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行政

が日米酋脳会談前に政府としてエ

日建両国政臓間で一月二十六日 ないよう保隔描琶体制を強化する
から行なわれていた原子力協力協
定の改富交渉は︑当初予定を⁝百
間延長して一日︑協議を終えた︒

三国に輸出する場愈︑相互に許可

を求める④雨國間で髄躇協議する

︵工A￡A︶の琶察が行なわれな

肱制をつくる⑤国際原子力機関

くなった場合供給国︵カナダ︶が

ど

カナダ産

の資材などが便わ

糞察を行なう⑥瓢協定はウランな

れている隈り効力をもつ一な

ど︒しかし︑カナダから得た技術

の第三羅移転︑および天然

通産大筐︑実用舶用炉は運輸大臣

置を講ずる︒︵一︶実用発囎炉は

知嚢らからも習政懇葱兇の即時

子力船むつ問憩ともからみ長総県

いよう万遺漏なきを薄したい︒原

うな事態がかりそめにも鵡こらな

経済間題と並んで石面課題の一つ

あわてさせだが・今後はわが国の

の英国向け再処理輸送に来国から 員会と原子力安置委員会の悪兇を

第一捗ともなるものだ︒

とともに︑こうした問題対処への

大匿が行なうほか︑環塊放射線モ

の田※トップ金談で煮転要課題に

田内閣発建で新伍となった関係両

この田の午さん会は原薩が︑福

とり組む積極姿勢を強罰した︒

整を図ることになるもよう︒

のとり纒み︑再処理をめぐる対米

きした後︑予算編成︑安金行政へ

じ眠目が緊張の連続﹂などと餉置

を迎えていることをひしひしと感

は︑今国会に一括提出する︒

吉糧蒲三関電副羅馬がそれぞれ地

の産業界の協力を要請した︒

などと述べ︑魑源立地促進対策へ

つけで努力︑開繕推進を間りたい

保第一に根気強く団民理解のとり
二十七日置原産が聞いた歓迎午さ

この後︑矢部知恵夫敦賀市長︑

開発の位認づけなど国の方針︑政

めたが︑これらに対し宇野長富は

翻繊

額

イ

交渉では︑カナダ側が要求してい
た瓢劉転用防止の簾陣描睡強化︑
核物質防護対策の義解づけなど大
筋で禽葱したものの︑蕉点であっ

物

彌報とそれにもとつく施設など

の岡葱のとりつけについては︑浸

ウラン委託濃縮に際してのカナダ

まで規制がおよぶことになる②ウ

本側から①一般的な原子炉捜術に

ラン濃縮は日米協定で対処済み

獣には達せず︑今後の交渉に持ち

一など反論が出され︑結周︑禽

越されだ︒
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と︑まず謹ずの仕上がりだ︒

一︑予算編成で簸後まで残った

がそれぞれ一二して規制を行ない

も殺到して

原子力問題に関し政府特便の形で

わけ※国の核拡散防止とわが国の

と鷺されるエネルギー問題︑とり

．

^リング等横断的な薯贋につい とりあげてもらうよう総理にも要

田中通産相欠腐で代理慮記した

調している︒

大艶を粟票︒芝の渠京プリンスホ

て崩儒を閣らかにし︑多々問題は

折騰等々当面の原子刀行政につい

て所要の調整を図る︒

松永政務次蜜は︑昭和六十年度照

ん会の席上︑﹁予騨化は籔られた

テルに招き︑狸顎禽を兼ね開いた

冗および電力業界を代表し︑エネ

千九百万KWの原子力発電開発閣

が︑法嬢が出せず予箆麟正が必要

もの︒豪ず有沢広臼漂産金長から

山積しているが全力を投入し職費

ルギー確保︑とりわけ原子力発電

改革もほぼ行政懇慧見の線に沿っ

一︑来年麗原子力畢算は一八・

欝

浦原

電子

力

気本

株睡

貰

たカナダ供与の原子炉技術悔報を
第三国へ輸出する場命とカナダ産
天然ウランを艘縮︑再処理する場

ーの点では灘莞調整がっかず︑こ

臼のカナダ側の同趣のとりつけー

のため簡國政府は今後︑外交チャ
ンネルを通じ残された問題につい

て調整を進めていくことになっ

日誌聞で供与した原子力要語を第

②核物質防護灼策の強化を麟る③

た︒

日垣間で愈悪した協定項邑は①

る原子力安全要員会を設製する︒

のうち安全規舗を独立して担当す

シ多ノγンノノノ！！！！一〆ーノノZ■！！！！ソンγノー■

あらゆる核爆発袋躍の製造ができ

た︒

◇

来政府は昨黛ナ月末のフォード

設置の許司にあだっては総理大鵬

翼廊

轡門家を米国に派遣︑カーター政

爾処理工場計画などへの波及が露

いるが︑安全婁新設は行政一貫化

り狙み強化で

権の原子力政策の方向を打診して

核燃料サイクル確立との要諮から

髄の構勢︒特便はわが国にとって

三︑原子力安全委員会の設融と

行う︵ヨ︶主務大盛は︑原子炉の

日米間の意晃調整にあたる警えを

両国の立場に微妙なズレのある原

核燃料サイクルの確立が不可欠で

安全規制行政一貫化に新羽な法蜜

一︑再処理問題は近く開催予定

明らかにした︒

子力聞題についてカーター政権の

ある点を強調︑米国側との意兇調

聞く︵煕︶保障描置の箋施は総理

これは︑一月三十一日︑蕊網蜜

意向を打診︑蕊脳会談前に離応策

になったというような操縦がかり

を盆うしたいとして産業界からの

ｪストップがかかり︑関係蓄を

邸で行なわれた福照首相とモンデ

そめにも超こらないよう万全を期

両大臣歓迎のあいさつがあり︑多

協力を要講した︒

標達成は至難なことだが︑安全確

したい﹂などと述べ︑今国会への

ねぎらうとともに︑﹁行政体制の

逆な容子力行政推進の今後の労を

ール米副大統領との第一回会談で⁝を繰ることにしたもの︒

設躍法葉提出が計闘されている原

宇野宗侑科学技術庁長醤は一月

子力蜜全委員会の新設実現で金力

たものとなりそうだが︑これも両

与︒野党を愈む國属コンセンサス

策を確圃としたものにすることが
投入の考えを明らかにした︒また

大臣に負うところ大﹂などと就任

づくりが焦圃の懲だとして今後の

対応策圃めを確約した︒

先決だなどと要墾︑対処方策を求
田中臨夫濫商産業梱に代り代理出

八％の伸びとなったが︑岡家予算

宇野長冒発誘の主な内容は要窮

席した松永光逓砥政務謬論も︑蜜

単称からの努力に感謝の意を表

次の通り︒

全婁新設は自民・関係筋が一体と

全体が一七・四％︑科狡庁のそれ
一か月︑原子力行政が大変な時代 が一四・三％だったことからみる

一読は原∫力発庵フラノト。）建設・保匁1時における放身雪線1 闇闇の安僧団理を、放射線管
四丁戦の統 普及により辮雌しています。またゲ1業丁1瞑1の改三等による山山｛闇闇糠にも
努めると1 1時に、全｛ 1）縮の脚暴紺埜をコノピ謀一網処理1こより記録し、被曝線磁こつい

ては法メ毎轡型分N坐るよう、厳露な管理を行っております。
欝凝品鼠

貫龍など了承
を詐り︑この議爆のもとに原子力

﹁官民の総力を挙げ対廼﹂
政府は一巳午後︑欝根欝邸でエネルギー閣僚軍議を開き︑踊子力政策の推進強化について意兇を交

を得て︑原子力発三所などの建設
や研究開発に富属の総力を結鑛し

麗発の盤璽性について国蔑の理解

る︑との点で一致︒描瀦強化のだめ︑原子力安金曜翼金の設瞬や安全規諭行政の一蟹化により安金規

てあたる一などにより原子力政

換した︒その繕累︑原子力の開発を魑爽に礒めてゆくには︑現箋的なバランスのとれた新しい計麺の

制行政を強化し︑さらに核拡散防止の国際悩天に対処して核薬料サイクルの確立を図る︑などの描置

策を強化して行くことになった︒

もとに︑原子力開発の璽婆性について顯民の理解を響ながら︑蜜民が総力を雛げて取り組む必要があ

を講ずるとの宇野科学技術庁獲窟の説明を了承した︒同会議には福田墨壷︑三囲竃房畏密︑鳩山外務

れるとともに︑核拡散防止の国際

同会議ではまた︑鳩山外務大臣

たもので︑宇野長富が推進強化方

大日︑田中通産大蔵ら関係九閣僚が出蒼した︒

政府は︑一昨黛十二月総禽エネ

ネルギー専門家を米国に派遣した

られたため実現の運びとなったが

動向に頬処しながら核燃料サイク

法案が出せず予翼修正といったよ

策を悪難した︒

にするため︑次の方針に塾づき︑

ルギ⁝対策閥餓会議で﹁総禽エネ

安全規制強化方針は次のとおり︒

原子炉等等剃法の改正等解要の描

一致して蟹岡︑密民党の協力も碍
一︑原子力の繋金確保体舗強化

原子力安全委新設問題は関係筋が

万KWの開発圏標の見魅しを含め が原子力問題に対する米国側の悪

のため︑現行原子力委員会の機能

二︑行政機関の安金規醐行政の

闘を打診するため科技庁から原子

関僚鼠議で了承された漂子力の

その酸漿①原子力行政懇談会の

通産雀︑科技庁︑経済企画庁の三

いと発言︒これを受けて字野長窟

ルギー政策の基本方殉﹂を決め︑
慧曝露の趣謡に沿って安全規制行

雀羅で実効盤と整命性のある計画 力の専門家を派遡したいと述べ

各国が再処理と濃縮工場の建設計

繭明で︑核の拡散を防止するため

一襲性を確保し︑その処置を閣確

輸入石門への依存を減らす兜要方
政を強化することとし︑現在の原

舗を分離独立さ鷺て新たにこれを

策として原子力発電の推避を打ち

の開発規模唾罵を掲げた︒しかし
担当する原子力安全委員会を設題

館

た︒この結果︑昨秋には素本原子

原子力発餓所の建設立地難などに

米国に専門家派遣

力発電敦賀雛購駈の箆罵済み燃料 設躍の許可にあたって︑原子力委

する一方︑実用発電炉は通麓大

臼※極相会談の臼取りが三月二十

臣︑箋用感熱炉は運輸大艶︑砺究

て二十二の両日に内定したため

困難視されているのが現状︒この
開発屠原子炉は総理大臣が一二規

宇野科学技術庁蔓富は一田朝の

全面実施﹄が要墾︑安金性へのと

制して磯任を虜確にする②軽水炉

閣轍後の記道会兇で︑今月中にも

の岡慈を得る︵二︶研究開発一躍

日の閣僚会議は﹁エネルギーの安

の安全試験研究や放射性廃蘂物処

画を見愈わせることを求めるなど

定供給を確保するには原子力開発

理処分附策など安全対策に力を入

原子力政策の方向を大きく転換し 芋炉は総理大臣が 欝して規舗を

て福田内閣の原子力政策を協議し

よる激画の遅れから︑欝標達成が

出し︑昭和六十鎌四千九薗万KW 子力委員会の機能の中から安全規

ルの確立を湿る③六十奪四千九筥

技術輸出と濃縮持ち越し

明︒これに対し宇野臨機は﹁就任
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行政蝶蝶の統合図る
予算︑入員の具体案も提示
来国の漣邦エネルギー機構続合の司能性は︑カーター大統領の就任によって一暦現異性を帯びてき出
た︒この問題に関しては︑フォード前大統領が退陣を目前にした一月上旬︑﹁エネルギー省﹂の酬設
をうながす報告露を議会に提出しており︑一月十七β議会に送った来年度︵一九七七年十月一七八薙
九月︶の差乳教轡でも︑エネルギー雀構想を強く打ち出している︒議会に提出された報告諮は︑フォ
ード政権下の予籏論理周とエネルギー貸漂審議会を中心にとり豪とめられたものだが︑検討の過程で

て引きつがれるものとみられている︒こうした勧誘から︑一般の関心は︑このエネルギー翁構想への

はカーター大統領のスタッフもかなり閣与したといわれており︑基本的な枠纒みは新大統領によっ

議会の反応と省庁間の調整聞題に移ってきたともいえそうだ︒

︵

三⁝

一＝

二・六％︶を農務省から編入す

るとしている︒

行政機構改革
報告書の内容
こうしたエネルギー省構想は︑
エネルギー問題が今田から将来へ
かけて︑連邦政府にとってますま

コマ切れ

のエネ

す鏡開な課題になるという認謝と
現在のような
ルギー行政ではこの問題に十分対

運邦エネル

応しえなくなるという強い懸念か
ら発したものだが︑

公衆の利益に通する︒これらの計

に癒え︑これらと両立することは

が國家エネルギー政策とその霞標

なろう︒

で︑行政法上の判断を下すことに

いて提訴内容を十分聴取したうえ

エネルギ

開発は︑環雛保全︑垂垂保存なと

りうる︒このような矛盾は︑連邦

の側面とを区分すること 他の幾囚と相い容れない場倉があ

の面と

衡原保護政策の分離

糊走

ルールメーキング

画に垂々にして強いられる妥協
は︑

によって︑またエネルギー雀の枠

組みの中で後者に十分な独立性を一が所有または籔轄する天然負源の

マ量的蒙で均薯なけれ

持たせることによって避けること一保護と管理に関連した政策と淡定

が葦．

ルールメーキングー1一般的趨・ばならない︒エネルギー開発責佳

宮またはこれに代わるエネルギー

の解決に最罠の索馳を与えるもの

購的な分離は︑この高年的な矛盾

用性のある規則の長野Ilは︑畏 と連邦資源の篇理︑保護震佳の機
省の職負者によって行なわれる︒

めの慧曙からの妥協を強いられ

は︑エネルギー供給を確保するた

って︑申立的な負源保護の使命

一方︑判定1⁝広律および一般に である︒これらの責任の分離によ

ケースに対する決定濠たは裁定

適用される規則の緬囲内での特定

⁝⁝は︑政槍的な影響から離れ

されている鏡状では︑エネルギー

は︑その機能が多くの機関に分割

府側ではエネルギー政策の糎組み

な役調を果たしている︒一方︑政

ネルキー露要に応えるという大き

る︒したがってこれらの調整計画

の開発に大きな効粟をあげてい

ー生麓と輸送︑代瞥エネルギー源

どに関する調整機鮨は︑エネルギ

題に関する独立した控訴会議にお

れたメンバーで構成される燭舗問

定

なければならない︒このため

く︑

エネルギー雀

の設置を提

が一月上旬から九千万が憎撫さ

米畷の原子力賠償保険の保証額

米NFA・P−A

険三・遠軽トルへ

原子力賠償保

製するゆ︐λんである．

ではな

ることはなくなる︒このことが

る︒また︑長窟に直結する審議機

行政の効率的な遂行が妨げられ︑

璽金︑學ータ収集と公開︑公的エ

作りをはじめ︑規制︑技術革新︑

食料不足の概威などにさらされて
いる事態を重視︑発鱈用燃料とし

エネルギー醜要増の榔制や節約
の〜暦強化の措置を講じたとして
も︑短期的︑長期的なエネルギー
罵蟄を澗たすためには︑来国はな
お多くの電力を必要とする︒この

より・JCAEが持っていた立法
上の機能は内務委員会︑出講委員

ことは多くの騨門家がひとしく認
めているところであり︑昨今明か
にされたエネルギー分析研究所の

める霞力のウエイトは︑一九七五

発衰でも︑総エネルギー翫要に占

エネルギー天然資源省

て︑顯実把握にもとづいてなされ

関として規制︵問題︶控訴象謬が

またエネルギー問題への長期的な

と銘うった報告諮

設けられる︒一方︑エネルギー省

対応に欠けるとして︑さまざまな

ギー行政機構

ルギー儲要に応えるものとしての

の当初予騨規模は七十㎜億八千九

判

ギー雀創設レは︑エネルギー間題
漂子力発電に対する公衆の理解が

百万が︒一九七八年度予算教観で

エネルギー

会︑科学技術委員会︑国際関係委
員会の四委員会にふりわけられる

下院の手続改訂などを念むこの
規則は︑﹁下院に提出されたいか

はまず︑期間を定めて任命さ

に関する連邦の役割を統羨し︑金

制の万全さや独立性にいささかで

ネルギー資源の貸与︑さらには国

際的なエネルギー聞題などに関す
ルギー研究開発局へERDA︶︑

機梅改吊璽を輪討した結栗︑エネ

運邦エネルギー庁︵FEA︶︑速る賞任が商まりつつある︒このよ

．凹及しているが︑そ

も岡雀が設立された場台の畢算と

れによれば︑エネルギー旧訓籏全

・︐多

力産業の安全獺郷から限度額が三

ネージャーのブルーム氏は︑原子

︵NEA〜P工A︶ゼネラル︒マ

米国の民間原子力保険グループ

れることなどによるもの︒

億二千万がにそれぞれ引きあげら

保証額が一億七千五萱万がから二

千万がに︑また財鷹保険プールの

額が一億二千五百万がから一億四

た︒これは賠償保険プールの保身

謝騨黎購霧脇墾

べきだとして︑次のようなコメン

ての石炭と原子力の利用を加速す

子力倉同委員会︵JCAE︶から

筆動力委員会︵FPC︶などの機うな複雑かつ相互に関連する課題
に対しては細心の協調が不可欠で

体の八四・八％に相当する約六三

人員の謄躍に

も疑念があれば︑その当盃にかか

︵ERDA︶︑連邦エネルギーわ
庁りなくパブリック︒アクセプタ

たもので︑エネルギー研究開発局

︵FEA︶︑遮邦動力委員会︵ン
Fスに大きな影響を与えかねない
PC︶︑内務省鉱山局ならびに同 ことがあげられている︒

あるにもかかわらず︑エネルギー

︐多多多

なる法案または決議案もJCAE

る︒こうした望診な電力増加は︑

は約五〇％に増加するとされてい

カキなどが順調に湾っている︒最

に付託しない扁というもの︒

年の二五％程度から二〇〇〇年に
近では十二か月から十八か月のサ

天然ガス供覧の低下部分を相対的

収獲∬するメドもつき

なお︑原子力に関する法律︑計
イクルで

分の一近く鱈加された結渠︑原子

力難険はロンドンの保険シンジケ

高額を撮誰するものの一つになっ

ートも含めた世界の保険帝場で最
なろう︒われわれが原子力発電駈

﹁十九無以上に及ぶ原

たと指摘︑

識力保険の歴史を通じて︑放射能

かに四十万が余りに過さない︒こ

事故による保険金の支払いはわず

は成長をスローダウンさせること

の建設上の隠撮を克服せずに︑そ

きかえることによってのみ爾能と

に豊町な石炭とウランの利用にお
緬︑検討する機能は州際・国際取

魎︑政府湧動などを継続的に評

う︒

引委員会が持つことになるもよ

イングラムさんは近く帯場への逸

二千四薔平方綴の養魚場計画が着

独自で開発した技術を盛り込んだ

出を予定している︒さらに編在︑

で温水蟹魚

継手

﹁石灰︑原子力

三隅のヒンクレー・ポイント原

々窮められており︑番楚も㎜

子力発電所の

の実験と商業化計画が進められて

の公溢上マイナスである︒原子力

れは他のあらゆる種類の産業継継

発頭所と石炭火力発醒所の開発ぱ

米原子力塵業会議︵AIF︶の輸入石油と天然ガスへの過度の依

A−F理購畏がコメント

一 発電の加速を﹂

これが完成すれば︑三間五十ナの
水

@

いる︒退役海軍小佐のイングラム

うなぎと首万コの養魑かきの

﹁一九七〇年代宋までに年聞誤

︵温水︶の養魚への蔵鋒研究を始 揚げ が期待されている︒
めたのはかれこれ六年前︒農業︒

であり︑現実に一般公衆で原子力

に比して︑きわめてすぐれた記録
あることは疑いのないところであ

存からわれわれを解放するもので
六臼︑異常寒波に襲われた来国が

事故にあったものもないし︑原子

ムさんはこのきわめて現実的な

力発囎所の運転が難燃で保険金を

ゾの魚介類生産を﹂Iiイングラ C・ウォルスケ理竈鍵は一月二十

る︒政府はこのためのわれわれの

てこの実験場を作った︒

湧動を支援すべきであり︑そのと

支払ったケースは一件もない﹂と

述べた︒

しうる︒

きはじめて米国はその劇的を達成

も蘂養尊霊に無いれるL働嚢去人のレで多・各州

ユメ に胸ふくらませて︑今流 天然ガス供給の不建によって︑労

漁業・食糧雀の騨門家の協力を得

一

での相次ぐ罪常事態憲醤︑学校や

発電所から︑周辺海水より八魔C

ここにはヒンクレー・ポイント

トを発恕した︒

一億がをERDAから︑約六億
能炉
を禽めたエネルギー雀を創設す

米下院はこのほど︑上下両院原

︵八︒三％︶をF鷺Aから︑約四 べきであるとの結論に選したとし

万二千八璽ハ十人の職員を擁し︑

エネルギー備は︑原案では︑二

機能など︑各機関に分散している

問題に対する連邦の責任は多数の

ら︑残りをFPCと農務雀︵地方をあげている︒

傳三千万︒が︵六％︶を内務雀か

霧鐘機能の麹立性

いる︒

に付し︑羽成二百五十六票︑反対

長窮のもとに国家エネルギー政策

は︑公的分野︑私的分野︑また多

立法櫃を削除する下縫規職を投票

担当次宮︑環境・消費者問題担籔
電化局︶からそれぞれ移管する計

くの連邦エネルギー計画が掘互に

機関に分罰されており︑麿膨かっ

エネルギー行政の一本化を閉指し

覇だ︒人員については︑九千七十

ており︑その根拠として次の三点

ている︒したがってエネルギー雀
次窟補︑政務担激鼓舞補︑山台法

人︵三九・七％︶を内務省から︑

多多

百四十囲藁で簿決した︒これに

は︑開発と規制の機能をあわせも
律顧問などのスタッフを配するこ

に関する講整は霞標の達成にとっ

︐

調和のとれたアプローチを妨げて

っことになるが︑芙然資源の懐護

複雑に作用するなど広縫かつ高度

・︑6多

エネルギー

ならびに原子力規制委員会︵NR とにしており︑ラインはエネルギ

八千＝茜五十人︵三六・五％︶を

てきわめて璽要な役罰を綴ずる︒

殉隔轡︐

ヒンクレイ原溌を利用

養魚の事業化

英で進む温水

多多多づ

政府責任の増大

ー科学技術局︑エネルギー供給開
C︶の 機 能 は 含 ま れ な い ︒NRC

ERDAから︑三千百六十入︵一な相関関係を有する︒私企業は藤

；

発局︑エネルギー規制局︑省エネ

多

の機能が除かれたのは︑一つには

︐

FEAとFPCの石商︑天然
ガがほぼ確実になった︒
こと

・．︐多多

三・八％︶をFEAから︑千四蕩要の先行哲動︑資本投下︑技術的

多

ルギー局︑エネルギー・デ：タ・

︐

その所掌する規舗が健康︑安全︑

む
多多 ︑︐多多多

ス︑各州間の送電︑水力発露所な

︐

六十人をFPCから︑八百二十八知見︑労働力確保などの画で︑エ

・︐

分析周と各地方票務萌で構成され

多

り多

蝋離

灘

環境にかかわるものであるためだ

省の電力供給機能︑地方電化蜀の

米下院︑JCA
E改革を可決

きわめて不安定であり︑原子力規

地方事務

な管遷機構を整えることを轍図し

1

うするためのより効率的︑効果的

議会に提案されている﹁エネル⁝が︑もう一つの理由として︑エネ
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野臥ではわが国初
鑛購齢燃料信頼性確証へ
軽水炉燃料の蜜全性儒頼性異証と品質向上など間ろうとする日本核燃料醐発︵森鵬圏弱社擾︶の照

射後試験施設︵1ーホット・ラボ︶がこのほど完成﹂百︑茨城県︒大洗晦の同施設内で竣工披露が行
なわれだ︒岡社は四月から主としてBWR型燃料を対象とした水格的な試験研究にとりかかる計醐だ
が︑瓜施設は民間企榮がもつわが国初の大型試験研究用として位躍づけられるのみならず︑また四層

のためのコントロール竪ほか︑燃

をとり魍む操作整︑簗中監視指令

当臨はBWR型照射済み轡型の各際して細心の注慧を払うことはも

ーからの受託研究など手始めに︑

同紘では原子力工学試験センタ
も受けている︒試験研究の実施に

を表明し︑﹁すでに︸部婆託研究

ット・ラボが磁器不寮の払拭︑独

凝議会議畏︑加藤大洗町穫らはホ

きたい﹂などと挨拶︒地元の千騎

と強調し今後の健全運懲を要望し

調識があったからにほかならない

ことを指摘︑地元協力はこうした

ジビリティ調蒼の一環として要撃

ル簾所と金工程にわたり手直し改

で行っています。

するもので︑調査照は来︑英︑

動燃瑠業団は一賦から藁海覆処

W︶がよ月二＋九田午鶴九隠︑

修工薯を実施︒第二次試験では手

射射

㊤

◇配管系の解析は、独自に欝烈したプロクフムによって安全、経済姓を
考慮し適切な設訓条件を設定します。
◇設計、製園は自動設計製図システムを採罵しています。

再処瑠︑廃棄物対策て

仏︑西独およびベルギー各園の関

究開発ほか再処理工場の稼働状況

レベル放射性廃翼物陸地処分の研

係機関︑施設を麗訪︑主として低

通箱欝は欧米糧嚢五か國におけ

の実態などについて講査︑関係蕎

と今後の計画︑核燃料パーク構想

低濃縮ウラン︑トリウムなど様六

理旛設ウラン試験の臨終段階︑

ウラン燃料による機離調整試験を

初重罪に蓋した︒四醗電力は引続

た最終確認の三次キャンペーンに

照照

験託

試委

◇療アカ発電所就けに養支新の規程、薬毒に準拠し、製作は厳かなQAF

欧米5か国に
調査団を派遣

る便用済み燃料再処理および放射

通慶穏

性麗翼物対策の暴状と今後の計藤

⁝二十五冒まで霊週間の田程で海外

名︒

師長︑井上頼輝禦大教授ら一行六

調査隠撮は荻野谷徽三菱金属技

︸など調識するため︑二月四日から との悪闘交換も行なう︒

⁝いる核燃料サイクル終業駕フィー

月余ズレ込むことになった︒

贅論団を派謝する︒岡雀が進めて

⁝いことが実証されてきている﹂と

各国の研究でも基本的に問題のな

指摘した︒

な燃料サイクルが可能で︑転換率

験を開始した︒ウラン試験は蛭類

総合調整テストにあたる第三次試

動燃・再処理施般

ホット試験へ最
終調整急ピッチ
圃氏はまた︑H饗GRの燃料サ

を欄殖炉に震いところまで高める

イクル問題に雷及し﹁H？GRは

こともできる漏と︑その選択性が

き︑今月下旬には併入︑出力上舜

回の第三次試験は︑金工程を通じ

闘し部分の再試験を行なった︒今

調にいけば七月から営業運転開始

かげ実施︑総合調整がうまくいけ

あたる総禽調整試験だ︒約一か月

総理府一日付︑日本原子力研究

俊弥民を発令︒

︻
㌦

所監瑠に東海研究飯翔所長の野沢

原子力産業新
聞合本を刊行

昭和五十一黛版門原子力醗㌦

馬業新関扁禽本が輯行され価し伽

．

盲た︒昨鋸一隼間の原子力界の助

ρ内外勤商をより正確に収録︑

一門紙として蕩く評価されてい触

凹最も信頼の商い業界唯一の騨卍

るものです︒入手希望の向き．

繋累魔捲襲置、 油圧鵬撮器

日本核燃料

本脳設は 発 磁 屠 軽 水 炉 燃 料 の 安

とより︑これを通じ核燃料の安金

自技術開発に果たす役翻の大きい

液濃縮工程とウラン脱硝工程でト

爽施してきたが︑プルトニウム溶

琶団と原灘関係暫との懇談盆が一

など試運転態勢に入る計画で︑順

とする段どりだ︒商業炉として奨

関ビルで開かれた︒

懇談でエンゲルマン氏はまず亟

列入り︑同社のみならず四日地域

浜蕊響に雛くわが麟十四番圏の戦

ば︑五月から実施する実際の使用

九六七奪に全出力運転に入った高

独の高温ガス炉開発についてコ

つなげていく予定︒

予定だったが︑昨年十月燃料装荷

にひっかかり損傷するというトラ

原砺監事に野沢氏

済み獣料を処理するホット試験に

伊方原発は懸十八輝四月の麟工

温ガス実験炉AVR︵出力十五M
で初の原噸の灯をともすことにな
麩電︑出口温腫九灘五十度を達成

以降︑総工費七落六十三億円をか

W︶はすでに八難五千万KWHを
る︒
するなど十鋸闘萬い羅転実績をあ

げており︑実証炉THTR︵出け
力建設中︒当初︑昨年十一月臨
いる﹂とその現状を説明︑続いて

三百MW︶も順繰建設が遜んで界︑望楼四月から三業運転開始の

顯の聞題にふれ門このシステムは

ブルが発生︑このため臨界も二か

作業中に制御棒先蟷がストッパー
ヘリウム冷都H孚GRの技術的評

内部安金性が高く︑過芸二十奪の

予輩編成に焦点を当てた﹁昭和置

野正登科学狡術庁原子力局長から

十二鋸度願子力政策﹂︑および大
塚博比古外務省畷連込参嚢傷から

⁝イド版︑一部九千円︵送料と一

㌦擾摩鰻課まで・タブ︒．

工場東京宇都宮・垂欝付熊本

開発会社
の炉内構造物等についても広範な

していく袴えだ︒森島祉擾は﹁醐

試験研究ができるよう購業を拡充

の大きな課題扁と書う︒

焔管薦燃料の試験研究も将来計画

なお岡鑓年前十一時過ぎから開
かれた竣工祝賀式には地発はじめ
官庁︑原産︑原研︑動歎瑠業麟︑
メーカ⁝︑蹴力箸各騨から関係番
約二菅名が参癩︑ホット・ラボの
発足を祝った︒岡被の鴨川念長︑

全性︑儒 頼 性 実 誠 と 猫 眼 霞 上 な ど
料貯藏プ⁝ル︑燃料検竃プール︑
磁試験・検遵に主力を庄ぐ計画だ
性信頼性確保に大きく鰯箒してい

きな期待が嘗せられている︒

畏の長尺燃料をそのまま取扱えるこの種施設は世騨にも例が少ないだけに︑今後の成書に内外から大

料るため の 研 究 開 発 凝 行 な う こ と
各種研究塞等々から成り︑試料の
が︑賢き行き必饗に応じ燃料以外

愛媛銀西宇租郡傍方町で建設中

に大きく影響してい

原子力政策など

課題に原産懇
2日頃臼工藁クラブで

﹁核拡散防止をめぐる各鷹の動向

一とくに来麟の新原子力政策を中

臼蓋原子力産巣金議は二月十四

臼午後繕から︑源泉・丸の内の

き懇談禽がもたれる予定︒

心に﹂と題しだ講演が計繭︑引続

里親・f巨i台・
．親・f巨i台・名占継・大阪・神戸・広島・纈岡・長淵

営業所

森翻社長は各界からの協力に謝懸

が主国的 ︒ 日 立 と 環 芝 両 社 技 術 陣
受入れから解体︑検査まで移送を

た︒

と費金を 投 入 し 設 立 さ れ た 岡 枇 が

た︒

極めて高いことなどの点を指摘し

五十隼九月から︑第二次試験を昨

示したといわれ︑こうした分野で

の四書電力伊方原子力発羅所一号

第一次試験は︑工程ことの作動

隼十︸月末から実施してきた︒
客体的な協力溝動についてはこ

らには烈婦試験研究での形で協力

の技術忍摺の交渉︑人員交換・さ

低調

確認と不員台箇駅をみるテストを
の﹁高温ガス炉分科会﹂での調整

が実現することになる兇込み︒

罵率

鰻国崎力

を待だねばならないが︑今回の調
査でも麺独側は黒鉛材料に関する
試験研究︑附熱金属ハステロイ；

づ

ヨノまヨ

灘
ニ

に萎え福協第一原発二愚︑島根両

を

XRの麗発︑蕩温ガスループ︵H 来鰭中の高温ガス炉関係西独調

月二十七脳︑渠東・虎の門の霞が

◇

機︵PWR︑繊力五十六万六千K
ラブルが発翼されたため︑トラブ

月運開めざす

行なうもので︑第一次試験を昭和

TGL︶による一千痩の塞証・O

愈むすべてが自動︑選隔擬作︒環

三重調べ

伊方が臨界︑七

含同委員会︑高温ガス炉分科会で

四十九鎌十月から魑工︑建設にと

協力協定締結で合意

蝿安金はもとより︑作業従晒者の

GL11によるFP挙動研究計画

放酎線被曝低減でも︑配睡がなさ

づ
・：⁝．

協力の斜細が詰められていくこと

りかかっていたが︑総工駿二十八

・：

等の醗発状況にとくに強い関心を

億円をか け て 二 琿 余 ぶ り ︑ こ の ほ

順璽赫高温ガス炉研究で

・

．

る︒十三塁中︑都本命基が何らか

がほとんどで︑響以
につなぐものとい

臓本工榮クラブで第五十五回原子

三︶︒
力痙業懇談藪を開く︒購臼は︑霞

デジ苧鮒雑鼎騨1監1編llo

干370−12

へ

…

…

になるもよう︒

れている︒

核燃料試験のための大型研究施
設は発進各国ではいわゆる国ベー

蟹独科学技術協定にもとづき高

と遜準一1の七つの分野で協力す

けながら難 局 を 打 開 ︑ 虜 庁 の 旛 設

．．・．

日煎原子力蔵叢凝議が調べた今

なったが︑

年一月のわが国験子力発電所設備の形で侮止となるなど原子力発電

謝臨僚止

内容的にはいわば今後に鯖えた

利用率は︑別表の通り︑軍均で四は〃いささかお塞く
一・二％︒美浜三暑が昨鋸懸から
鴬藁運転關始となり︑これでわが

高実績

えよう︒︵嚢串のカッコ内数字は

国原発は＋三墓︑設備容盤も七百降の
四十二万八千KWと増加をみたも

のの︑美浜一弩を膨む定理中六甲前月の霊繍︶

……翻乎ノキ梅式金融

二三人陰鮒線照射搬興壷金

橿頼性翼証そして品質陶上ヘー燃料駁験にとりかか
る日本核燃料開発のホット・ラボ選挙

ど完成︒この聞︑用地入手難︑オ

イル・シ コ ッ ク 等 々 あ り ︑ 一 部 計
画膨正を余儀なくされたものの︑

スのものが多く︑わが国でも原
温ガス携分野での日独閥協力の司

ることで愈懸に達し︑今秋をメド

グラファイト⑥炉物理⑦男山概念

研︑動燃響業薗にあるのみ︒民聞
能性をさぐる目的で来日していた

定締繕のための準備作業を悪ぐこ

西独調子団︵団穫︒P・エンゲル に原研⁝ユーリッヒ闇研究協力協

瞳笹にも命署したため︑同臼︑竣

究︑海洋科学技術開口など六分野
に隈られているが︑翅月に創建さ
れている第三回臼独三二委鰻会で

は薪たに七番黛の項冒として﹁高
漏ガス嫌の研究開発﹂が追潴され

るのはほぼ確実とみられ︑早けれ

月：

コつぎづきヨ

ば今璽にも一躍が予定されている

∴

炉が暫く薄から震入りとな

酉御調奮団と原盤との懇談

⁝平均璽三％零墨蟹籔講説稚

⁝設備利用率は

羅藍謙譲蜘

工披露の運びとなった︒
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聞

二〇〇〇年には一億三一置千万KWの原子力開発を実現するなど代螢エネルギー開発を捉進ずる②産

機構はこのなかで︑一九八0一九〇年代には世界的な石油危機時代が動来する司能蹴が強いとして①

国エネルギーの将来を総台的に兇通した共同研究﹁長期エネルギー甑略の塊択馬をとりまとめた︒同

楽醤半民の研究機関である総盆研究開発機椴︵向坂正男理裏長︶はこのほど二〇〇〇年に至るわが

②原子力発電の開発を優先的にす

齢源の開発を優先的にとりあげる

世はその安短駐を考えると①国内

わが国のエネルギ⁝供給の組み合

一次エネルギーの供給可能醗

熱など次代のエネルギー源の磁究

殖炉︑筒温ガス蜘︑核融倉︑太陽

二︑三倍へとふえていく︒高速壇

の投費額はこれまでにくらべて

兆円に士り︑供給増塘単位当たり

れば二〇〇〇年までおよそ百五十

篇した︒
すめる③輸入エネルギーについて

計を設置する一などの点を提

業構遺の省エネルギー化を図る③臣額の投資を必要とするエネルギー授術開発を進めるために特別会

スクの大きいものとなり︑民間の

開発は臣額の投魚を必要とし︑リ

手には負えない︒研究開発費と石

も︑石油︑天然ガスなどの輸入増

湘ガス︑天然ウランなどリスクの

水芦出叢所 （0292）26−2071／金沢出張所（0762）43−6511／名民屋営業所（052）262−0351／敦賀出張所（07702）5−4551
大阪嘗業所 （06）453一〇7り5／岡山駐在所（0862）72−62掲／高松出張所 （0878）82−03フ3／榔工駐在所（0852）25−5649
広鶴出張所 （0822）92−0019／福岡嘗業所（092）411−5735／熊本出張所 （0963）66−9201／長崎出張所（0958）61−6384
鹿児島駐在所（0992）56−2444

確倶のための海外ウラン探鉱︑ウ
す④てれでも大墾の石漆輸入が必

⑱梱東京都三鷹市牟礼6丁目22量り号／奮（0422）45−5轍

加を図り︑石瀦への依存度をへら

要となるため︑その輸入先もでき

し︑その財源をエネルギー課税に

戦後つくりあげてきたエネルギ

臼

社名 鶴1ヨ粛無喚呼理学研究所

図る一などの点を種極的にすす

射性廃藁物離策︑社会的含態形成

よって調達するなと︑政府は特別

をまかなうために特別会計を設置

るだけ分散するIIことが必要 大きい開発への融資を癬えたもの
国内資源開発については①水力

だ︒

発電は小規模に限られる②石炭は
の方策を講ずる必要がある︒

ー消蟄構造を省エネルギー型へ転

総合戦略の樹立とその推進体劇

現水準以上の増産は貸源的にむず

おける大規換な油田︑ガス田の開

護からの制隈をうける④大陵棚に

によって石磁依倖度押︒．前下げてい

換し︑また多様なエネルギー開発

かしい③地熱発電の開発は自然保

発の成功率が抵い一などの点か

くには︑武期闘かかるものであ

ら︑租当の努力を傾けたとしても

原子力発電について墜δOO る︒世界石油の繕産隈界点は十薙

多くの供給増加は望めない︒

て鵠盤構蓮変革のレールを敷くこ

黛までに一億KWの開発を見込む 先に迫っている︒この聞を利用し

このためにはたとえば法律的規

い︒

︸次工不ルキi供給に占める率は とに金力を庄がなければならな

が︑しかしこの両者を舎わせても

九八五年︷五・四％︑二〇〇〇
隻一二・四％にすぎない︒輸入エ

の醐整︑海外開発のリスク補賃︑

制︑エネルギー供給と駐然環樋と

・㌧＼

／

0

綜弐剣難

この共同研究は同機構が昭和五

など全般にわたって格段の努力が

ラン農縮︑燃料船工︑再処理︑放

このうち原子力発霰について蝦

める必要があると強調している︒

告は︑立地難から一九八五無には

一

以下報告の主要な点は次の通

わが国のエネルギー消費澱

り︒

九七三年から〜九八五琿まで鉱軍
均五・三％︑それ以隆一〇〇〇隼
豪で焦平均四％程度の繰済成長率
を想竃︑これにもとづいて産業︑

輸送︑民生部門とそれぞれの消費
購造の変傷をみて︑エネルギー消
費磁︵一次エネルギ⁝換算︶を予

︵石磁換算︶︑一δ○○黛には約

測すると一九八五黛には約七億沙

率は〜九八五隼窟で平均五・二

十一億ゾが必要となる︒その伸び

％︑それから二〇〇〇妬まで軍均

ネルギーのうち石炭については原

嫉

／

N層規格の各種
ますが．これらの機器に加えて、このたびAEC

十駕一月から麹難の年月をかけ

日本エネルギー経済研究所︑野村

供給の安定性︑大気汚染のない点

その開発のおくれを抵摘しながら

電力不足に陥いる可能性が高いと

三千万KWの開発しか罠込めす︑ 必要だと握摘している︒

総盆研究所など七つのわが国の霊

要なシンクタンクの協力を得なが
らエネルギー問題の将来について
総台的な観点からその問題点を洗
い出し︑わが国としてとるべき長

期エネルギー戦略のあり方を探ろ
うとしたもの︒

握冨はまず近代の大鑓消費時代

を支えてきた石油の将来について
かりに一九七五年から二〇〇〇年

まで世界の石油消費が一九六〇年

であったとしても一九九〇無代の

代の約半分の伸び率三・一一％／年

半ばには増産の限界点に達する可
能性が大きく︑現在しだいに明確
になりつつある産濾国の資源温存
政策を韻士すればこの限界点は一
九八○無代前半になる可能性もあ

料炭のほか︑ボイラー用一般炭の

立地問題など多藤的な施策が必要

三・○％となり経済成長率に対す

雪加を晃込み︑さらに液化天然ガ

るエネルギー消費の弾性値は︑そ
れぞれ○・九八および○・七五と

であり︑こうした分野での政府の

ギ⁝飽磯を回避するためには政

〃

＼

＼

ア0力各種放射線測定器は．大学．病院、研究所、原発、会社
へ

る︑と石刀不足時代が世界的に早

わが国のエネルギー消費璽は一九

スも大璽に輸入することを毘償も

八五年には現在の約四割懇の四億

っても︑それでも石抽輸入は︸九 果たずべき役制は大きい︒エネル

なる︒

﹁九七三年の石鎚危機豪での高

度成長期にくらべると経済成長

そ孔を推進していく体制を驚える

新エネルギーの研究開発これ

＼

＼

まることを予想︒こうしたなかで

八箕無まで葎平均一〇％︑一一〇〇

〇年までに一五％を節約したとし

邇Rハ召万沙︑二〇〇〇年に一は七 府︑議会は総台的戦略をたてて︑

言瑠の五億四千七笹野ゾに猶呈す

必要がある︒そうしてこそはじめ

率︑エネルギー消費の弾性魎も小
さくなるため︑エネルギー消費の

るものとみられる︒

までのように輸入石撞に依存して

ー需要構造変革のための経済的賃

て民闇産業界と政府の果たすべき

伸び率も高度成長期の半分以下に

束のエネルギー消欝欝は翼大な懸

下ると塗込まれるが︑それでも将

きた時代とちがって今後はエネル

役罰分撮も明確になり︑エネルギ

に達し︑二〇〇〇隼のわが国の消

ができるのである︒

担について畿民の納得をうること

継︑難業料加工および使用済み燃

原子力開発を進めるには︑それ

などの安全性︑儒頼性と高放射性

／

産

力
ても一九八五奪には石油換算六億
四千万沙︑二〇〇〇鎌には石縮換

などから二〇〇〇年には少なくと

が必要となる︒通産省の試騨によ

ギー供給増加のために臣額の投資

尾がおこる可能性が大きい︒

まれる︒

国内資源

費蟹は人期当たり八・一ナが兇込

原子力発鑑開発計懸

開始が見込まれるが︑これは全エ

について社会的磁壁を得ることが

要がある︒

桝再処理などの能力拡大を図る必
二〇QO犀には﹁億KWの運転
ネルギー供給確保のために原子力

すぎない︒供給の安定性と大気汚

ネルギー消賢の一至％をみたすに

の乏しいわが国にとって将来のエ

開発にかける期待は大きい︒しか

園り約三千万KWにとどまるもの 加が望ましいが︑立地点の決定︑

ことが社会的合意形成の大きな障

廃棄物の安金処分方法を確立する

染のない点からみてこ〇〇Q奪に 先決問題である︒原子炉︑使用済

し環状では原子力発電所建設は大

核撚料サイクルの確保などの点か

きく遅れており︑一九八五葺の予

らみて欝欝可融な開発規模として

は少なくとも三〜五千万KWの追 み燃料再処理︑プルトニウム保管

と予測される︒現在建設着工およ

に研鐘開発によって自主技術をも

審を敗り除くことになろう︒さら

想開発規模は政府計画を大纏に下

び計顧決定すみのものはこの兇還

い︒この開発規模を実現するため

には三〜五千万KWの発電基地を つことが重要で︑それに対する国

はこの穗度と蜀込まざるを得な

十五〜二十五か駅設置し︑また核

転開始家でに要する期間を考える
と︑ここ数年二︑三の獣画が追加

しをも下回っており︑着工から運

湊定されたとしても︑それでも︑

ン鉱開発を強力に進め︑ウラン濃

燃料サイクル確保のため海外ウラ

の稜極的支援が望まれる︒

この見通しに達しないだろう︒こ

ひ

算九億三千万ナにもなるものと予
測︒これをまかなうエネルギー供
給については世界的にエネルギー

をできるだけ下げるということを

危機を圃嘉するためにも石癌依存

まれると︑その開発の穰極化を強

も一億三〜五千万KWの開発が望

κ：副計画羨門

（0222）62一フり8／／新潟出張所（0252）69−2884

（0粉251−07ア○／弘前駐在所（0172）36−018▽｛山台営業所

札幌出張所

開発を優先する②原子力開発を急
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ぐ③産業構造の省エネルギー化を

原子力発電計画

（4）

第861号
（第三種郵便物認可｝

新

業
子
原

昭和52年2月38

モジュールを発表いたしましたのでご採用賜わりますようお願

い申し上げます。

なお詳細につきましては本社第2営業部および各地方事業所に

一第862号一
日巖聡コ52年2月1G日

毎遇木曜覇発行

曳

げ

圏

9

臼

争にスポットをあてたパネル討論

月

で︑原子力発駅の携進︑反対の立

りかが鮮明にされよう︒

場から討論が行なわれ︑問題のあ

すでにギリンスキー米原子力規
制委員会委員︑シャインマン米国
務釜原笹力撮当補佐冒︑テヤック
仏原子力庁巖高委員︑フィッシャ
ー国際原子力機関劉務総長補佐ら

している︒

十二入の海外講疲蕎の来日が内定

10

日

3月11日

庁原子力局動力炉開発課長︑大永

長︑太田博外務省国際遡合局科学

勇作通産省資源エネルギー庁次

課長らが随行する︒

電力業界の

交渉団出発

海外婁託再処理で

難航している英︑仏両国への使

用済み燃料再処理委託について善

五日︑田中薩総郎受電取締役面談

後策を協議するため︑電力業界は

に

電話（572）8851

一

今大会では︑こうした課題解決

國際動向の分析にも力点を隠く︒

役を団長とする三聖俊央関電︑渡

九電常務ら交渉団を派遣した︒今

部鼻糞中罐両社副社長︑石崎貞正

で︑支払い条件など爾処理委託に

回交渉はヤ九臼まで二週聞の予定

背景調責

藪凝

動燃

月

事策所でスケールアップした共構

躍計画の円滑な推進の離提となる

の方遽をさぐるとともに︑わが軍

派︒利点は大きい︒﹁使用済み燃

する方針︒
れ黒万︑五一MWD／Tの燃焼度

大会摸プログラムは別表のとお

見地から核物質や原子力技術の管

りで︑核の拡散に歯ドメをかける

理に厳しい注文をつけている米困

伴う細部の請めもさることなが

設計画の遅れなど

ら︑英国BNFL社再処理工場建

た︑この間︑米国も訪問︑議会関

主眼が置かれている︒交渉団はま

するわが国電力業界の蕎え方に理

係筋との会談など通じ再処理に関

原船事業団法難

解を求める計画だ︒

政府︑国会に

正法案を提出

難

ポOコイづ5ウ⊃鯨訳下町アイソトブ部

﹁野離﹂せず製造
四年計画で工程増設急ぐ
を達成して燃料の健全性が損われ

で︑安金性の確保や核燃料サイク

ますその法要腔が指摘される一巧

のエネルギー不遣を見込んで蒙す

3

来属の原子力政策の方向転換をきっかけに︑核の拡散防止に対する国際的な関心が急速に高まって
ないことがかった︒﹁もんじゅ﹂

の成果を踏み台に︑五十二孫孫か

動燃事業団はこうした技術闘発

試験燃料はさらに十万MWD／T わが国の原子力開発には︑将巣

つくる研究を進めてきた︒まず試

いるが︑動力癖・核燃料開発襲業國は七田︑こうしだ国際動向を習疑に︑使用済み燃糾の再処理後︑

ルトニウム・スポット︶のない均

託照射して健全性を磯認︒商速実

法燃料加工施設の開発を偲進ずる

加に対応して制約の増える臨界管

制処理㎡画とも蜜接な係わりをも

これら懸案課題の解決が原子力艶

験炉﹁常陽﹂の実規模燃料十七本

とされている︒

原型炉﹁もんじゅ﹂燃料三十四本

理問題などに最適設計の検討を詰

︵混△口酸化物約一・六雛︶と高速

ことにしたもので︑取扱い猛の増

一性の優れた燃料ペレットがっく 作燃料ピンを※GE被試験姫で委 らA？R大型炉計画に備え︑榮海 ル対策の強化が求められており︑

共沈法は核物質セーフガードの

れる︒

ルトユウム禽有溶液とウラン含衡
面から注旨される︒工程の中にプ

がなく︑その意味では

液を一定の脚台で混ぜアルカリ添

スキ

ルトニウムが単体でとり出される

め︑今後四年間で製造体制を確立

料からプルトニウムを分離せずに

参加登録始まる

つ来原子力政策の今後の展開など

︵岡約三雛︶を仏ラプソディ高速

ンモンの混愈物︶を乾かし焙焼し

酸化プルトニウムと重ウラン酸ア

エネルギー価蟷をとり出す覇能性

の正統 実験炉に送って照射試験︒それぞ

て混含酸化物とし成型加工する︒

を検討 す る ﹂ よ う E R D A に 指 示

核ジャック︒キラー

こうすると︑プルトエウムとウラ
したフオ⁝ド寒明の再処理評価計

第10回原産年次大会 二

ンを硝酸塩溶液の形で分離したあ

先取り実

画の趣旨をわが国が

の新しい康子力政策に関する講演
や自主技術体制への移行を進める

曝本原子力旧業会議は来たる三

﹁原産駕次大金﹂を開くが︑この

することにもなる︒

略上の課題についてのパネル討論

わが国原子力農業が掴える開発戦

動燃夕蝉団では︑飼設当初から

長︶による仮プログラムも固ま

ほど準備委員禽︵囲物敬三委員

旛

東察・内幸町のイイノホールで

ハイライトは︑最近の原子力士

に︑多くの関心が集割りそう︒

月九購から十一日諜での三日間︑

た︒

り︑同大食への参加登録が始謹つ

計画︒このあと制御棒の中性子吸

政府は四日︑カータ⁝政権誕生

嚢したもので・二男秀KW

走格運転に必要な炉心を構成する

として米国に派

政府は八巳の閣議で﹁むつ﹂の

原子力特使

で存続させることを決定︑岡田︑

箏業団法改正法寮を燭会に提出し

圃を昭和六十ご無一二月ご一十一日ま

開発局︑米規翻委員会なとの代表

三月三十一臼までに廃止するもの

た︒同轍業団法は﹁昭稲五十一奪

日からおよそ一週悶のワシントン

と会い︑﹁再処理など核燃料サイ

とする﹂となっている︒政府は期
などをテストする︒十月からは原

原子力計画の捲進にとって不可

子炉の越転をいったん陣止して自

る︒

聞切れ綴織となったいきさつがあ

審議となり︑次の特別国会でも時

聞延長の改正案を提出したが継続

クル自空技術の関発は︑わが國の

諾在中に国務省︑エネルギー研究

船難である謄本原子力船開発事業

器︑一次冷邦系︑懸濁躍機が燃料

ると︑このあと菰月下旬から十月

委員擾代理は十八B離日︑ご十一

ため燃料を追加︑パワ1をとり撤 を

康では低出力試験を実施︒熱出力

即することを決めた︒井上原子力

取扱設備︑一二塾鰹工が二次冷郊系

を完了する︒

動燃事業団が論理発表した﹁営

体力づくり

す

能試験の最後の詰めを行なってお

リウム冷却材を便って﹁幣陽﹂機

と中性子メーターとの対応づけを

陽﹂の性能試験スケシュールによ

り︑三月には次のステップである

基本課題の提起

〔X）

30〜17

（13
〔基調報告〕

限切れに先立ち前通鴬国会に十無
ベリリウム︶とウラン・プルトニ

となる中性峯源︵アンチモンー

生出力︑ナトリウム冷却材の流雛

チェックするほか炉心内各部の発

放射搬廃棄物管理の

ともに︑※囑の核拡散防止に霊点

わが国初の高速炉﹁常陽﹂が︑

火だね

理1念（｛反題）

欠﹂との暇本側の意向を伝えると
四月下旬臨鼻に達する冤通しとな

を置いた政策との調整を知ること

り︑五寸KWまで徐々にパワーア になるもようである︒

誓点検︒その後出力上昇試験に入

った︒門常陽﹂は動燃農業園が汝臨

め︑慎藁な騨心チェックを行なっ

月甲旬・原子炉起動の

臨界試験にもちこむ︒そして︑三

動燃野業団は︑高温の液体ナト

膠の建設にあたった︒

をそれぞれ担当︑竹甲工務店が建

ため︑井上狂郎原子力婁員擾代理

後の日※間の原子力政策をめぐる

などをテスト︒さらに五万KWの 懸案に関し十分な慧慰疎通を図る

に火をともす

情勢と腺∫ノ3発電の役割

収能力︑燃料と申性子の反応興命

未来の原子炉

新工不ルギー技術の評働とわ

の実験炉︒璽芝︵主錺会社︶が炉

て

が1司の避択

心構造物︑制御設備︑洗立が炉容

県・大洗町の大洗工学センターに

扁二柵＝＝＝＝＝冊幽隔＝一＝瓢＝冊二＝＝圏＝一篇謄榊二＝＝＝一冊＝一＝一幅一一一需篇＝鷺＝＝齢＝＝＝雷＝一＝一＝一一一二＝輔＝一冊＝＝＝一＝＝常＝一一■＝一篇＝一聯

めざして﹂を臨調テーマに第十園

門原子力発電時代の新しい展開を

共沈黙加工でプルトニウム燃料を

／
菱苧馨

プルトニウムの混命溶液を原料に

＼

＼

に比べて粒子の部分的な偏り︵プ

レンヂィングし成型加工するこれ

ニウムと酸化ウランに仕上げてブ

と︑それぞれ粉末状の酸化プルト

うというもの︒できた沈殿物︵水

学結含させ一緒に藩としてしまお

泌してプルトニウムとウランを化

分裂些成物を取り除いたあとのプ

法の燃料加工は︑再処理工程で核

動燃鱗業団が技術開発する共沈

二年度から四年聞に約二十億円をかけ燃料加工工程の開発にあたる︒

粉宋の酸化プルトニウムに分離しないでウラン・プルトニウム混合酸化物燃料のつくれる三厩法湘工

フラノスの原ゴ力政 と凍∫力開発達

までの機械混禽方式の燃料製造法

／ ・気㌧㌔x

／

蝉

／

≠

路（仮題）

拝上特使には内田勇夫科学技術

響コ胸

〔ノ寸イ、ノレrぎ11論〕

〔ノ、不ノレ言1言禽〕

僚ゴノ」論争一現状と論改
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1の課題」
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10）〈ホール〉

をめざして照射中という︒

伊

技術の開発を︑新型転換炉︵ATR︶大型炉計画に備えて︑促進する計器を明らかにした︒昭和五十

原産年次大会総括仮プログラム
ップして行く︒

り一スの洗浄等は非常に継継的です。

s毎外における線イカパブリノク・アクセプタンスの動向く2）
@地罵への働きかけとPR橘動
電ノ沖央研允所 根本和泰

セノノコノ4「B本の セノノi／5「摂会と線∫力」

瞭θ」曜業一開発戦略

〈日本1業クラフ3階人食夢》

｛卜【；董q

ノター

舎

たあと︑四月下旬︑わが醐で初め

蜚ﾋ．辮徳矯典

米i司の工不ルギー措i題と｝泉ゴ

や

こお亡ナるエイ、ノレキー
ア
リ
タ

毫0）

弓0−17
（ユ1

濾
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／島際。絃禰

演〕
核燃寧1サイクルノス
テムの考えル
西ドイノの再処理セ

とi司際協ノJj

今月下旬、ワシントンで
魯●

カラス、金属、ブラスチンク製品等の放射
能汚染は容易にバンクグランド・レベルま
て除染できます。特に放射能汚染されたク

糊主饗欝己塵

力覆髄一産業界の見解
原∫力開発のための国際協力
への責献

政府特使に井上氏

構

セノノ円ノ3「骸燃料サイクル

セノノ．1／2ヂ核燃寧｝
サイクル0）確立」
（9◆30〜1三 20）

3

撲界のエイ、ルキーと目本の選．

構

冒

ウム混禽酸化物燃料の装荷を始

動燃の機能試験大詰め

策

セノノ｛ノユ「工不ルヰー精勢
（坂題）
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写繕事臨界が待たれる常陽
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臼刊工業新聞社鯨者

説明露、晃本をお送りします

健一源チ炉の安全胃に関する。1測

塩出

ST研究所

Vしいiランスデューサ

「常陽4月に臨界

放射能汚染の除去

工不ルキー源の変盤と交替
核燃甚資源はあるか
同価ガス炉のll雛1懸
水素！ステムの必堀ゾi一その理論と技循一
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東京都港区新禰】丁巨葉翻3暑（棄躍lB館内》

議
ム
耳

産
力

子
原
本
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購饒料1隼分薗金4500円

1部100円（送料共）

聞

西独内聾

環境げか の 発 表 を 否 定
あり得ぬ鋤万入死亡の恐れ
繭独内務省は︑さきに同省が研究機関に委託した薄処理凹目の安全解析調萱の結果が︑環境保護住
民運動量盟によってきわめてショッキングな橘報として取扱われ︑国民の不安をつのらせたことに対

ニュース

は︑再処理工場の冷却システムが完全に停止した場合︑西独人払の半数にあたる三千

に伝えていないと反論した︒外電などが伝えるところによれば︑環境観護住民連動連盟が流した問題

し︑この安全解析報篶讃を公表するとともに︑同趨盟によって流された蒲報は︑報告書の内容を正確

の
万人が死亡する灘能性がある︑というもの︒これについて西独内務省は︑﹁住民運動連盟は想足しう
る二十五の最悪箏態を縮み重ね︑それが一時に起こった場合の放射能放出墨から三千万入が死亡する
と推定しているが︑二十五の郭故は同時に起こりんない︒放出される放射能を単純に加算するのは誤

災︑ジェット機の墜落︑各罎の破

れており︑地震や洪水などの天

どが迅速に行なわれたため︑数日

が︑政將の反論︑報告おの公表な

初はきわめて大きな反響を呼んだ

来無憂サイトの整備に着手︑一年

お明確でない︵ERDA関係轡は
の可能性やコストなどを極翻した

が遅れ︑今のところ着工時期もな

ては米仏の安全基準︑規則などを

もの︒結論として︑安全性に関し

現在︑仏︑西独︑イタリアの三国

めの満足できる解決﹂という条件

みており︑五奪聞程度は原子力発

の発電所サイト候補地があげられ

地方開発計画では州内に二十七

躍離型煙検幽器の利用で

と蟹

の役割を果たす

⑲検出器は、大面秋のカスフロー

したβ（ガ線測定かできます。

・轡

乏

／

毒

出人r塀の開閉や測定かできます』

の全身に付着した放射線を、測定・

また、〆」染が検繊された場合には

監視する画期的な旧習です。

廓がロノクされます。

／＼ノ

退榔1に玉響し、放射線作業従事者

螂

砺

＼㌢

メ醇風︑一曝︑⁝磁ゴい強要蚤．壌．悔溶慧購冨ミ

・・

カウンタを採用。高唇度で安定

今riまて長着の躯史と粘頼ある技術

罪悪

〈特

24｛目li神月」業㈱において放射線

謹み震わせた哲二十万KW発電所

壊湧動などにも耐えられるよう描

適用すれば︑第三国の許認司条件

るが︑〜般的にはカーター新政権

後に着工を腿暫しているといわれ

；パーフェニックス型高速増殖炉

をほぼ満たし得るとしており︑ス

はフランスで開発された原子炉嗣

がこれから打ち出す原子力政策に

ループの見解を取り上げる報道機
関もなくなったといわれる︒

後には南民の関心は薄れ︑環境グ

塊保護住民運動隠棲によってセン

この問題は︑報告書の内容が環
は大型再処理工場は安全だとの結
セーショナルに取りあげられた当

負うところが大きいとみられてい

置される︒

論を出しているとして︑次の二点

に

る︶︒こうした両拳の現状のひら
煮つめ

きから︑協力問題の

の組み禽わせによって︑すぐにも

機材やシステムと在来機器装置と

着手できる見通しを得たとされて

は着干時間がかかったようだ︒
しかし民闇ベースでは︑仏のテ

社の合弁会社︶と来国のベクテル

スーパーフェニックス炉の延長線

が其目して建設する計画の三基の

クニカトム社︵CEAと仏電力公いる︒また︑経済性については︑

仏原子力庁︵CEA︶と米エネ万KW︶を運転︑その経験と実綾 社が二言前から︑スーパーフェニ

民間共同研究もまとまる

米仏︑FBRで協力へ

一︑想定しうる二十五の顎態を

をあげて及饗した︒

積諾し︑それが同時に起こった場
合の放射能放出踊から三千万人が
死亡すると推認しているが︑二十

対にない︒またそれぞれの場合に

このぼど︑高速増殖炉︵FBR︶ の商業炉スーパーフェニックスも

ルギー研究開発局︵ERDA︶は
をもとに計画された璽＋万KW ックス型炉に関する芒洋研究を塞

五の事故が同時に起こることは絶

放出される放射能を単純に湘算す

資額は同出力の軽水炉よりも高い

着工段階を迎えるなど実嗣化へ歩

の実旛などを含むものだが︑とく

はね返りなども考慰した核燃料サ

上のものとして検討した結果︑投

に関する協力協定に調印した︒パ

に安金性の分野での協調にウエイ

が︑この差額はウラン価格上昇の

施し︑昨年十一月結論を出してい

リで発表された両国のコミュニケ

を進めているのに対し︑米国はE 国での建設を想定︑安全薗での基

る︒この共同研究は︑同等の第三

るのは間違っている︒いずれにし
ても報告の中には何人が死亡する

によれば︑この協定は高速二恩炉

イクル・コストの低さによって十

せて︑スーパーフェニックス型ホ

ものの︑クリンチ・リーバー実証

分相殺しうるとされている︒

というような結論は出されておら

にかかわる科学︑技術情報の交

ず︑ましてや三千万人死亡などの
試舞はしていない︒このような塗

科学蓄︑技術蓄の交流︑共同研究

換︑テスト用材料︑装置の交換︑

二︑同連盟のスッパ抜きは︑い

トを置いているのが特微といわれ

％︑したがって電力収支は出超で

電所の建設は湾えなくてもすむだ

さまざまの面で石炭火力を有利と

があるが︑州当局では︑現状では

︻パリ松本駐在凪日薩独のノル

あり︑州としてはその地位を維持

ろうとしている︒

原発敬遠の背景

料薄処理と放鮒性廃棄物貯蔵のた

炉︵電気出力三十八万KW︶計画 イラーと米国製タービン発礪機を

BR以来の研究開発は積んでいる 準︑規制︑手続などの検討に合わ

的に行なったものである︒

鞘は環境保護住民運動連盟が意図

施設を建設した場台︑想定できる
かなる安全描圏をも度外視して︑

って︑西独国内では再処理工場へ の使用済み燃料を再処理する大型
の不安と内務雀に対する疑惑が高

単に二十五の悪い象態が圖時に起

※仏間の高速増殖炉に関する協

ドレイン・ウェストファーレン州

して行きたい意簡だ︒

西独N・ウエス
トファーレン捌

卿内事情から石炭優先

スクを解析したもの︒これを入孚

最悪の嘉態から鶴こる最大限のリ

こった場含の被害を推定している

力問題はかねて倹討されていたが

パリ松本駐在員によればこの安

まった︒

した環境保護控民運動運盟がセン

れについては︑十分な安盆施設が

が︑想定できる当量蠣態のそれぞ

ニ

りであり︑このような積算は環境グループが意病的に行なったものだ﹂と述べている︒
再遊理工塀で璽大鷺故が競こ
れば西独人口の半数が死亡する恐
との偶鰭が西独をおお

セーショナルな取りあげ方で報道

ったの は 一 月 十 四 B の こ と ︒

れがある

はその日のうちに世界各 全解析は︑内務省が原子炉安全研

機関などへ流したため︑国民に大

ている︒

究所に調蛮を委託したものの一部

ュース
地に伝えられた︒西独の環境保護

九七四年以来︑原型

で︑一九八○薙代に四千五百万〜

フランスが

五千万KWの原子力発電所︵爵二 きなショックを与えたという︒

整備される︒また全体は一〜一・

この安全解析調査報告轡が酒独内

政府は一月十三﹇口︑核燃料再処理

きる解決策が提示されるまで︑原

および廃棄物貯藏について満足で

ており︑カルカール︑バハム︑オ

ネーダー派と
子力発電所の建設を認可しないと

ルスデイ︑ハムなど六か所が原子

炉フェニックス︵電気出力二十五

に

アメリシウムを使った電離型煙

五層のコンクリート遮蔽でおおわ

発表した︒この決定は

力発掘所用になっている︒しかし

検出器の虚説をめぐって︑ラルフ

内務雀はこれに対して︑同報告

る︒発電炉の注文はストップ状

関するものであり︑すでにカル脳

十万人︶を拡充するという

州としては特産の維持と応用︵炭

つ

は︑プルトニウム変換︑廃棄物

態だが︑建設中の炉の運開で米

弓ルとシュメハウゼンでそれぞれ

︐
嬢配色が濃い︒クリンチリバー

固化︑プルトニウム貯藏につい

国の原子力畿規模は葱KW

建設申の高閣殖原型炉sNR抗
l炎一

CUが対立

炉の方は﹁計画の遅れ﹂による

て︑セーフガード︵物理的防

に近づいていく︒起RDAの方
いうもの︒その方が予算が大き

建設

予算カットがありそうだが︑受

もそうだが︑米国の原子力予算

性子束試験施設︶は七八隼度で

♪

十万KW級原発四十〜近十基分︶

住属運鋤運盟がよりどころとした

務省の内部資料だったことも手伝

煙︑

難続きだったFFTF︵高速中
護︶司能な設計を検討しようと

に︑家庭でのアメリシウム煙検出

ンシュ1マーズ・レポート十月号

ンシューマーズ・ユニオン︵C

團の衛力な消麗者保護団体﹁コ

健調査グループ︵HRG︶﹂と米

は当面おさえるという政治的︑経

・ネーダー・グループの一つ﹁保

れない︒現在同州内で建設認可を

一掴︑電気出力はいずれも百二十 同聴に︑将来︑羅力の出超を維持

フォードからカーターへ︑米

を中心に再点検をやろうとして

器の利用を推奨する記事を掲載し

もとで動かすこ

たのと繭後して︑HRGのシドニ

万KWで今回の州政府決定の影響 するために必要があれば原芋力発
電所を認める可能性があることを

いる︒フォードはそれに必要な

示すものともいえよう︒炭産拡充

とが︑やはり東

ノルドレイン・ウェストファー

ー・ウォルフ博士が︑

を受けることになる︒

検出器は不必要かつ危険だ

無数を三年といった︒発躍炉メ

といっても︑ルールの謝純な亜炭

ーカーの改良計画の驕標なども

生産は限界にきており憩産はでき

と言ってよい︒

レン州はルール炭産地で発磁は石

国の崇面の課題

炭火力が申心︒原子力発電所はユ

イオン化
に合わせて︑修正され

ぞうした政策スケジュールの
時闇

再処理代替案は
第一歩からの検討がこれから始

防火

ものだ﹂と結論づけている︒

えがたい

翻t全身表面モニタ

邑。一陽，

㈱自動扉により、入予をかけずに

ソトープ取扱施設において、施設の

ことかできます。

原∫力発電所なと原f力施設やアイ

個所を知らせ、同時に記録する

は

AS簸0

苫・書i全身衣面モニタ

歯全身を11区分して、個別に｛し染

に裂づけされてきています。

v脚多

長〉

畠一i臨機の放射線司測技術は、昭和

国産で初のガスフロー方式

産

力

原

にいくだろう︒テイル︒アセイ

告した報告諮を発表したためだ︒

分を処理しなければならない︒

原子力予算にみる米の今後

つまり︑バーンウエル再処理

ている︒

三〇〇︵電気出力三十二万七千K 見地から︑原子力発電所には関心

ことの起りはCUがその発行誌コ

U︶﹂が翼向から対立している︒

W︶とトリウム高温ガス炉︵電気 がうすく︑今園の決定も多分に火

軽水型炉二巴とVEW社の同型炉いるとみられている︒このことは

串請しているのはRWE社の加圧済的︑社会的な配慮を智漿として

露のエナーシア︵慣性︶の大き

て︑燃料ダウンストリ；ム部門

麟はそのエナーシアを一度止め

堰は既成蜜実になった原子力発

どうやら完成に近づく︒濃縮新

工場︵完成︶への助成はないも

上研究の域を幽ないことを示し

で︑従来どおりの政府建設︵民

工場は核燃料確保法察の流産
原子力含同委員会︵JCAE︶

変則状態になっており︑しかも

間運蛍︶が決去ったもの︒民営

のの︑この工場を物理的防護の

く︑後暫の﹁代替法﹂は当颪机

て︑当分米国の動向から冒を離

ため︑塞だ中勢を知らない各委

の権限が五委員会に分散される

移行は象すます難しくなったが

出力三＋万八千KW︶には適用さ 力発電所の建設を奨励し︑原子力

せないので︑今園は来国議会に

手なれた方式だから当面は順調

さを表しているようだ︒

提毘されだエネルギー研究開発

審議をすませ︑続いて七八年度

案から・米國の今後を占ってお
こう︒

七八薙慶予篇案ーフオード前
大統領が提出⁝は総額約七十八
億ザ︑前年魔より二〇％の大幅
贈で︑しかも原子力の伸び率の

︵鱈詠出力一万五千KW︶とビル設にあたっては亜炭以外の採炭羅

ーリッヒの高温ガス原型炉AVRない︒したがって火力発電所の増

マーズ・レポート一月号で︑門電

入りこのほど発行したコンシュー

CUは畢速︑この間題の調歪に

つつあるようだ︒米国は原子力

を塔加することになるが︑この場

る障審のないことを悪図したもの

離煙検出器は塞質的に放尉線によ

換も蓄えられるといわれる︒

もちろん︑その場舎にも﹁該燃

であり︑われわれにとって他にか

が必要になってくる︒この精果︑

力出超の地位を維持するためにそ

孝二＋憲KWHだっ原子力発電の方が謝安で︑州の電

薔六＋億KW駁で金体の四〇

を占めた︒これに対して潤費目は

千四百八十億KWH︑四八・九％の建設が必要となれば︑政策の転

たが︑そのうち同州での発露蟹は

全発電鷹は

いるだけだ︒一九七五隼の西独の

出力六＋七万KW︶が運転されて 含には原子力発電とのコスト比較

ガッセン発電所︵沸鑓水型︑鱈気

を塗てないが︑開らかにスロー

原子力規制委凝禽︵NRC︶ 資源の麗かな来患にはまだそ

五％︶はいいとして︑料金はS 能強研究へのひとつの提黙くら

くろまれており︑ますます商業

の現状維持︵○・二三〜O︒二 まるわけで︑フォード声明も薪

安

政機構の再編闇題もあるから︑

米国のエネルギー政策の

黶E五億が︑非原子力一四・ さらにそのあと︑エネルギー行

八億がと原子力の優位が続いて

定

ダウンに向かっている︒

方が大きく︑原子力︵非躍事︶

安定までには時闇も

局︵ERDA︶の七八 年 度 予 算
員会が三月までに七七奪度分の

カーター新政権の登場もあっ

》

WU当たり九十がへ値上げがも いに冤ておく方がよさそうだ︒

いる︒カーターが手直しするに

ともそう見える︒だが日本のよ

れだ一3の余裕があるlI少なく

うな国はどうずればいいのか︒

四％ほどふえた︒運華甲の猶加
で検蛮関係から五十三名の増員

いる︒

問題はそういう形で提起されて

の予算要求も︑二・差響がと一

るのは再処理だが︑その再評注

要求が出ており︑それが認めら

フォード声明以来︑注目され

性が追求される︒

リンチリバー炉︵高速増殖実証

れると総勢六両エハ十六名︑許認

︵K・K︶

に五千万が︑代替法の検討に二

可部内を抜いて最大の陣容にな

張︵八千五百ジSWU︶のふた千万炉というのが予算のすべ
て︒前蓄の﹁再評価﹂というの

炉︶とポーツマス濃縮工場の拡

原子力予算の堰加理宙は︑ク

までには︑桐当の時闇がか

は時間があまりなく︑小山獲に

かるものと冤るべきだろう︒

の司能溢は少ないわけだ︒

で︑七八無秋ころまで〃劇的変

止家るだろうと兇られているの

化

しかし七七年度予算案が濠だ
未成立で︑半年分だけ⁝三月末

つ︒このふたつを除けばむしろ

P

唖

纈繍1孤品品繊1拳蟹一編講都⑤高

謎の古謡

（56）

測定器の製造を開始していらい、

高感度な測定ができます）

P

まで1執行を認められるという

噺

一副

（2）
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に︑今後必要な政策として①パブ

円が必要となる﹂と述べるととも

リックアクセプタンスの改謡②ウ
ラン資源の確擬のための園の二極
的支援③海外協力の効率化を罵る
ための﹁海外協力関係機関通絡会
議扁︵仮称︶の設齪④研究開発へ

の国の穫極投資1一などの点を強
力に撹議していく必要があると強

いては︑
円︑石炭九

瓢十七・二円︑地熱二十照︒三円

十六円︑石工二十六・八円︑石炭

になると苧測︑ここでも原子力は
依然巖高の優位性を撮つものの︑

た︒

また︑周シンポジウムでは蕊

◇

上の稼働率が必要となると指摘し

めには少なくとも五五〜六〇％以

の他のエネルギー源と競合するた

その差は相対的に少なくなり︑そ

九八○隼には一KWH

調︒また漂子力発罐の経済性につ

当たり原子力八・八

・七円で原子力の優位性はかなり

・九七円︑石癌十・滋円︑地熱十
また岡氏はこれを実現していく

原争力の国際脇力の一畷として

嗣計画は︑現葎実凝しているイ

とになった︒

討論ではまず司会の康田純之助

を当てたパネル討論が開かれた︒

か︑その政策聴聞のあり方に焦点

ードルを超えていく総懸があるの

を実現していくにはどのようなハ

期エネルギー戦略を確立し︑これ

日︑澱後のプログラムとして︑長

ーケットを壊すことは好ましくな

男総合研究開発機構理蚕桑は﹁マ

謁及︒この問題をめぐって尚坂距

内で確立できるかどうかの問題に

ギー戦略が自由南場の原理の範囲

力

が必要﹂と述べ︑獲期エネル

ためには〃川を逆のぼるような努

り︑他の一本の燃料棒にも別れが

支塘嚢子のスプリングに欠落があ

部折損︵折損部約菖七十駄獣︶︑

①損鵬燃料体の二本の燃料棒が一

での折授燃料榛片の検査の結渠︑

立入り調董と︑原研・ホットラボ

い扁ということでほぼ晃解が一致

される︵なお現在︑詳緯圏糞中︶な

ず︶が大きな面癖になったと推定

ィング︒コロージョン︵すりき

められない③この損鰯はフレッテ

面等がみられるが︑溶融の跡は認

割れ︑くぼみ︑減肉したフラット

みられる②折損燃腿棒片に多くの

朝霞新聞論説秘鍵が今回のシンポ

とる必要がある偏と発醤︑向坂︑

いが︑政暦がリーダー︒シップを

ジウムで打ち出された長期エネル

ギー職略の方向をどう現実の政策

した︒

において政府の粟たす役罰は大き

佐偵両頬も門畏期エネルギー戦略

と問題提起︒これをうけて向坊隆

に結びつけていくかが今後の課題

集大工学部教授は門原畢力をはじ

で︑いますぐ政策の展開が求めら

葬常に長いリードタイムが必要

する必要がある﹂ヨネルギー翻

ー問題は国会レベルで翼剣に討議

のあり方に議題を移し﹁エネルギ

両省庁はこうした黎態を纐り返

どが判明︑今回の運命となった︒

れていることを認識する必要があ

る﹂1など重体窪石災が相次い での社内処理システムと社内外連

僚会議の役割をもっと大きくす

このあと討論は政策確立の対策

る﹂とエネルギー政策確立の緊急

め全ての新エネルギーの開発には

性を強調︒また佐伯鐘一野比総合

だものの︑統一見解に達するには

を串し入れ

逼趨︑科技属雀庁

美浜炉燃料折
損で厳重注意
技術庁は四日︑関西電力の葵浜発

の損傷について︑同社が取った措

で不適切であった②同社内部で隠

題は①蛋全印鑑体制および運用面

されて描鷹したことは国民の不儂

感を猫趨することになりかねな
い⁝としてそれぞれ一日注悪す
るとともに︑今後︑保安蟹理体
舗︑還懲方法につき総点検を行な
って改着策を講じ︑その結言を報

明︑対策検討︑運転再開に塑るま

故その他翼常の発冤から原臨究

在など総点検を行なうとともに︑

絡︑報告システムおよび震任の所

奉安規程も改禽︑その糖果を報告

すること②保安規程に墓つく社内

安全委員会の通犠状況を報告する

なお癒鶴庁は︑他の電力各社に

ことーーを擢承している︒

対しても保蜜規程の麗顧しなと今

懸毒していく方針だ︒

後︑安全確保藷対策の強化を行政

多彰／／グ／

倥

原産に入

代表取締役社長大堀弘氏

海外石油閣癸︵株︶
会

蜴關ｰビル九階

〒一〇〇

所東票都千代田二大蕃二一一六−

電語〇一ニー二一六i六四二一

理肇長竹内良衛氏

︵財︶原子力環境整備センター

原産に入会

住駈栗京都港区芝癒久保明懸町

四⊥O八一

明らかになった﹂として︑先月臨

ら三鎌余の審理で原発の億険性は

俘方舐訟原管側

前から訴訟内容にあったものだ

する構えといわれる︒鴎立てば以

凍結 で申立て

伊方原発の運転

臼にかけて実艇した岡発電所への

三芳につづき一月十一Bから十九 十六 七一〇五 慮話〇一掴ー五〇

資源エネルギー庁が昨鎌十二月

告するよう指試した︒

さないため︑関西電力に対し①事

研究所役長は﹁今後のエネルギー

璽らず

を通じて日本製燃料棒の健金性を

いる︒

奨証するのに役立てることにして

興にも結びつけようという濯え︒
﹁参蕩にしたい﹂との答をみやげ
に爾の島へ︒

▽汚し入れ昇臆内冑森県類焼︑

三氏が三田︑科技庁で宇野蔑露に

菊池むつ市擾︑植村県漁連会長の

立退き

︵四月十四磁︶濠でに溝森環・大

思い地塁との鴎煮協定の撤表期限

湊溢の母溢

た︒宇野長瀦の﹁努力する篇で触

四国竃力・債方原子力発醒所一

を﹁串立て一により阻止しようと

メドがついて切めて門待つだ﹂も

思炉をめぐり﹁園圃許可取消し行

界に達した傍輩一号炉の運転開始

は馬指を制して

てもあらだめて︑裁判所が皐く審

が︑安盒論争とあわせ運転につい

理するよう要求したもの︒串立て

政訴訟偏を超こしている原鑑側地

で原子炉の運転を

これまでの安駁論箏の﹁総まと

と叢薄に提出された藥備幾寅は︑

すべき

だとした﹁原子炉設識字司効力の

凝結

鯵止晦立て㎏を松山地裁に行なつ

黒倥民は五日︑薪たに判決難点ま

け入れ門イエス﹂﹁ノー﹂の決断

向を体した久保無襲︑辻武器の受

は・三月中旬から下旬にかけて行

なっている︒

めレの形で約一千頁に及ぶものと
だ︒

原告住民側は﹁昭和四十八隼か

なわれることになりそう︒

長欝欝議蜜︑佐警保箭議会の葱

の心理作戦か︒

前の〃つっかけ

・認いやすくなるところ︒制隈時闘

切り磁し︒政府としては受け入れ

の難しさが浮き彫
開発のコスト上昇はさけられず︑

りにされた︒

各論
将来のエネルギーを確撮していく

R型燃料揮でも燃料墨書実験を
しょうとするもので︑笛国とも異

射実験に持ち込む燃料棒は︑※W

験データに期待をかけている︒照

通産省簾源エネルギー庁と科学

ンプ計画は︑BWR型に続きPW

さ菰十聖のPWR型燃料榛を四十る︒今圃参加予竃のオーバー・ラ
本照射し︑データを取る︒総額九

でに米︑三尉︑仏︑伊なとが参加

億四千万陽をかける実験論醐︒す

を表開しており巖終的には八−九
か国︑十余機関が参加の予定︒

電所一野原子炉で起こった燃料体

ンター︒ランプ計画に続くもので

H社製︑西独KWU⁝来CE社製

ストウドピック研究萌のR1三原 は︑岡炉を使ってBWR型燃料のの二種顯のPWR型燃料︒わが国

溶炉を使っての燃料棒破壌実験

三卑間︑スウェーデン原子刀公社

業の促進④自衛隊の佐琶保地区堰

の

の一行六人が科技庁で石渡嫡嗣竃

る人口約一万五千人の竃美第瓢

はこの実験データを入手し︑分析

のストウドピック研究駈が中心と

にも少く︑各国から注騒されてい

以外では︑この種の実験が世界的

W︶を便って一毫を行ないPWR
遊めているインター・ランプ計画

昭和五十一一年四月から三無間︑擾

型燃料棒の健全性を調べるもの︒

︵オーバー・ランプ計函︶に参加

なって進めるPWR型燃媒体実験手炉︵材料試験炉︑熱出力獲万K 照射を一九七五無から無謬両三で

もその協力協定の締結を行なうこ

することになり︑この三月中旬に

し︒これで三二の母港撤去タイム

強をと訴え︑十二倦円の融資要

Eよが極めて黎的である・液核蓼数グループ雰けて盆

預謁を﹂︒岡購︑さらに坂田璽

らに﹁むつ母魁を奄美大島・瀬戸

の都市︒門むつ﹂躍港を誘致して

GLOVESの損

2．GLOVESの指先部分の保護のためにGL、OVESの【に、更に薄コム丁袋を璽ねて｛吏用しますと、

﹁必要資金は24兆円﹂
求められる長期政策の確立
﹁畏期エネルギー戦賂の選択﹂を棊調テーマに二︑三の両貝︑粟京・大鳥町の経団連金文で開かれ
だ総合研究開発機構︵向坂正男理夢長︶のシンポジウムで工業闘発研究所の根岸磁毅企幽部長は﹁二
〇〇〇無にいたる石炭︑康子力を含めた新エネルギー供給賢能性の分折とその技徳的・経済的評価に

関する研究﹂と題して講凝︑原子力開発の繕来について﹁二〇QO庫には一億KW程度が開発される
と予測される﹂と述べ①そのためには二十四兆円の投資が必婆で︑このうち核燃料サイクル賢は三兆

した︒

円にのぼる②一KWH嶺たりの発電コストは二十六円となり︑他のエネルギー源に比べ優位性を保つ
ーーなどの点を指摘した︒

この研究 は 総 舎 研 究 開 発 機 構 の
このなかで圃氏は転換・触工・

〇〇Q隼までに全体で二十鵬兆 率がエネルギー樋格の上謬論を上

高い水準に保てるが建設髄の上野

畏期エネルギー問題研究プロジェ
輸送等については数難的に計算し

ための駈嚢籔金の問題にふれ三

クトの﹂礫 と し て 工 業 開 発 研 究 筋

ては蕩位のケースを國標としなが

隙欝欝附PWR燃料破壊実験で

今春︑協力協定締結へ

ぞれ窩位のケース︑低位のケース
らも二〇〇〇薙の実現司能な容羅

諜ネルギーシンポジウムのもよう

三＝＝騨二廉墜藁墜＝⁝：⁝二⁝⁝⁝三＝齢≡曇：≡冊≡≡≡三騙⁝一一＝⁝コ＝冊＝＝⁝⁝＝≡二⁝≡需﹁＝：嘗＝z一三＝≡＝：≡≡⁝：三唱＝⁝＝＝≡≡：需⁝：二≡⁝冊：：≡瞥：三二噂；＝＝⁝＝：＝：＝曹コ：髄≡＝＝⁝樽潔

回る場△即二〇〇〇隼には原子力

円︑うち核燃料サイクル費は三兆

でも二千四百ゾ／年となり︑国内

も①萬処理必要麗は低位のケース

が委託を受け︑一δOO無にいた た隈りほぼ問題はないとしながら
る石油代替エネルギーの供給可能

での再処理工場の建設︑海外委託

性を技術︑ 経 済 ︑ 環 境 の 側 醸 か ら
総合的・定 懸 的 に 分 析 し ︑ そ の 実
を強力に推進する必要がある②

について核燃料サイクル︑立地な

は低位のケースの一簿KW程度と

B嵐原子力研究所は︑来年慶から

ｩ所となり︑二QOO隼以降尋

ケースの場合必要サイトは百三十

サイトニ百万KWとしても蕩位の

現弱質性を評価しようとしたも
の︒

根辮氏は ま ず 原 子 力 発 電 の 開 発
規硬として一九八置旧で二千七酉

〜四千九頁万KW︑二〇〇〇年で 命のおわった原子炉も出てくるー

どの面から制約要因を分析しなが
なるものと予測した︒

一〜一慮七千万KWを想庫︒ そ れ
ー⁝などの制約要國から理想とし

ら︑その実現斑能性にアプローチ

﹁むつ﹂佐世保修理魁重要問題

リミット四月十四田から逆算して

請︒来麗茎地縮小と造般不況のダ

76σ雑vuuH−5MりHuHu−Hu翅HりuB肖︾曽Mv開口d

ﾘ華講論攣書額蕪

を葭葉にして︑東

六十賑前までの入畿の厩け繊願行

第三鳳委員会を開催︒科学捜術

保磁世織地六甲小企業団体協議会

内聞にしと時ならぬ母懸誘致の嶺

つ﹂受け入れに俸う中小企業蕎の

原子力船センターをつくり漁業振

285±5

8．5

三月決議

巖

票はこのところ繭から北から

を無筆︒

四日︑麗児島擬大島郡

のほしい地元商工業蓄の胸甲

ブルパンチで経済浮揚への〃引き
▽陳燭門惣民党佐甦保支部の瞳
藤経雄誹議らが一月二十七賑︑宇

▽陳満

瀬芦内響町蛮野︵鎌蟹正巳議長︶

庁︑運輸釜︑漂船覇業麟から修理

長らが門修理港受入れに伴い侮倣

ップル栽壊︑大島つむぎに依存す

のり︒瀬戸内町は水舵兼とパイナ

奄美から母港誘致の陳情

﹁むつ﹂前晴着たけなわ

対策などに修理期閣甲三落億円の

金

は事実上不斑能に︒

にかける関係壱の

ぶの私的諮間機園︶が︑二︑三の

﹁むつ﹂の安全性研究委欝金︵知

▽恵見聴厳麺長続島原子力船

も様々︒

れば華燭も変り﹁むつ﹂を兇る圏

﹁陳潤﹂﹁肉し入れ﹂︒ところ変 野科技庁長冨に﹁地元の公共覇業

発甥業団を相手に﹁説明聴取﹂

上京ラッシュ︒政肩・原子力船開

後の追い込み

勘とが︑東北大学選鉱製錬研究所ら圃化体とする群分離処理の考α

ト利用の廃液処理法は︑半減期￠

ウム90とセシウム餅が籠︵か

の長い覆猛・善ンチ㎝
こ︶型構叢の窪あるナ占
リゥムやカリウムなどの金属イα

鴨の中の鳩〃㎝

オンと入れ替わる性攣利用︑甑
これらの核種を

の出入口曽をつぶして閉じてし㎝

の際の安金確保策と許認司手続き

をしと皐手幽しの要望︒①門む

津市中小企業暫の振興対策の強化

雨田・菓票・霞が関の霞山会館で

まおうとしうアイデア︒箋鹸結α

姿

いて発言は豪ばら︒一⁝十四︑二十

金の特別融資制度の設燈⑧公共潔

災霧補儀金確保②申小企業振興資

を避離する二︑三の委員を除

について説明聴取︒去冬の

五の評点長野で開く第㎎圏委員塞

勢

渠から︑ゼオライトが漫出率のロ

れた分離処理能力をもつことをα

小さい・ガラス圏化よ・驚光

㎝

電話254−1341（大代表）
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GLOV置Sの併用をお奨めします
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菅野東北大教授が開発
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ゼオライト利用の群分離
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昭和52年2月10日
新

子
（第三種郵便物認可）

第862号
（3）

1．GLOVESに万機械的損傷などによる破損かみられたとき、素手のままては汚染事故の危険を生じます。従って、予
め信頼のおける薄ゴム手袋を汗にはめておいてからGLOVESを装着することか摺奨されています。

傷を防ぐことかできて長時間の御使用に耐えます。

《種類・寸底》

三

ー需要をみたすために︑いま投資

盟﹂が行なった記者会見で︑NR

NRCスタッフの内部告発問題 昨年十月に﹁銚噛する科学者同
は﹁人間関係﹂に捜ざしているよ

Cからの辞職を発表したロナルド

しかし︑これらの五人はすべて

う非難であった︒

いた︒五人の反対意見のNRCの

原則的には原子力発電を支持して

∫伊

が必要なのである︒二十億逆のプ
うだ︒

の発育L矢暮すことのてきないZ項アーノ

EPAを批判嫁動帳劫
ロシェクトは大きな事業である︒

取扱いに対する不満には︑NRC

目ζ＿見κ．ない里餌の微唖ヰ勿を

﹁ニュークリア︒インフォ﹂

は米原子力廉簗会議︵A薩F ︶

シーブルック原発問題で

米原子力規制委員禽︵NRC︶・フルッゲ氏は︑虜分の考えを政

があまりにも森羅性に対して用心

伝話

が︑パブリック︒アフェアーズ
シーブルックの決定がすぐに逆転

べた︒﹁私翻身と他のスタッフが

の元エンシェア一人と現在もNR 府野馬委員会に対して繰り返し述
Cで仕翁をしている四人のエンジ

東京都千代田区大手町1−6−l

東京03（201）7211大代褒

・アンド︒インフォーメーショ

はまぐり

されるとしても︑マクグレノン氏
は二十億逆の投資が

翼品をつくり串していま3。

保護に関する熱悪から慰した拙論

法を検討し︑そのすべてが技術的

へGNSバーンウエル再処理1場

インディアンポイノト原ゴ力発電所

ウォール・ストリート・ジャー

ナル紙は︑環境保護庁︵EPA︶ に対する報酬として︑同氏が再任

いた︒マリノス氏は︑上司から問

過ぎているというものも禽まれて

Cが上襲に採りあげようとするた 経費と時間の負握を不必要にかけ

提起した原子力の安全問題をNR 深くなり過ぎて︑蔭業界に対して

めの努力は︑何回も妨審された﹂

回原子力発露に関する公聴会を開

には司能であることを明らかにし

ブラノズ・フェリー源∫力発電所

世界の工不ルギー見回し
口際原∫力通商
エネルギー供給問題
核燃料サイクル
将来も原チ力発電は選択されるか
原ゴ力発電一最優先か最後の手段か

肥朴

ニアは昨琿十二月︑上院の委員会

とフルッゲ氏はいっている︒ドン

で﹁原子力発電所の安金性が十分
でない状況を明らかにしょうとし

いう理由で報告謁の内容を変える

たわれわれの動きが抑えられた﹂

よう要求された例も指摘した︒た

・R・ラッシャ！氏︑ホセ・カル 題が政治的にホットであるからと
ボ氏︑アンジェロ・マリノス氏︑

だし︑この報告爾は︑その後嵐認

と発言した︒しかし︑同聴問会の

議長を勝めたション︒グレン上院

人のエンジニアも同様の証琶をし

デメトリオス・ボスデカス氏の四

る︒

九七五黛の物価水準︶であり︑一

九七五黛設計の岡型原子炉建設費

の極の調査は小型の原子炉を閉鎖

の二％樫度である︒これまでのこ

コネチカット州のほか︑電力の

き︑﹁原子力発電に関する間題点

中

売

ピノカリング1泉∫ノ」発電班

類

Tleo

目本1泉．ゴ力厳…業会議。業務言果丁1・：L501−1065

東京都港騨新橋1−1−13（東電【目凹〉〒105

酉

舟淳薬食品

視察施設の概要

！なと、琢薬品農薬

さまざまな臣薬

掘「の抗嵐物質をはしめ

個の桂碗

i物力

裟異させ、あたかも、微

ン・プログラムの一環として︑

原子力に 関 す る 傭 報 を 収 藥 ︑ 分

EPAのラッセル・トレイン長霞乱させられるということを示した

の幼虫に関する再検討を通じて混

せる新しい要因を導入したことは

︵注訂一月十九日退任︶が取尚し ことによって︑必要な投資を遅ら

ノン氏がシーブルック原子力発電

の結論を受け入れないで説明を要

の地方局長ジョン︒A・マクグレ されるかとうか注目している︒

にもかかわらず︑それを取消した

駈の冷却システムを︸度認阿した

いて︑全国的なコミュ顧・一ケーシ

ョンとパブリック︒アクセプタ

確かだ︒マクグレノン氏が支持さ

司からの証語を聴いた後︑闇題は

議員は五人のエンジニアとその上

でクリーン﹂

﹁原子力は安全

ッフの反灼意見を抑え込んだとい

くの地域で︑単なる可能性ではな

たが︑その大部分はNRCがスタされたとマリノス氏は述べてい

が早い時期にすっきりと解決され

く現実に驚歎なエネルギ1源とな

の不足であると述べた︒

るならぽ︑歯固は一九九〇黛代甲

っているのは疑いのない事実だ﹂

腔格の相違とコミュニケーション

頃康でに増殖㌍を商業化すること

二五％以上を原子力に依存してい

百万KW開発

日本の原子力自盤から

昨黛十二月︑日本の原子力委員

とJl巾；」ムい範P｝iの

第3回世界フォーラム大会

化∫品

析︑騨価し︑その結果にもとづ

ンスの輪をひろげるために発行
求するという優柔不断な態度を改
れるかどうかはさておくとして︑
この種の考え方が限りない手続関

めない限り︑シーブルックの処理

係の遅れの中にまん延して行くな
らば︑十分な投費が行なわれなく

なるだろう︒

なるのは確実であり︑エネルギ⁝

が新政権の最初に薗面する試練と

この問題はニュー・ハンプシャ

し︑現場労働者約四百人を一時帰

ー州の原子力発霞所一基だけに関
痛要はみたされないたろう︒

悲喜こもごも高速炉

一九八O年代の国内のエネルギ

するものだと憂えてはならない︒

休させているパブリック・サービ

く批覇した︒この異常な描躍に対

ことを社説で二圓とりあげ︑厳し

しているものです︒この罪報に
は︑原子力をめぐる月間の鋤き

す︒

がたんねんにまとめられていま

ス︒カンパニー社も撤回を要求し
ている︒

ウォ；ル・ストリート︒ジャー
ナル紙の第二園目の社説は次の通
り述べている︒

マクグレノン氏の決定は︑窟僚

した騰のデータをペースにコスト

ぺ州下院委員会
米ペンシルバニア州下院の鉱山

と述べている︒

米國内で原子力発電の比率が巖

ができるだろうとしている︒その

の閉鎖について詳細な工学的検討

を推定したのであったが︑商業炉

ためには︑原子炉︑燃料加工︑薄

・エネルギ⁝管理委員会は︑﹁原

を行なったのはこれが初めてであ

も高く︑五〇％を原子力に依存し

の実験炉および原型炉を閉鎖した

る︒米国ではすでに六十五基以上

処理︑廃棄物処理の四つの必要な

いというようなものはない︒マク

国の当面の電力緩解をみたすのに

できる電力資源であり︑州および

利用すべきである﹂との紹論を出

子力発霞は安全でクリ⁝ンな儲頼

と︑﹁コ不チカット弼は原子力に

ているコネチカット州は﹁原子力

満足している﹂ということであ

州一と呼べる︒岡誌の調萱による

が必要である︒

を︸九九〇年蒙でに箋証すること

定器運転が司能であるということ

くらべて︑経済的に大きな差をつ

ろ藍でに贈蛤炉は他の題力皿盛と

技術についてライセンスが得られ

軟澱はまぐ

の幼虫に対して無害であると
将来利用できると湛えられる技術

来エネルギー研究開発局︵ER 年ごろまでには現在の水蟻になる

り

な慈味を持っている

一万︑会計倹査院︵GAO︶が作

ている︒この申には経済性・保健

も可能であり︑放射線被曝蟹も原

子力発電から得られる利益はその

ことはない︒同調査が墾ましい方

子力発電所運転時より大きくなる

と批判を十分に横転した上で︑原

完全な安全記録を維持するようさ

の電力会社から供給される電力を

表明している︒GAOは︑この雪％以よを原子力に依存している州

％︑ミネソタ州三一％︑イリノイ

る州︵會弼内の電力会社と近隣州

は†州ある︒同誌は︑﹁原子力州
解は憩殖炉を擁護するものでもな

らに努力を続けなければならな

法としてあげているのは︑三障年
い﹂との警告も出している︒

間閉鎖しておいた後解体撤淫する

方法と百年間埋蔵した後解体撤去

た後すぐに解体撤去することも司

する方法であるQ発置所を停止し

能ではあるが︑その場合には原子

かる︒

炉一基当たり三千万がの経饗がか

Nに二千五

る低レベル放豊能測定法の改醤を

原発の 閉鎖

勧告している︒

の義務づけおよび州の公衆に対す

化︑十五か軒間のウラン購入契約

子力発電所サイトに対する規制悪

の州によるモニタリング強化︑原

また︑同委員会は原子力発電駈

写〇％︑ウィスコンシン州二九

ダンズ・レビュー誌

同調査は︑五つの運転俸止の方

二月に公表した︒その中でERDいる︒

を比較分折した報告欝案を昨年†

成した報告潜は︑フォード前大統

ものもあるが︑技術的にはいずれ

あるいは環境上の困難をともなう

実績がある︒

いうことを実証する責任を果たし

Aは︑贈殖炉が開発中の技術の中

領の再処理の商業化を遅らせると

危険性よりも大きい﹂との緒論を

した︒同委員会は︑昨隼の夏に四

ていないとの不薦を述べている︒

では長期的にはコストが最も安く

含む︶は︑ネブラスカ州四七％︑

る︒

しかし︑驚いたことに同社はすで

なる蕾能性を持ったものであると

最近の﹁タンズ・レビュー﹂誌

に同委員会は︑﹁原子力産業界は

出したものである︒しかし︑同時

重要性高まる

の幼虫に開す

いう政策決定が増殖炉の将釆に対

バーモント州四四％︑メイン州四

原子力発電

る研究結果を提出しているのであ

に

して︑その開発を続けるべきであ

〇％︑サウス・カロライナ州三六

軟澱はまぐり

る︒ただ︑明確な絡論が出せない

によると︑現出米国で電力の二五

プラントの安全性と燃料サイクル

この調蛮の分析結果によると︑

して疑問を抱かせるという正解を

の幼虫と区別できないから

のはこの幼虫が他の種類の
ぐり
だ︒

はま

ると述べている︒

けているだろうと同調琶は述べて

技術の比較﹂と題する電力鼠社が

DA︶は︑﹁電力会社のための新 だろうということである︒そのこ

論理の典型的な例である︒この世

グレン上院議員が語る

でリフレーションの観点から重要

将来性めぐり評価分かれる

「意思疎通を欠く」

グレノン氏は︑電力会社が同地域

の中でこれ以上情報を要求できな

NRCの内部告発問題

州三〇％︑ノース・カロライナ筆

る︒

％︑アーカンサス州二五％であ

原発促進を新
大統領に要請
共和党知寮連盟

昨矩十二月に共和党知事運盟

コストを試算

米原子力産業会議︵AIF︶の
全国環境調査プロジェクトがニ

現在︑日本では︑約纏縫六十万K

酸り〆へ行なしプトウをつくる〆ヘレil

主 な 内 容

つくり描していまζ。

B5判96ペーシ

晶へづヒ∫調味祥クルタ、／酸ノ、一ダ

￥2，000

訪米加原子力視察団報告書

工場てあるカのよっに、いろいろなものを

第3翻世界フォーラム大会参加

産
⑳

協和醗酵は

肉眼では見えない
小さな工場

発

議

好

は次期犬統讃ジミー・カーター氏
に原子力発電所の建設をスピード
・アップするよう要請した︒これ
はニューハンプシャー州知事モル

シーズ社に依頼して検討した結果

ュークリア︒エナージー・サービ 会が発表した原子力白謁によると
淡議文で︑大統領と議会が﹁労働

子炉が稼働している︒一九八三年

電所が稼働するだろうと岡白書は

には約二千五菅万KWの原子力発

Wの発露容蚤をもった＋二基の原

あり︑費爾も大したことはないと

によると︑大型商業用原子力発電

いうことである︒同調査による

所を閉鎖することは現実に可能で

の生産を促進するような法案をた

保障力を強化する原子カプラント

は︑千三首万から千五酉万が︵一

と︑大型原子力発電炉の閉鎖費用

業に安い電力を供給し︑国の安全

だちに望事するよう﹂強く襲求し

予測している︒
た︒

者の魑嗣の機会を高め︑家庭と産

ドリム・トンプソン氏が提案した
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髪

閣僚会議を設置擁繋

務

通産梱の悪騒機関である総愈エネ

提供で検討

1政策の骨格づくりを澱めようと

原子力行政機構の改華に遭い通

産劣は同欝の新しい原子力行政組

織づくりを急いでいたが︑十六日

それによると︑資線エネルギー

談でにその骨格が固まった︒

庁の長里官湧原子力帝業課︵ナ四

︵士一名︶の環行二課に加え公益

二︶︑公益転業部原子力登電設

まずその第一は原子運星承法︒原

る闘連法律は十一にも及ふようで

の解掌の㎎確化が図られており今

験的海洋処分篤に対処︑そのため

廃識関係では五十三端麗からの試

たるという︒放窮性物貰の輸送︑

勢蕩一名とし︑これにより中爽繰

商産業局の公益郭業部発電課を総

とする︒また地方組織としての遡

を今鋸七月から発足させ三島体制

禦業部原子︷刀安全課︵三十六名︶

子力委員会設躍法が︑新設される

新設安楽委の桜月明示が︑条文の

えするのに伴う灘法の名称変事と

委員会設躍法偏と名称を敬め衣替

法︑岡賠償補導契約法︒港嗣法︑

力研究萌設麗法︑原子力擾宏賠偵

設置法︑運輸省没療法︑臼本原子

法のほか︑総岬厨設置法︑通涯省

過措躍も付される︒これら霊痩三

繊法改正の特色となっている︒経

十七名が禽まれる︒

査冒十三名︑鍛気工作物検査溜六

には統括蜜金審資窟一名︑安全審

ッフは酉六十三名となる︒この中

織と舎わせた同省原子力行政スタ

﹁原子力委貸金および原子力安全

中で描躍される︒次に原苧力委員

特別職職員給与法にもそれぞれ燐

十銀度の例をとると二十五墓︵硬

躍用原子蝉の安金規制を実腿︒薫

および総務会でも了承されたこと
から︑十八薦の閣議で周改正法案

禽設躍法︒名称変更のぽか︑定数

愛の箏が湛えられるもようだ︒

政府は原子力簿記規制行政の強
化を誇るため原子力基本法︑原子

を正武決定︑臨ちに躍会に提署し

疑正︑任娚︑原子炉安金魯門審査

詳細内容はまだ明らかにされて

会関係および安金諾との間の連絡

通産雀は艦気禦業法に基づき発

力委員金設置法および原子炉等規

たい考えだ︒

会新設︑蜜全委の所攣︑継鼠算が

を急いでいるが︑十六臼までにそ

に関連する法律は十〜にも及び︑

いないが︑関係筋によると︑敬正

貫化のための大鷹な改正か加えら
れるが︑追加︑削除︑字句修正を

﹁

含み改正は金文三十闘か条にもわ

︑

⁝

鉱床賦存が確認済みのアクータ鉱

用発露炉は通産相︑実用原子力船

原子力簑傘蚕澱会の新設ぽか︑実

ため法改正ではこれらを震付ける

体制の改跳︑強化に関する悪発﹂

隼七月その巖終報告﹁原子力行政

政懇談会︵萄沢広巳座長︶は・昨

月から極討を続けていた原子力行

政の立て架しを図るため︸昨蕉三

設中十一藻︶を鋼弦に︑工湯瀬醐

れぞれ改驚案の内容が固まり︑原

立て臨し方策について検討を進め
大任を果たし

行政懇が組
織を解散

原子力船﹁むつ﹂放射線漏れを

区に隣り合わせた約二千コ口請

は運隅石︑研究開発段階にあるも

をとりまとめ諺相に提出︑引き続

なお政艀は︑核防条約下篇陣描

子力酸素会︑自結党の政調審議会

鵡照社長︶は仏原子力庁およびニ

た原子力行政懇談会からの意見欝

原子炉箸規制法では規廻行政一

改正の柱となる︵三遷に骨子︶︒
ワン・パック

化︑国会捉出の段どりとするもよ

正法案偏として

これらを﹁原子力基本法等一部改
iームΨ△畳▽ムA廿1憧崖一匡

順調にすすむボ

ーリング調査
ジェール国政臆と協力︑アクータ

提出を受け︑政府が︑そこに盛ら

今回の法改正は︑原子力行政の

う︒

に次ぐ岡社第二のウラン資源共岡

施をめざし朔要の描躍をとろうと

れた改滋案の五十二年度からの笑

海外ウラン資線開発会社︵鈴木

探鉱地点﹁アファスト地区偏で構

中だが︑﹁極めて順調﹂という︒

しているもの︒行政三山冤は安全

造試錐などボーリング調査を箋施

アファスト地区はニジェール羅

綴︒昨年から二か年計画で始まっ

のは科学技術庁畏窟とするなど規

貫化が膏子となっており︑この ピークに溜塗の蔦鞭った原子力行

確保体制の強化と安金規制行政の

た構造試錐は︑今薙七十〜八十本

制行政一結化のための筋鷲大臣の

化など改麓の行方を見守っていた

き政膨による関遮施策立案と予馴

のアイール山塊繭方︑すでに有望

のボーリング調簸を行なった後︑

変璽と︑これに伴う規定の整備が

ト

鼠三二工業株式会社

に欠けていたきらい臨きく︑︒轟馨だが︑雲霞は＋四騒︑

累材

いうもので︑来難婁までには一慾

発電炉規制一元化に対処

のため総盆エネルギー政策の確立

︵衛沢広巳座長︶を改組拡允︑関

︒携進がいろんな場で指摘︑新内 ルギー講懸樋の日本問題懇談会
閣発足後軍々のこの一月には経団

立案に必要な

遠︑康麓︑エネルギー総合推進委⁝僚会議による総命エネルギー政策

に︑これと並行し︑和田次爵を本

を急ぐ考えを明らかにするととも

ら則界︑業界代表が福館醤相ら関
係閣鰹と懇談︑総禽政策の細事確

部長とする総懸エネルギ⁝対策鍛

立を強く塑簗していた︒二二会議
は︑こうした内外諸焚を勘案︑政

げ政策推進に取り纏む構えを打ち

進塞部の設躍も省議決定︑全省あ

積極化のため設置されたもの︒対

石油特別金計の二無聞懸走延長を

出した︒三月末で期一切れとなる

府によるエネルギー問題への繕応

協力の強化鵠踏京えながら随階開

外交渉の強化︑産蔽国箸への経済

を立案︑推進を図っていく方釧

の方向づけを終える三日だ︒撤進

用︑財源一段を禽む総愈エネルギ

だ︒先行き将来のエネルギー欄絵

木部は隅禰周長級が構成初口︑一

國りながら︑この閾をフルに穏

かし︑かといって石炭の液化・ガ

聞誤のほか︑そのための施策と負

実効性と整

ス化や核融倉などの石簡代替エネ

金鋸要・財源描躍︑立地や宏全性

合腔のある総禽エネルギー政策

ルギーは研究開発途上にあり︑鰻

催︑わが国としての

も有望な原子力も酎醐無難達成が

二六十守蔑をメドとしたエネルギ

いしというのが大方の莞方だ︒し

財源搭置含め多角検討へ
政府は十菰日の閣議で︑福田首相欝らが主寧する総倉エネルギー対策閣優会議の設置を決定︑エネ
ルギー安定供給確保のための興体的施策とそのための財源描罎など検討商進めていくことになった︒
十四購には通産省も総合エネルギー対策推進本部を塔主︑このほか総倉エネルギー調査会簸本間題懇
談会の改纏拡充も検討申など・政府によるエネルギー政策への取り縫み姿勢は一段と強化︒他方規間
実効性と整胃

対策への堕民の理解と編鐘を細る

安全課7月発足へ

原子力壷金叢員食設繊塵とともに

≡＝⁝ヨ圏≡⁝一＝㎜一≡＝≡圏廓﹇＝⁝≡謄一三⁝⁝一＝三一⁝≡冊葺≡一輔コ禰≡⁝≡扁圏＝≡一階≡m一一二三

となるもよう︒

に︑張木政策検討に若弟すること

璽簸な偶勢︒エネルギ⁝安避供給

lI︒すでに個々エネルギーのそ となりそう︒

ー篇給兇遜しの発蔵しなど撃始め

これだけの羅の石破をわが園が確

へ︑そのための方策はどうするか ための方策検認などが大きな諜題
月の閣議で閣餓ベースの協議会や

行政改革全容圃まる

通産省資源エネルギー庁

制法など関係法律一部改正の喋備

近く国会に法案提出へ

安全委を新設︑行政も一貫化

閣僚双翼の連絡墨引をあずかる

れぞれ刮画はあるものの︑整禽挫

︑今園の搭躍となっ

は現在の約一懇に相墨する五僻詩

認の石疲が必要とした予測もあ
る︒﹁申索産警護の動肉からみて

ｴ趣

⁝≡≡≡≡≡＝謄＝≡＝≡＝⁝三＝隔＝⁝⁝≡≡一⁝＝一一榊一一≡一

保できるかどうか︑冤当もつかな

復括

芋茎に依存しているとした現実が

エネルギーの四分の露以上を輸入

た︒この習燈には︑わが国が一次

て

要があるとの判断から︑あらため

ギー政策に政府をあげ至り絹む必

より解消︑廃止︒しかし︑エネル

懇談金の全廃が決められたことに

の立案︑調整︑推薩へ︑憲民一体となった検討磧二化が閣られることに

でも経団遡︑原産などが甲心となりエネルギー戦賂検討の積極化を打ち補しており︑
性ある総命エネルギー政策
なった︒

〜

み

㍉

来無︸奪がかりで掌中化調査︑

行なわれる︒一部改正の対象とな

三菱原子力ユニ業株式会社

PWR原子力発電プラント
PWR船舶用原子炉設備

三菱金属株式会社
三菱電機株式会社
三菱商蘂株式会社
三菱原子燃料株式会社

高速増殖炉プラント

関餓会議は箇相︑外務︑大蔵︑

通産︑科学技術︑経済企画︑脳鏡
各根と内閣宙房長宮の八閣鰹で構
成︑必要に応じ階時他の閣膿も加

揮︑原子力をはじめとする新エネ

わる︒会議は首棺霞らが飯頭旛

ルギー開発ほか︑輸入エネルギー
問題等々総合エネルギー対策につ
いて横討︑関連施簾の稜極化を閣

を

ゑ

寒鍔筆

ト

ぼな

経済成轟を続けた葉箒︑十庫後に

っていく方針だ︒象議には闘係員 あり︑ちなみに今後年率六％台の
庁局長級で構成する幹購会が設け
られる翫画で︑連絡甥務は通産省
資源エネルギ⁝庁が担嶺する︒内

∀

閣に会議が設けられていたが︑一

晦

鰍評
霧薄・

難
燃︽
︸蛍壽

騰

灘

蕪

ツ零

講繊
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濃

く計画だ︒

O

萬来駕の精密探査へとつないでい

三菱PW鼠原子力発電プラン

世算の三菱

あなたの三三麗

安全性と信頼牲に定評ある
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購読料1年分葡金4500円

雀部10◎円（送料共）

聞
三

産

力

原

乗り出す
基準化にも反映
米国ブランズフエリー漂発で超こった火災事故を契機に︑わが国でも原子力発電所用各種熱線ケー
ブル類の難燃性など性能向上の要請が高まっているが︑こうした内外情勢を踏まえ儀友電工︑古河重
工︑日亘電線などこの分野メーカーは原研高崎研究所と協力︑電線絶縁材料の耐放射線腔確証など実
証試験のほか斯材料の開発に乗り出すにとになった︒現葎わが国原発で罵いられている各種ケーブル
類はいずれも楽国の基擁を参照︑これに藁拠したものだけに︑今翻の業界一体となった性能実証は原

湿力発電傾斜開発を進めようとし

A環塊下での電線類の劣化試験︑

として今後の成果が注國されている︒

難の安全窪︑魑頼性向上に大きく翼献ずるのみならず︑わが国独窃ベースの基準化にも笈映されよう

ブランズフェリ：原発の火災事
炉周辺で便われる電線等の衛機材

レ1ション漏れ績査をローソクの 炉単基出力の大容墨化が醜むにつ

開発も手がけていく﹂という︒

耐放射線性の新しい高分子材料の

行︑これとあわせ﹁難燃性および

って波紋を投げかけている︒発霜 料の健全性など冬極実証試験を続

ているわが国にも大きな教訓とな

れと対応し拡充強化が指摘されて

れ︑原子慰安盒確保システムもこ

同原発一暑炉建家への罐線ペネト

故は一昨年三月︑ケーブル塞がら

用詰め物として用いられていた隅

炎を用いて行なっていた際︑隙間

原発用各種ケーブル類の耐放射

蹴線絶緑材料確証実験の舞餐と

でもある︒原研も来年度以降蓑置

計画はこうした要請に応えたもの

業クラブで開催された日本原子力

十四日︑璽駅︒丸の内の全本工

安全性研究を強化し懸民の儲頼回

て説明︑新しい行政体制のもとで

る塀合の運搬方法に製しては運輸

閣総理大艶︑鉄道等により運搬す

ついて︑昨鉱七月の原子力行政懇
談会箸瞬の二大柱である原子力安

ると指摘︒このうち原子力安金委
員会の設置にともなう法改正の薯

ルに関する醐際会議﹂は五月二墜

錦の﹁原子力発電と核燃料サイク

と還称されるこの会議は︑過
去四声︑国違霊催のもとで開催さ

賊が船舶安全法によりそれぞれ行

業法により︑実屠舶粥炉は運輸大

電炉にあっては通産寵臣が霞気事

行なう蝿倉には︑②の墓準に適盆

従って行なう②纂業所外で廃簗を

ては内閣総理大臣が定める基準に

与えてきたのに駕し︑ザルツブル

の瀕子力開発動礒に大きな影響を

的にとらえることによって︑世界

原子力を科学技術的嵩置から総舎

収︑立入検査等保談義蔭の実施に

の使用に関する配録︑報告︑微

子力の役割を機翼︑検討するもの

確立に璽点をおいて︑実質的な原

二昼

渥

鼠

え方については︑﹁原子力婁員凸巴

および原字力安全委員会設置法は

同一法擬で処理することになろ
う﹂と述べ︑これに必要な﹁原子
門原子力委員会設鷹

法扁﹁原子炉等規制法﹂一1の三

力基本法扁

ってきたことから︑今月二十日を

法案の改正案作成善業もほぼ固ま

メドに同改正案を一括して国会に
提了することになろうと揺摘︒同

・⁝

・原子力総合⁝

．3月1︑2日

⁝

原子力学会などが

シンポジウム

環本原子力学会︵伏兇康治会

一肩ζ二の両臓︑藁票・虎の

長︶など関連三十五学協会は来た
る

門の国立教跨会館で第十五鳳﹁原

子力総合シンポジウム﹂を開く︒

各分野研究発表のテーマと講演

蕎などほぼ決定︑プログラムも固

ンポジウムは工臼閤︑A・B両会

まっているが︑これによると周シ

場に分かれ特別講演一︑総合講演

ニュ：クレア社核燃料部長バンデ

十二および講演三のほか︑ベルゴ

﹁プルトニウム燃料のリサイク

ンベムゲン博士による招待講蔽

ル偏などが計画されている︒封別

報でプqグラム

再処理ホット

試験で申請

動燃奮粟団

動燃聯業膨はこのほど︑東海再

時に原子力行政の一元化を麟り︑
新しい原子力行政のもとに国民の

処理施設で進める再処理ホット試

員会に認可を串糊した︒

験の計画を固め︑八臼︑原子力委

不当感を徹底的に払拭していきた
いと強調するとともに①中央盤理
制度をはじめとする従業員被曖対

▽再処理ウラン第三次テストを

われる予定︒

照②NPT批准後の国内体制の整 計蝦によると︑動燃の再処理ホ
備一などについて積極的に取り
ット試験は・大略次の嚢領で行な

かにした︒

纒んでいく意向であることを明ら

けウランテストの

後しまつ

と

二月中には終了し︑ゴ丁四月にか
燃料サイクル・サービス③放射能

▽核鰍料安金専門審査会で薄処

鍛終調整を行なう︒

アクセプタンス⑥保隠措躍⑦原子

響理④原子力安全⑤パブリック︒

テーマのもとに各国から三百三十

によるチェックの後︑五月中旬か

確認の審査を終え︑原子力委員会

九篇は招待論文︶の提出にあわせ

料︵約十六Lゾ︑同四十体︶を施設

ナ︑周六＋体︶︑美浜二量減の燃

入︒福島一難炉の燃醤︵約十ニ

四・四沙︑集合体七十六体︶の搬

ら原研JPD武便用済み燃料︵約

て︑政溝︒国会・産業界関係蓄な

は︑新政櫃下の※国の原子力開

ち︑約二十七ゾを十か月かげて処

始︒贈蔵燃緯の三士7四沙のう

燃焼度の低いものから再処理を開

▽七月中旬から搬入した燃料の

力九十七ジ︶に搬入毒害する︒

方もかなり解体化されると予想さ

▽丑十三隼度から本格操業を開

理︒

始︒フルパワー操業︵隼聞処理二

れるところがら︑ザルツプルグ会

なコンセンサスづくりと今後の対

議は新しい時代へ向けての世界的

発︑原子力協力などに闘する謬え

会議が開催される五月頃までに

内の便用済み燃料プール︵貯蔵能

どからなる大型代表団の参加が計

わが国からも二十一論文︵うち

が予定されている︒

八鯖の論文発表と約二千人の参加

蒔の対策をはじめ工程確認︑性能

⑧政倉で遣めるものを珊業所外で

から＋三野まで︑オーストリアの

理施設の安全墨書・作業員の被曝

運搬する娚命は︑②で定める振掛

題︑に大別されており︑これらの

に適呈することについて内閣総理

国際原子力機関︵王八HA︶糸 力発電晃通しと開発遼上國の諸問

ザルツブルグ
会議開催迫る

現状と動同」

年越ジ︶には︑調整などのため五

一六矩間を撫する取込みだ︒

○

鶏

竃

熊

ム

なる原研高崎研究所

・磁

厳しさを要求しているしとした批

配線用難燃性絶縁材科の改質︑電

研がメーカーと三遷の共同研究で

復に努力することを強調︑①原子

くは外国原子力船について許可し

炉の｛背用期lil沖塵塚の

応を練りあげる簸初の国際舞台に

，

9

b

体となり爽証試験に取り綬むの

には︑原発の安全臓儒頼確保に霞

は︑今圏が初めて︒こうした背景

騨驚

欝響脚︑囎欝

響麟灘厩

蕪慧鞠≧蜂蜘

ことながら︑他方︑わが国ではま

せる業界の総慧があることもさる

だ確遜としたこの分野技術墓準が
整備されていないといった薯情も
ある︒わずかに施設纂輩に準拠す

判も出されており︑標準化にも短

﹇貝3
月 毒白︶

んどが競在は来国電子電気技術学

試作や試験条件の整備などを悪ぐ

第

象纂準を参照したものとなってい
応したわが国独自ベースの石匙づ

考えだ︒

みで︑このためケーブル類のほと

るよう指懸した通産訓令があるの

るのが実悟だ︒しかしこれとてか
くりが要請されている︒こんどの

古い

策に聾点を移し︑五十三年からは

対策については晩発懸腕︑遥伝対

極的に取り継む④放射糠障害防止

分を食めバック・エンド対策に積

もので﹁必要以上の

なり

N度原子力重点政策

安全行政抜本強化へ

本格的なプルトこウム影響に取り

今回の安全姓試験には俊友淵

産業会議の第践や五圓原子力手業

力安全委綴会設置関達法案改正壌

原産懇で科技庁説明

工︑古淘電工︑日立電線︑藤禽螺
力ケーブル罵絶縁材料の嬌架け反

懇談会に科学技術庁原峯力局蓬に

いるが︑電線閑絶縁材料の耐放射

のため工墓の原モ塑が稼鋤不能に

り火災が続いたというもので︑こ

線︑昭和鱈線醗繊︑大臼臼本魁線
慮による耐熱化の開発研究を行な

は今月二十臼をメドに国会に提出

の一売化の実麗が最璽要課題とな

全委員禽の設躍と順子力行政機関

棚ポリウレタンに魑火︑瞳ちに輝

縫む11などの点を明らかにし

なった︒ケーブル等の火災で鰭源
といった大手メーカーに加え︑藥

ったことがあり︑凄気学会による かわって出席した石濁麗人岡局政

する②原子力安金性実証試験を強

大臣が任命する▽任期笹庫︒

員は両議院の闘意を得て内閣総理

ょうとするときは︑あらかじめ内

岡氏はとくに原子力行政改革に

系統︑制御系山路が鋤かなくなる
電︑関電︑中電の露力中央三社と

策課課憂補佐は︑昭和五十二年度

た︒

と非常題炉心冷却系も作動せず︑

原電︑それに電気学会からも鎌脚

化する③高レベル放射性廃棄物処

く︶⑤原子力利用試験研究の助成

会の庶務は科学技術庁原子力局︑

◇両委農会の謬言麺原子力無腰

▽委員会は委員長および委員四人

閣総理大海の職悪を得なければな

料の収藥︑統計の作成および調琶

⑥研究蕎︑技術蓄の獲成訓練⑦資

絶縁材料の放射線劣化など試験研

璽大事故につながる脇能腔のある

原子力関連予舞の窒点雪靴につい

されたわけで︑原

委員が参加︑数か年翫画でLOC究も進められているが︑業繋が一

箋舐

原子力蜜全委野物の設置

原子力安全委員会の庶務は同庁原

らないものとするとともに︑原子

の意兇を聴いてしなければならな

力議員会および原子力安金甲員会

◇両委員鼠は︑所掌事務の遂行

し︑処理する︒

大臣が定める基準に従って得なう

子力安全局においてそれぞれ総括

◇原子力安全委員会の内容薩▽

では罪蹴鞠とすることができる︒

原子力安全婁員会は原子力の研

をもって組織し︑うち委員二人ま

◇原子力 安 全 婁 員 会 の 設 羅 親 原

ザルツブルグで開催される︒開催

子力の研究︑開発および利用に関

大脳または養鶏穴臣の確認を受け

について稻互に緊密な逮絡をとる

い▽実用発電炉︑実用舶用炉︑研

究︑開発および利用に関する薯項

地にちなんで

ザルツブルグ会
る︒

蘂については前里の区分による主

れた原子力平和営繕国際会議︵ジ

議

究開発用原子炉等の区分を政令で

び原子力安金委員会の愈蜀を聴く

う②撃業所外で行なう麗藁につい

務大臣が矯める測鎖に従って行な

▽廃棄晋④画業所内で行なう廃
定めるときは︑原子力委員会およ
︾

総合講轟紐2ヂ発電用線野

ュネーブ書議︶にかわるもの︒ジ 画されており︑現在その編成が進
び工峯方法の許醗等︶は︑実用発

▽許可以降の詳細設謙︵設計およ

のうち︑安全の確保に関する瑠項

関する毒言の一貫化︵核原料物質︑

確認を受けなければならない︒

することについて内閣総理大器の

瞠

原子力行政の民生的な運嘗を図る

σ

利用の現状」

の安全性」

なりそうだ︒

偲（044＞833−2311
囎（06）313−2367

竿105

431−5176

〈03）

都港区款嬬4−9−U

曾

が暑珊敬
束本⊥人

技揃セノダー
〜1業所

訴灘技術の妓近の鮭歩」

装羅6「1−60＞におけ
る技術的問題へ」

コネープ会議がどちらかとい又ば められている︒

について企画し︑審議し︑決定す

なう︒

ものとする︒

原子力委員会は原子力の研究︑開

る▽所撃事務卦①原子力の安全確

腿する法律の一部改正︶

核撚料物質および原子炉の規制に

◇原子炉の設躍および運転に関

▽運搬麺①三業所内で行なう運

原苧炉の設置︑運転等に

発および利用に関する瑠項のうち

保のための規棚に関する政策②核

する規制は︑爽用器醗炉は天産大

第二

安全の確保のための規制の実施累

燃料物質および原畢炉の規制の
うち安金確撮に係るもの⑧原子力

臣︑笑屠舶嗣炉および外国原題力

◇その他原子炉に関する規制の

議︑決定する▽所攣螺務計①原子

利罵に伴う瞳霧防止④放射性降下

グ会議は︑核燃料サイクルとその

力利用の政策②関係行政機関の原

物による障審防止対策▽委員禽は

だ︒テーマは︑①エネルギー需給

一電化に関蓋して次の通り必要な

子力利用累務の総合調整③原子力

ついては内閣総理大臣が行なう︒

最少隈の改正を行なう︒

利用経費の見積りと配分計画④核

主務大匿が定める墓華に従って行

搬については︑前信の区分により

と原子力発電②核燃料の供絵と核
は内閣総理大臣が行なう︒

船は運輸大臣︑研究開発屠原子炉

▽國際規制物質翻野際規制物翼

項以外の饗項について企画︑審

◇新・原 子 力 委 員 会 の 内 容 目 ▽

を躍く︒

のほか︑新たに原子力安全委員会

ため︑総理府に現行原子力委員会

する国の施策を計画的に遂行し︑

設躍法の一部改正︶

︵原子力基本法及び原子力委員会

第一

骨子は次のとおり︒

等一部改正法案がまとまつだ︒

一面漸報 の 梱 り ︑ 原 点 力 基 本 法

ことが

いては︑還搬する物に関しては内

なう②事業所外で行なう運搬につ

線性などについてはこれまで︑原

ルギー問題」

◇通産大臣または運輸大臣は︑

線性実証などもその一つ︒

ルの確立」

実用発電炉または実雨舶用炉もし

線ケーブルに延製し七蒔闇にわた

P000特別講演鱈場料サイク

は委員の互選によって決める▽委

平田バルフ工業株式会社

とぎわれていよした。
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総合講認0倣射線囎寸
f軽水炉撚料
1GGO総合急激7

策と瞭∫炉医療につい
ﾄの構患」

物処理処分醐題」

堀
会
B
場
会
A

露

質保μ紅1かなされております。

か家長で、爆竹し易く、理想的なハルフ

原子力総合シンホシウム・フqクラム

委員五人をもって組織し︑撚翅長

A

◎

のでダ、それを、61kg／cm2というぎ、3重て、

；倒

会
95G開

@進歩、その汝全と管理1
u演1「玖療被曝の現状」
総合講演6「放射線応堀

総合講漁3「人型核融合
@

。▲

しかし、凸1i臼飛f季にiよ余り適さなカ、つた

オ、一ノレノ＼ノレノlj、重態造

｝卸ゐ、（7（きるσ）一ご弓，

ζ弄こf！卜（ノ）ON−OFF

る∫玉と「こ、

90桟」1小ll！、り

2

1330総合講演2r今後の工仔 総合講激5rR［診療の
@

塚圏ノ曜7彫ツ腿

明いん全属のノiドルてっか、ζ：のホ…ル
が人は、ハルフの心臓なのでづ。これか、

｝

欝00招待講演「ブルトユウム 識量2臨・デ力産奨にお
@ける1業機瀧化の動隅
@
燃料のリサイクル』
と課題」
総合講演8「卵」カブラ
講演3「原f力製鉄のト
刀の脆性骸壌」
一タルノステムの現状」
総合講演9「軽水炉の環
二女全」
総合講漁H「軽水炉の女
全性解析置目

3

総合講湿1倣射性廃棄 総合職漁4「緊急徹画鋲
一

干田の｛憂秀な品質県証体鑓

しかも、壕∫力用ハルフに：焦り1二げ、艶
気rlシリンダによる自動携、暮を完成し求
しん。腺∫力発竜所のハルブ献圧部につ
いては、r没F、げf命30〜40臼とされ、垂廼
およひ水 1ア両方向の、乱丁祷三等の重訂
も紫求されま壁。これら、麟久骨のξ慮
と1醸存に、療∫力薄霞ルブの火さな三色
として、事故の皆搬を追求し、而展な品

取り鐵して中れは、何の変哲もない孔の

52

主な製贔

原子力火力・宇宙・濱脱排竸・酸素
LNG・石、由・カス・パイプライン

堂々を貫いた原子力用バルブの難関

講

謂≡三

燃料物質および原子炉の規制︵原

子力安全委員会の所掌のものを除

「

＝
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業
産

力

鱗

対米協同歩調めざす
複雑にからむ原子力市場
原子力輸出1とりわけ再処理施設の輸出が核不拡散とのからみから厩肥の関心をあつめている︒

ており︑核の衡威の払拭により強い葱欲をみせるカーター米新政橿の繊方が注露されるところ︒同政

とくに現実にその輸出契約を成約しているフランス︑薦独に対しては︑かねてから来国が醗慧を促し

易

来薩業界は資金錐と麗境保全運
動から原子力討緬が遷れ︑濃縮や
再処理︑さらには繕殖炉︑官同温炉

ない︑あるいは欧州に差をつけら

といった兜端技術で独占体制を失

れたというあせりを感じていると
いわれ︑したがって米国の仏独へ
の圧力は核拡散防出の大義名分の

を強く打ち出すと岡階

また︑岡大統領は︑現在のエネ

ルギー政理は五十以上の機関にま

節約

に︑環境鵠に健金な方法による豊

たがっていると稻摘︑これがもた

カーター米大統領はこのほど︑
ホワイトハウスから蔽接國民に語

寓な石炭資源の開発︑太陽熱その

ユーラトムの査察だけでヤ分だと
しており︑まと康りそうもない︒
りかけたテレビ放送で︑エネルギ

らす混乱をなくするため

るが︑輸出では独欝の判断で進
浅︵元原子力委員長︶が現在︑国

ー撹当補俊宮のシュレジンジャー

絡じた原子カエネルギー生産にか

ミュニケーションづくりの一環

を新設しエネルギー政策

エネル

仏独がどのような協議をしたか

他のエネルギー源の研究︑必肇に

というのが蕪庵方針とみられ
家エネルギー政策策定のための作

としてカーター大統領が打ち出し

商業縮発電駈が完成し︑その性能
エネルギ⁝研究開発周︵ERD

ーム枇の軽水炉研究開発協力や米

るべきである︒またその締果は公

ついて︑活塞安全筒の検討を求め

回圏︒

コンコルドで米国の

表されなければならない︒

齢糎＝二一＝＝＝一い一＝コ榊＝＝＝髄＝営＝＝＝二＝階一＝曽冊＝二＝＝轄一篇二一冊＝一＝瓢＝：＝一一罵＝脚﹁＝コ＝＝＝鴛＝＝＝営＝一冊一冊＝＝＝π＝＝願営冊＝冊

このテレビ放送は︑国民とのコ

することを明らかにした︒

て︑二月下旬に議会の協力を要晶

む

業にとりかかっているところであ

たもので︑製法はその

ギー雀

ー雀の酬設︑米国のエネルギー政

にされていないが︑共藁薦明から

策確立への戦え方を示した︒

上の雛任を一元化することについ

一その内容はもちろん瞬らか

四月中に米エ
ネルギー政策

ている︒しかし対※独立を強気に

かわる厳格な儂障措躍の維持など

同穴統領はその申で︑エネルギ

打ち出しでみても※鰹帯場を無視

り︑四月二十日にエネルギー計画

た︒

を強調したものになろうと語っ

核拡散防止の括神は守

して仏事の原子力産染の獲期の発

全体をまとめたうえ︑議会に提出

すると︑

展は望めない︒かりに※産業界の

するつもりだと述べ︑この計画は

カーター大統領語る

妨欝があれば︑閣際的進出も危ぶ

分に味わっている︒技術的に蹴れ

A︶と仏原子力庁︵CEA︶の増
を没界的に実証してみせる塞でに

まれる︒フランスは超寓速旅客機

ていても※国が協力しなければ売

殖炉での提挽は︑その方向を示唆

もとに︑遅れを取りもどすまで欧

図によるものだと受けとめられて

州の前進をくいとめようとする意

り込みを妨げられることは明臨な

権はすでにモンデール副穴統領の欧州訪問に際しても︑この問題を話し倉つたといわれているが︑こ

いる︒しかし西独にとっては︑ブ

のだ︒そこでコンコルドの

ついて︑親金社のジーメンス社が

に頒潭水魏炉︵PWR︶の優位性W況を建設する決定を行なうよう

では︑依然として軽水炉1一とく

ならない可能性が強く︑また︸方

フンケン社が蓼を引いたKWUに内撫襲だけに樹んじていなければ

している︒西独でもAEG・テレ国の原子力麓業はテンポの遅い国

エスチングハウス︵WH︶社のP

ランスーとくに将来︑英国がウ

る︒この場禽︑各題の輸出関連バ

の可能性真影を実施すべきであ

を繍じないため︑フランスの

こうした箏箔を考慮して米蟹との

はなお時運がかかる︒この問︑英

発ははかばかしくなく︑これらの

りもフランスで引き受けた方が産
ラジルとの契約は原子力産業の国

舞

を十

フランスはパキスタン向け︑西
業活動と雇購の拡大のために有利

※国の圧力にはそう簡単に屈する

際的地位確立のチャンスであり︑

原子力蕪業界では網羅との研究開

協調をはかるのではないかという

って英国のライセンシーが課せら

が必要になったであろうQ

％に相愚する九蕎六十万ゾの石炭

ｻ

?

鎗
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1il騎（044＞23−4351。名詳f屋（052）962−0121。大阪（06）93王一9058。広慶F（0822）43−1532

強さ

独はブラジル向け再処理工場の輸

る◎しかしパキスタン向け輸出は

だと認めた結果ともみられてい

わけにはいかない立場にあるわけ

発から︑資金︑蟹蓮までの提携を

犀︑再び次期亜

確にすべきである︒

れるライセンス上の条件一を明

米A−F︑原発

クライテリアまたは︑原子力施設

原子力機器の浸透検査には品質の保証された！

のほど行なわれた仏独薗脳金談ではこれに関する米国への対応策が検討された︒

︻パリ松 本 駐 在 凪 ︼ ジ ス カ ー ル

出を成約しているということで共

先方が希望すれば別だが︑国際儲

期している︒最近の来ウエスチン

から︑ここ一︑

その固衡の安金性を亜視︑かりに

来原子力懸巣会議︵AIF︶は
SG11WR計翻が困難になった認

ってこれをまかなうとすれば︑現

たが︑もし他のエネルギー源によ

撫する三千二百万ゆの石癌︑また

十億立方研の天然ガ

検難局が要求するクライテリアに

ス︑または月間生産鍛のほぼ一七

い千八欝一

による電力痛嚢の頭打ち︑石炭麗

朱京都港区東新橋1−2−13（川岸ビル）TEL（03）573−4235㈹

栄進化学株式会社

五︑政府は︑各炉型ことの輸出

・デスタン仏大統領とシュミット

通の立場にある︒※圏はプルトニ
ウムを分離する再処理工場は核兵
だ︒

二の

われた第二十九回定期協議で︑憂

西独首摺は︑このほどパリで行な

国のカータ⁝新政権が核燃秘再処

慧閣を堅持している︒

用朧月のためあくまで契約履行の

このような仏噸の抵抗に紺して

器製造に利用される危険があると

西独のブラジル向け輸出をめぐ

こうしたなかで気圏︑科挙技術

型をめぐる論議が島まっている︒

婁合金が打ち出しだ絡論は︑英国

なことが生じたとき︑WH社によ

して︑かねてから仏独両国に解約

る米独の争いはもっと複雑だ︒西

英議会科技特委が勧告

SGHWR路線支持

を認める照もあり︑こうしたこと

ことに対処する方策を協議した︒
を求めてきた︒またパキスタンに

供給を中断し・一方︑ブラジルと

再処理サービス愛蔵の馨し入れを

兇方がでている︒

理輸出を放駕するよう求めている

薄しては昨年八月︑解約しなけれ
独はいち単く来国の軽水炉技術を

︵欧州共同体︶諸国貫け核燃料の

定期協議の共同塞欝では︑﹁核感

消化しジーメンス︑AEG・テレパキスタンには濃縮ウランおよび

米麟は最近︑カナダを伴ってEC グハウス社とフランスのフラマト

動防止の慰問の悪理を表明﹂しな

入を行ない︑これが米仏の関係を

ば援助を打ち切るという露骨な介

フンケン三二が設立したクラフト

子力エネルギーを必要とする国が
悪化させた︒フランスはその後︑対

がらも︑﹁経済開発に当たって原

あること﹂を認め︑門蕎国がこれ

ベルク・ユニオン︵KWU︶社が行なうなどの動きに出ている︒E

この
識でも︑PWRよりAGR路線
をぼど︑異常憲波におそわれた

の貢献度評価

外原子力政策閣瞭会議を設幽して

炉型の方が輸出の期能性がきわめ

高気
くつくとみなされたとき②他の
一月幸六日︑sG銭WR︵蒸

のような勧笛を行なった︒

が開発してきた独自技術の維持と

らの国にお け る 平 和 利 用 の 分 野 で
独占メ⁝カ⁝になっている︵従業

っているが︑カナダはECが核拡発生総総炉︶計爾に関する報駕瀞

たしだ原子力発霞の役覇につい

米属の一月のエネルギー供絵に果

計された他の炉型よりも明らかに

今後は再処理工場などは輸出しな

米国の市場勢力醐とみられていた

員六千人︶︒このKWUが昨無論︑カナダから供給を受けることにな

この騰落から次のような勧告も行

とるべきだとの方悶を示しており

葵議会の科学技術特別委員金は

い方針を決めたが︑このことにつ

て大きいという確たる模拠がある

C諸國はウランの約半分を米國と

供与できる技術的︑工業的霊長に

いては対来配慮とともに薩縮や萬

とき③代麟炉型の建設がずべての

ついて葱晃の交換を続けること﹂

原子力施設査察捌度を確立するま

散防止条約︵NPτ︶にもとつく を難表︑同計画支持の立場から次

で合織し︑単純には米濁の恵閣を
ブラジルから原子力発電所八基︑

処理サービスは施設を輸幽するよ
ノズル法濃縮ウラン施設︑霧処理

受け入れないことを示した︒

今年一月中に原子力発電によっ

て︑次のように論評した︒

て供給された電力は約二千億KW

牽備をひきつづき進める︒

H︒もしこの電力供給が確保され
ル︑ト⁝ネスのSG琵WRの建設

なかったとすれば︑次のような鰯

明らかに避く建設しうることが証

業働二億蕪千万ザに近い賃金の支

①月闇二十號万七千入以上の失

一てPWRの本質的な紙数問題態が超こつだと推定される︒
の謹価は速かに朽なわれ︑その紡

型原

わゆる

払不能③圏民総生産︵GNP︶に

コ⁝ルダ！ホール

英国は黒鉛減速・ガス冷却のい

明されたとき︑というもの︒

なっている︒

で︑今隼約策した千沙のウラン供

問題点を克服したうえで︑サイズ

施設など総額八十億がを受注した

けるNPT望事制度に関しては同定しうる︒すなわち④SGHWW
R魏発電駈の所定の建設時よりも 評価結果がでるまで︑サイズウエ

給はできないとした︒ECにお みSGHWR計薩の取りやめをウ
決エルならびにトーネスのSGH 一︑現在行なわれている各種の

エネルギー大脳は次の場台にの

ことが米国をゆさぶり︑仏独への

された鶏力は︑麗欝な鉄鉱床を背

が同一の安全棊轟にもとづいて設

クルスク原子力発題所一議機︵黒

燈にもつクルスクのコンどナ⁝ト

に先だって︑原子力施設擁戦局は

粟は公敗されるべきである︒これ

れを改甘したAGR︵改良型ガス繭独の原子炉疑全委員会がBAS結びつくさまざ蕊な商撮︑製鍋︑

子炉により︑世界にさきがけて螺
一方︑シベリア菓部のチューコ

サービス約⁝二十八億がの低下︒
Fの二重繊的朋PWRに対して求

子力発電の実鰐化に乗りだし︑こ
トカに建設されたビリビーノ原子

炉︶にひきついできたが︑米踊型

KW︶はこの一月︑本格的な送霞 に送られる︒

鉛減速沸騰軽水型︑電気出力蕩万

条約に加盟していないフランスが

圧力の発端になったとみるむきも
ある︒

順調に進む
ソ連の原発

W原子炉四機が計醸されており︑

を開始した︒岡発罐所には百万K

力発電所︵黒鉛減速︑加圧軽水型

めた安全防護措贋について︑それ

クルスク一号送電開始

すでに二号機も建設に入ってい

四機︑露礁出力餐一万ニヂKW︶ の軽水炉が世界を席捲するととも

原子力発魑はこの一月︑一纏万

モスクワの証約四百詩綴︑セイ

る︒クルスク原子力発送所で生擁

の住宅︑首万薪の商店とオフィス

ム河流域の堆秘草野に建設された

が要求された理畑とそのための遡

ビル︑学校︑六万の工場︑産業︒

に︑経済性や輸出の岡能控などか

の安全牲と運

窪の月間國内生薩羅の一三％に楢

三︑麗在行なわれているコスト

生塵設備の電力︑暖房を謹かなっ

も昨年十一薄︑四腎機が発話を開

飴界に軽水炉獺晦が強まり︑照内

の比較極微は︑同

である︒

した︒同発電所は一号機が運転開

った︒英政府は詳細検討を行なっ

に大きな

始︑四万八千KWの計颪出力に達 ら︑中央発臨庁︵C罵GB︶や晒加コストなどについて検討すべき
始した一九七四隼以来︑約四二K

転上の痩求にそって︑両及胸途か

雛型野瀬〃が藤き起こ

W翼の電力を生産している︒ビリ

た結渠一九七四傑︑次蛸炉型を英

定︑この炉型によるトーネス︑サ

国で開発した SG猛WR に決
に確められるべきであるQ

ビーノ発電所は入口十万のチュー
コトカの鉱山町に暖房用蒸気も供

イズウエルB宝亀所などの難設計 た安全クライテリア︑放射能放出

四︑政府は︑CEG8が発行し
は現在の月闇盆産鷺の︸O％に近
給している︒写爽翠黛飽を開始し

陰
繧
業とのかね盆いから原子力発竃開

︵上︶と炉心装殉作業︵下︶揮T 醐を打ち出したQしかし経済紙迷 指鋒と梅外諸圏で通用されている

たクルスク原子力発電所の全容

ASS提供

非破壊検査機材（浸透・磁歪・超音波）

素材から航空機・原子力機器まで、

子
原

︸

璽灘禽獣

藷翻転轟 璽

轟ii織機翻
藝i顯琶i撮轟轟i垂
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＝

硫黄分（10PP縄以下）

素分（50PP・m以下）

低塩素分（150P．Pm以下）
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環焼分野

原発立地で水
質汚染を懸念

ということにも表われてお

わが国では現在のところ︑放射

翼堺

せん。CRCにおいでください。そしτ、お話しください。いつでも、あなたの症状にピノタリの処方箋を

トータノレな寸霞軒《処郵翌→爵一ヒス

センチュリリ跡」チセン運3樵式玄社

一九九三庫︶⁝1と予測してい

．の分野が広範多繊わたっている。と、搬義搬膿先に駈ている．となどが主な舳獄蔽・＆・

る︒

ビタミン剤なら成分を公衣てきるし、公衣しなければなりません。でも、CRCがもっている原∫力分野の受託

電所立地に伴う水質・土壌汚染﹂

原子力事故は
安全分野

今後軽減と予測
今後︑一層深刻化すると考えら

二％・爽現時期一九八七年とみる

﹁地震・津波偏をあげており︑次い

で﹁危険物災害﹂の八三％︑﹁交

のに対し︑工業生産分野では︑岡

る

る︒

実蝦蟹期一九九〇年と予測してい

誌

欝欝響饗喋

および﹁大気汚染﹂を慰念ずるとし

た回答が多く︑一九八五隼以降二

﹁再処理工場および放射性廃棄物

〇〇〇年初頭までの期開になると

処理場周辺の大気︑水質︑土壌︑生

と述べている︒

態薦染﹂を懸念する圓答が多い︑

れる安全聞題は︑回答者全員が

逝鶏故﹂の五七％︑﹁原子力施設

六八％︑一九九二年と予測︒

掬鞭欝馴撚解 織 謙 蘇 籍

安全に行なうための防護服が普及

立される﹂では︑緊要度八六％︑

する﹂では︑安全分野で騒騒度二

下もしくは源上︵沖含︶立地方式

2980

2

Q95ま東〆簿02928

i

FM

ここでは、せいぜい、ビタミンAからビタミンZまでをつくる能力がある、ということしか公表できまTSS

今後︑環境分野で︸圃深刻化す

ﾆに鑑があると蕾えられるよ るものの第一は︑﹁纏棄物処理﹂
があげられている︒その

であり︑次いで﹁海洋汚染﹂﹁水
質汚染

時期をみると︑①地下封入︑海洋

観的見方が多くなっていること④

3になつだこと③黍に対し懇

汚染象荷登の増大︑行政機能の手

料学技術庁はこのほど︑わが国の今後三十蝉︑すなわち二〇〇五一に翌る科学技術発展の方向を
馬探るだめ︑デルファイ法による技術予測調査を実施し︑報告書をとりまとめた︒この調査は高欄成

みられること一が反映されたな

研究開発の投資に伸ひ悩み傾向が

投棄等による放射性廃棄物の安金

の事故﹂は九％で第七番霞︒今後

方︑﹁コンビナート︑原子力施設

環境分野の憲な技術開発の達成

長期時代の昭和四十露年度につづき二回藏のものだが︑労働︑ライフサイエンス︑ソフトサイエン

な

主要礪は︑人間溢動の増大に伴う

スの三分野を新たに加え︑資淘エネルギー︑環境・蜜全など七四域︑二十分野を対象に科学技術の
づまり︑

軽減すると考えられる安全問題

汚染の長期的累積

どと撮摘している︒

な処理・処分技術が実絹化される

は﹁労働災審﹂八三％︑﹁交通弱

いち早く作動し︑地震による施設

等の安楽装置が初期微動の段階で

はやや影をうすめ︑実

九一黛︶②高レベルの放射性廃棄

故﹂四八％︒﹁原子力施設の事

バラ色

物の処理・処分方法が技術的儘頼

故﹂は三〇％で︑門消費材による

を探っている︒今園は苗回に比べ︑科学技術に対する

性物質による湾染が公衆および藻

性︑安全性をもって実施されるよ

行方

境へ影響を与えている例はない

うになる︵同八二％︑一九九二

贅を収れん喜る﹁デルフ︒∠て黍捲鴎な人禦琵し︑団

どたとしているQ

が︑今後︑放射性物質による汚染

凝れ

塁︑安全九︒O年︑工業生野八︒

り︑輸送一〇・蕊無︑建設九・一

が起こるとした場合のその潜在的

事故災憲﹂と並んでいる︒

このことは︑墨田時期が

二矩︑空撮資源六・五年間情報六

いての研究が進み︑かなりの精度

年︶③放射線の遺伝的影響等につ

規時期でも前圃より平均で六・三曲の遅れとなっている︒

開発課題は二十一あり︑とくに

︒五隼︑侮洋開発六・一無︑鉱物

る︒それによると現状からあまり

司能性について調査を行なってい

で低レベルの放射線の人体に与え

未満

の原子力発電駈が設置される﹂で

しているのに対し︑安全分野で

脚∫力；関fるお問ムせ蹴鮪賦業策榔費6636捌㈹へ

582

42n大販2414B1名古展G62

ヒューロー〉棄京θ53

6曙0鮒り（GRCne！サーヒス

︵璽要度八一％︑実現時期〜九

医療関係︵脳卒申︑心臓疾懸︑ガ

資源丑・六庫︑家庭生郷軍・田

ン︶︑負︐源関係︵大慈斜面の石

磁︑食糧︶︑防災安全関係︵地

無︑宇晒開発四︒七年︑保健・医

る影響が解明される︵岡六五％︑

るが︑璽要度については︑評価は

とかなり近似した結果になってい

大きく異なっている︒例えば︑

推移︑諸制度の設定などによつて
大港く変わるが︑﹁一九八五年﹂

においては︑節減可能騒が

は︑エネルギー分野では︑璽要度

抽鵡す︐る技術が開発される﹂で

の比率が高い課題

それほど璽要でない

の比率が六瓢％

不要である

一方︑

一％以上五％未

予測しているのに対し︑海洋開発

が三八％︑実現時期二〇〇〇年と

﹁海水中から経済的にウラン等を

として︑コ九八五矩まで﹂の時

と最も高く︑

以上一〇％未轟

五％

述べている︒

ンドからの石梱の抽出②貧鉱等か

一〇％以上

が二九％と続いているQ﹁二
〇〇〇年初頭﹂では

満

期に①オイルシェール︑オイルサ

O

三一％と増大しており︑省エネル

としている︒まだ︑﹁わが国で地

様︒この理由は︑﹁経借控に問題

ギーの雛要性に対する認識の高い

分野では︑同二〇％︑二〇〇三無

がある﹂のほか﹁わが国には資源

は︑エネルギー分野では露要度四

OO無初頭まで縣においても同 二〇％来櫛 ︑ 五％以上一〇％

が賦蒋しない﹂などにあると指

ことを示している︒

は︑①遠心分離法による商業罵ウ

しそれぞれ課題がその分野に与え

は︑同二〇％︑一九九九年と予測

一％︑実現時期一九九六年と予測

摘︒﹁地熱発電﹂については﹁わ

の比率がそれぞれ六〇％︑

熱発霞ーーをあげている︒コ

らのウラン︑トリウムの抽出③地
エネルギー分野
エネルギーの安定鮒確保を騒る
ため︑必製と弩えられる十八の技

用については﹁石細︑天然ガスの

術開発課題に琶及︒まず︑石佃利

大陸棚探蒼︑採掘技術扁の璽要醜

い一などの批判的コメントもあっ

ラン濃縮工場が稼働する︵璽要度

技術醐発の実現時期について

とした恵見

八一％︶一九八九隼②地下封入︑

︵八七ー八○％︶が︑コ九八五奪 が爾では笑用化できる立地は少な
まで﹂において鍛も高く︑依黙と

たが︑

灘羊没棄箸による放射性廃棄物の

重要である
して石曲依存が続くと予測してい

も比較的高く︑評価が分れるとこ

今後︑わが煽において環要とな⁝安定な処理︑処分技術が実用化さ

る影響の度合も示唆している︒

る︒﹁省エネルギー技術﹂の薫襲

ろとなっている︒

度は︑﹁二〇〇〇蕪初頭まで﹂に
おいても高く︑将来ともその餓要

傾【「彪凡る

｛

畷

韓t登．

穣警牽騨

三簸甥馨癖斬・

蜜金性解析

構鰻垂解析

遼…磯露幸算

等の破壌を防止するシステムが確

贔の安全︶なとが闘立っている︒

震・防災︑環塊保全︑医製品︒食

が︑一九八五隼までは﹁原子力発

環境三︒八雲と︑瞬並み遅れてい

療四・三無︑森林資源四・O黛︑ 大きな変化を予測する人は少ない

技術課題﹁放射能申での作業を

の方法は︑回答暫の入選や質問課・者など囎広≦一千二酉余人を回答

で

れる︵同九〇％︶一九九〇年⑧核

願望

報告書のなかの﹁重致腰﹂と

るエネルギー資源確保に関し︑ア

は︑回答沓の個人的な

性が認識されているが︑園答者

2曜ヨ｝985｛1まて

レ費03663

法﹂という予測調査の一手法︒こ体役員︑大学教授︑研究者︑技術

蕎としてリストアップしている︒

源︵同着〇％︶︑携報︵同八八％︶

燃料サイクルを含めた高速増殖炉

s葉エィルキーの働繍i

21皐ピ

題の設定により結果が大きく影響

る︒全体平均では六・︑三難の遅

ンケートを行なっているが︑コ

@ロセベの開発

む解蒙諄

されるとい・短所があるが・第三アンケな︑昭和五表三
れ︒また繭回解毒では︑次期技術

から門省エネルギー化を図るに当

@吉工イルギーを鰐郁「めの新型縫暑毒霧フ

本杜／乗亨霜匡中央区日本摘本町3

ク多⁝！多ーー〆一多ーノチ！多5ノ多ーノー！4多レンノ多多を多ノーグ！ジク

て︑技術課題の研究開発を推進す

はなく︑わが国社会の状況からみ

など︒字宙開発︵岡二四％︶︑建

y聲縮鋪⁝塑纏み剛翻麺轟周踊
が一九八0八代が

ﾅ終，畷における効馴ヒ

報告君は脇広い科学技術分野を

@屯蘇州

ギー︵食糧︑森林︑鉱物︑水︑エ

m織㌧ノテム

講査対象としているため︑五等々

ﾋ謹三蔵の劫馴ヒ

ネルギー︶・環境︑安全︑家庭生

S舞の劫享化

二
革新の

方式核融合により臨界プラズマ条

︵同八九％︶一九九七年④レーザ

︵FBR︶システムが開発される

ることの重要控という意味である

九八五隼まで﹂の時期で石油︑天

開花

項﹂で八十七闇題︵前圏四十九問

たってはシステム化および体制

然ガス︑石炭︑ウランが他エネル

設︵同二一％︶は減速されないも

ギー源に銘べ重嚢度が高い︒コ

中心となっていたが︑今回では一

た︒

整備が鑑要﹂とのコメントもあっ

が︑今園の﹁璽要度﹂は前醸に比

麗が本一格稼麟勝

九九黛⑤磁場闘じ込め方式核融會

F霊

門個別の技術開発一で六藪

題︶︑

できるので︑園答蕎は全体酌な愁
兇の傾向をみながら︑各人が再

度︑質問課題を評価でき意見の収五十六問題︵同六颪四十四問題︶
れんが図れるというところに普通一を設定した︒圓収麹は第一回アン
㎜

が達成され︑電力を取り出すシス

○OO薙初頭まで﹂は︑石油・天 件が達成される︵岡六八％︶一九
然ガス︑石炭の重要度比率低下に

原子力開発ではコ九八五矩ま

対して︑ウランの璽要度の伸び率

〇〇五薙IIなど︑エネルギー分

テムが開発される︵同七八％︶二

ケートが約七〇％︑第二回アンケ

で﹂において﹁増殖型原子炉﹂の

が署しい︒しかし︑岡時点でも石

野での原子力関係技術では全部で

のアンケートと翼なる特磁があ

﹁二〇〇〇年初頭まで扁の期間で

璽襲度は高く︵七八％︶︑次の

油の重要性は︑依然として最も高

十六課題を採りあげ予測を試みて

ートが八四％とかなり高い率を示

は璽塾度八五努と筆頭にのぼり︑

であるが太陽エネルギー︑地熱エ

く評価されている︒また︑わずか

る︒

ために︑高速増殖炉に期待がかか

石油︑天然ガス依存から脱却する

核融A響発電も実用化へ

のの︑今と変わらないとなってい

エネルギー分野と海洋開発︑環

ては︑分野による差異は三年以下

された質問では︑実現時期につい

境︑安全など他分野と重複して出

エネルギー消費の節減可能麗に
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リウムが重要とした回答もあつ

ついては︑研究開発の成否︑繕来
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エビ︑ウナギを・出荷一

原発温水で四季をとわず
原子力発電所からの濃排水を利用しての三三三四を行なっている温水養舶開発協会藁源蟹業所で︑

冬期鑓殖

が笛能なうえ︑一単方競墨たりの収猛も豪初のこ十

岡協会が三年間にわたってとりくんできたクルマエビの撮極計画が軌通にのり︑関係巻の高い関心を
集めている︒灘緋水利周ならではの
倍近くへ飛躍的に堰大するなど︑採撚の冤遡しも慧遼に得られつつあるといわれ︑濃携水騨用養魚企
業化の旗手として今後の旗桑が期待されているQ

で闘圓︑九千尾あまりが更票簗地
甫場に放出されている︒
企業化への最も璽要なカギの一

つとなっている皇位嶺たりの収鐙
の瀬でも嶺初醤五十樗／軍方溜だ
ったものが今上には二・三〜二・

五詩移／写方綴へ︒零時にくらべ
約二十悩︑自然海水利嗣のクルマ
エビ養憩と比較しても︑その約十

倍へと飛躍的に憎大してきてお

をもとに一九七六鋸七月から九月

遮施設をく家なく歩き画っだ取梅

タッチで再現していく︒まさに初

のわかりやすい︑臨場感あふれる

﹁核燃料とはなにか︒そ

である︒

心癌︑馨門象を問わない画期的な

認肇に︑第二郡として﹁発舞から

そして報過認暫の冷徽な罠でみ

ている︒

贋核燃料からエネルギーを取り出

た原子力磯発への結論はi︒

すことは︑資源小国購本にとって

は避け摺ない選択である﹂と浅い

朝B新聞社叢︒B6判︑鋤吟︒

切る︒

相撃八＋円︒

㍗醸から蜜京で

高速炉燃料被
覆で専門会議

妻琴原芋力機関︵IAEA︶は

二十一田から二十五灘紫で︑わが

の会議にはホスト圓を代表して動

燃事業繊が金面的に協力すること

︑

射射

照照

験気

慰委

財酷人選購縁照躰振興協金

した要撃に癒えた讃︒それが水蝶

謹で朝繊新聞に揚誠され薦題を呼

実罵まで﹂を加籔したもので︑陽

このほか岡禦業所では昨庫初め

アイソトープ会議のようにこれら

になり︑十六闘輩議夢定が岡購渠

それによると︑同誹議は王A鷺

園から明らかにされた︒

Aの高速炉国際ワ；キング・グル

二十一臼から臨賑間︑東京・赤坂

ープ湧勤の一環として計幡され︑

の岡蠣業団嵐部で・嵩超炉閉発の

籔の根互作用間題を討議したあ

キー・ポイントとなる燃料と被擬

と︑二十五田には茨城銀の二食業

の麗遮施設を視察︑討論する︒会

団乗海饗業駈と大洗工学センタ：

議には︑来︑英︑ソなどから約二

十私が参加するQ

石錦鯉品の総；合メーカー

貴男轟論うずまく原子力論争︒

なのか︒その安全性は﹂⁝i半巻 んだ﹁核燃料一探査から廃棄物

れは︑日本人にとって本当に必要

こうしたなかでも咳燃料サイクル
の問題は︑昨難読ダウン・ストリ

の機動力を駆使してウラン探鉱現

大嫌忌紀子著

﹁核燃料−探査から廃棄物処理まで﹂

は朝巳新聞科学都記餐Qもちまえ 処理濠で﹂という鰹牽六回の運戯

介

場や赤ランプきらめく原子炉へと

て温掛水による虚幻に成功したシ

視野か6総累々にとりあげて検討

こしうたことから新関原子力婁

を総合的かつ国際的にとりあげる
楊はきわめて少ない︒しだがって
この会議は世界的にも重い騨価と

手

関心がもたれており︑開催の都
度︑臨薦︑他隔の論文発表の

関する脚門家象議漏を開くが︑こ

までにも濁際醸子力機関︵︷A8 濁で﹁商速炉燃料被纏相鉱作用に
り︑新たにデータ処理部を設けて

頚察組織の手濡しを討顕するた

員は︑︷AEA内部で検討された

A︶をはじめとする犠麺園際機関︑

開発部と合わせ四郎制とし︑増大

に輿脇することになつだ

関速学協金が開いているが︑繊嵐

するデ⁝タの処理や蒼蟹圏動化の

もの︒

一方︑團内鰐には︑アイソトー

の調整に琶嘉するありさ康︒

第13回R一会議が各国からあがり︑主催塾側はこ

の準備に着手
塵

﹁原子力ルポルタージュ﹂となっ

ーム対策を中心にして︑今後の漂
つとし

て大きく浮かび上ってきており︑

子力開発の巌蚤要課題の

殻近の核拡散防止をめぐる新しい

ルなテ⁝マを提模している︒

動きともからんで澱もクリティカ

ン探齎から論議沸鷹の廃堅物処分

のあたりにくい核燃料サイクルの

蒔絵

にいたる長大な核燃料サイクル金

ふみこんでいく︒そこで箆たもの

その反面︑広大な砂漢でのウラ

製を一望のもとに見逓し︑しかも

現場の実態から︑ドラマチックな
原子力の歴史豪でを認番ならでは

はllQ
本々は藁蕎が核燃料サイクル関

これをわかり易く紹介することは

の霜気代の負撮︑難壁により催止

場への出荷も予定されており︑ウ

まさに至難のわざといえる︒こう

される温排水供給の安定化︑クル

ラスウナギの養猫についても︑今

するもの︒アイソトープ・放禦線

用開発の纂礎研究︑実用化の健追

月頃︑山口桑の藤永クルマエビ試
マエビの特性にあった獲曾池の開

ナギについてもクルマエビとなら

の特定分野での器用や個汝の利罵

り・事業所への温緋水揚水のため

験日から購入した約十万尾の種魚

庫初めに飼膏鍵を飛躍的に憎穴さ

んで企茱化試験計画の二大柱とし

技術に関する国際的な塞議はこれ

現在出荷されているのは昨琿七

期︑二期のへだたりなく飼膏可

が膏つたもので︑当時O︒一三ド 発など︑いくつか残された問題点

せ旗魚約質二十詩耀く三ナ万尾を

て横極曲に敗り維んでいく予驚︒

後の温水が盟露に供給でき︑冬

能︒このため隅瑠業所でも五〜七

はあるものの︑急速に企業化への

放流︑本格酌な企業化試験に移っ

筒蜜業所が初めてクルマエビを
棄察濱堀に臨回したのは昭和四十

月︑九〜ナ月の二園に磁って稚熊
鰭だったクルマエビも約半年で二
晃通しが得られつつあるというQ

一月頃には初めて試験的に菓康市 とこれにかかわる問題を国際鮒な

九年の五月︒以来一國四十〜五十

を放流する
十緒までに茎長︒すでに今年だけ

ていく計画︒順調にいけば今秋十

諸ずつ養数十蹴にわたって岡観場

の融然海水利用の獲魚蟹業所によ

が定着︑他

などへの供給が定着︑一般壕鷹の

るクルマエビの供給がストップす

二期作

食繭をも購わせ︑ ﹁味も相嶺なも

を最

大瞑に利用した出荷計画がとられ

はざかい期

獺の三舎冬期には海鶴が五慶くら
ており︑このため︑こうした時期

る三〜五月の

いまで下がり︑クルマエビも死滅
には温水利用クルマエビがひっぱ

ふつうの自然海水を一網した養

してしまうという制約があるた

禽理化を踏まえ︑核拡散防止条納
を批准した︒一方︑原子力開発の

七賢

め︑米︑ソ︑デンマークなど七か

りだこ︒これまでも他の霞書冊魚

け入れの表明もあったことにより
原子力閉発に伴う蕉察業揚毯が増

原

ヨ水原子力産鎚塗議はこのほど

わたって浸透しつつあり︑生盾に

兜進囚である米︑英なども︑挑准
国などからの﹁核傑有壁が査察を

第十三回日愈アイソトープ会議を

工︑さらには公欝対策など多岐に

プ・放射線の利用技術が医︒農︒

制の強化を謡薩︑影壁なデータ処

受けないことは不軍等偏とした不

密瘡したところで大きな役割を果

沃して奪いることから︑霧休

人会議

機器開発も行なう謡え◎スタート

め︑獲殖周期化も五〜八月ころに
のクルマエビが放出される時期に

濁の代譲からなるいわゆる

は一重五千円程慶のものが鼻高二

から三二間︑オーストリア・ウィ
IAEAは︑わが燭や顕独が拡わが国は︑昨鋸六月︑欧州原子
ーンの国際原子力機関︵τAE散防止条約︵NPτ︶を批准︑ 力共岡体︵ユーラトム︶並みの保

は今隼六月頃となるもよう︒

照溜黒を放驚し︑約六か月をかけ二

A︶本部で︑︷AEA蕉察周の来
組︑英などから 富発的 査察受

と聾し禽う︒

月ころまでに収獲する一パターン
倍近くの一詩︸万三千円程慶で取

織拡亮強化などについて各国代表

新関欽哉原子力婁澱は︑十七欝

に眼られのが普通︒これに対し原

値を職めているという︒

り引きされたこともあり︑経済価

お

陳悪夢題用など条件に︑簡素化︑

ての養憾の場舎は常時二＋葺慶前

一A置Aが組織拡充へ

査察体翻強化を検討

の﹂と野響を得ているという︒
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科技庁がソフト作戦
のイメージを一掃し

櫛をのぞくため︑単和利軍国的の

たしているが︑それだけにアイソ

二酸化ウラン紛来を脱硝

トンボの製品

産

力

原
役藤二月

たい扁と彊り切っている︒

・大手町のサンケイ会館で開催す
原子力施設に限り

再処理施設で
従業員が汚染

燃

再処理ウラン試験を行なってい

鋤
アイソトープ・放射線の利用につ

る動燃黎明圏東海二業所の再処理

いる︒鉛±二心会識では・とくに

に一翼の配慮が必要になってきて

の問題に理んで︑その黒金な秘用

AEA査察を受け入れている︒︷ることを淡め︑準備にとりかかっ

群発的

に葦

心機璽務局の珈蹉など検討してい
る◎

の昭秘瓢十一葺に鋤一圓遜譲を開

睡一

賞A蕊察局︵關発部と盃察菜猫部 芋茎発電所や原子力施設の増加に

催して塩菜︑一聯単から二隼おき

この改革構想は︑現在あるIA A￡Aの脊察簾務疑は︑各国の原 た︒この金議は原子力騰発蒙創期

あわせ謹すます塘えてきており︑

に開催されており︑広範な分野で

いて︑ライフ・サイエンスなど今

め樋用の

の轟入パイプと三酸化ウラン粉末

塔に供給している巌中︑脱硝堪へ

差水原子力帯電熟議は遊く︑斎

藤俗房索大再挙部教授を蚕藁長

イプがはずれウラン粉末約十詩耀

灘矯容器とをつなぐビニール製パ

が飛散︑焦したもので︑すぐさ康

の構成︑テーマなどを灘つめてい

ソトープ︑放懸軍関係の機器展示

く予定だ︒なおこの雲議ではアイ

除染した纏果︑全図の表繭汚染は

取り除かれだという︒

会も陶かれる︒

翻保温悪

響て︑PRの展開にもこれ努め

懇談会メンバーは次のとおり

︵敬称隆︒
梅原和子︵英会話塾教師︶︑

校PTA副鼠長︶︑岡部冬彦 あわせ約四猛襲︶の孚醸しが霊眼

現在査察の対象旛設は六薫を縫に

鑓われるアイソトープ︒放樹笠利

となるが︑とくに渠務部を第一部

︵漫薗家︶︑樫本八重子︵身陳

という︒

窪二心玉人がウラン粉末に汚染︑

状況などを報告した︒

岡要業団は岡覇科学技術庁に蕩染

施設で十五目六一四聴二十分頃︑

ら麗藁まてを体系としてもらえ︑

に︑将来展転を魯めてその生産か

二段階での聞題点︑解決雛などを

後期徳される分野への展開を申心

術③新しい欝処理システム④便用

核燃繕の蟹理技術②同位体分離技

萬み核燃料の輸送二三の蜜全一働

総抵約に検認することになろう︒

果の評価⑤確蔀論醜な蜜盒評価⑥

性の安全評価④安全防護施設の効

とする標津委鑛盆を設けて︑難燃

四︑核融愈H①磁場の盆成②核

科学技術庁は十五田︑昭和五十

融禽用筆糾︑材繕⑧核融台罵幽定

汚染は︑脱軸重を始動させるた

⑤放射性廃贈物の処理処分技術

二葎度に幾聞企業などに委託して

技術④核融畠炉システムの謬価

科技庁原子炉安全など五分野に

N委託研究を公募

手一杯

超え

大森ひさ子︵童嬬︑永照町小学
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と第ご翻に分け萱蟹の強化を間
︵アートニヲレクタ⁝︶︑小

者服装デザイナー︶︑河北秀慮

松左票︵SF作家︶︑塚本夫士
枝︵霊嬬︑科学技術館ホームサ

子︵名古塵階立科学館説朋鍛︶

イエンスサロン会醗︶︑林久羨

柳瀬妻子︵テレビ司会者︶︑山

藤原銃吉︵旧人タクシー営業︶

放射性物蟹の至公低減化

実施する試験研究題国を次のとお

菰︑原子刀開発利周に関する技

▽陶請欝の提出期賜

術の予測または詳懸

墨壷五十二黛三月〜臼から岡三
月八臼藤で︒

翻ブレーギライ議ング

オピエオン︒りーダーの参加を

る両面作戦︒

二月目黛月中に第一圓会合を

町をつくる会︶

崎斑絵︵虫婦︑町田欝みどりの

または評樋⑥放出線による随霧の

被ばくの低減化②放射線雛の測定

二︑放射線陣憲防止姉①放射線
▽試験研資望馨

り公告した︒

一︑原子炉︵商速炉と新璽転換

三︑核燃料サイクルの確立一1①

推定④放射線無量技術の蜜全評纐

麟フッ嚢樹脂製晶

数式や 化 学 記 弩 が 幅 を き か せ

と

させる ア

視されがちな科学

を無ねる予定︒懇談鼠内容は旧

開き︑擾富の都舎をみて随階厨

説録を鰯旧物にしたり︑広報媒

懇談会設けPR展開

炉を除く︶麓設の安全巨①燃窟の

薩不燃建材

羅パッ串ン・ガス・ケット

【

蜜金評緬②構造の安気評価⑧耐蟹

縁石綿紡織晶

てとかくうとんじがられやすい

越覚の中にとり込んでもらおう

と︑科学三徳庁は︑宇野一宮を

囲んで主禰など十一人のメンバ

術﹂懇談鼓を近く聞催し︑

から

ーによる﹁茶の間で漁る科学技

っつきにくい科学技術

変身

親しみやすい科学技術 へと

同庁のPRを

イデアを繊してもらうことにな
った︒

私物

原子力 や 宇 霞 ︑ 海 灘 な ど 補 職

家の

技術を旗く茶の閣の謡題にして
おチエ

職略︑アイデアに翼を傾

もらうための科技庁の

拝借

ける一方で︑FS作簸︑湿 画

家︑タクシー運転手︑テレビ司
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会暫など獄民感覚を反映できる

紳ぞ勢

放射線照射の利用

あらゆる産業に貢献する

刊

魚温
水
協餐i
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科学技術を︑もっと身近な生活
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原

︑
日本原子力産業会議が十六日︑索京・大手町の工業クラブで開催した第五十五団原子力産業懇

談会で大塚簿比古外務省国達局外務参事宮は︻核拡散防止をめぐる各国の動向i米園の新原子
力政策を中心に﹂と題して講演︑核拡散防止をめぐるこれまでの歴史を遡りながら︑現在表颪化
してきている薪しい動きについて﹁核拡散への危険性が先進諸国から開発途上圏に移ってきたこ
とが直接の動機となった﹂とその背豊を分析し①カータ⁝政権はフォード政権よりも比較的厳し

等がそれである︒

聾PTは一九六八年に成立︑七
〇年発効した︒この間日本は︑
九五四年米原子力法にもとずき一
九五五年に最初の研究炉を導入︑

その後英︑加︑仏︑オーストラリ

が︑IAEA設立にともない保障

アと原子力一熱量協定を締箔した

い原子力政策を打ち出す可能性が高い②わが国での再処理について詳細なデータを確立し︑その

ってわが国の原子力平和利用はほ

臨響艦
たことを象徴離に示す出来事だっ

に対し︑非NPT国に対しては外きは購本への影響もナきいものと

用について係障措置がとられるの

た開発途上国への核拡散防止がN みを対照としたセーフ︒ガードし

国からその国への輸入についての

なってきており︑昨毎末には正戎

防止新政策に関する串し入れを行

国もたびたび口頭で来国へ核拡散

考えられ︑こうした観点からわが

ゼンチン等は核拡散防止条約に加

し︑わが羅としての立場を説明す

Aのアルゼンチンのセーフ・ガ； 理をはじめとする代表団を派遣

の主謡だった︒また︑当時IAEまた近く井上五郎原子力委員長代

反映して生じてきている問題の一

にのせられるようになってきてお

の国が核拡散のブラック・リスト

いる︒こうした国をはじめ︑多く

ての共趨ガイドラインづくりが行

メンバーにより原子力輸出につい

年四月号参加し︑現在十四か国の

スカールデスタン会談により七五

的に取りくんでいるところだ︒

も現在︑岡三との慧冤調整に縞力

止に極めて熱心で︑外務雀として

なったという経緯から︑核拡散防

ドの核実験への聞接的な引き金に

された原子炉が一九七四奪のイン

り︑さらに韓國では︑フランスか

終レポ⁝トが作成される予定とな

なわれており︑今春三月申には最

仏も︑一九七四年のフォード︒ジ

PTに加入しないと表明していた 題がある︒カナダは同国から洪給

らの再処理施設の遠駆計画が来国

さらに︑もう一つの重要な問題

ないとの約束を相手国から取りつ

かなる名のもとにも核爆発をさせ

る︒それによるとプルトニウム・

めて詳細な計算が行なわれてい

では︑わが国の再処理に関して極

再処理の問題だが︑米国側の文献

拡敬防止をこれからどうずればい

止から︑むしろ開発途上国への核

についての問題だった︒NPTになどが採択されている︒

後の原子力外交を進めていくうえ

このためモンデール副大統領の訪

ということだ︒世界は非核三原則

ということをヤ分認識すべきだ︑

産業とは異った性格をもっている

発は字宙開発などとともに普遡の

七四年にインドが︑カナダがコロ

つきに登場してくるのは︑一九

行なわず︑来国もその間商繋的再

関達する猛険性の検討が終るまで

サイクルについては核拡散防止に

表︒①再処理︑プルトニウム・リ

って遡用するとも明鴛している︒

るが︑これについては契約時に遡

だことを指しているものとみられ

ター氏の擬え方の方がどちらかと

示していることがわかるが︑カー

カ⁝ター氏もほぼ岡様の考え方を

こうしてみると︑フォード浅も

必要がある︒

として軍急に国内体制を確立する

じるところまできており︑わが国

もこの問題が条件となる混獲が生

乎

鶏

琴重

考えるための環境づくり

無

1灘纏

九州電力株式会社
玄海原子力発電所展示館

き獣

慨㌧

呼

匙

罫こ森

菰翼

翻原子力PR館の企画・設計・施工

いえば厳しいようだ︒これらの動

た︒

PT体制の本質に迫る問題として か行なわれていなかったことか

な自認での串し入れも行なった︒

この町回で・それ以後︑こうし

ら︑この対象を国産を含めて全て

大きく浮かび上ってきたのであ

に適用させようというのが再検討

盟していない︒イラン等は核拡敬

に︑期閻の延長も問題となった︒

ド対象期間が五年間であったため

る︒ブラジル︑パキスタン︑アル

なオイル・ダラーの流入により極

一九五五年四月からは︑ロンド

防止条約の当事国であっても鷺富

めて積極的に原子力聡発をおし進

ロンドン会議が設けられた︒N つとして日加原子力協定の改定問

ンで輸出先進国による︑いわゆる

さらに︑こうした新しい清勢を

めようとしており︑雨アフリカも

ることも予定されている︒

周辺をブラック・アフリカにとり
かこまれながら独自のウラン濃縮

に置かれることになった︒

とんど全てIA8Aの保障措已下って︑日本が同条約に署晒して六 パイロット・プラントを作成して

再処理し﹁平和利嗣﹂と称して行

側の要請でとりやめられるなどの

NPTについて︑ユーラトム並現されることになった︒

のちの核払散防止をめぐる新しい

れ以後の世界の核拡散防止に関す

なった核実験の成功で︑これはそ

として︑核物質の盗難防止︑いわ

ける②輸入国の盗難防護体制を確

な闇題となっているものの一つは

への対策強化

これらの背聚の変化は︑NPT濃縮︑璽水製造についての技術も

理が必要なのか︑といった疑問も

どから︑わが国として本当に再処

核ジャック

ゆる

会議を通じ①平租利用を含め︑い

っている︒これまでこのロンドン ク・グラウンドのなかで一番重要

核拡散防kをめぐる新しいバッ

となったのである︒

現実の問題としても表面化してき

動きの重要なバック︒グラウンド

三囲に当たる昨年六月︑批准が実

いくことになる︒部分核実験禁止

その後のデタント時代へと続いて

条約︑核拡散防止条約︵NPτ︶

り︑米の核独占政策は崩れ張るこ

ース﹂についての毘解を明らかに

は国運で﹁アトムズ︒フォ1・ピ

年︑当晴のアイゼンハワー大統領

とになったQこの結果︑一九五三

みの奄察がほぼ実現したこともあ

措置もIAEAへ移管︑これによ

史

必要性を明確にしていく必要がある一などの点を摺摘した︒

原子力軍事利
：・・：歴

屠と平和利用
・：・

憾められる新

防止問題﹂の焦点が︑核拡散防止

ず︑このことはその後の﹁核拡散

は原子力法を制定し︑原子力施設

新たに撫わっての原子力輸鐵競争

条約が本来意図した︑日本︑西ド

し︑核政策を変換︑一九五四年に

の民有︑核物質の民聞便用を認め

が始まろうとしていた時期と一致

原子力は一九四五年︑広鵬︑撰

る政策を打ち出した︒これにとも
この六年間に︑じつは核拡散防

している︒原子力は本来︑資本の

崎で最初に核兵器として使用さ
れ︑原子炉についても原子力潜水

止条約をめぐる国際環境は大きく

イツ等の先進國への核兵器拡散防

を鰐象とするだけでなく再処理︑

認する③従来のように核物質だけ

輸出国の規制対象とする一⁝など

リサイクルによる経済性の検討な

の必要性も薄遇しに高まっている

インドはNPTに参加しておらている︒

艦の推進陶磁として蟹慕目的炉の
ない原子力設備等の供給に着手︑

変化をとげてきており︑この変化

面からみても︑技術の痴からみて

る主たる脅威となることになる︒

形で開発が進められたという経緯
保陣描置の適用を条件に多くの国

はいま世界が齎面している原子力

そして︑またちょうどこのとき

がある︒そしていまも原子力は兵
と二国闇協定を結んだ︒しかし︑

はフランス︑西ドイツ等が米国に

器として米ソのデタントの背蟹と
これには濃縮技術の輸出は含まれ

ことも忘れてはならない︒

体制がこのままでいいのか︑との

こうした計算に対処できるだけの

出されており︑わが国としても︑

の点が明らかにされている︒

また︑これと並行してジュネー

反省を轟まらせた︒一九七四年の
インドの核爆発実験の成功は当時

も高度に資本集約的で︑もともと

う根拠とともに︑こうした確固た

輸出指向型の産業の典型の一つと

防護の国際条約の提案③多国間核

をめぐる核拡散防止の新しい問題

で重要なカギとなるだろう︒

途上国への拡散防止がカギ

新秩序模索する世界

工匠の変遷

なる根幹としての宿ム開を負ってい

の同愈とりつけが条件づけられて

ておらず︑再処理についても米側

一九六四年の原子力法の改正で

：；

るのが現状だ︒これらを考えると

⁝たな核防体制

原子力は本来兵器として箪薯利儒

濃縮ウランの民荷を認める措躍が

いる︒

び上ってきている間題もこうした

り︑現在平和利用をめぐって浮か

とられ︑同轍に濃縮サービスの提

が先向した技術の典型の一つであ

衝鍛を考えずに理解することはで

の王AEAを大きく揺るがし︑理ブではNPm⊥再検討会議が開かれ 毒張が必要だ︒NPT四条の核保
①NPT締約国優先主義②核物質有国と罪核採萄国の格差選正とい
についての検討を開始した︒その

薯会はさっそく保障措置等の強化

に顧接︑間接に誘導を及ぼしてい

入った国に対しては全ての黙秘利

﹁アトムズ・フォー・ピ⁝ス﹂

供が行なわれるようになった︒

から一九五七庫には国際原子力機

以後︑原子力の国際管理の必要上

いのか︑というところへ移ってき

米国は原 爆 完 成 襟 脚 か ら 原 子 力

きない︒

の国際蟹理政策を打ち出し︑核

いえ︑こうした動きはむしろ当然

るデータを確立していくことも今

兵器の独占を愈難したが︑その四

関︵王AEA︶が発足︒問機関発るものばかりといっても過言では

燃料サイクルセンターの提案⁝一
一つは非NPT型セーフ・ガード

隼後にはソ連が核実験に成功︑一

処理を行なわない②再処理の輸出

独でも︑この聞題が大きく論議さ

の圏でばかりできているわけでは

もう一つ重要なことは隙子力開

入は三犀間鰹止する⑧米国の濃縮

ーター氏は核爆発を開発しないと

れることになった︒もう一つ︑カ

なく︑輸出の場愈は必ず安全探障

西ドイツだけをとってみても︑

の帰結とみることができる︒

ウラン製遣能力を拡大し︑安定供

の約束を捕手国から取りつけるこ

が諸王な問題となる︒これまでわ

こうした勤きのうちまず第一の

ない︒

給を國る一など政策を明らかに

理を行なう国については金ての平

とをも嚢求しており︑自室で再処

ンボ計画の〜環として供給した
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⑳原子力機器類・プラントの模型制作

購響

攣

藝

足をめぐる米︑ソの歩みよりは︑

カーター氏も前後して同様な山

⁝注目されるカ◆

群を行なっている︒それは昨奪九

ロールへの認識が低いという傾同

和心的の原子力利用石動がIAEが園には︑国産技術輸出のコント

同国はすでにブラジル︑オラン

昨年末のフォード・カーター幅

があるが︑こうした間題は一際的

インパクトとして一九七三年の中

韓国︑南アフリカへの原子力輸出

跳の大統領選挙で核拡散防止は重

月にサン・ディェゴで行なった演

た再処理について二国間協定の再

Aの査察を受けることを要求︑ま

ーター政権
を成立させている︒これはつま

要な政策論争の一つとなった︒口

に論及している︒このうち軍和利

説で︑十一項農にわたって核政策

ンドン会議でも強く指摘されてい

BRに関する長期的な多國問共同 また︑核物質防護については切

フランスもパキスタン︑イラン︑

きる︒石油冠機以後のオイル・コ

り︑コールダーホール向丘後来国

火を切ったのはカーター氏で︑昨

ことを十分認認する必要がある︒

インパクトが罪常に大きいという

るほか︑翼体的な輸入問題として

ダ︑イラン等と輸出契約があり︑

ストの上昇により︑米国︑仏︑

が保ちつづけてきた軽水炉の供給

奪五月に同践がフォード大統領の

しているほか︑①濃縮の拡大②F

検討も考えていることを明らかに

の国でモラトリアムを実施すべき

事業③石炭などの固体資源の開発

ックによる影響をあげることがで

英︑西独︑日本等の先進工業國は

独占体制が︑西独︑フランス等の

再処理については米国も盒め全て

用のみに限ってみてみると︑まず

フォード大統領は︑心象蔭前の昨

だと述べている︒これは直接に

の促進iなどを提嘱している︒

東戦争に端を発したオイル︒ショ

もちろん︑後進非産癌国等も原子

濫獲によりはばまれたことを愈味

書の癸喘となった︒これを受けて

核拡散防止政策を批判したのが願

っているとさえいわれているので

年十月置萬処理とプルトニウムに

は︑当時繭独がブラジルに再処理

した︒

力開発をはじめとする代替エネル

している︒すでに米国の量界原子

イルぎフーの流入により︑できる

ある︒これがもう︸つのバック・

熊点をあてた新原子力政策を発

米国の薪政策

ギー源を強く求めるようになっ

力市場の独占シェアは五〇％を割

だけ石油資源を畏持ちさせようと

グラウンドである︒

・

の産癌国においてさえ︑巨額なオ

た︒そればかりでなく︑イラン等

する石油渥存政策を打ち出すよう

るオイル・ダラーを駆使して急速

になるとともに︑こうしたあふれ

研究用原子炉からの燃料を独儀に

類書む原勇蟄諸繕ん

ったのである︒これらのことは︑

に原子力開発を推進するようにな

ノ

簸

原子力を私たちの生活の申で

／

船の大塚氏

九五二隼には英国が核保有国とな

第55回原産懲のもよう
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﹁採算を無熱して

田中通曲舞は二十三田の衆院亭

化を誠暮しだ︒関確に対しては①

③嶺時の社内盗任体制を明らかに

気露任技術漕の免状返納を命ずる

会い園数や検査項蕩を増やし︑臨

を壇強し︑定検の際の出職富の立

ては①遜薩省は電気工搾物検資窟

一芳︑定盤体制等の強化につい

などの描躍を明示︒

し︑その簿応を期すよう指示する

噴故原困を詳細に究聡し︑璽後駆

の質間に答卵へ関醐磁力美颪発電

纂委蟄金で︑石釜久瀬氏︵桂貧︶

湧一霧機の燃料体損傷対処搭躍に
関する該府統一発解を開らかにし
た︒これは石野氏が先の委澱会で
﹁関竃が鰻借を怠っていたのは翻

／

パ解

﹂

先にした腺∫カプラントの設

検を一暦発実させる②科技庁と逓

使用滑核燃料魯処理ド場、原

を求めていたのに応えたもの︒す

な咲安全と環境保全を最優

しがたい扁として政鰐の対抗措臆

∫力分野においても求められ、

欝 露L

棄物処理システムの開発を行

化し︑保蜜規定の順守状況︑空侵

してきました。それら技徳は原

塵憲は原子力発舘所立入検査を強

開発においても各稀放射1／1廃

二

詩・建設を行なっております。

万全を期す③科技庁と通薩雀は露

贈富な経験とノウハウを脚台

狡術者の職務遂行状況など駈輔に

持︑運用にわたって軽微な故陳で

力余社に原子力発鎚所の工事︑維

の遅れを通告

政鰐︑攣罧卿に

ギリンスキー氏

らの招聰決める

を残しています。二二は技術

でに科学技術庁と遁産省は二月

カーター政権の原子力敵策がまだ

原子力委

ラントの二二・建設を丁がけ

臼付文潜て関電に威還に庄慧︑爾

検などを指示している︒

英仏との交渉
基本線は継続

政府と鳥森県︒むつ帝・得森二幅

字野科学技術庁長富は二十二田
鱒閑済み燃料の再処理委認でこ

たる四月十四βまでの母港撤ま順

逮との間の四暫協冠に墓づき︑来

出中尊畏が会見

の五闘から英︑仏両国との交渉に

守を求めている竹内衛森興知事︑

定の期阪内に﹁むつ﹂を移すには

兇通しに翼体性がない︑などとし

中膨一︑玉生孝久︑塚原俊平︑原

固まっていないせいか︑※側はコ

五十一無度海外沼懸原子力関係者

は、約半i建紀にわた財i油脇

発防止のため保守管理体制の総醸

刹K制法晶ハ七〃宋と電だ無謬業法一

政肘の統一冤解は︑関電が原子

一建りないため英仏に拡大委託しな

国原子力発電計画についての来鐵

て宇野長宮は︑長崎側の﹁むつ﹂

薦池むつ市長と塞談した︒この発

臨む一方︑来國にも立ち覆りわが

側理解のとりつけに当だっていだ

法制上︑入港六十臼前に入港屈を

が三月になると兇込まれ︑鰯者協

匠世保魅修理曼け入れの態度決定

田中趨治郎染電取締役掴談役を団
鍵とする電力業界代嚢一行はナ九

羽田で認者会舞に騙んだ照中國

日・任務を終え帰圏しだ︒

罠は①英︑仏醍醐への再処理襲

では妊世保での無用のトラブルを

避ける上からも手続きは兇送らざ

出さなければなうないが︑現時煎

本線で契約編結に燵むことに変り

遺勲能となっている状況を政府冤

るを得ないと述へ︑期限内撤去が

話では英国議塞による公聴宗の開

はない︒罠間レベルの交渉は議め

催など予定されているものの︑基

の段階を迎えているが︑これとあ

解として伝えた︒

ネルギー庁︑国務雀︑エネルギー

って改めて対簾を協議することに

て強い不満を示し︑地発にもち帰

竹内知箏らは︑長騎側との交渉

わせ今後政魁問で含更せねばなら

の蕩処理をはじめとする核燃料サ

研究開発局の幹部と象談︑わが国

ルの動燃事業園で︑同事業団の植

貫化することとし︑このために必

田昇左右︑森山欽司︑与謝野懸︑

しい方針は何もつかめなかったi

として※圓懸子力規制委員会︵N

︵参議院︶▽婁員長柏原ヤス

藻

処埋装置など、数多くの実績

⑲ヨ揮糖武三社・・力擬

製・石1由化学をはじめ各種プ

Pu経緕の利点戴調
福田落相は︑

国際共同管理で提案も
二十三日の衆院予郷委員会で︑大内啓伍民︵民社︶が﹁⁝二月の臼米溝脳会談で首椙は本腰を入れて

としている︒

も報告させるよう一晒指齢する︑

わが国の萬処理講要兇逓しについ一

不儒をこれによって払拭しようと
いうのが大前提︑行敷体制の形は

むつ母港撤去

置先ア謹で一封機の運転再開を延

ム共岡管理の可能性も器外に示唆

21年ぶり大改革へ

一応躍ったものの︑運用面をめぐ
り問題点の播摘も多いようで︑白

熱しだ論議が展開されそう︒わが
麟の現行原子力行政休制は昭和三

十一薙の原子力基本法制定以来
で︑同法案が通れば二十〜奪ぶり

衆参両院の科学技術振興対策特

の大改革となる︒

別蕊取会のメンバーは次の通り︒

再処理

期させる②原子炉主任技術者と電

て門昭和六や隼には四千九欝万K

に対する撫澱と定期検戴体制の強

メリットを説得すべ衰だ

かせる︒プルトニウム篇閣の経緬

Wの瀕子力発電計顧に灼応して累

〇六条の墨太を怠ったとし︑関霜

内氏の提案には同論︒﹁プルトニ

積四千齎ナの再処理需要があり︑

ことは来鰹に核兵雛化の懸念を抱

か︑話の遜み置合によって出てくるかとも思う漏と答え︑禽みのある表現ながらも※国が構想として

と福田悪相の考えを求めたのに対し︑首椙は﹁第一点はお説のとおり﹂と事理︒﹁第二点はどうなる

ウムの国際共同讐理を提唱ずべき

それに対し︑動燃再処理工婆心鏑

プルトニウムを抽出しょうとする

もつ国際原子力機圏︵王AEA︶管理下に各国の余剰プルトニウムを貯蔵する方筑に岡一歩調をとる

だ﹂との提案には︑﹁話の進み興

理でもなおかつ七蕩五†ゾ建ら

プラントと英仏千八藪沙の累積処

蟹理を言暮すれば︑他の国々との

した︒

との大

斑能性のあることも示唆した︒

るにとどめたが︑余剰プルトニウ

威﹂を盾にプルトニウム利照の鯵

調整もあるが︑爲本側の要求は受

っているプルトニウムの国際共同

納得させ︑さらに米国が関心をも

の原子力政策は大きく変った︒米

つけ強化の兆しのみえる米万針と

止を含め原子力開発利粥への締め

こうした愛器から門核拡散の轟

国内再処理襲業の延期や各圏に苅

昨薙＋月のフォード声明で米国

する濃縮︒再処理計画の放棄呼び

大内氏は﹁カ⁝ター大統領の原

また・轟科学技術庁欝はと・ければならない︑と説明したQ

け入れられるのではないか︑と首

トは七月からホット試験に移り︑
子力政策の酒筒やカナダ産ウラン

府⁝

岡法案は原子力安全規制行政の

翌十九麟国会に提出した︒

政

原子力基本法等改
正法案を国会提出

相の兇解を求めたもの︒

﹁核燃料サイクルの確立﹂は無資

源圏臼本にとって不可欠とするわ

かけなどを盛り込み︑核拡散防止
を最優先する姿勢を明白にした︒
をどこに

が国の主張との

接点

この政策転換がわが国の再処理計

画に及ぼす影響は大きい︒茨城漿 冤い出すかは酋脳会議の焦点の一

総仕上げ態勢に入るが︑日来原子
供給歯止の亭主は璽大な間題をは

つとなるとみられている︒

力協力協定の規定により米國製濃
らんでいるしとして︑わが囚の原

・東海の動燃襲業団再処躍プラン

縮ワラン燃料の再処理には※國の

政府は十八購の閣議で﹁原子力

ると編摘︒酋欄が酋長会談の際︑

錘本法等一部改正決案﹂を了承︑

子力利嗣がピンチに立たされてい

再処理してプルトニウム利用する

同君をとりつけなければな回らな

ことの経済的メリットを来麟側に

い︒罠間による第二再処理工場建

更を強いられかねない︒

強化を曙るだめ新しく原子力蟹全

▽理躬

イクル確立の必饗性など実檎を説

ない闘題もある②米国では玉手エ

中村弘海︑富繭茂一︑石野久男︑

明・理解のとりつ一3に当たった︒

山隠太郎
庁の安全感懐行政も商用炉は通八

伊藤尿一郎︑佐藤文生︑竹

沼野市朗︑貝沼次郎︑小宮致謹▽

︵衆議院︶▽婁戯長
園の聞速炉燃料・被擾相互作用鞠

開発段階にあるものは科学技術庁

省︑実用原子力船は運輔轡︑研究

婁員

松邦彦筒速炉閣発本部塞任研究員

要な原子力基本法︑原子力委員会

木野晒炎︑佐々木叢武︑
門家職議︵写翼︶がニや一日午前

がそれぞれ行政離任をもつよう一

を議長に始まった︒

玉譲︑樗山慰一︑近江巳警士︑瀬

一などと

原子力委農塗は二十二籔︑昭和
閲一十〜法雛をあわせ一括︑改正

さらに︑金曜を逸じカーター政権

メントを避け︑このため楽側の罰
グ・グループ聯動の一環となるこ

陶博義︑中馬弘毅︒

士と頭独研究捜術得の開発違上鷹

只C︶委員のV・ギリンスキー博

を披露︒岡氏は
睡説明を経た後︑科学技術振興対

しようというもの︒本禽議での趣

れるのではないかとした感触が得

ンジェ博土を牽くことを決めた︒

協力・園際法担当部長W︒ブ⁝ラ

の新原子力政策の発表はかなり遅

られ︑このほかとくに再聖運に関

照則︑巾尾辰筏︑小巻敏雄▽委員

する田園電力各被の蕩え方はわが

▽理耳源田隻︑藤川一秋︑森下

渚動道行︑謹上妙子︑亀井久興︑

︵NEA︶の筒切炉技術の騨門家
なるが︑関連法律が多いだけに︑

糸山英太郎︑玉翼翼郎︑中出太郎

一購・東察︒内幸町のイイノホー

原産の琿次大会︵三月九環1十

﹁照射結粟一﹁炉外実験﹂﹁相互 内翻蚤などとの連歌審葦もかなり

た︒

一午人が参撫︒四β間の会購に︑ 科技特の場のみならず︑商工委︑

本︑王AHA︑欧州原子力巡閲
策特別婁二会に付託︑響議入りと

成果
ソ︑仏︑伊︑西独︑ベルギー︑日

の会議には動燃が協力︑米︑英︑

工AEAの高速炉畿際ワーキン設磁法および原子炉等規嗣法など 渡辺栄一︑安島世塵︑上坂野︑悪

なった︒

九時業から東京・赤坂・三会霊ビ

囲際原子力機関︵王AEA︶霊数貞会を設羅ずると岡時に︑各俗

〜

ず︑第二蕩処理工場を建設しても

合によって﹂と嘱をもたせて答え

︵再処理をめぐる︶原子力の対米折衝に臨み①再処理・プルトニウム利嗣が経済的なメリットをもつ

関電の体制と定検を改善

こと②プルト一一ウムの国際共問蟹理を提暇すること︑の二点を提案して磐石を納得させてはどうか㎏

政 府 が 見 解

鷹とまったく問じだった︑と語っ

ル︶で講演する︒

ズ

qll村名・日本揮発，由株式会社｝
東京郡千代田区大手町2−2ヨく新大手町ヒル
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r力発電所の放射牲廃棄物

美浜燃料の折損

永野厳雄︑逆井勇︑黄雲操︑杉山
る︒原子力船むつ放射線漏れを契 港太郎︑神沢が︑小野明︑棚藤進

多くなるのではないとみられてい

中村利次︒

作擁のメカニズム﹂﹁燃料ピンの

機に褒面化しだ困民の原子力行政

徽鵬騙、

囲欝圏

総合エンジニアリング会社目捗

、ン綴嵐：

設計画も米政策の展開次第では変

lAEA専門家会議、動燃が協力

○

目論の総Aエンジニアリング技術

む〜口

博炉

衆院予算委

設計﹂などのセッションに熱のこ
もつだ討論を展開した︒

原子力産業の発展に貢献する

響

日

高速炉燃料で論議
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一院鯉

務
算も誘決されだし︑入噴霧では︑

こうした経緯から︑今隼一月か

E改革は必至とみられていたが︑

している︒もちろんここにも過激

ンブルグ市の過激照落主総譜のブ

ら始まった第九十薮議会でJCA派の便藁がみられるが︑大都会ハ
JCAEの推すショージ︒マーフ
ィ氏の原子力規制委員就任が議会

れるのではないかとの予測に反し
なされている︒

の反発をうけるなど︑3CAHを 一部の法案上程零落だけでも残さ ルックドルフとは性格が建うとみ
反対運動の涜聖のトップに掲げ

けん制する動きも相次いだ︒下院

では昨秋︑﹂・B・ビンガム議員 て︑下平での立法権はく癒・上院

格が間われたからだといわれる︒

ジウムあんない

一AEAシンポ

①﹁原子力施設から出る放射能

の大気拡散と液体放出のモニタU

ユーゴスラビアのボルトロスで九

ングに関する岡際シンポジウム﹂

ンターリュース︵藁部︶の三か所

ヒテンモーア︵セツレ近郊︶︑ウ

ランダ照境から約十五筆規︶︑リ

十一日〜二十五日まで︒

した5C A E に 批 判 の 醸 が 同 け ら
れるまで中断するよう指寒した

シュレスビッヒ・ホルシュタイ

手続きを進めるよう﹂要︐浦した︒

トルフ社︑空契約管であるクラフ
トベルク・ユニオン社が控訴した
ので上級裁判駈で再審されるが︑
その決定謹でにはかなりの疇間が
かかり工事は中断のままとなる︒

ブロックドルフ原子力発電駈の
土木工蟹は︑昨無十月二十五日に

始められたが︑そのやり万が反対

州政附の三河が下りたので︑翌日

運動を出し抜く形になったため︑

レヒト首彬は連邦政鰐の襲議に対

ラ・デ・ビエスゴ社は同発電所の運

気出力は九十五万KW︒エレクト

細はいずれも零露までっ

して①核燃料再処理と放躯性鹿棄

転を

米国で原子力輸出問題が関心の

九八二琿に予窟している︒

物貯蔽はできれば※国や英︑仏な

マトとなり︑核拡散防止とのから

ど外国で実施してもらいたい②し
かしやむを兀ない場合には︑岩塩

日︑この輸呂は賛飛Cをはじめと

みから厳しい蟹でみられている今

ロスー1は現在建設中である︒

転中︑コフレンツ︑バルデカバレ

マリア・デ・ガローナ発電所は運

輸出しており︑このうちサンタ・

れまで四葉の原単炉をスペインに

われることとなろう︒GE社はこ

する※政麿によって憤重にとり扱

鉱内への貯蔵のため︑州内で躾楠

し候補地を決めるといってもそこ

地を決める︑と答えている︒しか

で予備調査をわなうというもの
で︑約一八の予備調糞の後︑はじ

の場禽︑佐島の反対が強くでてく

めて本格決定に移る段取りだ︒そ

ることも予想されるので︑核燃料

州政肘が施工童︑建設業省と共謀
したとして反対派の激しい反感を

再処理工場が︑需要が氷格化する

いく解庚か承されるまで工事の中

射性廃語物の処理について満足が

を提訴したため︑とりあえず︑放

対運動側が行政裁判所に導爆中断

螢多教を繊す騒ぎに発展しだ︒反

という外交聞題ともからみ︑シュ

ジル向け原子力輸出と楽国の圧力

ているが︑この閤題は三三のブラ

仏における核燃料再処理を炎嫁し

能性が強い︒薩独の電力会社は英

で原子力安全性協力協定に署名し

原子力管理局はこのほど︑ローマ

子力委員会︵CNEN︶とカナダ

一九八二︑三鎌に聞にあわない可

かい︑十一月に入ってからは︑警

以上︑シーブルック原発のサイト

題である︒

ミット政権にとっては頭の捕い問

鴇隊との衝突がくり返され︑負傷

オ

②﹁放尉線照射による食贔保存

月五田〜九田まで︒

に関する團際シンポシウム隔

満足のいく処理である︒醒独では
岩塩鉱内への貯蔵を想足しており

ランタのワケニンゲンで十一月二

られているのは︑放尉性廃棄物の

適切なサイトとして︑二⁝ダ⁝︒

が打ち出されたわけだ︒このこと

外のあらゆる権限をはく議するよ
が米国の顧子力の今後にとのよう

ザクセン州のウィッピンゲン︵オ

JCAEに反発する動きは昨年の︵民主党︶がJCA駕から監欝権以での解体緊可決という厳しい紬論
なってきた︒その象徴的なものは

第九十四議会あだりから員体的に
う下浜規則を変麗することを提案

移にまたなければならないが︑そ

JCA置が承認したウラン濃掘を上院ではA・E・スチブンソン議 な影響を給えるかはこれからの推

て海外にも及ぶことは必至とみら

の業報が個々の聖子力政策を通じ
の起爆剤ともなったJCAEを含

員︵民襲党︶を中心に今圓の無識

れている︒

民鴬に移すという核燃料保証法案

た︒

む委員会全体の改華集が練られ

が禽
︑上院で僅差で盃決され︑廃案
※上院はこのほど︑上下両院原子力盆岡委員会︵JCAE︶の廃止を淡めた︒これはJCAEを
に遇い込まれたことだ︒さらにエ

るものとみられる︒また下院と同

が︑これについてシュミット首摺

ン州行数裁判所の淡定に帰しては

参加串込み︑論文の提出など詳

ネルギ⁝研究開発周の七七駕度予

応してこれを抱揺的に笛轄する強
上院でのJCAE改革案は︑ カ
様︑圏際協力や核拡散問題は国際

﹁できるだけ騨く核燃料再処理工

JCAEはこれまで︑二院制の ︹パリ松本駐在鼠M酋独のシュ も保証できないことになろう﹂と
レスビッヒ・ホルシュタイン州行

事を放射能︑環境︑その他の影響

は︑二九八玉隼に三子力発電三

があけられている︒岡州のアルブ

む十六委員会を整理統舎し立俵櫃を持つより笛綴的な委員会の創設をはかろうとする﹁上院委員会機

Eの立法権をはく轟し︑いかなる法案も同委員会に付託しないことを決議しており︑一九四六年原子

力な委員会を創設することにある

員会に移篇されることになろう︒

関係委員会︑核兵器関係は恥嘉委

述べ︑国民の協力を氷めた︒〜

力法によって設置されたJCAEは三十庫にわたる喬動の宋︑解体されることになった︒

としており︑とくにエネルギー開

方︑ボンで開かれた耀政府との定

工薯黒憶断を正式命・令・

題については・これまで多くの委

期協議では︑二⁝タ⁝・ザクセン

ター大統領の就任とともに法規委

今回標択された決議は上院委員金

員会などで翼体化されていたが︑

員会で

政裁戦所は二月亀田︑ブロックド
きた︒ほ と ん ど の 場 倉 ・ J C A E

もとで一翫翻のような運営をして

ルフ原子力発露所︵藤里水型炉︑

Vブルックドルフ原発に

機欄のあり方を演討していた臨時

システムは改藷され︑エネルギー

あわせてきたような上院委員象の

は両院に対して同し法案を提出し

電気出力穏三十万KW︶の建設工 州のアルプレヒト漂梱に対して

の謝画をつぎ

特別委員会が提出したもの︒航空

上院︑下院を通過した法葉の相込

コマギレ

宇宙婁員会など四つの委貞会︑小
問題ははじめて﹁エネルギー・天

企業特委など四つの特別委員会︑

点については︑その調整委員会と

れだしたのはこく最近のことだが

千五質万KWを確保できない場倉 認罰権をもつ州政府とブロックト

場のサイト僕葡地を選定し︑法的

に

に差する住民の不安が取りのぞか

新設の委員金にどのようにふりわ

それは必ずしも

JCAEの機能と権隈が既存︑しての機能を果たしてきた︒こう

ることになつだと述へている︒

JCA猛︑議会運鴬倉岡委など七然資源蚤興禽﹂のもとに統一され
つの上下両院盆岡委員会およびこ

けられるかについては判然としな

対してではなく︑原子力推違に傾

︸の再編成を提案した上院搬構検討
一臨時特別委員会の十六委員会の整
理︑続含が一揺して審議︑採決に

エネルギー︒天然資源委欝金︑環

い面もあるが︑その大半は新設の

は︑①冷却塔を採用した場禽のコ

断を暫足的に決めた︒今圃の決定
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替地の比較︑を行なわない躍り磯

米Gε社
米国のゼネラル︒エレクトリッ

規制委員会︵N飛C︶にスペイン

ク︵GE︶社はこのほど︑原子力

べきではないとしている︶︒パブ

仏蕉D鴛

る変圧器で倭頼性を確認するため

設部は︑昨黛六月実際に使用され

︻パリ松本駐在鼠︼イタリア原

た︒この協定に塁ついて両番は原

る情報を交換することになる︒対

子力発電所の安全注と傑護に関す

で製造した千八十MVA／四達K

ン・シュネ！ドル社がリヨン工場

ビュジェ原発四号機雨にジューモ

原子姫安全で

A良醤に地方局長の淡定を郎刻撒 許参しないだろうという判断に麸

米原子力規制委員会︵NRC︶ ョン地区︑とくに汐干狩が盛んだ 有効であるとして︑トレインHP がシーブルックの冷却システムを

ストと環境に及ぼす影響について

く解決が示されなかったので﹂工

は早二月の決走以降を満毘のい

イタリアとカ
ナダが協定

ついている︒決定の中で控訴会認

にしたシーブルック︒サイトと代

の誹露な評憾②その評価をベース

示した﹁シーブルック原子力発醒

ルフ源争力発電所の施工主である

は︑冷却塔方式をとることを前提

きすぎているというJCA猛の性には︑経済面畏は脅かされ︑履用

回するよう襲舗したが︑決恐がつ

とした場愈の代替地と現在のサイ

境・公益頭業委員会に引きつがれ

て任論された同着艦は︑カーター

かぬままフォート劇大統領によっ

なねらいは︑内外の重要闇題に対

論じられている︒こうしたことに

全許司控訴会議︵ASLAB︶水
がが はまぐり に与える影醤も

は二月七臼︑さきに同委員会の安

加えてシーブルック原発は︑昨隼

所の建設蕎を停止せよ﹂との判
璽︑コロンビア地裁がバーモント

箏中断を継続するという内容にな
トとの比較が十分行なわれていな

断にしたがい︑ちかく異体的な決

っている︒

︒ヤンキー︑ミッドランド両端発 任した︒パブリック・サービス社

いとして原子力安全心癖会議︵A 設を許可することはできない︒

定を下すことを明らかにした︒

政肘ぽブロックドルフに対する

動所の建設に悪影響をおよぼすこ

決罵がライン川のウィル原子力発
のような嶽を懸陣している︒

SLB︶を批判するとともにも次 猛PAの葭脳入事もからんで︑
岡庁がパブリック︒サービスの抗

ており︑同社の持芸会社であるニ

はすでに六百人の作業員を解雇し

に対して︑核燃料バック・エンド

議への結論を出すまでには前聞が

陶け原子炉の輸出許刺を申講し

レクトラ・デ・ビエスゴのサンチ

た︒これはスペインの電力会社エ

る反対趣動はすでに三母こしにな
るが︑これは薩独に残された職〜

とを心配している︒ウィルにおけ

ルックの建設は再興できないわけ

もこの決ムがっくまでは︑シ1ブ
海岸線より蟷蜀遠

取水口︑譲水口を

かかろう︒したがって︑少なくと
ると︑EPAは

来発表のガイドラインを超用す

シーブルック原子力発罐所は︑

下した際にも︑反原子力グループ

混迷深まる㌣ブル・ク原発

ューインプラント霞力鍛社からの

ニューハンプシャー州の大西洋岸 の演討が不†分であるとの判決を
にパブリック・ニュ⁝ハンプシャ

ーが建設している加圧水型炉︵P によってボストン
WR︶一一基からなる発躍藤で電気 控訴裁に再審理要

出力は各颪十五万KW︒パブリッ 求を持ち込まれて

の工業化されていないこの地方の

PAが仮に現証尉画されている冷

リック・サ⁝ビス社は︑多数の現

四パリ松本駐在鼠︼仏罐力公社

イラン原子力発電駈用のもので電

だ︵控訴会議は同会議が指摘した

なり︑その緒果コストが上昇する

もあるので︑叡水口位置の変更に
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イモの安盒性は十分に爽証されて

来必要なエネルギ三一を連想した

まだ原子力発墨へのイメージ調

るとしている︒

り︑源華力碁厳の必蛍性への講識

こが黄任をとるのか﹂﹁店頭での

ある﹂懲実際に障密が出た場命ど
イメージ

明示すべきだ﹂などの意蝿が続出︑

販売の際は照劇されていることを

と原子力発露

うした

判
との間には門あまり相閲関係

所建設への最終的態度などの
断

政担滋蕎らの霧え方を正しだ︒

連坐の科学技術げ︑農林雀箸の行

簑

＼︑諮

屡

＼

嚇
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嚢

是

忍魍：鴬獣

試作燃料、近く装荷へ
人を上獺ってトップ︒しかし︑こ
への不安の解消されていない姿が

また︑岡調査は最終欝に原畢力

浮き彫りにされている︒

ている︒

浦Mモシュールとの接紙によりコンバクー・に又、広範な用

論難鎌鷺隔

準備、順調にすすむ

はみられない﹂と階調驚は楯浴し

◎SSD用（α線〉サンプルチェンジャー

（Model

実証試験計画

所では昨集︑運開への墨なス璽を・・ま・建．お謬
チップとなる圧力容器の水圧試一罰連禽象が昭祁四十七駕以降爆奪

てきていることを添した数憶とな

一方︑こうしたなかで原子力発

脚葡

が高謹る一方で︑依然として嶽発

購翻不安は依存解消されず

﹁鍛金盗り﹂を大きく上圏ってお
験︑炉心スプレ⁝系の騒射試験も．実為しているもので︑今回は原子

三軸に終え︑一月宋の建設進玉織⁝力発電に関する蜜月性慧識︑原発

定着する原発支持層
は八七・四％を達旗︒一ア騰鑓に一建設に対する態農讐に無点をあ
は初風萄燃料の検董を行ない六月⁝で︑吏京・大阪に座む十五〜五十
までの総舎機能検査︑七月の原子︸九歳の男女約千二蔭猛を対象に立
動への燃秘熱願をへて隙調にいけ︸舞郁廉に対する世論の最覇動向を

っている︒

と﹁不安織り﹂は昭和ぬ十媒四七

電に対する安金左軸燕をみてみる

ば九月なうから趨力上昇試験に入⁝浮き膨りにしている︒

して漂子力量織が五九︒六％と︑

は噌熱讃笥り一は畷孤五や郊五六

年巡覧・煕％へ︑ 一億駈建設に対する態展について
﹁欝金笥り漏も︑三七・七％から

︒O％から五ナ

○自動化・省力化にサンプルチェンジャーを〃

。伽

曝、，

り・今年來には匹国窺力津蟹原発一このうち象累を例にとってみる
︸
につぐ十五番圏の原発として蟻集
と︑京ず将来望諭しい発鶏形態と
運転入り◎これによりわが国の原

難離離へと一千万﹇卜書糠鱗嚢

年末の戦列入りへ、建設作出急ピッチの原躍策海第二原翌

@

を採り実測す る ︒ 興 体 的 に は ︑ ①

灘

力

原

攣灘
鑓魏

鷲

現場での計醗器・測竃器の精度確 闇四瞬︑ 軽微 施設で半月から
一−
認②王AEA携帯罵機器での測定 一年に一回程鹿︒さらに︑原子力
追い込みへ︑建
③持ち煽ってのサンプル分析ーー
施設の大獄な改造を行なった場禽
などだ︒この査察のため王AEAも禽み︑施設の設計情報を王AE 設作業急ピッチ

鎌

藩

戦灘競露
瓢灘蝿難

趨懸
瞬璽離

一一
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聞

︑

幽一一

うな他の要因が︑原子力産難の将

物処分および規制上の煩雑さのよ

持し続けている﹂と述べている︒

馨響
る

る︒︸九八○黛代中頃までの発鋸

が続くであろうことを示してい
〜九〇％ぐらいにおさまつている

コストは︑原子力システムの八○

とみ

規制季続は謹められよう﹂と単刀

十琿から牽二隼という原子力発

蕗入に勧告している︒

にとって︸興萄効な分野は規制手

建設期間長期
化への憂慮

所鞠オプションへの門声を開き続

w力を泣けるべきであると考え プルトニウムの最も徳効な利用法
を決走する上で︑よりよい情報を

る︒

税制︑財政上
の改善を期待

フィラデルフィア︒エレクトリ

ック社は︑税制とこれに関連する

規制濫動に関して次のように勧告

▽料金改定のための先行テスト

している︒

用によって︑浄罪下降するはすで

れば︑電力会社は三〜六か月の間

とつく規制関係委員会の命令があ

ている︒

るし︑デコーク社も﹁石炭火力発

ある︒このため︑化石燃料に対す

に払い罠しに応じる︒燃料賢以外

噺有することを必須だとは考えて

期闇を許醗する︒料金改定が猶予

期間なく効力を発するようにす

伸びが横領よりも緩慢なのは︑︐同

電所に関しては︑ますます厳しさ

る原子力の経済的優位性は囎大す

のための公聴会終了後︑これにも
い霞気料金と争力消費の節約とを

を増す大気規準に見盆う必蟹性か

るQしかし︑この場愈︑料金改定

反映したものだとされている︒

るものは原子力発電の燃繕費の磐

轤ﾆ同様に︑原子力発電駅の建 膿させる︒課税猶予を常態化させ

デューク・パワー社は池の電力

射射

照照

験託

試委

含

翻右軽四贔の総合メーカー

うことに関する現状での講整は
かなりうまくいきそうだ

ており︑この体制は︑コスト高︑

転所の建設リード・タイムが常試

所に関しては︑GE社は園内の平 と岡氏はいっている︒

となっている︒その原因である許

認鷲の還れを若きながら︑コモン

厳しい統制および技術的にリスク

その再発を進める唯一の方法であ

ウェルス・エジソン社は︑﹁原子

化石猷糧と原子力システムのコ

るかも知れないといっている︒同

必残な六年閉に搾める方俵に閃し

ヵ発活所のり⁝ド・タイムを通常

均ベースに基づいて︑原子力が化

さ︑今後菰大すべき南幌施設およ

社はまた︑新しい施設に関する重

を伴う今田の状況下において︑

ひ鰍糾サイクルを閉じることに対

心およびリスクを軽減するような

て︑％便が話し禽いを行なってい

スト比較には︑燃料供給の不安定

する凶日政策の欠姐︑廃野物の取

新左心については︑将来の濃縮の

るところだ﹂と述べている︒

い状態になるよう計画している︑

扱いなとの問題がさらに加わる︑

ために期待されるとしており︑私

石燃料よりも二〇〜二障％ほど安

とファブレット氏は指緬し︑﹁こ

企裳がそうした新しい概念を属間

運転するまでの期間が長くなった

○から一・五ミルのコスト上響に

電力負荷成長は︑一九七六鰯の
ことが︑原子力システムの競無力

ヤて十二月の二か月参にとくに

るべき検討縞織にもとづいて︑暫

続きの須域である︒NRCのしか

定的建設許可およひ運転許司が発

けている政府の研究閉発方針の下

をそこなってきたとして︑﹁この

とみている︒

なる﹂ものと試算している︒

盛り返した︒昨葺十一月の原子力

濃縮計画への
見方分かれる

で︑遡求することは適切であろう

は︑一九六九蕉には六年

であったのが理在では十項にむ戸

期聞

としている︒同社は︑黙秘サイク

階に関する原子力コストの

われるべきであるQそうすれば手

続きが長びいても建設工郭や運転

B＆W社は︑便用済み燃料は少 行されるような規定の適用が行な

くの住民が︑公衆にとって低コス

を続けることができる﹂とコモン

大している﹂と指摘している︒

な不安定さ

建設する場禽︑八無から九隼のり

なくとも一九九〇妬まで敗藏でき

トの原子力エネルギーの多事につ

府が濃糖婦選の次朔拡張を行なう

隆案不感乙は︑GE社に︑連邦政 るといっている︒門出処理工場を

的余裕を与えることになる︒ま

を実施する上で︑四〜五母の時間

ウェルス・エシソン社は述べてい

濃縮が必要になるであろうとみて

ードタイムを想定すれば︑これは

おり︑したがって︑政府は皐抱強

べきである︑との考えを強くさせ

る﹂と述べている︒この関係の費

上の要因は︑間接コストと撫・・︐図ソ

B＆W祇のL・M・ファブレッ第九十四米議会での核轡科保証

いるものの︑その最終段階に関す

によって最も影響を受けたコスト

ト氏は︑﹁運転までの槻問の変化

に反落で

あることを明確に示している︒し

ながる

原子力の掴制

る二面沢一の成行きが︑原子力の

かし︑それでもなお︑反原子力の

用は︑一九六九年には余コストの

く民聞をその将粟計画に膨み入れ

て少なくとも口開署掛算SWUのよひ贈主炉技術に関する研究開発

原子力発宗門の運転は︑現状で

三〇％だったのが︑一九七六葎に

た︒しかしGE社は︑これに加え 再処理︑廃棄物処理︑俣障措置お

は︑化石燃料を用いた発電所より

は全コストの六〇％にもはね上が

ンならびにその間の諸支払額であ

も低いコストの電気を生み出して

B凸W廿は︑綴縮施設を民間が 提供するだろう﹂と次善は予測し

ている︒

に使われる資金のエスカレ⁝シ．．騨

要な爾処理技術の実証を中止する

いる︑とGE社はいっているQ岡 っており石炭火力発露駅に関する

依然として璽大な関心事となって

かどうかという問題は︑最近とく

社の調査によれば︑原子力発電コ 奮ンステムの霧コストはキ望

れわれは長期亀力供給に関するフ

にぐらついているが︑将来︑十分

ワット当たり百漉するにもかか

いる︒

経済的なエネルギー・オプション

ストは将来においても︑現在のよ

わらず︑化石燃料システムの主脈⁝いない︒政厨所有︒民間運転とい

いていた︒高速生殖炉のために必

を保証するという毘地から︑わが

うに︑他のものと競争できる状態

持ち直す需要と資金
電気事業者の見方

た︑この研究開発は︑われわれが

社は自らの高速堰殖炉計醸を支

ォード前大統領の政策に興味を抱

いと著えている︒GE社は︑﹁わ 少数派の有力な立法上の濫動は︑

性を変えるようなことはありえな

基盤となっているコスト上の優位

をひきあいに鷹して

﹁タイム・スケシュールの改議

力にとってキロワット当たり一・

B＆W祉は︑原子力システムを れは現夜の見積りによれば︑原子

GE祉はまた︑負荷成長は上無 と述べている︒

るくなってきたとの判断に立っ

きであるし︑麓業の財政状況は載

i来原子力産業会議が発

行するニュークリア・インダストリー誌は︑この間いを原子力にたずさわる産業界に顧接ぶつ

来島の原子力産業界にとって一九七七奪はどんな年になるか

けた︒米国はいま︑濯縮︑再処理︑プルトニウム︑廃繕物などをめぐってきわめて流動的︒し

あり︑これが包茎的な国象エネル

来に影響を及ぼす不安定さの鍵に

に関するイニシアティブ投票での

て︑次のような指摘を行なってい

ギー政策の形成を遅らせている︒

ル︑とくにそのサイクルの最終段

かもこれらの決着の方向を大きく左右するカーター新政権の政策がまだ固まっていないとあっ

このためわれわれは︑振わない箭
なる﹂とみている︒同社は︑﹁大

原子力賛成派の圧倒的勝利は︑多

る︒

に踏み込んでいる︒

場理況の中で︑少なくともここ一

統韻に選ばれたカ；タi氏の立場

臣大

て︑今後の見通しはっけにくいところだが︑産業界は明暗さまざまな思いを抱いて一九七七年

避けられぬ軟調市場

安定な電力負荷成長 着がなされるかも知れないが︑一

想とは別にコ般的に控え毯な改

ング︵CE︶社は︑これらの予

原子炉メーカーの見方
原子炉メーカーは︑バブコック

W︶社の

・アンド・ ウ イ ル コ ッ ク ス ︵ B ＆

と全般的経済情勢は1非常に困 九七七奪は新しい原子力システム
にとっては再び軟調の南場が続く

る︒同社はまた︑﹁電気事業者の

であろう﹂との回箸を需せてい

子力の南場を圧迫するであろう﹂

質金力・多力負荷成長および反原

ーー一九七七庫における有力な原

との箏測とほぼ周様の見力を強め
子力の風潮という要囲は︑ここ数

難な規制上の環境とも関題して

ている︒

況になっているが︑燃料再処理︑

B＆W社はまた︑﹁新政尉は︑ 年と毘べて最近はより好ましい状
ワシントンにある多くのエネルギ

轍閤はこれといった著しい変化を
は︑いまのところ瞬確にされてい

遜係の羅霧調回る気配で

業

期待することはできまい﹂と述べ
ないが︑原子力を展盟する上で影

プルトニウム・リサイクル︑廃葉

ている︒同社は︑一九七七庫は︑

にも臨動修配条項の範囲を拡大す

▽あらゆる種類の資慶の予測耐

る︒

簾であると︑ポ1トランド・ゼネ

〒370−12

群馬鍬高崎市綿貫町 艮本原子力研究飯内
TEL
O273−46−1639

本社・策京都港区芝大門1−1−26⑬105電話（433）7241（大代）

産

力

原

べている︒

ることが予想される﹂と同社は述

子力とのギャップを縮めている﹂

トリック祉も囲答している︒

ポートランド・ゼネラル・エレク

て︑正当な帳簿上の儂却金額を楢

用年数を減少させることによっ
ために︑一年潮よりは改歯され

欠かせない許
認可の迅速化

ており︑このことが化石燃料と原
約七％高い︒これは二年前と比へ

と述べている︒

ら︑多くの場盒設鮪費用が堰加し

電力各社は︑一九七四年から七

門投資資本情勢は︑内郎調達資

て楢当な改蓄であり︑昨郎と比べ

﹁十月までの十二か月に関して

題は︑プルトニウム・リサイクル

五年にかけて霞気事業を苦しめた

金の鱒加と総必要資金の安定化に

いえば︑今薙の負荷率は昨矩より

販売された三基の原子炉の実績を
に関するカーター践の著え方であ

低金利資金の不足は概して緩和さ

てもいく分か改茜されている﹂と

う﹂と予灘している︒

若干上回るものと予測しているも
るというのがわれわれの標晃であ

よって︑資金講要が蓉干減少した

一九七六鋸に原子力産業によって 響を及ぼす唯一の最も究極的な問

のの︑これは﹁おそらく︑鍛気事

れたとみている︒

た﹂とデューク・パワー被もみて

建設工張費の一部を料金ベースに

る︒建設エ薯の進行中︑進行した

コモンウェルス・エジソン社

金の点から考えて︑原子力規制委

設︑運転に門訴な時間︑能力︑資

は︑﹁われわれは無期祇蟹の高樋

ている︒燃料費および運転黄の韮

ラル︒エレクトリック社は指摘し

この差を変化させる砺能駐のあ

る﹂と述べているQ

にはならな

原子力の経済
の下降も萄利に作用したとつけ加

資を許斑する︒普通株と新優先株

いる︒周面はまた︑これには金利

避けるよう規制手続きを整理し能

員会︵NRC︶は︑むだな努力を妊めるQ配当金の新株への無税投

が続くことをこれまで立証してき

の方が︑資木嶽の差よりも大きな

ゼネラル・エレクトリック︵G た︒ 方︑短期金利は下落し︑こ

抱え込んだ新
たな変動要因

業轡の発庄が上野の兆しをみせて
あかし

い﹂といっている︒

きたという

﹁原子力 に よ る か あ る い は 化 石

鑓合で原子力に傭利に作用する

わけ高収益株武1に有利な結粟 てはひきつづき最小隈度の投資に

﹁私見である

藤織畢距翼

財団法人放射線照射振興協会

日本アスベスト株式会社

収獄

燃料による か は 朋 と し て ︑ 一 九 七

勺血
白立

の荷主配当金を無税にするQ

既合に自信
デューク︒パワー社によれば︑

ている︒

率化しなければならないと主張し

E︶社は︑原子炉の発注の低下を のことは︑電力会社樵式1とり え︑﹁しかしながら︑わが社とし

ている︒すなわち︑﹁資木蟄と比

とフィラデルフィア電力は説萌し

引き起こした要鷹のいくつかは︑

エネルギーの販売壁は︑一蕉餉は

七年の米国ではわずかな発電所計

まったく堰加しなかったが︑今奪

なのは明白である︒それは技術が

も︑門現在の減価償却率が不命理

また︑ポートランド・ゼネラ

一九七六黛にすでに消滅してしま をもたらしてきた﹂とみている︒

フィラデルフィア・パワー祉

ったと響えているが︑﹁原子力産

は︑州レベルにおいては︑﹁電力

コモンウェルス・エジソン社

たい﹂と述べた︒

とどめるよう庄意深い煙客を続け

画だけが︑新たに実行に移される

にすぎない﹂とウエスチングハ

較して燃科費がどの狸腹の速さで

ウス︵WH︶社は予想してい

は一九七五黛に比べて約八％の増

詩社は当該サイトが発電所として

の運紙結果に対してより高い運転

変化していく程度にも︑また実際

﹁エネルギー需要は︑アラブ諸

上昇するかは嶽測の域を墨ない

必蟹なことを一回たけ墨示するだ

ル︒エレクトリック社も︑﹁命利

が︑しかしながら︑掘削費や労働

業は︑一九七七黛の原子頓販売上

加を示しつつあるという︒

費の増加︑硫黄除霜黄馬などは︑

れていない︒伝統的な減懸償却の

費用という重大な影響にも反映さ

る︒同社は︑国際的には︑より明

電力各社は︑原子力発電所の資

るべきであるσ必要性が実証され

けでよいような手続きが制定され

国による石臼輸出禁正以前の砺要

本賢塔加は石炭火力発電所のそれ

石炭火力コストを急速に上界させ

が潔しく下落したため︑電力会社

るが︑今奪は上向きつつある﹂と

思っていないようだQコモンウエ ている︒一方︑原子力の燃二曲は

よりもかくべつ厳しいものだとは

株式への投資に当てられうる多額

コモンウェルス︒エジソン社がい

る期闇においては不適当である︑

の実際的な予想を不可能にするよ

うように︑来国の電力各社はおお

たら︑そのサイトに原子力発電藤

と掲篤しているQ

うな極端に不安定な状態の中で︑

いる︒岡社副社長のロバート・H

遠心分離濃梱プラント︑混食酸化

認可が行なわれるようになれば︑

を建設するのに必襲なすべての許

確なスケジ ュ ー ル を も っ た 霞 気 事

・ショート氏は︑

ルス・エジソン社は︑原子力発雌

ム・リサイクル︑増殖炉などの採

物燃梯︑ウランおよびプルトニウ

業蓄が一九 七 六 年 と 國 じ 割 舎 で 発

ている﹂とみる︒閥社は︑新政

むね負荷率謄写において若干改諺

て約一七％割安であると述べてい

のコストは火力にくらべ依鉄どし

動向よりもいく分低い割合ではあ

府︑規調上のこたこた︑低迷する

が︑投資のために必要な資金は一

エジソン往によれば︑亀力面懸の

九七七隼の第2・四半期を通じて されたようだ︒コモンウエルス・

一九七七黛という新しい年を迎え の資本が存在している扁と述べて

おり︑﹁われわれはこの分聾で

経済成擬がそれぞれ相互に作用し

引き続き獲得することができよ

注を継続す る で あ ろ う と 予 測 し て

は︑着実に実際的な進展を贈待し

て︑電気事業蓄の新しい原子力へ

方法は︑急速なインフレの存在す

うると鱈じている﹂と述べてい

の取り已みを妨げる司能性がある

コンパッ シ ョ ン ・ エ ン ジ ニ ア リ

翻保温材

翻ブレーキライニング

醗フツ素樹脂製贔

麗パッキン・ガスケット

三

る︒

懸不燃建材

橋石綿紡織品

ムム

放射線照射の利用

あらゆる産業に貢献する
トンボの製継

｝る
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