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核防条約の審議を再開するもよう

務委興会︵鯨岡兵輔婁員長︶から

国華は近く︑早ければ埴田の外

艶要法案としてそのなり行きが注

しても成立させなければならない

もの︒それだけに戦国蝕ではどう

成立させないということにでもな

蘭國会につづいて再び今夏会でも

ていないわが國が︑この承認案を

に登霞したまま︑い象だに批准し

る︒したがって︑六年前に岡条約

院議鳳禽館に藁葺兵輔衆院外務委

郎自民党副総裁を︑ひきつづき衆

璽蒙・内顧町の激務所に椎名悦三

根宗

政第委員ら菌脳はさきに︑

土光敏夫核防条約特別委面長︑松

後の協力推進円滑化でさらに大き

されていただけに︑岡婁員会は今

うした調整機関がなく不便さが残

換など行なわれてきたものの︑こ

員畏をたずね︑核拡散防止条約

なお纒綿までにPNCから回議

な役翻を果たすことになろう︒

ッキード問題で足ぶみ状態を続け

営されているが︑予算寒蘭会がロ

れば︑原子力利胴に与える影響も

岡条約はさきの第七十五通常代

ているため︑衆院外務叢員蝕の審

狡術協力については原子炉物理︑

験︑コンポーネント開発の両分野

從来の四分野に加えプラント経

れによると︑今後の技術協力は︑

展︑両蓄による技術協力も新鱗勢

換器︑ポンプ︑バルブ︑鰯御棒駆

開発﹂では蒸気発生器︑中閤熱交

破損鰍料検出関係一件の実施権が

供与されたのみ︒動燃難業団は現

在・米国のほか英︑西独両国とも

高速炉協力協定を絡んでいるが︑

年間延長を描躍︑今葎五月に期限

英国とは昨年響に協定のさらに五

切れとなる藪独との協定も延長の

方向で検罰中だ︒

核燃料課長に田

臨監の昇任発令

︐

，

である︒

鼠の衆院外務委員鼠で四十時間に

安金性︑鰍料および材料︑ナトリ

の技術レポートが提出されている

日米隔速炉協力協定に関する技

ウム技術︑の四分野が対象とされ

での同条約の円滑な審議と皐期批

︵NPT︶に関して懇談︑今国貧九十八件︑ERDAから七菅八件
無視できない︒それにもまして圏
際社会におけるわが暇への儒煩慶

術協力の範囲が拡大されることに

が新しく追加されるもよう︒﹁プ

が︑特許はPNCからERDAへ

なり︑近く︑早ければ三月中にも

ていた︒しかしその後︑わが国で

准をはかるよう要敵している︒

この協定の両嶺鶏省であるβ本欄

ラント経験﹂ではプラントの群細

際世論は日本のNPT腰髄を強くの失墜は必璽だ︒このことは原子

国鼠霧議はなお流動的だが︑国

議もこの影器を憂けている︒

寸潮京でいきながら︑他法案との

なんなんとする審議を経て︑採決

関連で一転して継続審議になった

−動力炉・門閥料開発禦業獺︵P は実験炉﹁常陽﹂および原型炉

NC︶と︑米墨側ーエネル三国研 ﹁もんじゅ﹂︑米国ではFFTF説
お明を含む︑建設︑運転およびメ

のための禽懲確認樽がとり交わさ

にあわせその範囲拡大について寓

究開発周︵ERDA︶との間でこ
よびCRBR開発謂画などがイ
進ンテナンス︑﹁コンポーネント
れることになった︒

申久泰通産雀大麗麗房付の原子力

科学技術庁は三月一日付で︑田
ント︒コンポーネント両方に関す

田謙核燃料誤擬は同日付︑研究調

局核燃料課長昇任を発令した︒死

動装置︑轡料取扱およびメインテ

るデータ交換を含んだ簡報一と

P聾Cと来國原子力委員会︵後 極酎の必褻が掲摘されていた︒こ

数度にわたる交渉が璽ねられてき

されており︑とくに後薔の申には

ナンス機雛といった原子炉︑プラ
月︑技術戦報の交換および研究轡

たが︑今隼に入って合悪︑近く両

主要試験施設に関するデータの交

︒櫓軸囎
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にERDAが継承︶は四十四年三
のため︑一昨年十月から両書間で
の相η派遣︑特許の無条件無鱗実

とり交わされることになった︒こ

腰闘でこのための舎愈確翻購が

一人ひとり放射線管理芋横が作成され、データは雛ンビュータで厳澱に管理される
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核防条約の批准と
@わが国の原子力開発

務づけなど蓬勝を團定化し
同七月︑品啓を限ったものではあるが︑

は﹁加盟国優兜﹂が強調され︑米磁では
瓢利用旛設への査察受入れを明らかにし

ランタリ⁝︒サプミッシ駅ン︑つまり平

商務雀による新しい輸墨規制政策が爽施

ている︒わが国のNP7批准を条件とし

たもので︑不平等だとする齊
も少なくない︒しかし︑より

で核兵雛排絶を世興に訴えていくことが

核保肇国が繕えることを歯止めとした上

厳しい査察の笑施を呼びかけたものに他

約にまだ加盟していない國に対するより

の条件にすべきだ﹂と述べたのは︑同条

サイクルへの保障描躍受入れを国際協力

交努力も水泡に帰してしまおう︒﹁これ

当初からこれまで十銀近く続けてきた外

国際的不僑を招くこと必至で︑条約成立

﹁露うだけで庵らは実行しない﹂献木の

もあり︑それだけに︑批准への鋳蹴は

の主張がほぼ全齎的に採用されたからで

を終えている︒これらはすべて︑わが國

わが罵の灘務であり︑より現実的であ

ならない︒こうした動きは︑そのどれも

ランド纂務総長が﹁非加盟圏の金核燃料

に移された︒九月のIAEA総会でエク たもので︑そのための保障描國協定交渉

前・NPτが発効した臼でも あ る ︒ こ れ
る︑ということだ︒石浦製愚機で︑資源小

がわが国の潮途に璽くのしかかってくる
まで六年間︑何購もなかった﹂などとい

政府は︑オーバ⁝シ⁝ズ・アド

バイザリー・アソシエーツの会議

ウォーカー・L・シスラ⁝氏に勲一

テル・オ⁝クラでその伝達式を行

等瑞驚灘を叙勲︑二十七日午後ホ

シスラー氏は米国原子力産業会

なつたっ

議を翻溢して初代金野に就任︑デ

トロイト︒テジソン電力会社会撰

で二十数年にわたりわが国電気無

など蟹職にあたった人で︑これ京

業の発展および原子力開発利周推

⁝蚕
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8

8

璽要なことは︑今後とも核を

まで四十時間近くをかけ圏会論議はほぼ
国門臼本扁のとるべき道がどういう方向

問題であり︑深刻化の度含いも色濃くな

進に糟力的に尽力したこと等によ

依々木科技庁蝿官から叙勲像

り岡灘叙勲となったもの︒

遼を受けるシスラー氏︵右︶

五十年代は世界は希墾のうちに

発展を遂げたが︑六十無代に入る

と不況の原薩となり︑七十隼代に

て現在のテロリズムにまで発展︑

は︑欠乏︑欲求不満が一般化し

のような状況に一九七匹年茉︑中

世界を罰やかすに至っている︒こ

溜

灘

智：京都品川区東五反田2−12−8
餐監謡03−441一■■76（代表i）

02992−3−

持たないことを自らが約属し︑これ以上

尽くされているが︑にもかかわらず批准
であらねばならないのか痛切に知らされ

いし︑非嫁二原則を強調しながら︑一方

う議論はもってのほかと巖わざるを得な

ザルツヅルグ会議で

普遍的に当ては濠る構成比だ︒つ

れは国に眼らず︑州︑郡などにも

という墓本的な構成を示すが︑こ

工業などの生産活動に利用される

の七が︑そのエネルギーをもとに

するために当てられ︑残りの八分

額の八分の一がエネルギーを生産

経済酒動においては一国の投資

なったり

体の問題として強調されるように

経済︑生活全諏を包括する人類全

的︑科学的問題ではなく︑社会︑

ー闘題は単に一部の人々の技術

を注ぐことになり︑以来エネルギ

国際原子力機関︵工AEA︶は自選象に端を発した石油危機が抽
門原子力発電と核燃料サイクルに

与する国際標識﹂を一九七七隼五
月工〜十三臼︑オーストリアのザ
ルツプルグで開くが︑原子力委員
禽はこのほど︑このための準備会
り

を設け︑発表論文の提出︑滲加
蚕の選定など国内での準備作業に
霧手した︒

この通称﹁ザルツブルグ会議﹂

は︑世界における原子力発鱈開発

イクルを申心とする原子力発羅の
三婆課題に焦点を絞って︑樋際的
解決に取り縮もうとするもの︒

この問題は濠さに現代に会せら

する必硬がある︒

穰のものが適用旛来、又試料に対して上下
爾方向に嗣定書来ます。尚本装潰ζこは専
用の制獅器が準備されており、テレタイプ
及びコンピュータとの出動が珂能です。

舞阪出張所

望⁝国謡論鄭藁筆

間題は依然として衆院外務婁員会段階に
たはずであり今日の石階政治が好むと好

原子力傾斜開発を指岡しているわが國

ってきている︒

的な核融合研究開発を軌道に乗せ

WL
る基礎資料を得るため分科会を設

ていく方針である︒

る場△口について︑研究開発煩圏の

ら︑核融會用磁艦脚磁石の開発に

︵仮称︶も近く設姦し︑総禽

まり︑資本主鑓の八分の七を充当

当たδエネルギーの生産は全ての

することによりGNPをつくり出

産業濡動の

し︑その国の産策構造システムの

ンドネシアなどアジアに藩住し︑

性が増大してきており︑もし︑こ

的︑経済的︑社会的に深刻な危機

シベリア︑オーストラリア︑北米

れが保たれないようなら︑潮回に

に追いやってきた四つの不均衡を

人類史の発展は常にエネルギー

などで人口が疎密となっているこ

おける欲求不満︑欠乏はますます

︵跡上五郎多肉︶剛立二十五周鰯

消蟄の増大と並行してきた︒これ

と︒温暖な気候︑肥沃な土麟︑鉱

舘念講蔽鼠で﹁エネルギー開発利

族でわれわれは︑エネルギー源を

物蜜源などが人口の三三に一致し

増大するだろう︒

この愈味からも︑この八分の一に

火に求めた農耕時代の人類がより

ていないこと︒ペルシャ地域の五

れた挑戦であり︑われわれは圏際

高慶化を契現していくのである︒

高度なエネルギー源を便蒸する工

千万人の人々が石下澱源の大部分

協力を通じ︑社会的︑経済朗な問

口の三分の二が中国︑インド︑イ

業社会へと移行していくのを鞍掛

を騨有し︑残りの二三の何十億人

題も慰め総量的なアプローチによ

指摘することができる︒世界の人

しており︑現在は化石燃料を中心

もの生酒を鶏やかしていること︒

演︑およそ次のように語った︒

とした繊麗エネルギー消蟄社会時

経済的システム︑交通︑趨儲など

害における国際協力﹂と題して講

代へと入っている︒しかし︑化石

に調製と丁寧をもたらすよう努力

りエネルギー開発を契現し︑世界

としてその璽要

燃料は更新が不可能で︑化石継料

の産藁構造の高度化が不平等に存

根

によるエネルギー供給は入類史か

これらの潜在的な備在が今日の

夜していること︑などがそれだ︒

冒

行ないます。水平型又は鑛1菱藍｛型検麟｝器に

茨城出張琵斤

一展⁝るが・くしくもこの田は六年

とどめられた蒙濠である︒前の臨時国会

としなければならないものであってみ

まざるとにかかわらず国際協力をベース

NPT批准についてはこれまで︑いろ

に琶しむ︒

でNPτ批准に反対する警え方も︑理解

は累通りだったが︑こんどはまさに三度

れば︑NPT朱批准がわが国に及ぼす影 にとって︑批准遅延の波及効果は大きく

霞の正醗︑政鰐・国会の英断を期待した

の結果︑エネルギー計麟の円滑な遂行に

亜大な岐路への獄齎を余儀なくされ︑そ

い︒われわれはすでにこれまで数次にわ

准に稜極的なのは︑その橋神がわが國

響は極めて大きい︒われわれがNPτ批

んな立場から︑諸々の多くの慰見が出さ

くにNPT批准で最も懸念されている保 れてきた︒もはや議論は尽くされたもの

重大な支臆をもたらすことになろう︒と

いて関係方面に強く要距してきたが︑こ

る︒

外交の塁調にマッチしているからであ

たり︑機会あるごとにその早瑚批准につ

こであらためて︑このことを 強 調 し た
い︒年宋の衆院議澱儀期轟了を控え︑秋

けて一門象の藤見を簗約すること

原子力委︑準
分科会では︑①大半径六財︑小
量径一・五衰程度および大半等差

プラズマ容器内申心軸に沿って︑

摘出︑開発手順と開発期闘︑経縫

い︒蓋車︑マイナスニ百七十三度

関し①どのような研究開発博聞の

謝画の進展状況をフォローする分

備作業に着手

になったもの9

ない璽四際まできており︑その批准は今

と理解してよいのではあるまいか︒とも

陣描齪聞題では︑昨薙一薄凍での予備交

国会を葺いてない︒と農時にこれと並行

あれ︑NPT間題はもう足踏みが許され

二か

國待過まで与えられるなど︑好条件の成

発効後六年︑加盟圏はすでに九十

果を得ている︒保障措躍適用に伴う萱察

には国会解散が必蚕の政治偶勢だけに︑

り巻く国際環境は大きく変化し新局面を

NPT批准はいわばこれが澱後の欝欝と 国を数えているが︑この間︑NPTをと 渉でユーラトム並み︑しかも異例の鰻葱

迎えようとしている︒それは︑一昨年五

して︑NPT体制移行に云えた薪しい鷹

翼PTは︑一九六七無︸月 一 日 以 前 の

内の核物質謝蟹響理体制づくりを愚がな

いわねばならないからである︒

ックス設定による機密漏洩防比措醗もと

実施の羅と場所が制隈され︑ブラックボ

それぞれ五〇ジュール︑八Oジュ
ールの定常磁場を発生すること②
トカマク罵ポロイダルコイルと同

のかなりの部分を蒔めるとされ︑

電轟装置の建設費は炉金座コスト

概騨︑研究開発体棚に対する態

エネルギー醤積艶麗を超電順化す

舐算によっては五〇％を越えるケ

見︑ーーの二点で諮問を受け︑来

薙三月をメドに横酎を進めてい

の絶対鰐度近くまで冷やして電気

摘出と開発手順が必要か②大学︑

科会門臨界プラズマ試験黙認分科

く︒

抵抗がほぼゼロに近い状態の超餓

研究機関・産業界にどのような研

会﹂

が講演
ネルギー会議国際執行理聯会会
長︶が二十七日︑東察︒銀座のガ
スホ⁝ルで開かれた畷本動力協会

核融禽会議はこのほか︑﹂？60 の進展にともない︑とくに核燃サ

瀬磁石を便って小さな艦力で強い

究開発体制が必要か⁝一を判断す

ォーカー・シスラー氏︵前世界工

バイザリー・アソシエーツ会長ウ

来田中のオーバーシーズ・アド

W・シスラー氏

国際的視野の開発を

磁場をつくることが核融禽開発の

核融舎会議は︑こうしたことか

⁝スもあるという︒

にもなる︒また趨

耕︑小半径三綴程度のトーラス状

防体制のより強化へ︑各濁が資材など輸

などもそのための蟹璽課題である︒

ければなるまい︒査察の臨動化︑機械化

月のインドによる核実験を契機として核

体的内容だ︒核傑有国も米︑英両囮がボ

られることになった等々が︑それらの貝

の五か国以上に核傑有国を増やさないと

二＋万KW程

〃勝負どころ
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る︒昨葎五月のNPT再検討会議の際に

臨政策の再検討に粟り出したことであ

核保冑国︑つまり米︑英︑ソ︑仏︑中蔑

いう︑多国間国際条約︒平和利用を含め
た核爆発装羅傑持の禁止︑保鱒椹躍の義

多！ーン！ーンノ

核融合会議

実用化基盤固めへ
分科会
を設置

一年がかりで開発方途探る
第二段階のわが国の核融命研究關発を強力に推進するため昨四十︻月発足した核融△口会議︵座長・
弁上原子力婁願墨代理︶は︑一田聞いた第二圓禽議で︑岡会議のもとに門歯贈醐磁石分科会﹂を設曝
することを決めた︒同分科会は安河内昂田大理工学部教授を主査とし︑十人以内の婁員繊成となる兇

騨とされていた薦五十詩ガウス台

の磁場をつくるのに

魏壷原子力開発に寄与」

混乱の原審ともなってきている︒

東京原子工業株式倉衆

載誠料数は2（〉間迄です。

F1●

＼、ミ

7

Ψ減期の短かい多試料測定胴として設計
されており、搭載試料数は100欄迄、又試
料交換時間は約10秒です。検幽器は、各

適合したものが灘備されております。搭

TOKYO／「「TO＜＜1⊂

》

・シスラー武が叙勲

らみれば欝欝に短い期聞に終るだ

ろう︒

これまで世界を何度も︑政治

ぬ

06−231−8461（内683）

低レベルの環境放躬能測定粥として設訓
されており、遮蔽用鉄室内に収容されて
いるΨ噂体検繊器に苅して献料の交換を

低バノクグラウノド三二用として設譜さ
れており、アノチコインノデノス型ウイ
ノドレスガスフロー検出器を農用して勇
籍に安定した低バノクグラウノド特桝を
発揮します。搭載試料数は30鯛溢てす。

・撫、

マ

驚沸

灘1

S−501型

S−497型

S−496型

込み︒狡術的︑経済的見地から将来の核融禽炉実用化の大きな決め手となる超雌灘磁石に関し研究開

いう琶界二三の磁界強度を得るこ
とに成功した︑と発麗した︒ニオ

●曇羅場作る⁝

の壁を︑同研究所が開発したバナ

ブとスズの従来の台金コイルで限

・：超躍導装麗使って・

電灘材料をコイルに便飛すること

ジウム3ガリウムーの蝦鯛金の超

金材研が世界一

核融合開発に曙光．

蓬濫孫頚窪齢薫製難鷲か怯謬鋤簾嫉

発の進め方や開発体制について騨門象の愈見を纂約︑＋月をメドに申聞報告を作成し来庫三月には検
謝を終える予定だ︒

核鋼玉熊鷹は︑大型になればな
にあたる磁場を強くしな

るほど轟温プラズマ閉じ込めの
おり
ければならず︑そのため一樋大き

な電力を喰う︒日本原子力研究所

科学技術庁金属材料研究所は二

が建殴醗画中の大型トカマク野掛

十六田︑岡研究所の超慰聯強磁界

JT60の揚含︑プラズマ閉じ 込 め

慶の大電力が必獲とされている︒

発生装躍で︑百七十五詩ガウスと

によって渠り越えたもの︒

将来の核融舎炉の実用化を冤通す

と︑炉によるエネルギーの消費と

講識申のシスラー氏

（2）
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Nまでは消費停滞
秋の総選挙の論争点に

スウェーデン政府は他の世界各国と同様︑エネルギー源における石組依仔脱却を目指し︑原子力発
羅開発になみなみならぬ努力を払っている︒とりわけ一九七三薙秋の石窯危機以來︑この傾向が顕著
だが︑米国での原子力反対論争の影響をもろに受けたスウェーデンでは︑国をあげての原子力安全性

スウ﹁
デン政府

昨年五月議鼠で承認された政府

一九七三年の全エネルギー消磯量

提案のエネルギー計画によると︑

慈三千濡歌＋鱈KWH・原子力二

は四壬蕎九＋億KWH︵うち石

一九八五館には五千四薦億KWH

十億KWH︶であったが︑これを

︵石油三壬薔四十偲KWH︑原
としている︒つまり︑エネルギー

子力六百三十億KWH︶に抑える

の消鍛贈を極力抑え︑八五無月で

講議に発展︑原子力発躍計薗の拡大にストップがかけられてしまった︒継局︑政麿が昨無︑一九七七
年蒙での新規濁工を二錘だけに抑えたことで︑論華は一癒沈醒の気配をみせているが︑今秋行なわれ

シティ・グループ︑AMA行動グ薙五月︑﹁新規原子力発霞所の和

めぐる論郭は議会にも及び︑七三

問は七〜八％︶と想定され︑八五

費の伸び率は琿間六％︵過表＋駕

るというものだ︒しかし︑飛力消

その坤び率を難間平均で二％にす

る総選挙では︑原子力問題が政策の矢面に立だされるものとみられている︒

工を響止させよ扁との立法描躍要

オロジスツ︑オールタナティブ・

求も出るほどであった︒この立法

一九七 三 琿 の 石 撒 危 機 を 契 機 に
政府はエネルギー源としての石痴
ループなど一⁝らの反対連動に遡

年には総発蟹約一壬霞懲KW

遇してしまった︒

Hにのぼるとしている︒

依葎購を大纒に引き下げ︑原子力

着想要求は蕾決されたが︑その

発囎への 転 換 促 進 を 図 っ た が 二
七〇年代に入るまで︑スウェー

に踏み切れず︑乱塾昨年︑一九七

ローネの政府支出も決まっている

の研究開発費として三便六千万ク

での三奪閥を対象にしており︑そ

このエネルギー計爾は七七奪ま

九七〇無代当初から原子力発電の
後︑政府はこれらの五聖を押し切

七無までの新規原発覆工は二棊だ

って強行に謝画拡大を黒めること

デンではこれといった原子力エネ

動はみられず︑アルフェン教授の

けという提案に留蒙ったようだ︒

ノーベル賞受鎚暫H︒アルフェン ルギーに反鮒する金国醜な抗議行

広範な拡大に反対を表明していた

敬授をはじめ︑環境象グル⁝プ

ている︒原子力発醒の拡大編入を

抗議声明がそのはしりともいわれ

が︑七八年には原子力発露を中心

ー︑地球の友︑フィールド・バイ

ーーエンバイロメンタル・センタ

にも及ひ︑再処理や他国への再

ともとこの委員会は︑敗府機構

輸嵩問題が論識されている︒も

※上院の蚕員会でも︑原子力

EAの保障描融の対蒙にすへき

ウェアに加え︑技術肖体も王A

での核物質︑機器なとのハード

台石の詳細は不明だが︑これ豪

臼本︒巌近成立したといわれる

道羨心しかないが︑それに覧れ

輸爾については︑カナダの事繭

の博編にともなう輸法認阿権を

濃による約染を取り付ける︒協

承認を求めねばならない︒もし

間題にしていたのだが︑今では

は米︑ソ︑英︑仏︑加︑西独と

違反があれば臨ちに協定を僚止

るのかということだ︒

し︑その事実を公恕するという

定は新たに生成する核分裂物質

的︑撒界的な論争はよさしく趣
顧しい内容だ︒

︻パリ松本駐在戯︼フランス電

半︑六か月の涯れとなっている︒

力公往︵EDF︶はこのほど︑フ建設遅延の原囚としては︑圧力餐
ランス初の出力九十万KW級加圧 器︑蒸気発生器など大型コンポー

極度に熟練した労働者の宮廻など

弁詮類︑チューブ類の搬入遅れ︑

水型原子炉︵PWR︶三星の魎用ネント製作上での護憲︑ポンプ︑

れによると︑フェッセンハイム一

鼠紙開始予麿を明らかにした︒そ

があげられている︒

順調に進む

軽水炉建設

西独研究技術相語る

︹パリ松本駐在鼠冒頭独のマッ

響

翻鶴舞

〜繊

トへーファー研究技術絹はこのほ

Σ夢

璽拶

撃

黛謡講燃

鼠

ど︑インフレによるウラン価格葛

原子力施設の建設状硯について次

騰の無能性を指摘するとともに︑

野が今館四月︑同二号が軽薄篇
フィシカル・プロテクションに

一︑両独のウラン供給は中期的

の諸点を明らかにしたQ

った︒物理蝋吝のH・べーテ氏 また薄輸出を規制し︑輸送量の
が舗連騰知炉の輪出禁止を瓶即

ついては︑IA鷺Aの鋤簾を各

には確保されている︒しかし︑一

九九〇年をメドに伯上がりが二念

されており︑霞期契紺による男前

手当てを必要とする︒このため運

轍費の葛騰は避けられないが︑蘭

速増殖炉の轟入によってウラン不

一︑カルカールに礁設申の間速

治は緩和できるはずだ︑

し

病

力

平和利用に対する懸方︑それ

しかし︑カナダの野党はこれ

ことを打ち出しているというQ

きるへき時機だとむえるが︑安

でも不十分だと政鰐を非離して

核撚散闘題が焦点になってしま

を激り難く瀾境は駕くほど変わ

対応が進まなければ︑窯岡でも

全性と傑羅鍵盤に関する急速な

いるQ最も確実な傑障描置は輸 するなど︑ここが論譲の舞禽に

るとこ⇔︑求た核物嶽が子や黒

国に採用させる︒諮周技術のあ

いて︑たしかに賢矯な銀簾に違

欝

欝﹁

野セ黛

し遽

転．︑誰

タヰタ

蝦澤話

まカミ

一

爆

裂擁

≧

ヘ

慧雲助

欝欝脚惣甑虞〆

、、・藁癒

りつつある︒賑子力発電を受け

懸念されているよ︶に︑平租利

なりそうな気配

いない︒しかし︑核奨器が宿在

の急設費聚積りは︑当劔想定額七

増殖炉原型炉﹁SNRI三〇〇﹂

轡響 饗 響

入れるへきか︑プルトニウムの
利用は道鑑的に許されうか︒論

である︒産業界

物職を生み出すところ︑その行

宋にわたってすへてをIAEA
管瑚下に置こうとしているわけ
だ︒

する今の世界で平和利用を進め

謬

、バ融

争は国罵の開にひろがり︑しか
も危機感をもって迎え︐13hつつ

強化される保障措置ーー
漏
纏
原子力平和利用の普及で

なとはもっての

圃の影響下におくことが簾大の

ようとすれば︑おそらくこれ以

停四千薦万嚇に沈へ＋着電二千五

蔭万嬬に達している︒

﹁︑軽水型原子力発電所建設は

この炉型は︑イラン︑プラシル向

ビプリスA原発をはじめ順鋼だ︒

執誘漁

・1鰭

ある︒事態の変化を正磁に受け
とめ︑敏速に対応することがき

この変化の原野は︑もち O ん

保障措搬だという弩え方が恨強

外には万法がない︒勧懲贈の廃

これは技術の利用の歴史にお
しかないというのが野党側の主

絶が実現すれば︑軍離職贋に対

出の停丘ーーモラトリアムーi ほか︑むしろ輸出をふやして来

慰い出させるQ狗じ議論はオー 原子炉輸出も︑この伝統的なス

図一⁝骸駅備競讃ilの貼代を い︒エジプト︑イスラエルへの

張だが︑これはかっての相互不

トラテジーの現nといえるが︑

するこの管理の醗荷もなくなる

引き纏いを断っている︒

になるう︒

け輸嵐に杭く契約を促逸すること

／

わめて霞蟹だ︒

軍和利用捜術の漕及ii拡故ー 用蔭業は行き詰翻り︑崩壊して

その対応が進んでいないわけ

ストラリアでも超きており︑輸

口論に火をつけたのもほかなら

い︒

ではない︒インドへの技術提供

出ウランの鰍箏転用防止には︑

ぬこの離郷輸出だった︒カナ揮

し謹うことになるかも知れな

羅明した︒さらにプルトニウム

者であるカナダは︑このほど韓

どんな協定を絡んでも︑縮手鷹

にある︒インドの捗爆発実 験

のサイクル︑つ謙り保籔一鞭送

國︑アルゼンチンとの保障搭羅

ーがそこまで進んだということ

一筋工処理が田常茶飯購になる

協定に調印した︒協定によると

︵七四年五月︶が危険の拡散を

蕗代が近づきつつあり︑原爆材

こうした各国の議論の背後で

はずなのであるQ

カナダは両国から︑カナダが提

は︑昨難来七か國のロンドン秘

政府がその気になれば一1奨器 はエシプトからの蜘水炉購入の

料という古いイメージに加 え

供する撒水炉︑核物質︑技術を

漣返せば︑最後の防壁は各国の

︵K・紙︶

て︑精別な放射能や灘性の問題

ーの製造に使用しないという文

核爆発蕪蹟11軍和圏的でもー 防止手段は購実上ないというQ

⑱

（35）

が提趨されている︒原子力のア

噛

85
クセプタンスをめぐって︑園民

を作る気になれは一⁝︑有望な

建設中のツェッセンハイム1暑機の機械室（昨年3月当時）
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議院

藍

口覆厘子力脱叢会譲艶催の第九圓綬産年次大愈は﹈二月十臼︑東京・内一町のイイノホールで三霞目

としての第一

む⁝

3 月

トシェル原子力研寵所冨胎毒駆︑
一九ヒ一掬一月

鍵

チ

議脅睡

微

ら︑今後講ずべき小策︑技術開発

て検討するが︑ここでもダウンス

の進め方などを講演と討論を通じ

う︒

トリームの確立が熊点になりそ

第五セッシ躍ンは︑二つの国際
機関と日本を盒む五か瞬で構威さ
れる今際パネル︒斜属が耀える共
遜課題を国際協力によって解熱し

楽エネルギー研究糊発局︵ER 駕ドイツ生まれQ一九五五年マッ 五三年までコロンビア大学でマ

IT原子工学部齪併任︶〇一九七

員会総員︑七四奪聞遜譲髪長︵M

※原子力委員金原子炉笈全講間委

國

ていくための町能性を追及する︒

胃頭の講演では︑国際環子力野鴨

代蓑によって︑国際酌安盒棊準の

ル・センターの構想が打ち娼され

間奏にあわせ︑地域核燃腿サイク

るが︑この想想が麟際原子力機関

な討論に付されるのは今園がはじ

以外の場でとりあげられ︑蟹田的

めて︒

懲．

＼

ギー省聖任科滞蕾濠どを税任︒一

AEA研究グループ理鐵︑エネル

八黛同研究所良◎一九六九蕉以降

所に入り︑理論物理部長を経て六

一九五咽奪ハーウェル診察力研究

バーミンガム大学で博土号取欝︒

戴︒一九一混一彫ウエールズ生細れ︒

英園原子力公社︵AHA︶副総

ノ監

漕

W・マーシャル︵莫︶

が︑七五葎八月から給び現嚥︒

ミー縮晶学研究漸畏をつとめた

黛から七五無謹でソ濾科学アカデ

技術張務縄銀翼越訴局次鎚︑七一

を経て︑一九六六蕉から王AHA

師︑ヴィロネツシュ国立大学数授

究勝塞長︑モスクワ大学物理学講

一九二一年生潤れ︒ニューヨーク カデミー紬愚学研究所電気精性研
大学峯︑テネシー大学で理学修雲

︑藤野
瓶

醗

筆画に参加︒四六庫オークnリッジ

号蹴得︒一九四蕊薙マンハッタン

国立研究勝入所︑五一摯実畷子刀
委鍛塞本部勤鵬︒生死工程差任技
師︑賊難嫁分離課疑︑化学処埋課
艮︑生舷︒核物質管理部長などを

〜
養r

ンハッタン海量︐オークリッジで

ウ認

蟄・ジェルーヂフ︵一AεA︶

フランス原子力庁︵CEA︶核歴妊︒一九七五無から麗職︒

子力研究センターに入り︑翌五八

葎C琵A主任技師︑五九黛から六
三奪までマルクール再処理パイロ

ガス拡散濃縮︑米原子力委員塞で

売

原

売 導

原

驚

−ーー

灘

懸麟

子力関連ソフトの開発と技術指

の薄を切って落とす︒こんどの大会の基調は﹇鼠子力発電開発総△ロシステムの確立をめざして﹂︒開

成人

麟
1・・

クル上の諸職策をレビューしなが

第四セッションは︑骸轡料サイ

論を試みるもの︒

よる示唆を織り込んで︑パネル詞

めのヵ策について︑海外発籔餐に

を早急にかつ円滑に翼体化するた

懇談玄が打ち出した改革への悪見

鈍三セッションは︑原子力行政

動を見きわめる︒

垂旨

pにーー匪ーー−嬉一睡

伸葺大会準備委消長のあいさつ

拓

ットプラント建設を懲懲︑この

取鴛︒カールスルーエ原子力研究

プラント技爾部長を歴任︒一九六

島罎￥ 、森副司男、封｛ノJ
〆国際ハ号し♪癖子力騰発における國際共通課題の解決

国際凍子力機闘︵工AEA︶購九七五葺十二月から現職◎

ス州生濠れ︒ライス大学︑海獺士

DA＞副罠宮︒一九三五鋸カンサ クスプランタ物理研究所で簿士号

間︑エ学那長︑マルクール薄処理

牒r。ラ．．。おけ轍．、礪働制の現擬嚥｝σ

カナダ原亭力会抗︵AECL︶ ド・hr︒パラノ︷ソスキi︵米︶ 務局次長︵技術渠鵜苫担嶺︶︒〜

子力関連機i器及び材料の製造嚢

会セッションを念む六つのセッションで︑エネルギー問題︑核燃料︑原子力行政︑原子力麗纂︑国際

歩を踏みだすにあたっての決慧をこめたこの大公には︑海外発表姦士蔑が参加する︒

醗力などの各分野にわたって論議が展開される︒創立二十周年を迎えた原口が

一行政︑燃料等テ葺 マに
国際共通課題への対応も
たる技術開発︑開発推進と安塗規

ウム有効利用などから隔速炉にい

制のための鴛政体制︑田島協力に

れらは本犠的に袷接な粘ぴつきを

よる共通課題への附慈などをとり

爵とともに移り蒙ってきたが︑そ

もっており︑燗々の間題の克服に

慕調テ⁝マ﹁原子力発電開発総

あわせて︑エネルギー精蟄の大き
あげる︑

禽システムの礁立をめざしてレが

でとりあげられる聞融はきわめて

示すように︑第九鐡原鮭鶴次大食

な変曝をふまえたうえでの整命性

で始まる開塗総会では︑ランツケ

原子力葭業愈淑はこの三越︑粥

ダ︶

悪

灘〜｝9（XD

米エネルギー研究開発局︵ER 九⁝ご無ソ運生鎌れ︒モスクワ大

八葺から現職にあって核燃料︑再

i／xルーテフ、〔

■ハイノ尉論 議長 向坊縫 ハ小ワ石

50）

（｝o〜16

メぜノノ）

五年一月から曉職o

処理を拶勤︒

li講測地塒桝酬ク、レセ．ターと塀嫉謀蜘ための国灘加

G3

Jク∫コー∫レ

肇／ユミノ｝キュλター

、、

一、、〜マーノ㌃・ル、樽Hi沽

パラノウス4

i

il

帳広い︒だが︑それは原子力にか

くに開発二十年を経た今礫︑源子

ある対応が求められつつある︒と

繊際エネルギー機関脇鴉局長︑フ
第一セッションは︑エネルギー

総ぱな

的に論じようとすることでけ決し

かわる諾々のテ⁝マを

力開発をシステムとして総高痢に
ライ釆エネルギー研號開発聞副長

にし︑将來のあるべき螢を浮きぼ

の中における原子力の位置を明磁

てないっ

提える必要暇が〜栖強く喚ばれて

ち︑藤沢源醒会長が所猛を腰明︑

富が特製議襖するが︑これに先立

第九回照臨年次大盆では︑こう

いる︒

立二十年を迎えたが︑このことは

課題に挑戦しようとするもの︒

りにして︑そのために莞服すべき

田木の腺子力潔巣が二畦年の掃霜

るっ

竃場セッションは︑原子力産業

佐々木原子力委員長が所感を述へ

の二十年をふりかえり︑そのうえ

発因果をレビューし︑原子力の開
余場をホテルオ⁝クラに移して

にたって将凍を書分︑過玄と来東

した認晶に賦って︑これ蒙ての開

の午さん盆では︑田中弐知六部氏

を黙み越えてきたことを慧味する

発と利用を長郷的な視野から〜つ

が﹁科学と技術﹂をテーマに特購

ともいえよう︒わが岡の原子力開

の総脅システムとして確立するた

で

発余般についても京た

めに︑原子力親臨︑捗轡料の舘傑

外り

ざ濠な問題に難燃︑これに刻処し

をつなぐために︑今日なすべ童行

あるが︑この間︑源子力騨はさま

講紋︐

などにたずさわる︒昨秋ストック

FT︶エネルギー行政︑出講問題 開発工学部長︒一九六六無ホワイ

T︶エネルギー撹滋次笥補︒BMバー原子力研鷹所に入り︑穴山鋸

薩ドイツ研増援論叢︵BMF士号取偲︒一九五〇館チョークリ

・再処理・廃塾物対簾︑プルトニ

E︒A・メイソン︵米︶

}炉プロシェクトを指導〇一九 任︑七二葎から現磁︒
ヒ∬無から現鰍にあってエネルギ

談鵡

てきた︒問題の焦燕は発かけ上は

同社絆長をつとめろ︒一九七〜年

鴛に入り︑六八年からし一年豪で

響聾

年岡酬所侵〇

から鯛職︑チ寳ークリパ⁝螺子力

ホルムで開かれた黒熱料サイクル
闘題の潤際会譲で︑原子力発惣の

研究萌撹嶺︒

．w函耐む傷黛雨期尋蕊礪細⑤

た︒

米原子力規期委員食︵NRC︶ ものとするよ︐︒2強調︑注霞を集め
委縫︒一九二四年ニューヨ⁝ク州

学工学助教擾︑オークリッジ麟立

轟・クチュール︵仏︶

カギは核蝿料ツイクルの確立︑と

て︑十燦以内にこの分野を発全な

くにダウンストリームにあるとし

ξハ

研宛部長︑C露A除雪力点億諮聞
凌農会委風など眠任︒

ε・A・ウィギンハ米︶

隠避諮禦象の轡郵恥・犠鯵︑幽幽ξ

理事長︒一九二一奪ニューハンプ

研究所動任設計技師︑MIT原子

璽

A・﹂︒モレィディアン︵カナ 蜂繕部長︒一九五七年サクレi原

韓瀧灘衷諸能無無
生濠れ︒ロチェス四二大学峯︑マ

サチューセッツ工科大学︵MI

シャ⁝州生照れ︒ニューハンプシ

D瀟麟

︾溢

ール・デレクトリシテ猷︒EDF

テクニーク︑エコール︒スペー3ウ

九﹃○年生ま琵︒エコール・ポリ

仏屯乃hρEDF︶嗣総裁う一

A︒デジュ⁝︵仏︶

難燃蝋護謄︵EPA︶の次冨に翅⁝システムの盆醐を担当︒

轍鮒エネルギー機関︵IEA︶

えられ︑璽一鞭紛庁長窟代理Q一

璽脇局長︒一九二七駕ドイツラィ
エロルト生懸れ︒ミュンスター大

W・→フェレ→ムSA︶

譜

圏際応用システム分析研究所

工学教授などを経て︑一九七

来原子力産業鍛議︵AIF︶翻T︶で理学博士号取得︒MIT化

ャー州立大学卒︒一九四三年から
︵王1ASA︶棚所疑︒一九二七

盛

溝演ヂ動力炉開発政策ω遣ムう方」｛武月翻男）

アイソトープ研號などに従窮︒〜

︻黛

講演「軽水炉ω疋湾化と鯉題」（∴醗峻男｝

所に入る︒周研究所慮用分析シス

盆

12i、i＿＿＿

1

期

官学佼卒 ︑ ハ ー バ ー ド 大 学 経 営 篇

︵西ドィッ︶

月
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1田雅朗、
婁、

川1
、
【1親些乙

ジェルーテフ）
）ノノケ

1

＞

喰｛力委鼓k欧感磁ノぐ氷期武｝

DA︶核燃糾サイクル生節部長︒ 学卒︵物理学博士︶︒ソ遡科学ア
ジェクト部鑓︑企画部畏なとを歴

耀

東京都千代田区鍛治町21「目6番1号
電話 東京（256）7831番

差糠

入会拶備委員長鉄甲（伏見騒ミ治｝、原岬会長所偏継明（伽心ム巳）

生まれ︒マニトウバ大学で理学鱒

かたわら︑十二隼闇にわたり蕩速

住友原子力工業株式会社

灘

第9回原産年次大会フ臼クラム

九五四無AIFに入り︑技術プロ Wj・シュミットキュスター 副総裁︒一九早落年オンタリオ州

ッケンジィ経欝コンサルタント禽

核燃料の転換成型加工及び販

住友原子カグルー

」i講測（

（1

1

金

f、ノし、；寸雄臨
よ蓬1乏岸1目軸拒之助
蔭㍉目軸拒之昼力
ハ祠し討論
議長

〔贈
31｝12
原子力興業一20年の歩みと将来展認（9
1
…蔚薩轟獅噛認爆
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1勺田
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口叡1蒸クラブ
核燃料サイクルの確立をめざして（9
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〆」こノト洩ユスター♪
J

弟〜17
原子力行敬の新しい展陽のためにほ〜

「T㎜…

デノゴつ
講演1フろノスにわける療ゴ力発1琶計画」（、

、1｝レイテfアノ）

、＼Dlの燃牢Pjイクルー現状と将来」｛」

藤激

i

原塵創立20周無記念レセフンヨン（17

…
k

駐

醇

母糞雑費ご鷺灘．

酬 騨い

購

ぼ沖

午さん会｛1za〔〕11正｛n事テ几オーウラ
1。「

力機器確業ω，螺題」砧擁1博，〜）
講演傷q

へ｝フエレ｝
講掻「工不八キー戦隔と猷」ノ揃出直】｛1、

フ
フ フ
フ イ
イ ♪
♪
牛ケ，卸ム；躍轟垣
孟寺，卸ム；躍轟垣 1週目」
1週目」 ノ」工争ノしキーげ＼し）聖兆戦一197b｛lj
ノ」工争ノしキーげ＼し）聖兆戦一197b｛lj （1ヒ
（1ヒ

月；

講演「璋ゴ加r政懸淡会ωll韮間答申と今後6）課題」（ノ巨1二二）
本
／写

勘lll講演「代替エィルキーの選択」｛1 ラノノケ｝
ラノノケ｝
特別講演「代替エィルキーの選択」｛1

3

1廟

・一撫噺い叫騨崩政翻ける厩ノ槻伽11i川
輪

講演「米国にわける原ゴ力開発 ρヂ業界と政贋のξ琵、〜崩lI
ワfギ〆）
1講演「米国にわける原ゴ力開発
ρヂ業界と政

一レ

特｝」嗜講演ほ1字と技多妻∫jl園中丈矧網場｝

臼L

帆｝）
灘〜12
醗会セノノヨン（9

ヨ0〜17
工冬ルキー開発と原子力発鑑（1蓬
論ハ

僧川

理鵬W士︒海照を経て一九轟ハ罵 無マ テム・炉物理研究藤輿をつとめる

縫・W・フライ︵米︶

瑚職︒

間を併任︒一九七匹無十一月から

転じ︑詞機構のエネルギー間題懸

開発機構 ︵ O E C D ︶ 箏 携 総長に

ー局長︒一九七四無五月経済協力

八鐸から七四郊四月までエネルギ

ツ経済省エネルギー局に入り︑六

ァリア司法窟をつとめた後︑ドイ

ら五七彰謙で北ラインウエストフ

九七五盤鱗屑から規蹴︒

硫）◎κ

学撚︵法学博士︶︒一九盤奪か

1瀬
華墨

力

原

鼠

翼＼，

δ

／

甑
糟

講演fll三重σ♪厚ゴ力行政」（、㍉

磨

ハ

講演fJ雛；1∫力発電匡｝fl由謬とそω課題」（伊藤俊ノ、，

、
@

＼与
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力

原

﹁ニュークリア・インフォ﹂

は米原子力鷹粟会議︵AlF︶
が︑パブリ ッ ク ・ ア フ ェ ア ー ズ
・アンド︒インフォーメーショ
ン・プログラムの一環として︑

原子力に関 す る 構 報 を 収 纂 ︑ 分
析︑騨価し ︑ そ の 結 果 に も と づ

ョンとパブりック︒アクセプタ

いて︑全国的なコミュニケーシ

ンスの輪をひろげるために発行

﹁フィロソフィの相違﹂
齢螺NRC委貝長が語る
氏は︑門原子力発電副画を続ける

バル﹂のために働き︑六月八日に

ンバー氏は︑この組織は﹁討論会

る数千人の原子力関係のエンジニ

﹁ラルフ・ネーダー氏は︑世界

料公開によって達成されたもので

求であると同騒士は指摘し︑﹁わ

やその他の二十の州での同様の要

れわれが原子炉の建設を中辻する

ある︑とテラi博士は判断してい
る︒しかし︑その情報をネーダー

経眉が物論不嫁︑災害︑分裂に陥
り︑世界の平群を脅かすような鼻

アの中から三人が住民投票に黄成
することはありえないことではな

やセミナーを開催する盛事機関で
あり︑その園的は入びとが自分の

と︑外国に対する依存度が革ま

ように︑原子力発霞所禁止の住民

テラー博士が

ネーダー批判

し統けるであろう︒この汚染は︑

まであり︑貧困による汚染が揮在

れない隈り︑貧しい国は貧しい京

エネルギーが妥当な舗洛で生産さ

ことになる︒世界中でより多くの

開発途上國から葱い取ってし濠う

り︑匿界中で必要な少ない石瘤を

あたかもそれを彼自身が発
利用して

氏は

見したかのようにして

繋的な物資不遜への運動を指轟し

醗場て行なった論評である︒

がヒューマン・イベンツ一月十七

これは︑エドワード・テラー博士

原子爆弾より悪いものである扁1 いる︒また︑カリフォルニア州の

ている︒その結果は恐締を生んだ

い︒三人が細分の藤兇を公表する

意兇には断置反対である︒三人の

瓶利は雌慰するが︑G露は彼らの

人生を反省し︑その囲的について
評価し︑各人がしていることの意

辞職融の内容は︑なんら新しい見

のプロシェクト・サーバイバルの

解や講論を提起しておらず︑従家

のに使ってい

生む︒そしてこの湾染は世界の安

入の生命を奪い︑また︑憎しみを

人びとを脅かす

テラー藩士は︑ネーダー氏が

分たちより前には原子力の安金性

投敷を提冤している人たちは︑自

けである︒三入の騨爆薬も︑自分

感情的な主張を繰り返しているだ

る情報は︑テラー罐士闘身を含む

その絡渠は︑原子炉の開発を申

ー博士は述べている︒

ような話し方をしている︑とテラ

たものであるといっている︒産業

止させることを目的としたカリフ

ラi櫓士はいっている︒

に無視してきたものである﹂とテ

は︑環麗改讃を捉案ずる人が小回

社会的不正でもある︒この汚染

田の小さな世界に存庄する最穴の

定をおびやかす︒この汚染は︑今

科学蓋が︑原子力の安全駐につい

ると主張したことにより︑過去二

用原子炉が最近まで維持した完全

十五年間にわたって公開されてき

について心配した者はいないかの

間的に都含のよい時期に舎わ雌て

ついて﹁豪さに驚くべきこと﹂と

はいっているものの︑﹁GEにい 提出されている﹂といっている︒

高まる原子力依存
FPC︑内務省が見通し

ての闇題をすべて公表すべきであ

GE社は︑これら三人の辞職に たちの掛屋の寛伝甜颪にとって鯖

かである﹂とつけくわえた︒

とを薯える契機になったことは確

とのような意味を持つかというこ

自分をみつめ︑酪分の二二が将来

ある﹂と説明︑﹁それは︑現在の

原子力規制委員会︵N鶏C︶の 都罠ディル・G︒プライデンバー 義についての埋解を深めることで
ウィリアム・アンダ；ス螢員畏は
二月六町︑さる一一月一一Bにゼネラ ことに関する康分の倫理的な問題

フォルニアの原子力反対グループ

明らかにしている︒三人物︑カリ

・C・マイナー氏も同檬の見解を

氏と元篇理︒計蓑翼長グレゴリー

保記部長リチャード・フッバ；ト

原子力鴛理・韻裟部門の元品質

ル・エレクトリック︵GE︶往を である﹂と記薔に語っている︒

しだ後︑これら三人の韮だる関心

辞職した三人のエンシ一一アと会凹

と語った︒﹁三脚は︑安金性全体

は﹁摂学的な性質のものである﹂

しているものです︒この矯報に
は︑原子力をめぐる月闇の動き

に関するいくつかの間題を提起し

がたんね ん に ま と め ら れ て い ま
す︒

ており︑それらについてはすべて

中である﹂と同委員良はいってい
砥期された原子力発電禁止の住民

現在NRCのスタッフが鋭憩極討である﹁プロジェクト・サーパイ

る︒しかし︑﹁三人は霞分たちの

一

〇年には四型六千八十兆BTUに

熱一千八薫四十兆BTU︑二〇〇

ォルニア州の原子力反紺住蔑投票

七四年の騰費滋七京三千欝二十〜

︸九七四奪の二六％から二〇〇 ると予測しているが︑これは 九

な量全記録は一部はこのような資

〇隼には二八・二％に増大する︒

連邦動力委員会︵FPC︶原子と大玉な減少である︒濠た岡レポ
ートによると︑一九九四年の総発

記癌に語つだ︒この住民油玉が成

電容嶽に占める水力発電の比華は

兆BTUの二倍強である︒電力エ増撫する︒

投票を成功させるよう努力すると

力部が最近公表したスタッフ︒レ

この献血をベースに原子力発電の

考えでは薩ちに規制措置をとらな

ポートによると︑一九九四郊には

八・三％︑その他は篇丁三％とな

ければならないような詳細な単軸

原子力発電答縫が四億九千八蔭三

功すれば︑カリフォルニア州での

たがって︑NRCはこの護論の紬原子力発飽は中止されることにな

やデータはないと述べており︑し

る︒質問に答えて︑三人は︑プロ

キ⁝氏によると︑この無血は最近

鉱山周長トーマス・V・フォル

果として磁ちに描躍すべきものは

ネルギーの比率は︑一九七四年の

八・一％︵七難八千五酉五十兆B ギー開発に影響を与えている新し

兆BTU︶から工OOO年には
四ネルギー鑛格の上瓦︑エネル
のエ

二六・八％︵一象九千六頁⁝二十五

米隔内における総允竃容量の約三

十六万九千KWに達し︑その時の っている．このレポートは︑米国 総懸霞幕愚に占める比牽を計算す

﹁二〇〇〇蕉までの米国のエネ

ると六〇％になる︒

シェクト・サーバイバルは旅費と

の九つの池域電力信傾性鴇議会か

晶質料を支給するが︑給与という

辞晒した慮後三人がカリフォル

ルギー︵改訂版︶一と題するこの

されない原子力脇故が発生した場

るだろう︑とウイルリッチ教擾は

非常にあい買いな性格のものにす

成︑一九％が反対︑七︒五％が不

もので︒台顔は︑七三・五％が賛

っている︒これはこのグループを 落せた約八万通の温顔を分析した

力料金に反映するだろうQ残りの は︑物理学番︑エンジニア︑原子

の中の半分は︑毎月の各家庭の電

たものである︒﹁多分このコスト

穫は含まれていない︒その構威

り︑産業界または霞力会社の関係

究機関または大学のメンバーであ

モラトリアム
マン教授が試算

形で露仏われることになろう﹂と

この潜簡は﹁われわれの知識か

ら判断して︑原子力エネルギーの

き︑安全対策について広く研究開

危険は︑十分にコントロールで

マン教授はいっている︒

この黒千億メという数字は︑

発することにより︑将来もそうで

1・・

癒

訓

聰〆

鰐

︒魅齢

㊥

憲として石炭とエネルギー節約に

る﹂と開㎜論しているQ

診

ないと判断している﹂と語った︒

れたもの︒

TU︶に増大する︒原子力発電騒 い環境規制︑アラブの石油輸嵐禁

ら提出された際縦をもとに作威さ

は︑一九七四年の一千頁騒士二兆

三・四％を占めることになる︒九

報告澄は︑今匿紀来における米国

BTU︑一九八○年には四千五薗政府のエネルギー政策を考磨に入

四奪の黒黒毒炎雛は十四停九千万

の熱︑照明︑霞力なと︑あらゆる

この助舟憂欝で︑記蓄団はこれ

ニアとワシントンで行なった簡単 形はとっていないといっている︒

KWとなるが︑そのうち46分強の 一方︑最近内務省鉱山局が実施

形態におけるエネルギ⁝需要量は

な詑蕎会麗で︑彼らは群聰の原因

した米凶の長腰エネルギー需要予

止措羅以降に起こってきた新しい
測によると︑総エネルギー生艦の

らの三人が所腐する半宗教的纒織

るものである︒ただし︑これは一

五五％は依然として化石螂料によ

として原子力の笈全性に対する不
蜜を挙げていだが︑興体的な新し

人謹たり〜千五酉逆︑四人蒙巌に

欝簡の中で︑原子力エネルギーの

西独の立法勝の代叢蕩あての公開

西独の六酉五＋人の科学番は︑

西独科学者も
原子力を支持

て大きな関心をがしたQプライデ 几七五駕初めの約八O％と比へる⁝巾に占める腺子力発電の比熱は︑ 十論ひ景三千四薩二十兆BTUであ五十兆BTU︑〜九八五蕉には一 れた初めての調査である︒

﹁クリエイティブ︒イニシアティ

い技術問題は指摘しなかった︒G ブ・フアウンディション﹂につい

注民の七三・五％が原子力発電所

にとって約三千擢が︑すなわち一
無視されてしまう﹂と讐讃してい

調査によると︑カリフォルニア州
るだろう︒その結果︑謡い聞不安

ことになるという︒

とっては六千がの損失をもたらす
ち〜九％だけが反対である︒この

の建設に農敗しており︑残りのう
立法部が決矩を下すのを助ける

る︒

ろう︒カリフォルニア州の住民

利罵は必要であり正詣であると蛍

マン教授の推副値は︑エネルギ

張した︒

ーの痛要をみたすために原子力発
曝を採用した場愈と採用しない場

世論調査は︑八月から九月にかけ

倉の経済全体に紺するコストの差

て蕎三十万人のカリフォルニア州
住民に対して送信された﹁原子力

をコンピューターを便って副算し

ループは︑投栗住民の襲求でその

発衛湧の建設は進めるべきである

ためにつくられる十五人の織問グ

グループの三分の二は少なくとも

か﹂という貿問に対して︑圃答を

るようなことはあり得ない﹂とし

二年闘原子力の安全性に関する海

合には︑一般大衆に十分な襲爵を

この書簡の響各唇は︑すべて研
螢から離れていることが条件とな

題について十分に理解するように

てウイルリッチ孜授は次のように
述へている︒﹁現在の逓寝癖は︑

は︑このような状況から利益を得

定な状感が続き︑混乱が起きるだ

と︑州に登L大き議窪与え細る︒︑墨金事業が必ず
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E原子力部の元性能・評価・改山

⁝州議会聴聞会始まる
法的効力︑影響などを調査

原子力発心所の安金性の篇理につ

することが立法府の費任である﹂

半分は︑鍛力を消面するあらゆる

炉を実際に運転してフル・スケー

いて十分な規制をしており︑予想

会上院の公共野業委員会交涌・エ

明となっている︒

恵旬︑カ︐︒︒ルニア州謹2eあるのて︑黒茗が︒の問
ネルギー部会は︑六月八二に予定

揃摘している︒さらに︑同教皇は
は︑これらの規定の効力を強化し

の時間とさらに数十停炉の費用を
必雲とするだろう︑とつけくりえ

力に関する医蓄または生物学薔で
することを決めている︒二段投票

たり一般大衆に薄する補償を増強

同教授はさらに﹁すべての安金

あると保証できる︒残っている危

険については真鑓に霧える必要が

棊つく経済への転換に要する犠牲
ているう

ン教授がさる一月︑コネチカット

の政冶経済学教授アラン・S・マ を推計したものである︒ ﹁私はこ
の犠牲を払う必要はないと思う︒

七三・五％が

ハーバード大学ケネディ記念佼

ある︒

と述べているっ

バーシニア大学法学部のメイソ

べた︒同教授の心見では︑この住

システムの有効性について上下両

閥贔および役務の価格上昇という

されている原子力発電禁止控民脳

ン・ウイルリッチ教授は委撮会で

ルの試験をするという住民投票の

経済損失招く

漿の影響についての一連の聴聞会

したりするのではなく︑その姫値

恥故の可能性を決めるために原子

A塁Fが﹁ニュークリア・イ の第一懸を開いた・委員畏のアル

住民投票は﹁概念的に五行不能で

の臨的は﹁それが法律となるべき

民投票が成功しても鐘効であると

が満画するようものことを立燃し

院の立法郡の三分の二以上の多数

要求は︑何千もの試験と︑数十年

フレッド・アルキスト上院談員

ンフォ﹂を発行した黄暴には︑

かどうかという点について決断を

いう︒門雲叢政府の優先権は︑遠

の判鯖が出ることは問辿いないと

を削減しようとしている鳳︒

鋭化するにつれて︑一方的な見

しなければならない一般大衆︑お

︵民主党ツン︒ノゼ︶は︑聴聞会 あり︑法的にも無効である﹂と述

解や不正 確 な 傍 報 が 増 加 し ︑ 大

よびそれが旗立した時に実施しな

原畢力圏 発 へ の 批 判 や 反 戴 が 先

鍛の原子 力 に 対 す る 純 粋 な 疑 問

ために受け入れる社芸の〜般的な

あるが︑われわれが小さな利益の

聴闊芸で語ったところによると

や彫塗な 不 安 を 誤 っ た 方 向 へ 珊

料サイクル全体を禽めた原子力の

その一節を原子炉だけでなく核轡
州公共饗業規制局︵PUCA︶の

原子力を支持

安全性の改講のためにまわした方

の要求により︑上院および下院議

が有償義である﹂とマン教撰はP 山では受け入れることが可能であ

なければならないという住展投歎

ラルフ・ネーダー氏が想えている

UCAて語った︒

これは住罠投盤の明白な欠点であ

による原子力発電の中止は︑米国

ようなタイプの永久的な全国規模

くにある法的な偶然性ではない◎

カリフガルニア州選出のジョン

の予想される影響についての情報

員は他のことをする時間がほとん

・タニi上院諜員が実施した世論

ければならない立法府に対し︑そ

どなくなってしまうだろう︒安金

かがえま す ︒ こ の 構 報 は 発 行 以

る﹂と岡教擾は述べている︒しか

性に関する蟹讃を憎く懸識的に追

珊させか ね な い と い う 実 測 も う

を提供することである︒これは今

下っても︑門住民擾票が成立する

し︑仮に無効であるという判決が

危険を考えると︑原子力発蹴は今

来︑原子 力 関 係 者 の み な ら ず 議

票留が直医する最も重大な聞題の

までの十蕉において︑この州の投

力嘗ての世論調査結果

どからも注鶏されています鴨

会︑遮邦 ・ 捌 政 府 ︑ マ ス コ ミ な
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︸郎金擾︶は︑その五次にわたる提言の剛際的視野からのフォローと今後の癌しい展閲のため一月三

今琿の一月一瞬iCF︵隅際化学〜般労運︶に韻盟したばかりの塗美膚力労働維倉巡禽盆︵橋本潭

十野田から三週間にあたって※園︑カナダを訪問︑米園労働総同盟産別食議など労働界︑政騰機関︑
原子力発蟷所を視禦︑核辮料サイクル︑環境問題など原子力の雷蝶な問題について調覆を行なった︒
今國は︑調荘臨長として講査に盗たられた田本原子刀発磁労働組命執荷馬員長の平沢悠紹氏に米︑カ

することになった︒醗労連として⁝ログラム③環境問題④地域社会と

カ︑カナダの講機関を訪問︑視漿⁝廃藁物処理②軽水炉以後の開発プ

ナダの原子力問題の蜆状︑籔ホとの比較などについて︑印象をご執策諏つた︒

国際的立場から

実証炉に対す
る認識に差
﹁実証炉﹂とは門完全に完成さ
れたものであって︑安全性にして
も︑あるいは他の問題にしても︑

もはや改蓄・改鍵の必要性がない

差があることに根ざしている︒
十万KWのPWR︶︑中門炉︵
K

条件などについて︑軽水炉︵頁

﹁技術﹂に対する認識に決建的な

もの﹂と考えていない︒これは

の実績をもつ田本原子力溜業会議

初めての箏であり︑各騰との交流

この種の調資國を派選することは一の瀦係と岡贋△口慧⑤放射縷下労働

全圏醒力 粥 働 綴 盒 燭 台 該 ︵ 魔 労

電力問題へ対応

運甕橋本輩一郎鼠擬︶は原子力発

艦の開発について︑稜極的に推進
所期の成聚を褥ることができた︒

の協力と謬加を得て︑予定涌り︑

政府機関︑薩業界︑罵処理施設一

懲じた点を誘導すれば﹁経
TGRとCANDU︶︑労働私
日の︑
済性が成立ち︑要理的な蜜語牲が

すべきであるという立場をとり︑

めに︑昭秘四十︸黛一月の第〜次

﹁正しい原子力発蹴の開発扁のた

州電粥の鷲頭康磯︑原薩の轍鮒

英治︑中那懸労の長谷川薩彦︑九

婁顔の松本健兜︑棄察聡労の斎藤

調査國の構成は︑聡労運巾央

間︑視鑛することにしていたが︑

終端
経験の培いBWRとPWRを
騎水髪で維立てられたものであ

を行なった︒当初の計醐には運転

を読聞し︑討論と闘係機関の視鎮

の技術を党隠し︑手暇していくこ

ければならないということは技術

盤学的な絶津蟹金が餓羅されな

道路の海賦と醤嵐で断念せざるを

以前の話であり︑科学的に一〇〇

議㌧ 〜

譜

とは当然であると受けとめてお

＼

へ

@

め印て︑三月中に完成する︒浮戸

講承認蝦告欝は現征︑とりまと

あると考えている︒﹁捜物﹂は

りむしろ︑これを怠る方が献題で

簿外への展開を欝乏していること

％欝金ということは科学の成果の

麟・

今圃の調畜は餓労適の五次にわ

樹

たる提謬箸の活勤を国際的視野か

儀

纒なかったことは残念であった︒

って︑技術の進麗に伴って︑過芸

ことであろう︒実豚饅はその階の

以後昨葎二月の第五次に簗る提醤

実際的に立証されたもの﹂という

酒鋤や放蟹糠下労働榮件の岡上な
仁︑日ホ原子力発雌労纏の私の謝

田にはICFに加盟六猛であった︒

ど脳活動を展開してきた︒また︑

今無の一月
した︒︷CFは今無の総金でエ ネ

先取性

望まれる日本の自主性確立

印象的な米の

ルギー郡 門 を 加 え て ︑ I C EFと
改称︑改組することになっており
避労運としても︑エネルギー難題
に懸際的な立場で対慰していくこ
とを麟め︑それなりの役鶴を果た

このような無難の中︑昨無の定

沢

塒大罪で︑団子力調畜剛の派遺を

たのである︒

認識に決定的な瀧を癌感さゼられ

して︑そっくり譲り受ける方式を

をまって︑その後︑多額の金を出

題の取霞みは︑アメリカでの実施

決定の中には︑プルトニウムサイ

しないということだが︑この政策

は六月か七月籏で団の鋤簾を議定

も比むを得ないであろう︒なるほ

とってきた︒これでは非簸されて

れば︑鞠資線のアメリカが︑正醜

決めるようである︒日本からみ

多様歎をもたせて︑プログラムを

クルの礁立という他に︑核蝉繕の

急がれるBWR

ど︑今までの技術は輸入しさえず

は艮く知られている︒この発生防

コバルト︑マンガン箸であること

裂生成物よりも放財化された鉄︑

ら︑鍛初の段階で墓礎的な断から

広いものになってきていることか

通用しないほど底の深い︑据野の

い︒しかし︑これからの技術には

いる︑がこときは悲しい話ではあ

性のあるプログラムを繊めないで

ており︑ATR原型炉以後の実環

グラムを蹴立てるのを鷺本は待っ

で︑国として︑実施していくプロ

な蝿状分響と将来の箆通しの中

放射線防止計画

BWRにおける放酎線源が核分れば黛木で消化できたかもしれな

止について世界申の暴騰を錐めて

ていかなければならない︒

のと貯一面いながら︑立場や利憲関係

る太いか︒エネルギーは国民のも

謬蒲し︑取嵩んでいく方式に変え

﹁アメリカでくしゃみをすれば

系全体のクリーニングによって発

田本で風邪をひく﹂と謂われる鷺

検討しているが︑一方では︑冷却

生したものを取り除くことの萄効

Pが円本ではスいに問題になった て︑われわれ自身の不勉強さを痛

いは刷子力発急の開究が︑環聡問

ことは悲しいことである︒

に結びついて︑確立されていない

性に注冨し︑実際に︑爽旛するプ

ログラムを鳳雛している︒洲本 本の鞭水炉でこのような捜術上の

になるのではないか︑と響えさせ

でも︑ここ田町の聞︑軽水炉によ

的な鴬張については︑明磯に響動

被曝聞題を含めどのようにあるべ

題・社会胸影響あるいけ労働者の

られた︒

技術によって組上ったものは︑短

﹁捜術﹂は門科挙﹂の成梁に︑互

﹁科学﹂は﹁技術﹂の遜展に︑

門哲学偏でも﹁科学扁でもなく︑

ならないものでもないし︑科学的

学的な繊対隠金を保証しなければ

労働組禽の指轟者は欝働蓄の被

属したものの︑この辺りの情報を

て︑政治との粘ぴつきの中で︑あ

きかについて明確な見解をもつ

ことは周知の逓りであるが︑われ

われの問御詰越に習憲的戦場を睡

われは︑ALAPが本来︑労働螢
臼本にもたらせることなく︑われ
のためのものであり︑アメリカが

り続ける血鑑なり︑政尉の姿勢に

は畿巧えられないことである︒

とくに︑原子力発露駈の一献閥

何鴬義手していないことを不霧に

強い憤りを感じたのである︒企凝

していることなど︑とても田本で

原子力発電所が安傘なものではな

の総被曝人記録︵マン︒レム︶を

思っていたのである︒日本でわ

眠くから注溶していた︒門だから

い﹂という発想については︑その

しても︑今後︑一晒の病鋤を展開

厳しく児つめている︒われわれと

開発の隙告要㈹であることは︑し

蓋﹂という掴都禽童義が︑拙守力

や政府の﹁都合の懲いことには

を忘れた︑民艶主義の原理漂則を

緬の申心に据えるがむときは燃残

ギー問題をイデオロギ⁝論鞘や政

博している︒日煎の中で︑エネル

るいは敗斑機関との対応のゆで紐
質弱さを指摘していた︒原艶福発

れわれが酷い出した鯖︑あ写りに

進んだ米の線量指導

無視したものであるとさえいえる

ばしば指摘した所であるが︑今

先に︑駕長に過ぎて紙雛が無く

◇

園も︑これにつき嘱たったので

るり

な見解をまとめて出す予定であ

政争越えた活動を
も染飛であると受け取られてい

臼本

た◎しかし︑アメリカではすで

のではないだろうか︒

していく必蛍牲とともに︑政府と

ある︒この件については胴に公式

の対応についても考えていかねば

報痛しなければならないことが多

なってしまった︒京だまた述べ︑

の︑その翼熱なことと︑これに対

労鋤磨臼の黙認箸が労働書の利

きた所と岡じであると慰うもの

に︑レギュラトリ︒ガイド八・八

ならないことを改めて計い矧らさ

く残っている︒環境︑灘排水︑被

応する敵府機関の礁かさに驚かさ

厳保護に止まらず︑鵬幌のエネル

機会を改めて報黛したい︒

八・十を出した殺隈で︑政府の手
れたっ

この労働響の被曝低減について

にして展開していくべきか︑ある

曝管理︑脱漿物処理等瀞である︒

との交渉に爺点を躍いているもの

の一つに撫禽つた︒書聖のALAいたのである︒このことについ

は今回の調製の中で驚くべき票塞

ギー確傑について︑イデオロギ
の︑さらに︑労働綴織と話し盆う

続として︑明確な型で︑労働膏の

場をもっており︑労働組禽の合理

ALAP萢数鰻化して︑行なって
ーや政争以前の腰張として︑いか

れた︒政肘機関は労働組禽と企漿

強調したのは︑われわれの歩んで

らすかを考えるべきであることを

その上で︑いかにして︑被曝を減

することは労働蕎の役捌であり︑

運転し︑雑修をして︑電力を酵撮

霜による醗力が必要である以上︑

ばく線鎌が漸増していることに︑

取組みを変えない詰り﹁風隠ひ

ここでは︑これらに触れる部分は

他は童に私のメモによる取りまと

私的晃解として述べるにとめる︒

幾つかの捉渠をする予定であり︑

平沢氏

連としては︑調査の成果をもとに

蜘難蕪平

ﾁ

の糧を得るため①核燃サイクルと

紀

らフォローし︑今後の新しい川開

ている︒

していかなければならないと考え

嚇

@．@
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7
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六田濠での二十四澱間︑アメリ
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めであることをお断りしておく︒

＼舗 ラ

雛灘紺

A巴CL担当者から鋭明を受ける調査団
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によるウラン濃縮パイロットプラ
ントを建設する計画にとりかかっ
ており︑米薩のレーザー利爾によ

へと大きく飛躍しょうとしてい

ウラン化會物に特逢の波畏の 光

を利馬する︒中根氏によると上議

すると超低温で気体状となる性質

ウランを超琶速でノズルから放出

千沖SWU／年のレーザー分離法

がをかけて︑︸九七九隼までに九

にロスアラモス研究所では︑二億
くうかび上ってきたといえよう︒

づくりが当薦の課題として大きか

の証欝で園側は内記教授︑村霊

し定着

の購入で始頻った軽水炉技術をわ

的な改蕗策などを指摘し︑さらに

の作業のしゃすさを考慮した興体

守・点検に関する経験から従業員

これまでの運転で得た軽水炉の保

てきていることなどから︑学術会

にぽかならない﹂との疑感を深め

派が﹁シンポジウムはゆ央公聴会

公聴会が未だ開かれないため反対

日本エネルギ⁝経碑研究所は一

臼本エネルギー経済研究所

寸法はIEC規格を採罵し、デザインも一新。

ます。また、回路電圧をモニタ用メータでチ

器室で行なえ、保守点検：が容易です。

東京（501＞∈B11〈｛蔑〉

東京（03）501・7201〈代〉

五＋六万六千KW︶設澱許可取り となっているが︑安全性について

進原研安盆工学韻畏を酷遇に立て

をおわっている︒今回は原告側か

安全性の確証︑審査体舗の主観問

消し行政訴訟の第十二回網頭弁諭

悦雄日日長︶で開かれ︑原告・住

が国独自のものに潔消化

議も﹁現状では 純砕に学術的
八＋万KWと風景万KWのプラン

原戦力シンポジウムについては

巳付けで︑理事長に現所長の向坂

画し幌（22三）ア241

が二月二十六臼︑松山地裁︵村上

民側から山々回で証昌した被告︒

ら内田証謡に対し︑反対聯聞があ
ったものだが次回四月二十二日は

国側の内田秀雄︵璽大教授︶証人
調査員

その続きと︑村主認醤に対して原

に対し︑安全欝査会の

の蛋縦︑運胴規定など安全審査手

十九名のう

原告側誕議は

告側から反対論闘がある︒﹁方︑
小隊

た︑地質地盤︑耐罎設計など立地

続きについて反論があった︒ま

させるため︑軽水炉技術の標準化

なシンポジウムの実現はムリで︑

が諭争点となりそう︒

終った後は・翻意︑耐震設計など

ったばかり︒安全性の証人調べが

条件︑聡CCSの衛効性︑蒸気発ち藤本陽一學大教授の主轡闇があ
生鵠細取調肉現象などでは︑両蕾

同訴訟は原子炉の安全性︑原雛

ともに従来の聖張を繰り返した︒

推進について昨年六月以降検討を

トの標準化設誹について応え方が

てくる司能性がある﹂と判断︑今

開催自体

四国電力伊方一弩炉︵PWR︑ 網地の地質地盤問題が大きな象点

重ねてきたが︑このほど中呂報告

示される見込み︒簸後に法規制の

な麓彩をおび

の原案が闘まり︑一︑二園開催が

改訂などを骨子とする橡準化の推

行政的

を経て四月上旬には中取報告欝と

予定されている同委員会での審議

学術会議では﹁基本的に協力す

圓の拙置となった︒

絡金もストップすることになりそ

これらの情勢から︑原子力シン

うだ︒

ポジウムは展盟的に中止の方向に

おり︑ボールを投げ返された一子

傾いてきたとする冤方も出てきて

力委員会が︑単独で開催に踏み切
るのか︑中止を三差なくされるの

圏されている︒

か︑いずれにしてもその対応が注

これまでの双方愈同の準備連絡会

驚雄氏を︑駈艮にはこの︸月まで

衰斤潟（47）20ア4

オく島（24）66i8

蓼製」ζ31）45…1

るウラン分離は実用段階への閥発

これに対しわが国のレーザー光

を当てることによってウラン獅を

で示された欝欝では︑この方法に

進策が織り込まれるものとみられ

るとの考え方に変更はなく︑当面

る︒

してまと蒙る兇翻しとなった︒

中間報告は①わが国における原

温でウランニ三五を十分分離でき

事櫨が好転ずるまで静饒する﹂と

昨窪ハ月米国の欝ーレンス・リ

五十一無事からは標革化推進案

〇〇用SG施設︑仏フェニックス 向といわれる︒その拡大調印がこ

が︑その聞︑原子力委員会との連

を引き継いで標準化プラントの詳

自

に入る︒

子カプラントの現状②プラントの

る程慶塞で励起することに成功し

＝＝＝

リカルコイル型で技術協力できる

一一：冊＝冊一

二進案の四道で構成︑これに﹁ま

一二：＝一一＼齢＝一：﹁一ρ＝＝：

に三か所あるのみ︒蘭ヘンゲロ研

欝写翼づくり

改貫流③標準化プラント④標薫化

バモア研究所が千八魏魏の金属蒸
たとのデータが発表され︑この研

囎難四月に中間報告

気法で三％の濃縮ウランを四ゴ催

えがき﹂と﹁まとめ﹂を盛りこん

で新たな方針を決定する予定だ

炉技術標準化検討委員会︵委員長

だ内容となる模様︒同報告では︑

の雪除をとっており︑四月の総会

究を中心約に行なっているロス
通腔借資源エネルギー庁と同省

内田秀雄東大教授︶は︑来圏から

︸＝：暫一＼二＝昌＝

細設副に入る青函で︑一億四千万

得ているが︑この方法だと二千度
アラモス研究所などでは﹁すでに
機械情報産業周の共蟹になる軽水

円の予算でわが国独自の軽水炉の

近くの高温が必要なため︑材料開

経済的に大量のウランを分離で

．一一一：二 一二：：髄一二響＝一縛一二＝＝謄一 ：︻＝帰︶一二＝：讐一畠：；曽一一

げた︒この実績は世界の同クラス

原子力シンポ
開催棚上げか

解体され︑内部構造の健金性確

絹SGだ︒趨速炉でやや水をあけ の六月にも勤燃・ERDA間で行種本学術韻語の原子力問題特別

大洗工学センターと動力炉開発
認︑材料試験に供されている︒機

学術会議︑協力を見合せ

試験を実施︑以来︑五十黛六月試

SG開発でも餓高という︒翌︑ 究所西独にあると共同のSNR三よう田米中速炉協定を拡大する悪

金属ナトリラムを冷却材として

られた米国は穏乳型三十〜三十五

いて︑先に決定した﹁現段階での

きた﹁原子力シンポジウム﹂につ

入れに沿って開催準轍に協力して

識会に︑原子力委員会からの申し

月二十六田⁝開かれた同会議運雛面

委員会︵一二宅泰雄委員長︶は︑二

器の

タ

なわれる予定だ︒

験完了まで延べ三千六欝隔間の運

部は今鋸六月オープンの大

便う醐速炉の鍛大の難関は蒸気発

・

鯵添

・．葱︐
悩

MWSG施設があるが︑臼本とへ
灘譲︐︑
鵜謬

V

で﹁三月宋開催﹂で合懲を衛︑興

科学技術庁原子力周長をつとめた

千薫（41）76Q2

鹿島（2）3661

高松（62）3391

る︒

選択的に励起し︑物理︒化学的な

伊方訴訟第12回口頭弁論

洗工学センター展示館に展示され

これに続く二摺機は一層機と岡
を

傭的準備段階に入っていた︒しか

向坂理事長︑生
田所長で新体制

し︑貝体的な融業が進行する一方

た︒現在の萄沢広巳理婁長は顧問

生田肇朗氏の就僅を正武に決め

出張所／人分（36）1ア01北九州（6692119四a布（53）

（24）3386

線による分離研究は︑阪大︑理研
原研などで軽い元素の同位体に関

ウランの分離まで手がついておら

する基礎研究が進腿しているが︑

ず︑理論的な司鮨性追求の段階︒

豪国の研究開発との間についた差
を縮めるにはこれまででバラバラ
だった研究休制を整備し︑来国な
みに雪雲な人材を結禦して糧織化

方法でこれを捕捉しようとするも
よりマイナスニ蔚二十度程歴の低

週RDAの謝画によると︑すでした強力なプロジェクト研究体制

の︒

国を厳しく追求

発などの点で突用化が難しいとさ

軽水炉技術見直しへ

原告、審査手続きで

生羅︵SG︶内で畢測されるナト 転を行なった︒現在︑同装置は解

Gが製造されているが︑試験解析

じヘリカルコイル型で︑一簿機の

一MWSる手筈だ︒

を冷却したナトリウムとタービン
が罰に楽な二璽管型で伝熱響内で

九・四癖に比べ約十一耕といくぶ

協力は認蟻﹂との慧向を報告︑岡

で︑学術会欝欝一鄙で門原子力婁

審議会はこれを了承した︒

員会の轄えるシンポジウムと必ず

名吉樫（581）62三1

イ由台（64｝2211

冨山

；曳阪（363）3331

（ア21｝3515広鍋（21｝4511

福岡

雲紙所ノ／來京（501＞7201

定γ線ビームと比較γ線ビームの両方を同時

鯉雪瓶CH冒

本社／〒105東東都，巷区芝西久保桜川町2

臼製産策株式会社

電舘

翫測器事難部

臼立製作所

竃奮舌

（第1フ瀞ヒノレ〉

密度計の線源シャッターは、ワンタッチで測

画

㊥お間い合わせ｛ま

に遮へいする、高い安全性を誇っています。

二代囲

側の水とを魑交換させ蒸気を発生
の不憲疋な水沸騰状態の変化︑流

．遇

筆鋒

として参画するQ原子力︑火力︑

機関としてエネ研の累たす役

舞

しも

る

水力などエネルギー全体を

が一致し
ないのではないか﹂との懸念も製

フィロソフィー

腹に存在してきており︑政時の国

る現在︑新体制での欝欝が期待さ

割がますます踵要になってきてい

れる︒

会笛弁︑原子力委員会側が瀕業関

るとの案を示してきたこと︑新潟

係響などの利憲関係番も参加させ

グ購造を採用。不要の放射線を容器中に確実

副戯γ綿密慶齢

回転軸は耐水性、気密性に優れた2重0リン

ほヨほ

安全性の趨い遮へい容器

團：窟γ翻レペ轟謙

路を内蔵しましたので、回路の動作確認が計

リウム水反応だQこのSGは炉心体され瞥って

させるもので︑﹁もんじゅ﹂以降
の高速炉で最要となる︒

潮面

鞭麟一〜

臥

658三・豊Hヨ（28）5191

に開閉できます（特許出願中）。

一万時間運転目標に

﹁もんじゅ﹂馬SGの五分の﹂ 特魅試験︑構魑試験︑材科強慶試

＼

岡セ ン タ ー の S G 開 発 部門に

反映させる一MW小型蒸気発 生 器

lW蒸気発生器

モデル五＋MWSG一弩機は︑四
験等を行なう︒一万時間逸転が

鯉難

塩江

は︑詳細試験を行ない設謝量蟻に

試験釜︑大型SGの設計製作 ︑ 性

能評価︑機能試験を行なう五十M 勤変動など新しい研究分野を解明

ん長大だ︒熱応力︑熱顔繋などが

目標︒この二暑機の据え付けば昨

五十︸隼から五二十年度にかけて

苛酷な条件下で設計されている︒

その旧例の解明︑安金性の騨価検

年十月宋に完了しており同十一月

え︑運転議験に入る一画︑

W蒸気発生器試験整ほか︑ナトリ する︒今琿七月頃据え付けを終

討を待なう高速炉安金性試験室の

十九年六月に金出力を達成した

評価など行ない︑ナトリウム・水

五＋MWの蒸気が発生できる試
験施設は岡センターを禽め︑世界

町中の59MW蒸無発鑑器

懸

ウム・水反応を実際に趨こして︑

小型SG誠験量では︑ヘリカル 後︑ほとんどトラブルもなく静・

三つの試験箋がある︒

G誠験裟躍を昭和四十六銀一二月に

伝熱運転三千四酉購闇の実績をあ

コイル︵うず巻き︶型の一MWS動特性試験︑特殊状態のSG挙動 から運転申だ︒
完成させ︑岡銀胴月から各極性能

譜畢鞭

詮、く、

RLS形

ェックできるチェック機構、模擬信号発生回

一

纏
輝

豊富な二一ルド経験と技術が生きています。

ユニット構造によって、使いやすさも向上してい

（3）

50

より安全に、より使いやすぐ…石油精製から食品工業まで

さらに使いやすくなった電子回路部

昭和51年3月4B
新
子
原
（第三極郵使物認禰

第815暑
（7）

のロオ

◇

聞

業

力

にもとりかかっているが︑これま

ンや水臓ガンなど開劇照覧へと進 能測定隅の炭累11︑標識化合物と

あるものを対象とし︑引続き鴇ガ

で皮囎ガンや藷ガンなど体嚢郡に
り腎ガン診断用のフッ翼18︑肺機

もう一つの大きな騒的︒さしあた

サイクロト庸ン総療に伴う照

実化を翻っていく方針だ︒

ーチン生材ができるよう施設の充

に絞って試験生産︑三年以内にル

して購塾が多いヨウ素伽の三核種

で照射した懲編︵従来法で冶らな

む計画︒ガン征圧は結局は︑攣期

かった人︶中︑五例はガン塊がほ

ぼ消えて︑他も虹成果で通院で

試験照射も好成熟
もあって晩でもというわけにはい

射費は無繕だが︑ベッド数の制限

かず・﹁かかりつけの医師または

の診断を受けて﹂来院されるよう

霊槍医と相談の上︑放射線響門医

放医研では望んでいる︒詳細は問

発晃による予防につきるとも騒え

まず体表部ガン対象に

きるまでに回復している︑とい
るが︑このための各種診断粥短簿

ニー五一⊥一一一一︶まで︒

研究所病院部襲務課︵電話〇四七

射と並ぶこのサイクロトロンの

RI生産照射蜜

孚尊

命アイソトープの生膿が︑治療照

脚野

嚇め

鮎響町瀧

蟹梅毒
／孫鰹

鎌蹴磯︑

船穣されて出航します。また先頃北海透士幌農業試験所
に農事用の放射性物質をお届けしたばかりです。このよ
うに、日立運輸では、大は原子力発電、農事用から小は
医療、研究用にいたるまで、核燃料や放射性物質の輸送
を実現しています。第1種放射線取扱主任者を配し、プ
ロジェクトチームを編成細心な計画で安全輸送を可能に
〆

しお客さまのご要望にお応えしています。

・
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閉二本︑生物照射のための大・

醐下向一本のほか︑RI生産曜

線羅照射用一本︑物理測定な．
どに爾いる温閉照嚇照二本のり
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隅
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團
⁝総△口設備⁝利一用︷率

原産調べ

は平均で異績五三％︒しかし︑咋

設備利胴率などは別裏の通り︒

記録することになった︒各炉別の

率実績も過表最筒の七〇％近くを

このため過去七奪間の設舖利用率 順調︒このだめ︑二月の設備利嗣

どが一段落し各原発の運転もほぼ

奪暮から今無にかけ補修︑定検な

躍｛
レ

で六七％を記録

一果攣力糞譲が調奮た

18〜｝

Z

二日クラケによる支障防ll対策1獄51

⁝電所のこの二月の総含設備利用率

・・棚揮認謂、讐重三…働

冝A朝B購堂で

の研究で講演会

原子力人工心臓

後藤薄髭︵原薩︶︒

プ協会︶︑細谷孝利︵通口雀︶︑

阪田畷弘︵原研︶︑大塚勝幸︵動
燃郵業駆︶︑菊地晟︵アイソトー

︵蹴瓢連︶︑箪若輩明︵関電︶︑
営黒俊一︵戯縮再処理鵬備会︶︑

所︶︑盆池忠勝︵東魁︶︑中村進

︵三菱金鵬︶︑石浜純︵新潟鉄工

敬︵日本原子力襲業︶︑井原精一

▽団長 田屈英三▽副翻痩 帯
川龍資︵放医研︶▽団員申田隈

団の団質は次の還りQ

放射性麗藁物処理処分石門調査

題点など調査に当たるQ

理処分研究開発の現状と今後の問

物に関する政策と今後の方針︑処

係機関を歴訪︑視察し放射性廃薫

独︑ベルギー︑英︑仏四か国の関

照犠︒シンポジウム出席後︑西

︵立大教擾︶を団擾とする一行十

稼動跨間

一きうによると︑わが膿勇発

第五園日米原子力会議
田※両国の原子力開発の現状を
レビューし今後の原子力協力につ

いて良し合う第五園瞭米原子力会
議が九日︑東票・芝の東慮プリン
スホテルで開かれ︑核融含︑低線

躍技術の三分野で︑今後新たな田

羅放射線の人体への影響︑保瞳描

55q

2「n

籍協力関係を酷めることで含愈し

茎6く1

P、、R

一は︑現在定検で運転悌止中の関露

七・八％に達したことが明らかと

⁝叢および薩蚤羅を除き六
一なっている︒原肥璽海炉運転開始

は三七％程慶と極端に落ち込み︑

しB8

核融合など三分
野の協力促進へ

一以降平均六二％強の醐設備利胴率
︸を示していたものの︑バイパス配

た︑行政の取線んでいる璽要課題︸管蓬蓬補修点横などで保全鰹止を

での批准﹂など六点をあげ︑対置

として﹁核拡散防止条約の今国会 余儀なくされたこともあって昨年

﹁科学と技術﹂と題し︑毒代ギリ
シアの例を引きながら特別講演︒

玉〔Xl

た︒このだめ両国は轡門象会議を

5｝

1

曳z妄挙二部琴11（5｛17

28一）

嘘5凪期検索1」〔馳ll

，

歳1疋期検査終r｛〜312

原産年次 大 会 ひ ら く

ともいうべき原子力開
策の現状と今後の姿勢を語った︒

ひきつづき開会セッションの特㎜の繭講演が行なわれた︒唇は塞場

別霜に入り・松馨醤連曲⁝を志アルオークラ・曙の間に移し
ネルギー対簾委農書を議長に︑U︸ての年さん貧︒午さん会では京都

務局長の﹁代替エネルギーの選

・ランツケ国墜ネル干鰭監大学名簿教授の羅番太饗が
択﹂︑R・フライ来圏エネルギー

に技術騨門家一名を派遣する②計
画検討の三瀬に技術導門家一名を
コンサルタントとして参加させる

う57

設け協力内湾を小体化していく︒

B、〜R

1加井11
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鮪楼蘇責任の思い新たに
臼本原子力薩業会議の第九回﹁原産年次大会﹂が三月や団︑東京・内幸町のイイノホールで開吊し

逆境

だ︑と述べた︒ま

研

安全実験に相互参加
原

③計画で得られた突験データ︑解

祈結果︑計算コードを入手できる

期間は岡日から㎎庫闇︒

ンNRC婁貫との問で行なわれ一1などを取り決めている︒協定

屋NR研
C究協力協定調印
日本原子力研究所が東海研究所

で進めているNSRR︵原子炉安
た︒

NSRRは昨奪六月初臨騨を達 両詔画はいずれも絵捜エネルギ

夏水器里中舞羅へ検612加一1

弓定期検夜中6…21卜1

＼b

た︒今大会の呂調は﹁原子力発電開発総△ロシステムの確立をめざして﹂︒行政懇の中闇報告などから
一応原子力開発の体制と棊盤が驚つた現在︑厳しいエネルギー情勢と
発環塊のもとで︑試錬に耐え︑将来に向け︑新たな歩を踏み出す塵業界の決慧を反映させたもの︒初

田の参加蕎は約七百名︑海外参加蓄は発二者±茗を含め約六十余名︒十一落までの三日間にわたっ

て白熱した論議が展開される︒睡2︑3面に講潔内乱
批准を固く信ずると︑結んだ︒

取りまく環境は一病厳しく︑今ま

深く長規の違歩をしている反面︑

せていくため門原子力発磁開発総

有沢広巳原産会長は所儘表明の

原子力開発二十韓紅にあたる今
次いで佐汝木義武原子力委爲畏

中で︑今大会は︑ホ来なら原子力

台システムの確立をめざして﹂を

た︒挨拶に立った網羅膜治大会雌

開発二十周薙を記念すべき大会で

大会は中山素平原産副会撰︵田本

備委員擬︵日本学術会議副会長︶

はあるが︑原子力開溌の現状をみ

は︑原子力開発は当初に比べ広く

は︑原子力開発の現状を打開し翼

ると︑この大会が伸聞うちのお祭

選んだ︑と述べた︒

に期待されるエネルギー源として

り的な場に終るのではなく︑前途

興業銀行網点役︶の議長で開会し

原子力を定着させるには︑広く国

に立ちはだかる藷露点を解決すべ

矯錨攣無鷲蘇纏嘲も圏会からかけつけ一曳

民のコンセンサスを響ながら︑当

き嶽任の思いを新たにする蠣でな

正念場

爵する課題を一つ一つ解決するこ

さに

とと︑同時に国際的な深い理解と

性確保の籔任の電導さも示唆︒最

理解をもとめた︒このほか︑安全

後に︑わが国が核拡散防止条約に

ければならないと述べ︑閲係薔の

もとに︑原子力発慰所の建設運転

全性研究騨︶計画と来原子力規制

委顕会︵NRC︶がアイダホ国立成︑制卿極激失聯故︵PWR︶やー機閲︵工EA︶の原子力安金性

覆と対箸の条件で協力しあうのは

B㌧、R

田本人工臓器灘志調は日本原子力

産業会議などと共催により三月十

朝臼講堂で講廣会﹁原子力と人工

六瞬午後一時から四駅・有楽町の

原子力人工心臓の研究は米︑仏

臓器扁をひらく︒

原子力安全研究協会は︑三月瓢

で盛んで西独やスペインでも研究

の篶えをただした︒これに対し席

で放射性壁式物響理に関する工A に碧手しているという︒来園では

十一

日から二十六日までウィーン

われたものの︑与覚内に批准田紳

用に関し佐汝木科技庁畏蜜は﹁昨

上︑とくに保障描法に伴う査察適

ムが開かれるのを機に︑これへの

FA／NEA共催国際シンポジす
ウでに寿命十無の原子力人工心臓

が開発︑一九八二年にはまず首燗

定粟が固まっているが︑これによ

報二月までの予備交渉でモデル協

るとNPT下査察は新しくその懸 ﾁに加え引続き西欧各騒におけ を臨戦に用い︑二〇〇〇年には少
から開雲︑申山正懸︑河上民雄︑

と立入り場所が隈定されるなど従

﹁放射性麗棄物処理処分薄腹講査

調査団は︑田島英三同協会理禦

団漏を派遣する︒

予定されている︒入場無料

による四つの講演とパネル討論が

題煎などに関する日︑米期界権威

た人工心臓研究の鏡鐙と今後の問

と予測している︒岡日は︑こうし

厲ﾋ性廃棄物処理処分対策に関 くとも十万個の購夢があろうなど

長︶は五臼︑霞沢外務︑佐汝木科

同Bの委員禽は午前十時半過ぎ

ぶり︑審議再開となったもの︒

っていたが︑この日から約九か口

の参院送りが断念︑継続霧議とな

原安協が西欧4か国に

会の墓調テーマは罠期的な二四の

から核燃料サイクル︑廃棄物対策

にもとることであり︑今国会での

批准していないことは国際的解義

却能力とが整合しない場△口の型置

初めてで各穏理解の安全余裕を突

822

貿

専門調査i団を派遣

協力が必要と述べたQまた︑今大

の石倉的なシステムとして完成さ

ので︑実験成果を互いに補完し含

工学研究所で運営しているPBF制御捧落下撃故︵BWR︶のように関する国際協力の一環をなすも
︵出力急上昇実験炉︶計腰に︑両 な想定反応度購故条件での燃料の

は一昨年初めに初臨界︑出力と冷

破拶実験を行なう︒一方︑PBFえるようになっている︒

情報を交換することになり︑九顧

調べる計画︒

破損に関して巽験︑燃料の挙動を

わが國の安金性研究が海外の計

究者を派遣し︑実験と解祈締果の

機関が全く対等の条件で椙互に研

午後︑萸京・芝の東京プリンスホ

監｛Xl

牧

論があったこともあって保革僚仲

協定は︑原研側が①PBF翫画期待が大毒い︒

験により定醗化できるものとして
テルで研究協力協定雛の調印が︑

会

宗像萎二原研理繋長とE︒メイソ

核防条約批准
で審議を再開
国
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来のそれに比べより筒素ムロ理化⁝する現状調査等に当たるため︑十

衆院外務委員会︵鯨岡兵輔婁員

（氏R

正森成二︑永末英一各婁員らがN

述べ・古巣機猛が漏れるようなこ
ともない︑と強調した︒

しか発

Plrた理

り電定・︸1翌綜や︸サr価llかの∫すを2i特曽力く対0徴門．藍解義0進 家・f説と0編

原畢娯安全工学

覧ﾘ縫子餓摩→審とヴと分カノ先め

のししFヨ著

臼刊工業新聞社東京都刊畑区九段北1−8−10費03（263）2311

海

学技術︑坂田防衛三閣僚の出席を

つ﹂︑機雛・資材の輸出︑再処理

痕ザ人・ズ

ﾉ家の原、1｝

東

求め︑核防条約︵NPT︶批准問PTの不平等性や保障描礁協定を されることになっている﹂などと・九日から四月七臼まで約三遍間︑

問題などをとりあげて質疑︑政商

題について慰議した︒NPT批准中心とする︑その他原子力船﹁む

芸で四十蟹田近く閣議が行な

大久保忠旧

駆蓮職・購座唾
E／連原子力圏発史（第14回） SENA通信 堀イ工
賂
¥1鱒1工学基礎講座 燃料 お響造．強渡〈その2＞
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放射性廃棄物対策で
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案件は昨年四月国会に提出︑外務
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鑑顯

△属錦L74騨一

子炉がどの国においても︑その安

ルな影響を全石窯に︑科学的に研

一度も起こっていない︒これは原 れ︑発狙所の温排水のエコロジカ

たしながら原子力開発を灘める体

残の不安を解消︑麟際艶麗掻を渠

これで万金とはいえないが︑圏

制と基盤が一応整ってきたとい

究調査できるようになったこと︒

第三に︑この霜月︑﹁原子力工学

全確保の灘任が果たされてきたこ

に横たわる諸困難を乗りこえ確僑

とを悪託する︒その蟹任の璽大さ

をもって原子力開発を進めること

える︒われわれはこの騰点で︑繭

き︑順調だった原子力開発の薩線

器や雄蘂のクオリティ︒アシュア

際的であるQ一度の禦故から原子 酸大規模の耐羅性試験︑原子力機

試験センター﹂が設立され︑世界

わが国の 原 子 力 平 和 利 用 開 発 は
的進行に魍止めがかかった︒ここ

は霞凶に対するばかりでなく︑国

スタートを切って以来︑二十鋸を

運が醸成されれば︑エネルギー問

力発継について世界的な消顯的機

たこと︒第四は︑近く﹁麗瀬物の

原産は昨報︑門原子力発露開発

ができると思う︒

しい出発導盃磁しなければならな

に︑原子力開発の再検討を通じ新

題の世界的な秩序形旗で激変を呼
一越換討委員金﹂を設け︑一九八

して解決すべきか全面的な検討を

鱈規模とそれに伴う問題をいかに

五⁝九〇年圏標に︑想定される発

処理処分センター扁が設立され︑そ

に進めねばならないが︑そのため

われわれは原子力開発を大規模

ぶことになる︒

ランス試験が行なえるようになっ

と誰われた

第三の火

迎えた︒

かった︒

原子力も鷹く茶器化され︑アイソ

トープ分野でも霞ざましい進歩が
石油危機以来︑エネルギー問題

の安金性の保証を確立する必要が

属隷面繋は︑十基五薗二＋万KW は 国の問題であると同時に国際

ある︒現在︑動力利胴としての原

びついた閣際閥係のため︑霞田本

的問題となった︒今田の緊密に紬

行なって︑原子力開発の今後の戦

に達し︑今無宋には来國につぐ世

﹁新たなスタートの時﹂
略方釘を提ポした︒この戦賂に基

その解決策として原子力が期待さ

け︒A饗R︑FBR︑HTGR︑

組んでいる︒④新型炉の位門づ

の

の藷初に比べ︑

環κ︑原子力開発は二十数年繭

い︒③軽水炉の蜜金性・健盒難問

理解と協力のもとに円満に遙めた

理・煎検を幾譜した︒現地懸盤の

習

ンクションなど詳細て

委員会が二分するので︑現蔭ファ

な法令化を進めているが︑原子力

訟愈申間報告の線に沿って翼体的

発展を駆讃する記念すべきもので

保︑軽水炉技衛の定濟化︑薄処理

．廃棄物処理処分など核燃料サイ

クル・ダウンストリームの確立︑

楓戦

野騰
継融

袋才華叡分

蔑繍灘

㈱謡羅

繍灘

べ物轟野

・︑染ト線潮

漆綴撫

査水理ン・父賦

染捕除ン聞︑
除漕内タ空掃
のの域ル︑清
時溝区サ換域

検取管コの溢
期岬︑凝︸普
冗冷務設タ︑

：業軍ル婦

機翼の一種理

器染補P寵ば

⁝要だ︒

●九沢島・協︑藍子営

胃Kド

本根αE目目イォ⁝丁

○

由R白湯

麗％鴬跡 立胴区区

盤発浜おカンプ実
力力詠賀ゴイ一物

燃講翻雛韓懸

三一繕験イ引
飯リ製鋼フぴ
染ドに扱︑よ
汚ノび取理お
のラ詩華処染
他の罫射の除
の類し放物内
そ衣嚢−彙域

る︒原子力開発を円滑に推進し︑

と︑二三的な深い理解と協力が必

諮課題を個々に解決していくこと

コンセンサスをえながら︑これら

として定舶させるには広く国民の

買に麟風の期縛するエネルギ⁝源

幾多の深瑚な聞題をかかえてい

原子力産業体制の整備︑充実など

遮

れているが︑それを取りまく環境

の能麗づけとタイムスケジュール

クル︒赤熱で難閣の多い第二再処

正念

核融會炉などのエネルギー開発上

は謹さに︑原子力にとって

は一層厳しさが増しており︑今日

ここに︑麺賛する問題を簡単に

理工場は︑取り扱う機関を含め︑

を濁検討している︒⑤核燃料サイ

述へる︒①核拡散防止条約の批

を薫る︒残された尚レベル廃爽物

従来の計画など検討中︒近々結論

の時期だ︒

准︒ロッキード購件などのため︑

場

今国難での通過が懸念されている

ている︒⑥原子力行政の改軸︒昨

郊一年をかけ笹子力安全周の麟設

の処理処分も同様に検説を行なっ

をみたが︑現仕︑原子力の安全規

准を達成したい︒②原子力聡﹁む

つ漏現在︑原囚究明を検討し︑

が︑なんとか羅議にもちこみ︑批

遮蔽改修して本来の実験船とする

広く深く長足の巡歩をしている︒

ため鼓も厳しく総力をあげて取り

題︒療子力総懸の申心問題である

子力行政の開発と規制では行政懇

して︑黙黙の侶頼の下に原子力開

反麟︑歎聞も山積︒エネルギー議

制て充粟と強化を図っている︒原

発を推湿しようと決意している◎

題はわが國の最前蟹課題である︒

結論に達した︒全ての唯桶が完了

そして五年後には︑原綿劇立二十

したので︑長崎県︑佐世保南に修

五周隼を大々的に祝うことができ

づき︑さらに興体的な戦術を策定

ある︒そして田庫︑世弊のために

係蕎の努力と選集を踏まえ今後の

安金性との戦いを勝ちとらはばな

一貫した開発体制を

レール敷き

位の解決努力は世翼経済の混乱と

の設立と漉動が︑核燃料サイクル

しかし︑田際的侶撹に反し︑わ

十周薙としてこれまでの原子力関

本来︑この大会は原子力開発二

うだ︒

界第二の原子力発確国になるもよ

笛

危機につながる頼れがある︒エネ
らない︒ここ闘三無︑鯵滞状態の
をクローズド・システムとして完

が園がまだNPT多面冶であるこ

開発体制の改革ふまえて

と︑この大書が仲間うちのお祭り

あるが︑原子力開発の推移をみる

ルギ⁝簾約︑石鹸代替エネルギー
静かな戦いで大きな地歩を固め︑
結てきる見通しが出てきたこと︒

鱗禁聡騨伏見康治
約なエネルギーとして原子力開発
が増々環鈴となってきたが︑一方

紙上廣

的デモンストレーションの場に終
開発では各瞬それぞれ努力を傾注
前進できる継塁をきづき︑その準

とは蝶臨に遺憾だ︒わが国の原．＋

わが畷の原子力開発はすでに二

⁝に急速な進展をとげてきた︒石蝋 原子力行政の確立︑管理体銚の整

を実施している︒

るのではなく︑われわれの前に立
すると同塒に︑国際的に協力し︑

力基本法も政府の非核三原闊もこ⁝

れ護持し︑響反対醒椅ら

るだろうと期待している︒

ちはだかる︑顧子力開発の諸困難を

上の戯障も︑璽力会社とメーカー

そして第五に︑軽水炉発電の還転

との協力により漸次解消されてき

ないにもかかわらず︑国禽の認乱︸

それは第一に︑昨年十二月︑原

備を整えることができた︒

子力行敵懇談会の﹁原子力行政体

ており︑原歴調べで︑この二月の

により批准が遅れている︒今属公⁝

私は︑原子力の畷際協力は開発

掴ともに解決に当たるへきだ︒

面ばかりでなく︑蜜全性の颪につ
制の改昂強化に関する顧兇﹂がで

総a設舖利徳率が︑吾北中の露地

でなければならない︒

原子力關発が大規換な実用段階
いても強調されねばならないこと
き︑原子力開発体制に二十隼照に

努力を続けていくつもりだ︒

一危機以降︑石油に代る唯一の硯実 備︑安金・環塊保全難策︑立地醗

と

0

織嘱凝磁睡

取締役会長原次

解決すべく︑慰いを新たにする場

になるにつれ︑原子力災密が発生
を雪踏したい︒今津︑原子炉年は

などがそれだ︒

い水準を示してきていること一

一三を除くと穴七・八％という高 での批准を空く債じ︑そのための一十年を経死し︑原子力発電を中心
一

しなくても︑燭民の闘に激然と原

﹁海洋生物礫境研究駈偏が設立さ

れたこと︒第二に︑岡無十二月︑

一五〇Q奪に達していると思われ して大きな変容の方向が打ち出さ
るが︑長い間︑世界の原子力凱陣

子力開発に対する不安︑不信の念
がりだかまり︑とくに原爆の経験
では僅民に災霞をおよぼす顎故は

まとめられてる

ニウム利用︑新型炉開発など一貫

クル︑廃厳物対策の鷲立︑プルト

6

子力本

聞

業
産
と縮ぴついて反原子刀遡鋤が融

ており︑囁語による伝達が司能で

いえるのは蔚科壌典である︒戦争⁝ 原子力篇用は蟻に原子力発極所

子力開発において安全性の問題は

ながら一応

敏夫逓舷大臣︑佐々木義武科学技

発展してきた文字や幾何学を踏唱

第九圓原巌隼次大食の午餐会が

とくに亜要な問題たQこの意味で

は悪い例だが︑懇的な響︑政⁝の譲運鰹けでなく論難サイ
も自動の果たす役割りは極めて大

えながらも︑その実用的な部分と

術庁略本の醗大距が出席︒蕎沢原

訣別することにより﹁地球と太陽

歴会長のあいさつにつづいて︑来

えた︒

十二田︑索察・赤坂のホテル・オ

あると弩え︑爾囁を対立的にとら

ークラで大金参加姦︑内外原子力

これに離しアリストテレスは両

冶的立場に立って︑この菖科辞典
きい﹂とあいさつした︒このあと

的な現在の細分化された科学を︑

螢を代片して澗本通薩大臣が﹁二

の距離は？﹂といった種類の純砕

盛大に開かれた︒午餐会には多忙

関係蕎ら麺蕩五十犠が出鷹して

科学

した体制で謝画鰐に進めてこそ負

に知る醸的の

人類のある周的のために利用する
ていった︒

を旗立させ
畜は対立的なものでなく︑むしろ

勢慧

一纒
響

叢

ビル代ヂ

株式会社

躍

融盒的な関係にあると考え︑購鞍

力研究施設、東北大学・金属材料研

．塁硲㌔

脳

蘇業研究瞬、ライ

曹畳冒一

︵鐵水文編網石瀬購長︶が﹁科学

懸懸．僧・

苺総

轟騨︑叫

罵撫黙鍬簿

耀灘鰹

．勇、放射線医学総合研寛湧、電気題嬬研究湧、（株）東日覆チカ

（研究施設関係）
電力中央華南所、

原子力閲係の他臓：羅＝撫判各鴬藁所にて・ル管粥務を鱗
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躍謡（06）（353）5

人阪巾北区松ケ枝1胃40グラウトビル

更出張断

電話（572）5734・（573）2664

ノター
（原子力部）棄5三都中央区銀器5−5文春別館内

5

琵出張所島根県八乗llll鹿島町解句電話ω8528×2）O
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取締役社長鈴木貞一・

啄・乗海・人並・高蘭各研究｝舜、理化学研究湧・入和研究所、

ブ協会、東人煮学部・原3

究チ労、鼎」気都シァ

営

田甲美知太郎匁都大学名誉教擬

懸を発揮できる︒庫葎度大会は擾

駕慧懸

線」りJヂ業（株）G

螺
@難撫 ぶ

業（掬、関西電力

一

〇世紀において原子力の蟹痩性は

ことによって︑抽象的な知識に留

させ︑鍾々の体制確立をはかるた

利用を一つの総総体系として完成

この棊本的な性格を︑現在の科

できる︒このようにして科学を利

その囲的のために役立てることも

は科学捜術が誕飽する土台になる

﹁知るために知るし科学はその知

と技術﹂と題して特別講修を行な

識探求が樵人の知講欲に起着し

期約な展望のもとに︑原子力開発
ん﹂による手先仕恥を行なう職人

濠っている科学に統一性を算え︑

と︑その仕舞金聾を頭に納め播承

学は伝承しているわけだが・この

という楠

の確立をめざしてしを基調テーマ

め﹁原子力発醒開発総愈システム

ものだと怨じた︒この関係は門か

技爾

饗する場禽︑この企てが︑国であ

行政の新しい展開のために偏では

とくに第三セッション﹁原子力

に選んだ︒

れ︑政治であれ︑常に本質的には
自的悪識をもち︑利己鮒傾胴のあ

ていたため︑当然の帰結として科

る個人の企てと同じ性格をもちゃ

学の尊門化︑細分化が極蝦なまで
に撹しすすめられてし豪つた︒こ

すいこと︑この企てに利胴される

を奮える親方の関係に典型的に曙

った・講蔽内容は次のとおり︒

◇
現代において

葉は必ずしも単一のことがらを懲

の科学の騨門化︑細分化は︑自ら

一歩拙た韻域のことは全く理解で 科学技粥のつかい方の最終的な糊

力行政懇談会の中閤豪とめと今後

※国︑西独の経験︑わが国の原子

の研究緻城は明るいが︑そこから

断は人聞の手に霞ねられる︑とい

田中美知太郎

﹁科学技術の統合を﹂
京大名馬教意

きないといった科学として金体の

スカッションを通して原畢力行敢

の課題について講議︑パネルディ

式化できる︒この親方の頭に俘在

る︒ところが︑科学技術は伝承が

艶交換を予定︒糊置セッション

を異体的に確立していくための慧

うことに︑特に鷲慧する必要があ
粟をもたらし︑これが現代におけ

に凝し︑この判断に必襲な〃技

町能で︑極端に筒展化していくの

題の解決しでは︑現在︑数通課題

これまでにデカルト︑スペンサ

る混乱の一照ともなっている︒

続一性が著しく欠落するという結
する知識は今臼の

実

なもので︑伝承不滅能な〃狡術

術

として解決が要請されている安

﹁原子力聡発における麟際共逓諜

ーらによって何度かこれを続一す

全︑地城核蜘桝サイクルセンター

は︑むしろ熟練的︑名人芸的
る試みがなされてきたが︑完威す

に属し︑個人が自らの経験によっ

構患などを討論する︒

るには肇らなかった︒

ものである︒

てしかこれを褥ることはできない

（発酵所三雲）日

凶㌧ワ

常に増大してきており︑現計の原

…

．〉・敦賀および東海発電所、東京電力（株）・裾雪原遷二力発電所、
、九捕電力（株）・玄海線」リコ発電所、ご三菱商蝋株〉、 （関電興
リテ〉、ll立ブラノト（株〉、來暴芝浦電気（株）・捺∫ノコ本部、三菱
隔島建設所、WH・赫浜建犀没所

中国電力（株）・局

雑摯響嚢欝星佐々木義武

今臼︑学闘的にこれを統一する

機器の除染、各種

（研究施設関係）

とりまく環境一・層厳しく

ことは︑非常に難しいが︑玉露金

備連繋保守、管王Ψ
〔原子力闘痩露要得意先〕

、原子力は無念場

に
技術

近い形態のものである︒

科学技術
の慧味は一応区別

と︑いわゆ

味しない︒拘禁やスポーツで駆う

科学技術

テクニックの
る

を

は

から切り離し︑純睡に知るこ

また︑この〃科学技術
用

科学

からも独立する︒この独

例えば弁論術なとの熟練︑経験の

することができる︒プラトンは︑

叢竹

とを風醜とするとき︑

立を典型的に実現したのはギリシ

﹁かん﹂に頼る門あて雄篇﹂に出

横み郵ねによる技循は本來的には

来し︑雷染への講元︑偲入への伝

シプト入で実贋的な団縫をもって

ャ人だ︒彼らは︑バビロニアやエ
は人類に役立つという圏的をもつ

違が圃難であるとし︑ホ来の技術

（発墨所関係）機
個人被曝管理、汚
転保可、施設内の

翻

原
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階

冝@

を極める政務の盆間をぬって河川
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二

力

二
二

行動と実績積重ねる

ルギー技術︑燃繕負源だけでは感

きりした点である︒石炭︑原子

が国内のユi号⁝に匹敵する条件

理解が深まったのである︒米国

ている︒実績は何ものをも圧する

議論の余地ない認録に基盤を置い

て対処することが必要である︒さ

二・四％増えている︒これは駒擾

九千五醤乃がとなり︑前無から四

で国際濃稲市場に濃縮サービスを

を働揺する行動の枳をさす︒三十

六千二齎八十乃パへと縢OO％は 健全な経済と政治に及はす影欝を

的なエネルギー研究︑開発︑実証

ることは米國の利溢に禽致する﹂

提供できるようにする枠組をつく

ていない蘭野糞の記録も盒まれ

鐸の歴史で一三の死亡繊故も出し

ている貢任ある行動の実績という

の総予算雅の五三・六％に相当す

つけ加えると︑この証二悶はフガ

る︒これはアメリカだけでなく憧

らに豊本的な戦賂は確実に惣大し

る︒これらの数字は積極酌な※願

ート大統領が︑国内の濃墨勝要磁

界の膨業史に夏芝をみないことて

Aの原子力開発予算蟹は約十二億 の利益︑絶鮒的な必艘性に齢する

すものといえよう︒

損する※国の能力を保証する伝案

だけてなく︑海外轍客の分をも供

ね上った︒結局︑来年展のERD回避しようとするなら︑画帖依存

この決轡は※国内にとどまらず

ロセスヒートである︒何隼後かに一 一九七七会計年度予算案を議会
へ
はこのプロセスヒート禰要を石炭⁝に提集したところだが︑岡予算蟹

ある︒

ジャー岡務穫奮は議会の委員食で

塗輿の必要性に対して︑璽訟が前

難防止と保障措撚に関する汚点の

⁝実績てある︒

とがなくなった︒これも費任ある

の饗と同様︑疑いをかけられるこ

過広に潜在した対立は︑シーザー

行できることを大衆に言明した︒

され︑両機関が独立して任務を遂

発機雛の分離で戦虜の対立が解消

嬉しているQ氾AECの規制と開 ノ︒

したことも煮任ある実績の和に窃

子力規制蚕員会︵NRC︶を創設

議会が猛RDAと姉妹機関︑原

ない諺録も含まれる︒

われわれは他の原子力開発利用

岡きに対処ずるものと確逃してい

國同様に当頑する課題に対処して

※鴎の鴎際的浅務について次のよ

遡源的恩態を他に分与するという

る︒

来繍の政籏は︑鍵盤器の制限ない

うな認犠を行なった︒﹁︐原子力の

談たこの身重には︑核物賃の盗

を※議事に提鐵したのに返送して
︸物蜜と擬助の提供にも同様な覚悟
一を辞さない︒一カ月劇︑キッシン 行なわれたもので︑この明快かつ

実績とは倒か︒原子力のすべて

力をもつ︒

しての確固たる対処が必験で︑わ

原子力の国際協力︑友奴国への核

の癒擾蝉焼で十分満たせると考え一で︑核冬野研究開発に一薙前の承

の原子力発電促進姿勢を如実に示

れわれはその決定を行なったQそ

る︒われわれは石碧天然ガスに濾二千三頁去炉から蕎習

四〇％が陰気用で︑その主体はプ一からも明らかである︒

米国では︑エネルギー消費の約・の鐙要控は米國の原子力関連予算

み倉う︒

他のエネルギー詔麺ときちんとか

雛翫鷺R・W・フライ

国策として原発加速開発

来国議会が一蹴余り前にエネル

設した際︑議会は不安定な輸入石
力︑節約︑太陽熱利照︑そのいず

慨附要を賄いきれないことがはっ
ギー研究開発局︵ERDA︶を翻

油源への危険な依存から解放し将
れだけ︑あるいはその

腿は満たせない︒あらゆる捜術を

代って液体と気体にしたものを供

︑三の組

禽せ併用だけでもエネルギー藪要

追求し併胴してはじめてエネルギ

会ずる倉成鍬料魔業の実現を石炭発には前年の五懸二千葛七十万が

いている︒

大衆の疑念は︑多くの三口︑感

器が改擬されている︒現行のシス

と︑どうしても一九七六年乗まて

の闇題は︑健康と安金上の観点か

するであろう︒罵際エネルギー機

殿的を遠成するうえで大いに貢献

できよう︒消幾圃間の協力はこの

進めるすべての國に共通のものて

ち果実を囲むとげは原子力開発を
石油と天然ガスについてみれば

以前には増加しないだろう︒石炭

石炭はコスト寓のため一九七四鰯

拡大によるもので︑ヨーロッパの

手段である︒ORCD諸円の原子
における屋久ルダ⁝湧費︑とりも

⁝倶給嵜多角化するための荷力な

にとって︑次の＋年閤のエネルギ

原子力発電は資源のとぼしい麟

関︵王EA︶はこうした協調をは ある︒これらの問題に口慰を冤出

原子力職制に伴う問題︑すなわ

くなりつつある︒

盟節減にかかわる政策︑消難醗問

政府は国産エネルギーの増加と同

し︑輸入石油依糎度を低めるため

のエネルギ⁝情報を諸掛に提洪

ー供給のリスクを少なくし︑無界

完金な協力政策に対処している︒

の解明︑殴界の原子力関係醸との

われはこの圏的の週求︑付帯問題

る能力と技術を有している︒われ

り︑関係翻すべてが解開に霧隠す

かる場である︒IEAはエネルギ すことは関係曝すべての利益であ
力発戴は︑〜九八C年までに〜億 なおおオ蝉騒酒資の伸びの低下て

におけるエネルギー配分にかかわ

の長期エネルギー酬瞬の樹立に需

このような情勢のもとで︑各国

るが︑低成長蝦藻継てはこれらの

八千刀KW︑八極葬寵でには四億 ある︒睾戸別の理山は︑資諭調達

濡するものである◎

つは︑稲子四国

には非嘱に大きな輸送上の穆資が

牛産が減少することもあって︑石

る政策をとりだしている︒これに

る睡喚η押由の

費パターンは石炭一五％︑石独五

必要てあり︑所要施設の建設にも

KWになろう．．それは濁七四年 の丙麟さと許詔葛︑建設︑翅転︑

曇

建

部

鎗

・驚

⁝

二2

︑

唇

＝︷垂
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確実にする謝闘または研究開発戦
略を開発するよう抵示した︒われ

ー儒要を満たすチャンスがある︒

いる︒来燭では三十妬間にわたっ

エネルギー

テムは最新の盗難防止技術を駆使

場台は地点の減少︑地鼠︑について

にはそれらに嘆ずる立地を確保し

ら原子力施設の樹加に対する公衆

※国やアラスカ︑カナダ北極圏な

はもっぱら︑発電と製鉄に矩われ

○％とされ︑この

う︒もっとも石瀬は︑石曲35るい かり八署疏まての問に︑石凝終︑算

炭の踊要には隈界があるといえよ

彌亀灘監櫨ヒ；挙糊転倒会趾

来米国に鷺冨なエネルギー供給を

われは現状と各種の選択に検討と

謝画の本質にあるのがこの読字で

て原子力産業が極端に安全な手動

五十万冠︑原子力発電の原子炉開

に謝醐を提出した︒

分析を璽ね昨無六月蕊十日︑議会

のない各種の国際協定や樋構を発

現在︑原子力のパブリックアクセ

を裟曝してきたにもかかわらず︑

拡散を回避てきるよ︶にした前例

︒

懸六千四頁万メアップして

展させる主嚢な鍵を提供した

賞源に求めている︒プ野瀬スヒー⁝から

薄外政頒として濃縮ウラン供給が

トと命成燃繕という二つの応用で一六億八千四酉三十万賭要求した︒

原子力に関していえば︑このテ

六癌まで消却が可能となる︒※麟の五千九百＋万㎡から一億四千七

※国の鏡在の石炭産業能力の五〜㎜捗轡料リイクル資金の要求は前無

ある︒

ーマの明白な釜座はわれわれがこ

この計画で︑第一に国家として
エネルギー潰源をできるだけ凹く

の開発に績力的に数組んでいかね

進めるだけでなく︑

一過去の講蛋Qなく漿高

一か︒ても︑腿のありかを回す

切りはなして慨鰯えられるべきでは︸問題てはなく・適窮な技術を保有

義嚢証するこキ丞eきるQ

り︑原子力に関する麿報を提供し

@を議し産油捌の指示価格とエ 縞や根拠のない叢張に根ざしてお

原子力容騒の加速開発は国鎧と一要求は前隼の千二薦二＋刀がから．ネルキ⁝倶給の不蜜がわれわれの

一意とほぼ篤した︒廃務難

プタンスの問題が引き難き尾を引

石油と莱然ガスへの過度の依存か

ばならないことである︒原子力は

中似をなす※岡の原子力協力は︑

ら供給力に階む石炭とウランに切

礫境面できれいで︑並存的で︑す

力はこうしたニードを満たすのに千四翌翌＋万炉から二千七爾三＋

一つの空要なエネルギー源︑原子盗難防止と保糖塁審蟄求は前年の 核拡散の防氏という熱希な自撒を

殖炉︑太陽熱利胴といった長期的

襲えること︑さらに︑核融台︑壇

でに開発の進展段階にあり︑今後
十分題している︒

の電力答爆増感分を供給するもう一百十万妙とほぼ三簡贈︒核物質の

なエネルギー技術の開発に今から
迎える増勉炉の点でとくに難題な
エネルギー源といえる︒原子力は

纏り窪むことなどの結論を得た︒

中でも璽要なのは︑単一のエネ

ー

する資金は二千五筒傅がに達する

ーを生益することになるQ原子力 の原子力発電開発のために必要と

綿雛齋無難藷藤鰍齢鱒薦酪
例えば︑OECD謂潤がこれから

発源の遂行にとっては︑技術的複

ないということである︒そして隠している・近く・費DAは識会

四姫四千郷筒万蛭桐当のエネルギ

ロール上の難しさから︑ある地域

に使用しうる︒だが︑環境コント

ということがかねて予測されてい

は八O奪代なかばか後畢まで帯場 は毒しい原子力にかわって発殿宇
に現われないだろうし︑北※の沿

雑さや陣額の資本換資がついてま

麗政策はつねにすべてのエネルギ

増大すると予測された︒

岸︑面擦の婿資源も謙だその鍛が

ては石捉だき発磁藤は制限をうけ

⁝政策との連けいに細心の注藤を

一九六〇 奪 か ら 七 二 奪 ま で ︑ 経

ネルギー購勢は急激に変化し︑各

済協力闇発機構︵OECD︶鵤盟しかし︑一九七豊年後半からエ
明確でなく︑今後の十隼間にどの

るが︑インフレをコントロールす

国のエネルギー消費は︑琿平均五
自政府はエネルギー調盟の伸びを

わる︒〜九八五駕に奄る療子力発

％伸びてき た ︒ 石 瘤 危 機 に 纏 齢 す

また︑ほとんとの地城で原子力よ

核物質の盗難防止と保障描置で

明らかにしていく︒

癒購繊麗禦

程度供給しうるかという破誕はな

自制し︑供給瀞を多繊化する政策

払う必硬があるということであ

る前には︑この傾商は〜九八五年

るための総需要抑制政策のもとて

い︒北禽の石湘︑天然ガスはヨ⁝

九八翼葎まで

電容欝のチ潤は︑エネルギー危機

をとり出した︒新しい騎甥下では

水力と地融︑は︑

りも播くつくという糠爵もある︒

た︒隼問五％の伸びということは

目蚕るも続くであろうと予測され

ロッパの石崩輸入鰻箱に大きく貢

は︑こうした投資は難しくなろ

麗しようが︑ここでも施設碓設の

以酌予測された規模よりも低くな

エネルギ⁝爾袈はこれまでほどに

烽ﾈ記録があるにもかかわらず

一テロリストなどの簡威を心配する

加の線にそってそれらを楕力的に

て轟入されよう︒この分野の支出

しており︑将来も技術革斬に伴っ

が二倍になったことも貰任ある行

輸入石瘤蟻をチ測値から五百万な
いし八百万の歯止させることは可

追究するならば︑一叢諸閃はその

が︑エネ煮端暴獲薯綴措籍や離癒

策は限られている︒しかし︑各国諫の記録をさらに更新するため︑現

務がいるのも承智ている︒こ

するために各団政府がとりうる政

輸入エネル叶1への依存を低く

うものてあってはならない︒

のOECDのエネルギー生席に︑ っている︒濯えて︑一九八五鉱の うQまた許譜司︑鰹設︑コミッシ る︒両養がたがいに毘を引張りあ

は坤びないと見られているが︑そ

の問題もすでにいくつかの国でネ

ョニングに関する田内の規制手航
狂じおよぶりートタイムを考える

釜煎を達成するうえて︑最近の十

十四年儲増 を 一 味 す る Q も し 一 九

罠期的にみれば︑工業認田にお

石炭換酒毒千万ゾ狸鹿窃与をしう

の理由の︸っは経済の低成藁であ

いてはエネルギ⁝供給を磐大させ

OE C D の 石 炭 惰 産 は ︸ 九 七 四
るが︑それ以上となると︑水力の

七三年の野臥危機がなく︑この傾

である︒一九七四年のOECDの

石纈危機 以 餉 に は 次 の よ う な 予

能てあり︑したがって輸入石油へ
年から八五隼までの聞に工僻八千

は技術士︑碍境hの間髄解決に時

かどうかがカギである︒

なければならなす︑これが禺来る

ツケ

実現でさない︒りードタイムも畏

万ゾふえるが︑これは※︑カナ

間がかかる︒

霧鐘辮u・ラン

ー消盟構成︑すなわち︑石炭三五

いし︑各極のエネルギーはそれぞ

ダ︑オーストラリアにおける牛謹

％︑石油は五四％に変動すると晃

どで大漫の資源が発見されている

六％︑原子力

めに発見されたカナダの天然ガス

摂期を要する︒一九七〇糊代の初

コミリシ3ニングの騰題てあろC 関題して購要なことは︑いろいろ
は︑六〇鐸の一八％から四五％に

結果︑八五焦の輸入石田依存度

573−4235｛fU
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素材から航空機・原予力機器まで、

型源莚灌i
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難しさが計醐を遅れさせている︒

に罠謡うエネルキ⁝供給を可能な
エネルギー譜費は憩鋸のそれを二

り︑一つはエネルギー磯費の節約

らしめるために︑きわめて大きな

％下篇り︑GNPは○・四％低下

向が続いたとすれば︑畿弾は賭要

努力を払わなければならなかった
した︒

測がなされていた︒すなわち︑一

る可能性は大きい︒だがもちろん

自絵率向上と節約が本命

消費国相互の協力を

であろう︒

九六〇駕の予測では︑その時点に

％︑石欄四〇％︑ガス︒水力二五

れに暇難な闇題を抱えている︒

込京れていた︒また︸九七二鋸か

が︑これらを消費地へもってくる

原子力発亀の見通しを妖めてい

では︑〜九八五駕のエネルギー消

ら七三隼にかけて行なわれた苧測

動である︒

％から一九七二葎には石炭二二

の反対の激化につれて急速に大き

おけるOECD加盟麟のエネルギこうした供給の増加は簿期閣では

…完

硫黄分（10P・Pm以下）

弗素分（50P・Pm以卜）

低塩素分（150PP・m以

…危

ックになっているQ新たな規制上 の依葎を二六％に低減することが

鞍

戦

落話蔭i撮傷済i藝

孤絶甕塵機i翻

」鼎

原子力機器の浸透検査には品質の保証された

鈴

原
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ここ一丁三鎌のあいつぐ原乎力晃璽所の故障による稼働率の低下は︑原子力船﹁むつ偏窮件
とともに国民の原子力開発への不儘の一圏ともなってきた︒しかし︑鹸近わが国の各原子力発

が示されるなと︑

電所は相ついで順調な運転に入っており︑また︑原産の原子力一蹴開発規模横討委員会でも原
戦略

着実にわが国における軽水炉技術の定言化の兇通しが縛られてきている︒今回は︑東京電力原

子力潮溜の潔い経緯性が明らかにされ︑稼働鵡向上のための幽門的

子力開発本部副部長の佐々木史郎氏をわずらわし︑西独KWU社PWRの例を申心としなが

が岡の鰹水炉の稼働率向上簾を寝
九七二鋸︵寒心四十七無︶︑一九七

では一九七〜年︵昭和闘や六年と

三無︵昭和四八葎︶にそれぞれ蒸気

の端脳が来穣し説明会が蘭かれ︑
漏洩のトラブルはない︒なお蒸気

ーデ以騎︵一九七二年運開︶は細管

茸

は︑オブリハイム発電駈の場愈︑

気発生器の細管絹洩で発電所を臨

る︒

なわれており︑パブリケーション

水作業蕎によって行なったためで

定検作業のみは四十五日︶︑二十

ﾖ係のインリービス・インスペ

凛罎の低滅のため︑原子炉圧力否

作又時閤の短縮および偲人被曝

曝の低減図る

機械化で個入被

た木数に対し行なわれるという︒

渦電流試験は金聾でなく選択され

ており︑例えば蒸気発生器細讐の

UVが諮煩作成まで食めて笑施し

州の監幡羅肱から憂託を受けたT

京た簾期検査の際の立会いは答

なる︒

含む原子炉関係作業ということに

のクリティカルパスは燃桝取督を

ービン側にない限り定期検蕉作業

ある︒したがって特購な設題がタ

いうようになっているとのことで

を必要するというのがKWU社営ば三年間隔で開放検査亭一行なうと

短い定検期間が

休が全く剛一設計になる︒すへて

十四日目四十八田︑二十八日︑二

第一回から第六回までそれぞれ五

発電所の定期検齋期閤について

高稼動率に寄与

であり︑予備品も金フラントに共

となっており︑シュターデ発電断
の平浅は第一憾から第三圓まで七

土一百︑二十九日︑三十賑の集績

十六田︵康子炉圧力犠器内底部の

遜のものとなる︒また実証された

ることから機器の儒頓注が向上す
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桝科支持構瀬物の撤去︑新設を必
り

バーとして参媚する︒

成る精索の委貞会が鞠成された︒

急毎止したが︑漏趨細管の豫栓作
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絡果をまとめ︑運娠再開後の試験

かいことにも特長がある︒
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このほか

して同懸が得られ︑それ以外に運
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トラブルについての野辺発表は

は︑閣題が非常に璽要で︑深鋪で

ったとのことてある︒遡邦内務雀

転に制限が課せられることはなか

謝爾を含めて宮庁に報告欝を提出

般に故障による傾止
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電力〃需要停滞が要因
翻財政状態は好転の兆し
今鎌一蕉間の来固における原子炉発注冤通しは・昨蟻の大幅な発花落ち込みと同様︑それほど好ま

ている︒

こうした低い発注予想について
四原子炉メーカーは異曙同音に︑
その聖鰹として亀力熱冷の伸び自

体の簿諾一1過去二黛間にわたり

濃縮役務凝議値上げ
ウラン濃稲侵務契胸方式は

固定

のそれは八月一干五田付で硯行の

二十七田付で五・七炉増の五十九

手続きをさすものとみられ・sW

珊珊︵昨年の濃縮概契約繰り延へ

RDAは︑濃縮侵携販売における

E一一︑Oが／SWU︶︑他のすべ

散プラントで便用する雷賄費︵約

U当たり約一・七〇妙︶︑ガス拡

・〇五山に︑京た要求腿方式契約

約の規疋に基づいて勢定される天

六十七︒一一蓋が︵または要求罐契

汲S月から糎纏59・05︐ル六十・九五がから六・三〇バ増の

※エネルギー研究開発費︵ΣR

ての費用︵約一・七〇が／SW

料金を簡用ベースに引き上げる一

U︶の隔騰を指摘しており︑濃縮

井価格︶になるという︒八月一一十

U︶当たり現行五士二・三五がの 定で六十六・九〇がとされている

立てだが︑分離作業蝋位︵SW 五日購勲での天対価格は︑現行想

DA︶は置月二十六総︑ウラン濃 翼力式 と 要求敏方式 の二本
縮役務料金の北上けを発蚕︑同日

一

今璽の撫上げの要旨についてE 連の箔置ではないとしているQ

付で燕祁公報に告示した︒

一

ERDA発表によると︑米田の
固定郵方式契約の濃縮料金は四月

問の短縮とプラント建設費の低廉

るようだ︒このためにも確守会社

が発電所の立地確撮に力を注ぎ︑

を軌追に乗せることに蔚心してい

殿極的に負金を投じていけば︑凍

原子炉メーカーは︑原子力発電

一る・との男奨馨虜てきて

ンス聞題︑原子力反対グループら

︷はよりよい方向に改着されつつあ に関するパブリック・アクセプタ

一般住宅用︑生絹︑都甫⁝題が原子炉発注櫓滞の蛍訴因にな 待されている︑としている︒
︸るとはみられていない︒資金調達

用については蒲足すべき状盤にあ

露力霜勢の伸びは停滞lIを指摘 とされ︑
し︑原子力発電については︑十年
るという︒

一昨毎および西郊の電力会社の

というプラント建設のリード・タ
イムの長さが一五でもある︑とみ

しい実績をあげるとは覇待されていないようだ︒※原子力陛業金議︵ATF︶がこのほど謁卸した雪
濁の四大原子炉メーカーの予想で明らかにされたものだが︑発窪低下の主な蟄困は電力会社の資盆難

の動きに鋭慧関心を示している︒

子力発電隣のり⁝ド・タイムは実

いるようだ︒G霊町筋によると︑

ﾍ会筏は政府の税金控除の救揖 しかし︑こうした問題が原子炉南

財政吠態は︑不況の消雪を受けて

WH社筋によると︑電力需要の 発電所建設の資金調達もままなら

ているようだ︒

査的に短縮することが酊能である

べいくぶん楽観的な薬方だが︑そ

⁝補講で︑一九七四年は約ニヤニ億 場に疇接の影響を与えるかどうか

H︶︑ゼネラル・エレクトリック

擶翫水型原子炉︵PWR︶四々︑ ︵G露︶︑バブコック＆ウィルコ れでも三内市場で総容蜀一千万K 伸び課低下の主な愛困は︑一九七
一がの免除が認められ・七五無末ま
については檀疑的で︑むしろメー
罫上昇を掴制する嚴大の弱齢であ
四年と七五奪における工業用の需
沸騰水型隙子炉︵BW葺︶一夏の ックス︵B＆W︶︑コンパッショ W︑すなわち十纂以上になるとは
要減少Ii悪難も継航ーーにある った︒しかし︑今年はこの財政聞 でに他に御二十二婚バの角除が期 カーとしては︑許認呵に愛する時
ン・エンジニアリング︵CE︶の みていない︒この予想の根拠は︑

フィア電力会礼に乏し︑出力蔚十

社はこのほど︑来国のフィラデル

※圏の昨銀の原子炉発注巽績は

というより︑電力駕要の伸び囲体の催滞にあるとしている︒

も︑思料としてのプルトニウム便

魔力会社が現蕉︑この一年間に発

理事会が決議を採択

W︵米A工F調べ︶で︑ここ数無※国の四大軽水炉メーカーはそれ
熱するかどうかを蒋検認している

としている︒

米国の縦追締ては︑この決議は

るQこの決識はプルトニウム使用 六万KWの高温ガス冷却炉︵RT

胴について不当な遅れを求めてい

ぬ最悪の状況て︑電力山颪の伸び

豚料としてのプルトニウム使用お

ぞれ︑今年の原子炉販売蕩を低く

台副五埜︑ 総 容 四 五 璽 エ 十 五 万 K

よびその揖処理︑それに増難炉に

にない発注落ち込みを記録した︒

ｲ勤潮紅使用の停止求める

償として六千四蔚万がを支払うこ

GR︶二棊建設契約取り消しの貼

発蹴容縫1一約二千五蔚万KW〜

に関する危険を嵐々しく誇弘し︑

兜蝦っている︒

世界的なエネルギー不騰を解決す

ついてのみ需及しているが︑実際

全米キリスト教徒会議︵NC経軍機︑祇園的︑政冷的︑技術的 には旅チ力允竃に関する停止を求

この煩陶は今隼においても顕著な

いているという︒またGE掩は︑

WH社の予想は︑他の三社と比 蕊 千 万 K W 1 1 の 潜 在 交 渉 に 三 つ

一

てはいるものの︑それほど期待し⁝蟹会を開き︑昨年九月NCCキリ殖炉実註プラントの建設につい

昨無の実績より蓉干農いと予想し C︶は三月四日︑アトランタで理 闘題に関する調査期問中の筒速増
︸

多づ；

多−

に入るまて殊子力潜水艦の原子炉

Cに対する政治的︑経薦的︑技術

六千四百万ドルの

GA社は昨黛秋︑財政闘題など

契約済みのフルトン原子力発憲所

を理陶にフィラデルフィア亀力と

建設を断念し︑これと同様︑他の

・ノ多

当課長︶の各氏︒欄間三万〜四万

滋課長兼マークー格納容器評価担

げている②運転座員を訓練するた

力発電を有効に規制することを妨

⁝︵前GE社原子力部性能評価改 が公衆の健膜と安全のだめに原子

告書は︑安金性再検討における好

公聡簸てポラード氏は門NRC報

多

原子炉安全性に関する報告漕をと

−・

べて取り冒した︒

GA社が米フ躍力に 契約済みのHTGR建設副醐もす
ゼネラル︒アトミック︵GA︶

− ︐多

㊤JCA鐵公聴会で証顕するG

ノ多
多

とに同意した︒

る緊要性を簡蝉に扱っている﹂と

スキー造船所で進められている︒

F︶スポークスマンは同臼アトラ

供︶が︑レニングラ⁝ドのバルテ

て︑その実犠的な二年開の停止

てはおらず︑岡内患場で六〜十

スト教徒社会委員会が提樂した

シベリア弩はレーニン号︑アルク

声明を発表︑その中で︻NCC決

︐

賠償金支払う
この二年間調費が終了した後︑鍛

ンタで︑この躍箏会決定について

酉万KWとみている︒さらにB議
＆藁を採択した︒周決議は︑エネ

量︑総竃で九掛合w主千三門プル上一ウム濤﹂に開薯決

多・

力発電所に反鰐していないけれど

チカ得に続くソ連で垂垂葭の原子

べている︒

︐多 ・︐ノ多 ・︑︐多二 ︑！多

オペレーターであった︒

同婁鍵会︵5CAE︶では︑この
九鐸に米原子力委員会︵AEC︶
に二圓にわたり特別公聴会を開く

提起された問題調査のため︑二月

ことの趨こりは︑＋敏無もの間
原子力開発に薩援携わってきたゼ

多

か・それよりも少し良い李想ヒ粟処理と矯・それ編学的・

力砕水船で︑北洋航路での輸送船

を果たすものと

議は来園で進転出︑建設中の原子

リード役

終的な決定を幽す︑と同決議は述

隊の

多 二裟
米議会公聴会

ネラル・エレクトリック︵GE︶

二月十八臼に開かれた3CAE
ゴリー・C・マイナー︵前GE社G琵社員の三氏は︑岡委員会に七

GE社を渇感した三人は︑グレ の第一圓三塁会で媚薬に立った前

に至ったわけだ︒

原子力部改良制御計蓑課長︶︑リ

二日︑原子力の安全性に懸念を抱

社の原子力エンシニア三人が二月

いて辞職し︑その後すぐカリフォ

社原子力制御軽装部品質保読課

チャード・B・ハバート︵前GEが︑その提起した問題点は①蔑R

十二台にわたる醐明笛を醸出した

ルニア州の原子力反対グループ
﹁プロジェクト・サーバイバル﹂

に参加しだこと︒さらに米原予力

全性に対する多念を理由に二月十

当冨が︑これまた原子力発電の蜜

がの給料を取っていたGE社でも めに使用されているいくつかの制

に聞き入るJCA巳委鼠

規制委員金︵NRC︶の安金性担長︶︑ゲイル・G・ブライデンボ 的圧力および魑力会社は︑NRCε社を退職した三氏㊦算氏の期日

の立場をとる﹁ユニオン・オブ・

三巳付て辞贈︑原子力開発に反対

り濠とめたラスマッセン氏︵マサ

都愈の面についてしか明らかにし
ない傾尚があり︑他の情報は国罠

チューセッツ工科大教授︶らが論

御甕シミュレーターは十年前のも
のて︑新しくされるべきである③

原子力発電の敷面性問題に懸念

に隠している﹂などと証議した︒

中堅クラスの原子力エンシニア
︵憂慮する科学論同盟︶﹂に参加 で︑とりわけ行動派というでもな

旧式の原子カプラントは︑現在の

コンサーンド・サイエンティスツ

い︑普通の実薩な社員であったと

しく展開︑産蝶界およひ原子力関

斉に原子力発電の安全性問題に改

動きに対し野立の報道機関は︑一

こうした内部缶発ともみられる

ソトー醤りをはじめ七つの原子カプ

濁失の司能性を摺大しつつある

ており︑大典故を講発する入間の

RCにおいてインディアン・ポイ る④原子力技術は忽速に改鍵され

ート・D︒ポラート氏︵ぎハ︶は︑聾 罠することを命じられるべきであ

いう︒濠たNRCを退聡したロバ安全性条件に蝿禽うよう瓢たに改

︵副能心嚢原子力動画部長︶︑A 題の粘論は︑米鶴民が今級︑原子

E社側からG・﹂・スタツキス 遠いが冤受けられるため︑この闇

RC側からアンダース委員長︑Gの概念自体のとらえ方に御本的な

を訴えたこうした証誘に澱し︑N ばくした︒しかし︑総じて蜜全性

したことである︒

係政府筋はこうした懸念に大いに

ラントの安着性藷緬を担当する計

の爾氏をはじめ四氏︑それに昨年

・P︒プレイ︵BWR計画部長︶力発露をどのように愛けとめてい

ンに粟り出すほとてあった︒セン

だり窯た︑二月二牽四日の第二回

一⁝との照点に集約されるよう

めてスポットをあて︑キャンペー

して源軍に六二間籏籍し︑一九六

画課長をつとめていた︒志敏翼と

くかにかかってこよう︒

セ⁝ショナルな報遵が邊寵する事

発推進当覇者にいっそうの心理的

金性を問題視する論議が団まぐる

．

WとCEの両筏は昨︑
爺と難じ一ルギー源としてのプルトニウムの

︵モラトリアム︶を求めるもの︒

また︑激田子気楽策会議︵A王 反論した︒

めたもの︑との発方をしている︒

ようで︑ウ エ ス チ ン グ ハ ウ ス ︵ W

一
三回目の原子力
砕氷船建造進む
ソ遼の﹁シベリア緩・写﹂
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核防条約︵NPT︶が発効してからすでに六鎌が経過︑この間九十三か国が必要な手続きを

．
㌦

副

騨終え加盟している︒NPTに調印したまま豪だ批准していないわが国︑五臼から衆院外務婁厨
押会を舞台に旧識が再開されたが︑折りからのロッキード闇黒で国会はまたまた空転︑審謙見通

曲

考えている︒なお付醤すれば︑I
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力、桂会政策、科学技術、教美嚢題等の分・野で年聞約120点の謹呈報告港を融旧しています。。

㌔しも混とん︒NPT批准に消極的な目見の中には︑商藁機賂の漏瀧を懸念する大きな齊もあ
㌦

フィンランド︑西ドイツ︑イタリ

醤理を検証することによって︑留

する際には爲本政府の職踊が必ず

AEA燕察鍛が康子力旛設を費察

したがって商業機密の潤れる心﹁ 計騨間違い︑あるいは他への転用

している︒

嶺な保隔直観が実施されると確儒

BULLETINω」｛子力関係法通報〉年2回にサプルメント発行、年間購読料

︷か︒第一線の斯界有識蕎にご愈見をいただいた︒今回は核燃料加工重三の蠣合一1︒

これらのことは︑軽水炉燃料を

う施設と区別している︒

が揃って発効した︒来︑英︑ソの

エーデン︑英︑ブルガリア︑チェ

ア︑オランダYノルウェ．一︑スウ

って行なわれるわけであるが︑前

山在庫羅臼入荷麗−払畠し麗膝期

岡行ずることとなっており︑これ

薫すのが報徹薔翻の級璽煮と翻え

のあることが響えられ︑この点鷺

OECDは13種の定期刊行物と経済、財政、金融、統計、開発、旋水産、エネルギー、工業、輸送、環境公害、都市計画、労働

副る︑という︒査察を隅ぶ施殺看はいないが︑果たしてそれによって商議機蟹は漏れるのだろう

の生産︑処理︑使圃︑貯藏等の段

B本と国際原子力機関︵IAE︵潤濃縮ウランやプルトニウム︶

って特に璽璽である︒すなわち︑

製適する民闇核燃料潴工施設にと

A︶の保瞳 描 躍 協 定 ︵ 察 ︶ は さ き

階に査察を簗中し︑その他の核物
のIAE A に お け る 保 瞳 描 闘婁騨

造につながらない核物翼について

協定の糀神として瞳接該兵器の製

会で定められた1授FC工RC賢／
に対する査察は簸少とすること
一五三に準拠して作成されたもの を定めている︒また第八十条の韻

えるよう配慮がなされている︒低

の査察はできる隈り騒少隈におさ

めには︑そのままではできないの

・濃縮ウランを核兵麗に転嗣するた

しプルトニウムを生成させ︑その
三国を霧乱国として批准のため開

コ︑ハンガリー︑ソ運︑カナダ︑

︻注︼ピ核防条約︵NP響︶は ラリア︑マリ︑ソマリア︑オ⁝ス

で︑これを濃縮工鵬に送って腐濃

プルトニウムを再処理麗設で抽出
放されて以来︑これまでに寛厚二

米︑メキシコ︑ボリビア︑エクア

縮ウランにするか︑あるいは燃料

することが必要である︒したがっ
か国が加盟している︒憲な加盟國

ドルなど︒

一九七〇隼三月塞臼︑必要な要件 トリア︑ベルギー︑デンマーク︑

て低濃縮ウランの日工施設では圃

レーシア︑フィリピン︑オースト

はイラン︑イラク︑大韓民国︑マ

簗舎体に纏み立てて原子炉に装衙

接の転雨は行なわれないので︑前

よう︒これを確爽に行なうために

にもならず︑また機械が動いてい

A査禦騨は三か所の並要測定点に

末在庫灘となるかどうかを確翻す

谷
配のように比較的少ない齎察業務

際には施設内部の各所に入ってく

特別な物麗収支区城の設定が可能

ない時に急設内に立入られてもノ

区城を設定するに際しては︑前述

鰍となっている︒また︑核物麗収支

物日収支区城の設定︑棚おろしの

核物蟹の謝醗配録︑報管があり︑

である︒例えば︑翼体的には加工

企業に対する妨審や商舗機密の漏

配のような手段と諸理宙によって

だけ近づき物髄の流れを灘定すれ

ることにある︒もしこの式の左右

カ

徹

㎜湘隔㎜製隔

である︒INFC五RC／一五三
の主な原則の﹂つは︑細川機密の
保誕と施設の運転の妨轡の排除で

傑瞳野田協定︵環︶にも十分その

あり︑したがって日本11AEA

すなわち第七十六条Cには王 A

虫旨が盛り込まれている︒

鷺Aの査察 姻 は 遷 常 査 察 に お い て
は核物質の棚おろしおよび流れの
検翻のためにはあらかじめ含悪さ
れた枢璽な箇所と︑あらかじめ舎
悪され保持されている鍵田にのみ
近づくことができることとされて

いる︒また ︑ 第 七 ＋ 七 条 B に は 特
別査察を行なう際には証本政府の

が︑棚おろしの晴には運転の三密

の第四十六条BI∬にもあるよう ることが必要になるかもしれない

施設での物耐風隻区城としてあら

と考えてよい︒

ゥ︒ハウの漏れる心配はまずない

立合いなどがIAEA壷察鰍によ

に魔要目定点を定めておくことが

かじめ貯溜喫濾工工程の出入ロ

ことなく核物質の物田暇支を確立

ばよく︑施設の内部に出入りする

司能である︒こうすれば︑IAE 藻陣描騰の要点は核物質の野馳 洩もなく保購描麗は実旛されると

てそこで斑察を得ない岡区城の中

によってIAEA査察薦の勝手な

の出口および入口に測定点を設け

大通常査察業霧騒の定め方におい
にIAE A 蛮 同 質 を 入 れ さ せない

項が等しくない時は︑翫羅誤差︑

ことが弼能となっている︒第七条

もない︒また核物心の棚おろしの

配も︑また運転が妨憲されること

Bl皿には︑核燃料サイクルの中 扱う施設については︵蕎プラス○

ても遡縮慶五％以下のウランを取

することが可能である︒

り︑これによりこの物蟹収支区城

けることができるようになってお

包禽する特別の物麗収支区域を設

ては日本政府の曲調によりこれを

鑑上機微な摘報を禽む工程につい

いる︒第四十六条B⁝Wには︑ 商

近づくことができることとなって

よび偶報以外の堀所または悩報に

︐産 同憲を響て︑加配の枢要な簾筋お

力

原

u−Pu燃料製遁

濃縮ウランやプルトニウムを取扱

pages．
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購舗料1年分前金3000円

原子力委
6

具体策確立急ぐ騎襲

核燃料サイクルの確立は大きな課
材を確保する⑤国際協力を撹進ず

任分担を明確にし所要の資金と人

た︒

動燃副理事長
に鵜木氏昇格
新理解には中村氏
動力炉・核燃繕開発顛業薗は︑
河内武雄氏の逝去により空席とな

また鵜木氏の副理購擾罫格に伴

丈夫氏︵理纂︶をあてることを決

された︒

關発塞部副本部侵︶が理学に任命

っていた副理蟹誕のポストに鵜木 い︑岡山付で中短艇岡多︵核燃料

め︑十六日発令した︒

以外は日本側の同慧を聾する④現

かのようである︒もち舗︑懸隔描

頻獲の査察が行なわれることは確

たなければならないが︑相当に筒

原子力局痩︑傍原義徳岡原子力安

・

科技庁

のプルトニウム利用方策︑使用済

懇談会はこのほか熟申性子炉へ

る︒

まえ︑新たな対応を急ぐことにな

り︑同懇談会はこれらの成果を踏

の観点から︑それぞれ調査してお

﹁核燃料研究三幅会一が産業育成

傑市や地元関係者への二二︑遮絡

設けられたもので︑長崎県の佐世

する事務を総會的に推進するため

正③その他の原子力船開発︑に関

などにあたる瑚地連絡整を麗くこ

なお核卿料サイクルに関する調

銀総裁︑一本松田磯原電翼長︑正

芦康義璽關璽会畏︑石原周夫潮開

担葭原帯力当量︵数名薩未定︶︑

八名の同庁スタッフで構成︒

長︵現地運隣室畏兼任︶とする十

岡対療養は石渡鷹雄参寒鯛を塞

今回承認された原子力一地点は

灘縮萬処理準鯖会顧問︑痩谷川周

田申薗治郎東電副批長︑田冨茂文

立大教授︑爾島洋一策工大教授︑

どしてきたが︑さらに地元への詳

世保市に対し検討をお願いするな

つ﹄修理港とするよう長騎凝と佐

り︑﹁当庁は︑佐世保港を﹃む

原子力船開発対簾筆の発建に当た

細な説明を進める段階に入ったの

修理の安全性に納得のいくよう説

と緊密な連絡を保ちつつ︑地元の

博窃罠本羅機工業会会長︑宗像英

た︒

明する擬えだ﹂との談語を発装し

生の閏を＋分汲みとり︑﹃むつ駈

二原研理那餐︑溜黒藻酌燃理瑠

子力動員︑山本寛東大数授︑告山

は十九地点三百三十四万KWとな 込まれており︑うち五十年度支出

擾︑中村四郎運輸雀塞議冨︑離洲

を匿わせ五兆二千四酉億円が晃

予定額は七千二百三十宗円の兇込

った︒当初の癒手出機規模薄曇十

故藤岡氏は︑昭和三十年原子力

⁝＋五⁝＋八︒

委員会発竈の際︑湯川秀樹︑有沢

理工場の主たる部分は封じ込めさ

るいは放射能レベルの上から再処

出し箸の箇所くらいで︑構造的あ

AEA職員の立入り︵臼木国政府

することができ︑董察における王

わりにはブラックボックスを設定

記のことく機密を要する工程のま

躍・草酬期のわが国原子力開発推

プ部長をつとめるなど内外で盾

院長︑國際舞子力機関アイソトー

れており︑一種のブラックボック

が実施する竃察の一部に立会うこ
とになる︶は六フッ化ウランの供

円へ値上げさせていただくことに

諸経鰻高騰により本紙講読料も

お知らせ

進に尽力した︒

スのような形になっている︒

一方︑ウラン磯縮施設は︑核燃

給盤︑製酪濃縮ウランの産出懸︑

なりました︒事情ご賢察のうえ引

願い串しあげ凍す︒

きつづきこ愛甲下さいますようお

㎎月から新しく一部琿闇四千五簾
料サイクル確立の一環として︑国

ット︑アウトプットだけを把握で

麗蹴物の生成燈︑いわゆるインプ

る︒

きる箇駈に限定したいと溝えてい

闘発を進めているものであるが︑
現在までのところ取扱う六フッ化

象的プロジェクトとして鋭悪自並

ウランの羅も少なく︑研究開発施

M規格放射線測定器

︶

4

一31−3TELO3（372＞0141
29TE：LO6（252）3512

極

東

特デ

約東本東之東機大ン東

技術資料、力夕ロクは下記へ

日

本

本原子力事業株式会社

力通産省審議官︑山野正登科技庁

全局長︒

原子力船開発
・

対策室を設置

科学技術庁は十二B原子力周に

：

原子力船開発対策筆を設躍した︒

飼対策蜜は①﹁むつ﹂修理溢対策

み核燃料輸送体制の整備なども審

②田本原子力船開発箏業団法の改

工場建設へ窩けての国内再処理の

議︑核燃料サイクル全般にわたっ

発鑑進︑などで礁立山を練る︒

確立方策②海外委託再処理③地城

鞭

核燃料サイクルセンター構想④再

査︒検討は︑原子力蚤貫金の﹁新

とにしている︒

型動力炉開発騨門部会偏が小型炉

岡懇談会構成澱は次のとおり︒
て墓本方策を一定する謝画︒

放射性廃単物については①低レ

出す予定︒

ベル廃蘂物の処分方針の翼体化②

九州霞力が麗児翻累川内市に建設

慮日本化学工業協金会長︑平塚保

佐々木科学技術庁長宮は同日︑

繰入に関慨して︑また︑通産雀の

を謝画している川内原子力発醗駈

親見一電駆耳垂会擾︑懸命正雄都

高レベル廃豪物処理処分の狡術開

川内原発など追加

葺処理に関しては①第二再処理

処理技術の開発︑に翼体策を近い

事業牝や官民分担に方針
原子炉の安全確保と並んで墓盤強化の饗講の爾まっている核燃料サイクルについて︑原子力委暴金
は學急にその確立方針を明確にすることになり︑十二田︑重体的旛策の立案を図るため電力︑関係機
関︑学界の代表などで構成する﹁核燃料サイクル問題懇談会﹂の設畷を決めた︒岡懇談会は四月に初
会會を開く予定で︑蟹源確保から再処理︑廃棄物処分まで広範な核燃料サイクルの確立方策を羅議︑

題︒第二再処理工場の建設︑放射

のとれた施策を打ち出すことにし

る︑などの点に慢言を加え︑調和

体糊を艶逸する④政府と属間の翼〜格的な検討を加える︒

七月をメドに中聞報告をまとめる︒なお従来の﹁国際濃縮計趣懇談金﹂は発展的に解消した︒

性廃棄物処理処分方針の詰めなど

わが国の原子力開発にとって︑

ダウンストリームを中心に内藏す

るか︑などの問題点を霧議すると

今働承認されたのは︑水力二地

藤岡由夫氏

尖氏は十三覇午後六時四十五分︑

設として過去に一度だけIAEA

一鷲一＝一巳二二二鱒：辮一一＝＝齢一一篇一一：︐

査察農がボンベ貯困難に立入った

喉頭腫瘍のだめ︑東顛・文廻覧本

的操業にはいれば︑その操業過程
って査察を簡素化︑台理化してい から新しいノウ・ハウや技術の蓄

ントの規模が拡大し︑取扱懸が増

だけである︒しかし今後濃縮プラ

かねて入院撫敵中だった藤岡由
積が鑑じると考えられ︑これらの
技術機密漏洩については︑動燃

かなければならない︒

機密防護を図らねばならないこと

に︑機羅その他の妓術の活用によ

一■瓢一一幽需二輔一：＝開＝需＝＝一＝噛一二二榊＝＝一＝一一一二﹁＝鴨桶川＝二鼎一冊＝一鼎二日＝二＝＝二四＝囎＝＝■一二鱒一轍一響二

点三蹟KW︑火力三地点五万KW 一万KWに対し六五％の達成羅︒み︒
のための措置が講じられている︒
鋤燃珊業圓が現在試験運転を実

はいると多蟹のプルトニウムを生

施申の再処理工場は︑本格操業に

ることとしだ︒また︑県と箭当局

子力工学試験センター理購長︑松

興亜的には︑ウラン資源關発輸

︵PWR︶で︑今年度分として初
明金鉱覇業囲理穣擾︑藤波恒雄原

入︑供給源多様化︑備欝や融逓方

ともに︑対応の運れが指摘される

受け今圓の電調審承認となった︒

めてのもの︒五＋八年パ月からの

原子力婁霞会はこのため︑原子

金委員長︑三農良績細大教授︑両

V規着工謝万KWに

力発健システムとして整合性のと

政府は十二日の躍源開発調整審

隼九月の電調審で十三地点二百三

に伴い︑庁内の連絡体制強化を図

策をどう進めるか︑感心分離法圏

議会で昭和五十薙度餓源開発基本

角難聴霞発総裁︑山田太三郎元原

根宗一経団遮エネルギー対策委員

れた総記的な核燃料サイクルの確
産技術の珊業化と国際共問二業へ

十七万KWが承認されており︑こ なお総工脚資金は新規︑継続分

と原子力一地点八＋九万KW︒昨 運開がメド︒二月の県知念直撃を

立に取組み︑ウラン蟹源の確傑か

翫画の一部を変更︑六地点約九十

化を図る②旛設の安全性を確保し

再処躍︑廃蘂物処理処分などに本

ニウム燃料加工体制をどう確立す 七万KWの新規追加魑工を承認し れと合わせ今志度新規電源開発懸

地城住民に受け入れられるよう努

には特別の物質収支区域︵いわゆ

大すると考えられ︑技術機密に關

保陳描醗碁勢協定に麸つく現行

する暢報が漏洩しないよう︑万全

得た機密瑠項を他に漏らしてはな

康治

度と立場がまったく逆転するわけ

行制度では霊要な原軸力施設に無

圏の適用︑とくに蜜察が理論附技
ウラン濃縮研究施殴︵鋤燃︶

ﾎ︒圏宅は爽奈都文京区西片二

再処理工場は︑その性格から工

の描瞭が講じられなければならな

郷の東大病院で班去された︒享年

穆部分は放射能レベルが醐く︑全

い︒玉藍設備に対する萱察の実施

大するとともに︑査察業務熈も増

施設である︒この施設に対しNP からの技術墨入に大きく薄塗して

体的に隈いコンクリートで遮蔽さ

は轟然である︒

T下で︑麺何なる態様で︑どのく おり︑自霊技術の開発を遮めてい

れており︑実際に接近できるのは

郵業國の再処理工場の場舎︑外国

施する国際原子力機関︵工AE る②星影湧動は不明用途への転用

る場禽と進って少なくとも現階点

方法がNPT下で胃体的にどのよ広巳氏らとともに初代委員に就任

成し︑保障措腰上きわめて璽楽な

A︶の査察費は︑工AEA繊灘お
防止の欝的に必要なものに限る③

では査察による技術機密漏洩に強

使用済み燃料のはいったキャスク

よび職賃規則によって職務上知り

く悪を購いる必要はないが︑本格

らないことになっている︒これが

中村

らいの査察業務鍛が適用されるか

動燃癖蕪餓理醸

㎜再処理施設油ど閣禰㎜聞濃縮施設㎜垂垂ー

さらに合理化をーーー

果を待たなければならないが︑前

うになるかは王AEAとの交渉結したほか︑学術会議原子力問題委

るブラックボックス︶を設定でき

木翻理齋畏

の受入れ︑蝿蕊取鵬し︑貯蔵池︑

の傑靴紐躍制度下でも︑糞察を実

NPT批准と機密漏洩の防止

無＝＝：＝＝■＝＝二竺＝冒＝齢＝聯二望＝噂一一＝一二鱒＝＝齢二餉濡＝＝一紳＝一一＝＝＝＝＝＝＝ニ＝＝＝需二二＝＝＝扁＝榊鼎：囹轄＝構一一一一＝聯欄一鵠齢一一囎一一：需二＝一二雪＝画一喘一国一噂＝冒用二齢＝＝一＝乙

める③撮陳描羅と核物照防護実施

各段階で①バランスのとれた瑠業

の謬加にどう対応するか︑プルト

ている︒

＼

聾

ら放射性廃鞭物の処理処分に薫る

る問題点は多い︒

▼

機械切断︑プルトニウム産物の取

と︑現行制慶における葦察がIA

NPT下保陣描圏制度に移行する

EA職顔によってすべて実施され
ているのに対し︑日本国政府の一

董察のための立入りは︑あらかじ

軍が査察を実施し工AEA職員は
日本国政府の職魔が行なう査察濡

である︒守秘義務がまもられるこ

舗隈に立入りできるのに対して︑

は︑今後の王AEAとの折衝に待

とは︑もち論である︒さらに︑王

術的に固まっているわけではな

動を観察することになる︒現行制 め決められた籔所に限られ︑それ

AEAとの聞で昨年露月仮調印さ施設ことに蕊察叢務羅︵人︒日で

く︑保陣描畷協定にもあるよう

TE：LO3（454）8521

東京都港区三田三三丁目13番12号

5一
馬

ニ
＝

などの条贋があり︑機密漏洩防止

学1￡LO3（244）3727〜9

手田丁2−2−1

電源、マルチ、放射線
モニタ 性能、安定性
互換性、使い易さで御
好評をいただいており

」

れた翼PT保陣描躍協定をみる 表わされる︶の上限を定めるーー
と︑①機密を要する工程の象わり

特

31−3「罫E】し03（372＞5002・8214
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かんずく大獲なのは国の原子力政
策の明確化を穫ることであろう︒

勤委却をおき︑騨従の技術︑法律
スタッフを増議するなどの鐵齪を

えられる︒
一詩鰯当り千KWの熱出力に相当

百万KWから＋慮KW領城への

原子力の展麗はエネルギー︒パー

干田の優秀な品質保鉦体制

魯

菖

菖

●

・

●

●

『F105

原子力界はいま大蟹のプルトニ

域では還臨離エネルギー輸送の容

にほぼ限られているが︑電力は一

世界最〜鵬櫨威ASME認定

の制約から解放し萎つ︒

ら懸樋そしてウラン畿燃料の原子
認さによる︒一δOO鎌にはOE

次エネルギー雨冠の二五％程度︑

ク懸想を爽現町楽なものとしよ

主な製品

られる︒軽水炉で生成したプルト
OHCDの原子力発躍晃潔しに

ベントリーに使う︒爾藩の増殖
OECD内の設舖合謝はおよそ＋

CD内で二千三颪ナのプルトニウ 力へと移ってきたが︑今後はさら

る︒エネルギーシステムは石炭か

多欝的鱒への掴向は百万KW領 ウムの適正利罵の問題を抱えてい

億KWになる︒閣みに環筏の燈界 でトリウム燃料要田からウラン鵬

にプルトニウムを例えば海上立地

ニウムを縄運炉の初裟荷炉心イン

の接壌設備容腿は二＋鯉KWで を得る︒生成したウラン鵬はさら

ムが手に入る︒これらは高遡炉の

よると︑一九九〇鎌代劇半には︑

ある︒このことは︑原子力の技術

閉発規模に対応する資金矯藤の

ンタ1で使う方向に移すことが考

のような大規模総台エネルギーセ

試蝉から︑六十五無度までに原子
二次エネルギー強要では一〇％を

鰹われるが︑分裂性プルトニウム

初裟荷炉心インベントリーとして

開発が機界的規模で逸むことを慧
味する︒

系を総合的に爾成強化する塁塞政

十匹兆五千懸

エネルギー生麓︵液化ガス︶に蔭

う︒原子力パーク槽想はガスニ次

東社場阪
東＊工大

313−2367

（06＞

431−5176

剤；〜三選肇痔橋4−9−11

魯

原産年次大会セッションーから
エネルギー開発と原子力発麗i︒第九回原産犀次穴会セ

簾を欠いていた点は︑卒臨に反省
力発三縄建設に約一

原子力発電は山鴫まで電力比産

璽︶︑原子力国訓已降とその課題︵憐藤俊央関電醐祉長︶︑フ

と原子力発羅︵W・へーフェレ 圃 際 砿 用 シ ス テ ム 分 析 研 副 所

しなければなるまい︒当面︑核燃
占めるにすぎない︒将来ご次の趣

講ぜねばならない︒

ランスにおける原子力発躍翫画 ︵ A ・ デ ジ ュ ー 仏 電 力 庁 副 総
円︑核燃料サイクル藤業確立に約

結する︒アンモニアと水累では在

来技術が適用できる︒十傾KW領

のため天然の石油に代る人工代薔

城でのエネルギーセンターは︑こ

エネルギーセンターは多国繕ベ

伽（044）833−2311

（03）

・書支御∫セノター

慶

嚢薯叢所

原子力政策が原子力発電の産業体

裁︶︑来麗における原芋力鯛発・塵業界と政府の役矧︵E・ウ
料サイクルのダウンストーーム部
力シエアはこ○％程度には増える

するので︑一一千三百ナではおよそ

当する︒これは二〇〇〇薙のOE

七億KWのプルトニウム炉群に相 物として利用できる︒

億KW領域の鵬を闘くが︑この間

ップが必要となる︒

に新たな蟹的変化を伴う文明ステ

一

繍

ッションー︑四人の代表が講演した︒講演は︑エネルギー戦略

イギン来原塵翻理襲擬︶︒馨はおよそ次のとおり︒
五兆円︑興針総額難燃や九兆五千

と液体エネルギー媒体が減る一方

門の政策確立が焦圏の急で︑政策

で︑ガスの二次エネルギー媒体は

が︑それ以上には及ぶ家い︒圃体

る︒回気禦叢蕎が畏期に安定して

そのシェアを・拡大する傾向にあ

億燭を必要とすることが見込豪れ

輔性を回復し︑立地問題解決にも

の定積︑社鐡髭墨隈主刑の拡大︑

建設細金を調還するには内部蟹金

原子力に対する国民の公正な判

耀力だけでなくガスニ次エネルギ

る︒したがって大型原子力発醜は

籔の拡大︑大幅な財政繋金の轟入

核兵鋸拡敬への懸念を敗り除き核

による正確かつ迅速な悩報提供︑

断を健すための窟民と地方長治依
金融機関の協力による全期抵利融

好影響を与えよう︒

開確化は原子力行政への国民の儒

N九千万KW目標

政策の明確化など課題に

にトリウム燃料腐温ガス炉︵TH 五か所の総合エネルギーセンター

物議防護をしゃすくする︒

CD全容鰍の四〇％を占めるが︑ ースが妥轟になろう︒このことは

わしい丁零は水累である︒小規換

TR︶の所硬羅に応じて害う︒こ に分散すれば︑一か所当り一辺四

ー媒体も生薩すべきだ︒一番目さ

硬澱計画上の最大の誤題は定検

の閣武では軽水炉と蕩蔭は発露

などを携駕しなければならない︒

での轡門家による科学的討論︑公

にはアンモニアも蓄えられる︒石

用︑？HTRはガス生産用に考え離輪送は環在の技術では実現でき

悪世が分れる間題についての中央

蟹囚の確保である︒六十矩度︵約

い将果︑爆撃とガス生産國的の高

炭のガス化にも応用されよう︒近

原予退隠禽システムの完結はヤ

正で効率的な地方公聴会の開催︑

鋸麓︵約衝寝藁鋤︶一鳳万三千入が

六†塾侃瓢働︶一万九千入︑六十五

必然的に発電システムを澱源問題

る︒高繕とTHT穴の組催せはないがヘガスニ次エネルギー輸送

ト翻薫が始まり︑所要機麗が手筆

続がとられる︒これらの随順には

縄目増殖炉については︑フェニ

盟ましい︒

ックスが七四薙七月からの簸初の

一年闇に八四％の利飛型を達成︑

現在まで装荷燃料ピンニ万本には

MWD／tの燃漉度に達したもの

何ら撫鰯が翻められず︑六万三千

の冷却園路の補修作業中で︑この

闇は三分の二の出力で運転され

フェニックスはローヌ川騨のクレ
立地颪からみると︑八五年に操

会社NERSAの手で建毅される

当が遜賑に入る︒

万KW十藥︑商還炉三首万KW相
る︒出力薦二十万KWのスーパー

局︑孕万KW三＋二墾︑百三＋

は原子炉解体は▼．﹂くわずかで繕

六菖八十万KWとなる︒八五年に もある︒現在懇銀発生器入口付近

二千六百五十万KW︑原子力四千

には水力二千二酉十万KW︑火力

子力三首三十万KWだが︑八五庫

万KW︑火力二壬ハ百万KW︑原

千八爾二＋万KW・火力二千奮

る︒七菰薙の餓力生産内齪は水力

約一葉かかる︒建毅︑農工︑送爾
百三十万KW炉への切替えは蟷力
投下絹本の︸O％︑餓力コストで 開始に五年かかるので︑プロジェ
クト翻査魑手は遡藻潮八一十銀が
七％の利響という経済性向上によ

W蝦覆とする三二だ︒九＋票ら

開する軽水炉はすべて百三十万K てされ︑発耀所建設の正弐酔可手

三十一璽建殺し︑八五無以降に運

が確立された︒九＋万KW級炉を 収鍋する︒簗三段階でプロジェク

化でEDFの建干的な発注晃通し地城グル⁝プや闘係団体の愈冤を

澗によるものである︒PWR一本について糊報を提供するとともに

は既拝技術となっている︒

よる発羅と組含わせることも響え

遼増殖炉と高渥ガス炉を軽水炉に

千万KWとなる︒大羅の電力還距

あろう︒

などはコンセンサス形成に有用で

の抑制には被曝低減暴論︑保守点

必要とされる︒こうした要騒替親

PWR二段階で建設

検作業の轡力化の推重が必螢︒

用地取得の円滑な健進を図るに

三法交柑金などに財源をもとめ︑

は︑固定澱産税の特例麗止や電源

立地敗得リードタイムの短縮と

を籔極的に推進すべきである︒

サイト近傍の地城開発と環麗整難

である擬謙りードタイムの短縮が
ともに︑一年を越えている許悪難

郭フェニックスの繧順調

必須となる︒数奪を蟹している地

目標値達成には簸大の制約硬因

されることはない︒

ームに極露な出帰がない限り覆え

料の面からも琶え︑ダウンストリ

ある︒原子力の優位性は機器︑燃

トが均衡することからも明らかで

力匹○％強の利用率で両者のコス

べ格段に安い︒火力七〇％︑原子

原子力の発電コストは火力に比

関西羅力副社畏伊藤俊夫

田塞原子力 薩 藁 眼 識 は 昨 矩 ︑ 原

子刀発聡の開発規模國顎脚を毅足
し︑その遡感嗣約要因を解消する

△n・一ア鱒ンユー

発塗餐WR︵加圧水麗麗︶に絞

仏躍力庁副聡裁
数年蘭われわれは経済酌理由か

取得の所璽期閥︵電調審鴫謂L魑
工酔可︶の短網も閣らねばならな

ら天然ウランーガス冷却黒鉛減速

元の命悪形成所要期間︵調葦受入

換は︑昭和六十鎌四千九蒼万KW れ1聡調審鯛講︶の短縮には︑安

羅︑機器︑施設の設計を標鵡化

い︒そのために電気珊藁蓄は容

︵沸騰水型炉︶との間の技術的な分翻できないフランスの産藥騨購

ることになったが︑これはBWR逸いからではなく︑腰高鴬唇を二

興依策を極僻した︒その継粟︑規

︵発囎殴備比率一一五・六％︶︑六 金審壷から運紙規制談で一綴した

炉謙入旨旨を放卜し︑世界的すう

の分析︑検酎の糖渠︑今後の新規

＋五隼九千万KW︵同三五・三 行政を展開することや︑原子力行

勢の軽水炉に毒手変落した︒擾期

化しつつある︒慰思決定暫は反

る傭報をもっていることが必須だ

対派からの慨報だけでなくあらゆ

からだ︒簸終的に広範な政策欝欝

關係者など社会の非技術分野にい

業申の原義力発霞所は十九地点に

る晃遡しである︒われわれは︑七

が︑こく近い将来︑魑工決定が出

・マルビー敷地に仏齢独共嗣撮資
る入々が十分な欝欝と潤報のもと

点が川摩立地となろう︒立地選定

広がり︑五地点が海摩︑十四地

を強いられる公衆︑政治憲︑報通

に判断を下せるようにすることは
われわれの使命でもある︒このた

平田バルブ工藁株式会社

蛎

と労われていました。
しかし、高圧流体には余り適さなかった
のです。それを、61R畝cm2という高圧で、

聞

業

力

原

備えて原第炉安金脚門審葦会に常

︐聾一讐一凹

し︑政府は安金銀蜜諸夏の蕪蜂に

＝＝卿7一 甲＝欄一7

アムの成立をめざして州議会へと

＝＝開輔曽一

っている︒

鱒冒僻脚騨輔﹁一

を明確にすることが大切だが︑な

＝一一：︐一 韓二轍＝﹁一

政における地方商治体の位躍づけ

ロ願回一＝﹁

切薫り︑現在ではカリフォルニア

一・曹柳一圏騨瞬暫一

っている︒一方︑麗藁騨は公衆へ

幽静囲＝騨

案が成立すれば民間の購業化多事

米国内には今後五鎌内に原発を

の澗綴提供や広報活鋤を一段と強

騨＝＝一甲

分に賄える︒今後探鉱が湧発化し

の反発グループがある︒原発は安

論識を呼んだが︑環在︑ERDA
停止させることを欝的とする少数

暫とER D A の 折 衝 が 慧 還 に 遊 伍
特殊施設に欝蔵するかで過去五年

全ではなく不要で不経済だという

隠一騨葡層一︐

て新規埋藏が冤つかり︑ウラン生

すると予想されるが︑沓淡された

している︒プルトニウムを混馬主

は地下岩堀魍への投棄を探ろうと

に投目するか騰定手段として地上

産曹が畏期傑給契約を結ぶように

るかを予測するのは難しい︒

鵬台︑政府︑産業界がどう対感ず

米原産副二筋痩E・ウイギン
核燃料サイクルの後段にある譜 化物燃料として鍵う技術は確立し

州など多くの州で発議橿闘争に移

除かれるにつれ︑米国の纈客は蜜
定した価格を期待できよう︒

ウラン濃縮をめぐる様相は流動

的である︒ERDAはすでに三慮

二千九颪万KW︵米国内二懸隔函

万KW・海外一鞭一千菅万KW︶
相嶺の灘縮供総契約を繕ぴ能力満
杯になった︒八四︑五年以降の聰

大衆の意思決定に寄与

情報提供が使命に

なり︑まだウラン輪入閣暇が取り

p騨一間一一騨一一

均開発灘は 約 八 頁 万 K W で あ る ︒
胃﹁騨襯暫一●一鱒一一罹騨︐

％︶と想簸した︒この間の矩聞平

軽幽腎

来原子力薩繋騨が激面している
切爽な問題は︑①原子力発璽航建
干曲金の贈大②将来のウラン供給
確保③タイムリ﹂獄ウラン濃縮能
力の拡大④燃料サイクル後段の完
繕⑤パブリックアクセプタンスの

剛力会役の蜜金禰要は︑※翻で

闇闇︑である︒

は過表十鎌闇に約千億がにのぼる
が︑次の十葺悶には三千二颪五＋
慮がに繕大すると見込まれる︒多

くの贈力会社幹部は外部金融依存

る︒政府は核燃料保鉦法環を成立

要に応じるには新工場が必要とな

鉦までに次のペアの発注を予定す

九年か八○薙に初めの一組︑八五

R・ネーダー率いるこのグループ め︑対謡は科学轡︑エンジニアな

は予備調壷︑申聞調査︑プロジェ
たが︑その経済的利点には豪だ疑

るスーバ⁝フェックス以後の爾堅

々の問題は相互の係わりが深く︑

醐葦では原子力発捨所建毅の可能

クト調査の三段階からなる︒中間

鷺RDAの鍛近の予測では︑樫させ民闇企業の濃縮禦業化により

であり・われわれはその確立を無

ど養鯉力麗叢に携わる入々の激務
めぐらせている︒批難のほこ先は

は︑その目的還成に様々な策略を

は約八頁万KWが萬速炉となる︒

陣壁画に漕手する︒一九九一年に

て︑薩業界には政府とともに︑核

性審査に断を下し︑地城代表など

｛卸かできるのでぢ。ボールパルプは構造

ヘーフ鳳レ齢
と取り決めを紬んでプロジェクト

いでいる︒

が簡単で、操作し易く、理想的なバルブ

馨馨癖嬰審垂葉食W・へ一フェレ

問が残っている︒保睡措躍に関し

物麗の拡敬︑テロ︑窃敗の防止と 数年荊の個々の解認可手続への介

UEAがガス拡敬法で︑ギャレッめにも同じ隠闇棒内で総合的に解

検知に狸務の簡潔を担う鰻勢が整

入から州レベルの原子力モラトリ

Aに購業化を串鋼中である︒同法 固依廃棄物に関しては地下厳堀魍

トなど三社が遷心分離法でHRD決されなければならない︒放躬性

90度111】転ずる度に、流体のON−OFF制

電力とガスの生産指向へ

再処理の経済龍利点を逮成するた

の資源総鍛は三百五十万沙で︑こ

での稜騨購票颪六十六万樋を干二

のことは七五鋸からご○○○館ま

か実は、パルプの心臓なのです。これが、

開発戦略Pu利用軸に

三十が程度で回収できるU308今後の購要を満たしたい謬えだ︒

ることで対処しょうとしている︒

慶を減らし︑内部資金の藪田を解

ウイギン氏

しかも、原チカ用バルフに作り上げ、空
気圧シリンダによる窟動操作を完成しま
した。原子力発亀所のバルブ耐圧部につ
いては、設計響倉30〜40年とされ、露醸
および水平澗方向の、地震荷重等の検討
も要求され客す。これら、鮒久性の考慮
と圓時に、原子力用パルプの大きな特色
として、藩故の皆鉦を追求し、高等な品
質保翫がなされておりよす。

取り出して児れば、何の変哲もない孔の
明いた金属のボールですが、このボール

氏

藤

原子力火力・宇宙・直脱解脱・酸棄
しNG・石油・ガス・パイプライン
高温悪圧・葭動制御・べ隠一シール

堂々と貫いた原子力用バルブの難関

蜘

ヂジュー氏
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成人式

を盛大に祝っ

では電気料金体系の横酎がある︒

すべきだ︒その他︑資金調達聞題

核燃料サイクル・システムの確立

短期の政策目標実現のためには

業体制の形成の壁に圃面する︒

解決しがたい︒いずれにせよ職階

期では闘発規模と核燃料サイクル

メント︑新型炉開発の推逸だ︒中

に鐘寵した国の研究開発翫画を新

ニウム燃料利用を含めた︑有機的

築する墓礎構遮でもあるQプルト

同時に将来の原子炉システムを構

かにして︑広く公衆の繭に示すこ

標の前提と猷画策定の立堀を明ら

ことを考慮する必要がある︒①国

効串的な繊麗を策定するには次の

して︑新摘勢の下で実効性があり

二

多︐︑芝多〆︐︐︐二多︑乏︐

効粟の晦い部分から段階的に進め

︐多︐二︐︐︑芝多︐ニノ︐多︐︑⊆

セ

東京都千代田区鍛治町2丁目6番1号
電話 東京（256）7831番

創立二十周駕記念パーティ﹂を開

た︒原子力開発の端緒︑原子力産

になった

滲加すべきだ㈱燃料再処理では︑

O年︶︑擾期︵二〇〇〇年以降︶

とくにダウンストリームの実現を

フローの拡大︑新型婦の箋用化と

ルを異にするシステムとの対抗と

会︑経済︑薩藁︑国際間などレベ

多︑を

は単純に﹁民闇藤榮の霊園﹂では
多づ︑芝 二多

住友原子力工業株式会社

き︑その

ふた蕾

輸出産藥への期待︒わが国も西

体化を學慧にすべきだ︒
BNFLと五十五年度以降十庫間

ることだ︒すなわち①石油危機後

多

るには・今日の社会︑経済欄勢で

二多多︑芝 多 〆二多 乏

イクルシステム形成には努力が削

ノ

原子力関連ソフトの開発と技術指導

原産20周年記念
パーティを開く
きさつなどで

讐蝋議の名爾のゆらい︑発足のい

独などのような共闘受控体制を確

会場は今後の原子刀開発にとりく

殴立当初の思い出語しに花が咲き

に四千沙の婁託契約で交渉甲だ

ため︑UEAなど国際濃縮購藁へを確立し第二再処理髄設を六十鎌

①六十年代以降のウラン鉱確保の

代初期に稼働させるよう謝画の胴

けの実績をあげ︑単独主契約暫と

に分けることができる︒短期での

目ざす新しい努力が必要︒これは

に隠面 発餓への組み込み︒喪期ではエネ

が推理してきた開発狡術を民間丁

核燃料サイクル確立のほかに︑国

だ︒②誓書勢での原子刀開雛は社

とが必硬︒ガイドラインの策定

動力炉關発のすすめ方には︑二

短期から中期への政策霞標は・

十琿︑三十難燃の路線があらかじ

確立11などが上げられる︒

ルギー供給での原子力最期展塾の

規に設けることも必要︒

次に動力炉蘭発針画の弩え方と
イクルシステムの形成とアレンジ

璽要な政策昌標繰題は︑核燃料サ

ーーノー︐一！！一⁝！一！

メドがついていないため︑展期的

！ノ姜！！ーン

して発電所の建殴にあたるまでに

動力炉計画策定を
情勢の変化をふまえて

四囲の条件

武井満男

している︒

るi一など

日本エネルギー経
済研究所研究理麟

今後の動力癖開発政策をすすめ
ていく上で︑まず暫慰していなけ
ればならないのは原子力關菟での
社会的︑経済的躍塊が変化してい

象領域を有機的紬含として扱い︑

ことが必要︒③開発謝画はエネル

システムの斉含牲を確かめておく

共待の関係にあるため・翫爾の対

がある︒この問題は︑これまで海

体制をどう形づくるかという閣題

外から技術灘入一麗口封方式でき

張へ技術移賑し︑商業化への産粟

近できる現翼的な条件となってお

の下で藤志決定されねばならない

ギー計画や経擬翼翼との広い日田

段階での努力と奨繍が次段階に接

り︑その間には乗りこえなければ

た原子力気海騨にとって即しい諜

め用悪されているのではなく︑一

があることだ︒こ

題だ︒豪た︑ウラン濃縮︑再処理

歴

ならない

など技術を属間巌業の手で形成す

のエネルギー政策で︑原子力発躍

芝ノ

性と品質の飼上②兇込み生慶が可

一1など︒
新炉型に園が岡けられ︑核燃料サ

れまでの開発では発電炉の編入や

開発と促進が要謂されている︒②
一方︑核燃料サイクル︑とくにダ
ウンストリームや安全性︑環境問
題をめぐるパブリック・アクセプ

ニノ

︑

原子力関連機器及び材料の製造販売

なった︒躍力会社も建白経験から

発注できるようになった︒圏産化
剛立二十周年を迎えた日本原子
力産繋禽議は十二臼︑工鞭倶楽部
に︑佐々木磯武科学技術庁優官ら

が・臣額の料金・高レベル廃棄物

化︒これには発鱈幾多の予定通り

ミ多

力炉揮発政策の目標をどう殴製す

多

ど原型炉段階を迎えた動力炉關発

これらの新潤垂下で︑今後の動
タンスの形成⑬A了R・FBRな

︑芝多ノ

るか︒この鳳標を短期︵一九八五

多多多多

年豪で︶︑中期︵八五黛⊥δO られがちであった︒
︑ミ

で資源と投資の雌問をかかえてい
多

は︑園民経済安定日電路線のもと

︑ミ

画俸止1などがある︒

止④聡力腹髄期を控えた騰期の翫

ることが必饗︒すでに米国では多

て一睡の努力が必要だ︒

能︑生産の平担化︑羅薩化により

わが團の軽水炉開発は原研のJ

数基の建設嘩講が相ついだため︑

PDR誠験姻に始まり︑敦賀発日 現在︑軽水炉の稼働率低下が問

可・工聯認可で魍糞二間の短縮︑

省力化︑経済監の向上③設麗許

人集の節減Tlなどが期待でき 期間の短縮をはかるため標樂化を

一九七三矩に︑審蛋労力の軽減︑

曝を経て︑現在運転中のものBW 題として指摘されるが︑この原園

KW︑PWR五墾三筥墨黒K洩
W︑
︑BWRの不しゅう鋼パイプのの発生を極力防止し︑機雛の補

適正な稼働灘を安定的に確保す

R気墓︵JPDR含む︶二颪七に万
は︑PWRの蒸気発生 編蟹漏るには機器の儒頼性の向上︑故隔

十万KW級

器標準化調査委貫会が発足して︑

標道化審査婁貫金︑原子力発磁機

わが圏では原子力発議設禰改良

出組を行なっている︒

標準設計を完了して多数基の礁設

でもビブリス型の重

遜める政簾を発表している︒西独

皐二万KW︒建殴・ 応力腐食など特殊トラブルに紺処

軽水炉一層の定着へ
機器信頼性の向上と標準化で

?綴鷹吉岡俊男

三

膨︑点検作業の改善︑作業体制の

合単三五

七基千四筥六十二万KWに逓して

醗画申のものはすべて軽水炉で十

いる︒世騨の軽水炉は昨卑六月末

で︑運転申五壬首八十六万KW
︵全原子炉の七七％︶︑建懸樋画

中三懸七千百十九万KW︵岡八五

る︒そして心確化は国偶に遜った

総体化されれば︑軽水蜻の定魑化

究が進められている︒この検酎が

核燃料の転換成型加工及び販売

原子炉や周辺機賠を個別契約で

は開発初期︑五〇％を下豪わって
いたが巌近では九〇％をこえてい
る︒陰徳環ポンプ︑流騒制御弁︑

性・採騨性などから輸入している

な鉱石の安定供給をめざし︑成功

の実行と国の墨差税舗など資金面

むいきこみで漉ちていた︒

サイクル薩鎚の確立③輸出藤業へ
が︑原子力工学誠験センターの活

払い融資制度などの拡充と改響が

の設翫により安全性︑魑頼性の高

立し︑機雛単体だけでなく︑独自

申性子謙測装躍など一部は箋鉦

企業リスクの回避︑研究開発の壌
の期待④灘金調達悶題1がある︒

性確認で興産化がより促逸されよ

用により・コンポーネントの実証

の引取りなど問題があるため︑動
厚歯︒②8RDA濃縮サービスは

力の充実と麟霊化の推逸②核燃籾

発展のあゆみと現状に焦点をあて︑今後の原子力開発の
約化︑圃際競華力の強化などから
原子力麗発の当初︑わが国の機

う︒穰濃化︑生産性の向上ではま

燃再処理プラントの早期安全運転

が︑巖近では資金調達と効率化︑

姿をうき彫りにするセッシ ョ ン ー 2 ﹁ 原 子 力 糞 一 二 十 年

燃料成 型 加 工 舎 弁 会 社 ︑ H T G R
難メーカー︑エンジニアリング会

グル⁝プをこえた企業合同︑核

社は海外の主要契約蓄の下舗けで

五十七年一五十八隼に手一杯にな

策︑翫画・設翫技術蓄の畿成︑試

の助成が必饗④裾野の広い関運企

業滋養が不確定であるため企業図
画の立案が難しい︒現在検酎中の
パイロットプラントを禽めた長期
醗画の明確な決定が早急に行なわ
れることが必璽︒

の関係暫約七酉人を招いて﹁原産

の歩みと将来展鐙﹂︒原子力産藁の発展と展盟︵興銀・田踊

研究開発共同会社などの動きがあ
だ多くの縢題がある︒

創立当初から関係の深かった内外

敏弘氏︶︑軽水炉の定魑化と螺題︵原偲・吉岡俊男氏︶︑動

出発したが︑その後︑技術・ノ

運転︑定期検費饗農など現在の九

全性・醤頼性を向上させる︒とく

かるとともに国髄に適した気慰所

蜜国難の確保︑儒頼珠の向上をは

国産のものが優しいが︑その過程

％︶に達している︒わが国︑世界

含理化を行なって停止期闇の短縮

でも改題設酎を採り入れ︑新技

原子力機羅輸出では先遜国向け

をはかることが必要だ︒

術︑改良狡術の採用︑開発努力を

の設蹴改良︑機羅標雌化の鯛査研

原子力発醒所の標確化のメリッ

そこなわないよう︑奨施しやすく

整備など作業効躍を上げ︑工程の

廣で七〇％の稼働灘が確保されて

トでは①設醗︑製作︑建設︑僚守

するための最期聞解止があげられ

いる︒駅止の要因には①逓常年で

運転などでの技術習熟による生藍

る︒この特殊な珊欄を除くと単茸
る︒しかし韻近のわが團の軽水炉

の定期検萱のための鎌止②特殊ト

とも原子力発躍開発は軽水炉が主

運転状況からみて︑遜転上の儒頼

ラブルの郷止黛故および保全鰹

体でそれが定敏しつつあるとみえ

性︑薄闇作業性などでは︑なお旧

が一腰朗進ずることになる︒

藩の余地があり︑燈魑化をめざし

コンポーネント輸出︑閥発途上国

向けプラント輸出が曹えられる
が︑安全保陣︑核燃料サイクル︑
財政措羅などで︑機器産藁界だけ

で團際釣観点からの調整が必要︒

い警醒カプラント翰幽体認を確立

ウハウを郵煙し︑機難製作・据付

単一企藁の出現が期待される︒

うな国策会社的性格をもつ強力な

千人から今後十年闇に二万覧千人

いるが︑プロジェクト開発後の同

遜など翫画完淫で協力を行なって

受託︑機麗設翫︑製作︑人顔の派

ジェクトに謬画して︑研究閥発の

核融禽開発などナショナル︒プロ

原子力機器塵業は新型動力炉︑

し︑計画的商成が必硬IIなど︒

門の推遮壌策主体を早期に明確に

確立のため︑ダウンストリーム部

業の濁成︒また︑核燃籾サイクル

簡業用軽水炉機器産業の蕪盤強

に繕隣する必要がある︒

化として①自超技術を確立し︑安

にバランスのとれたシステム設計

遮める②標準化の推遭︒霧査の能

核燃料サイクル産具の確立では

る︒今後の新型動力炉開発では︑

モ

臣額の投資︑企業リスクが冤四丁

二念パーティのもよう

蟹簸藁の諜題︵難慨工叢△ぞ吉山鱒吉氏︶各氏の講演から︒

原子力開発二十年をふり返り︑開発当初から現在までの

1

渉

㌻

訓

臨

只畷

力炉開発政策のすすめ方︵エネ研・武井満男氏︶︑原子力機

サイクル確立を急げ
第二再処理施設具体化など

翫が九千二颪六十傾⁝円に鰯刈し︑電

度漢での後期は供給匿業支嵐商累

看

V賄田島敏弘
わが國に 原 子 力 産 業 が 登 堀 し た
のは︑昭和三十一矩︑今ようやく

る原子力が臣大科学技術のため︑

れるので︑欧州鰭鰯が経験したよ

研究開発が葵大で擬期を要する︑

原子力薩簗の発展には︑いわゆ

先行投資が逆転した︒

成隼になった段階だ︒四十年まで 力禦業は一兆二千七齎二十億円と
の削期＋年闇は︑原子力産業グル

設立・開登 体 制 の 整 傭 な ど で 原 子

ープの紬戚 ︑ 共 同 研 究 關 発 会 敏 の

力供給薩簗部門の幽幽が先行し︑
原子力巌業の現状と課顕は空に

向上︑工期短縮︑建設︒運転蟹の

⑳原モ炉・機露メーカーの技術能

の突行スケジュールを明確にする

メリットは多い⑧経営墓盤の強

節減︑稼勤率向上︑雀力化などと

騒騒リスクが穴きいなどの理磁で

ことが璽ましい︒また︑仕掛り晶

原子力五グループが中心となった

資金と人粉を投入してきたが︑支
出は売上を常に上まわり︑とくに

の遷延による影響は深刻で︑未だ

オイルショックと原子力発爾翫画

その癌黍から回復していない︒

一九八五年四千九酉万KW二 と岡時に︑各機器に対する四四性
要︒設醗︑製造︑検姦などの墓華

九九〇鋸九千万KWの原子力発躍 の蕩い設謝・製造技術の開発が必

経蟷状態の 葱 い 現 在 ︑ さ ら に 翼 大

〜八百万KWにする必要がある︒ は政癌資金で実施し︑国際協力を

万KW設備供籠力から無書万 類の整㈱︑臣額を璽する安全研究

酎画を達成 す る に は 現 在 の 年 六 百

田醗旧

の憎大にともなう資金不足の対

に上騰わった時期︒次の四十九鎌

昌金隠簾1議露量吉山博吉

八百七十四騒騒と電力螂業を大緬

長期計画の確実な遂行で
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原

難1ゼジ

では釜敷ができない難題が多いの

鴨麟囎撚

庶識

@
@
@
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機器産業基盤強化を

率化︑短縮化がはかれ︑醤頼性の
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年次大△瓢第二日︵三月十一

日︶年後のセッションー原

公衆の理解不可欠
する黒旗をしていたスタッフの一

RCの規制孚続を変更したり︑既

原子力婁鍛会の性格について

または諮問機関なのかという性格

は︑これまで︑行政機閲なのか︑

れは明らかに諮問機関と解釈すべ

上の問題が常に存在してきた︒こ

Cが寅際行なっている規制と個人 描躍をとる必要はなかった︒
澱初の一難の経験から︑米国に

人が退職した︒このことは︑NR に認届済みの発為所について緊急

おける原子力の規制は︑まさに国

・．氏

ているので︑少しくこれにふれた

的見解とについての野鼠を提起し

子力纂本法︑設園法などによって

審査の一貫性を確保するために二

きだが︑原子力委総会の場合︑原

その権阪は一般の詔問機関に比べ

民的鵯業だということができる︒ノ

強化されている︒また原子力婁二

このほど退職した技術薔はNR 公衆の関心は︑環境問題から安全

不幸にして原子炉安全の問題は︑

米国原子力規制婁員会︵NRC︶炉規制局の技術再検罰部がサイト

認削孚続ならびに規制蟹理上の欠

Cの求めに応じて︑彼の立場と群 間題にその焦点を移しているが︑

い︒

ン
㌦恥ソ
・メ

㍊イ
気象
鯨潰
託講
㍍

型別にタテ割りの審葦︑横査を行

金券三会に再編成すること︑安全

二分し︑原子力婁鍛会と原子力安

ま

ュレーションをしてみる必嚢もあ

たすことができるかどうかシミ

ろう︒また︑実際に原子力行政機

構をどう翼体化することに翼の国

民のニーズに応えることがなるの

要がある︒

かということも十分三野を払う必

＼

3月3旧

NRC一年の経験から

送︑取扱いにかかわる施設の傑三

会は︑政府とある距離をおき︑こ

ため︑原子炉安全性分野での研究

パンフ ーンヤトー。レイク・ルイーズ
ジャスパージャスパー・パーク。ロノジ

子力行政の新しい展開のため

の安全難題を︑岡局の原子炉許臆

襖籍な技術的問題であり︑公衆の

詳細設醗

ていくに当たって

で貝体化し笑施し

を

いわゆるデッサン

中間報告の方針︑

べき問題もあるが

これから思懸す

も優れている︒

ろ中闇報告轡より

性においてはむし

たが︑これは現実

沢試案﹂が示され

で︑いわゆる﹁荷

報告にいたる過程

にある︒この中間

なうこと︑の二点

陥に関する彼の霊張をまとめた二

という性搭を持っ

れをチェックする

開発に豪儀な地位を古めている︒

が︑安全婁農会がこれを一元的に

把握していくということで︑立地

喫してドさい。

恥の

可部が環境上の間題を担当してい

醐

の機構は現在︑基躍開発局︑核物

二躍上の規制を確約している︒

理解は︑原子力発璽所の囎加と同

に独自の薯え方を発展させた︒政

は︑他翻における同様の会社以上

いった︒この国民の期待に応える

タタキ台として議論を発展させて

oHOTEL名をお轡ねドさい

劍W鵡E・メイソン

質山金・保擁描躍局︑原子炉規制
たが︑現筏は原子炉規制周の安全

じペースで向上してはくれない︒

ているが︑これは

単坐な役翻を綴じている︒そのた

に当たって羅罠の健康と安全を確

つにしておくとの要請に応えられ

審査についてのかなめの機関を一

ると思う︒発見局の問題も非常に

バイセンテニアル・アメリカとカナディアン・ロッキー・シリーズ第1要素

に一は︑講演とパネル酎論
で構成された︒講演では米︑

ィロソフィーとそのしくみ︑

局︑原子力規制研究局︑検査・施

はその報告慰を検射したが︑そこ

しかし公衆の理解は徐々にではあ

め連邦政府は公聴会︑セミナーの

恋するために大切な原子力安全の

てワ三遷ビリティーをもたせてい

冬夏な問題だ︒これについて︑開

発とチェックを岡時に行なう行政

るとの案はあくまで暫定鮒なもの

庁に安全委澱会の摺務周が躍かれ

で︑翼に国民の儒頼を響るには速

東京→バンクバー一ゆカルガリー〉バノフ→ジャスパー→バンクバー→東京

西独における原子力行政のフ

わが国の原子力行政懇談会が

打ち出し た 中 間 箸 串 と 今 後 の
唱題が浮き彫りにされたが︑
関係を保っており︑安金︑環境な
で提趨された安全問題は新しいも

原子力婁員会の韻

千人である︒

いる問題であり︑許認醗にあたっ

のな
報告欝を握出したQわれわれ
NRCはERDAと常に有つ益

たっている︒また運転原子炉の憎
どの研究開発を支援し︑これに謬

るが向上するであろう︒公衆の理

タッフは総勢麹

︒理境分析部が一摺してこれにあ

の他に技術薩︑運営面を所箪する
加にともない︑運転許認可業務に

画しているが︑一方では︑NRCのではなく︑以前からもちだされ

も蟹要な機能2

行周の五局に大別されており︑こ

いくつかの蜜がある︒これらのス
たずさわる人証は簡増した︒この

解は公衆の儒頼を得るために不可

規制上の醐任をもっている︒

あり方の再検討

原子刀圭員会の

つである︒

は鷺RDAの諸施設に対する蜜全現在もなお続いてとりあげられて

てこれに対醸する一方︑保陽描躍

は引きつづき公衆に対する惰報提

であった︒したがって︑團ちにN 供の努力を怠ってはならない︒

澱近︑NRCで原子力発霞所の て慎重に考慮されていることがら
建設や運転の串舗を技術鮒に評価

欠であり︑そのために︑われわれ

ため昨矩︑運転原子炉都を新設し

の盟要性にかんがみ︑核物籔安金

この一奪聞で若干の組織的変動
があったが︑その一つに︑申謂さ

・轟轟搭躍局に核物質の処理︑輸

というわけではな

わち内閣に新たに

が盟ましい︒しかし規制の途中段

規制と政策に関する詳細な事項に

くのが行政担当蓄のプロとしての

が︑京ずこれが各雀暫間の権限争

やかに中立性の保たれる独囲の覇

これからの問題としては立地︑

務周の圏かれることが墾ましい︒

パブリックアクセプタンスに関し

て地方行政との関係があり︑政府

いく必要がある︒さらに︑原子力

もこの問題に稜極的に取り線んで

関係従業員の労働聞題において現

在︑熱烈庁︑通産などが隙轡対簾

雀が取り扱う問題であろう︒

0デラノクスな特急列鳶了による汽璽の旅も味わえます。
（ジャーパ・一→バンクバー間〉

⑫全行程の朝食、夕食と第1．3目口の畳食付てす
0バンクバーl」内観光、カナディァンロノキー観光を含みます
圏申込〆切

購演中の生画氏

を扱っているが︑これは当然労働

園際ビル

ひきつづいて行なわれたパネ
ル謬論は︑これら内外の考え

方や胞状 を 踏 ま え て ︑ わ が 国

あたって の 異 体 的 方 法 や 問 題

のがある︒蛋初︑この作叢は原子

れた立地の検討と評価に閲するも

府と産業界における協力として︑

いが︑原子多野貫

原子力研究開発における三番霞

懇談会を設けて原

原子力に関する政府昇任体制の

階から︑それぞれの規制の範灘に

ついて企画︑審議︑淡定︑答串︑

畷任だ︒来や西独の例においても

ギー研究担当次営補

なわれだ︒そのひとつは原子力の

分離は︑二つの理由に鍵ついて行

応じて適当な釜庁へ担当が移蟹さ

勧告などを行なうことにあると思

麗民の儘頼を得るために開発と規
網を分離させる必蔓性は明らかに

いにまき込まれないよう注態する

それではこれから第三セ

豊朗

科学技術庁鶴生田

が原子力 行 政 改 麟 を 進 め る に

げた︒

点をめぐ っ て 論 議 を く り ひ ろ

開催︑そして原子力のすべての問

開発がある︒

新型炉システム︑燃料サイクルの

は︑重三が初めて

パブリック・アクセプタンスを褥

柵峯の配布など︑多くの原子力傭

題︑利益と不利益を述べている小

〇：＝：＝：二一＝o＝噂一二一聯O曽一＝一＝＝一一こ＝一一一嚇＝需旧＝＝＝禰：一舳二：一＝

るためと︑もうひとつは原子力の

一：一白＝ニニ昌騨＝一＝一鼎駕P一一一＝■二：＝二﹁一冒︸＝：需一司＝＝輌一

壷ほは・推進担嶺の連邦研究狡術

推進暫と規制習との議論をもっと

＝闇：一層＝認可鴨竃一轄；＝・：＝一一一＝一＝一︐一：一＝＝

省と規制問題担嶺の連邦内務省に

禰一一騨：璽一一：葡一＝噛＝讐一櫓＝：篇＝一一

西独における原子力開発とその

分國されている︒連邦研究技術省

＝＝一：

灘入は︑政府︑産業界︑原子力研

の担い手は原子力研究センターで

子力行政の墓本的

会以外の堀︑すな

究センターの三者が一体となって
明らかにさせる必要姓があるため

ある︒われわれの開発計画におけ

つ﹂瑠件を頂点とする原子力政策

比較的早期に︑われわれはこれら
の機能を分離することを決めた︒

評価できる︒原子力蜜全は立地選

れるのは妥当だ︒

う︒現在の諮問機関は組織上︑二

は十分担せないのではないか︒行

なっているが︑

墨池がある︒安全委農会が省庁が

燦潤

行政懇答申をめぐって

一昨矩の門む は︑これが実際に十分に機能を満

の混乱のなかで︑政治的間題が行

ことになったこと︑

例として︑高速増殖炉開発纏縫︑

な見臨しを行なう

高混ガス炉計画︑使用済み燃料の

政の問題としてとらえられること

業協力における仕鰯である︒その

再処理技術がある︒さらに原子力

になったことにこの問題の難しさ

るこれらの役謝は︑基礎科学と産

研究センターは︑安全基雌の改

の原因がある︒この行政懇は昨奪

定︑設計︑製造︑定期検蜜︑解体

また︑この安全規制政策のかな

間的︑人的構成からも︑この役鋤
いう性格づけの問題もある︒規制

については行政毅任の立場から各

立地については︑当然一つ一つ
について審査を行なう必要がある

東京一＋ロサンゼルス→サンフランンスコ（ヨセミテ）→取京

7陛嶽講

＼
の主な業務は研究開発謝画の実行
である︒今臼︑この概念は実際に

報謝薗に魑賦した︒

行なった︒これら三暫のそれぞれ
で︑原子力の規制面は運邦内務省

三者が一体⁝で開発

の役劉について述べる︒

まず巖初に政府の役劇である

一の雀︵遮邦政府機関︶が原子力

が︑原肥力感発の当初の頃は︑単

講︑残されているリスクの軽減︑

が︑その趣翻は︑原子力委集会を

茉蕊木蔚根に申問答爾も行なった

西独の原子力行政体制

許認司規制改薔のために継続的な

技術の推遮と規制問題の晶出を蟹

努力を払っている政府を支援する

魑していた︒しかし︸九七二年の

価領あるものと認められるとの含
次に慶業界であるが︑電力会社

この再編の結累として今日︑原子

の全誤程が対照となるが︑その各

めとなる機関が行政機閲であるの

シュミットキュスター

と各地域の州政府によって取り扱

と原子炉メーカーからなるこれら

西独研究技工憲エネル

なぜなら︑われわれは国民の申に

憩された融解がある︒にもかかわ

力システムの開発と許司に関する

いは現場に醸糖したものなど︑そ

か︑または諮問機関であるのかと

ダブルチェック
の概念明確化を

れぞれ翼なった規制が存在してい

懇の考え方︑とくに対応と澱俵の

政庁と安全婁鷹会の署務局のスタ

行政庁にその規制を一元化せざる

よう︑この案を実施するに当たっ

ッション﹁原子力行政の新しい展

る︒この一連の規制に対する行政

さんからお願いします︒

ッフの問題もあるが︑安︑全婁二

の問題

行政の各段階において設薩轡か

会に行政的な珊務が多くなること

一元化

あり方が十分明確になっていな

ら提出される猫類を国がチェック

原子力の安全規制は︑立地の評

行なう岡じコード︑条件をつかっ

だが︑この行政的なチェックを実

を得なかった︒また分離について

価に始まるが︑いわゆる興薫化段

くうえで配慮する必要がある︒

がないようこの筈串を運営してい

との考え方には蟹成だ︒また︑原

施するに藪たってアドバイスした

安全委︑行政委
への格上げ必要

た計鱗を再翫漏する必要はなく︑

階に堕したもの︑あるいは完全に

悪熱を解しているが︑行政懇では

は︑電粥漣はかねてから規制部分
子力行政の一蟹を図るとの理念も

り判断を示したりすることが原二

させていかなければ国民の儒頼を

チェックをするだけでなく︑ある

このコード宙身の誤差等を判断す

標藁化された炉でも︑立地評価は

塁安全委員会の霊たる役翻だと思

得られないとの考えに立ってお

課題が残されているということを

巾閤答申は現実性に欠け

冤もあるが︑行政懇では︑難民鮒

改めて罷識する必要がある︒

つぎにダブルチェックの問題だ

立場から改革が求められていると
の判断に憂ついて一荷沢試案﹂を

か明確になっていない︒

安全婁員会の役國は原子力開発

子炉の型式を問わず一つのかなめ
となる機関を中心として始まるの

コンセンサスが出来ている︒

るという慧味でダブルチェックの

各原子炉ごとに異っている︒立地

う︒悪縁轡によると原子力安全婁

心木

程度の行政的機能を持たせるとの

を設けへ開発と規制を明確に分離
評僅というものは︑立地条件と原

澱会が行政のダブルチェックを行

﹁有沢鼠案﹂が現実的だとする慧 り︑この段階へまで達するという

は行政委員会としての規制婁蝋会

子力計画との関運を原子力安全の

なうとなっているが︑これがどん

セ

な内容で︑どの程度行なわれるの

ミム

いるが︑この一達の規制評価は原

摯繍
購

見地から評価することだと解して

行政懇の原子刀委員会を二分する

嚢一体をなすものであり︑今回の

内照原子力の開発と安全は表

することが原子力安達行政上璽要

陵階ことに︑政策的なもの︑ある

したいと思います︒ではまず内賑

麗のために﹂のパネル討論を開始

の翼実性を期待したからである︒

｝
口置

公03−212−4811

漫欝欝所はアメリカ政府からアメリカ旅行センターに認定されております

日本原ヂカ融業会畿会員関係茜の方への特別榔優待企画〜一殿飛行傾格は30万円以上です。

近畿日本ツーリスト株式会社丸ノ内海外旅行営業所鞘轟蕾

〒100東5k都予代田鼠丸ノ内3−1−1

運華箋；六；罠登録一般旅行藁第20号

㊦世界一美しいルイーズ湖、コロノビア人氷河、点筏する湖、大森林の魅力を満

カナディアノ。ロソキーの旅
6月18日（金）〜6月24目（木）

⑧4月29日天皇縫生日出発、5月5日子供の日帰園、ゴールデンウイ・一クをフル
に活用てきます。
慮
03食付一食し罫の心配はいりません
0臣本、巨岩、草原→アメリカ最大の雌観を誇るヨセミテ国立公園を訪れます。
0ロサンゼルス・サンフランシスコの市内観光を含みます。
⑬その他、オアンヨノとしてディズニーランド、グランドキャニ謁ンのテイファ
ーナ観光の各コースをご用意してあります。

＊駄

らず︑原子力論象は西独において

購演中のシ氏

われている︒

ドヤ『

いっそうの行動の自由といっそう

い

蕃248，000

ヨセミテ自立公園とアメリカ藤海岸の旅
4月29日（木）〜5月5日（水）
7疫！闘
￥238，000 （3食種）
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葛f

岸二藍畏

明しただけのことで選攣に落選す

る︒ある村長が原子力に螢成を護

亀ζ茅亀〜穿・呂馬

つきに︑二更力委籔畏について

るという例の示すように﹁原重力

．ノ監℃c二亀︐監亀8㌔8．〜︸亀ら・二︑・葛亀

は︑時の政府の考え方に左右され

は選挙に弱い﹂というのが現実

を飲ませるか﹂をも薯温した︑も

く︑今後﹁この馬にいかにして水

ることも少ないことなども考慮す

動が盛んで︑むしろ

性をもった使い方ができるように

ある叢礪をあげた︒メイソン委騒

いまや大衆的な問題となったとい

することができないということを

の比較騨姫を行なっている﹂とい

八に関するデメリットとメリット

とついているのを確鉦するだけで

ち取るためには︑報欝が購実にも

しないと菰来のPRの目的を違成 は﹁NRCは立地選定に際し︑三 ったが︑この場禽大衆の理解を勝

諏識する必饗がある︒磁源交付金

にしぼって簡粟化を閣っていただ

科学技術庁と通産雀の二雀庁程産

各雀庁にまたがる襖雑な手続きも

た︒熊本で規制婁禺会を設けるに

あまり大衆に知らされていなかっ

れてきたが︑メリットについては

トの騨価については大衆に徹底さ

ったが︑確かにこれまでデメリッ

ましいと思う︒

態である鵬舎のみ報告するのが霊

については︑それが本当の非常購

が大切だ︒濠た︑罪墨髭懲の報衝

現を使用することに注愈すること

はなく︑誤解を招かないような表

の対象禦業を行なう際欝欝となる

きたい︒鰻後に璽要な問題として

の重落を大衆に知らせるだけでな

当たっては︑ただ単にデメリット

く・メリットの一価も徹底させる

の釣堀からもこれを罫価している

種の報告欝を発表しており︑業界

NRCはすでに二颪にのぼる各

纒暴や柏崎などでは六i七蘂の原

羅源交付金の頭打ち制度がある︒

発が予定されているが︑ある一定

ことが好ましいと指摘したい︒

例をふ謹えた解湊を亙るとの方針

闇題解決に当たって斑能な隈り前

なされていない︒この関連づけを

インと業界の規準との関連づけは

またNRCは政策の一つとしてが︑これまで︑これらのガイドラ

額を越えると交付金がおりないた

基ずつ︑それぞれが完成するまで

を減少させるために大切だと指摘

明らかにすることは︑現荏の混乱

めに︑一一−三基ができたあとは一

次にとりかからないという瑠態も

をとっているが︑日本の場合もこ
と欝わ

る︒例えば︑栂で原子力の講藏会

が︑現在興に対するPR鑓は炉の はそれぞれ異なつ売分野から婁図

とが釜ましい︒

の原産を窓口として進めていくこ

ーティンに係わる偶報交換も日米

したい︒さらにつけ舩えれば︑ル

とする態冤は︑これを強力に支持

で偶報交換を行なうことが璽要だ

際的な問題で︑国際的基盤のうえ

は︑一鰯の問題にとどまらない国

したい︒また各国の原子炉の実績

促
厭進金

予想されるわけで︑これでは
ではなく

ン委興は原子炉規則というものは

の方針をおすすめしたい︒メイソ
進剤

ざるをえない︒

メリットの評
価の徹底を

要がある︒また︑改革された体型
を開くにしても︑原子刀単独では

稼働時から鰯比されるが︑これに

ウイギン来駕NRCの五婁蝿

を漬かすものはいうまでもなく国
とうてい人は繁求らないのが実偶

R潜動を行なう塀合︑もっと粟軟 般箭民の儲頼を勝ち取るにあまり

何らかの対策が必要だ︒また︑P NRCは初無双の腰紐の闇に︑一

さらに︑躍源交付金の問題だ

る︒

分撮を明確にすることが望まれ

をあわせて経二等について役二

せ︑地域開発︑環境保全に焦点

しろ安全審査婁属金の方へまか

この山隠︑技術︑工学的部門はむ

協定を成立させるのが望ましく︑

蕊た︑原子力旛設の設躍に際し

が必要だ︒

っと柔軟で︑きめ細かな広報対策

ると︑民間人がこれに当たった方

る問題だが︑現在は原子力広報活

だ︒つぎに︑原子力のPRに際す ては肇前に安全確認とか環塊保全

は︑これからの開発では原子炉部
るきらいさえあるが︑確かにこれ

今後の改革の若君に当たって

が遍いと響えている︒

3ζヤ7巴亀の零︑8㍉ζ亀f㌦ノ監辱．二匙﹃亀の覧審8㌔

義彦︵茨城興葉海村設︶

見

内田秀雄︵東京大学教授︶

正親

川崎

︑・︑8ら︑8︐塾︐雪薯ζ3．号？﹁︾零t85亀ご審

チェックシステ
ムの合理化必要
正親躍田螺業蓄として原子力
の問題は︑関係暫の協力を得なが

門だけでなく︑核燃糾サイクル雪
らの活動は︑原子力を何かと理解

ら自らの嚢任において解決してい
くとの淡悪に変わりはないが︑原

雲にわたり開発と規制の業務が急
しようとしている人々には荷効な

して

子力行政の体制改軸は階宜を響た

増することを警えると︑専門担当

することを敬還しょうとしてい

曲線だが︑大部分の民衆は︑理解

氾濫

ものと評価している︒しかし︑で

の確保に二大の努力を傾注する必

蒔

窟の拡充養成をはじめマンパワー

ト

の前向きの政治姿勢であり︑国民

に連れていく﹂だけでは十分でな

だ︒これまでのように﹁馬を水辺

燦国みなさんどうもありがと
うございました︒今度の行政懇の
聖画に従って原子力行政の改革が

で︑今後地方密治体が原子力行政

思います︒では︑生田さんからど

から爾コメントをいただきたいと

轡任の問題などについてみなさん

ら原子刀安全曇霞会によるご兀的

ついて︑二元行政が前握となるか

ダブルチェックの問題に
いて撞当と麗任を明確にしないと

膏木

タテ劇り行政がどんなものになる

政庁︑安全婁総会の役國などにつ

面性劉を持っている︒この両蔀性

て契徳されることが墾まれる︒と

くに同一施設︑機械について︑一

とくに効率的な運用が図られるこ

ックシステムの実施に当たっては

備が行なわれること︑ダブルチェ

パワーと業務遂行のための環境整

た群認朗体制は混乱をまねきやす

もあるが︑行政蝦任を各省庁に一

く︑好ましくない︒また新しくで

部は科技庁︑︸部は逼里心といっ
関しては有沢試案の方が優れてい

元化したといっても︑行政省庁は

きる安全婁三会にふさわしいマン

のかも明確にならないQこの点に なチェックは悪婦がないとの愈見

たと思う︒

いぜんとして開発と麗麗という二
い︒まず︑原子力安全委朧朧が政

からくる誤りとか鷹民の不参感を

ニつの点を擶織した

府によって承認され︑婁綴が任命

払拭することに安全委鍛会のダブ

ウイギン

いて間題解決に当たる必要があ

された堀倉︑その襲貴がどの程度

一般大衆の豪邸を反映できるかと ルチェックの存在理由があると弩

る︒最後に︑わが繍の棚台︑米の

出ているように︑中央で安全工学

三点指摘したい︒まず公

の公聴会で︑これを消化したうえ

の問題を中心に開くとの考え方に

上の問題を︑地方では地域開発上

川繭

とを希望する︒

生工まず︑幽間答肉のデッサ

で︑地方において主に地域開発と

公聴会のあり方については︑鱈

えるべきだ︒

細塵所在帯町村協議会でも結論が

聴会については︑金蝿原茅力発

いうこと︑つまり大衆をどれだけ
に分離するのではなく︑原心力婁

労連ではすでにこれまでの提醤

場合のように行政婁員会と行政庁

政庁の審葦結異のチェック﹂とし
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会へ優れた寄与を行なっており︑

ことは閣識で決めて推遜するくら

的謙魍の塞饗黎項として︑大聯な

いの璽饗性を認識していただきた
い︒

地方自治体へ法
的権限付与を

きまとってくるものです︒また︑

子力婁風会等の権限問題は常につ

箋施されるわけですが︑この際原

くの擾助を摺てきたが︑この二十

きないものと考えますが︑この点

私は中間羅宇のデッサンは変麗で

川嫡これまで原産などから多

政にタッチすることはできなかっ

とシミュレーションの間題︑地方

隼聞︑自治体として何ら原子力行

た︒つまり法徳の認知をうけない

に正当に参加できるよう強く蟹望

状態に二十年間讐んじてきたわけ 行政の問題︑また原子力婁瞬擬の

する︒また行政懇については︑原

効率的な答申実現を
くれた原子力行政の一つの転瞬と

ンにいかにワ1カビリティ⁝をも

の多寡において公聴会を開くとの

うぞ︒

なるものとして大きく評価するが

たせていくかが政府撫当者の仕瑠
理解できるかという閥題︒これは

篭え方を打ち出している︒騒後に

子力婁が改組されわが国のたちお

で︑技術的な問題については中央

るダブルチェックシステムの胴輪

いくつかの孟夏が介在している︒

無二が二つの委輿会に分れるとい

理念的な問題だが︑軸壁に堕要な

はその決議がいかに健全なもので

て一つの行動をとる塾舎︑委蝋会

安全合爵会が一つの方針を採択し

いわれたように︑公衆から支持の

蟹要だか︑この場合ウイギン氏の

を支えるスタッフの問題とともに

問題だ︒第二点は︑例えば原子力 安全委興会の人選の問題は︑これ

については︑これがオイルショッ

画することが蜷ましい︒電源三法

地城開発の問題にも鯛るい方も疹

任命については︑ぜひ環塊問題や

くるが︑これには何ら説明がされ

場合︑単に轡己防衛するだけでな

なければならないわけだが︑この

あるかということを公衆に知らせ

れることが望まれる︒

得られるような人選の方法がとら

必要があるとの点を強調したい︒

内田行政懇の中間箸申には一

ていない︒現在の安金審査は︑そ

く︑正確に︑群細にわたり分析

り返すことがないよう洗鯉甲にある

ては︑岡じゃり方の審査を二度く

て︑とくにダブルチェックについ

正親筈串勧告の案施に際し
の灘任の所在等が国蔑から藺題視
されていて︑コンセンサスが得ら

し︑解釈したうえで公衆に知らせ

ように法要な購項についての行

うございました︒

犀田みなさんどうもありがと

ていただきたい︒

懇でもこの間題をとり上げ検討し

たため多くの問題点もあり︑行政

クを契機にあまりに耀いで作られ

度だけ安金懸査という斑葉が出て

り︑それだけに現実性に留蔵する

重要な人員確保の問題

については安全婁隅金と各行政

だとの藻琴には同感だ︒シミュレ

う世界簸初の試みを行なうのであ

更されないとの考え方にも同感だ
が︑筈購のデッサンを騨細設計に
移す段階で︑ある程渡現実性とい
うものを薯壁論ることは必要だと

鑓成だ︒また︑原子力安全婁戯の

原子力が飛躍的に発展し︑安全技

ーションについては現在の原子力

にされ︑群認可手続上の禽理的な

庁の持つ個有の機能と権限が明確

術も大きく向上したにもかかわら

し︑試みるとの方法がとられるこ

評

とになろう︒また︑デッサンは変

婁展会のメンバーを麟定的に二分

読

このなやみを一身に背負ってい

その問題の一つで︑地方自治体は

る出演がある︒

チェックシステムが作りあげられ

また︑今後横討すべき課題とし
て残されている問題のひとつでも
ある公聴食制度については︑地元
での公聴金はむしろ﹁公聴会﹂と
いう醤葉は使わずに﹁その地域の

思う︒現在の原子力は実縮化の段

れていない状繊だ︒そこで︑安全

うことだ︒

ることに注癒する必要があるとい

軸つ

を
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る︒しかし原子力安全婁踊会によ

との案も妥轟なものと騨価してい

て︑これをタテ劃に明確に分ける

安金蜜豊︑許認可行政につい

まれる︒

に鰯調して問題に当たることが望

会議を開く﹂と示されたより以上

ものであり︑﹁必要に応じて運絡

推進の政策と安全規制は不可分の

るが︑この際︑元来原子力の総合

を關発と規制に分離するとしてい

曇澱会のあり方については︑これ

と考えている︒行政懇は︑原子力

加して︑蹴接に癒見を反映したい

行政懇談会にメンバーとして謬

きることなら躍気画業響の代表も

m

人々の魎見を十分に反映した会
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廃棄物管理の現状と政策

利点をもっている︒つまり①ガラ

?欝J・クチ・−ル
再処理における殿界彌撒要は︑

︑

フランス原子力庁における隅レ
ベル放射性廃冠物のガラス固化研

まった︒この開発三業は数一目に

究は一九五七鎌︑実験塁規模で始

ガリバ⁝セル

と呼ばれている

わたり︑特別のホットセルー1

であり︑かつ非多孔性である②ガ

一九八0年代巾頃に照鮒緕み燃料ス製贔は均麗性であり︑同位元素
で闇闇一万ゾの値に到遡ずるであ

i一で行なわれた︒パイロット︒

れ︑六九年初めに実際条件で安定

ラスは化学的脚反応を趨こしにく

とで固体をほとんどすべての二酸

呼ばれている︶︒このビバー運転

状線運転に入った︵ビバー運転と

ろう︒数か国ではすでに︑駕闘能

設を︑その原子力謝画に組み込ん

のためすべての核分裂生成物を間

化物に溶解することが司能で︑こ

プラントは一九六七年に建設さ

でいる︒こうした段階において︑

く・またその性質上︑熱処理のも

放射燃廃雍 物 の 固 化 が 避 け ら れ な
引することができる③燐酸ガラス

力一千五薇 ゾ の 再 処 理 プ ラ ン ト 建

くなるであろう︒このためフラン
よりも安定性がよく︑かつ腐食に

圃二＝．
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：一・

卿二；

マ

2四灘期で︑今犀末には完成の予 することができる︒その最初の段

璽点が麗かれた︒そして現在に至

の原子力発電実証翻画であり︑こ

階は︑米原子刀婁興会︵AEC︶ っているわけだが︑来エネルギー

にホット運転の予定である︒また

グ設翫が行なわれており︑八一年

可能なプラントのエンジニアリン

：僻

・膚7

二郁三7．7・騨7・
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の廃粟︵テイリング︶のそれに近
甲．鴨輔一響

三
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三・・の

こりつつあるということで心配し

三段階はこの核

ル施設について政府援助を要擁す

かの団体から︑街処理とリサイク

Aは必要とされる政府擾助の程度

る提案を受けとっている︒ERD

燃料サイクルの
完絃にあるとし

どの程度にみているか提出するよ

再処理計爾とその援助の必要性を

とが必要だし︑密接な燃料サイク

：：鱒榊需＝

ていることは︑再処理に関遼する醤わりつつある状況です︒私どもろいろ批判にさらされていること

ろと薦処理工種能力の遅れが起き箇などについては︑圏産品に荒き実であります︒こういつた点がい

います︒にもかかわらず︑いろい部品として大切なジルヵロイ被覆として確立されていないことは珊

い︒つまり︑國民が納得してくれ

民に受け入れられなければいけな

山金であると訴えても︑それが国

けであり潤す︒

なければ︑結局︑珊は逸豪ないわ

︵AECB︶の規制条件を満足す

こ数年︑カナダ原子力蟹理湿声会

る魎窺貯蔵翫画を関発するため︑

カナダ原子力会社︵AECL︶と

この図的は︑一九八五鋸家でに擬

協力してその業務を進めている︒

の中央サイトを建設することであ

業に入る使絹済み燃料貯蔵所陶け

る︒原子炉サイトにおける貯藏条

件は︑これらを基礎にしており︑

初建設の際に践原子炉薙の容醗を

例えば︑ピッカリング発電所は当

申央貯蔵サイトが乳業に入るま

もつ貯藏プールを設圏した︒

でに①︸九七六年に概念騨価②一

九七六〜七九駕に公衆鞍加③一九

七九〜一九八箕薙．に設翫と建設

11の三つの段階が必璽とされて

はサイト認可が一九八一年十二

おり︑さらに欝認可颪での田程で

て操簗認蒲が八五年十一月を闘標

月︑建設欝可が八二年七月︑そし

将来のCANDU炉燃料サイク

にしている︒

して

九九〇隼代繭牽までに新エ

ルの開発漫画は︑その最終目朗と

ネルギー源であるトリウム︒サイ

クルを実醗することにある︒

！

碕鋤

≡

匡

，」，

ているわけだ︒

縛来の原子刀発

ERDAは︑
を正確に拍託するため︑産業界に
躍の成長に必要

放射性廃藁物の貯蔵闘題は︑広

う要請した︒

範囲にわたる公衆の関心の的であ

多羅の核物裂性プルトニウムを含

ル開発計画によって潮能である︒

・

も購爽で︑批判にもよく琢を傾け

06−231−8461（内683）

大阪出張所

02992−3−8827

茨城出張所

な追加ウラン機
闇認許に酔燃するため︑腰縮プ

クセプタンスは現在︑放射性廃蘂

り︑原子力発醗のパブリック・ア

総能力について︑この供給を民

フォード大統領提案の核燃料保離

E紀DAは︑たくさんの固化廃葉

物の安全な貯蔵に依存している︒

ラントの罠閣所有を認めるとした

法薬を支持している︒さらに︑政

物の形状開発と評価︑それに地質

んでおり主要な燃料資源である︒

で︑その安全な︑かつ野蒜できる

電力会社は健用済み燃料の所荷壱

●

以外はだいぶ遅れているような餓

て︑核燃斜関連脳業の確立を巌巌

一501型

S勤

府鰻縮施設の使用に起鷹する分離
作業料金の不公正を羅正するため

ことを圏的とした︑広範な廃三物

終貯蔵向け櫻数サイトを確立する

計画を提案している︒

このため一蟹式燃脳サイクルは︑

甲一ζ︐

二一

ダウンストリームという

め︑早急に灼策を立てなければな

がします︒産業騨の藩讐特にダ

技術1一例えばプルトニウムを酸の仕購には︑未照射にしろ︑照射

粟京都品川区東五反田2−12−8

料交換死去は約10秒です。検幽器は、各
醸のものが適用禺来、又試料に対してLト

ERDAのプラントで提供される
構造上における放射性廃贈物の鍛
商業料金

現在︑商罵再処理プラントは稼

を確立することも提案している︒

電力会社または國が再処理を行な

向け︑また麟は燃料供給の傑瞳に

蔑

い召す︒

はり黒谷が副いのじゃないかと思

ガティブになるということは︑や

て︑原子力鷹詞に対してかなりネ

しかし︑そのこと自身を理睡にし

に図っていかなくてはならない︒

︒

られそうにない︒しかし︑CAN 関心を岡けているようにみられて
．鱒：・・

た︑再処理工場は碓設に十三近く

ております︒したがって︑そうい

のは︑例えば原子炉の毅謝とか建
設という非常に縄度な技術に比べ
ますと︑非常に了騨に︑うんとお

できる性格のものが多いわけで

金をかけて良心的にやれば︑必ず

らない問題が少なくありません︒

ウンストリーム分野は藁盤が浅い

化物にする捜術︑それに関連する済みのものにしろ︑核燃料物蟹の

オンタリオ・ハイドロ聡智はこ

館蔵に纐征をもつている︒

のフィロソフィである︒

とで完幽する︑というのがカナダ

にかつ回収できるよう貯蔵するこ

うとき濠で︑使爾済み燃料を蜜全

DU炉からの燈燗済み燃料には︑ いるが︑これら二つは両立するこ

研究開発局︵ERDA︶では︑第
働していない︒ERDAはいくつ

の実鉦プラントで︑その能力はガ

定である︒岡プラントは工業規横

これと並行してラアーグでは︑軽

運紙開始を予定している︒

ラスに換話して葺戸戸沙︒來無罫

水炉用燃料の年間一千誘客処理が

CANDU姫は︑天然ウラン一

使用済み燃料に禽まれているウラ速炉尚けのブランケット繊麗とし 鱈力会社は経済的要因に関心を

ﾗ懇渤J．A．モレイーアイアンいもので零このウランは︑高

CANDU炉のサイクル

将来はトリウム利用

ニ・

謹す︒現在私どもは国の輸送に関

どと開発が鶏と卵の闘題になってする法規則に従って︑細心の注慧

物の強化技術などが︑規制篁躍な

ます︒それから私は︑政府の原子心隔描躍︑それから爾レベル廃饗輸送は盤要な仕禦になってまいり
力に關する従来の政策は︑特に燃

料サイクル分野あるいはダウンス

トリーム分野について︑極めて興いて︑なかなか確立しないところを払った輸送計画を立てて行なつ

す︒それと偶勢の変化に対する対

かかり︑その建設に多大の資金を

体性が乏しかっだように感じ濠に問題があるように思い象す︒まておりますが︑いろいろ問題が超

応性というものも︑どうも少ない

要するというような点で︑一般誓う画に関する一つの偉烈づくり・
あるいは國の姿勢︑国の響え方を

．翻．野月の肇ル

もう少し明磯にしていただきたい

親拝の軽水炉綱燃料の再謎になかなかみられないリスクが

ように思います︒
田宮

現状と施策に論点

ながら︑完全なものにしていくこ

す︒やさしいことの横み墾ねをし

こうした現状を踏まえ︑軍惣に核

ように思うわけで︑現在︑技術管

くら政府が︑あるいはユ⁝ザーが

燃料サイクルの整鮪並びに確立を

が罪常に少ないという感がいたし

ます︒安全性というのも︑結局い

ことではないかという気がいたし

解決するのに︑異は悪外に大農な

とが︑ダウンストリームの問題を

和六＋矩獲四千九菖万KWの原子
処理技術の墨調となっているピュ

ず藍隈議で決定された昭

に米︑英などにおいて二十館以上勢については︑当分の禰要を賄うため︑核燃料サイクルの各分野に

ーレックス法というものは︑すで

おける藁葺を署名していく︒しか

甲■

餓武1ーワンス・スルー11の単ン構成要紫は︑濃縮プラントからて用いるほかに︑その価燈は認め
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ベル放射性廃蘂物五頁万キュリ

・

ーがすでにガラス固化されてい
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関する限りガラス融化装躍との適

一篇

合性がよいボロシリケートが選択
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の実現にあらゆる努力を払ってい

・ζ＝P

物腿として 圃 化 す る 工 業 プ ラ ン ト
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サイクルの体系をなるべく早く形

瀬川

して﹂をテーマに酎論が行なわれだ︒

田中議畏わが圏の原子力開発

それぞれの立場から発言

ンストリームの各部分の技術の確

擦の技術も取り入れながら︑ダウ

し︑現実に核燃料サイクルが霧業

図る必蟹がありますが︑それには

に長鰯的な原子力擬発に対処する

画に鞭つく核燃籾サイクル藷騒の

立︑体系の整備というものを計延

の実績があり︑技術としては確立能力を朧えていると讃え翻す︒ま

力発電の開発囲標を達成し︑さら

確保状況をみ翻すと︑昭租五十年

し︑窯施しております︒田本では

されていると薯えてよろしいと思た組み立て工程において︑核燃料

難しい藤題が山横しており濠す︒

森鰯わが国の核燃料の確保態

代はほぼ確保されており塞すが︑

炉の分野に比べると︑核燃料加工

あると思い藤す︒

特にダウンストリーム部門をはじ

Wとなっております︒この開発計 けで︑そのためには︑ある程度耳

九百万KW︑六十五矩鹿九千万Kづくる毛嚢があると考えているわ

規模の営標は︑昭和六十鉦度四千

私どもは︑国内に核燃料

の五践がパネリストとして霧加︑﹁核燃料サイクルの確立をめざ

エネルギー庁痩醤窟麗霧識窟︶︑岡厨洋一︵墨黒工業大学敦授︶

顧問︶︑森舗圏男︵日本核燃料開発社擬︶︑井上力︵趨薩衝資源

・核燃脳開発購藁駆副理禦長︶︑田留茂文︵濃縮・再処理準備会

照申圃治郎氏︵爽東躍力副社憂︶を識覆に︑瀬川正男︵動力炉

．．

純な燃料サイクルで︑それからの

熱

峰

る︒

畦

薗体と比べガラスは︑たくさんの

点が璽難視される︒その点︑他の

物の放射線 お よ び 熱 安 定 性 1 一 の

横戯少⑭化学的安定性㈱鰻終生成

ては︑①溶液と既べて脇化体の体

核分裂蛋成物の韻終処分につい

る︒

されている⁝一などの点である︒

はないが︑このビバー施設で高レ

︵ポット・プロセス︶に凝る盛岡

スでは︑核分裂生成物をガラス状

中の層レィディアン氏

贈謡03−441−1176（代表〉

載試料数は2（脳迄です。

両方向に固定巨霊ます。尚本装群量には専
用の制御器が準備されており、テレタイプ
及びコンピュータとの連動が可能です。

ず．

発揮します凸搭載謡式砦重数は30｛糊盗で

環

パネル酎舗のもよう

東京原子工業株式倉賦

、i 減期の短かい多妻重三定巖として設計
されており、搭載試料数は100個迄i、又試

ノ
低レベルの環境凝鮒能測定用として設書1
されており 遮藪用鉄室内に収容されて
いる、r尊体検出器に対して試料の交換を
行ないます。水簸二又は華直型検出器に
適合したものが準儂されております。誤

低バノクグラウンド計測用として難訓さ
れており、アノチコイノノデノス型ウイ
ノ1 レスガスフロー換出器を梗馨して勇
鷲に安定した低バソクグラウノド特輯を
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力

原子炉など四項目に
第四に︑原子力施設周辺環境の

核燃料施設の安全強化も
原子力養員会は︑午三臼︑科学技術庁原子力安全局から原子力の墨金確保に関する幽面の施鐵につ

ｬ猟
闘運鵬

ことは璽大なマイナスにはならな一

た︒

の放射線管埋に万全を期すーーの四木柱からなる強化策推進を了承した︒原子力安全局は︑原子力施
設の躍層規制機能の強化や放射性廃洋物処理処分方簾撫進を手はじめに貝体策を展聞する︒

の放列性廃二物の腹出低減化を推

︸

と大開町︑第一一発臨所は冨岡測と

ぞれについて第一発露所は双葉町

協定を改定︑新しく醐発電所それ

熊︑遠藤冨岡︑猪狗楢翼各町長が

鵬県知饗および田中双葉︑志賀大

なお同日は堀集電冨務︑木村一間

っている︒

の慮霊捜術が将来伸びていくこと一

原子力の分野において︑わが岡

覚がわかると思う・

このことは妓大の当箏悪である原

違っている︒核坊鷲宮とは無関係

受ける﹂という蔚提そのものも聞

﹁核防条約に八ると国際査蟹を

田のように査察対顎が世騨中に増

騒であった︒実際闘題として︑今

に当たっても︑この点が最大の眼

と大して変わらないとこ悶えるであ

パンフレットに嚇かれている程鹿

内する場所︑あるいは施設紹介の

中で明らかにされており︑その⁝

感吟んに論識された自霊捜術論の

大なものである︒このことは放年㎜

噴に手を出す余裕は暴くない︒ど

AEA︶に移管した形てこの何無ためには︑鴬合ミニマム以外の化

いほどの企呆機密は残念ながら存

の樫厩でも気にしなければならな

わが国の原了力産業の印には︑そ

炉をベースとして銭り立っている

得ない︒さらに付け加えると︑査

技術喬発し三とい︒たイ．注

闇をはばかって︑隠密製に秘密の㎜

五番十三轡に佐世保連絡男務所を一
一

原船箏墨欄は︑佐世保帯松浦時謝

瀞．

ト

懸

三菱商醸株式会社

中部電力浜岡原子力発75所一鶴

一

い痛というところ濠で王AEA制

楢葉町を脇え二本建てにするとと

のである︒

子力産業が︷番よく承卜している

際︑﹁国際協力﹂の璽要性があわ

うやったら最儀限必駿な査漿を実

炉の核甜算や轡料設計の中に新し

在しないのである︒黙りに︑原子

るケースというのは︑今の傑障描

察員が研究繁の中に立ち入ってく

る︒核防策約全依のバランスから

三菱金属株式会社

機︵8WR︑出力五＋四万KW︶

なった︒中部鶴野が総工費約転白

に対する蟹田了解︑放射能の測

移すこととしたもの︒鞍懸は計画

は︑いわば発足隅々の同局の

て地九福島県および関係四町と交

いで︑技術写象といった部分的な

ろう︒米剛から技術導入した軽水
えてくると︑IAEAの暇られた

束︑査察を受けている︒例外は輸

施できるのか︑そのためには何と

い独特の捜術が採用されたとして

ないで中60ろう︒

拷えて︑

佐世保に原船事務所

の範謝も︑すでに何回かの国際的

証するために提出される設計情報

碧の中に明示されている︒

しては絶附必要でない震り立入ら

三菱璽機株式会；祉

が三月十七田から滋業運転開始と

七十樽円を役入︑筆墨灘に突き出

の︒本搭蒼よから四年ぶり︑この

た御前崎凝島先鰯に建設したも

闇再循環系バイパス配管砥糞︑購

科検血など点検と彫復で二慶ほど

ど蕎種畝験も順調で︑この日矯h

申断したものの礁設と出力上鯉跨

に沿って岡眠の理解と偏頼を得る

経験の潔いわが岡κ業界の獄献が

度を改浸するに当たっては︑霞隈

り

た︒同祉はもぢうん︑梁海地力初

検査に愈格︑営累運転開始となっ

うえて繋急に襲鵡される施策を予

定︑立入り醐葦︑損告補償など︑

非常に大きかった︒そhがど為だ︸

襟
糊

桜競繍雅矯磯際劉

算要求などを顯じて貫体化してい

本文十六か条と付購からなり旧協

け成果を収めたかを貝体的に説明⁝

羅三八＋秀全Kwとな∴

の基本的な考え方をより明確化し

進する②環境放射線モエタリング

くが︑一方︑長期附な視野に立っ

しく関係四聞もくわえたいわゆる

定とほぼ同じだが︑県とは別に新

に対する放尉線管理に万全を期す

の安全規剃を駅舎的・体系的に実

て体制を整備し︑とくに環境影糖

た総欝的な安全確醸対策について

放射能監視と施設内に鋤く従業員

を瀬じて各種の麸準を整備する︒
零し・このための行政機能を強化

評価の情報管理を充実させ︑その

も原子力開発利用長期謝画の兇隠

いて惹猛を馳取︑の総命的な安全規制政策を推進する㈹原子力施設の安全確偲を園り︑偏頼性の向上

原．牽割安金局が鐵定した原子力

第二に︑原子力発電所など原子
する②再処理施設︑使用済燃料輸

分析︑測定蟹田の整備にも努める

影響詳価の膨脹化に努めるほか︑

︸

の安全磁撮に関する当翻の施策
炉旛設の安全確保を図るとともに

燃秘サイクル各段階で出る放射性

送などの安全研究を推進する⑬核

に努める㈱核燃軽サイクル金般に安彙確保の万全を期す④原子力施設周辺環境の放射能監視と鎌継員

施

子炉膳設の各秘安全払雌を整備

繕頼性の食上に努めるため︑①原

ていることが特徴で︑﹁町﹂は聯

県町︑東電の﹁三謂協焦﹂となっ

︒義金確保の鰻任体制明

ため︑①原子力施設からの環境へ

敵力勝

たいとしているQ

し作業にからめてその確立を図り

渉を恵めていたがーーこのほど蜜

A原勇のよう罎大な培﹄

野で本圃に斬しい当事のものを開

立論から条約に反対すること面体

にわが圃は米︑傭などとの双務肥

入核物質を範わないぼんの僅かの

何を省いても大丈央なのかが︑今

も︑その申味を承すコンピュータ

通鵠の査禦の立命に費察礎が立

もちろん︑企業の立場からみて

ないのが本極である︒過去数的に

蕊菱原畢燃料株式会社

○

高速増殖炉プラント

ぜ嚢

確化のレールが敷かれて以擾の基

線簿理体制を充笑する︒

③原子力施設従業員に対する放射

無難熱発醐概駐

を確立︑推進する臼ゆ核物質防護と

廃棄物を安全に処理処分する方策

って解説せねばならまい︒しか︐

AEA標華協定︸支藩の単分近皿

し︑その墓盤となるいわゆる﹁I

一
措置捜術一の理論と集際に立ち入︸

定では洩接測定はしないもののそ

前了解のとり付け︑磁員の立入り

を派造することができることとな

の評価を行なう技術連絡金に代表

調査参加ができるほか︑放射能測

新協定は︑集憲と福島県との聞

第三に︑核燃料サイクル全般に

導尿亀力は陸鳥福島第一︑第二

走茜調聞が行なわれた︒

で四十八無二月に締紬された安金

一

力︑さらに蜜金研究や安養実証三

原子力安全局は︑これらの方鉛

し︑国際安全基準の策定にも協

保障措置を魎正に実施する︒

る︒

て原子炉施設の運転経験を安心規

層を鑑進ずる働関係省庁と連携し

本的姿鐙を汀ち撮したものといえ

原子力闘全局は当面︑四項蟹か

金規制を本実させるため行政機熊

鰯に贋映させる㈲原子炉施設の引

藩幾盟脚と藩

らなる原子力安盆鮒鎌を墾点的に

推進することにしているQ
第一に︑各種蜜全確課施策を褐

安金確保の万全を期すため︑①原

輌原子力発慮所周辺地域の蜜金確

は・ゴ一口うまてもなく望ましい︒そし⁝

パネルを通じて規定されている︒

れられていると諮ったら大約の穣︸

子力委員会の﹁核燃料安全直門審

それぞれ陰線欝に調印した︒

へ
くに晒本入による英作文がとり入⁝

め︑①原子力委員会の﹁安全会

査慧痛設躍と相醸って︑再処理施

結三士稟前・蟹浮で山野にいずれも四月百から実施に

を強化する︒

議﹂の発実と柑まって安全磁保の

保に閲する艶紅縞結についてかね

機的に結びつけ整合性のとれた総

総會施策を企幽︑立聚する機能を

設︑プルトニウム施設︑輸送物等

台的な安盒規制稲田を魁湛するた

強化する⑭放射線審譲会への諮問

張す ることになり︑阿とも為妙な︸わたり︑わが田も積極的に参加し
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ついては核防条約が新しい門田

話である︒

標題がミステリーじみたかもし

草木原子力創建会議が咋年﹁最

予算と能力の範細で効果をあげる

てIAEA査漿制度をつくり暮す 一般的に醤って︑通常見学蓄を脳 拓していくために必要な努力は莫・
陰﹂をつくり出すわけてはなく︑

れないが︑このところ︑核拡故防

が奇妙である︒ちょうど日照犠を

薩の義歯を麟際原子力樫関︵工

ケ；スだけで︑これも核防条胴乱

臼私遥いわゆる保磁描置技術専門

藁霧酬励鍵霧鷺
加盟国に対する費喉を強化し︑核

家がウィーンに築まって討議を唖

せて強調さ九ている︒﹁糞察鍛の湘

止策約をめぐって︑一部の人達が

近の改鍔された儂臓描置方式のも

♂

とする左近の園際的な風潮の前て

蒸

物質と核捜術に全両的に及ぼそう

入りを許される場所はあらかじめ

蒼蟹は無い方がよいに決濠ってい

駅弾手今井

とで核防条灼を受入れて結構た︒

倶曄措麗は本来︑核物質の鍛事

隈定されている︒それだけで核物

隆吉一︑

櫃にとって小学校の薪簗に庚対す

﹁核防条約

ょっとしたミステー3i仕立てのよ
うな感を潤し得ない︒

に入ると技術膝密が漏れるから︑

に康主技術を開発する﹂という話

条纈加盟を数無遅らせて︑その間

である︒核防条内そのものについ

むしろ諸般の情勢からみて學急に

転用防止が目的であり︑設備箸の

質管理が十分監視できることを立

ても︑あるいはわが国の原子力技
術のあり々に関しても︑あ東りに㎜るのと平しで︑社会の一部のセク

ハードウェアや技術のソフトウェ

麗制度の下ではちょっと考えられ
・コード笠をIAEAに提示する
も躍⁝．鰍のズレがあって︑どこから︸ターの利霞が無視されてよいもの

条約の批准を済ませてほしい﹂と

アおよび特に研短聞手の関係に対

ねている電硬議題なのである︒

で無いに違いはないが︑それだけ

や政治家が前込のような議論をし

要望したのに対して︑少数の学者

は話が憂わってくるであろう︒

を蚕繭に立てることは社貧全体と

必要がないことは︑団瞭機開の文
訂正を始めたらよいのか戸細いを

して難題を評価する立場を臨ら放

ているのは︑産業技術については

治呵

塩分達の方がよく知っていると並

ツても︸てらU︑核防促へ緯りが階層㎜馬脳阪

出したことにしかならないであろ

︻

う︒しかも︑嶽子力の技術機欝に

開設︑二十五日業携を開始する︒

の全体的な枠の中でわが国にとっ

﹁礫障描麗を受け入れる

てどんな橡瞭をもつかを識諭しな

三菱PWR原子力発電プラン

世界の叢
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原子力の安金に関す・筍基雌のガイ

炉謙入の購期によっても藁囲され

処理樋は金紫翫画のうちの高速

低減する︒また便用済み三賀の再

国際原子力機関︵工AHA︶は縮サービスの儒愛雛は四分の一に

計画を含んで注慧深い計画と取り

については︑その処理︑長期貯蔵

アルファ線含荷の高レベル廃棄物

伴う放射性廃棄物の問題︑とくに

るということだ︒また︑再処理に

びついて初めて専業的に成立ちう

略を評価する手段を開発し︑分散

クルセンター設立に伏替できる戦

また王A露Aは地域核魑糾サイ 境︑保険︑安金など一連の関連研

待することが鰐能だ︒

ガードなどの面で睡れた効果卒．期

物の管理と処分︑陶際的なセーフ

的をもっている︒この研究計顧は

究の評働を行なうーーの四つの圏

④制度︑法律︑財政︑運営︑環

ムを開発し︑最聖戦賂を評価する

プットの開発を行う③分析システ

できれば最適規模を淡塗すること

っていくための一定の最小規模︑

地城センターが経済的に成り立

いる︒

提供するということを臨的として

調協力を切能にするメカニズムを

くに炉安全の分野においてハード

針がある︒

アの開発には設麗しないという方

シュミットキュスター IAE

Aはそれ富体の組織をハードウェ

が必要だが︑数か岡が実施したい

の指導的忍摺機関においてこれが

いと弩えているが︑この煽△口

ウェアのプロジェクトを笑施した

方︑われわれは︑と

再処理とリサイクル活動を倉み使

くつかの研究成果によれば︑琿閣

なされ︑いろいろなパートナーが

トンボの製品

ないと指摘したい︒

ダンスを設定することを通じ︑原

る︒例えばもし筒迷炉のインベン

した燃料サイクルセンターと対比
用済み燃料が発電所から出され燃

いう結果が継ている︒今度の詳細

七薄五十一三千ナウランが適当と

あらゆる産業に貢献する

本一次大会の総搭となる第

子力発勉の促進に努力している︒

トリー黙要を満たすだけのプルト
ニウムがかなりの場台は初期局速 扱いが必要だが︑簸終処分宵法が
させたメリット︑デメリットの解
料要素に成型され原子炉に向け出
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五セッションー国際パネル

ンス基準が採択されており︑一九

この問題についてはすでにガイダ

実置されるまでは園収可能な形で

ている︒これに関し︑燃料サイク

明を行なうことも一つの醸的とし

が髪型しく︑ハートウェア︒プロ

IAEA内において協力すること

3

﹁原子力開発における國際共

三囲︑午後行なわれた︒まず

炉燃料装荷のためウランの濃縮施

またプルトニウムを轡料としてリ

貯蔵することが唾壷だと考える︒

るか︑また霞力負荷の増舶のパタ

分祈では︑この細をどうとり上げ

園石綿製品の総合メーカー

通謙題の解決﹂一は︑第三

IAEAの燃料サイクル政 策

から高藤炉導入に嶺たっては桝料

設を拡大する必要が出てくる︒だ

ルセンター設立に関心を持つ組織

つ

また︑地域核蛛料サイクルセン

サイクルすることに関しては︑軽

原子力の実施に関する問題をもつ

ジェクト委綴鼠でも設麗されて︑

やる気を越えてやることはできな

が︑この場禽麗際機関も唐輪国の

園保温材

七八薙にはこの作業は完成する予

ターについては技術的緩験により
供給を確製するための戦略を畢期

氏
フ
デ

ーンにより地域センターがいつ必

フロアーにNRCのメイ

一工ASAにおい

く︑碗在停在するさまざまな綴織

函フッ素樹脂製晶

灘プレ・一キライニング

についての講演のあと︑パネ

嬢設︑命融︑訓練などの問題がし

一
嵐喩ル

と繊極的に取り上げていただけた

要となるのかということなどが検

向坊

らと考えている︒

NRCでは︑自国に

ソン班員がお兇えになっているよ

メイソン

一諮近し上げたい︒現

蒙の間で議論し︑一つのガイドラ

鼠場にお兇えのへ1フエ

ヘーフェレ

ょうか︒

の問題についていかがお考えでし

レさん︑11ASAの立場からこ

向坊

一EAなどの国際的 インを滅すことが望まれるQ

鷲

ては︑規制についてもいくつかの

いるが︑それは政冊機関が足蹴所

圏不燃建材

番パッキン・ガスケット

定だ︒

だいに蒐服されてきており︑IA に決めることが必要で︑各国も原

燃縛ジェルーデフ氏の講演

地域センター検討中

イクルを触るか︑あるいは貯戯し

済み燃料を再処理して燃料のリサ

EAでもこの間題にとくに力勲を 子力発瓢謝爾の嶺初において照射

年一万鏑の使用済燃料の再処理ま
てしまうのかという憩思決定卒ず

躍いている︒また今後四脚間は毎

たは賠蔵が必要となってくるもの

げ︒エ
討されるだろう︒
ジ
る
数学モデルとコンピューターコ
す
演
ードのテスト︑インプットデータ
講

または加盟閣が︑その偶報を入手

る必要がある︒

近︑その環境への影響︑輪送馬の

と予測されるが︑再処理︑贈蔽の

とどまらず世界的に安全を強く促

うですが︑この問題についていか

進していこうと努力しており︑現

の開発︑各國瑚センターにするか

を達成するに必要な制展上のわく

地城

あるいは地域センターにするかと

組みなどの検討のために︑加盟圏

また︑地域センターの

萄されるまでを対象とするが︑新

と王AEAの平担局との協議も學在三つの大きなプロジェクトが駐

できるように︑これに関する輿体

使用済み趣料を長期貯蔵する場

この研究計画は①数学的モデル

の概念は︑加盟圏各国の経済的︑

的な報告溝を作成するという臨的

合には問題は比較的簡単だが︑使
複雑で相互閲連のある問題を解決

とコンピューターコードの開発に

地理的︑政治的な特性を考慮し︑

られてきている︒これらの非括に

いずれにするかという決断は加盟

していくには︑地域ペースにおけ

より使用贋み燃料の取り出しがら

要撃澗題などの問題に焦点が当て

岡全体で行われることが必要だと
扇済み辮料を再処理しプルト一一ウ

る国際協力によって各段階をそれ

成型加工にいたる核物質の流れを

には多くの分野でいくつもの竸争

在しているが︑︸般に原子力技術

が存在している︒新型炉の開発︑

るべきでなく︑またその必要性も

村国

ないと考えている︒

ィロソフィーを持って取りくむべ

全性試験研究に当たる際どんなフ

顛

な機関ができたことにより混乱が

筏

研究がなされているが︑この場へ口

る︒規制により多く国際機関が介

生じたとの題兜もあるが︑IEA義づけが焦眉の急務だと感じてい

〜鉱 き

入すべきだとの意兇には螢成だ
を作り︑そのための戦賂を検討す

の湧動をさらに大発化していくと

会愚と協調が繭提となる︒

羅石綿紡織品

ル討論では︑原子力開発にお

城核燃秘サイクルセンター構

ける国際安金基準の設定︑地

想を中心とする核燃料サイク
ルの完結などの問題に焦点を
あて︑フロアーからの濡発な
発醤をまじえながら︑各分野
における国際協力のあり方に
ついて示唆にとんだ兇解が発
表された︒

考える︒

ムとウランを圓瞑し混禽巖化物燃

ぞれ櫛足させながら進行させてい

期に実現していく必嬰があろう︒

がお調巧えでしょうか︒

また︑舩料リサイクルが︑今後
糾を成型加工するとなると問題は

くのが望ましい︒大型の地域セン

弾力的に考えていきたいと考えて

いった研究も来年初鎖には終了す

の計画におけるウラン鉱石の必要

幾の技術が必要であり︑また小規

複頒になってくる︒再処理には湖

明らかにする②データバンクを設

おり︑この研究は加盟國が核燃料

しいウラン燃料の生産︑濃縮活動

蟻・醍縮けービスの必要繰に大き

ターを測地することにより︑経済

立するなどして運転コストに関す

世界の商業市場におけるシェアの
特定閃の進めている再処理工場を

のコードのなかには︑例えば地胆
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ももっている︒

な影響を及ぼすことも考慮する必
模に実施すると非寓に筒くっくと
性はもとより︑優秀な人材︑優れ

サイクルの戦略について相互の協

る予定であり︑陶時に︑地域協定

要がある◎例えば︑︽中牲子炉で
いう経済的な危険性をも含んでい

るチータなどモデルに必要なイン

はこれに含まれない︒

ウラン亭リサイクルさせるとする
た捜術︑儲頼性の蕩い放溺性廃菓

報資料の流通の促進②原子力物

的に協力して地域内諸国の必要と

核として︑これに王AEAが側薗プラクティスを作成中だ︒それら

＝需＝篇＝π二＝＝；幽需扁＝︻髄一一＝＝幽

騒︑とくに核出料物質の融通や︑
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る︒つまり︑大規模な雲霞燈と結
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とウランの惣要縫は山分の一︑濃

力の信金に関する取りきめも行わ

供給についての協力③技術凝確︑

地帯︑断層は避ける︑などいくつ

筏︑国際協力については︑自国で

ており︑これは原子力発臨所に対

成物の処畷に関する文欝を作成し

行なっている安全性試験研究を協

ギー構造の予測などとともに︑現

ている核物質防護は除外して報え

安全の分野ではこの競台はなされ

エネルギーによる多様化のための

のプロジェクトについては︑ハー

れているが︑とくにハードウェア

する再処理能力を持たせていくな

かの勧告聡も禽まれているが︑安

拡大などもそうだが︑少なくとも

晩一の方法だと考えるが︑これを

規制の義旗的な共通化④国際協力

どの方法の方がより現実的だと慰

る裏も湾慮している︒しかし︑I 力の場に挺供するという形がとら

のほか現在︑多くの新たなコード

実現していくうえにおいては︑非

ドウェアとソフトウェアのバラン

の推進IIの㎎つに分類でき︑い うQ

による各種技術開発プロジェクト

さらに︑国際機関においては︑

AEAとしては︑すでに核分裂生れているが︑その繭に・例えば安

国際機関中心に
安全基準設定を
常に多大な注悪を原子力春眠の安

スを取ることに留費する薫製があ

ラスムッセン蝦儀のような解析や

がハードウェアであればあるほど

それではこれから第五セ
全性というものに払わなければな
る︒

ずれの場台も原則的には︑より多

腰輿性製菓物や環幽間題︑エネル
と︑ある国と米︑英︑フランスな

向坊
ッション国際パネル酎論﹁原子力

らない︒原子力以外のエンジニ

るわけだが︑国際協力の内容難題

金星雌では︑規在問題となってき

開発における国際共逓謙題の解
アリングと比較しても︑原子力工

つかの国が集まって播動ずるもの

AEAやIEAなどを申心に圃
い間
くの協力の方が望心しいといえ

どとの原子力協定によりFBR

圖際協力には︑例えば工

決﹂に入りたいと思います︒原子

安全性の確保が要求されてきた︒

学においては常により以上の高い

してはや二十葎になるが︑これま

商業睨模の原子力発耀所が動き出

持っている︒

する対策の

村田

規換による毒茸的な対処なしには

力開発が進むにつれて︑園際的な

解決が非冨に難かしいという問題

性試験研究︑国際共同事業による

一薩間もしくは数国閥の計繭の・乃 任不足している面︑実証炉の安全

が多くなってきていますが︑この

解体作業などについてソフトウェ
アの分野の闇題により横議的に取

エAEAの蟹全

きかといった問題を国際的な専門
る︒反面︑赤塚賛料の収集頒布と

が有効に作動する傾岡が指摘でき

り組んでいかれることが望饗しい

環であるとの蕩えを
それぞれ政冊間の一般的な協定に

などの研究協力を行なうものや︑

アの薩においては当然のことなが

か技術囁の交流などのソフトウェ

と慰う︒

ジェルーデフ

際安全研究を

競争を超えた国

らより多岡間の纏織の万が大きな
効果を上げる傾陶があるわけで︑
原子力安全に関する墜準とかガイ

ドラインの作成なども確かに王A

EAのような国際機関が扱うに適

処理についても致全量準を設定し

の役制りはむしろ技術的な原子力

も制度的なことが主体となると予
このような経験から︑先の地域

なければならなくなるだろうと揮

安全の側面に入っていくのではな

募準の設定の刮繭は塞に発艦所

核轡料サイクルセンター構想につ

のコードプラクティスを作成して

える︒安全靴藥については︑五つ

した分野であるということができ

ランツケ

で大呂故は〜度も起きておらず︑

藤

より協力を行なうものとがあり︑

甲張二十年開の臨儀の茎盤のうえ

燈判断を伴なってくるものだとい

は冨に総体的なもので︑必らす価

きると偶じるが︑安全というもの

九八O薙代に入っていくことがで

に原子力の安全を維持しながら一

討論会では︑最初に安全基準を含

ド醸

欝

む安全問題についての国際協力の

熱

うことも心にとめておく必要があ
る︒

安全に関する園際協力において

いても︑燃際機関がいろいろ構想

バー諸国が交譲の努力で獲得した

を規制していく場台のもの︑原子

補助していくということで︑これ

るのは萄効だが︑実際自らセンタ

いうことのなかにあり︑決して混

いわけで︑加盟凶と園際機関との

成果とか業績の上にたって協力す

説︑運転に関するものなどで︑こ㎜乱を欄えようとしているわけでは

力発駕所の燃地に関するもの︑設

を通じ︑輸入石油の依難語を低減

ーを作り上げるのはなかなか難し

〜

いのではないかと慰う︒むしろ︑

ることがぜひ望まれる︒

国際協力は①一般的な原子力憎

させていくということだ︒京た環
在︑二国間あるいは都岡聞の原子

想され︑むしろ論理胸な制腰の定

り︑IEAもいくつかの湧動を実際協力が行なわれる︒また︑これ

をまとめ上げるためのメカニズム

を対象としたものだが︑いずれ再

のにするためには︑それぞれメン

らの国際協力が翼に勘果のあるも

る︒

クルの完結の闇題をとりあげてい

これらの蟹全研究のプログラムを

ます︒

ランツヶ

かでない国にとって原子力は代苗

エネルギー資源が豊

野州についてお伺いしたいと懸い

施しているが︑その蛍たる薗的は

のNEAなどが響動を行なっておこれらが多面的に組み禽わされ鷹

融
ランツケ氏
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．嵐驚

産

W

きたいと思います︒それではまず

は現窪EC︑王AEA︑OECD

、

センター構想を巾心に核賜秘サイ

向坊議畏

問題を︑次に地域熱腸繕サイクル

脇，露蹴一．

﹂
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︵国際原子力機闘事錺局次長︶

一・ジエルーデフ

U・ランツケ
︵田際エネルギー機関事務局長︶

W・J・シュミット

キュスター

ド・バラノウスキー
︵米園エネルギー研究開発局・核鰍料・生艦
機長︶

田
︵日水原子力研究所周壁4一長︶

浩

︵英国原子力公社副総裁︶

W・マーシャル
村
▽議畏

に伴うような容郵の蝿料サイクル

に増大するものと予想され︑これ

襲撃なり・この腿の蟹には一え︸︒でし・うか・

れを生物環境から取り除くことがへん︑この間題について甲．︸意兇を伺

バノクイギリスやヨーロッパ

﹁国に対し︑このノウハウを提供し とが必豊だ︒

は臼木の原子力職業と可能な阪り

処理に関︒ては︒︒CDなμあ国霧関係書ち辛ていきだい主

スもまた他国の再処理を引き厩け・

書するより囚雄な課題だ︒フラン

題は核管理︑パブリックアクセプ

内で行なうか海外に依存す．勺かと

ンスだと慰う︒各国が再処理を國

つへきだとする考え方は︑ナンセ

価していくことは必襲だ︒また︑

いろいろ問題があるが︑これあ謹

センターには︑実際藤においては

いと悲鏡的に考える必要はないと

って左結的︑領ヒ的解爽がで出︑な

の種々の利益を代羨しているが︑
一
各国は︑濁際的な闇題だからとい
クチュール

単に自国のための再処理丁場を設

ター庵一報国内に黛訂することは︑

ている︒

向坊これで討論を終わりたい

と想いますが︑糧米の安全難題に

一

盛

◎SSD用（α／線）サンプルチェンジャー

︑

臨

ノ

唖 Ψ

㌦黒

NIMモジュールとの接続によりコンパクトに又、広範な用

放射控廃藁物が発生すれば︑こ・NFL再処理担当理塀のバックさ

いての考え方についてはペン・エ

均衡により成立する︒英国儲につ

が必要となってくる︒このうち︑

の癬鷹縷韓ぢ

現伍では︑ウ

とくにウラン資源の問題︑最終貯︸賄聞がかかるが︑国際協力がこの︸

み

履きく・ユ占ケミ・ク三三きる・ま鋳際協力の装を二等

︸陶処理における国際協力の覧要性によって解決していくことがて

り

⁝ヂ

蔽の問融に分点をあてて考んる㎜問題解淡の促追に役立つと考ん

垂

と︑まずウラン資源についてはこ

渉

︑

し3て
OOO矩で約四や万ナ奮
のU
0奮
8 ︑果への鋸

籍蟹

進んだ︒睨在︑奥濁での再処理に
がとられうるとの結論に達してい

が必要と予測されるが︑ポント† ・技術の提供も行なわれている︒簿

理︑輸送︑再処理プラントの設計

導えており︑これは燃料の蒋処⁝

謙難難解

関し問題となっている一つに外麟
る︒これらの均衡により今回の前

際機関によるもの︑㌘国間の協定

蜘︑

モレイディアン

を例示したい︒つまり︑萸国側の

ネルギー掴の評価した方法でこれ

プルトニウムの盗難のリスクの低

メリットとしては核拡散の防止︑

減︑国際収支のメリット︑雇用機
会の向上なとの煎があげられる︒

一方デメリットとしてウインズケ
ール内での貯蔵︑廃梨物の問題︑
餐穣のリスクなどの間題がある︒

からの再処理引き受けの問題があ

たわけだが︑このことは餌処理工

向きのコンセンツスを翻るに簗つ

による研究協力なとが膏なわれて

向坊隆︵梁京大学教授︶裡破称量縫

レベルについては最終贈蔵し︐高

る︒日本からの鑓用済み継料の引

年には現在発見されているウラン

クセプタンスにあったような再処

あった︒将来必一2すパブリックア

行捜伽の一つとして再処理勢業に
⁝間題に楽中的に協力していく方錯
⁝
次に廃集物処理簡題をみてみる一で︑自田の産策を保議しながら⁝おいてもいくつかの失敗は磁かに

で︑重複する精巣を避け︑研究コ

も︑麟紡協ヵを進めていくこと

る︒

リック沙ウランの再処理が必要と

ているが︑この闇題は必らず国際

理工場の建設が町態になると考え

と︑二〇〇〇薙までに千五哲メト

なる61鋤になり︑世界でbって今ストの低減を図って効恨的な成果

一のが馨しい・

向坊会場にお見えのAECL的な合理的冨謡を経て行なわれる

率が低いことなどから︑これらの

る用慧があるが︑立地の問題は直

タンスなどの問題もあり︑あまり

再処理プラントに関しては︑永久

いてこの臓器に知的にアプローチ

饗一

㍗

晒

TEL（03）313−1311
TEL（06）986−3935

168東京都杉並区浜田山3−20−9
540大阪市東区山之下町108USビル

︵西狭研究狡術省エネルギ幻影担当次留補︶

﹂・クチュール
︵仏原子力庁核燃料部長︶

レベルについては団収可能な形で

き受けもその間題の一つで︑葵国
場などに対する感楠に星ついた反

命的な問題としてたち現われてく皿いるがCEAとしても︑今後このなとの斜懸を対象としている︒先

はおよξなくなることとなり︑致

のといえる︒

を解決できるということを示すも

題も︑詳細な分析により救鋳墨蹟

貯蔵し︑この間に処理施設の開

内では︑この間題をめぐって種々

その論理的な対処によって︑これ

対は︑乗熟した社盆においては︑

しかし︑これらのデメリットの問

たツイクルシステムは金ての思羽

発︑実紅を行なうことになる︒ま

の論議は非寓に餉肯きの形で解決

の議論がなされてきた︒しかしこ

サイクルセン
向坊それではこの辺から核燃

ある︒これ己斐施するに幽たって

いと思い謹す︒先ほどのIA鷺Aに艮通に使えるものである必要が

料サイクルの完絃の問題に入りた

は︑再処理プラントの建設︑運転

ターの問題点

の地域核歎脳ツイクルセンターの

に対処するとの形でコンセンサス

され︑この種の国際協力に敵圓き

ノウハウ︑情報

のための負令も残品が負担するQ

世界の少数の再魑理工場が閣際

を得られるに憂っている︒

は累界がこれにあたる予定で︑そ

て︑再処理プラント建設のための

このため︑馬力業界が情心となっ

交換の促進を

要となる︒

プラントをつくっていくことが必⁝

＝OOO矩を後二十五年間に毎年麹ろずつの一を占卜できると思う︒
メドに考えてみると︑豪ずその時

バラノウスキー

吾を→スに薯︒兀金

構想も地域の禦情などいくつかの

ミットキュスターさんからお願い

間題もあるようですが︑まずシュ

ま寸︑

調査︑設㎡を行なうPWKという協力により再処理を縛なうことは

シュミソトキュスター

します︒

会社が設瓶された︒

点ての原子力発魁量は三千ギガ惚

一振総裁のモレイデぐアンさんとB

の再処理での協力は委託者︑受託

ていく必要があるとの指摘があっ

投資は馬力会社が行なっていかね

考えているわけだが︑例えば︑こ

楽観はできない切身だと思いま

いうことはその国の瞭子力請關の

湯島緬設に胸する共遜の含︑㌍一出

していくことでこれらの閣題は解

ついては︑メイソンさんの菖われ

た﹇蜜全難題だけはオープンに国

象的でありましたし︑後暴の蛛科

際協力卒進めたい﹂との嶽見が田

サイクルについても︑瞬際協力の

いますQみなさんどうもありがと

琢要性が多く指摘されたように思

うございました︒

⁝一酔＾毒諒

LPb﹁P鼻b﹂Pb−P鍵b﹇PβbしPbしドー
たが︑このように世界全依が大規

考える︒

向坊同感です︒四木において

傭的な問題も介伍してきており︑

ヒ

薔両暫のメリット︑デメリットの

向坊会場にお見えの四圃電力
高望の田中さん︑呵かコメントい

ばならないと考えているが︑地城

し鴻戴であっても13来解決できる

より囚戴になってきている︒しか

サイクルセンターに対する電力会
っていくためには︑肝心な施設は くためにはかなり餅取りした慧慰

い︒

社の先行投資には疑念を禁じえな

模なプロジェクトに取りくんでい

し︑すへての濁が再処理工場準持

淡定をしていく必要がある︒しか

第二義処理プラントの建

と考えられるわけですが︑この閥

全て競馬で持つ必蟄牲が出てくる

田中

ただけるでしょうか︒

を礪際協調によって解決したいと

の場含の放射性廃葉物の固化に関

す︒会場にお見えの核物震管理セ

論で闇黒の所在が碗らかになって

規模によるへきだ︒これまでの誘

王AEAは各国一
する技術問題について副いたい︒

ンター嘩琵理事の川島さん何かコ

問題も仔在しているわけで︑この哨
一
種の特殊な問題は一国だけで解決
パワーの問題も重要な課題として
認劃すへきだ︒

イクルセンター構想は︑字詰的な

蕩求めていくへきではないと考え
︷

究を行なっている︒この場禽マン

ジェルーヂフ

ガラス固化につい

メントありますでしょうか︒

思う︒しかし︑輸送や安詳傑陣描へ

ものと考える◎

ては︑現住申レベル騰葉物の猟積

置など国際的に解議していくへき

地域づイクル

の減少の研究瀞一行なっているが︑

独︑仏︑英︑日などと協力して研

再処理︑知的アプローチで

すことがとくに重裳で︑現伍︑西

この技

ントを達成できる見込みだ︒

シュミソトキュスター

でも研究されており︑他国の協

術については現俸ユーロケミック

硬凶よりむしろ︑セーフ・カード

決農学と考んでいる︒

地域サイクルセン

などの閣題から出てきていると競

クチュール

臼木も入手司能となるだろう︒

木が参加すれば︑この桶の情輻が

われる︒各国で使用薦み核似科が

IAEAの地域核燃料サ
きているのだから︑世界金川にお

つぎに︑軽羅が暫冠的に便用薦

再処理と廃鍮物の管理に関して園

力を野っている最早だ︒これに撮

み轡繕舜再処理できるということ

出てくるわけだが︑これは何らか

際的に受け入れられる墾進と規制

シュミットキュスター闘題は
を歓迎しているが︑その後各国で

の形で続合して考える必要があ

勝

㍉

再処理工場をつくるとな．⇔と︑こ

川畠

永久貯蔵方策検討を

バラノウスキー

設にはかなり晴間がかかり︑これ

も今後︑大樋の原子力発電を行な

遷bL−b﹄﹁P﹂P戸b﹁Pb﹁P﹂Ph﹁b﹁一P

トイツの武勲料サイクルの概念

獲た︑プルトニウムのリサイク

なるたつうQ

ルの技術のフィーシビリティーは

｝

数年のうちにゼロリリ⁝スのプラ

Rが︑ 将 来 は F B R が そ の 対 繁 と

いくとい・︶ことだが︑当面はLW

やかに核桝醤をリサイクルさせて

対する最適の解は︑動力炉へすみ

るということだ︒これらの聞題に

をより危険の少ない物質に変換す

の転用を防ぐこと︑プルトこウム

すること︑平和謡講以外の核物質

核分裂能成物を最大に向効利用

ているQすなわち︑環境を保全し

は次の闇題を解消する阿的を持っ

非拡散のためにも望直しいが︑こ

のための対策︑渡墾について述へ

畢

西独における核撚料ツイクル冗紬

嬉v

たい︒アップストリームに比ヘタ
ウンストリームの方が弱体である

の対援は︑今後の原子力剖画の拡

bけだが︑このダウンストリーム

大の魅底をなすもので︑原r力に

を得ていくうえにおいても︑この

対するパブリックアクセプタンス

ここ鷺銀の間にすでに実証ざれて

おり︑放射性廃城物の貯黛も︑

選択されてきており︑今庫中にも

英国では阜くから

最終的な決定がなされる予定た︒
マ⁝シャル

マクノックス燃桝のための萬処理

番折

聯鰍

益設定していくということで︑国
際機関でのこの種の努力が一層望

膨

る︒

先ほどバラノウス

れにはパブリックアクセプタン

マーシャル

額の資金が必要で︑しかもリート

まれる︒大規摸なプラントには高

ス︑核物質防護などの塑要な闘題

キー氏から︑今後原子力発電指増

◎βγ線用ウェル型サンプルチェンジャー
（Model SCW−3＞

一

Wマ〜ン雫ル鰍

解決方法が開発され実読されてい
くということが必硬だ︒

ガイクルシステムの晃粘は総台

なる︒

英国とフランスに依存することに

画がある︒その中間段階としては

ユナイテッドリプロセサーズの刮

ているが︑再処理の話幽としては

究はおに膨滑によってまかなわれ

W謡認潔妻 饗難プラントに関葛讐・つかの嚢塩層のサイトに

麓鶏議曄
畠

的にとらえていく必要があるが︑
一つの施設にこれらを統禽するこ

とによって輸送を最少隈にとどめ
ることができる︒このシステムは

大させていくには︑最善二つすつ
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り・讐ン寧グ︷
悌

が生じてくることが予測纏れる︒

の大きな補講琿プラントを建設し

タイムが長く︑投資に対する嘱転

各醐で再処理工場挙作る時点で︑

／

本社
営業所
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石油危機後初の包据分析
匿界における入熱ウランの需蟄は現江︑世間約一万八千誘であるが︑その謂要継は一九八○爺まで
に年間血万ゾ︑家た八狂年謹でに銃間十万ゾに蝦加するとみられるため︑今後︑新しいウラン埋磁猛

磁界のウラン藪源．生匿．蒲要報省潜

が催認されなければならない︒これは︑最近公表された国際原子力機関︵王AEA︶と経済協力開発

織構・隙子力機関︵0鶯CD・ N E A ︶ の 鼓 同 作 旗 に よ る
の巾でうたわhているもの︒一九七三蕪秋の石醐危機以降のウラン謂給状況に関する最初の勉播的な
脅折結果として注曙される︒

のであるが︑ウラン舗蟹想足の轍

停羊万KW︑二〇〇〇鋸に二＋ られるが︑短期晒なウラン羅塾予

W︑八五隼に聾偲七千九蕾万〜五 とする兜方が多くの隣々に冤受け

鯉七千九百万f︸僧九千幽蔚万K ルギー源は︑ウランあるいは石醗

事業の縮小

で再出発へ

州スタンフォード︶はこのぼど︑

煮

米＄WUCO

中東での隙子力碁融所購設澱は

およびコンサルタント象社とレて
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