をふかめ︑﹁こんごは︑より笈定した臨際

このセッションでは︑INFCEが残した新しい罵際秩嶽
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ム

一級の人物で構威する賢八金議の 唯〜の方法として︑先進国は途上

ようなのを提案したい︒こうレ疋

場で︑安金性を論議すれば公衆へ

また︑核防については︑あ撚り

のインパクトが大きいだろう︒

ること一⁝の三つの条件を二道に
実冠していくべきだ︒こうした意

われわれを勇気づけるものだ︒こ

がある︒この点では︑フランスが

あり︑費本調達が牽分である必要

味でΣAEAの供給猟具委願会は

ん︸．＼各国の閥で信頼の騨珊気を

て︑頭の中にある原畢力に対する
偏興を取り除くことができる︒

O3（377）8111

EL

「1

−10

−8

身ミ．易曳者1〜￥斤をrfi×1戸鞠斗「斤了占4

＝

はぐくんでいくべきだ︒競象も大

一番うまくこなしているようだ︒

誹認甫手続きについても︑蜜金姓

シャッター厚：鉛50

5ワ

事だが︑協力も大尾で︑とくに臼

愚難睡離鯉艦断

総重量（外枠含み〉：約14，000kg

一
仏協力の強化が必要だ︒

○サンプリングフード

厚

〒160

バルト照射室シャッター付遣蔽窓

○各種遮蔽機器

さ二1000％

○照射装置

一ルドサイズ：380

○フォークリフト用遮蔽窓

ホットサイズ：730u％

○大小遮蔽覗窓

厚二！6001

一 鱒
葡 階

［

鉛ガラス と遮蔽機器

様

仕

＝

厳しくしすぎて﹁角をためて牛を 防止を澗撫することで均衡をはか

殺す隔ようなことがあってはなら

ないわけで︑すみやかに︑もとの

常識鮒な線にもどす必要がめる︒

これに関遠して︑懸濁は疵常な国
際原子力通商の繊麗へ向け︑もう
一腰りーダーシップをとることを

ルバリ

ポソ

バンドリエス氏

軸灘
矢霞部

エクルンド氏

一一

物
緩みだい︒これができれば︑核不

礁 バルトロメ氏

プ氏
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中である︒

は︑CSF内あるいは別のサイトの代替案が著えられているが︑そ

さの所に貯藏される︒ANDRA
このための解決法として︑三つ

アルファ廃棄物は︑中程展の深

ラマンンユ貯蔵セノターは︑露

設が謝臨されている︒

稜三十エーカー︵約十ごヘクター

；﹂御；・・

︐ρ匿．︐：量

；

イトに︑もう一つの加工施設を建

ケや

ゆロ

ロの

コロロリや

ご

し

︵﹀

設は重切に密閉して︑処分施設に

調責結果がまとまれば︑超長期

転換される︒

化廃離物地表面貯蔵℃ノターは︑

COGEMAが最切のガラス固化

盆Aに引渡す一九九二年に︑操窯

廃焚物︵約四哲立方材︶をAND

放射性廃棄物処分の螢金問題に

を始める毘込みだ︒

発生蕾負担の原刷

が適用さ

ついては︑他の産業廃棄物と同様
に

年の五か黛謝画で︑資本費八千五

れる︒AND飛Aは︑八Oi八四

首万がを含め禽計一億五千万炉の

ANDRAは︑離業施設の確立

支輪を予定している︒

によって︑廃棄物が十分安全に処

分できることを公衆に確傷しても

くつもりだ︒

らえるようさらに努力を壷ねてい

したがって︑低︑中レベル廃職

イツに︑すでに存在しているとい

物の実誕された処分技術は︑西ド

高レベル凌乱物の処分について

開発が続けられる︒

に・エントゾルグング・センター

の︸環として大規模中央処分場建

協会︵PTB︶が︑七七母七月︑

ベルギーと協力してPAM猛L
設A
計圃が発駕され︑連邦物理技術

メント固化またはビチューメノ固

ていない︒

屠を妨げるような薯実はみつかっ

が行われたが︑処分場としての利

るための深層ドリリング︵四本︶

本︶と︑岩塩トームの構造を調べ

地質学調査用のボーリング︵約藤

で︑三酉平方菌溜の地域で︑水文

台調査計薩をスタート︒これま

このため︑PTBは︑新たに総

許可を出すことを叢明した︒

︾
難
亀

処分に適していると判明すれば︑

要訂し・ゴルレーベンの難題層が

州首相は︑調査の開始をPTBに

なった︒とはいえ︑他方で︑岡

とづいて︑反対したため︑中止に

は︑神州着崩が︑政治的狸由にも

しかし︑この大規模処分腸誰遜

出した︒

両朝は︑PAMELAプロセ二ス
三ダ⁝ザクセン州に許可繭議を

プロセスを開発中だ︒

を産業規模で実証するためのガラ
ス石化施設を︑モルのユーロゲミ

許司が下りたので︑今鰯憂には酒

・廃棄物処分一
低レベル廃棄物は︑六七年から

された︒

八ゾ︶を完金に利絹して︑七→五

に処分された︒

化のドラム掛千三菅本が︑アッ℃

ご希望のテーマに関
する文献をまとめて

送撮︶の予測②処分概念の決定︵こ

で︑経済的に妥嶺で︑十分安全

の処分概念は︑技術的に利用可能

るためのガラス固化廃棄物貯蔵実

貯蔵旛設をフルスケールて実証す

ロサ

パルスカラム︑ミキサセトラなど

︐一

済み燃繕を置接処分するかの簸終

これと併行して中レベル廃藁物

九〇沼代初期の憎殖炉燃科鶴要に

鼎の嫉OX燃料を製進︑まだは︑

一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

セッシ

︵CS3︶に地下処分施設を建設の中で有力なのが︑コノパクトな

証施設︵SDV︶の設計が行われ

ル︶︑配当能力三†万立方綴で︑

〜三年経過したガラス廃藁物を同

地層貯蔵施設を建設し︑固化後脚

で︑世論に受け入れられるように

めざして各極調査を実施中︑当面

に約†二万立方厨がすでに貯藏さ

一九六九琿の開設以菜︑これまで する計画で︑八六年の操業開始を

らない︶③サイトの選定︵司能な

十分ンノプルで明庚でなければな

がつくられたサイトの地表面に一

0

このSDV︑あるいはガラス固

る︒

のさし迫った鵠要に対処するπの

れ︑八○隼三月に許可串論が出さ

時貯蔵される︒A蕪DRAは霞

リコ

一廃棄物固化パ

える︒

再処理から発生する放射性麗当

リロサ

応えられるように設計されるり

一需一二一三︻一二ξ三二簗ξ三一暴一≡一一＝ξ三⁝榊一一二一二一ξ＝︻三二一二二皿軍勢一三一一二一一一ξ藁扁一ξ一一二

にある再処理パイロットプラント

︵WAK︶である︒
同施設は︑昨隼五月に溶解槽で
漏洩があったため︑現在修曖申で
ある︒それまでの十妬闇に再処理

後︑数鰯闘にわπり︑広罐な研飛

WA薮で使用される萌断装躍︑ れる︒
っていた︒

の大型機器は︑カールスルーエに

フランスのAVMプ呈スが高 アッセで得られた経験をもと
点から実刑不可能﹂と麟明したた

ある捜術機物試験施設︵TEKて予想されているが︑西ドイツも

塞の9

レベル廃濡物のガラス固化法とし
新しい概念が霧え出された︒

曹

曾︐

め︑連邦政臆と州政府の會恵する

この概念の義心が︑DWKが昨O︶で試験される︒

3

∵プルトニウム加工︷
︑邑＝

が行っている︒

M四〇％出費の子会社ALK鷺す
Mることにしており︑最近︑建設

再処理工場のサイト内に建設
撫工は︑KWU六〇％︑NUッ
KクE

阪ドイツでのプルトニウム燃科

●

このため︑西ドイツでは︑安全
で︑実用的で︑フレキシブルな〜

蒔謄蔵施設の概念づくりにっとめ

た

駕二月ヘッセ彊に許簿串請を出し
再処理工場︵三語五十

てきた︒さらに︑この貯蔵施設

この聞︑諸邦内務省は原子力関

いる︒

と︑それらの比較検討が行われて

北部で数か所の候補地点の調葦

ゾ／奪︶である︒三三︑ヘッセ州

小型
は︑将来︑再処理が利用されるよ
うになったとき︑容甥に解体でき
るものでなければならない︒

この結粟︑論え出されたのが輸

この方式だと︑使用済み燃凝の

送容器貯蔵方武だ︒

係の立地基準を︑州政府は舞原子

リサイクル燃料ならば二ず五ゾ︑

ALK露Mの奪閤胆工能力は︑話する︒
取り繊しを行わないため︑労働蓄

繕殖炉燃料ならば三ゾである︑

を生産したが︑いずれもすぐれに

七八奪末までに︑十二万闘千本の

これまで二＋五ナのMOX燃料

る︒今琿五月には立地調蛋結渠が
まとまるので︑許認可申請手続き

力関係の立地基準を甕表してい

はこれによって完了する︒

被曝も少なくてすむ︒欝蔵建屋は

利用することもできるし︑建屋の

機造も簡単で︑将来︑他の買的に

解体も湿武欝蔵施設に比べて︑は

性能を示している︒

決定が八五琿までに下されること

再処理を行うか︑あるいは使用
叢雲の旛設がゴルレ⁝ベン村に

ラム街が︑アッセ摺塩麟に処分
現在︑ALKEMのハナウ・ドサ
建設される計画で︑今隼五月に建

てる謝画がある︒新施設は︑WA

この再処理工場の技術的茎礎と

工場︵WAH︶は︑あくまでも実Hからのプルトニウム︵土間証・ も︑七二年から七七葺策まで︑セ

なっているのが︑カールスルーエ

の施設がノルトラインウェストフ

れている︒今世繕末までには︑も

証的性格のものである︒

う二か所の施設が必要とみられて

ァーレン州のアーハウスに予定さ

設訂司が下りる見込みだQ二番醸 になっているので︑ヘッセ再処理

るかに容易である︒

イ1娼甘勇乏人1盛（m3）／昇キ拳ノ潜碧要人i直（m3＞

施設に貯蔵・冷却する方法だじこ

れている︒

CSMとCSF内に暫定貯蔵施
設合︑十分な歳月の後︑購藏施
の場

数歯類のサイトの選定︒この選訳
フォレス貯蔵センターは︑〜為

れπ︒同年五月には︑地域の公開

七九年秋に建設副画が明らかにさ

このアプローチが採択され受け

調査が始まり︑六月十三日に天津

が里要である︒

が廃棄物処分の隣国となる︶1一
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︑鹸

︵

社

本
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村田衡・原子力研究所顧問

E・ ウ イ ギ ン ・ 来 原 子 力 薩

▽パネリスト

から反対する︒

なところでも人びとは心理的不安

総含廃棄物センターをつくれば︑
報交換が大切だと思うが︑その点

少ないバックエンド分野

それほど︑環境に影響を与えず︑

まったくその懸り

米国としては︑高レベルに関し

の議題でもあるので︑璽要だ︒

だ︒とくに廃棄物管理では︑盤界

ウイギン

はどうか︒

﹁政治的漏なこと

一構想となったのだ︒

∬移原子力発展のカギ握る

強化したい国際協力

から一思の輔送で蟹が済むセンタ

が︑門心理的扁

学的︑技術的に聞題はないのだ

輸送での安全の確率は高く・科

心理的にもよい結粟となる︒

処分にふさわしい岩塩坑がある︒

のか︒幸いなことに︑葭独には︑

しないで廃棄物対策をやっていく

では︑どうやって︑環境を破黙

術については︑ピューレックス法

が・箋用工場に笈映させることで

を採用するとともに︑減癌化技術
の確立に︑頭大限の力をそそいで

ニュークリア・パーク︑

西独の核燃料センタ；

いきたい︒

議畏
核燃糾サイクル・センターなどの

ラ︒アーグ再処理工場の

構想があるが︑この蒜え方につい
て︒

ラビ

くろうと懸っている︒またガラス

ちかくにプールのようなものをつ

うことから考えると︑このニュー

魁村核物質防護︵PP︶とい たい︒技術的にも︑よい方法だと

い鶏えだ︒どこに︑どういつだセ

クリア︒パーク︑核燃料サイクル

劉化体も︑やはりちかくにもちた

望まれる活発
な国際協力

が故隔によってストップしている

鵬柑武久︒原子力委農

業会識副理累獲

いる︒

高レベル廃藁物は︑主にガラス

技術的より心
理的考慮から

にあるのはやむを得ないと籍えて

がないため︑稼鋤率が下がる傾飼

ットプラントということで︑予備

いきたい︒再処理工堀は︑パイロ

C︒サランダi・函独DW経験したあらゆることを磁かして
K副祉長
金岩芳郎・働力炉核燃繕開︵
発刊業団副理説展
﹂・ラビ︒仏放射性廃蘂物
蟹理庁展富

裂

野村顯雄︒陰本原燃サ⁝ビ
ス社導携取締役

再処理を基本

とする日本
ウラ ン の 肩 効 利 用 を は か る

鵬村資源に芝しい謄本にとっ
固化法で行うこととし︑げんざい

N代には千

一時貯藏ののち︑そのすべてを再 模擬廃液で工学実験中だ︒

て︑使用済み燃料の基本政策は︑

処理する と い う こ と ︒ こ れ は ︑ ウ
ランの有 効 利 用 と い う こ と に ほ か
民間処理の編本

二百︐ンを処理
原燃サービス

野村民閥再処理象社として昨
ンターをつくるかという尾月のこ

対策についての國際会議や会台が

力にとってきわめて二丁な廃棄物
核廃学物センターを必要とし︑ウ

葬常に少ないことからみても︑国

仏では数奪前から︑次の

ラン鉱山のある繭東部にそのサイ

際協力を痛感している︒

ラビ

とは︑聴取的にはANDRA︵放︒センターという構想はよい︒

る︒

射性廃棄物学理庁︶の権隈にな

トを決めたが︑他の地域からきた

サランダー

反対蚕のため︑タナ上げ状態にあ

通れない問題だ︒動燃一業団とし

鞍懸再処理︑廃棄物は避けて

のだが︑これは︑一回の輸送で箏

る︒ここで大切なことは︑だえす

も︑私はセンターのことをいった

さきほどの講演で

て︑五十万坪の敷地に施設を整備
し︑八○年代後単には三千ナの貯

を決定したいと薔えている︒そし

隼中に︑地売の了解を得て最適地

鉱三月に発足したが︑ここ一︑二

ならない︒二〇一〇年にFBRが
実粥化しても︑瓢〇二五隼には五

再処理 に よ っ て 生 ま れ た プ ル ト

十七万沙のウランを必璽とする︒

濟村
港湾施設を整備したいと考えてい

昆りるということからだ︒ゴルレ

中が一基︒さらに八十一墓が難藩

紙町をうけているのが二黒︑点検

〜基が出力上直中︒そして低娼力 国際協力というものを響えると︑ 側面からの倉憲づくりが必蟹なこ
アにはなっていない︒わからない

再処理については︑あまりクリ

ことが多いからだ︒

設の買収︑または借り入れを嚢求

ストバレーにある核鍬料サービス

している︒①ニューヨーク州ウエ

︵ジェネラル・エレクトリック︶

ととみられる︒なぜなら︑この政

したあかつきには︑原子力は︑米

会社② イ リ ノ イ 州 モ リ ス の G E
社③竪紙ロイナ廻バーンウェルの

であり︑経済的な代償をともなっ

策は︑自己の権利を蚕齢するもの

國の露力鰭嚢の二二％を占めるま

つだと思う︒そこでは︑仏のよう

それだけに︑FB貧︵商工磁殖 な原子力の先進蟹が︑惰報を自由

でになる︒

たことが証明されたからだ︒

アライド・ニュークリア会社の貯
蔵施設である︒

なぜなら︑ウエストバレーでは

米国の原子力はいま六十九暴︒

ボルとする淀本こそ︑原子力を平

舎の瞬旗から﹁核亀鑑を国のシン

するなど︑海外発表蕎からは︑磁

物質防護︵PP︶上の傑瞳描撚︑ 縫醜に便用する第一の属扁と発．㌦口

は︑センシティブなものがふくま

そして︑バックグランド︒システ

土への激励とあたたかいことばを

れている︒安金上の問題から︑核

ムとしてのテクノロジーというこ

また・欧州では︑すでに二幅の

に流してくれている︒

クがっくられている︒そこでは︑

交換ということから︑ネツトワ；

とが狡術に入る︒

5

5
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5
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氏
クルのバックエンドの確立は︑重

炉︶の騰発とともに︑核燃料サイ

要な謙題となってきている︒

麟故幡報といった門負扁の情報の

いただいた︒

交換も行っている︒ラ・アーグで
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原子力の躍進に質献

〒189東京都東村山市恩多町5−15−10

（へ）〜5エ46
R 1 6 番地

2

会

式

藏庫︑三千ナ級の船が出入できる

る︒

使罵済み燃料の雛が繕えつづけ

解決にかかっている︒

うかは︑まさに︑バックエンドの

なオプションでありつづけるかど

原子力が代脅エネルギーの萄力
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バックエンド

対応に本腰
期待される米新政権
米國の原子力発仁所

るなかで︑覇規の発電所敷地内貯

ウイギ ン

は昨黛︑総発電籔の一二％をまか

エネルギー雀︵DOE︶は︑

もはやすぎさってしまった︒

藏所の建設を司能にすることは︑

ら百万麿の石油を節約したことを

なった︒ そ れ は ︑ 一 田 ︑ 五 十 万 か

円味する︒

五十鏑︑バーンウェルでは四簾踏

七八五年までは︑AFR︵サイト八十沙︑モリスのG詩社では三薫
外貯蔵︶施設はいらないといって

だが︑ 今 日 の 米 国 の 醒 力 業 界 は

①財政上 の 問 題 ② 許 認 餌 行 政 の 長

の使爾済み燃料を受け入れること

三軸〜四黛後には蕪千二百踏まで

ら三つの施設の受け入れ能力を︑

が可能だからだ︒DOEは︑これ

いるが︑新しい施設を認可する賭
間は残っていない︒このため︑既
存の財藏施設に依存しなければな
らない状態にある︒

で拡大できると済えている︒

用

力
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@
@
@
@
@
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@
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氏

村
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このため︑原子力甦業界はDO に︑さらに五〜穴隼内に一万ゾ議
Eに対して︑次のような三つの施

高純度化学薬品・工業薬品

子

@

氏

期化1などで︑解決しなければ
なかで も ︑ も っ と も 深 刻 な の が

ならない課題に聖霊している︒

違邦政府 の 廃 彙 物 対 策 に つ い て の

不安をもつている︒
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ビ
フ

墾
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欠落だ︒ こ の た め ︑ 麟 民 の 多 く が
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原子力の翻訳は専門家のいる当社へ
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科学技術庁

﹁核麗質防護﹂を明記
門今回の法改正によって︑あらた
に規制が強化されることはない﹂

としている︒次期通常国会藤でに
法律案を提出する予定︒

げんざい︑わが国の核物質防護
描置は︑異体的には︑事業蓄に対

科学技術庁は︑ちかく核物質防護に関して︑原子炉等規制法の改正にのりだす方劃だ︒わが国の原

部区域は堅闘な構造の障壁で囲う

域はフェンス等の障壁で囲う③内

二重以上にする②このうち外部区

今国会への提出は見送り
子力関係施設の核物質防護措認は行政指導などによって︑すでに国際レベルにたっしているが︑その

④区域は警備人が巡視する⑤区域

し①核物質防護のための区威を

化することになったもの︒核物質防謳関係の法令整備については康子力委員会核物質防護惣門部翁報

法的毛付けについては必ずしも明確にされていなかったことから︑原子炉等規継法を改正して︑明文

の出入管理を行なう⑥特殊核分

し︑平和利用担保と安全確探に関

定で︑施設蓄の判断にまかされて

か︑といった墨磨については未決

壁偏か︑フェンスは何でつくるの

しかし︑何が﹁竪固な構造の隔

を防止する体制を整えている︒

な描羅によって未然に核物質盗難

う⁝⁝などを要綱︒こうした厳璽

物質の便用は内部区域内のみで行

欝も︑﹁国際的に核物質防護条項の新設を求める強い動きがあり︑法制面の検討を加える必要がある漏

会核物質防謹醇門部会も二二六月

との方針をうちだしており︑今圃︑科技庁がその員体化にのりだしたことにより︑わが国の法整備は

が主瞑︒したがって︑テロリスト

さらに完備される兇通しとなった︒
わが国は昭和六十五隼までに原
の報告で﹁わが国として︑核物質

しては︑さらに︑容易に施設に入

し︑国際的儘頼性を確保する意

門核ジャック偏などのケースに対 防護にたいする姿勢をあきらかに

発を進めていくためには﹁平和利
れないようにバリアを設けるなど

る計画だが︑こうした大規換な開

子力発電所を五千落懸KW開発す 団による原子力施設襲撃といった

しくチェックしていくことが二大

用からの難事転用﹂の可能性を厳

予想謀り︑さいこまで︑予断を

﹁ふるさとをよくする会﹂の野坂

対する元良民党窪川支部長︑

れるとは理不尽﹂と訴えつづけた

ルールに従った町畏がリコールさ
藤戸町長︒

票︒

ゆるさないリコール投票だったQ
年後八時の投票締切りと同時に
農村環境改茜センタ⁝で即臼開

門窪川方式﹂とよぶQ﹁反原発運

夜の窪川駅前︒﹁なぜ︑この窪

ひとつの﹁区切り﹂として︑町長

いずれにしても︑窪川町民は︑

と配薔は考える︒

が来るのだ﹂と︑大衆食賞で︑土

の解職という道を選んだ︒

動11革新﹂という︑これまでの図 駕に︑東京からあんなエライさん
式でみられない運動の形態だから

俊人特萄の反骨箒神むきだしに酒

だが︑正念場は︑これからはじ
まる町長選挙︵鰺磯馴頁告示︑

﹁よくする会の運動は純潔主

だ︒

を交わす無配の二入︒
﹁事故が起きたら

私は風よ

義︒外部の人の介入は断わる︒む

というのが︑窪

金は出しても︑

静雄会撰は反論する︒

で受け入れるが

九時︑解騒賛成・解職反対とも
﹁議会の決定の執行権は研長に

口は出させない

コール成立という事態を迎えたい

﹁エネルギーだけではあ

としく〜致するところ︒

たたび︑冤て︑閣いて︑考える時

であったのか︑複雑に入りくんだ
惰緒的なものであったのかを︑ふ

原子力発電所にからんだ初のり

にのこるこのポス

までは︑三千人ちかくの人たち

すくなくとも︑リコール選挙前

間が与えられたからだ︒

武篇のものだ︒い

もが﹁よくする

ターの数々︒どれ

象の軒下に︑脳製

表通りで︑製街で︑散在する農

正念場を迎えた窪喪

燃脱石瘤﹂は︑

ある︒だが︑議会決定のすべてを

るのも﹂

ま︑それは儀念にもとづいた行動

リコール賛成・反対を間わず︑ひ

執行することを慧暫しない︒これ

川の手づくり運動︒この会に結集

りません︒農林漁業の発展も園益

十九日投票︶だ︒

に一千四蕩票︒九時二十分︑解職

までも︑七＋ちかくの興野が採択

する人たちの瀬いはただひとつ︑

なのです﹂

り速く走れない﹂﹁あなたは

賛成工千三酉六十票︑反対二千四

されたが・十八件しか執行されて

こと︑それだけです﹂︒

この自然に恵まれた窪川を守る

ろんカンパなどの資金はよろこん

酉票とわずかだが︑解職反対禦が
四十票リード︒だが︑二十分後の
いないことも多々あった︒まして

﹁あなたです︒原発つくるもとめ

四十分には賛成票がもりかえし︑

や︑七千入ちかい人たちが反対署

放射能の不安にたえられますか﹂

十分までの五十分闇・賛成・反対

両町とも三千五酉四十︒十時三

無視しての立地調

名していることを
査要詩︒議会決定

そして十時四十分︑均衡は破れ

とも︑同数の数字がつづく︒

ると同時に過密数を超え・リコー

贈編覇靴ゆれ動く心の中で

というものは︑最

といっても︑町長

輿治体みずからが康子再発霞所

だが︑痺鰻となく﹁ふるさとを

ルが成立する︒

低限︑町の和を蕎
よくする会︺につめていると︑こ

山口累の豊北でもみられたよう

が︑濁派の激しい引き抜きに︑ゆ

え︑執行するかどうかを決断すべ

に︑科学論象はカゲをひそめ︑政

ち攣く取組んだこ

の立地調査を電力側に串し入れる

きもの・跡を混乱させた町長の責

電駈を正しく理解しましょう﹂と

対する調蛮推進派の﹁原子力発

解職の両力の署嶺を表して

︒

れう︸．﹂いた︒調奇推進請願と町長

といった島国でも初めての試みは

の冨永氏のことばを︑素露にうな

争の貝となっている今Bの原子

とがよくわかる︒

また︑試行錯誤のすえにみずから

任は大きい﹂︒

いうポスターQ﹁五感に訴える﹂

﹁首長解職一という淡断を下した

という点で翼劣りしていたことは

と︑貞から面へとひろがることは

その一例が︑マスコミ各社に対

づけないことがある︒

い所帯の﹁ふるさとをよくする

適えられないが︑ひとつの歴史と

一見︑呉越問冊とみえる審り禽

取材中に感じとった﹁もしや﹂

﹁よくする会心が理論と岡時

のである︒

介される︒ほかにも︑共藍党窪川

に・この入間が本来もっている情

窯絹という特殊壌情から湾える

も聞長が失職した◎

い詣突だ︒

謡講を残したことは︑まぎれもな

をきめている︒

ゴ⁝

︵飯⁝渦季雄詑暫︶

が︑今回のような繕巣になった︑

緒の領域まで運動をひろげたこと
﹁政冶的﹂な田鼠からだ︒

治色をなくす﹂ということからの

ばにはロマンがある︒

被隈における最適化の適用︑自然

が活発に行なわれたが︑次回への

放射線の地域格差など多くの討議

もちこしゃ小委員会への差しもど

また︑十四隼間︑委員を務めた

しテーマが相ついだ︒

高僑繕次・愛知県がんセンター総

委員になり︑後任には丸劇毅炎・

長は︑今圓の会議で囚人圏の名懲

国立遺伝学研究所生理週伝部長が

ICRPは國際放射線鷹学会

就任することになった︒

一つ︒東束会議のもようは六月の

︵王SR︶の常設の国際委農会の

◇

◇

IS盆会議に報告される︒

ICRP霊委員会の粟京關催と

鷺憲保健物理学会は九︑十の雨

関難して︑日本医学放射線学蕪と

じめ︑四人の委員がそれぞれの報

勧告の憂本概念を紹介したのをは

B・リンゲル委員長がICRP

一C殺P岡垣会議で

委貝会は七臼︑六腰間の臼穆をす

専門家が集象り︑フ切ア！からの

射線防護委員会︵亙C魏P︶の霊 憲を行なった︒会場には約単名の

黛本で初めて行なわれた国際放

療被曝に制限値

講演会を開いた︒

力Q形態は異なるが︑ここ窪川で 日︑榮京︒富士フィルムホールで

が︑現実化したのである︒と岡時

会﹂︒一部の鴬合党員から主婦︑
農業︑酪農家︑教師︑漁業︑とい
った幅広い傑守麟︑そして︑社会

事務所につめているのだが・﹁政

支部長の明神孝行常佳幹事などが
常任幹事の元窃川郷助役の冨永

する取材の対応だ︒記蕎もそうだ
否めない︒
ったが︑必ず初めは冨永幹編を紹
﹁ふるさと脇﹁自然﹂ということ

くり市罠運動﹁ふるさとをよくす

混盛チーム︒

・共産の濡動家と︑まさに﹁保革

家久志氏は・この夢の根運動を

に︑これ謹でにはみられない手づ

る︒

る会﹂が︑あざやかによみがえ
﹁議会の庚定を執行するのが晦

だ︒

こうしたなかで︑県でも︑昨奪

六月旭化成から﹁副画﹂の慰労を

で︑その対応について検討を行っ

吸入による労働慧被曝の隈腱②随

ものは出なかったが︑①ラドンの

ｼの長計専

質問も活発に行なわれた︒

てきたが︑これまでにその安全性

療X線彼曝の露安線蟹i⁝の二つ

今園は︑東京会議声明といった

べて終了し閉会した︒

については闇題はないとの判断が

が新たに添された︒

原子力離州会

門委員を決定

原子力委員会は︑先に現行の原

末をメドに門パブリケーション

ル以下とすることを湊め︑今隼の

を発表した︒婁員は次のとおり︒

子力研究開発利用長期計画の莞蔭

得られつつあることから︑今膝の

ント庁内趣絡調整会議偏などの場

うけていらい︑﹁ウラン濃縮プラ

ラドン吸入と医

＝″繒ｦ騨＝＝申＝鷺＝解＝一＝；＝営一鼎；コ＝︐＝幽一働＝＝：＝＝一篇一嘩︸＝篇一冊胴＝＝冊鷹＝一＝一一＝＝＝髄噛＝＝＝曽＝一幅一＝＝曽＝嘗一一一層＝一胴鳳冊＝＝＝＝謄田偏隔＝一騨；＝一目扁一＝曜＝＝＝コ一＝騨一＝騙＝¶一一コ﹁＝禰冊階＝噂＝＝＝二一；＝；﹁＝＝瓢累欄＝＝＝開＝＝一一鷹＝＝＝一冊＝＝髄一冊＝＝幽＝一r

長の役鰯︒その議金制民主憲義の

科技庁が︑すでに﹁十分野安全対

いるのが実態︒このため︑科技庁

あつかうか②条約では︑PP椹置 通薩雀などで検討がつづけられて

がある﹂との方向をうちだしてい

味からも法制面の接討を行う必要

条約をうけ入れるためには︑四韻

ならない︒

策が講じられており︑放射姓物質

がとれるか⁝一の二点︒こうした
点については︑げんざい法務省︑

﹁

安全盤に問題ないし

の三聖の差によって生じる微妙な

鱗黎姻同門化学ウラン濃縮﹂前進
﹁化学交換法ウラン濃縮研究所

るとは弩えられない﹂と

の環境への放出を伴う事故がおこ

いるが︑従来の上例ては対癒でき

については︑昨年から署名のため

るか閣題点も残されており︑さら

をとらないと國際輔送は認めない

化することにしたもの︒科技庁で

ャック犯の潔際的処罰も義務づけ

に開放されている核物質防護︵P での最大の問題点は①条約は核ジ

でPP描羅のない場倉の禁輸措置 に論議が撰びくことになりそう

ってくるため︑PP条約への対応としているが︑げんざいの法規制
は今園の法改正より遅れることに
なりそうだ︒

ては︑原子炉等規制法により﹁核
は﹁げんざいわが国の核物質防護

のひとつ︒しかし︑わが國がこの

P︶条約への鰐癒のあり方も佳点

また︑わが国の核物質防護問題

討していくことにしている︒

細かい指針についても︑こ・な．﹂検

法分野の法制藤の整備も必要とな

の核物質防護描躍を講じなければ

これをうけて︑科技庁ては原子

では法改正と並行して︑こうした

の前提のひとつ︒このため︑わが

搭澱について︑わが麗は実際には

に関して従来の表現をより貝体

炉等規制法を改蕉し︑核物質防護

た︒

批准︑これをうけて国際監視によ

るものの︑その法的製付けについ

すでに国際的レベルにたっしてい

ところが︑こうした核物質防護

る厳格な保護搭置を実施し︑核物

国は昭和五十二蕉にNP学条約 を

質が兵器に転用されることのない

物質の管理﹂が義務づけられてい
対策は国際的にも十分蕩いレベル

核物質防護条約を抽催するうえ

しかし︑この保護聖誕は︑どち
るのみで︑明確な記述がなかった

ているが︑これを法的にどうとり

ようにしている︒

らかといえば国や施設省による呉

にたっしている﹂と判断しており

かもしれないが﹂と前叩きした

のが実情︒このため︑原子力護員

﹁進化の本質とは﹂

あと︑﹁トリウムを使った原子
力開発を進めてはどうか﹂との

だしていることから︑今後漿の鍛

しのため︑長期計闘騨門部会の設
業では︑昭租四十七無以来︑霞祉

終判断をまち︑謝薗は大きく前

まず︑ラドンの吸入による労働

の安全穫は確保される﹂1一松形 化学差異を利飛して︑ウランを濃

の開発研究として化学交換法に注

県知襲答弁となったもの︒田向市

意覧を述べた︒そして︑原子力

思し︑璽点的に研究をすすめてき

腰を決めたが︑十日︑その梅成員
建設を予定しているウラン藤縮爽

暫欝欝の繊度を︑アルファ線によ

験プラント計瞬に同会する方向を

33﹂の中に盛り込むことになっ 興相談役︑欝欝外四難事連会長︑

る吸収線蟹で年間○・〇ニジュー

爆の恐しさが頭にこびりつき︑

遣することになるとみられてい

た︒

会で﹁問題ない﹂との憩えをうち

原子力アレルギーといえるもの

たが︑製法の方法は︑フランスの

る︒

縮しようとする技術Q旭懸化成工 もすでに二月二十八賑︑全員協議
宮崎藁知薯は六h口開かれた興議会

また︑原子力開発が一国内の問

あきらかにした︒昨冬六月に梶一出

思われるのに対し︑高盤能のイオ

聖徳が溶媒総出法を用いていると

﹁彼らは︑叢論入が経験した原 で︑無給化成工業が同県日向市に

発電所立地地域の住蔑について︑

題であることにとどまらず︑国際

になっている︒そのため︑多く

県として周研究所の妥当性などに

された瞬社の建設計画をうけて︑

た︒

より⁝麟の努力が必要だと述べ

午餐会で今西氏が講演
十〜日の銭に赤坂プリンスホテ

今︑世興の顧痛の種は︑﹁エネル

所感を述べた田中六助通薩相は︑

性を持ち︑国際的な問題としてそ

いる状態である篇とし︑その解決

の人々が発詔筋立地に反対をして

ン吸着剤を使嗣することにより小

成させたい考え︒

入り︑五十八庫には施設全体を完

今月中にも関連研究建塵の建設に

被曝を皮慮衷面で一︑ゾグレイ︵蒼

診の胸部闇接搬影に対し︑一難の

線被曝を少なくするため︑聚団検

興社長︑柴綴織〜京大教授︑白澤

擬︑笹生仁縁懸教授︑佐波正一粟

〜方︑隈療の診断に使われるX 四一藁大教授︑向坂正男エネ二会

正親毘一轍燃サービス会侵︑穴鵬

芦原義璽関電会長︑井上五郎中
ギーの矯要が多くあるのに供給が

ことが最も重要なことだと揚摘し

の解決に穂極的に敗り憎んでいく

ついて検討を行っていたもの︒今

ことを可能にしており︑プラント

さな反応塔で多数段の反応を行う

爆化成では︑緊の結論をまって

十五任度までに量産依待肥を五〇

少ないこと臨と蔚置きし︑昭和六

策としてトリウムを原料にした原

後県議会の悪向をもふまえて県と

た︒

しての巖終態度をきめることにな

％以下に引き下げることに全力投

子力発電ができれば﹁安くて︑し

富一郎経総懸エネ対策委員長︑瀬

﹁人類の進化と科学技術﹂を講演 かも安全﹂から︑反対する人々は

?ラド︶以下にすることが望まし 絹正男動燃理事長︑歴佳辰日経論

は︑レセプションが田本工業倶楽

このほか︑モニタリング︑鷹療

吉瀬維哉開銀副総裁︒

文男アイソトープ協会常務理覇︑

説委員︑藤波源雄原研環事長︑松

いとした︒これは︑一九七七黛に

旭化成のウラン係有許可蟹は天

然ウランにして五ゾ以内︒運転の

部で行われ︑内外の関係蕎約言署

されている︒

繊東大教授︑宮島龍興理研理薯

全体がコンパクトにできると期待

の艶本働儀をもとに︑七〇奪の報

出された門パブリケーション26扁 根寒一大燭特殊鋼椙談役︑三島洩

﹁ゴー﹂の判断が示されたことに

るが︑今蹴その安全性について

次に午餐会の特別講論として︑

◇

いなくなるだろうと述べたQ

そのため︑﹁石慈に変わる跨下な

した今薦錦司京都大学魯零丁授

球体制をとっていくことを強調︑

エネルギー源である原子力の欄発

結累盤じた三％艘縮ウランと劣化
に焦点をあてれば︑科学技術は︑

ということ

ウランは︑ふたたび混益して︑O
人類の進化の産物といえる﹂と︑

進化

はまず︑﹁人が物を創ることによ

買手の計画は︑国の補助をうけ
コストが石畑火力の半分以下で

って生まれた

を強力に進めていかなければなら

て今年度から六か奪計画で蔭二十
すむ原子力開発を進めるにあたっ

実験墜レベル
にとどまっていた化学交換法は︑

顯聞︑森一久原産騨務理窟︑山崎

長︑向坊隆東大学長︑柑国唐原研

より︑これまで

護﹂を検討しなおしたもので︑刊

告﹁鷹展被曝における放粥線防

化学交換法は︑化学的性脳がま

なお︑大会の初臼である十日に

羅ウランとして再利用する︒

・七％の天然ウラン組成とし︑漂
名余りが参脇・国際鑑豊かな顔ぶ

ったく同じといわれている贈位体 WU／年︒その安全性については

ない篇と述べた︒

その実用化へ解け一歩ステップを

ントを建設︑運転しようとするも

億円をつぎこみ︑そのモデルプラ
法類学の立場から︑科学技術発展

れのなかで︑な▼．﹂やいだだんらん

行は来年靭めの予定︒

すすめる見通しとなった︒

ては︑﹁様々な悪条件を慰服して

のひとときとなった︒

の︒飯櫃役務能力は約一〜二沙S
の側弾にスポットをあてたQ
つづいて岡氏は﹁素人的な発想

いかなければならない﹂とし︑ウ
ラン濃縮︑再処理授術等の開発に

0
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≡
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⁝ 麗

﹁今後の斌応糊断に﹂

ぜんの権利として︑四霜協定の完

の人権と生繕擢を守るためのとう
ことは不適格﹂とし︑外洋の母応

るむつ湾を原子力船の母港にする

の動向などもあり流動的だが︑早

ひきつづき賜海婦入協会長が︑

るつもりはない﹂と確約するとと

の理解が得られない段階で強行す

視察であることを強調した︒

とのべ︑早期結漕をつける上での

移転を前提にしたものではない﹂

博

れ濠での対憲努力など再母港化嚢

挙に︑﹁調川畏憲

ければ三月下旬︑誘くとも四月中

との餌もあったが︑私ひとりでで

の提慨した外洋移転には消樋的な

きる問題ではない﹂とのべ︑瀕連

また︑今磁のむつ湾は︑嫌闇葭

もに︑原子力船﹁むつ㎏が今日お

蒙た隅長鷺は︑﹁競地の視察は

五十億にもたっするホタテ養殖漁
むつ湾のホタテ漁鍬が︑平歪な家

かれている状態︑政府としてのこ

い漏との嘱え方をあきらかにし︑

電の立地をいそがなければならな

その立地促進に力を注いでいく頚

楚だ﹂との認識をあきらかにした

糊発︑とくに代薔エネルギー開発

しかし︑その興体質な競状につ

蟹性を強力に前噸におしだした︒

るという箏態が生じだが︑これは

立地を進めた薫長がリコールされ

その無体戦略については﹁地

ない漏と轟慮︑こうした購態を打

彊うべき問題といわなければなら

忠

辻本

講にいたる経緯を説明︑瑚解と協

そのような話纏いのなかで︑同

力を求めた︒

席した惚中衆議院議風は︑かねて
から中川藻鷺が現地入りを希望し

﹁大臣の郷地視察﹂を握案︑漁連

ていることをふ蕊え︑両薔に対し

側としても﹁むつ偏閣題の璽期継

螢懲を示し︑

着をはかるとの判断から全諏的に

また︑胃森県ぼたて農水産加工

その訪問繍程については︑岡鼠

のむつ市入り﹂が現実化した︒

爆撃岡纏盆︑畜帰環第⁝ほたて翼

会談後︑認囁謬論にのぞんだ中

旬までには犠現化する素通し︒

これを受け︑中川長鍔は︑﹁二

出︑説明を行った︒

楽舞の嚢望撚﹂をゆ倒疫鴬に捉

﹁原子力船むつ大隅薄母港化絶鮒 川長窟は﹁外洋に移転してぼしい

て興加工協会の鷹囁も︑難名で︑

水産加丁業協同縄盒︑むつ湾ほた

漁遷︑外洋移転を串入れ
原子力船﹁むつ﹂の再母港化にともなう中川一郎科学技術庁藻宮と蕎森県瀕連奏との無筆園の会談
が十八躍朝︑大臣整でもたれ︑中川長窟がちかく現地におもむき︑むつ湾の現状を視察︑こんこの対

中絹長欝は︑ことあるごとに﹁規地入り﹂を希纒してきたわけだが︑この躍の韓朝会談で実競化した

応を判断とすることで三論が台意した︒大匝就任いらい︑懸躍の﹁むつ﹂問題の打関をはかるため︑

朝八時臓十分からはじまった食

全履行を迫った︒

ことにより︑萬愚盛化をめぐる問題は︑政膨側の対応を主軸に撰開することになった︒

談には︑堅漁連側から植村正治県

ﾌ顧向は十分にわかった︒地元 姿勢を示した︒

場としての産業基盤を野立してい
対の要尊墨を箏渡した︒

灘を雛いている実態をふまえ︑反

化を申し入れたQ

漁遡会長理箏︑薫岡久男むつ湾瀕
業振興ムム会長︑鴎海寿々子膏森緊

る実態から︑﹁閉鎖性の内湾であ

原子力立地推進を

の璽要性は富ましに蕩濠ってい

あと︑﹁したがって︑エネルギー

る偏とのべ︑その開発促遮に盆力

鯨鑛商工会議所総会で強調
き・桟樗エネルギーを中心とした

をあげてとりくんでいく必要挫を

金囚の商工鼠議所の会頭ら増石

ルギー源については︑長期的な計

熱・潮力︑太陽熱などの新規エネ
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いて国民の幅広い理解と協力を綴

開していくために﹁鷺盛塩地につ
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柱とする漁逓の﹁原子力船むつ反
対﹂の決議を中川科捜庁一町に提
出した︒

そのなかで同会長は︑﹁四蕎協

十八繊︑藁振・丸の内の栗商ビル

ならない﹂一1臼本簡工会議所は 酉名の謬珍名をまえに︑あいさつ

画のもとに研究開発を進めるべ

って︑その周知徹底をはからねば

化要請を強行におしつけてきてい
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放射性廃棄物処分

五か国共岡づ得に参議
一一注目の工学バリア実験
動力炉・核燃料開発難業鑓は︑ちかく趨レベル放射性廃棄物処分のための地騨評価季法を確立する

五か国国際共同プロジェクト﹁ストリパ計画﹂に参加する︒スウェーデンの元鉄鉱山﹁ストリパ鉱
山﹂地下三蕩綴の魏魏岩層に︑実際に模薩圃化体︵放射性物質はふくまずヒーターで発熱を模凝︶六
本を試験処分し︑五か年計醐で地層への影響をあきらかにし︑地厨評価手藩確立に役立てようとする

ストリパで試験が行われる窟休

する︒

は︑水分を萎むと膨脹する性質が
あるため︑発熱などによって嶽石
にき裂が生じた場A口︑そのき裂を

ふさぐ効果もあると期待され︑爽
験結渠が注鷺されている︒

げんざい試験杭の掘削作業に入
っており︑今無六月ころにはなか
に事誤キャニスタをうめこみ︑実

に︑トレーサを含んだ水を入れ︑

また︑核種移行試験では試験杭

験をスタートする謙画︒

色中粒の花篭岩︒岩体の劉れ冒の

は塊状で︑やや赤味をおびた灰

多くは︑霊として自著石︑場愈に

しみ

これが青石申のき裂をとおって︑

かにする︒

でてくる割合︑速度などをあきら

耕程度離れた試験杭に

よっては石炭石により充堪され閉
じている︒

今回の実験では︑この花騰轡
に︑嘩径七十五メ綴の試験杭六本

五か葎で二十億円をつきこむ計

原子力委員会の放粥性廃棄物対

﹁エネルギーと社会﹂
竹下轟英著

﹁働きバチ﹂と陰

新一刊
口をたたかれながら︑
介貿易立国の隔本がかせ

紹

鋼︑テレビ︑ラジオ︑カメラ︑

る外貨に匹敵する︒

購計などの輸出にょっで得てい

エネルギー問題は︑もはや︑

立地難が︑エネルギー開発を

生んだといえる︒

すすめるにあたって︑大きな問

の影響と効巣をみることによっ

﹁施設の建設中︑建設完了以降

題となっている点については

て︑地域の将来発展︑振興の計

資源や技術約灘薗だけでは論じ

とは識者の一致するところ︒

ることは不可能になっているこ

る﹂と分析︑立地のトータル・

画と湧性化の方向が模索せられ

インパクトについて︑興体的な

この本は︑その書名からもわ

ているエネルギーと社会とのか

かるように︑今譲受課題となっ

展開をこころみている︒

いだ外貨は千二衛億が︒本来な

のうち七薫億がは︑エネルギー

ら豊かになるはずなのだが︑そ

かわりあいに視点をおき分桁︑

の六寵民話体は十七日︑科学技術

る帝罠の会﹂︵海野晃代表︶など

ウランがつくられることが解明さ

と時間によって︑高濃縮の軍事閑

ている︒化学交換方気でも︑段数

いる︒原子力利用三尊則にも反し

製遁工程を倍増︑今春から五十万

神戸製鋼所はシルカロイ被覆蟹

の濡要増纐が見込まれるため生産

薦展にともないジルカロイ被覆蟹

B英関係促進に貢献

の︒

本格的に移行することになったも

今蕎から五十万耕／琿生薩体制に

く終了する艶通しがついたため︑

クをうけているが︑この作業も近

げんざいユーザーによるチェッ

してい花︒

無六月にはずでに設備工事は完了

五十四矩八月からとりかかり︑昨

に同規模の系列を増設する工事に

円︒共立出版刊︒
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巻囲︒

﹁エネルギー科学叢轡﹂の3

確保のため︑石油の麦払いへと

ーと社叢とのかかわりあいをあ

蕎蟹を加えている︒﹁エネルギ

きらかにしないかぎり︑開発に

ふりむけられていく︒いわば︑

油のために右から左へと流れて

い扁という真玉の儒念が本書を

対する社会的愈恵は形成されな

収得した外貨の業分以上が︑石

いくわけで︑その額は︑日憲の

門門川水産捕工
︵山下幸男綴上長︶

庁を訪れ︑一月二十一田付で旭化

神戸製鋼

成工業に対して行った核燃料物質

霊は︑﹁所定の手続をふみ︑規制

今後の原子力発電所建設群雲の

当周として厳格な安金審査を行っ

これに対し︑笹谷安全審査管理

癖／年の生麗体制に入る計画だ︒

﹁許胃処分にい

饗し立て書を提出した︒

れている﹂と影零露に迫った︒

ジルカロイ生
産体制を倍増

業纈△厩

︵橋口充喜会長︶

花形産業といわれる窮三盛︑鉄

のほかの獺類の地層についても国

画︒このうち︑わが国は約一六％

際協力や国内調査でデータを取得

したキャニスタをおき︑署体への

は﹁ストリパ国際共岡計画にかん

し評緬手法の充実に努めることに

をあけ︑このなかにヒータを設認

キャニスタの周辺には﹁工学バ

が国も今蕃には署名するQ

する協定讃﹂に署名しており︑わ

を負窮する︒すでにスウェーデン

リア﹂として︑ベントナイトをつ

熱影響などをあきらかにする︒
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り︑わが国の研究は大きく進展する兜通しとなった︒

策専門部会が昨黛十二月うちだし
めで今隼から五か国難問で花嵩岩

している︒

た新方針によると︑高レベル放射
層での地暦処分現地試験がスタ⁝

また︑動燃では粘土暦など︑こ

性廃棄物については︑一九八五鰯
トすることになったことから﹁こ

が褥られる﹂と判断︑参撫のはこ

までに﹁有効な地層の選定篇を行

びとなったもの︒動燃では︑輝緑

の謝画に参加すれば有効なデ⁝タ

をきめ︑二〇二五年から試験処分

轡については今年から北海遵下川

い︑一九九究年までに﹁試験台一

をスタ⁝トするというのが基本胸

灘鱈今月末にも着工へ

なタイムスケシュール︒このた
鉱由で塁礎試験をスタートするの 設を予糊しているウラン濃縮研究
をはじめ玄武岩についても︑※D 所建設計画について検討を行って

旭化成工業が筥嶋県鐵向市に建

め動燃ではすでに全函二十鷺か所
を対象に基礎的な机上調査をスタ

参加することがきまっており︑わ

ば︶残念である恥とこたえた︒

神芦製鋼所では授周北工場でB

る︒

の七割を岡祇が供給することにな

に疑問のあるウラン濃縮工場を認

﹁ウラン濃縮工場進出に反対す

た市民団体は次のとおり︒

年聞一一十五万溜生誕し︑日本ニュ

W祝型軽水炉ジルカロイ被湿管を

処分のとりけしを求めている︒

なお︑異議聾し立て書を提出し
めることはできない﹂と︑監督讐

これをうけて県では﹁ウラン濃

庁である科学技術庁に対し︑認可

成から建設計画の協議欝が提出さ

乱書を交付した︒県として岡研究
所の安全性が確認できたことから
①万一にも黙故が起きないよう配

れていた︒

﹁計醐通り建設を認める扁との岡 おり︑これをうけて繰締六月旭化

OEがハンフォードで行う副画に いた宮崎県は十田︑岡社にたいし
が国の隅レベル廃棄物対策は︑ま

しかし︑実際にどの地層が高レ

ートしている︒

ベル騰棄物処分に軽しているか判
ず地魍評懸手法の確立へ碕け第一
歩をふみだすことになった︒

断するうえで必要となる地閣評価
手法については︑実験室レベルで

る市民の会﹂﹁ウランから子孫を

でもないこと︒しかし︑梱によら

〃汐／髪

会
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技術の提供
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測定機関 13−40（第1〜5号の作業場）
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この日︑八木田︵社︶議農とと

慮する②こんこの安全確傑につい

縮プラント庁内連絡調整会議﹂を

スウェ⁝デンのストリパ鉱鳴は

クリア・フユエル社に納入してい

の研究に留まっているのが現状︒

守る会﹂︵児玉義継会畏︶﹁ウラ

て興池元畜町村と協定を締結する

もにあらわれた一行は︑科技庁の

ストックホルム西方二酉詩綴に泣

中心に︑その覆当盤について検討

ところが︑塞験蜜に岩石の一部を

るが︑げんざいの能力では今後の

11などを条件に︑膏儒腎をだし にのりだしていたが︑同研究所を

ン研究駈議論反対期成岡続篇︵宮

熟する元鉄鉱繊︒すでに︑第一期

会議整で︑笹谷勇安全審査籔理窟

はこびこんで行う研究は︑あくま

建設しても安金性が確保されるこ

需要に対応できないと判断︑これ
とがわかったことなどから︑澱終

﹁賑陶額

たもの︒これをうけて旭化成では

長会﹂︵江藤義雄代蓑︶

同日付けで︑畠治体許認罰の簸後

％が濃縮工場進娼反対に無名して

本猶雄委翼長︶﹁日陶漁港地域区

二鶴間協力によって︑〜九七七年

計画としてスウェ⁝デンと米国の

的に﹁計圃通り建設しても問題は

が盾発になれば︑民鉄の使命とし

ないことも大切なこと︒事業をお

ないで電気をおこさなければなら

により生命が大餐なことはういま

たが︑席上︑一行は﹁有権番の六四

で門実験蜜レベル﹂であり︑実際

ない﹂と判断︑岡悪講を引渡した

窪川町リコー

て待続することになるだろうとは

られた鯨岡兵輔環境庁長黛は﹁な

ら科学技術庁当局側と会議をもつ

に三州選定に便う信頼できる評働

提出︑これが認められれば︑今月

〜一九八O卑にわたって巖体への の手続きとなる建築確認串請田を

をきめてお

言った︒しかし︑利益誘導などは

いては︑発罐所ができ︑人の動き

までの二十蓋万層製魚山程に新た

熱影響実験が実施されている︒

ゴi

ルめぐり論議
疹院予算委

の必要性︑安金性︑地域振興につ

受警から生命とくらしを守る会﹂

横たわる 現 地 で ﹁ 原 位 麗 試 験 扁

手法を確立するためには︑地層の

町も・すでに

もの︒また︑地禿の日置帝︑門川

ウラン濃縮研究駈の建設サイト

中にも着工の見通しとなった︒

り︑建築確認串請の審査が終了し

鼓胴の計画は︑これをふまえ

は霞岳甫細鵬臨界工業地帯の第一

て︑丁学バリア実験をとり入れる
などさらに内容を拡充して︑岩体

区︒この工業区顧は︑興が造成し

を行い︑十方のデータを比較して

の幌質に深いメスを入れようとす

確証することが不可欠となってい
た︒

こうした 観 点 か ら ︑ 動 轡 で は 現

はばたく見通しとなった︒

だい︑化学濃縮法は実証へ大きく

けにはいかない︒二蓄択一となれ

原産に入
ば︑私は環境の立場にたってもの

こせば環境はもとの濠まというわ

さらに蕩心氏が︑﹁物より生

＋穴藏の参議院予算委農会総18 濫っていない﹂と答えた︒

命︑盆より安全を選んだ倥民は賢

写象によると︑国の補助をうけ

尋問で第二院クラブの高屋武翼栄

住所大田
氏は︑先の⁝局知慈心川町町長リコ

区田王二⁝五−一三大森北眼ビル

難燃中島貞彦氏

て今黛度から六か奪計画で百二十

をみているが︑原子力については

日本弁管工業︵株︶
億円をつぎこみ︑このモデルプラ

明だった﹂と述べたのに恥し︑中

電話〇三1七

ール成立についてふれ︑﹁政冊自

七七⁝一五三

干一四三

ントを建設︑濃縮役務力一〜二誘

ヂング
丸とな

と述べ︑こんこも蚊尉が

申川堤冒のいうとおりだと思う﹂
﹁生命が一環大悪なの

は変わらない鉄則︒しかし︑原子

千

干一〇

住所

原産に入会

代表取締役安田孝黛氏

巳進技研︵株︶
力発電はこれからの羅らしを守っ

注いでいく方量であることをあら

って原子力発電所立地推進に力を
をぶらっかせたというが本当か扁

ていくためには必要と理解をして

｝藤●東海営業所・大洗営業所・原選出張所
所．敦賀営業衝・島根出張所・四国出張所・九州巌張所

懲］

）4東京都中爽区銀座5−5−12（文芸春秋刷館）盤03（571）6059（代）
）4東京都中央区銀座6−3−16（泰明ビル）
岱03（572）5475（代）
新：福島営業所・福島第二営業所
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電話〇三⁝八六ニー三四三七

とただした︒

一

代田区神田和泉町一−一

濠た︑環措置からの三見を求め

ためて強調した︒

宮は︑﹁規地に行き︑原子力発艦

これをうけて中川科学技術庁長

ほしい﹂と述べた︒

予土線の廃止とり消しなど︑アメ

川撰留は︑
ることにしている︒

SWU／無を爽証し︑将来に備え民党は現地におもむき︑蓬田国鉄

一部住民が異議申立

て書を科技庁に提出
﹁ウラン濃縮工場進出に反対す

原子力代行

株式会社

轍

原子力：施設除染のパイオニア
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ベルギーの実業家

労男 爵 が 持 株 放 出
仏原子力産業さらに活況へ

︾

ゆ
ノ

欝

発熱所建設のりードタイムを短縮

は︑原子暴発電解を建設してから

フランスなど︑いくつかの國で

向けて︑しかるべき注慰をはらう

決定プロセスの簡素化と円層化に

遮四脚講のすべての段階で︑慰志

そして︑ザイツ氏は︑﹁B本や させるため︑レーガン新政擢は︑

隣接するまでの盆暮が五〜六三で

だろう﹂との希墾を表明してい
る︒

あるのに対し︑※国では︑十二隼
︻鵠︻一襲一≡一一簸︻藻＝㎜ヨ

レモニス原発の
建設続行を議決
バスク自転州議会

しかし︑その後驚察が冠TAの

テロ樋をごうもんし︑二人が死亡

ってETAがまた伴民の支持を回

して殉教醤になるという顯作が起

一轡機の工事自重状況は九〇〜

熱水力解析，碓率手法解析，炉心損傷解析，燃料挙動解析，

復するという発展をみた︒

る悔勢︒二弩機の進捗状況は二五

西独蝿政府

ブロックドルフの
第二期工事を承認

︻パリ松本亀虫蝋︼哲独のシュ

レスヴィヒ︒ホルシュタイン州政

フ原発︵百三十六万五千KW︶建

騰は︑二月十九繍︑プロックドル

設の第二期工饗︵原発本体建設︶

る︒

原子炉安全墜下

︻パリ松本駐伍貴︼スペインの
バスク自治塁塞禽は︑レモニス原

脳はテロの衡迫に屈することなく

発︵九＋三万KW二棊︶の建設工 九五％で隼内には運萩開始ができ

バスク自総州政府は︑運転開始

％である︒

岡建設工鱗は二月九三武装テロ

続行されるべきだと議決した︒

大織報キャンペ；ンを展開するこ

原子力の発電
スウェーデン

シェア30％ヘ
︻パリ松本駐在興︼スウェーデ
ンの霧鐘羅のなかで原子力発電が
占める比粟は︑フォースマルク原

︵裡渓党多数︶と藁岡で岡原発を

U︶が多数を膚め︑ハンブルグ節

態設・運転することになってい

︻パリ松本駐僅農日パシフィッ

ク・クレーン轡が田本から運んで

四ゾコンテナi六燗︑薫十ゾコン

きた便用済み核燃料二十ゾ︵七十

行っている原子力技術の総合コンサルティング会社です。

灘響ぐ

ら

ったため中断された︒この人籔箏

ETAが岡原発技師長を人蔭にと潮には催民投票を行い︑その前に

の額落＋懸ベルギー・フランから

OO隼までには極端に減少すると 力で感賞するため必嚢な輸入石繍

／簸講

核鰍料輸入額十五傾ベルギー・フ

ストは〜二︒七サンチーム︑ショ

発のシナトム社のKW11墨たりコ

≡

ーネに上った︒

原子力で外貨
を大幅に節約

テナ⊥爾︶が二月十臼︑シェル

ブール港で聴揚げされた︒コンテ

原子炉安全解析技術者募集

綴凱︑︑

饗．
讐〆
愚棲乏．

彫㍉
も

ギ．

予測しているが︑﹁しかし︑原子

ションの開発利閑を進めるプログ

ように無能力であることは︑濠さ

篇§篇一㎜扁＝簸藁＝鐙

ス・ベーテ氏は︑※国原子力学

ベルギー
︻パリ松本駐在貴扁ベルギー贈

パシフィック・澱ナジー・凝ンサルタント株式会社

垂込︑その支配権もフランス化
されたわけで︑フランスの原子力

なったわけだ︒

産業は犠実ともに独立することに

なおシュネードル・グル⁝プは

約酉五十社︑従業員総数十二万

枇︶︑不動産︵サボワシエンヌ社

力発鱈が主要な役謝をはたすなら

六日再開した︒

︵スピー・バティニョル・シトラ

など︶︑銀行︵ユニオン・ウ幻ペ

とを約栗している︒7箏は二月十

鋼︵クルーソ・ロワ1ル祉︶︑電

祉︶︑エンジニアリング︵スペ

TAに強い及感を蓑明した︒

っていたといわれる︒

機︵ジューモノ・シュネードル

イシム︑CLアントルプリーズ エンヌ︶などに進出している︒

件は悲劇に終り︑バスク住民もE

フラマトム往は︑ウエスチング

鋼業︵ノルマンディ︶・土木碓設

枇︶︑造船︵ダンケルク︶︑璽鉄

る︒原子力産業のほか璽機︑特殊

人︑整商四蒲出湯に近付いてい

ハウス社との特許権契約を︑期間

に対抗する嚢叢銀行スエズもねら

は祉長になれなかった︒六九軒将

を一票繰上げて破尊した︒

しているが︑ドゴ⁝ル将藩儒命中

耶の死後︑社告に就任した︒ジス

らシュネードル・グループを支配

トム社の親グループの持橡会祉オ

カールデスタン大統領もベルギー

︻パリ松本駐在鍛︼フランスの

グジリエ⁝ル・ダントルプリーズ

原峯炉製造メ⁝カ⁝であるフラマ

・アンデュストリエル・エ︒フィ

原子力発雌騒は九十六惣八千万

ランを藻引いたものである︒

の実業家によるフランスの原峯力

KWHで︑この羅を蟻湘火力で供
さらに︑石町は︑一九七覧薙に

摘し︑この遅延の繰網は原子力規

ないだろう﹂と述べた︒

ば︑それほどひどい箏態にはなら

ナンシエール挫の支配権が︑ベル
薩業支配を好ましくないとしてい

以上もかかっている一と現状を捲

た︒

樋格は一ゾ五千ベルギー・フラン

Q二十万ナを必要とする︒軍均

給するためには効羅三八％で石磁

には︑一三・五％に減少するだろ

を占めていたが︑二Q三〇葎塞で

制委澱金︵N鼠C︶にある︑と批 は盤界のエネルギー衡源の四四％

さらに︑﹁来圏が必死になって

判した︒

子力発電誤の許認可︑および四界

ラムの復慈を呼びかけ︑その中で

に国象的恥辱というに等しい﹂と

鱗難規制の円滑化訴える

原子力の促進を声明

の瞬叢銀行パリバに移された︒

支配したが︑フラマトム社には原

る象いでクルーゾ・ロワール社を

七鷺隼には︑灘券敵引引におけ

ギーのアンパン男爵からフランス

パリバは持株会祉に対するアンパ

アンパン象はまだ岡枇に対して

ン男爵の持樵三日％を買った︒

だったから藤十懸ベルギー・フラ

的な規制改顛の纂体的対策をとる

もとくに︑原子力聯帯に対する人

まで需い切った︒

ンとなる︒チアンジュ︑デル爾原

う︑とつけ加えた︒

米国の蒸気な科学蕎たちは︑鍛

よう要望した︒

給源における原子力の正しい泣脇

為的制約をなくし︑エネルギー供

ているとき︑政商の一機関がこの

海外石油敏存からの脱却につとめ

近︑ワシントンとニューヨークの

ザイツ氏は︑まず︑米国が利用

ることになった︒

七八駕︑舅爵は誘拐腐縁の対象
二つの場所で記蓄二輪し︑原子力

できるすべてのエネルギー︒オブ

子力庁︵CEA︶が三〇％出資す

となり︑二が月の盗禁で身心とも

﹁エネルギ⁝の蜜定確保のため

エネルギーの利羅健進を訴えた︒

三〇％の株をもつが︑旧劇は社擾

に獲労したようだ︒そのためシュ

の地織をしりぞく︒残りの携はシ

っている︒

ネードル・グループ支配がゆる
の科学技術番の食縣︵S狂2︶の

ュネードル︒グループの諸社がも

持株引引は︑シュネードル︒グ

会長であるフレデリック・ザイツ

ユ篇≡三≡ ヨ 遷 ︻ ︸ ㎜ 一 襯 ＝ 三 三

ー原発は二煮サンチームだった︒

ループを賓配しているシュネード
みグループ内で紛争をみた︒こと

氏は︑ワシントンでの記一会毘

＆裟

ル社株の四四％を保有し︑クルー

ル筏が蕊黛聞に八継漏の欠損を出

に鉄鋼業危機でクルーゾ・ロワー

で︑レ；ガン政権に対して︑財政

⁝

海臣

ゾ・ロワール祉を総じて︵五一％

上・予算上の改軸を︑実効あるも

＝螢

以後に︑ザイツ氏は︑門原子力

にウエスチングハウス社の一五％

るがした◎シュネードル・グルー

して︑グループの財政的基盤をゆ

箪

付けを再確認するよう強調した︒

が加わる︶︑フラマトム社を支配

⁝き︸＝︻蕊≡箪惹一簗一＝

プ支配では魑機のCGE︑パリバのとするため︑放射性廃強物︑原

＝ヨ＝⁝箪＝鑓

九六三隼か
⁝

驚一一＝≡蘂︻琶一簸ヨ︻︻琶篇霧一一

している︒

アンパン 鋸 爵 は ︑
ﾑ鰹＝＝篇﹁二一

一二機はすでに一月から試運転

％に引上げられる見殺しである︒

の二七・一％から八一隼には三〇

SE2は︑全米の大学や研究機
を承認しに︒
発二男機︵宣す万KW︶が八月か
岡州はキリスト教民主党︵Cg
ら営築運転を膿めるので︑八O奪
関の約千人の科学暫・研究蕎でつ
廃駅物を処分するためには・ボ

かかっている︒

くっている綱織︒エネルギー問題

もう一つの報告慰は︑同じくN

催のはこびとなったもの︒

の正しい解決に向けて︑その麗鱈

放射性核種の漏洩を引趨こす司能

な知識︒経験を︑政府︑マスコ

プからなる︒一つは︑処分場から

た地磯と同じくらい健金で︑周闘

績にもとづいて︑処分場が廃山物

ャフトのプラギング扁と題するワ

EAが開催した﹁ボアホールとシ アホールのプラグが︑充の隔離し

経済協力開発機構︒原子力機関

性のある一望のイベントを確認す

︵0獄CD・N鶏A︶は︑ こ の
を借
ほ金に封じ込めておくことがで

ることであり︑もう一つは︑それ

ラギングの分野におけるデータや

発二墓の総工費は約六十五億クロ

デミー︵NAS︶の会擬をつとめ

中︒一類機と謡わせて葎問颪牽億

ミ︑公衆などに提供している︒

射線の照射に耐えられるものでな

の地球化学的環境の中で化学的に

証することはできない︒

放射性廃棄物の地塁処分の概念

ークショップの議纂録︒

壼るかどうかを︑立趾あるいは反

による影響の解析である︒

これによって︑放射性核禰の地

ければならない︒

たこともあり︑現在︑ロックフェ

檎報の検討②長寿命プラグを設計

会がニューヨークで開いた記者象

一方︑ノーベル鐡受蹴蓄のハン

ラー大学私欝教授︒

するためのさ京ざまなアプローチ

るため︑さらには︑威少しつつあ

麗で︑﹁来国は︑石癌に羅き換え

シェルブール

安定で︑しかも︑濃展︵熟︶や放

に関遮して︑二つの報鑑欝をあい
したがって︑雌顧処分場に関係
するすべてのリスクが論容できる

逸む安全牲評緬硯究

﹁ボアホールとシャフトのプラ
ギング﹂に関するワークショップ

は︑各種タイプの地願が廃簗物を

についての悪晃交換③騨門家間の

は︑①ボアホールとシャフトのプ

質環擁中における移行経路と入闇

長期間閉じ込めておく能力に頼っ

罐EC舶高ルベ廃棄物処分で報告

SE2樋門のフレデリック・ザ
KWHを発露し︑スウェーデンの日本からの燃料
イツ氏は︑以荊には全米科学アカ
発蜷璽の一Q％を供給ずる︒間原 を平穏に陸揚げ

ど・醐レベル放尉性廃棄物の処分

ついで刊行した︒

〜つは︑﹁地暦処分場における
放射牲核穐の放出シナリオ扁と題

する報籔繍で︑一九八○年九月に

N避Aが空催したワークショッ プ
の内容をまとめたもの︒

擾寿命放射性廃爽物は︑非常に

程度に小さいことを保諦するため

に対する潜在的影響を検討するこ

スフィア︶から隔離しなければな
らない︒この廃棄物は︑一般に︑

の唯一の器用的な方法は︑廃当物

長期間にわたって生態關︵バイオ

地下の深いところにつくられた地

協力促進一iを醸的として︑※エ る石細葉源をめぐる聴従の危険を

に鉄道︵エクールドルビルまで︶

ている︒その安全性の一部は︑最

力趨二会︵UU露B︶はベルギーナーは岡臼中に擬留隊の謳送の下

とができる︒

とトラックでラアーグ工場に運ば

の必要な隔離期聞中に超こる司能

て外纐九十五旙ベルギー・フラン

は平穏嚢に行われた︒

れた︒早強は馬瀬デモもなく輸送

が一九八○年に康争力発電によっ

た︒これは原子力棄石緊を璽簡火

相嶺分を節約できた︑と発褒し

Aが昨年五月開健した︒報鑑羅に 拡大しなければならない﹂と語っ

ベーテ践は︑石揺は西懸二〇

た︒

ネルギー雀の協力のもとに︑NE さけるため︑原子力発電の利用を

議論の内容が収録されている︒

は︑ワークショップの発嚢論文や

流物の埋設に用いられるボアホー
て︑放財性核種の放出解析を強力

閉︶がうまく行われたかどうかに

ルとシャフトのプラギング︵瞭

東京都千代照区神言錦町3−11−1

干100−91

スペイン北部のビスケ一鶴に濾したと
ころに建制中のレモ漏ス原子力発羅所

NEA二身も︑国際協力によっ初地質解析に漂いられ・その後廃
に進める必勝があると認めてお

性のあるすべての封じ込め破壊膿
象を薯慮した総禽的な安金解析を

り︑昨無九月にワ：クショップ開
この安全評癬は︑二つのステッ

詳細については下記までお問合せ下さい。

璽

行うことである︒

O3一一296−3135

TEL

一一

INCORPORATED社の臼本に於ける代理店業務を

当社は，米団￡N猛RGY

響
医

讃
麟処分場に処分されるものと薯え

廃翼物処分の場合に蕩察の対象

られている︒

となる時閣のスケールが罪常に擾

期間にわたるため︑実験や操業実

東鄭予代駆有衆二四郵｛竜門毎100

総友商事株式会祉原子鰍料部内

＼セメン←

F・ザイツ氏；

環境被曝評価解析

（広報線）
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安全規剃行政充実へ

国際科技博措置

質聞席にたった醸野氏は︑科学

姿勢をただした︒

技術︑とりわけ匿大科学が環境に

たあと﹇博蝿食では︑このような

もたらすマイナス颪についてふれ

法が衆院を通過
昭和六十葎三月の肛囲をめざす

論議が趨こっている原子力につい

薩大科学︑とりわけ︑国蔑の間で

国際科学技術博覧金のための特別

描麗法案が二十欝ひらかれた衆議

﹁原子力万能という形で展噛する

てもとり上げるのか﹂と切り出し

院本会議で採択され︑参院に送付
されたが︑これに先だつ十九日︑

めた形で展添するのか﹂と︑政府

のか︑または原子力の反省もふく

岡法聚の審議を行った衆議院・科
学技術委綴会で︑社余党の闘野市

側の籍えをただした︒

朗氏は︑博鈍会と臣大科学とのか

かわりあいをとり上げ︑政閥側の

低レベル放射性廃棄物の試験的海

してクローズ・アップされている

の安全確保短策で︑嶺颪の課題と

核燃料サイクルの確立に向けて

海大学教授の調査を紹介し︑門原

澱が汚染されている﹂との山本藥

さらに︑岡南長は﹁簸近︑むつ

ない﹂との考えを示した︒

いても研究していかなければなら

﹁科学技術︑技術

ﾑ匿ーーームロ﹁コ需圏噂一一＝1＝冊一羽田国幣一＝1；篇＝一囲障＝＝1＝需幽冊2冨髄二需−曽冊営＝一帽＝篇篇一−隔竃一＝冊一酬篇幽冊魑了

工学的蜜全研究では︑原研を申

BWRの冷却材嚢極暑故実験︵R
洋処分では︑﹁内外関係蕎の理解

子力船のみならず︑汚染閣題につ

継に緊急炉心冷却実験装躍による

丁麗−事故の教訓を反映
原子力安全姜員会︵吹田徳雄書筐藻︶は二＋三磁︑義子力労金にかかわる昭和五＋六義慶の原子力

盆規律行奴の充実②防災対策の充実③安盆確探のだめの二藍整備④七千協力の携進llなどをその骨

OSA⁝厭︶など︑一戸の安全研を激て︑試験的海洋処分の実施に

難解繍灘
努める﹂とし︑三図上︑五十六母

また中川擾官は︑地元視察の蛮

究をひきつづき推算するととも

いくとしている︒

的として﹁ホタテの偶況がきびし

経済協力關発機構︵OECD︶

科技政策婁大臣会議

ゆ︸一

こ

モリ

購醗繍︑

難
鰹雛

婆避

恥〜

麹鰹

開発利婿麸本馬溺を決驚した︒昭和五十六黛度の予算の成立葬酌提として決めたもので︑①僻耳力安

原子力施設の安全審査・検査と

鹿の鍵施を兇送った形となってい

いので︑ホタテ漁業をみるのが中

CSTP大嶺余議は究鉱に高

とECおよびユーゴスラビアの科

ノ

離

ゴ憾轟

子としている︒
一一十駕臼に決定された綴本計画

に︑五十六隼度からは︑船舶技術

心︒せっかく行くので私の闘えを

革新が不可欠﹂

以上のような基本方針のもとで

る︒一方︑低レベル廃棄物の陸地

運転箇輝黒雨の体制整備︑充実︑

処分では︑飛来に備え︑新たに原

によると︑五十六隼痩では︑原子

かかわる総禽的な安全研究を実施

安金星準の整鮪という従来の概定

研究所で︑便用済み燃料の輸送に

方針から︑原子力発鱗所運転員の

のその貝鞍的施策では︑昨琿に放

力発磁のより一魍の安全性飼上を
射線障憲防止法が改犯されたのを

潮脚にすえ︑その施策を︑より剛

の科学捜術論策姿員会︵CST

開催されるもので︑今回は六圃

織豊講譲
聞いてもらいたいし︑地元罠の悪

ふまえ︑放射線利用旛設の検査や

研で︑環境シミュレーション研究

資質向上対策の強化を新たに加え
する︒

体的にあげたのが大きな特徴︒

闘︑パリのOECD本部で開催さ

P︶大麗会議が︑十九︑一一十の両

今鳳の会談では外洋聖職の詣し

國◎OECD猟盟国の二十四か園

原子力の安全確保のための基盤

ついては国会の都含などもあっ

防災対策では︑昨黛六月︑同委

兇もききたい﹂と述べた︒日工に

員禽が﹁原子力発贈所等周辺の防

に焉滅する方針︒

代行して行う指定代行機関︵放射

放射線取扱主任蕎免許など︑国を

整備では︑二士−蟹故に関上し

は出なかったが︑澗野職長は三唱

また︑ひとつの灘故が︑世界の

たのはそのため︒

その基本方針では﹁こんこの原

災対策について﹂を決嬉したのを

て︑原子力発購所等の運転員の長

の賢聞に冷えて﹁私は︑かねがね

子力開発利驚の進展に対難してゆ
線蜜金技術センター︶の役謝と︑

ふ家え︑地方公共沼本や陥係機関

期養成計画︑資格制慶等の整備を

れた︒

原子力界に董大な影欝を諾えると

その実施体制の整舗などを︑安全

の防災業務翫画︑地域防災計翻の

母港は大湊港と蕎えている﹂と

が出照した︒日本からは醐平公友

学技術政策を担署する大阪クラス

はかるとしている︒

し︑考えの変っていないことを明

て︑まだ國まっていない︒

ンド︵TM王︶原子力発霜所瑠故 いう原子力の特殊性︑国際性か

てとり上げているのも新主軸のひ

規舗行政の充雲へ薪たな脳簗とし

くためには︑スリーマイルアイラ

の教訓もふまえ︑原子力の安金確

を︑拡大・強化する方針︒翼体的

ら︑五十・六三蔑を契機に国際協力

いる︒

らかにした︒

！！一多！グー多妻一多多グ蓼タ！
のの︑﹁姦ンから三律ていどの︑

蒲欠の役継りを果すとの共通の認

イノベーション︵技術革新︶が不

社会的発展のために︑科学技術と

および発凝途上国双方の経済的・

くの共通な問題を解決し︑先進圏

下︑インフレ︑エネルギー等の多

会議は醗終臓︑経済成長の低

欠である点を強調した︒

済・撤会の発展に科学技術が不評

イン・スピーチを行い︑今後の縄

科学技術庁政務次宮が諺黒し︑メ

許容範囲内での誤差﹂とし︑こん

一糠の充実︑整備をはかるとして おしすすめ︑運転尉の資質向上を

傑対策をさらに充実し︑安全性の

多

﹁期限内完了に努力﹂

とつ︒

するため︑IAEA︵国際原子力

一層の向上をはかっていく必硬が には︑蜜全規制︑安全研究を推進
ある一との現状分析のもとに︑安

機関︶の採金基準作成肇業に参

節醐﹂︵麟擬・伊藤俊央関購醐社

約十田閣にわたり﹁原子力訪※便

電気戴冠連△口禽は二十八田から

戯事連

節団を派遣

原子力訪米使
この改修工瑠には︑それほど大き

な影響はないことを強調した︒同
蒔に石渡轟轟は門経琿変化による
船体のひずみはない﹂と︑船体の
健金性も力説した︒
中川・河野会談

擾︶を派趨する︒

わが濁が原子力発磁開発を促進
していくためには︑来國を中心と
した磯際聞の相等理解と協力がま

についての大臣幽暑殿を発表し閉

識にたち︑門今後の科学技術政策

会した︒

輪転印刷に変更

原子力産策新聞は︑来避署

︵四月一百署︶から︑記難の

迅速化をはかるため︑輪転印

欄とします︒したがって︑紙

段となります︒
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羅町むつ問題で会見
佐世保ゐで改膨工響中の原子力

全規制行政をすすめるとしてい
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﹁ぜひ現地を

むつ市痩が串し入れ

見て欲しい﹂

すます電璽になってきている︒

こうしたなかで来国ではレーガ

中川一郎科学技術庁長宮は︑原
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した︒

すすんでいることを改めて強調レ

委員会で︑原子力船﹁むつ﹂の工

野むつ余響は︑﹁政治的な大きな

今画の使節団旗趨となったもの︒
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と︑再度︑動脈内の工蟹終了に向
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辞譲訪問先としては繍務雀︑エ
とどめ︑明確な即答は避けた︒

ことをあきらかにした︒

程で︑設計とは異なる多少の誤灘

書物節団のメンバーはつぎのと
があったことについては認めたも
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国際 情 勢 ふ ま え 対 処

そして︑核物鷹防護条約につい

は厳正に受けとめなければならな

住民の審判が下った結漿について

そして同罠官は旧いずれにせよ︑

とりくんでいくことを強調したQ

する初期段階の広報対策擬として

薙度からは︑原子力立地地点に対

これに対し戸窟課良は﹁五十六

策をただした︒

動の謙譲性を揖摘︑政府側の対応

明したあと︑初期段階での広報蔵

商業用遠心分離機製造との継妻雛

原型プラント閑遠心分離機製造と

ついては﹁膿縮役務の醐給状況︑

釧﹂によると︑商業工場の建設に

署名各国の批准がおくれている
騒大の原肥は︑テロリストなどの

い︒だが︑後週する材料とはしな

覇気窮業連食会は︑三月一点付

を蕩駕することは盗然としても︑

ては︑まず霞力業界が霊体となっ

て︑これにメーカー箸関連業騨が

参加して民閲ウラン縫縮会社を設

換の工場を霜露にのせるとの構想

立︑蒋来千〜三千ナSWU／年規

た核物質防護家門部会は︑必要な

なお︑昭箱五十一年に設翻され

窪川町属に対し伊方発電所への招

麟艦力はこれ濠で︑三千籔葭人の

また︑八木界氏︵社︶は︑﹁四

が予定されている商業工場の技

疲化方針をふまえて︑将来︑建設

連納金が打ちだしたウラン濃縮國

タートさせた︒当無十一月に岡

水船毎昭驕西界磁副支配人︶をス

商業化への異体轍略をつめてい

界との対憾︑調整の窓口となり︑

の業携を行うとともに国や関係業

濃縮技術・経済性の評価lIなど

盛一では①濃縮役務遜譲の調査①

こうした胃漿をふまえて﹁禅備

が担えられている︒

審議を終了したため︑二十田付け

らかに︑窪川に原発を設置しよう

待旅行を実施した︒これは︑あき

けで︑ウラン濃縮華舗蜜︵察長・

で廃止された︒

で︑経済がしっかりしていなけれ

陽エネルギー︑地熱などの開発ま

しい進歩を反映して︑気体検出

参加があった︒

名︑國内から一二御名の騨門寡の

甲
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ての整備をすすめるとしている︒

国外犯の刑隅方法︒刑法の原論

い﹂とのべ︑住民の禽慰づくりへ

遠心分離機の経済的な脳薩規模答

判を行うという﹁現地主義﹂にも

は・犯罪の発生した地︵国︶で裁

を考慮すると多少早めに商閑プラ

ントの建設が必要﹂との考え方を

新たな予篇︵一愛二千三蕩万円︶

描翻を講じることにしている一と

ていくことをあきらかにした︒

の鍛錬な門累材﹂として位照づけ

あきらかにしている︒

ければならないと痛感している﹂

るまでの圏内法の整備が大幡に遅

のべ︑政府としても齪岡きな姿勢

とづいているためで︑批准にいた

また︑逓産雀の戸専修原子力発

でとりくんでいくことをあきらか

確化まで︑具体的な施策がもりこ

れているのが爽憾︒したがって︑

鱈課長も︑﹁地元の理解と協力を

にした︒

まれていることから︑岡報街掘を
笹島︑こんこの核物質防護の指針
条約の発効に必襲な二十一か圏以

得るという立場から考えると︑こ

原子力委員象としても︑このよ

と︑リコール成立を︑これからの

ては︑咋年六月の蟹︒い曝︒︐ラインはもま︒︑昭溜＋
ては︑ニャ四か醐が霧溢している

商業化へのスケジュールについ

とした︒

上の批准には︑租当な期間を要す

また・法令整轟などの体制整備

うな国際碁勢をふまえ︑核物質防

門教訓篇としていく窺え方である

原子力をすすめるにあたっての

専門部会の報告書指針に

んこよりいっそう努力していかな

ったく閥題はないのだが︑圏際贋
護条約への批准は立際動向をみき

に険討を行ってきた結願︑1AE幽幽に環蜜が採択され︑五尋π幽

ものの︑批准はスウェーデンだけ

節事遼

るとみられている︒

原子刀委薦会︵蚕員長・中川一郎科学狡術庁罠窟︶は二す目︑わが国の岡情に即しだ核物籔防護の

叩上から法的整備をはかる必要
わめながら慣重に対処するとの方

霊月門経から響磁のために開放さ

と一薔年間はある︑との蕩えを示

ばならない﹂と述べたあと︑コ︸

●ソフトウェア技雨讐を募纂していま夷わ問含せ

については︑実際上の核物質防誕

雌木方針を淡輸した︒それによると︑昨奪六月ニヒ六口︑岡委蝋会の核物質防護轡門細金がとり法と
が・わが照の原子力平和利用をは
針となったもの︒

れている核物質防護条約への二本

した︒﹁霊牌は資源はあっても︑

十一画題になれば︑まごガメが育

管︑位躍横難器などの新しい成果

器︑楽観体検出器︑光懸子増箔
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かる士でも有力な撮保となると覇

二十躍に原子力委願会が決定し

A︵欄際原子力機関︶のガイドラ

く︒

認証・原子核研究所

の国際会議開く

索泉大挙原子核研究駅︵IN

S︶は三月二十三澱から四田間︑

の開発をあげ︑特に原子力発服に

口本に入ってこなくなることだ︒

って親ガメになる﹂と撒踊した︒

が報告され︑活発な論議がくり広

昌離乳

圃

東

販く06）241一41…1（代）

大

からみれば︑行政指樽士から︑ま

子力婁澱禽の決罵によって︑核物贋防護をめぐるこんこの焦点は︑鯛内法の整備をはかる原子子等規
断・鵬翼の原子炉箸規制法の改正

た方針は︑①昭和菰十五隼六田〃二

イン︑原子力費材の輸綴にあたっ

ことを示唆した︒

制法の改正にうつることになった︒同改正案は︑懸盤の†一肩からの通常鰹蕪に提出される並幅︒

十・六田に核物質防護騨門部会がと

を強くうちだしている︒

りまとめた露盤鎌を指鉗として︑

ついて調査のメスを入れようとす

術︑経済性︑濃縮役務罵給などに

ラン濃縮についても検討が開始さ

﹁放射線検出器﹂

としている計爵的なものだ﹂と政

るもの︒魁甥趨では︑すでに再処

という現実をふまえ︑批准に向け

これに対し戸窟原予力発電二恩

的な対感力針︑国内法の整備の明

長薯はh今團のような︵リコール

理については凹木原燃サービス会

鰐倒につめよった︒

コ〜ル間題﹂をとり上げ︑政府側

社をスタートさせており︑下闇ウ

ての条件をもりこんだロンドンか

窪川町娼問題教訓に

して︑このようなことを行うこと

は︑﹁電力会社が︑広報の一環と

こんこの核物質防護施策をすすめ
る②関係行政機脳においては必要
に応じ核物貿防護にかかわる法令

は︑現地での複瓢な政治七情・富

成立という︶擬態になったこと

れることになったことにより︑わ

まず質疑にたった田野市朗浅

の考えをただした︒

は問題ない﹂と︑祉会一般的に容

が国の核燃桝サイクルは

和五十五舘︵〜九八○年︶乙月に

国でも間題があるとされている

であるとのべるとともに︑伊方兜

認されている範囲内での伊方国学

ついては﹁蔵本は平和憲法をも

産油国は︑だいじな石油資源を細

一方︑ひきつづき行なわれたパ
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︵︵︶は︑﹁今圏のリコール成立

︵スターングラス︶教授による影

衆議院・科技委で論議

響などが張なって起きたもので︑

開放された核物質防護条約につい

て︑原発はいやだと悪心表示した

は住毘が︑醐接民霊事誤によっ

ンポジウム讐放射線検撮雛﹂を開

東奈・圃民隼金中央会館で二二シ

つただ〜つの麟であり︑また︑た
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ネル討論には︑都田泰正索大教
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理学の実験的研究では︑多覆多様

れるのは︑原子刀が他の塵業と大

局い検出器の開発︑三次元的空闇

プレックスで曳

原子力開発／構造解析／寳原探査／地震解析／宇宙開発／環境解析
自動設計／交通・物流／物理化学／化学コニ学／図形処理／気象研究

構築に成功した複数の異機種コンピュータ・コン

匝『

M−190

74（CDCクラスタ）、およびFACOM

CYBεR

等量門口灘・

鵬

じことだと例承した︒

その申で︑都甲教授は原子力の

固氏は鰻後に︑﹁人間が顧脳で

中東の石抽輸出撒の減少に対処

安全闘題がこれほどまでに論議さ

作りだした原子力を台本の制度の
中で育てあげ︑田本入の篤学のた

えあればこれから先︑新しいエネ

するため︑同氏は﹁入間の絹目さ

ルギーを作り出すことはできる︒

きく迎っているからだとし︑①核

分布の影藤を容態に取り出せる輸

圓のシンポジウムで︑これらの開

出装罵などが求められており︑︿︐

た︒

問題はいつまでにそれが間に禽う

部未解明④多

アレルギー②潜在的危険厘の大き

氏が酒発な論議をくり広げた︒

だ篇と強調し︑講凝をしめくくっ

エネルギ⁝問題シンポジウム門圃

加響約千三禰名を集めて開催し

窯ず︑大晦内議畏が﹁照木経済

た︒

とエネルギー問題﹂と題する基講

次に︑生田壇朗・田本エネルギ

かだ﹂と述べハこれから先十五無

さ③放射線影響の

⑥テロ行為燈心⑦放財性廃棄物投

望で高度な蓉門分野⑤核物質防護

もするようになってさえ﹁嵌だ蕊

間︑石癌の不罵と騰上りを埋める

ルギー政榮の課題扁と題する報告

子力﹂の三つをあげた︒

ものとして﹁石炭︑天然ガス︑原

瀬瀬を行い︑﹁爆界のどこの国よ

ー経済研究所理購畏が門亡命エネ

ス︑原子力などのエネルギーの位

を行ない︑石油︑石炭︑天然ガ

だ︑なんとかなるだろうと思って

屑を細めて経済小鮮でやっていこ

いる人が多い﹂と驚鐘を賜らし︑

うとする考えの人もいるが︑ある

わりあいが深い︒日本は押しもお
されぬ経済大漁となったが︑阿が

また︑盆議と並行して測定器展

棄11の七点の特微をあげた︒そ 発課勢が明らかとなったQ

そうさせたかと漏えば石油であ

さらに︑原子力を﹁野球にたと

3

示会が開かれ︑関係十四社が議品

が大切だとうったえた︒

して︑参加蓄の翼味をさそった︒

で隙蝿的禽懇を得るためには︑な

閲係

儘頼

して︑このようなむずかしい分野

きない漏とし︑また︑﹁動静︑太

ってその人たちだけでは野球はで によりも作る側と住罠との

ッチャーだ︒しかし︑だからとい

これから発寒されるものも含める

岡氏は︑石油は闘鰯闇はもつし︑

えれば四番バッターやエースのピ

そして同氏は︑その対癒策とし

まず﹁石数は三十隼で樒渇する

て︑海外石炭の輸入と療子力発鍛

というのはまちがい篇と述べた

腰付けを明らかにした︒

経済成長のふくらみに達すると︑
歴史のわだちを元にもどすことは

油ショックによって︑買手帝場か

不可能と撮揃した︒

ら売芋満場に移り︑蜆在︑四十が

また︑その石油奪格が欄次ぐ石

を強調した︒

る扁と述べ︑エネルギーの璽要性

りも日本はエネルギー開題とかか

めに国民愈慧のもとに進めるべき

罵生酒とエネルギー間着﹂を︑参

大河内

〔適応分野）

CRCが世界で初めて

CRC複合システムは、
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許鵠認可改蓋繊へ第一歩

NR発
C電所11基が対象
※原子力規舗後編金︵NRC︶は︑議会に対して︑公聴会の迂論をまたすに︑原子刀発鍛所の額走
低出力運転認可を出すことを認めてくれるよう提纂した︒この捉案が実施されれば︑十一日目原子力
発醒所は鰍繕装荷と五％までの低撮力運転を行うことができる︒

議会にあてた添付文欝の中で︑

みられている︒

運転入りが穴蟷に遅れる﹂瞬の報

﹁運転認可待ちの療子力発醒漸の

儀欝を提出したときには︑議会の

米鰯の原子力発電所の許認蒲期

間が恥いことは世騨的にも荷 名

内部や科学貰園からもRRCのに認可することにしている低出力

ている︒

が掘われることはない︑と強調し

運転によって︑公衆の空聞と安全

蕪RCによる低出力運転の暫定
終盤纂は︑上院環境公共禦藁委綴
金︵シンプソン蚕員長︶と下院内
務羅しょ問題委員会︵ユードル一
興畏︶に送付された︒岡提案は︑
三月下旬から照月上旬に開催予定
のそれぞれの委出会の聴聞象でと

チェピーター号の十一星︒

NRCの新しい描麗によって︑

りあげられる公算が大きいQ

影響をうける原子力発蟻所は︑シ
ョアハム︑サマー一鰺︑ディアブ
ロキャ一一オン一︑一一轡︑サンオノ

フレ装具︑ジマ！︑マクガイア
曙︑フェルミ︑サスケハナ一穆︑

TM一

二千〜八千人︒レムと選定される︒

来原争力規制委鷹会︵NRC︶放射線被磯である︒この線羅は︑

全除染作業蕎の中で放射線被懸の

スタッフは︑三月九限︑スリ⁝マ
イルアイランド原総力発電所︵聴

ため癌で死亡する割合は一人以下

約二薗人︶︑子孫への選伝影響は

︵全米軍均の鰯死亡率千人当たり

写翼︶一再機の除染に関する鍛終

の除染方法は十分であり︑また

二人以下︵周じく千人労たり約六

環境影響爾明磁を発熱し︑﹁現存

は︑環境に墾大な影響を及ぼさず

十人︶と予測される︒

るならば︑除染作業による周辺公

の放出塾準にしたがって実施され

〜︑除染がNRCスタッフ提案

ものとみられる︒

︸︑除染作業は班〜九駕かかる

に除染方法を適切に修正すること
ができる﹂と結論した︒

最終輝明総の主な内容は以下の
とおり︒

衆の最大累積全身被曝線鰍は︑気

一︑放射性物質が環境中に無制

るため︑台理繭に両能な隈り・で

御に放出される籍能性を減少させ

掻大きな

二十九賦謹でにフラマトム社が販

支払う︒濠た︑一九八二琿十一月

メゾムと推定される︒

液体排出物で○・OO一五〜丁

きるだけ皐急にTMI二号機の完体排出物で○・八〜︸∵三︑卵︒ム︑

一︑除染にともなう

全な除染を進めるべきだ︒

環塊影欝は︑除染作業員のうける

である︒

に伴い・WH祉とフラマトム社の 国は拒否権をもたないから︑自由
当蟹響が︑対等の立場で技術協力

では︑技術料金の支払いは交換腿

濠での間︑ロイヤルティ料を支払

ム祉はWH社に対し︑

九八八琿

売する発電所について︑フラマト

を比較して行われることになって

恩多︑乙類された技術協力契約
特許権契約の破窺によって︑フ

契約を結ぶことになったもの︒

ラマトム社は︑その原子力発置所

WHとPWR技術で

対等の立場で新襲撃

ウォ⁝ターフォードおよびコマン

NRCは︑一九八三奪まで懲定的

て︑蹴力会社の建設意欲をそいで
怠慢︒無能力ルに対して藥中繕
火が浴びせられた︒

こうした状況を贈禦にして︑今

アイルランド玉敷府は原子力計
画の可龍性を書籍申で︑カーンソ

原発一蹴づつを建設すれば原子力

工襲藩政鰐は今後†薙閥毎難

なるものとみられる︒

するのは︻九九三〜九四鋸以降に

い︒承認されても原発が運転開始

︐

なお︑今鰯の新契約については

結する峯建だったQ

らの要講よりも墾視され︑原子力

叢誌はエネルギーおよび経済闘か

っているQ原発建設の濡れによっ

施設拡張を緩慢化させる要賑にな

①墨髭火力発電は原子力発獣よ

て猛Cは大きな被鋸を叢ってる︒

りもはるかに劉蔦である︒一九八

○環代央に璽油焚き火力発罐所を

火力の場盆は四二％訓醐となる︒

よりも六四％鋤高となろう︒石炭

建設するとKWR当り鱈子力発受

影響を蔓ける︒

手続きを条件にAGR二原発にP デンマ；ク疑原発建設謝薩はな

性は疑わしいQ

奪前に原発の遡転が開始する斑能

原子力施設建設費は割高だが︑
康子群発鍛の経済的利益が大きい

を受けることになろう︒

十分な発注がない腸盆には悪影響

能力と技術的・工業的雲門薩撮は

要をはるかに上園っている︒この

ECの原子力施設建設態力は舗

きである︒

それを圓避できることを述べるべ

悪膨響を強調し︑原子力によって

僧的要囲と輸入石油依葎の政治的

公開討論にあたってはこれら経

椿千五蕎万がを節約できる︒

によって毎蝉石墨齎三十万ゾ︑覇

③雄油価格は為鞍相場変動の悪

②投資を遅らせるとインフレの

影響を愛けている︒原醤万KW

WR峨発を礁設する希鍵を嚢明し いが︑建設の可能性は鵬かれてい

続きは茨だ得思しない︒⁝九九〇

たQこの新原発は︑△二年づフォ る︒現在の政情からいって近い将

れている︒

はない︒櫓力の四分の三は輸入さ

う︒

いる︒

フラマトム社はWH社に対し︑W両社は二無憂から検甜を行ってき

それによると︑一九九㎜一襲まで

建設技術について政総的︑工業的︑

なっている︒また︑輸出について

繭業附に完全な霞購をもつことに

O隼までに新規原発を建設する苧 九〇葎までに強や万KW・PWR

技術の使用について難間フィーを

H祉の宵祭水型原子炉︵PWR︶
ており︑旧契約は一九八二奪に終

続きを述べている︒政府は⁝九八

︐

した︒原子力酎画の漸次の遅れに

門を建設する決定を行いたいとし

傘に今後十悪間に省万KW原発三

一奪から二隼澗公開討論の後八三 のになっている︒

原発建設の闘撒は漸次野心的なも
よって原子力よりも縫済的利得の
低い石炭に頼らなければならなく

想︵ツイト問題が畢急解決︶の場

ているQサイトは欝か燐が識別さ アー・ポイントに六十五万KW原
発建設を提案しだ︒政府は関係雀
委員鼠にこの提黙を贋境︑則政︑

りの実囑は難しい︒歴難が続く場

および原発建設訳業が剖嘱を作成

万KW︶の建設を認慌して︑現往 任しにが︑まだ輻饅はでていな

ネス弼AGR原発︵蛋薦二十五 エネルギー面から評署するよう委

合には予期に囎力上絵力不退が激

する禽理的な箆遊しが立つとする

しかし︑反対が強いので計前通

劇︑九〇隼以降娚纂︶︒

発工鱗は裁判孚続きで巾断され

KW増殖炉原発二基づつが発注さ 化するだろう︒唯〜の建設申の原

蝿解を採用したQ

この実腕には地域および地方当

来に建設が洩窺されることはない

ので資金的に原発建設の陣窃は少

一九八二年以降となろうQ四阿手 一般の原子力の安金性に封ずる
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大麺曳（（＞6＞931−9038

で︑規制の不確実性とあいま っ

きた︒

海外石曲依存からの脱却をめざ
す来週にとって原子力の開発は不

國︑NRCが︑完成した原子力発 ギリンスキーとブラッドフォー

フラマ
トム祉

可欠であり︑麓業界から臨監葛の

薪契約を締聾しだ︒

グハウスな︵W11祇︶は三月十七 これは︑今奪﹁月︑仏山郷懸盤

の懸樋認可を支持したが︑余出力

ドの両NRC委員は︑低出力遡転 仏フラマトム社とウエスチン

厨がWH社製棚悪水型炉︵PWRも
︶︑商業的観点から仏眼出過肩は

電所に対しては︑公聴会手続き終

特許権契約破搬協定を調印したの

了以前でも︑低出力ながら運転認

臼︑スイスのジュネーブで原子力

短縮︑規制の円滑化を求める弼が

発露断仁心の技術協力についての

は多くの躍難が予想される︒

フランス饒現在の原子力計醐は

のほか西独・イタリアと共圓で建

協議ずることになっているが︑来

の黙には及期した︒
︾

運転を麟定的に講珂するとの耳払

巖近︑とみに高衷って衰た︒

一向き存の姿勢をみせたものと

また︑この一月宋に︑NRCが司を出すことにしたもので︑一応
切金に公聴会の長期化傾向のため
︸

には〜九八三無下工できるように

に癒二千五衙75KWにするため
せており︑予窺通り必罰な総斑に
緊急に三千万KWを発噛しなけれ

設串のクレイマルどルの憎殖炉原

欝欝甕政府はヘイン∀ム︑トー

び護巾の原発に秀KWを遡れている︒

壬璽︑欝三＋万KW
禽︑一姦九〇隼までに遡田中およ

している︒一九八O郊には九十万

ばならない︒しかし鷺千万KWの 毎難五蕾万KWの原発発注を予定 なっている︒もっとも楽観的な峯
発庄は錐しく︑九〇牽には〜億千

官財万KW稗農謹でしか実現しな KW原 発 ﹁

西独薩将来の原発規模について

罵四十万KWが遡転開始した︒こ 加できる︵八四郊三基︑八九卑黙

原発十纂が礎設申で八○鎌中に六

はなんらの淡定もない︒この決定

八五蕪以降三鷹ごとに頁

発が八三薙運転開始する︒

各煽の摘勢は次の通り︒

いのではないかとみている︒

は経済︑環塊︑社会藷饗國を書懲

策のワク内で行われる︒過巌数無

れることになるようだ︒この謝爾

蔚をえて九Q隼談でに運転開始す

た︒蚤澱金としては新規原発が認

十万

に入れて作成されるエネルギー政

闇︑原発規横予瀦は漸次縮少さ

で八丑隼には養母の五誼％︑九〇

ルクセンブルグー1原発建設提案

れ・新規発注は覇実上のモラトリ

年には七笈％が康発で供給される

鷺勝馬沖という水難に遠しなくて

ものとみられている︒

一

政肩と州政府レベルでの新たな政

周と環塊派の真鮒を克服して国家

ーク州サイズウェルに建設する︒

◇

も︑醗力朋襲が予想通り増加しな

公開調査は八一一黛に予足されてい

◇

冶韮山悪が必要である︒

をとらなければならない︒石炭火

的利益のだめきわめて墜圃な掛蹟

ギリシャ懸エネルギー計画は﹁

られ︑現在別燗の融犠制度を設け

発建設資金擾助として蒋益と認め

九八九銭降に六＋万KW原発の ない︒ユーラトムの融資制度は原

は二か駈が候補地として識別され

一九八二琿からの計画は約千五

いため︑発囎薪における聡抽消蟄

ベルギー雌原亭力餅田纐は⁝九八

イタリア瓢発懸所ごとに原発サ

竃に関する決楚は必要な特期に行

薦万KWの建設となる︒蝉型の選 巡転開始を峯漏している︒サイト
して

という斑

エネルギー政策第三部i璽

ているが︑サイトと炉型の渓定は

る必要はないと判断されている︒
われる︒印期的贈力強要坤び翠は

オランダ睦政府は議食に提箪と

様のことがいえる︒

匹矩藤でに五日照＋五万KWの原 が増えることにはならないものと
発運転騰始を予定している︒経済
織臼轡は〜九八九無と九一駕に運

みられている︒

るQ

政府は誤た︑必歎な安盆協定と

アムになっている︒〜九九〇薙に

60
心々実施の緊懲性を承している︒

鼠および地方レベルにおける反対

転開始の薫万KW原発各⁝麩の建 イトの受諾凛たは指定に対する地

るのは難しいとみている︒
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素材から航空機・原子力機器まで、

NRC最終環境声明書を発表

力発囎所建設の爾難についても同

三千万KWに選するためには遡邦 ことになる︒原発が葉叢換鐸七千

（ノJkW）

硫黄分く10玖玖m以下）

弗素分（50琵琵m以下）

低塩素分（150PFm以下）

安全に除染できる

轡を導出した︒この臨画は一九九

設を提目している︒決定の酌には

顧を縮小し︑石炭火力依葎を拡逸

油火象眼細事への供給
実際には政臆は必験な認可を遅ら

が強く︑政府は中期に原発難叢趨

十か国の原発総出力を一九九〇奪

購象に提餓した資料によるとEC 議会での審講が予定されている︒

共同体︶委員会が三月庶弟閣僚理

門パリ松本駐在員︺露C︵欧州

ECが「開発規模予測」の申で警告
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讐東北大学賑学部の栗飛正利

や子供を含めた金体的影響はな

に︑自然放射線レベルでは︑大人

常特の被曝碧羅評縦傾は珊表のと

弩え︑一階的に道路規制するQ

行させる︒交通醗の少ないときを

八月のグアム酋悩会議に︑專門家

洋処分は︑国の澱任である︒昨年

ら國に処理処分を牽期に確立する

遣した︒置十三隼十月︑静岡県か

を派遣して︑安金性について説明

洋処分が契現できないまま︑貯藏

一︑二︑受理機金体による人体

離に何万本も低レベル廃勝物を擬

蔵鷺の能力は︑どれくらいかQ海 した︒その後も一 薗︑照門家を派
れも線鰍圏標燈を下回っており︑

闇仮に︑もし飛行機が落ちた

ころだ︒

現蕉︑馨鶏実現につとめていると

よう蟄請があった︒國としては︑
って不安でならない︒

至言二月現在︑浜岡発徽所
にある低レベル圓体廃藁物のドラ

笛
も大丈炎︑水深十五冨でも耐えら

寒季分骨鐡所は︑航空路の保

らどうなるのかQ

いるので︑浜岡上空に飛来すると

謹区城から︑さらに二謎綴離れて

ム笛は二万九千八置本︒近く︑焼

本が焼却司能なので︑焼却処分さ

は想えられない︒象た︑近くに口

却炉が発成し︑約半分の一万六千
輸送には︑科学技術庁が容器を

ム衝貯藏能力四万一一千段目だけ

れる︒現在の貯蔵庫︵二棟︑ドラ

えられる︑など竪固なもの︒

を検蒼し︑県や町も立会うことに

検査し︑還輸雀が醗両︑嵩置方法

れる︑摂氏八門門で継やしても耐

容需は︑九摺の高さから落下して

擬することは︑われわれ住民にと

影響は︑金身で二・五〆．ム︒いず

闇浜岡発醒所の圃体廃棄物賠

おり︒

吹@一躍繊維

教授が︑擬期にわたり︑留城県と

栗冠教授の調査で分かるよう

定羅は十≠粍から測定できる②四

い︒蓄櫨についても同様である︒

かえって心配してしまう︒

千心臓になるには︑ヨウ素の空気
全国を対象に調査し︑臨然放射線

た︒したがって︑①われわれの測

中濃度が︑われわれが憂えている

三号機をつくった場倉︑一

レベルでは・白血病や遡伝病に楚

使用済み冥福は︑八○ナの

︒ムの変動範囲内と考えられる︒

A三暑機を會わせた放射能の放 また︑浜輔周辺の自麩放射線璽ザ

闇

環境よりも一千簸高くなければな

はないとの研究結果をまとめてい

出羅は︑どれ僚か︒輿望麗標憾五

笛

どんな対策をとっているか︒

で輸送される︒投金確保のため︑

〜安全確保一般嘱

る︒原子力発電所による被曝線羅

らない一←﹂とから︑放射能が影

灘度が一一度低くなると︑おしべ

響ではないと判断される︒

毛一千茶あたり数本の突然変異が
発生し︑湿度は非常に大きな膨響
を与える︒したがって︑全体の環

問瀕岡発電駈には膚餉の億湾
設鮪がないため︑縫用済み燃料
は︑発鱈駈から一般道路を通って

わずかの放射線でも︑ある

が非常に小さいので︑安金審査で

がって︑飛行機が上空を逓る確率

剛倉で人体に危険があると聞く︒

衛隊の雄地があるが︑浜岡網戸は

安全霧査が長引いたが︑十年萌に

は︑判断から除外した︒幽として

飛行禁止区々になっている︒した

で︑浜隣鷺弩機が運開する昭秘六

署機の安金審査を

なっている︒発電所から御前蘭緩

になっている︒ある報道では︑こ

行われた一︑一

輸送饗離に入れて運ぶ︒この輸送

ラフ断簡︑石46灘︵せのうみ︶海 なっている︒この横擬地質波は︑

れでは渦足できないという審査蚕
盆薦縁の断闘等を蕩慰︒

ついては再検討し︑十分に余裕の

耐用無数がすきた原子炉は

どう処理するのか︒まだ︑蝶金に

聞

もとづき審登している︒

は︑原子力安金婆の決めた指釧に

すべての繍険を海樽する安全なも

御詰蘭懸まで運ばれ︑そこから船

係

ュード八・六︑縷爽距離五十八詩 災轡の影響としては安政爽海地鑓

の蹟を公表した︒

あることを確認︑昨庫十二月︑そ

〜︑二織機の耐霞押金枕に

と同程駐であり︑安政東海地震で

警

再びやる気はないか︒

代衷できると著えてもよい︒不満

笛

欝本では︑研究炉について

豊暑炉が設齪されるH断層 解体撒表できるのか︒

とが記載されているが︑設計用限

間

耕の明応地廻︵一四九八無︶のこ

答明感地艦については︑地縷

澱がいだと聞くが︒

地纒地帯構造については︑この
地域の地盤規換として上隈と考え

謙だ︑藤下地震については︑マ

震を考慮した︒

承安金籍奮繍には︑マグエチ

のとなっている︒

このことは︑濃墨には分からず・

問

影響を響える必要がある︒

境の中で︑ムラサキツユクサへの
2炉1957

さヨ

轟乃困

さ

通産省の説闇明

験したところ︑惣然突然四丁︵お

浜岡周辺の松菓や職蠣︵か一クサに放射性ヨウ粟をたらして実

き︶にコバルト︑マンガンなどが
しべ毛﹂千本につき五〜六木︶と
糊じ穆度の突然変翼を履す放射能

検毘されたと聞くが︑どうか︒

笛静黙県と中部電力が︑松葉
は四千メ㍑であることが分かつ

懸︒膿鵬
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地
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をもった委薦がいたという襲実は

答H断働は︑六蕩万駕前の地 しか廃炉の経験はない︒商用発電

は濤断願という懸摘もあるが︒

分

ム特殊塗料の弊破：壊検：査機赫

｛一一

界地震のマグニチュードは八・五

問明応地霞では六〜八属︑安

ない︒

らまだ先の話であるが︑国として

炉の雛炉については︑耐用奪数か

ころ︵豪雪二月︑通産省に廃炉委

糞剣に廃輝技徳を検討していると

すべりでできたもので︑破砕の程

食前以降は活動していないものと

員金設灘︑同十二月︑原暴力委に

度が小さく立石麟ではない︒一万

筈蕩駕期待傾で計算すると︑

判断され︑地震時に超大な破壊が

政巣海地震では七〜八譲の大津波

津波の大きさは五綴︒安政菓海地

る︒

生することがないものと認められ

がきたというが大丈夫か︒

発電所の敷地潮面は︑海面よりも

霞は津波解析によると四・五層︒

お︑廃炉の段階になれば︑原子炉

擁炉騨門部会設置︶である︒な

等規制法三十八条で別の規舗をう

けることになっている︒

少なくとも＋綴高いので間題ない

聞三響機は︑地縷問題のため

と考えている︒

ノー

嫌

@ 残黙灘離煙蒋

鴎熟

⁝痔臨難麟繍

−

μ

副

と牡蠣を採取してクロスチェック
したところ︑微量のコバルトとマ
ンガンが認められたが︑ヨウ素は
検出されなかった︒仮に︑擁賑︑
この松藁を薦鰐︑磐蠣を猿鍵羅．食

八ド．説被曝するだけ︒田常の食

べたとしても︑一鰯間でO・OO

生繍でうける二十蒔． ／年に総べ
て一万分の一である︒

欝欝圃のスターングラス教授
が︑スリーマイルアイランド︵T
M王︶燭辺で︑新生児死亡墾が四

か︒

一一
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白
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原
〇％堰難しだとの論文を欝欝しだ

米国原子力規制委眼金︵ N

が︑その周辺の翼糊について︒

讐

RC︶の調鷺精果によると︑ T M
I額故で環境中に放掘したヨウ素

問過張の地震を古文轡から推

の東南海地震では︑安政渠褥地霞

・四︶が一鶏大きい︒一九四四奪

は微脳で︑このような八難のヨウ
素による死亡は弩えられない︒仮

か︒また︑浜岡発臥所が震源城に

定するというが︑どういうもの

ｪ五腿葎︑マグニチュード八 られるマグニチュード八・五の地

に︑影響があるとしても︑すぐに

グニチュード六・五︑腿源距離十

は現われない︒まだ︑ペンシルベ

の腿源域の薩単分のエネルギーし

以上から︑鍵準地震動S1︵設

翼翼の地響を務議した︒

もとづき︑S2︵設計用隈界地

訓用最強地築︶は安政東海地縷に

この放出されずに残っている東

か放出されていない︒

国起る司能性のある滋養を想定巣

園分のエネルギーによって近い報

箸大薫十五年以降の地震は機

禽に大丈夫か︒

含まれており︑臣大地臓がきた場
ニア州の擬健雀も︑﹁TMIから

嫡孫以内の新蛋児の死亡率は︑州

全体と変らない﹂との調糞紬果を

れ以離の地霞は古文欝で調べてい

械による測定データがあるが︑そ

海地震という︒聾唖防災会議は︑

一部にムラサキツユクサが

る︒想定地霞を定めるために主と

地震規模がマグニチュード八︑長

評髄︒模擬地響波の巖大振蟷︑尊

問

出している︒

して採用している門欝ホ被露地蟹

さ語〜菖ご十国記︑蠣賀十㎡綴︑

大加速度振纒は︑S1で四十三・

籏

五十三・九カイン︑六酉ガル︵こ

一勇イン・四篇五＋ガル・s2で

ュード八︒五の地異にもとづいて

原発のチェック法といわれている

総璽は︑既往の様々の地霞螢料

西へ二十〜論難蔑傾斜していると

震︶は南海トラフ沿いのマグごチ

が︑門門家の立場からみてどう

をもとに澱新の研究成型をとり入

設定している︒

一般に︑植物は︑感受性低

れて編簗されたもので︑儲頼でき

れらはいずれも震獲畷に桐嶺︶と
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アは45％に増大

冒

入エネルギーの供絵条件が厳しく

もありうるので猿子力立地はが来

技術に頼るかぎりきわめて合し
い一との別口をあきらかにしてい

工技院製鉄分科

会が最終会合

國の大型プロジェクトとしての謹

中に解散﹂をきめており︑これで

ロジェクトとしての研究を終了す

遅れているため︑いったん麟のプ

このため︑実験炉が軌道にのれ

ることにしたもの︒

﹁謹接製鉄第︸期訓解﹂は原研

とになった︒

接製鉄研究は一応懸がひかれるこ

が計薩している多盤的高温ガス炉

工業狡術院産業技術器議会大型

終会含が二十四日︑通産省虎ノ門

技術開発部会蔭接蟹鉄分科会の最

﹁利用系﹂の建設にあたることも

ス化︑液化など幅広い産業利用の

鉄だけでなく︑化学工業︑石炭ガ

と麗込んでいる︒五十五隼度の推

儒裳は九千七十九鱒KWHになる

いる︒

月二十六門の〜罎機運開十周庫を

薔へ力強い第一歩をふみだし︑三

となる高

ちかくは磁力が握うことになろ
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原子力関係営業種目
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このため報告は﹁岡土の豆体的

ば︑ふたたび﹁璽口﹂を結成して

魚期狡術として地下︑洋上∬地の

系﹂のあり方については︑単に製

警えられている︒また︑門利用

技術開発︑環境審鷺や安金剛鷲に

設計︑建設︑運転する技術を確立

宴験炉に接続する製鉄プラントを

ジェクト醤圓温還元ガス利用によ

ついては︑すでに開発臨標を達成

するのが思的Qこの﹁利用系﹂に

八難間にわたった国の大型プロ

分整で開かれた︒

る騰渡製鉄﹂は昨奪ナ月所期の心

ているが︑

ついての揚劉づくりなど︑新豆煎

的を遠成して終了︑民間側の受け

温ガス炉実験炉のスケシュールが

方式実現への軌道をつくることが
必要た﹂と提案︑まπ﹁海岸のか

皿となった原子力製鉄技術研究組

なってわが国彫金への影響が自証

なりの部分を出めている闘然公隈

盆も二月の理鶏会で﹁五十六零度

化ずるのを少しでも回避するには
翫要颪では雀エネルギーのいっそ

は︑その一部を発心朔の葺地に活

町能聾についての検討が行われて

うの皇儲をはかるとともに︑供給

用できるように法制ヒの冤画しを

して︑世界に誇り綴る成果をあげ

顕では原子力発鱈や新エネルギー

行ったり︑漁業と慰源立地との調

することが必要だろう﹂としてい
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讐・

︸

顎

毎

︑舞

至純嫡

吩ｭ

織蝋．齢

523−6862
TEX 252−2334

TE：X

原子力開発望薄化を
霧甥電力 シ
提謡している︒

閥発を翻速化する必蟹がある﹂と

このうち︑カギを握る原子力発

﹁このま濠いけば輸入エネルギー供給条糊が厳しくなり︑社会への影響がますます深刻化する﹂1
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毘所立地について報衝は﹁環麗保

用については雀エネルギー対策が

服七十四万KWに増加する見込

が︑これはクーラー翻要の伸びが
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ギー供給のひつ迫により︑わが凶の塩鱈縄勢が悪化するゲースを想定︑こうしπ蝦慧の箔態を事前に

となった︒

待たずに一千鱒KWH達成の快挙定実繍は草藁齎二＋八億KW質

から山田轟ムれ伍・で五︒○％穆度と予

遅れているため︑今後かなりの節

つぎに︑巖大鷲力をみてみると

四月に予定されている馳力施設計

十無まで五・五％︑それ以降六十

るため︒

引き続き増測していくと垂込まれ

いています。

臓避していくための異体的な長期エネルギー戦賂をあきらかにしたものσそれによると提汽は離︑O

なかではたす億力の噸要性を強調

電羅は一顧百六十天鰹〜千八闇万

一千傍KWH達成時の各基の発年平均増加欝については五十四年

であり︑約〜・七倍になる謝算︒

している︒

墓た︑報告は二〇〇〇琿の電力

また︑傘回のエネルギー禰給予

る︒

漏要述についてはコ兆〜︸兆千

千二酉万灘している︒

五十年〜五十㈱鋸〜O％程度だっ

化別にみてみると﹁業務用﹂が

﹁小口霜力﹂も七・

たものに対し︑五十庫〜六十五年

○％から五・叢％へと︑いずれも

は六︒二％︑

低下が見込まれているのに対し・

﹁大口電力﹂は四％から四︒七％

へと増加しているのが特蝕︒これ

となった食業の欝エネルギー対策

は︑オイルショック後至上命令

が︑すでに広い範翻にいきわた

め︑︿︐後は経済成長と同程度で電

り・極隈にまでたっしているた

ることによるもの︒しかし・民生

力華客が携移していくと予価され

後発電所を葱難していくうえで基

なった一腎機︵四十六万KW︶は 五十八回駕要想定を発表した︒今

星五十万単方綴の地点︒先がけと

礎となる長期電力嬬要鬼照しにつ

五十五年実績の八千九醤十万KW

覇のベースとなる︒

けの知識をもとう﹂と提案︒﹁わ

の結果＋隼後の六十五庫度の醗力

五鋸までは五％の成長を予測︑そ

．，

金︑地域計画︑原芋力立地霧杏基

OO年に輸入石油が五欝四十万暦／田︑原子力発臨規模が七千万KW程度にとどまったとすると︑G準などを総臼的に検認した繕聚︑
裂地懲能駅としては机︸計算では

素謡KW糧農を麗込むことができ 七颪餌KW虚聞農になる﹂との晃 測では流動的なエネルギー舗給桑

KWH︑三無二璽工士一高一壬瓢 十年闇の矩平均憎三州五・○％

酉万KWH︑四号颪三十御三千二という数学は︑昨卑の予測とくら

KWH︑エ弩一鞭二鰹

蔓立KWR︑石豪雨＋需億八千 べ○・一％滅となるが︑これは家

橘に即応して機動的な予測ができ

を使う新しい解折手法が開発され

るようにコンピューター・モデル

たことも威期的な成果となってい

万をあきらかにしたあと︑エネル

だったが︑二〇〇〇駕には四三〜

る㎏としながらも︑門このうち約
Wという想定︒報告は︑﹁もし︑

るため︑いまから凍子力をはじめとする眠線曙地の促進に強力にとりくんでいく必要性を繍⁝醐にうち

NPの鐸平均旗長螂は黛・七％となり︑纒薦⊥大きな問題が生じる﹂と讐衝︑こうした獣態を避け

だしている︒

今回の 報 欝 は 岡 研 究 筋 の 擬 期 飛
などの翼翼箭開発を要するもの偏

九寒心KWR︑六弩二士二二三イ庭用の﹁電灯一が五・四％から芳

卑平均成長率は丑・七％となり︑

る︒

︒○％・ビルなどに洗われる門業

四五％程膜になり︑こんこのエネ

と︑それぞれかなり減少すること

務用一が六・七％から六・二％へ
四〇％︑二二機二一％︑三署機万

電力は二倍に
躍力調糞会が予測

げんざいの欝欝億にあたる一億七

門昭和六十五年度の鍛大魔力は

また︑年平均増加率を経葎変

七％︑四署機六六％︑万号機六九

十年後の最大

る︒

でいることがえがきだされてい

水炉の定瀟化がいちだんとすすん

て改満をはかっているためで︑軽

の経験を確実に後発炉に反映させ

防止︑改農描翻が充実し︑先行炉

力腐食割れ対策をはじめトラブル

たどっているのが特亀︒これは応

％︑六号機七三％と陶上の一途を

によるもの︒

還開以来の設備利用孫も

四酉万KWH︒

とし︑さらに﹁そのうえ︑実際に

四千万KWは北灘通分であり︑ま ギー蝦圭算要に占める電力構成比
原子力発電七千万KWの場命﹂を
だ約六千万KWは地盤条件の改良 についてはコ九七五葎は十二％
想定︑こうした事態には﹁GNP

笑業蕎数は三酉五十万入に達する

BW民では世界初の懐挙︒一千億

蔚万謎㍊となり︑属発鰭所が策東

に大きく前進しつつある姿

弩機

ルギー最終飛要の増藤のうち六馴

発︵P焦WR三基︑一一齎七十⊥ハ万霊︸

った︒そして︑その一つの方策と

っている人間としての悩みが端的

電力初の原子力発喪所として

KWHを石油に換算すると二千三
に伝わってくるとき︑彼らの合し

がうきぼりにされる形となった︒

門戸
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みが伝わってくるときに︑玉翰が

千五筥七十四万KWに堰加する﹂

全性などについて︑門わかりやす

四十二黛九月碧工︑照十六年一二月

昭和四十一年懸調麟決定をうけて

町と双塾町にまたがる約三

岡心懸所サイトは禰島累双葉郡

く熱心に説明してくれる人が身近

いて徳犀とりまとめているもの︒

の大能

かに少ないことは残念だ︒しか

二十六日から翼翼運転に入ってい

ーー日本醒力調難燃は十九日︑第

しそういう人の話藥をうのみにし

るQ

約が期待されている︒

てはいけない︒われわれもそれだ

また︑原子力発電のしくみや安

た︒

断の規準になると思う﹂と述べ

さがせるのではないか︒それが判

して門原子力発鷹所の技術省がも

艮

は地域社盆の特殊蝦欝などの膨響

こうした郵態となれば︑将来の磁

南外流出により麟際瞑堂の不調を
ことも讐えられる﹂と讐告を発し

木経済は交甥条件の悪化と占得の

ると報笛は︑まず潮提となる人口
きたし︑麟在成長経路をかなり下
ている︒

いわれて五型年たったが︑木嵐に

ひきつづき︑四十九年〜五十四

この六・一％という数字は総醐

ブルを経ながらも︑束京電力初の

爾原子炉関係各種機器、装置
㈱核燃料施設の諸装置
⑭核燃料取扱、交換、輸送装置
⑭放射性廃棄物処理及固化装置

木村化工機

ってとりまとめたもの︒それによ

については二〇〇〇難には一億三
まわる水燦で推移する扁と予測︑

一千億KWHを達成
WHの大台を突破したのはピッカ

講論BWRでは世界初めて

が渡ったからとか︑義理があるか

ないものとの格蕊が広がってきて

なくなるのか②原峯力発罐は木

灘
鋸にかけて︑二〜六号機︵二〜五

要の伸び芳％とくらべかなり高い

をあおるからダメG原子力に関す したちは︑もっと原子力につい

原子力発電所として着実に石油巽

みり奪平均増加率は六・一％︒

に

号機七＋八万四千万KW︑六導機 経済成長については﹁新経済七か

つべきだ﹂と強調した︒

て︑エネルギーについて関心をも

それによると︑まず前提となる
たしたちは

百十万KW︶も相次いで運転入 年謝画﹂をべ⁝スとして︑昭和六

ろうそくの生活

はもどれない︒しかし︑原子力へ

るあらゆる箔報を横から横へもっ

門マスコミは一方挙行で︑危機感 の不笈感はぬぐいされない︒わた

菰をだれがうめるかが問題篇とし

世界風落を運成した福鵬第一原発

力簸給問題研究会が約三葺間かか

千万人に増加すると想定し︑﹁か

簸にとっての纂本条件であり︑大

翼体鰻に﹁二〇〇〇黛のGNPは こうしたなかで報衡は﹁完全雇
率は四︒五％程度にとどまる﹂と

なり厳しいケース﹂︑﹁さらに厳

を貝体的にえが

一九七五年の約三権︑郊卑均成摂 翔の達成は︑わが国経済社会の安

未来図

しいケース﹂についてエネルギー
謂給の

菓束電力の福島第一原子力発電

深刻な祉金鋸題を招くことになろ

所︵BWR六基総出力四品ハリング康発︵CANDU炉照基︑

黒模な失業が生ずれば︑きわめて

また︑蝦告は﹁盤界のエネルギ
う﹂と憂慮するとともに︑﹁低成

＋九万九千KW︶は八日︑総発電

の見方をあきらかにしているQ

；鱗給バランスがさらに厳しいケ
長下では考齢化社会に対応する年

門かなり厳しいケース﹂は︑輸

きだしている︒

入エネル ギ ー 価 格 が 一 九 八 0 郭 に
ース扁として﹁輸入エネルギー価

くに︑原子力となるとわからな

らとかいうことで判断してはいけ

いることにふれ︑﹁このギャップ

に説明することのむつかしさ︑説

一蕎十六万KW︶︑オコーニー原

鮒し実質で一・四悩︑名國で四

格が契質で一九八O年の一︒八 金とその負損配分が大きな問題と

ひとつの原子力発電燐で一イ億K 千KW︶についで三番圏であり︑

魑力蝋一千鱒KWHを達成した︒

億︑輸入石臆の上隈値は六眉万齎
億︑輸入石油五酉困十万齎／欝︑

なる可能性が強い﹂と強羅︑﹁輸

／田︑原 子 力 発 餓 規 模 は 八 千 万 K

中臼新聞社蛍催の雀エネルギー
い︒分子の世界は︑部屋の中に落

ない﹂と訴えたQ

永氏はさらに︑響門家とそうで
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講演食﹁椿らしの巾のエネルギ
ちている十円孟を︑太陽系宇田の
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一目がさ き こ ろ ︑ 名 畜 屋 商 工 会 議
外から探しているのと間じだ︑と

びよせ︑エネルギー問題や原子力

然︑中部電力の酌門家を騰上によ

明されることと理解することの違

をどちらが利用するか︒知識の落

所︑中日 科 学 技 術 セ ン タ ー ︑ 中 部

の話となると︑よけいわからな

闘いたことがあるが︑それから先

永氏は墓た︑講蔽の途中で突

原子力懇 談 金 の 後 援 を え て ︑ 名 古

について︑①石縮はあと三十卑と

こと︒しかし︑投糊した人はどこ

籍購錨永六輔氏が講演

もっと原子力に関心を

い﹂と述べ︑知識を持たない下聞

麗商工会議所ホールで開かれた︒

氏︒会腸には犠古屋市近郊から五

今團の講師は放送作家の永六輔

永氏はまず︑慧知県響川町町長

二人を超える人々が策まった︒

五酉票ということは﹂薫万＋歎

リコール 投 票 に つ い て ︑ ﹁ 得 票 κ

まで懸子力 に つ い て 知 っ て い た だ

いを強調し︑﹁徴の中には

かけるばく大な金をなぜダムの建

をうめた聴衆の代弁考となるかた

とふやさなければならない﹂と語

連のトラ

談た︑エネルギー問題など︑わ

ない疑問をぶつけた︒

ちで︑素朴な︑しかしぬぐいされ

り︑濾力腐食購れなど

ったりくるものがない︒磁綴織に
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