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襟︑斬政策へ反験蒸す

対策の強化を罵る③購潴間で供与

懸麗体制を強化する②核物鷹防護

発装羅の製造ができないよう保瞳

腸合︑供給騒︵カナダ︶が奮察を

A︶の葦察が行なわれなくなった

求める④国際漂子力機関︵工AK

政騰は田蒲原子力協定改定交渉
の賑本側新提簾をまとめ︑二月二

の第三園移転の禁止﹂﹁カ

ナタ峰岡慧のとりつけ﹂について

ナダ産ウランの濃縮に際してのカ

物

術偶報とそれに墓つく施設など

したものの︑﹁カナダから得た技

行なうi⁝など六項魑で命慧に達

十翅闘ゴーラム竪臼カナダ公使を
通じてカナダ政腐に正践に通告し
た︒臼塞側の新提察の骨子は①カ
ナダが握供した原子力技術傭報の
第三国への輸出︵移転︶について
は︑カナダ側の許可をうける②カ

は禽憲をみず︑外交チャンネルを

政府はカナダがこの臼本側新提

通じた交渉にもちこまれている︒

るが︑この躍で禽意ができたとし

興を曼け入れるものと予想してい

ても︑新協定の改定作業や調印ま

でにはかなり三間がかかるため︑

含糊的な旨意の垂雪で︑カナダの

ど科技庁がまとめた再処理関係の

躍内で立入検査できる﹂として立

職興の立会い下に︑陸風約束の鮨

う空し入れた♪

対臼ウラン供給を阜購再開するよ

統領による日米酋脳金談で﹁岡慰

子力発電謝麟が進むのに伴い畢想

隈を定めている︒しかし︑今後原

技術面からの規制枠をはめる︒

用蔚検萱と定期検査を受けるとし

再処理施設について総理大匝の使

いている︒また︑蒋処理幽業轡は

の移勤を監視するための封印や装

きる囎わが圏職員が圏際規舗物質

処理機関隔に行なわせることがで

析など樗蚕処理業務を﹁指定骸蝦

﹁むつ﹂結論

下旬以降に

灘崎堅の鎧鼠余もちこす

長鷲興の﹁むつ﹂安全性に関す

る研究覆員金︵久難燃賜の私的諮

で結論がまとまらず慧兇答串を三

問機閲︶は二十五巳の第四國金倉

宇野科学技術庁覆轍は二十山ハ購

月下旬以降にもちこしだ︒

の記響懸盤で︑﹁諮問婁綴会が結

爆が決断を急ぐようお願いした

欝森にも由訳けないので︑久保知

どうこう需える筋耀いではないが

のは難しいと懸われ︑こちらから

︐

〃

1【l13番12｝JTI4L東∫」更（03）454−7111（人代）

ナダ慶ウランの濃縮については規

制を浮ない⁝⁝としだもの︒政

と改定交渉について原則的に磯馴

府はこの新提薬をもとにカナダ縄

今黛一月一暇から停幽している対

﹁核防決意は固く壁厚い﹂
新たな國際協調の枠組みの中でわ

できると予想しており︑カナダが
わが国の再処理計画推進の行方に璽大な関わりをもつカーター大統籏による※薪原子力政策の策定

繍ウラン供給の撃鵬再蘭を取りつ

一月二十六瀦から二月一賑濠で

︵移転︶する場禽︑椙互に許可を

した原子力資材をり第三国に輸出

が国の再処理計画を対応づける方

行なわれた暇籏鼠子力協定改定炎

前に︑わが国原子力關発の実偶を米政騰関係異極に訴え︑理解を求めるため政府の特縫としてワシン

井上特便は︑米国側の対憾ぶり

渉で︑終身雨国は①あらゆる核爆

けたい意向︒

てはならないという米鯵の決意は

という蘭象を受けた﹂と語った︒

かたく︑︵沼※講驚の︶壁が厚い

からみて﹁これ以上核を拡散させ

向を承した︒

金隠で︑①米新政策決定潮に一本の爽楠を説明し︑新政策にできるだけ反映してもらおうとの霞的は

トンを訪れていた井上五郎原子力委員擾代理は︑二月二十八田年後四騰すぎ帰国︒羽田空愚での詔蕎

遼せられたと愚う②薪政簾についてのコメントは得られなかった③楽国の核拡散防ぬに対する淡懸は
極めてかたく壁が陣いとの印象を受けた︑などを明らかにした︒
﹁プルトニ

これに対し釆国側は︑﹁臼本の
使節闘は︑﹁萱察﹂

拝上氏を特使とする原子力問題

入検蔵規定を整備︒さらに①国際

ウムの国際蟹理一などに米国側か

蕎で再処理を行なおうとする巻

ら提案があれば交渉する護憲があ

改正法案は︑①勲燃︑原研以外の

状態は承知しているが︑噺政策に

とりつけ一を含め原子力繭題調整

関してはとりまとめ作業申で︑こ

※魍の新政策決定がいつ頃になる

便節団は一週闇のワシントン滞在

かについてはE月中旬とする麗方 の一致点が覆い毘せるかどうかは

中︑核拡敵防止問題を撮燃するナ

るため使用暫は門計羅響理規定﹂

十二爾臼の禰醗墓楓とカーター大

され岬空再処理譜要羅は︑昭秘六十

の際・必要な騒に眠り︑核燃糾物

﹁わが国職員が立入検査

質箸の必要な試科を細論できる﹂

と見られている︒

ければ六月にもスタ⁝トするもの

長︑モロコフ・ソ遡益子力平和利

チイク※徐子力規制委員会謂霧局
開発劔大に伴ってIAEA鶯蟹茶

クランド購務総長は世界の康自力

熔岡象委鍋会副議長︑カルバロ︒

鐘堕

予断を許さない偶勢︒

規制物質の適正な計籔︑管理をす

と四月頃との見方と両方あり︑ま

は︑総理大鎌の鮨定を受ける②動

る旨を一難の会談で振え︑今後の

を定める②総理大臣は︑國際規翻

れから大統領に輿康する段階であ

燃︑原研が翼処理を行なうとき

イ国務次嘗代理︑ローデン簾子力

井上特使は一日︑宇野科学妓術
だはっきりしてないという︒

物質の使用状況について︑情報解

臼※調整への建がかりをセット︒

とし︑民間再処理軽業への道を開

は︑総理大臣の承認を受ける⁝i

規制委員会︵NRC︶委員長︑フり︑それまではコ︑︑︑ットできな

の成累を報告した︒

庁畏宙・原子力委澱長に貸し酬い

日本だけを特別扱いしにくい米國

こうしたことから︑二十一︑二

い﹂として︸切の鱈明を避け・

ライ︒エネルギー研究開発庁︵E

再処理と査察で整備

RDA︶長富代理︑ホワイトハウ ﹁作鑑段階だからこそ日本の購偶 側の慧陶をくんで︑核拡散防止の
を闘けたことが参考になるのであ

を

って十分裾え酬わせて大蝋型に進
好意的な反応

運する規制法改正法築の内餐は︑

が眼欝︒

蔚

れには属聞の覆処理禦奨を認める

た﹂ことを明らかにした︒同象議

しく法制化する︒

対癒して鉱聞七習ナ︵累磧四千鳶

わが縢が昨葺六月︑NPTを批准

一方︑NPT保灘措羅協定に関鐙取り付けができる⁝1などを新
・ゾ︶︑六十丑黛度には篠間二千二

鰯鹿四千九総掘KWの開発規摸に

も閣議に提出︑今麟塞に上程する

子力磯関︶萱察からわが国

したのに伴い︑王AEA︵睡際原

は動燃難業団の爽海軍処理工煽に

規制法改正が潮影となる︒このほ

は専務総喪の諮問機関︒

議は機織強像鍮として①誤認局の

務遍がますます増えてきているこ

ブラジル原子力婁綴長︑メータ・

魎原子力発鷺設備一式（原子炉、核燃料、タービン、発璽機）

灘庚総灘轡趣鞍多

！

式 △ 社
瓜

原子力本部

；己録し、被1蹄蝋につい

理丁帳の統

スのスタッフら新政策立案巾枢の
饗人と会談︒一連の金談で︑使節
慰したい﹂と

月の動鰍瑠業団萬処理プラントの

を前握 示すにとどまった︒このため︑七

ホット試験多望の際必要となる来
科学技術庁は︑隈間による第二

加盟国の平和利網保舐

団は︑核拡散防止条約第四条の

に︑石油代替が原子力しかないわ

国製核燃料を萬処理することの米

速に拡大する◎このためわが圏で

醤ゾ︵墜万三壬蕎ゾ︶へと慧
て︑田本原子力研究勝が門原研

体となって建設する計圏だが︑そ

続いて第二薄処理工場を罠闇が主

独

方針である︒

規制法の一部改正へ

が國のエネルギー事憐を説明し︑

罵処理工場計画と核拡散防止条約

科技庁

ウラン濃縮や使用済み燃料再処理

示がなく今後にもちこされた︒

国の聖意については明確な顧商表

法﹂の認司を受けて再処理を行な

︵NP①︶影響措躍協定実施への 原モ炉箸規制法は簿処理に関し

の技術開発が不司欠なことを強調

対繕を麟るため︑原モ炉等現舗法

う場禽を除さ︑⁝動力炉・核螂料

査察に移しかえるための整備

日までに改蕉凝集の骨子を固め︑

の一部改正を横給していたが︑一

開発事業願以外の巻は︑再処理を

﹁闘際原自力機關の職員がわが園

行なってはならない﹂と璽業の制

ほど帰翻しだ難関欽散原子力婁員

巣轟部を一部と二部に分けるとと

とから蛮緊局の謙譲強化拡充を検

撤張の約束幾限である四月十四日

インドエAEA需駐委員︑フェリ い﹂と語った︒冑森側との母借

の内容からみて慧箆を一水にする

もに暴走処理部を立案し︑従来か

討している濤︑報告していた︒こ

を間近かに控え︑長崎興の還溺が

論をもちこし残念だ︒諮闇委員会

らある開発部と禽わせて四郡制と

ツキ・ポ⁝ランド原子力姿舞擾︑

昨厳九月のIAEA総象で︑エ なお︑ ﹁七賢人会議⁝のメンバ

する②査察鮒象国を雌蕊別に分け

れを受け﹇七賢人会議﹂は︑第二

デンマ1クのコック博士の七人︒

は︑二月二十八否認蓄魚見し︑会

る諭査察が効渠総に行われている

園鼠議から組織強化の醜体的なツ

ーは︑瓢関原馬力聾員を念め︑

か評価する薄総評髄機関誌薮察局

い︑として懐盤な構え︒

論が出ない段階では決断を下せな

一方︑久傑知蟹は諮問機関の結

となった︒

外に設ける一1など箸串をまと メを惣ぎ︑今園の第三回食議で答

われている︒

臼庶人が幽いた巖窩のポストとい

この讐購をうけIAEAでは継
のD⊥鴛嶺たるものでこれ蕊で

また︑荻野谷民の役聡はIA宛A決まらない慨勢から初の 催促
た︑と語った︒暴雨に︑益漿局の

繊強化を図ることになるが︑デー

など改幽されだ新薩察体制は︑薄

乗芝は原ゴ力発電ツラノトの建設・保ヘゴ時における放射線｛ノ1業者の汝全管理を、放射線管

固

め︑工A起A卦務総長に提出し 購となったもの︒
纏織強化に伴う人懲については

金属慮子力担嶺技帥長が了承され

普及により鑑進しています。また作業予勲の改善等による被曝低減対策にも

努めると同時に、全｛〆1業細）被曝鰹服をコンヒ」一タ処タilにより
ては法基準を｛分1ぐ回るよう、二二な管理を貨っております。

ρ

臼加原子力協定改定交渉

逓称︻七賢入盆議﹂に出席︑この

多妻多多タ多グ多づ！蓼一づ！！多グ多多多⁝！ラーづ多ク！！多多髪

察局の組織拡充強化策を協議する

営業贔闘

穂か

〒100東暴都港レζづli

一人ひとり放射総管理手犠が作成され、データはコンピュータて厳簸に管理される

」

師R，

浦電気株

華

季

《原子力発電所作業員の放射線管理》

脛飛，

被曝線量：を完全フォロー

膚R，

無凝望敷翻

東 ぬ
尿 芝

被

踏響1融，

コ

肢術輸出」は受ける

政令箸細匿にわたって︑関係開庁

！

新関原子力委員語る

擁鍵，

騒本、新提案を通告

聞の折りあいがつけば︑十一日に

露

新部長に萩野谷

園際原子力鰻関︵IAEA︶査 ﹁業携鄙の新部長に萩野谷徽三饗 タ処理の迅速化︑蒼禦の評価分析

A旺A査察局4部制へ

ンピュータを使用し

ム

瓢

翻

して理解を求めた︒

鯉撚目謹羅饗瓢ヲ照
一
羽田空港で魏者会見する弁上特使

轡棄奈5895番
蹴護舌（591｝612書（代）
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期靴鄭

︐

期親鵬知

実績は前月に引続き三〇％台と低

中塗基が停窺状態のため︑一一月の

日立プラント（株）、東京芝浦櫨気（株）・原r力本部、三菱原子力工業（株＞GE・敦賀および福島建設

癌

（研究施設関係〉環本原F力研究所・東海・大洗・高輪各研究所、理化学研究所・大和研究所、嘔力
中央研究衝、B奉アイソトープ協会、東大工学部・原r力研究旛設、東北大学・金属材料研究所、乗

ずや国民の信頼をかち偲るも．のとなろ

名

・

◇

乱

＼

所、W｝｛・1藍6浜建設所、日本シールオール（株）、三和テノキ（株）

う︒行政体制については米岡や溺独など

行政改革に伴う闇題は多々山秘してお

；

調だった︒

︵BWR︑毘力七＋八達四千K

藁票電力福協第一原発三号機

転停止となった︒同社はこんどの

W︶は三月一日から定検入りで運

定横で︑給水ノズル部クラック対

策など詳細検討を行なうため︑定

すものとみられている︒

検も遜常以上にかなりの田数を蟄

武蔵工大炉で脳

しゅよサう照射

武藏工業大学原子力研究所の原

漁

所、中部耀力（株）・浜濁原F力発麗所、三菱商嚢（株）、（関蟷興業（株〉、関西書誤（株）・美浜発躍所）、

饗睡

舞滋・論

遍（株）・教賀およひ東海発蹴所、東承獄力（株）・福島猿チ力発電所、中
園魁力（株〉・島根原子力発億所、九州羅力（株）・玄海原チ力発日瞬、四国眠力（株〉・伊方原主力発電

叢

藪欝総

黙黙漣擁舞鶴叢叢ご編識蕎播こ線縫率．緬撒粉棚定溌調設雌転

である︒原子力安金委員会の新設そして

勢をみせ︑行政一驚化へ改革に踏み切っ

い︒今国会には別に︑原子力船開発事業

り︑それをとり巻く環境もかなり厳し

二月

設備利用率は一
平均三四・二％
原産調べ
臼菰原子力塵業会識が調べた今
隼二月のわが国原子力発電断設備

また︑こ購︑﹁プルトニウム使用

の安全性と実用化﹂と題して招待

医師団立ち会いのもとで原子炉熱

ら医師五人と助手・轡謳婦七人の

男性愚看で︑畠中蔵物京大学教授

医療照射を受けたのは二十七歳の

王禅寺の岡研究所で行なわれた︒

対する医療照鮒が一日︑川蘭市︒

ア社核燃料生産部長のE・V・ベ 子炉を利周した脳しゅよう三国に

講顔を行なったベルゴニュークリ

ムデン博士は︑プルトニウム燃
料のリサイクルの可能性について
物技術的に実用化できる段階に遠
してきており安全性も問題ない﹂

のプルトニウム利用の経験からも

と強調︒十七諸車にわたる岡社で

大病院に撃った︒

射を受けたあと︑治療のため帝京

にできたしゅよう愚灘に中性子照

塞内できっちり五時間︑左側頭部

一件の禦故も起こさなかった蜜全 中性子柱の外側に設けられた照射

ムの安全牲を強調①プルトニウム

実績を説明しながら︑プルトニウ

に軽水炉で個袴の挙動を示す②プ

混命燃料は濃縮ウランと同じよう

武藏工水炉での原モ騨中性子照

射による脳しゅよう医療は今囲が

誠︒

こ原子力関趨主要雪田先〕
（発配所関係〉目本漂野力発

行政懇談盆山見の旧聞もそこにあった筈

ずれも相当の年月をかけ着実な藁備段階

兜進各国でも整擶がなされているが︑い

た萸断は評緬されてよい︒この安全規制

シンポジウムではまず向坊隆藁

に製造される③プルトニウム歎料

ルトニウム混禽燃料は極めて安全

会は昨張︑医療照射に便えるよう

切めて︒同炉を管理する五島欝英

炉の設備を改修︑以前の原子癖療

にした︒

法の牽分の涛聞で照射できるよう

（発電所関係〉機器その他の汚染除去、定期検査時の除染・サーベイ、核燃料袋碕・交換作業、個人
被曝管理、汚染衣類のランドリー、冷却取水溝の清掃、廃見物の運搬、変櫨断・空調設傭運転保守、
施設内の補助工事並びに営繕業務、管理区域内除染および清掃、普通区域湾掃
（研究施設開係）PI放射線取扱実験室設讃皇ンサルタント、目零の改造・解体、廃棄施設整備、機

一駕半有余をかけ蓬蓬を重ね

規制行政の一貫化がこのためのより有効

てきた精果を輿体化するもの
であり︑羅非とも本法案が今

のタテ割り行政は︑ひいては原子力開発

には国際的な核拡散防止の動きへ

大工学部教授が﹁核燃料サイクル

重く中のカノ．」内数了は前月の実績

原子力安全委新設と

行政体制の整備

の独窓ベースの体制工めを進めていくこ

情の逢いなども十分に考旛︑わが劉なり

を踏まえ実行に移されているものだ︒国

な手段となり得ることは明白だが︑同時
に︑それが安全性確保対策の全てでない

国会で成立︑行政改革の実現
が國られるよう強く期待したい︒

ことも確かだ︒いずれも︑いわば

入り

只を細い墨したにすぎず︑この点で︑

ところで︑今圃の法案提出京でには幾
多の難関があった︒蟹実︑原子力安金鎖

の移行に際し︑いささかも原子力行政が

とが︑肝要である︒とくに新しい体制へ

和利用の担保の璽要性と︑それ故に広範

全般の墓本につながるものでもある︒そ

きるなど大容鍵輸送が可能だ︒型

ら十七〜二十一体を一度に収納で

もさることながら︑蚤騒も一重七
十五沙と超ド級︒﹁雲霞が容易な
ほか︑一朝漫たりの輸送容蟹も大
きいため輸送費の面で経済的でも

わが國ではこれまで便用済み燃

ある﹂という︒

四︒二％︒浜腿︑玄海妻琴発が驚

利用藪は︑別表の着り︑平跨で三

る輸送専門会社﹁NTS﹂ともあするなどして協力していく必要が

定検および事故時日で煙開十三基

わせ︑これでわが国の使用済み燃

の適切な対慮が璽要な要石となっ

ンが設けられており︑これらによ

声漁

れ得ると指摘した︒

プルトニウムは十分安全に利用さ

9

2
3

2

0

漂子力墓本法等一部改正法案

望⁝
⁝が 二 月 十 八 田 の 閣 議 決定を経

に禍恨を残さないよう十分な論議の尽さ

今後の運用をはじめ國会の場を通じ将来

展⁝て・翠九日会に欝され
の一部にも門むしろ開発を陽警するので

たがい立地難をはじめとする諸々の問題

が︑原子力開発は実用化段階に入るにし

すでに開発蕊手二十無が過ぎている

遅藷することがあってはならない︒

員会の新設については︑与覚・磨民党内

緯など考えると︑﹁まず︑法案成立﹂を

がむしろ野党から強く指摘されていた経

れることが要請される︒ただ︑行政改革

た︒原子力船門むつ隔放射線漏 れ を 契

編成でもいわば最後の皆ともなる政総折

は﹂という懸念があり︑五十二年度予算

機に高まった原子力行政に対す る 国 民
の不霊を︑これによって払拭︑ 儲 頼 回

復への手だてとして立法化しよ う と し
衝にまでもつれ込みやっと決着がつい
がクローズ・アップ︑原子力発電所恐工

ているのが本法案であり︑骨子は現在の

問題の第ごは︑政府の頬応姿勢であ

子力界も︑従来の延擬線上にある認識で

は漸減傾向を選っているのが実情だ︒原

図ることが轟然の成り行きでもあろう︒

る野党各党も︑新設の雨委員会とも国象
る︒ともすれば縄張り象いとなりがちな

た︒行政委員会構想を強硬に主張してい

行政機構の中で︑エネルギー安定確保の

原子力委員会を改線︑その機能を分離し
開発を担崇する︵新︶原子力委員会と規

会︶に性格づけられたことで﹁単なるこ
は今後に対応しきれなくなるということ

行政纒織法にいう八条機関︵諮問婁員
大目標のもとに通産︑科学技術︑運輸と
を肝に銘ずべきである︒

鼠を設けるとともに︑各雀庁の安全規制
慧見番にすきない﹂とし反発の構えを添
いった主膳三雀庁が一丸となった協力態

制を担撫する原子力安全委員金の爾委臓

行政も商用炉は通産省︑舶用炉 は 運 輸
している︒しかし︑今回の行政改攣にお

な原子力語動︑原子力行政を大所高所か

いて行政委農会を避けたのは︑原子力平

雀︑研究開発段階にあるものは科学技術

れ璽任の所在を明確にする一の 二 点 に
ら監視することの必嚢性があったから

庁の担当とするなど一蝿化を図りそれぞ

簗約される︒この行政改麟のために改正

准等々原子力閣連の法案︑条約が多く提

団法廻田法案︑NPτ保障措置協定の批

が必要な法律は原子力基本法︑原子力委

出される︒これに韻え七月の参院選を控
え国会の実質審議属数はかなり圧迫され

の行方がどうなるかは一に規舗行政の運

るものとみられているだけに︑生根を据

馬如何にかかっているといって決して過
言ではなく︑その懲味においてここで何

えて取窪まないと

で︑むしろ必然的な措置ともいえよう︒

ことも必蚕の情勢だが︑ここで問題は︑
にも増して璽きを置かねばならないこと

ることにもなりかねない︒政麿による原

国会審議の場で野党攻勢が一段と強まる

門原子力基本法等一部改正法案﹂として
まず︑本法案の意図するもっと大きなタ

は︑堅牢な﹃容れ物﹄とあわせそこに

一もの多くに及ぶが︑政府はこれらを

員会設置法および原子炉等規制法など十

一括し国会に提出︑今秋＋月一臼からの
ーゲットが︑それによって国罠の安心を
質︑鐙ともに十分な﹃人溜を蒙るという

される所以でもある︒

峯力安全委員会新設への最酋の努力が期

の憂き冨をみ

実施をメドに全力煩注の考えだ︒学界︑
とりつけることに大前提を圏いているこ

た道づけを行なうならば︑規制行政は必

ことである︒その上で将来への確固とし

流産

地方公共団依︑労糧など各界代表で構成
とに思いを至さねばならないということ

ャスク管り受けにたよっていた

料の輸送に嶺たり海外からのキ

国内調達ができるようになったわ

このキャスクは長さ約六綴︑鷹径

七体︑BWRタイプ燃料集舎体なる︒

燃料忽などで論議
@原子力総合沸嬬開く
よう構造的に堅牢であるなどキャ

長︶など関連一二十五学協会県催に

り衝撃を抑えるなど耐落下構造を

の確立﹂と題し特別講演︒昨年の

ある⁝などの点を播摘した︒

約二・三綴とかなり大型で︑この

一i等々がそれらの内容︒さらに け︒すでに薯業化に乗り出してい

優れた熟放散性能をもっている

とにより八十四KWという極めて が︑OCL設立によりキャスクの検を終え戦列に復帰したものの︑

一⁝⁝讐

された原子力行政懇談会が広く学術会議

〜六月頃の完成をメドに現再製作

作技術を加えた国産化品︒来年五

スに︑これに同社独自の設計・製

ド︶から蝉幽した賢愚技術をベー

1社︵旧社名はナショナル・レッ ためPWRタイプ燃料並倉体だと料輸送体制はほぼ整うことにな

・温

謬＝⁝二齢＝騨＝瓢＝一一⁝一一＝■＝＝＝＝＝⁝＝＝＝翼＝⁝齢≡常一二≡⁝＝儒＝騨＝⁝需＝鱒＝⁝一＝＝；＝≡＝書≡＝＝＝≡＝一＝⁝一冒一諾竃＝＝騨一一＝＝⁝二七⁝＝蚕響ヨ二謹＝一＝騨一一一⁝＝⁝一一櫛≡

である︒本法案のベースとなった原芋力

一⁝ニニニ榊一⁝⁝榊二︐≡口≡⁝

や消躍蕎睡体等から恵寛を聴取するなど

団堅

甲圃囲

キャスク賃冨貸で薪会社
礁 濯 輸送需要急増に 対 処

中だが︑このキャスク﹁HZi75

35面影
会共催

ーシャン・キャスク・リース︵賂称OC﹂︶扁を合弁で設立したと発表した︒原子力発電開発の進展

スク固有の安全性はもとより︑放

よる第十五回﹁康子力総台シンポ

てきていることを強調し①小資源

T﹂は特殊内容物の輸送が可能な

に伴い兜行き急増が兇込まれる使用済み燃脳の輸送に対処しだもので︑この分野嘉業化で官社が設立

射線遮蔽や熱放散等々についても

ジウム﹂が一︑二臼の両日︑栗京

伊藤思商事と日立造船の両社は二月二十四澱︑使用済み燃料輸送用キャスクのりース専門会批﹁オ

されたのはわが国では切めて︒同社は当面︑七十踏級のキャスクニ棊を国産︑美浜︑玄海両原発使用

十分に窪溜されている︒つまり①

だ︒

・兜の門の国立教育会館で開かれ

B本療子力学会︵伏見康治翼 いる﹂と核燃料サイクルの確立

済み燃料の東海再処理施設向け船舶輸送にりースするが︑引続き講要動向もみながらキャスク基数も

いる②上下に緩衝体︑外周にフィ
同社はさしあたり二藍のキャス

核燃料サイクル懇談会の中闇答申

礁〜鑑

独自の中性子遮蔽厨が設けられて

倉格で認可がおりたことから︑引

クを保有︑美浜︑玄海両原発使用

立造船副社長が就任した︒

キャスクは新しい核燃料を加工

いでいたが︑会歓網織︑人畢など

続き会社設立のための欝欝鮪を急

また鋼︑鉛等から成る襖合構造で

もっている⑧内部に水を充満し︑

還鴉

増やすなど内外顧客からの要謂に応えていく誹画だ︒

いは使用済み燃料を原子力発電所

工場から織子力癸電所まで︑ある

送用にりースするのを手始めに・

園臼本としてのFBRに肇るプルレベルまで達しているーーなどの

済み辮料の藁海再処理施設向け輸

たあと︑最近の問題について門例

からわが国の今後の計画を説明し

トエウムリサイクルの心像性を説

も固まり二十二日付け設立の段ど

造桝への熱応力も少ないなど独特

熱容懸が大きく局部加熱による構

えばウラン資源ひとつをとってみ

るための堅牢な容器︒新会社OC りとなった︒資本金は一纏五千万

を遣羽製作するなど対応を進め︑

来無類にはキャスクもさらに二墓

の耐火構造をもっている④外周の

障繕蹟のための共同研究の対象と

明していく②動轡再処理工場も保

から再処理工場まで安全に輸送す

率はそれぞれ段藤総懸凄が六〇

Lはこのキャスクを係有︑その貸 円︵授権資本六懲円︶で・出資比

内外顯客からの駕要に慈えていく

いうわけにはいかなくなってきて

ても︑あれば蔭ちに入手できると

の品質は少なくともウラン燃料の

出しと取り扱いの技術指線および

％︑臼立造船が四〇％︒新会社の

フィンに銅とステンレス鋼とを粗

点から高速増殖炉や熱中性子炉で

保守サ⁝ビスに当たろうというも

キャスクは臼立遮船が来国NL 合わせた独特の材料を使絹するこ

計画だ︒

譲
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第十回原産年次大会が九日︑索京・内幸町のイイノホールで出臼間の幕をあける︒今畷大会は
﹁原子力総総縫代の新しい展開をめざして﹂が基調テーマ︒内外環境がより厳しくなった中で︑

今後にどう対膳すべきか︑隣路を切り拓くための諸力策が検討される︒セッションを追いなが
ら︑そのねらいと︑闘きどころなど無点となるいくつかを捨ってみようーー︒

原産年次大会迫る

隆路方策求め多角検討

一藁︻躍攣譲論証︻顯鞠胸㎜鷹

原産億茨大

会の焦点

毒甕山霊薫隔羅︻

麟際協力等について講外国︑国際

発を進めるに当たっての問懸点︑

機関の見解を聞き︑わが園対癒の

た結果をふりかえりながらエネル

参考とする︒石曲儀機かもたらし

ギー聞題の墓本的解淡は新エネル
ギー技術の曙発によるしかないと

のわが國エネルギー供給の鍵を濁

捲摘する大島氏は︑原子力が当颪

るものになろう︑と結ぶ︒スペー
り残はイタリアの電力量論蟹玉を

3月 量 杢

を含む六つ の セ ッ シ ョ ン が も た れ

難曲大会 で は ︑ 開 金 セ ッ シ ョ ン

さをみせているカーター大統領の

理など平稲紮にもかなりの厳し

試み︒核不拡敵を柱に濃縮︑爾処

解衷明は︑米国新政権による初の

開発扁

一︑

このセッションでは︑中

﹁エネルギー本態と原子力

以下︑各セッションを購うと一

ことになろう︒※矧源子力産業が

ダウンストリーム問題にもふれる

調趨︑反対運動など中心に紹介︑

て完成さゼるためには核遍羅サイ

原子力発磁を総裁システムとし

2︑﹁核燃糾サイクルの確立﹂

がら麟際協力問憩に言及する︒

る︒海外からも十二人による冤解

概説︑原子力発飽の標準化や負金

止明︑発表等が予定されている

月

羽

B︷

を披露︒山本翫は立地対策ともな

は︑原子力出発を推進する上で産

戦略上の誤題﹂

︵木︸

る群分離磋究開発の歯状なとにも

殿

を克服するための研究開発と証拠

叢及する︒今一つは︑海外発致Q

月

化への計薩的努力等について発

颯独ツ⁝ルケ氏は簿処理︑プルト

直騨が現実に欝話している繊題点

塞セッションで
装︒これを受け霞縫箔は︑中でも

曝︑﹁環本の原子力星宿−二輪

皐急に対応が要講されるダウンス

Eム加工︑放射性廃棄物の処理 を行政薩も愈め浮き彫りにし︑こ
処分讐を岡一サイト内に集申する

れを打麗するだめの短・中・長期

トリーム部門のうち漫薩の璽くの
課題でもある高レベル放射性廃棄

サイクル金般にわだり吃驚性のと

いわゆる開発上の問題点をつくパ

醜課題を探り方向づけを行なう︒

クル確立が不可欠て︑そのため︑

再処理センター無難の概要を紹介

漁撫している問題に視点を置いた

する︒周瞬ではすでにこのための

ラーソン氏は原発蕊工の遅れとそ

物処理処分問題に焦点を墨て︑そ

・長期にわたる圏際エネルギー獄

れた形で開発︑推進することがわ

丁山勢の展望を行ない︑わが国の

が脚にとって喫繁の課題Q憲セッ の対策の進め方など提霞ずること

三塁で今は一番むつかしい聖遷に

るさまざまな嚢求があり導燈戦路

電に醒し内と外から互いに矛薦す

の経済的影響など紹介するが︑難

エネルギー戦略を藩えるととも

本セッションでは核燃脳サ

﹁核燃麟サイクルと撹乱協

問打開の対感策はわが国への承唆

に︑原子力と他の石潤代蕩エネル

界が注筥︑会場の内外で論議がわ

ラン資源の確保から撫工︑濃縮︑

力扁

3︑

上氏はその中で︑京ず︑原子力発

を磯署することが切能などと見解

あると指摘︑瀕子力発電を将来の

しっかりしたものにし産業・技術

ットおよびラ・ア！グ唐揚を掘 としてギリシャ・楽園勤務︒IA イクル︑とくにプルトエウム利

門における圓瞭協力のあり方を︑

嶺︒ウールテ社社長︑C践A燃料 鴛A渉外︒鶴興部錘を経て現職︒ 罵︑再処理︑眺葉物管理といっ
繭

のであるならば開発戦略をよほと

・再処理工場およびカーペンハー
スト濃綴工場の金霊要常設プロジ

がなければ途は拓けないなとと強

エネル

まれ︒法学博士︒王A露A法律部 ルギーおよびわが国から参加のも

5︑﹁繋金と原子力﹂

調︑コメントし︑講論に引継ぐ︒

賦︒V︒ベムデン︵ベルギ⁝︶

欝する︒五月のザルツブルグ金議

クルセンタ⁝検討の瑞況を詳細帳

題や原子力開発に関する今躍の論

聴講報徳でわが岡のエネルギ⁝聞

蕪など歴任︑七〇焦から瑚職︒

ギー難題への対応は編広い濁罵醜

商品のもとに進められなければな
ンシェ︑バックの飯氏は仏︑萸に

ている諾際題についての公軍かつ

らないが︑そのためには菰野され

ベルゴエユークリア社取締役・

薫AEAにおける広域核趣料サイのセッションでは︑昂ず山田銭が

それぞれ概説︒フィッシVl氏は 冷静な甜論の鍍銀けが不可欠︒こ

おける広馳な獄子力蘭留について

しいエネルギー澱策の動向︑タラ

インマン浅はカーター米塩煮の新

今大盆のハイライトの一つ︒シャ

とに模索する︒関際パネル討論で

岡際法握漁補俊憲︒一九二〇焦掴 工A猛A︑※︑英︑仏︑薦独︑ベ 猛盤も欝欝の訴で固めていく態勢

BNFL独
再研究技術省の磯発途上罎協力・

W︒ブーランジェ︵西独︶

差力エネルギ！源にしょうとする

≡冊営二＝嘩＝＝藁幽誓≡開藁≡コ偏騰三藁＝≡＝藁藁三二＝曽＝＝ヨ三扁＝＝＝＝ニ＝≡≡⁝ヨ⁝＝⁝＝⁝＝噺≡慧＝三三＝二層輔：三階⁝⁝三三陶＝

腎︑博士号厳得︒六一犀から七二

月から現職︒原ア力
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閣石釦陽焔に従事しサウジアラビ
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までには精果が濠と謙る私通しだ

界︑電力︑臓弁連︑溝蟹習漣盟︑

焦点を融り講譲する︒呂席は学

峯力の選択︑経済性︑安金儲題に

点を整理︑展望︒これを受けて原

学巫︒ドイツ・カールスル⁝工超

う︒ブーランジェ氏は西独︒ブラ

計撮轟部良︑理隼を歴艇︒

眠＼／

ズ

＼

♂楽㌧／

れ︒ケープタウン大学羅︒外交冠

襯

蚤

還囑にも羨門録として参幽︒

7 ♂渉

ﾒ︐㌶
轡
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ては今井︑ベムデン闘氏もふれ

で︑ここでの叢論や撰．叫は︑談賜

次大金のもう一つのハイライト

セッションの鍔際パネルと餓ぶ駕

どふれる中でフィシカル・プロテ
クションとともにその戴蠣性を指
摘しよう︒米懸仏・繭独の応酬が

ものともなろう︒

への鷹発点として位躍づけられる

題に対する今後の暴発な意兇交換
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⁝
筏︒CEA産業局摸︑長冨補佐幾佐︒一九二〇隼南費ーデシア盤㌫
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ネル討論︒慕本課題を提起する川

ションではこれらに薄唇︑三つの

〔ハ桑ル討論）

各種施設討國が敵調に進捗︑この

も大きかろう︒原発と化石燃料発

T「社会と原子力1

になろう︒瀬川践はその中で︑今

ギーである石炭︑矢然ガス︑太陽

講蔽がある︒瀬川氏は︑わが岡の

清成 廻、武田 康、ll掲敏弘 水野 治、
堀
郎、4ミ豫英

数週間のうちにも謹謡薄手続きか

磁所との経済聾比較も韓国され

3

後十無以内にダウンストリーム部

エネルギー︑地熱との比較︑総愈

轟i日本の原子力藍業一開発戦略上の廉題1
た︑いわゆるダウンストリーム部

C・バンク︵英︶

サイクル学芸︑生薩局擬等歴任︒

まれQバ⁝ミンガム工科大学傘︒

処理担嶺理蟹︒一九一六卑勝闘生

コ⁝ネル大学政治学鋤教擾︑現窪
教授︑箪稲濡雪聞題部長︵学務欝

スプリングフィールド︑ウィンズ

入省のため休職︶◎七六黛から七
七矩一月までエネルギー研究開発

局︵ERDA︶隈際政策企画霊
ケール︑ドーンレイの核燃料製照
任︒七七年

箸︶に関する権威︒

毒鍵馨霧蕪

スブルグ生まれ︒クラウスタル大

い小ル，lf論）

始勝るもようだ︒

核燃料サイクル全長にわたる艶本
る︒ウイリアムズ氏は0駕CDI

NER
生S
まれ︒ロンドン大学卒︒経済学

AI

発
麦／
dl囎ノ蹄ル晶翻

D・A・V・フィッシャー︵一ウラン光素研究駈顧闘ほか︑工A ジル聞双務協定を中心に︑これに

C劉A ェクトにおいて指轟的立場で顕 核燃料生麗部長︒一九⁝ 八鋸ブリ

1所長︑火力︒原子力発魔所建設 A鐵頭取縞役︒一九三二薙ヨハネ 移転︑デシジョン︒メーキング
部長︑建設本部長を歴佳Q

…

門のプラント︒エンシニアリング

再評懸により︑量子再開発の必要

慧趨が反映されだものだけに︑各

まず鯛会 セ ッ シ ョ ン で は 有 沢 原
再処理箸々核燃料サイクル金閣そ

G・スベーり︵観︶

＝﹇縛曇≡＝＝三＝＝需＝

NEAの澱近の計醐をとりあけな政策と課題を踏まえ︑これら課題

が︑いずれもわが翻原子力開発政

薩会長の翫 鱈 表 明 ︑ 字 野 原 子 力 婁

して核融愈計画など多ナミック

くことだろう︒ティヤック氏はウ

職長の所感 披 涯 と ︑ 米 ︑ 転 炉 麟 代
な政策を進めている仏の現況を概

えるものとなろう︒

表による特 別 講 演 が あ る ︒ 原 子 力
説︑筒磁炉翻入の必要性などにも

※国

㌻︑磁掛

ミシガン大学助教授︒七二駕から

原子力規制委韻会︵NCR︶婁農A副社長︒一九一二年ペニス生ま 士︒UKA露A撮健壷金部長筈を
卑までカリフォルニア大学および

V・ギリ ン ス キ ー ︵ 米 ︶
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政策をめぐ る ギ リ ン ス キ ー 氏 の 兇
性を明確にする︒また︑原子力開

策の今後の検討に大きな示唆を与

叢及することになろう︒

第10回原産年次大会プログラム

る㌫

P︒マルケ︵西独︶KEW
政策の心際聞題︵促障措灘︑技術

銭講

ラノ火力発慮所設計・建設センタ

一九三四矩ワルソー生まれ︒コー れ︒パドウ穴学卒︒ENELのミ
歴伍︒

ネル大学卒 ︒ カ リ フ ォ ル ニ ア 工 科
大学から博士号取得︒ランド・コ
ーポレーション国際問題プ鴇ジェ

ジぴ多聲馨薄轡獣鶉樋鮮聾

画︒GE挫の原子炉照射︑原子力

士︒海塚で原子力諮水艦計顧に参

F副理讃長︑海躍貢学校卒︑工学

クト・りーダー︑AEC規制部長 H・﹂・ラーソン︵米︶

特別補佐︑ 計 画 分 析 竪 政 策 計 爾 担

当次長等歴任︒

フラン

部
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一九二〇無フランス位まれ︒理学

A発工学博戦︒GWK雛頭取締 P・タランジ黒︵仏︶
ス原子力庁︵CEA︶鍛⁝︐回委員︒ 蜜全︑BW駐画各部長δG単

博士︒ラジ ウ ム 研 究 駈 長 ︑ パ リ 大

認難戦瑛を歴任︒

︑忍♪

学理学部原 子 物 理 学 ・ 繊 弱 線 欝 欝

突・

デ擬︾

鶴務

一・G︒K︒ウイリアムズ︵0雀原子力抵漫補佐露︒一九三閥庫

L︒シャインマン︵米︶

授︑原子物 理 学 研 究 駈 長 ︑ キ ュ リ

ぜ
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／
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F擁麗二億ドル鯉鵬減へ
注目される議会の反応

霧
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が加えられるのが逓例だ︒このた

予算項圏に対してさまざまな修正

爵︑原子力研究開発予算の大上削

については七か国が個汝にIAE

によって七か国は︑てA￡Aの糞

Aに逓報ずることになるが︑これ

察を受け入れることになる︒七か

がある︒この結果︑一九五九無の

國には猟在︑約蕾の原子力施設

地から現在問題になっているカナ

でいった輸鎌瀬理法修正案が鱒

圏にプレ⁝キがかかる︒それを

とにもなりかねない︒

きた歴愛の過程が織視されるこ

あるQ議会にはこの総懸を削除

の欝欝を要求する﹂かどうかに

炉と全燃料サイクルーについ

したウランの全工程一⁝つまり

ないはずであろう︒

とで実現する以外︑可能な道は

理センターを王A￡A管理のも

主張する多陶間ないし地域再処

七三薙の協定簗二十五条は︑そ

の発効凝EC域内における一定の
手続算了を条件としている︒この

に捉出されたが︑核保全国である

取決めは七六無七月︑EC理事金

いフランスが締絡をしふったため

ところがらNP7に加盟していな

実現が遅れていた︒核保衡濁の葵

簾1難語認ll繰1譲ll魏織1潔竃簾舞勤1諜蝶1

注1うれる

E轟轟莚幾筆勢窒重1箋重鱒藷努糞蕪
緯立︑越転の各段階でアルメニ

供一17ASS︶

建設されたものだが︑建設︑機器開発にも利罵されよう︒

1あ動麟反なすが裁ビとの首デ所

に臣大な関心を寄せている岡大統

最後の選択

として考えているからだ︑とみる

のからむ原子力を

領が︑再処理やプルトニウム問題
七十八億圏千万談︶することにな

をもつ米団にはそれが可能だから

弱きもある︒豊かな化石塗扇資源

る︒

カ⁝ター政格によるこんとの
エネルギー予算修正は︑エネルギ

七八隼肢予算案はこれから長丁

だ︒

場の議会審議を迎える︒末議禽で

速

勧速炉や核融業

R勾画の徹隊的な苔癬しは必至 効性 のあるエネルギ⁝闇弱への

徹任した検討が行なわれ︑翼々の

は例鋸︑大統頽煮出予算について

ー節約や石癌備蓄など比較醜

対応を燈先させ︑

にすると

颪万㎡を下騒ることになり︑FB

だ︒とくにクリンチ・リバ⁝轟速

の開発を

など長期的なエネルギー供給手段

いうカーター大潟領の姿勢を示し

あとまわし

け︑そうだ︒まだ︑核融禽予算枠

贈贈漂型炉計闘は大きな打撃をう

たものだといわれている︒嗣時

が議焦でどのような推移をたどる

め今圏のカーター大統領の修正察

㎡から八千万騨削滅されるなど︑

に︑高速増殖炉を軸に原子力予算

もフォード提薬の五催一千三葭π

将来へかけての原子力研究開発分

カーター米大統領は二月一一十二臼︑フォード薩大統領が提案していた一九七八年麗︵七七年十月か
ら七八薙九月まで︶予算の修正案を議会に提出した︒この中でカーター穴統＾唄はエネルギー墨刑予算

の代替エネルギー関係予算を増加

を縮小する一方で︑養干ながら徳

う︒とくにエネルギ⁝に関しては
減を提写しているのが團をひく︒

ンダ︶とユーラトム︵欧州原子力

づいて締継した保障措置協定を実

有していない七か麟︵ベルギー︑

颪万がに縮小された︒この謬正が

力機閣︵︷A露A︶に核乗羅を保 核拡散防止条細︵NPT︶にもと ユーラトム・カナダ間協定よの冤

︵EC︶は二月十七籔︑麟際原子共同体︶が︑一九七三奪四月工臨

かが注国されている︒

っている︒今醸の修正で米エネ

野がねらい撃ちされたかたちにな

ルギー研究開発局︵ERDA︶
させていることは︑核拡散の防止

を大恥に手職しし︑省エネルギー化︑石磁備蓄麟画の強化などを打ち出すとともに︑．赫速耳殖炉︵F

エネルギー研究開発費約四千万がの上横みを提案しており︑この修正案に議会がどのような反応を承

BR︶関係予算二慰避の湖減をはじめとする原子力研究開発費約竃鎗がのカット︑原子力以外の伐蝕

今園のカーター大統領の予算修
省エネルギ・−鷺ア算枠を一億轟少や万

の対象にされだのは識体熊踊︐同説

すかが庄閉されている︒

正は︑フォ著ド前大統領が退任慮

の備藷訂画についてはフォード提

がから鷺婚

騨翻受入れ態勢整う

前に議会に送り込んだ七八年滋予

の塑求枠八億五千五両万がは二二

贈高炉︵LMFBR︶︒フォード門パリ松本駐在暴回欧州致ハ鰐κ郷

ユーラトム七か国が通告

算蘂に対するものだが︑総じて前

八二年末五億④を七八無闇二億五

案の一九七八鋸来一徳五千万疹︑

停騨切り下げられて︑六億五千五

れ拡充︑加速︑駁説力以外のエネ

原子力関係で予算カットの最大

みられている︒しかし雇用の拡

大統領の提案を引きついだものと

千万の︑八○鋸末五鱒媚にそれぞ

問題への対応などについては︑選

に関する交渉も好転するものと期

ダによる西独属け核燃瞬輸出中断

一千万がに傭贈︑石癌

大︑社会保陣の充実︑エネルギー

をとったと通知した︒各国の措羅

遷するために必要なあらゆる描麗

権は二月末をメドに態度の決定

提出される麗こみでカータ1政

避けようとすれば︑必要な再処

司欠なものと考んるなら︑その

が︑米園が本嶺に国際協力を不

ことだったが︑今でもそのこと

て︑カナダ薗身による査察を嬰

待される︒

議会で承認されれば︑七八年度F 廼独︑デンマーク︑アイルランド

﹁

BR予算枠は今剣劇の六偲八千六 イタリア︑ルクセンブルグ︑オラ

国が髪際原子力機関︵王AE 核爆発実験で︑供給園のカナダ

︐

ルギー研究開発費も四千二百万㎡

をより鮮明にしたといえよ ・穫度憩加するなどの描践をとる反
ノ

カータ

ー億

挙戦中の公約もあって︑

﹂
は負い切れない︒

る︒IA冠Aセーフガ⁝ズをるが︑蒋定の国が﹁査察賦しに

A︶の保障搭齪を支持してい が麗任を感じていることはわか

できるわけではない︒フォード

なることで︑核拡散防止が実瑚

つまり再処理をもはやストッ

対してのみ︑設備や物質の輸出

燃料サイクルに受け入れる国に

プできないほどに︑世界の原子

米園にはたまたま稼働施設がな

力発電は進んでしまっている︒

いが︑欧州の再処理工場は編に

を認めようという︒もともとI 声明もいうように︑この問題は

には同慧しつつあるが︑西独ー

協力なしには一1解決できな

貯年秋のフォ⁝ド商明に灼す

ウムにも適用されるのが︑建前

い﹂

み燃料プールの拡張で嶺座をし

で︑その実施が遅れているだけ

動いているのだQ※函は便屠厨 AEAセーフガーズはプルトニ ﹁ひとつの国だけでは一1濁際

のいでも︑それが鋤単にはでき

その手法を確立させようという

だとも考えられる︒この機蟹に

うな既存の協定は︑各州の主権
にもかかわる問題で︑修正や破

処理一⁝や再処理委託⁝⁝がス

ない国もある︒そういう国で再

ブラジルや仏ーパキスタンのよ

棄に応しる気配はない︒また薄

る径圏からの反応はどうやら一

の庚定を急いでおり︑二年越し

処理を現実に必要としている国

巡した︒カーター新敷権も態度

の核拡散防止論議も落ち着く先

う︒そうでない

のが︑やはり物事の本筋であろ

のひとつも﹁来隈が倶給した燃

と︑王A猛Aの を急いできた︒この法案の難点
防庶条約︵聾P 料または米国が供織した発彪炉

設立から核拡散

ど︶に再処理委認や薄処理施設

理をしてプルトニウムを拙鐵す

いるように見醒るのはカナダで

︵日本やスペイン︑スイスな トップされれば︑原子力発織属

※国議会には昨琿成立寸前ま

が少しずつ想えはじめたようで

もともとこの問題は︑一昨奪

ある︒

原点総評騰纏灘

以来ロンドンの﹁供絵国︸会議
︵七か国グループ︶で話し論わ
れてきた︒しかしこの会議に必

理技術の薫矩間輸出禁止と︑さ

らかに無理がある︒モンデール

の運帳を轡止させることにも明

あろう︒カナダはカナダが供給

T︶へと進んで で轡やした燃料の再処理に来国

らに再処理無湧論を打ち出した

い︒半年舗まではそれは嶺然の

るところまではやらねばならな

ずしも画罵しない来欄が︑再処

のがフォ⁝ド濁明である︒声閉

ーター政権にもその辺の噴精が

副大統領の答園歴訪などで︑カ

次第に理解されつつあるよう

に変わりはないのだ︒核拡散防

遇している︒しかしウランを供

しようという動きもあるという

には︑各圏が再処理や濃縮のこ

霜を進められるように保証する

だ︒もっとも︑核拡散防止への

であり︑その

ことの本筋かう一番脱線して

とを気にしないでも︑原子力発

という︑米国の親権暫意識が磯

トニウムの管理

︵K︒K︶

止に必嚢なのはあくまで﹁プル

給しただけで︑原子力発電の全

カーターの決悪は固いという報

問題での国際的唐門の確立であ

技術過穆に立入ろうというのは

逆もあるから︑楽観はできない

しかし毒明後の各陵の炭応は

が︑後始末を来国が引き受ける

ろう︒

厚に出ていた︒

声明の効渠と限界とを次第に浮

といってみても︑国内製情をか

明らかに行き過ぎだ︒インドの
か凡た米国の麗状ではその殿任

ロンドン会議では︑ソ連や英
の強化と今後の技術輸出の自制

かび上つせた︒各国は傑隔描置
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昨年末現在
B本顧子力簾業食繋が調べたところによると昨野末現在の世弊の運転︑建設︑計函巾の原子力発躍

設備容騒は総計七百九夏五億七千首九＋八万四秀KW︵正味雲出力︶に達し︑彊獲に比べ︻手
六纂照千一一百九十一万六千六颪KWの増加となったことが明らかになった︒この一年間の動きをみて

千八蔚四＋八芳三六颪KWに回ったものの︑遜開笑繊ではナ八

みると︑今後の計画については世界的な滅遼経済への契入︑流動的な國際環境などを反映して建設︑

発座︑計画中愈わせても＋八 墓 一
基千困欝四士二万一千KWが薪たに戦列に加わるなど竪調なペースで描移︑原子刀発電が脱石磁時代
の新たな撹い手として魑実に地歩を國めている姿が浮き彫りにされている︒こうしたなかで日本は運

ﾉ米団園山ハ基︑

口国太甲︑︸四独各一〜一

運転蘭始をみてみると︑この一隼

基ずつ舎計十八藍千四百四±諜万

続するものとみられるが︑今後の
原子力発電の動向を鬼通すうえで
穏要な指標となる建設︑発注︑計

ても十八慕一

手離醤四十八万五

画中をみてみるとこれらを含計し

午六百KWに留まっており︑石油
危機懲懲の記録的な堰加傾向から
一転して総総化傾向が定愁︒この

一年閥の難波だけをとってみて

り︑日本︑翼醐︑カナダは皆無と

も来國は三基︑西独は二基に留ま

いう劉態にたちいたっているのが

現状︒こうした背漿には︑ここ

ど蜘に衣きせぬ慧見が謙譲Q門や

い︒なのにPRはうまくない﹂な

〜︐

叢重

ゆ

壕で醗曇ざ︑曲撒．志

聾

。》・

一二十七万ジタンカー闘石丸に二

矩半の乗船経験をもち現在英会話

幽箋

響

っぱり政府のP残はへた﹂という
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亀等

Q麺）
難産鼻 ∵磁 卿／
卿賊塞

﹁むつ﹂もっと

して消えていく石油はドラム缶千

一方︑発磁設備容騒を炉粟田に

一万五叢Wとなっており︑数字で西独が開発研究している水蒸気

四酉KW︑BW＆は二千九百二十
ミニウムを しみこませ たもの
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わかりやすく

本にも︒もったいない気がし蕊

は﹁タンカー一日の航海で燃料と

﹁国属各界の人たちから率薩な

す﹂︒さっそくこれを導けて宇野

みてみると運転中︑建設︑発癌︑

の上からはPWRの優勢が浮き彫によるアルミ酸化被膜よりも︑耐

亀
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塾の教師をしている梅原和畢さん

意冤を醗かせてもらい行政に反映

長盤が﹁輸入石数の一割は船の航

初会合

させたい﹂との宇野科学技術庁長

の一に減少する一⁝などを実証し

計函申あわせて軽水炉が︑四・四

原研ではこの結果から水素のガ

ヒーターで︸千痩Cに加熱響漏し たとし︑五十二駕度には五千階間

ス透過を減らす技術のメドはつい

圧力四十気圧︑流羅四十望／秒で

高浜原発一儲機

逮続運転で特性を把握する計魍︒
的に摺面した︑と難表した︒

換性﹂門水素の透過特性﹂を二瀬

サイクルさせる一方︑二次系の九

．薯ノリ︑戸る津5辱

ながら・石佃の罐給そして代国宣
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お茶の間懇

宮の発案で聞足した﹁茶の闇で諮

憐︒その意味で﹃むつ﹄が必要な

海で使ってしまっているのが実

いう話なら分かりやすいけどどう

んです扁とPR︒とたんに﹁そう

る科学技術﹂懇談会の初会含が二

たって科学技術庁軍門塾で宇野長

月二十八懸正年から二時闇半にわ

男を囲んで開かれた◎

して鷺段そう説萌しないんです

委員4︵一入欠 か扁と手厳しい 反撃 ︒このあ

お互いが初顔舎わせのこの沼は

手製罐メーカーのそれと岡じくら

と門政府広報の隼蝶類糠はある大

主婦ら十一人の

ていることを惣由に述べあった︒

た︒水素の漏れをおさえるカロラ

7四％を占めるに歪っており 合に比べ︑約二十分の一から十分
軽水炉への傾斜が一撃強まりそう

八

席︶が科学技術について陰頃感じ

ことなどから︑今後の原子力発砲

千二蔚九十五万七畢四薫KWのう イズド・コーティング方法は︑ス

な様相︒家た︑運転中の軽水炉七

は謹ぬが

れえないこととなるものとみられ

減逮

斜への移行︑これに伴うエネルギ
ている︒

一︑二隼の先進工業諸国の誠還経 計画もある程度

ー漂浪の減少︑反対運動の激化︑

く横たわっているものとみられ︑

％の量水炉︑ガス冷却炉の二・九

環境規制の強化などの外因が大き

に核拡散防止をめぐる新しい規制

さらに︑こうした製態にいま新た

こうした堅調な運開ペースは番

1ム期の受注分の孚持ち工劉をか

國が七〇銀代初めの原子力発注ブ

りにされている︒

久性︑耐爾温性に優れるという︒

％を大きく上園って総設備容鯖の

高温熱交換性を実証

一千KWが紙たに戦列入り︒この
かえていることから︑ここ数奪持
設備容量は※国六十㎎墓四千五百

績果各国の運転中の原子力発露駈

六酉八十三万KW︑ソ連二十墓六

通麗︑科学技術両衛庁が発表

一本に細い割れ

蒸気発生器細管

通薩︑科学技術の爾省庁は二月

九・八％の純水素を使った水素ガ

2

颪聴照︵二週關︶の遮続運転を行

水素ガスループは︑既設の大型

〜
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判明した︒減肉現象はみられてい

︐器ρ齢♪

／階である③この透過猷は︑国国
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熏負血y欝蟹
る︒垂垂隆二避慶省資源エネル

的に垂垂︑闘題点のありかを探

から編聴まで正村公密鯨修大学経

ー問題の長娚展望﹂︑午後は一階

ギー庁参麗官が﹁わが鵬エネルギ
闘本原子力産業会議はセミナー

エネルギー﹂︑汰朔満男エネルギ

万二千円︑受講希耀の
向きは原厘・業務諜まで︒

受講料

ぞれ講義︑質疑に応える︒

ギー資源と際子力﹂についてそれ

ー経済研究筋研究理贋が﹁エネル

済学郡教授が﹁日本経済の将来と

給の長期冤通しにスポットを灘て

問題でもあるわが園エネルギー鑑

現実のものとして懇上にのぼった

セミナーでは︑箋はもうすでに

子力﹂を開く︒

月十八巴︑原藤第三金議簸でセミ

茶の閣で糖る科学技術懇談会の初会合
ナー﹁エネルギーの長期展望と原

・シリーズの一環として来たる三

望と原子力

エネルギー展

1三月十八臼に

・ご陰

ライズド・コーティングしない場

旅亭器壁温度約八雨月Cで約二認 方向に畏さ約九重層の細い贈れが

二十五臓︑開西電力商工原子力発

高温ヘリウムガスループの二次系

2

笑験では︑熱交換器の一次系に

3

2

なった︒この結渠①ヘリウムガス

スループは九唐展に保ち︑四十気

4

として付設されたもので︑川崎量

6

験装罎による二週聞の遮続運転に

6

綴本康子力研究所は二月二十八

ど

圧︑施籔二十耀／秒の条件で約四

ど

Z

電所一号機の蒸気発生器問題に関

工が製作︑一月来に完成した︒

1

ど

と水素ガスの熱交換性は︑ほぼ理

成功︑多灘的高温ガス炉の熱交換

1

3

し︑﹁外観峻齎の貸出︑細管の軸

欝︑茨城県・策灘村の棄海研究所

原研ガスループ連続運転で

﹁ヘリウムガスと水素ガスの勲交 あたるヘリウムガスループを磁気

強化が拍車をかけようとしている

一躍世界第工位へ躍進した︒

十八万四千KWを達成︒このうち の第四位から英国︑ソ連を抜いて

転中の設舖容縫十三基七百八万五千KWを達成︑英国︑ソ連を抜いて一躍世興第二僚に躍遊した︒
この調査 は 原 麓 が 穴 月 宋 と 十 二
月末の毎黛 二 回 琶 界 に お け る 運 転
中および建 設 ︑ 発 願 ︑ 計 画 中 の 電

勝を対照に︑データを簗計し︑そ

気出力三万KW以上の原子刀発電 基︑加︑翼国︑ソ遼がそれぞれ二

の動向を掘握しているもの︒

それによ る と ︑ 昨 駕 牽 二 月 末 現
在蹴界の原子刀発磁設備容鐙は︑

十八万九千照百KW・日本十三基

万八千四百KW︑建設麟二蕗二 十 七 颪 八 万 五 千 K W ︑ 英 國 三 十 一 基

運転申筥八十六塾八千九百五十一

七基二愚人 葭 四 ナ 万 五 千 一

百七十鵬万九千KW︑西独十基六

習K

W︑発注済 み 百 ＋ 四 基 一 億 一 千 八

年の爽浜避弩︑浜岡一弩︑福醗蕊

首六十覧万五壬二百KW︑計薩 中 百 八 万 一 千 K W と な り ︑ 譲 本 は 昨
百八十二墓 一 億 六 千 藻 四 十 万 飯 千
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論通り③配合壁からの水素の漏れ

器内と岡じ条件の高温高圧下で
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を打ち出し︑

輸入石油

・舎

ロ

からの離脱へ強い恵志を表明した来国だが︑この後の

ととして世界的にも庄鰹を集め

M

い

幽

エネ研の調

ほとんどみられなかったが︑一九

処理・処分コストあるいは︑プル

kの高騰︑また︑放射窪廃象物の している︒

〇〇％︑四州で丑Ol九九％︑九 トニウムの価値評価など環子力発

ラン樋格︑濃縮科金の上昇を加味

この評価をもとに︑その後のウ

七六年初めの調査では一九州で一

の地域蕊が大きいことを考慮して

しκ修正を加え︑また︑石炭価格

期間が長期化し建設中資産の割合

h抗する原
子力と石炭
経済性・
このよ．つな経緯は多かれ少なか

きたものであるが︑米国の場之は

れ先進工業国が共通してたとって

国内に豊冨な石炭資源をもってい
るだけに︑とくに原争力にとって

ー・コストの低い地域へ逸出して

電源は石淡火力であるが︑原子力

く伝えている︒なお︑同社の主力

のような奪諜はこの聞の事情をよ

備投資が一九七四年をピークに減

利用率七〇％という聞一条件の

下で比較しても西北中央部︑西南

串夷部︑山滋部など低廉な低硫黄

い︒原子力の利用率が六〇％に落

炭の藻出地域では原争力の方が高

ちると石炭火力に鰐して経済的に

対抗できる地域は索麺洋摩の各地

う︒これを来国の地域別の霞力需

域と国軍乙津に協定されてしま

要の分布と壷ね合わせると購要規

原子力と石炭火力が激しく競合し

模が大きくまた伸びも高い地域で

この試算で明らかなように︑米

ている圏が浮かびあがってくる︒

国では原子力発電の設備利雪率如

対関係に決定的に影響する状況に

何が石炭火力との間の経済性の相

原子力と石炭火力が経済的に相拮

あることは聞違いない︒図は︑

て利尾率の変化に対応して競第閲

抗している北粟中央部を例にとっ

る︒利嗣率が五五％以上であれば

係がどう変るかを承したものであ

いる︒ただし︑ここで庄悪してお

原子力が待利という繕粟になって

電力会社は轡科の入手条件︑資金

なり捲抗した状態にあり・米国の

1．GLOVESに万一機械的撮傷などによる破損がみられたとき、素手のままで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；f袋を手にはめておいてからGLOVESを装着することが推奨されています。

傷を防ぐことかできて長時間の御使用に耐えます。

嬢種類・寸法》

う︒

この間に︑設備資金調達に関遠
していくつかの新しい動きが出て

コスト評価の不安定さが最近では

電の側のコスト上欝慶困ないしは

電駈の共同建設が露発化している
いが憩大してきている亀気事業に

う一つには制度変更による料金収

厳しい条件があり︑電力会勉の立

いった︒一九七〇五代に入ってか

も現在一基を運転中︑一星が建設

地域別に展開したのが第二表だ︒

ートベース算入を認めるようにな

ことである︒デトロイト・エシソ
とっては自蕊資金の調達力を高め

入の埴大とによって︑今後の設備

圏立ってきている︒

州で五〇％未満の建設申費産のレ

がであったのが︑一九七六無十月

ン社と二つの農村癌化協同組舎と

査報告から
一つは︑私蟷電力会種と公営霊

いる︒

には六十︸︒二九がに上昇しだ︒

ることになるのはいうまでもな

っている︒この制慶変璽は︑建設

また︑利子カバレッジ指数︵支払
の間の取引きはその一例であり︑
い︒

力機閲︑農村電化協同組禽との発

利息に対する税引き前営業利益の
農村霞化協同纏禽は二〇％の資金

危機を契機として米国の霞気事業

このように︑石廊危機後の経営

比︶は社債発行のための適格条件

％の供給を受けることになってい

の限界である二︒Oを割り込むお 負握と引き替えに発生感力の二〇
それはなくなってきた︒

いる︒第二は料金制度上の変更

今後贈晒していくものと予想して

る︒FPCではこのような形態がでは一つには公的資金の導入︑も

には循遺的な性格があり︑今後︑

一般に羅気事業の義塾資金需給

設備雪質が再ひ拡大に転じた隠に

なるわけである︒米圏でも有数の

場からは選択に頭を悩ますことに

電力会社アメリカン・エレクトリ

らは持続的なインフレ傾向と建設

中である︒﹁これら二つの原子炉

ック・パワー社のクック会撰の次

十駕間での変化としてはかなり

期間の畏期化︑さらには環境︒安

れている︒

大きなものではあるが︑近黛の天

全関連投資の追加などにより︑康

原子力32％

入の憩加に対する鰯戒の機塵など

然ガス生産の鰹韻あるいは石間輸

しがみえてきている︒一つには設

一九八五隼予測

のシェアへ
来国の発電馬燃料の構成は一九

を発注したときには原子力は石炭
火力よりも安いという予想であっ
た︒しかし今や石炭火力は再びよ
り経済的な買物となった︒われわ

ことを謹んでいる︒しかし︑また

れは二つの原畢力発躍所をもてた

の方は現在の技術で刊用率を七〇

かなければならないのは石炭火力

場盆は︑まだそれは将来の門標値

んど困難がないのに対し原子力の

嚥木

は確気料金が一九九四年に総額で

ド

少に転じていること︑もう一つに

原子力︑石炭が競合
資金調達問題にはメ

三番目の原子力発霜所を持たなか

ス・ウイーク一九七五年十一月十

ったことを謝んでいる﹂︵ヒジネ ％以上にまで高めることにはほと

七日晋︶II︒

峯二
子力発電所の建設費の高騰が著し

獺書影餅畷翻鈴木

く︑他方︑稼働率が平均して五〇

この種の試算に一定の不確実は

六年二月に発表した﹁ナショナル

調達力︑霞力需給見通し︑さらに

GLOVESの損

2．GLOVESの指先部分の保護のためにGLOVESのしに、更に薄ゴム手袋を重ねて使用しますと、

蹴報無二鐵蠣纐蛾繍熱唱縄翼斑薄霧一
サ

の

ｬ動的な国際環塊︑経済性等ともからんで将来計画における各代替エネルギー源の飾麗づけに

轟デン ス 計 画

の

り

﹁米国の原子力開発の問題点と電力会社の対応﹂から︑主に︑経済評価に藁箒を絞って来国の

燃騨灘三三翻饗暴環．監騒譲螂難錘韓難勲
略

V原子刀間駒の現状と今後についてこ紹介願った︒
の

資金鶴要の増大に対応していくと

算入することを認める州が贈記し

た︒実際米国では一九七四︑七五

いう方向が打ち繊されている︒

で︑建設中資産をレートベースに

設備投費の名誉的な急膨張をひき

はあるが︑一時の危機的状態か

は費金調達難が再現される司能性

か急場をしのぐという異常な事態
起こし︑

挙に鮭罐安産の困薙を

に立たされたのであった︒
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来国の原子力発鶴計画は一九七
〇鎌に一九八五蕪の開発規模を三

ている︒これは石趨危機以前には

コン・エジソンの危機

らは脱け撮したとみてよいだろ

この

ている︒計画の修正には多くの要

鉱には発醜設備計醐のキャンセル

！4多！多一！5〆ーー！多妻ン！4うン多ノク4つソーン多ノ多一

契出させたのであった︒

癒KWと楚した後︑隻縮小罎
は石佃危機の薩後における米国懸

因がかかわりあっているが︑ここ

や延期が棺次いで超こり︑その規

正され︑一九七六焦には一億四千

では石油危機以後に時期を隈定

しかしながら︑一九七六隼に入

し︑問題を設備資金調遷と原子力

摸は⁝九七四黛に二億千五蕎万K

如として現れたわけではなく︑す
示す方向に一溺の拍蛍がかけられ

からみて︑少なくともこの予測が

では︑巖近の蒔点で評価したと

天然ガス㎝八％︑原子力一〇％と

きに原子力発霞と石炭火万発電の

七葺隼で石炭五四％︑石縮一八％︑

に︑原子力発電の経済性に対して

％台という低水薙にあったため

ご十三鯨が︑七五隼には三十二出

るであろうことは疑いない︒今

極めて懐疑的な覧方も生まれてき

雲に引き上げられたことがその憲

なっているが︑エシソン電気協会

後︑熱電用燃料として天然ガスが

・エナジー・アウトルック﹂では

b造018

ってから事態は改酋されていく兆

の経奮戦評価に絞って︑※国の躍

W︵うち原子力一億四千万KW︶

でに一九六〇鉦代末頃には電気墨

な理由である︒一九七六隼の一−

の予測によると一九八五奪にはこ

石油危機を契機とする化石燃凝

第一表に示すような経薦性比較を

A︵趣邦エネルギー庁︶が〜九七 は原子力と石炭との競象関係がか

価格の高騰は一時的には原子力の

@下地015以」

二颪万KWに豪で目標を引き下げ 気畢業の経欝難を象徴するできご

力会社が原子力開発に対してどの

充七五隼には一億奮万KW
︵同七千八穣万KW︶に達した︒

ような方向をとろうとしているか
について述べてみたい︒

その理由の一つは購力会社の設備

資金駆馳難にあったとされてい
る︒

ニュー ヨ ー ク 需 の 名 門 電 力 会 社

業の経営基盤の弱体化は覆い難い

九

にとどまっているということだ︒

％壇を詑録しており・これを反映

六月期の純利益は前無岡期比

経済性の優劣はどうなのか︒FE つきものではあるが︑来国の現状

経済性における欝欝を際立ったも

動向などをみながら︑次の電源に

はパブリック・アクセプタンスの

ている︒

何を選ぶべきかを選記しようとし

蔀

聞
新

業
産
ヤマ越え一

だ調達難
コンソリデ；テッド︒エジソン社

もっとも︑このような状態は突

は︑一九 七 四 矩 の 第 2 四 半 期 に そ
ものとなっていた︒その一つの指

．・⁝⁝⁝資金問題：

の八九鋸の歴受の申で認めて無配
標として︑設備費金調達における

アナなどの生産側に︑また︑石油

れが石炭近O％︑石製一四％︑天 望粥されるのはテキサス︑ルイシ

び南部に隈定されていき︑他の大

よりも大蝋に安いというわけでは

行なっており︑原子刀は石炭火力

ないが︑ベース・ロード閑電源の

本稿は日本エネルギー経済

285±5
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力

原
に転評した︒同鉦八月に予定して

然ガス四％そして原子力三二％と

部分の地域では髄加する電力需硬

に慧上昇したウラン価格︑濃縮料

のにした︒しかし︑これも追随的

中では飯も安い︑という評価をホ

かも︑今後の問題として残されて

金によってその効果は簿れ︑むし

試金石としてフォード前大統領が

来国電力会社の電源選択はこう

いる︒

掘りの規制法簗にどう対処する

二度までも捲哲機を発動した露天

ろ便罵済み燃料再処理の予想コス

石炭をよ
り重視か

策の翼体離展開によって大きく影

注

響されることが予測される︒

したカーター政権のエネルギー政

をどう受けとめるか︑の二つがあ

か︑また大気消浄法の定める環境

る︒他方︑核拡散防止との関口で

基準の四隅を求める産業界の圧力
カーター大統領は︑エネルギー

縫用瘡み燃料の再処理あるいはプ

今後の政策

政策のなかで石炭をより璽織する
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た︒

して電力普題株の株価は一九七五

融
︑

くことになる︒

蟻力会社にとっての電源選択の
際のもっとも璽要な基準の一つが

い︒来團における原子力発電の藤

経済性にあることはいうまでもな

入の経緯をふり返ってみよう︒一

九六三奪のオイスタークリーク発
電所の入札で原糸がが選ばれたの

ー・コストが高い地域で原子力が

という基本方針を展開するものと

耕究所調奄報告﹁米国の原子力開

う薄味をもつていた︒以後︑一九

発の問題点と電力会社の対応﹂の

報告は異頭稔研究員が執筆した︒

一部を要約加筆したものである︒

ルトニウムのリサイクルの遅れは

のような描置をとることになるの

必至であるが︑米国内向けにはど

みられている︒まだその剛体的な

このような方針の成蕎をうらなう
へと康子力は次第によりエネルギ

一九六六無のブラウンズフェリー 施策は明らかにされていないが︑

六鰯隼のドレスデンニ号炉そして

初めて経済性のカベを破ったとい

は米国の中でももっともエネルギ

ーーーーー！多
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﹁Pu国際管理を﹂鑛
﹁核防﹂と﹁稠用﹂の爾立で繕言

灘すとは驚えられない﹂﹁國内の
大型揖処理やプルトニウム利周を
延期しても穴したペナルティはな
い偏などと述べ︑新政策が再処理
延期の碁本線を踏襲した厳しいも

ォート声明︶をカーター大統領が

宇野畏営

原子力政策
めぐり会談
ギリンス串⁝氏らと

に宇野宗笛科挙技術庁長蜜を訪ね

力担蜀補佐轡は八日︑科学技術庁

約一時関にわたり会談した︒この

について︑①核拡散防止での安全

中で繭翫は︑来国の原子刀新政策

保隙制臓を蝦優先している②新政

ため来田したV・ギリンスキー米 策は米燭だけでは決められず︑譜

第十囲原産銀次大禽に出席する

わが瞬との関係について岡委員

原子力規制蚕麟会︵NRC︶委員外瞳と協議して決める③来陽内

になることを承唆した︒

は︑﹁臼本経済がどれだけ原子力

とL︒シャインマン来国籍雀原子

廻するとの見題しから︑フランス
は蕩速炉腸発を捉麗している﹂と

理露からも高速炉開発の観点から

述べ﹁再処理は経済性や安曇上の

も必要で︑使嗣済み燃料を貯附し

し饗して特別毒し華リンス⁝い芝轟・

針としており︑酸際的な核拡散防

に湊走されるが︑対外関係は綴田

葭相訪楽までには間に合わないな

ど明らかにし︑やや羅軟な態魔を

これに対し宇野畏官は︑わが国

示した︒

の核燃料サイクル確立への対応な

ど麗かれた立鵬を説明しながら︑

他方︑来隅による再主麗での規制

など厳しい方針は西独や田本に大

きな影饗を及ぼすことになろうな

は︑来年愛までには政策づくりを

的な縷討がスタートした︒政閥

した︒

どとした諸点を強調︑配慮を要請

の︒新しい礪翼翼多し灼鍋釜では

ネルギー対策推進閣僚会議︵関係

政斑は五識午前︑院内で総倉エ

なっていくことを決めた︒現在の

いて必要に慮じ随聴慧蜀講整を行

対策の推進に関する墾要問題につ

とあわせ今後周会議がエネルギー

難な認諾となってきたことから︑

や財源不建などあり隅標置成が囚

し難に加え︑原子力発電も宜地離

柱としているが︑原麹熟苗の麗通

題に︑作業に義手するなど長期エ

民の含意とりつけ方策を漏話の認

要︑財源描麗︑原子力発議への國

ー安定供給のための方策と賞金鵬

部︵稲田敏弘ホ部長︶もエネルギ

〜口に論

力な施策の展開を醤る方針だ︒

NPT保障措

政府︑国会上程へ

置協定に署名

政府は四繊︑燭際原子力機関

︵亙A聡A︶と︑核異器の不拡散

に関する条約︵NP7︶に伴う保

昨無五月二十四日︑蟹塞が闘条約

際携醗協定に署名しだ︒わが国は

を批灌︑六月八日岡条約締約鷹と

なった︒政府はこれに伴いIA鷺

Aと購条約第灘条に規走する撮隔

描麗協定縮結交渉を行なってきた

ィーンで日広側鹿取大使と王AE

が︑このほど最終禽悪に到達︑ウ

A欝欝クランド霧務総錘が協窟に
の

署撫したもの︒今麟会の承認を経

協簸は九十八か条からなり︑原

て発効の段どりとなる︒

と特嫌核分裂撫物籔が核願膿その

子力平和利用に関慰する原繕物質

他の核爆発装置に転用されていな

いことを確認するため︑IA氾A

の撮鰺難燃を頑織するための原刷

現在︑わが暇にある撫物籔は︑

と墾続きを麗難しているQ

子力協定に暴ついてIA猛Aの査

来︑英︑加︑仏︑簸との二困間原

無縫描題を実施する︒

うことや慮艶逡察の観築によって

が属に萎畠主蕊象の一部に立会

発効後は玉AEAが原則としてわ

簸を漫けているが︑際隙描罵協定

新しいエネルギー階代の将来にと

いる世界経済の中で︑これからい

どまらす︑現に混迷の蔑を深めて

をとってこられた方を失うことは

理念で産業界のりーダi︒シップ

終え︑引統き新政簾にもとつく強

難しを策定することになったも

対外受渉の強化︑薩業構造の転換
なども大きな課題となる︒年三し

ら六十五無恥まで延浸が隠られる

対象期間は環在計麹の六十犀度か

ことになった︒

累材
の役蹴を漿たす総含エネル

八鎖には新政麗づくりへ
握供

広巳座長︶が改組亀腹され発建︑

十細末決定︶は例VXば六十奪賭点 ギ⁝澗造会墓静間題懇談会︵有沢
で原磁輸入四億八千五露髄詩ゆ架

八閣僚で構成︑座長は福田菖胴︶

これらを実溝に沿ったものとする

有沢広露原趨会長談

大な避跡を残した︒

から笑福を祈り僻すQ

失であると茜わねばならない︒心

田本経衛にとって︑誠に大きな損

って松永さんの後を率いてきた電 よいよ蓋境にさしかかろうとする
力界︑経心界の臣大な柱がなくな
った感じがする︒とくに木川田さ
んのような時代を先取りして醐い

での新エネルギー政策は︑㎎月宋

発霞に依存しているかは十分承知
している偏と理解を承し︑﹁核拡
散と原子力安全利縮の問題点に鰐
して技術的︑政裕的な解答のモ弔
ルをつくる醤的で何らかの形で共
同検討してもいいのではないか﹂
止に協力することは誤うまでもな

このあとフランス原子力庁︵C

と提薦した︒

核拡散防止を機軸に厳しい導爆も予想される米カーター大続領の新原子力政策の方向は一︒そして
い︒岡賭に核防条約からも明らか

あった核燃料サイクルの確立が︑

う鍛大限の努力をしたい﹂と強調

今後の際際動向で阻憲されないよ

対外折衝の偽電姿勢を明らかにし

﹁擬競的にはウラン駕給が逼

わが国簾子力開発の針路は一︒緊迫した内外偶勢を単巻に︑九田︑藁京・内華町のイイノホールで第

環として推進方策の検討と併せて

儘︒

EA︶テヤック最高婁殿が特別講

対※

嗣が妨げられてはならず︑国構に

なとおり︑核防措置により軍租利

十回原産年次大会が﹁原子力発懸時代の配しい展鵜をめざして﹂を墓調テーマに据え︑三田間の日樫
で開賭した︒午前九蒔半ずぎ︑蕗原義謹関西電力会長を議長に開会セッションが始まる頃には︑内外

の代制約七百入が会場を埋め︑ほとんど満席︒有沢広巳原産象長の所暢衷贋やV︒ギリンスキー※漂

は国際玉葱は盤めまい﹂と

子力規制委員鼠︵NRC︶委員による初の米新政策方針の兇解発嚢に耳を傾けた︒

有沢原産会長は﹁石縮供給不建

ておく蕩え方は台理的とは思えな

の蕩え方と嚢っ向うから対立する

﹁岐路に立つ※国の原子力兇逓

た︒

エネルギー対策蛙進会議を発疑さ

キー米NRC委籔は︑

艶解を捉示した︒

長期計画を冤直すこととし︑総含

一九八○銀代には到来する兇通し 散を有効に防止する国際蟹理篠制
せた﹂として稜極的な取縄み姿勢

も淡まるとされる新政策に関連づ

︒平和利用を阻妻せず核拡

ウム・セ

けて﹁再処理の繰り延べ滋藤︵フ

懸告

にふれ︑﹁国際プルト一

力平和利用に徹することを塁本方

を示した︒また︑﹁わが國は原子

による世界的なエネルギー危機が

ンターを設立し︑各国が平和利罵

門再処理しなくても

が出ている﹂と響鍾︒﹁わが国の

した結果余ったプルトニウムを国

を明らかにした︒この申で漫蜜は

しNG輸入規模四千二百万沙︑原 これよりさき二月二十八欝には逓

の初会禽を若き︑三木内閣時代に

長期エネルギー職給麗通し︵1一雌

子力発露四千九鷹詞KW磯発など 産欝の総含エネルギー対籏推進本

打ち出された長期エネルギー講給

してきたが︑とくに世界鍵視野で

ありし鼠の木川繭氏

ネルギー戦絡をめぐる政溝の本格

長︑会舘をつとめ蹴力業界をリー

ギー政策についても長く巣電の社

よう全醐曲に晃早し新しい需給翼

長期総合政策づくりへ

閣療会議が初会合

実施されるべきだ﹂と述べ︑学際
﹁政府は今後原子力開発を箋効性

一脊下糊に予感しておけばよい扁とする来國

力﹂であり︑原子力開発への国民

代婚エネルギー開発の本愈は原子

際管理下に圏いてはどうか﹂と提
唱した︒

的舎熊確立への蔓礎圓めができ上
ったいま︑羅大の課題は高レベル
放尉性廃蘂物の処理処分であり︑
次いで︑宇野科学技術庁擾窟が

的な共岡作藁の必要駐を訴えた︒
と斉命性のある計画の下に推進し

登製︑わが国の原子力利驚の訓解

さらに﹁核拡散防止素魚の強化が

て行くため︑エネルギー政策の一

﹁国際的に共通した握針のもとに

原子力平和利用の犠牲を伴うので

畏官（…二握手するギリンスキー

器通しを艶話すことを淡定︑これ笈蜘エネルギー政策の墾ホ方同︑五

偉大な足跡残し巨星墜つ

トするなど優れた指轟性を発揮︑

子力の冷帯性に着圏︑属間孟轟を

とくに次期エネルギーとしての原

大局をつかむ氏の感憎した識兇は

獄賦瓢継子

噸調
より経爾︑社会︑文化各界の数々

長︑経団達会髭など嘗︒民はもと

強調しながらその推進に尽力︑鱗

木川国一隆総木原子力産業会誠

二四一一〇︒十四臼︑菓京・月山

木晒鰻出一隆・氏漸 去一

財界の大御所

の嚢網にあって指糧的役麟を渠た

政策会議委典・纈闘︵猿東電力取
締役槽談役︶はかねて離京・信濃
鱒の藥電霧鐘で入院加療中だった
が︑臨臼紫前結晴二分︑背鰭睡瘍

のため死表した︒七十七歳だっ

葬磯所で鍵臓が午後十二懸半から

常に再論性に冨むものだった︒経

た︒窟宅は千藁県粥川市谷蟹二一

二時まで︑艦別式が二階から三時

界に大きな影饗を与えた︒エネル

論に基づくさ藤ざまな提慈は︑財

励

厨魍原峯力用語辞典

版⁝

30売慰号発65鋸遡

⁝新

︑

二丁力用談研究会編

講版に籍たに環境ものを加え全胸故訂し︑瞭〜力略零と記琴表︑

われわれ人総藻会の原動・刀である工不ルギーは︑その資源粘渇が倒罪的な問題となっており︑
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．

A5／3000円
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三王 二輪婚瞭〜カし関する化︐〜L字のうち︑特に汝冗同紘

一
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りできる汰帖てはない︒キ⁝について︑技術︑長置︑

篇

亀︵○⁝︶

．六慌一

また笈全円や環境調題にいたるまで広く原〜力の全魏をむずかしい曽門論をほとんど使わず イラスト約70攻を曲れ︑ようコ／バクーにまとめた人証階︒
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力

原

警鐘である︒七三庫の石漉危機を

うと予灘されている︒これは一大

なエネルギー危機が劉来するだろ

軍まり︑一九八○年代には世興的

界的な石油供給不建晴代の到来が

観的な兇通しが高まってきて︑世

内外の石油エコノミストの聞に悲

大宗である石瘤の将来について︑

今日︑世界のエネルギー供給の

成は賑す聾す困難になると予見さ

れば︑わが属の当薗の開発圏標達

発に遅れており︑このまま推移ず

状では原子力発町所建設討爾は大

ることは明白である︒ところが現

講エネルギーの本命が原子力であ

そしてその申でも騒本としては代

を強力に進めなければならない︒

は︑各種の代書エネルギーの開発

依存が格段に大きいわが翻として

⁝が設藤され︑昨年十月掛は低レ

のためには原子力工学試験センタ

生物研究所︑工学鰐安全性の実証

でに温排水の影響についでは紐洋

廃棄物の処理処分などにある︒す

金性︑環境に対する影響︑再処理︑

る堕民の関心事は原子力行政︑安

なければならない︒原子力に対す

民の原子力に対する不安を取除か

では国民の理解は羅られない︒国

方法で局レベル放慰性廃棄物処理

各国がそれぞれの実情に則した

検討が行なわれているQ

での処理処分の秀法について広く

が国でも口本の地量的に困簸な申

処分の開発が進められている︒わ

ではそれぞれの購情に更した地磨

的な考え方となっており︑先進厩

生国の蚤任で処分することが国際

ル放射性廃藁物については環在発

再処理工場から発生す登．回レベ

エンド完結が︑また同時に原子力

分までの核撚倒サイクルのバック

さんにアピ⁝ルしたいと購う︒

いかと違える︒私はこのことを皆

的な基本猿劉を検討すべきではな

射性麗四物処理処分について濁際

や技術をもち寄って︑高レベル放

的な検討の場をもち︑餐国が経験

聞発とその涯︑八化への瀦麟的努力

から発する核燃科サイクルの研究

わか園のエネルギ⁝政策の田本

進めてきている︒

発など︑関連の技術開発を懸命に

新型転換炉および筒速増殖炉の開

設︑プルトニウムの軽水炉利用︑

の開発︑試験的魯処運工場の建

ことを饗鮒として︑遠心分離技術

てさえ不惑等なものとなる︒一方

探湾国は原子力の平和利罵におい

立できなければ︑核保有国と葬核

は爾立させなければならない︒雨

めの猛爆と原子力平和利用の発展

ではないか︒核拡散を防止するた

しようとするために原子力の平和

もあれこの問題は一AEAの設立

ことも一案でないかと考える︒と

プルトニウムを国際蟹理下に置く

和利用から発生するすべての余劇

っては際際的な禽愈は畢めないの 立し︑原則として各国の原子刀平

利用が犠牲になるようなことがあ

ちかえり︑核保樗国も非核保窟国

当初の原子力平和利用の原点に立

際的プルトニウム︒センターを設

の問題が禽まれているが︑私は国

得る農園ともなっている︒

開発に対する国民の理解と協力を

なことになれば︑畷罠は原子力騰

が何らかの腫由で中断されるよう

するための国際的蟹理体制は諸極

なく︑他方で核拡散を萄効に防止

で原子力軍和利縮を陽籍すること

大切だと儒ずる︒

も樒ともに協力︑協調することが

このような放鶴性説蹴物処理処

経験した海外先進国では︑エネル
ベル放射性廃藁葺の疑盒処分の申

⁝二％のわずかな経演利点がある

ない場含と比べ金発聰コストの一

きた︒現在操業中または建設中の

藏の拡大について評樋︑許可して

炉サイトなどでの使用済み燃料欝

ないかQそうした協力は可能だ︒

の形で薬同検討してもいいのでは

モデルづくりを鶴的として何らか

いた︒この二無間︑NRCは原子対して狡術的︑政治的に解渓する

討・建没を行なっております。

れる︒最近ようやく圏ならびに罠

炉は五庫分根峯の便用済み燃料を

利益の還元︑NP7による燃料サ果的な捜掌上の障壁があるとの議

②湾処理︒リサイクルの開始か数

子力発竃所の放射性廃棄物

とになり︑わが国のエネルギー改

欝戴できるプールを備えている︒

論があるが︑そうではない◎抽出

年運れても︑リサイクルしない場

先にした腺∫カプラントの設

発の愈ムに棊本的な疑惑をもつこ

舎に比べた燃料サイクルの経済上

操業炉六十二基の約半分が謄蔵能

は勉険との結論に達し︑大規模な

とられた︒兵器至誠を防止する国

イクルの危険な側面の規制なと国

は核爆発物質のストックをもつ国

プルトニウムのストックをもつ園

佼用済核燃判再処理工場、原

ギー消饗の節約とともにエネルギ

﹁廃棄駒﹂騒騒原醐を

わが国の原革力開発利用はあく

娠の基本も崩れることになろうQ

までも琢辮的利用を難し︑平租刊

に基づいて二十卑間にわたって進

堰のみを麗的とずる原子力鉦策法

再処理は不可欠なのかi︒わ の影響は無視できる︑と指摘して

力拡張の凝結を串請︑このうち十

畿内溝処理とプルトニウム利用を

際取潰めの実効性に疑問がさしは

いえ︑プルトニウムに近づくこと

際機構に大きな進展があったとは

ない、安全と環境保全を最儂：

TEL東京279−544i（大代表）

棄物処理システムの1那発を行

∫力分野においても求められ、

G財1名・日本揮発，由株式会社）

捌発においても各種放身搾1：廃

してきました。それら技徳は原

東京都千代田区大手町2−2−1〈新大手町ヒル＞

豊富な経験とノウハウを蟄毒

⑭B揮株式會社蹴・競

を残していま洗

ての原子力︑石炭︑天然ガスなど

燃料サイクル確立は大前提

罐．

条約を批准し︑．核防条約にともな

り︑一九七六郊六月核兵器不拡散

められてきた︒またその原則に則
わが副はウラン費源が皆無に等

鶏本原子力難業会議会長有沢広巳氏

しい事情にあることもあって旋嗣

に協力を尽しむものではない︒た

れわれもその趣湧に蟹玉し︑それ

溌絶を究極の目的としてそのため

ラン濃縮︑再処理︑プルトニウム

って原子力開発利周のメリットを

際的に共通な考え方の下に実施さ

いる︒公開ヒアリングは今後十八

だ核拡散防血の國際的措羅を強化

か月ほど続く兇込みでプルトニウ

であることに変りはない︒

による軽水炉燃料の経済的利点は

れわれの兇臨しでは︑リサイクル

たは政治的機構︑ないしはその雨

延期することに伴う大きなペナル

閣僚に新設されることで終止符を

の通ったもので︑望ましく︑原子

力規舗委穏蜜︵NRC︶の規制濡さまれた︒プルトニウム利粥が筋

打つことになる︒計画では︑康子

力発亀利用にとって必要不可欠な

われわれは瞬本経済がいかに原

の役割となる︒新政権下の猿子力

日持は技術

ラントの設μ卜建設を予がけ

r

原子力産業の発展に貢献する

讐譲螺灘．灘

日揮の総合エンジニアリング技術 0

ー供給を石癌代醤エネルギ1とし

の開発利用に切り沿え︑輸入石油
を減らすため︑それぞれの国情に
合ったエネルギーの安定供給体制

の磯立を急いでいる︒1￡A ︵ 国
際エネルギー機関︶も石油溝饗の

処分対策を講じるのは当然だが︑

節約と代薔エネルギーの生産憩加

人熱の将来に閲する問題だけに︑

うIAEAとの傑障搭麗協竃も今

心機聡として原子力環境整雛セン

月園Bに調印した︒

間の場でエネルギー対策を総説的

ムと誠損ウランをリサイクルする

に対して横極的な対策を採るよう

本職な纏え方に溢異が生ずれば︑

に核拡散防止の厳しい描雌を打ち

済み燃料を再処理し︑プルトユウ

それぞれの社会でのアクセプタン

出そうとしていることに対し︑わ

もし各瞬のアプローチの仕方に墓

懇談会の報鑑に棊ついて︑原子力

スにとって大きな反響を呼ぶこと

いる︒この鏡点からわが綴ではウ

最大隈に癌浮する必嚢に迫られて

の行政体制については原子力行政

安全委員会の設置と原子力規制行

になろう︒従って高レベル放射性

ターが発足した︒また原子力規制

一国の経済枇会の発展には︑妥
る鉱制が革備されつつある◎いか

政の一貫化を含む法築か国会に提

廃棄物の処理処分については︑国

に検討する場が整えられ︑エネル

当な経済成獲が必要で︑その成長
なる総合政策が打ち出されるにし

出されている︒これら︸運の安趨

ギー総舎政策を密民一体で捲進ず

に見台つたエネルギ；の供給燭が
ても︑わが国では原子力発蹴の開

性確保体制の整備によって従来の

筋盟国に強く勧告している︒

必要となる︒従ってわれわれは八

る︒

発が政策の主柱となると考えられ

カ⁝ター米国大統頒が核兵乱の

○年代に備え︑代替エネルギーの

一達の核燃料サイクルの確肱によ

開発とエネルギー潤腿の節約に暫
安金性研究と摺まって国民的食意

原子力隠発を進めるには祉禽醜

の袴効利用について︑それぞれの

ちに翼剣に取線まなければならな

えば王AEAが中心となって陶際技術を産業技術として転成させる

れるべきだと思う︒このため︑例

を規制するのに闘題は残る︒原子

を確立するための墓礎置めができ

炉と低濃縮ウラン燃料に隈っては

上ったといえる︒

描写であるという換え方にもメス

国際査察は十分適切に機能する︒

原子力発霞の必嚢性を訴えるだけ

政策は︑闘内外を聞わず︑少数の

が入った︒すでに﹁不可避﹇との

碧潭済み燃料中に閉じこめられて

台意を得ることが先決問題だが︑

われわれはいま︑いわゆる﹁燃
技術専門家グル⁝プのものとはせ

いる︒

考え方は足高レベルで否定されて

で︑国内資源に乏しく︑輸入石癌

料サイクル︒バックエンド﹂を開

終わることは明らかであるQ七四

ず︑この難題に対する特別扱いが

いるプルトニウムは非器に複雑で

することの嚢網性については︑N

発することの利益の検討︑換離す

あり︑核爆発に使うには二天待ち

方がいる︒②の可能性については

ティはないと遡断したQこのこと

米圏では︑再処理を進めること

萌霞案を公示する︒

作業を進めてきたが︑まだうまく

は他の国々にとっても職様だと篭

考えられるQ①は技術的機構︑ま

い出す︑という二つの選択方岡が

今後十隼閣使期済み燃料を貯議

七六年十月のフォード大統領に

段階があるので商用燃料を不正使

響には今後八五奪までに予想され

RCスタッフが目下検討中で︑今

四星が許可されている︒

よる原子力政躍粛明は一つの時期

嗣するには数か月か数年かかる︒

器への転用ができないようにする

る旋用済み燃料を取扱い輸送し財

ムの国内訳出早算の問題︑国際的

年まで来臨属は原子力の安全保障

の終りを印した︒岡大統領は︑再

詐落するとすればどういう規則で

プルトニウム利用の適切な方法を

ほんのわずかにすぎないことが明

らに燃料をとり出すべきなのか︑

にほとんど関心をもたなかったと

処理については門国際流会が核拡

行なうか︑昨年蕩処理延期措讃が

再処理の延期に対癒して①核兵

使用済み燃料に組まれる核爆発材

言っても過言ではない︒しかし禁

しかし抽出プルトニウムについて

蔵することについての環境影響爾

側面の同様な問題を取りあげる︒

料のプルトニウムを規制するのに

油描躍で米国民はエネルギー無題

散に蝉うリスクを効果的に克膿で

潔い出す②発電へのプルトニウム

ルトニウム利用を許可するか否か

十分な國際的調整がつくまで待つ

に敏感になり︑七四隼のインド核

利用に対し技術的な核代薔黙を兇

らかになりつつある︒再処理とプ

べきなのかを検討する岐路に立っ

は累構は全く謡う︒IA鼠Aで巖畠はしたが︑この検討はいまなお
続いている︒

きるとする正当な理由があるまで

諭．

いくかどうかのメドづけの段階で

える︒

はない︒

近分ったように︑ひとたび区議さ

ワシントンで︑闘下GESMO
われわれは使用済み湾域の短・

V・ギリンスキー疑

れてし蒙うと︑強轟対象になる弱

米原子力受電委員会委員

核拡散防止の対応検討申

厳しい蚊策方響不変

爆発が核兵器の拡散という一気前

力政策の全般的な覧幽しはカータ
ー大統領の政権下に引継がれ︑今
なお精力購な調査が進められてい
る︒

この二犀間︑米隆の原子力を取
扱う政府機構はめまぐるしく変化
し︑原子力にとくに関心の深い穴

は進めるべきではない﹂とした︒

味があり︑兵麗には数日内に転用

統領を長とする薪しい政権を迎え

再処理の延期決定はカーター大統

子力発熱に期籍しているかを十分

領によって獲されることはないと

ており懸念は抱いていない︒再処

た圏民の受けとめ方の変化は︑議

中期貯藏には︑管理方法を罠出し
会でも︑七六年の選挙キャンペ；

︵混舎酸化物燃料利照の一般耀塊

止に伴って始まった七四年の原子

満明概︶熱腸ヒアリングが開会中
力問題の独占集申から分離取扱い

散と原子力驚電安全利用の問題に

だが︑経済性について購爾閣書は

承知している︒臼米繭国が︑核拡
①リサイクル使用はリサイクルし

理延期が決まる前に米国では旧型

されてしまう︒商業発電炉のプル

軽水炉で購定貯蔵の経験を種んで

王AEAによる原子力の開発とトニウムは蟹蕪爆発には適さず効

た︒原子力委員会︵A賢C︶の廃 の脅威を思い起こさせた︒こうし

㌧

ている︒昨隼始まった来旨の原子

れば︑使用擬み燃料を処理してさ

い︒節約の効累を野田する一 方

血瓢

窟沢原趨会擾の籏憐嚢明に聞き入る会鰯

動を除き︑原子力開発は新しい省

への変動は︑今度エネルギー省が

確儘する︒

ギリンスキ一睡

処理装置など、数多くの実績

灘繍1塗襲懸灘魅．
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沢氏

ンでも︑ホワイトハウスでも感じ
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原

ビ拶
り運紙ストップしたが︑この二年

月一次系熱交換雛に故障が発つか

輸轡態勢を整える︒

き︑民賜生濃脅の樹与を晃込んだ

内所襲瞭を賄えることに匿標をお

が騰内鰯要を鵡園るので齪水を禽

引上げられる︒その後は能力拡張

鉱頃には駕聞八百沙の工場能力に

七六隼単ば誠運転に入った︒八○

予定︒二〇〇〇年濠でには蕩遮蝉

型炉を猪注︑八二隼に運紙灘始の

フを遜じて︶の共同出資になるユ

ンス・イラン禽弁金裡ソフィディ

ルギー︑スペイン︑イラン︵フラ

岡工場はフランス︑イタリア︑ベ

勢を整えつつある︒政簾方針は環

闘化法を鷹染レベルで実施する態

山物の長期愚応狡術であるガラス

フランスは︑醐レベル放射性廃

原子力庁は康子炉の安全・環塊

フォントネオローズ研究所が穴型

研究を鵠力磨に進め・核融禽では

年代には世界は多様混禽エネルギ

ずぎ去ろうとしている︒一九八○

単〜の物質へ依存してきた時代は

させた︒しかし︑いま石繊という

を石佃一辺到の社会へと作りかえ

欄の蕩展成喪の粟えとなり︑欝雄

ている︒そして︑もしこの凝しい

れを社塾がどう蓄えるかにかかっ

踏み変えがてきるかどうかは︑こ

が︑こうした新しいシステムへの

題についても岡様にいえることだ

あろうもう一つの壁である食糧問

える濠でに人類社会が経験するで

らない︒これは︑一一十

睡

1︒

村

00

再爆理は塔要不可欠
間の平均簾継継は六九％だった︒

の発霞が金設備電力の二〇〜三〇

ーロディフが碓設︒奪間〜万七蔚

む外岡顧客の再濃霧講話に旛じら

力となり︑フラマトム社が受注︑
％となろう︒

ニックス︵蟹二十万KW︶商絹原トリカスタン工場で行なわれる︒

昨奪末NERSAがス⁝パーフェウラン薩顯は七九無操藁闘娘の

加脹水型炉を難縛している︒この

高速炉発電二千年20％に

原則は七輪無の捜期兜通しに署し

／．寒熱

％︑化石燃脳六瓢％で︑ウランは

△面繋頃鑑麓開始の第二工場に趣
孚することを決めた︒

核拡敬防三間題について︑原子

圏からなる政策の原則を決めた︒

しかし︑隅購にわが国の原子力

ー購代へ突入することになろう︒

システムへの転換が実現できたな

世紀を迎

附発がい濠多くの問題に臨面して

これは︑自然の申から燃料を掘り

きないならその将来は惨溝たるも

そのいかんは︑い家や社会の中

のとなるだろう︒

心約な禅在となってきているマス

・ミドル︒ソサイアテイーの酬え

方に大きく依存している︒欧尉︑

宏氏

公

専修大学経済学部教授

れるようになる︒

原材料コストの変動にはあまり影

で生届物の取り出しが賢能なよう

沙SWUの能力は翼万KW発灘
行炉
技術で共融︑叢終技術確定階燕

な様武とし︑技術確定のため国際

して国際市場の変化に弾力的に対

ロディフの鮨力は硯在九〇年蓉で

フランスは曝内︑仏頷アフリカだ

かせない襲素であり︑経僧的にも

力外交最蕩綿織会は︑フランスが

トカマク忍男を腿発している︒
安金上の理由からも︑必要と萎え

三三の原子力車轍利用の腿行に憲

再処理は︑燃桝サイクル上︑欠
ラリア︑カナダ︑来岡でも探鉱を

る︒高速炉にとって再処理は不切

五万KW︶は七三奪脇界︑七四無 けでなくインドネシア︑オ；スト
初め盆出力運転に入った︒昨駕十

進めている︒生塗三塁は既葎鉱山

欠で照射燃腿要素のような複雑な

嵐規舗を強化すること︑など六項

回する胴慧があること︑原子力輔

ることであり︑鶴間慶業が約一〇

％ほど参加しているQ概絵がかな 状態で貯蔵しておくのは妥滋とは

の産出を増やし︑新鉱山を開発す

酬えられない︒ラアーグ工場で軽

COGEMAは八五隼までには
水炉
鷹燃脳処理体制への整備が進み

の集積が用憲されていなければな

りひつ迫ザる繕来の世界甫場で︑

での石膏の発晃は︑その後のわが

いるのも選士だ︒帯地難︑核撚料

堅していた時代からエネルギーを

小松左京氏が特別講演

サイクルの確立︑強暴散防止をめ

推駕していくことが不司欠だ︒

ぐる最近の照際的な動き︑などが

ことができるだろうし︑これがで

ら二十一世紀の臼家は壁を越える

︾

行を狙撃している︒つまり︑いま

エネルギーを利罵する赫代への移

これらの間題を解決し︑原子力

それだ︒

開発を円滑に進めていくためには
原子力和胴に対して潤民の理解と
協力を得ることが極めて亜蟄で︑

松

「日本経済の将来とエネルギー」

仏原子力庁最高委員﹂・テヤック氏
スと違い︑フランスにとって原子

七鰺犀以降フランス磁力評醸盆

ている︒

の燃科サイクル部門の職鰻と施設

フランスは蕩速増殖嬬を開発して

応するため︑C起Aは七六鋸︑そ 約八十誤謬の供給力をもつ︒ユー

いる︒実験炉ラプソディ︵二二五

乏しい国内優源︑そして灼照的な

核燃科サイクル餐段階を集約化

力利編は維対的な必要盗をもつ︒

てこの論叢に行なわれた著干の

フランスは日課と周じように化

響されない︒原子力発電の避求は
下方蔵書で揺らぐものではない︒

石燃料資源には態まれていない︒
漂子力の発徽コストが在来のそ

減につながることだけでなく︑コ

縣来の解決策となることや適量籏

ストが語い点からも強調される必

畏期麟なウラン不足を見込んで

〇年頃︒中葉紛象後︑相対鵠な価

婆がある︒この点︑発展遜上園が

トの三分の二にとど京っている︒

が新設する発罐駈はいずれも原子

水大会での湧発な悪質︑提鵡

い︒

が︑今後の原子力醸策の指針とし

今後の国際的な動きによって二審

舎致した核燃料サイクルの確立が

されないよう蝦大の努力を傾議し

て開花紬実することを念臆する︒

の往会経済の向上に留与するだけ

午餐会

第＋翻原離奪次大金の午撚目が

クラで大鯛参舶警︑内外原子力関

十日︑東京・赤坂のホテル・オ⁝

係者ら約二酉薫十名が参加してな

同午餐会ではまず多難を極める

ごやかな中に開かれた︒

政猫の禽間をぬって出題した磁中

エネルギー開発における原争力の

人工的に作り出し︑加工厩の尚い

社会的側⁝面へ対∵応を

たい︒このことは︑ひとりわが圏

き原畢力船聖代に備えわが團とし

案を今麟会に提出を進めることが必要だ︒来だるべ

核燃料サイクルーて技術の薔繍を麟るためには︑康

することにした︒

子力第一船﹁むつ﹂の開発を軌道
に粟せなければならない︒このた

の確立をめざすわ
が繊の旛策を推進

竜夫通産大臣があいさつ︒今後の

するうえで︑国際
的な核拡散防止強

こうした問題にきめ細かく取り綴
んでいく必蒙がある︒通欝欝とし

麗業界は︑こうした階闇との間に

ても︑こうした問題に稜極的に取

うえで極めて蛍襲な慧瞭をもって

い地球管理システムの形成へ向

いる︒こうして︑人類社会の糊し

場 所 ｝1本腺∫力綿業会議 第3会議冨（港区新橋ユー1−13乗隅田館）
養加薇。12，000円（講蔑。昼食代倉む）
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エネルギー聡要i︒フランスの康 れと競際するようになったのは七
子力発鷺政策推進の樹嬢はここに
格蓬ができ︑七匹無に原子力は実

原子力発磁の藩入を著慰する際櫨

鮒な機関と調査を進めることにし

照半分︒安全強化嚢講などから再

完全に契約黒みである︒岡じパー

ある︒過去二十葎の冒覚ましい発

上姦した七六隼でも在来躍層コス

を切離して︑総額出費の鶏営子金

展は輸入石癌消費の上に構築され

千KW︑後に灘万KW︶は六七葺 天然ウランの莞通しは豊強で︑

藻た発囎コストに読めるそれぞれ

会﹂の態見にそっ

出している︒

め︑政府は︑綴本原子力船關発議
ハ
ノ
業団法の改正法律案を今国鼠に提
／
＼
＼
化の晃地からの神

／
︑

新たな対話システムと信頼関係を

り能轟累

ルギー闘題︑食糧聞題︑国際関係

確立する必要がある︒これはエネ

る原子力が国民の僑頒を得て円澱

世騨はエネルギー源の

り組み︑纏縫なエネルギー源であ

の

霞幕を終え新たにエネルギーを

収響

に選められるよう議講の努力を尽

入績の擾霧な英知と技術

する時代へ入ろうとして

を新しいシステムへ転換していく

くすつもりだ︒

培錠
世紀の賦本﹂と

ではないと思う︒歴史をひ

臓

@
@
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嵩COGEMAを設立した︒トナーで新会倣コレディフを組織

てきだが︑七三隼の燈機は政総鮒
にも経済的にも石盤糊入に限界の

の燃料費を比べると︑ウラン一五

臨界︒実証炉フェエックス︵二十

あることを如実に示しだ︒大量に

要になる︒

石炭埋蔵のある癒ドイツやイギリ

薪エネルギ ー の 開 発 を 進 め る こ と
て︑原子力行政体

対し︑総理港受け入れを懸離して

︑

︑

また現在︑擬騎興︑佐世保市に

圏は原子力の平秘︸おり・ ﹁むつ﹂を佐世保幽に園航

獣書函

利照に徹すること︸ し︑一縷も難く総点検︑改修を行

に語った︒

璽要性を強調し︑およそ次のよう

つづいて午餐金では門臼本沈

題して特別講薩︑およそ次のようてずれば︑こうした改軸は現花︑わが醐の原子力開発規換はに誘った︒

経繕の夏礎とも合うべきエネルギ没扁でおなじみのSF作塚︑小松いるのである︒1の供給源として︑極めて大きな左室氏が﹁二十

役劇を果たすと期待されている︒

作業に穣極的に参籏し︑⁝⁝十一世

紀の新しい秩解に大きな窃与をし

け︑露いシステムを改悪していく
稼働中のもの十照星︑七首四十三

てみても人魏は木から石炭

万KWに達しているが︑資源の乏社会はいくつかの羅に藤醗するだから石油への転換を司能に

命だ︒

ていくことこそわが囎としての使

憬紀を迎えるまえに人類

政策は園翼の煙解と協力なしには

しいわが照が今後ともエネルギーろう︒そのなかでもエネルギー間たという経緯をもっている

⁝⁝十
進められない︒原子力政策の衝に

の安定羅保を騒っていくためには題という虻は最も穴きな障蜜の一し︑そのためには︑こうし

@

時

、

氏

￡

＝

夢二

武ノ1詐絢男雛

「エネルギー資源と原了力」
日本エネルギー経済研究所研究理象

R．
@
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奥村裕一
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魔

でなく︑世界経済全体の安定的発

展にも大きく運送すると確優す
る︒

原子力船は︑船舶の大型化︑筒
速化のすう勢に盆致するなど敬多

原子力麗発の推進には︑回金確

麟縮パイロット︒プラントの建設⁝くの騨点をもっており︑海遡国︑

度には︑予鐸鍛の編成にあたり︑

国民鑑濫安 定 の 基 本 闇 題 だ ︒ わ が
保に万全を期すことが大潮提なの

エネルギ ー 安 定 供 給 の 確 保 は ︑

國はエネル ギ ⁝ の 約 七 五 ％ を 海 外

であった民間薄処理聯弾の途をひ一ルギー政策のみならず海運造船政

に攣葛とともに・多年の発造臨であるわが姦して整ネ

が必要だ︒ し か し ︑ 現 実 の 情 勢 の
舗の改輔強化を図

らくための糞壷窯業の改鰐策の票らも・罪ともその羅

の契幡をみると︑国民の原子力の
安金性に対する不安感を解消し︑

はいうまでもない︒とくにわが國

團民の儒頼を得る

の約一〇％ に も 難 し て い る ︒ 石 癌
翼源の将来 見 通 し や 石 癌 供 給 を め

ことが何よりも必

石癌に依存 ︑ 石 鎌 消 籔 鰍 は 全 世 界

ぐる巌しい 国 際 情 勢 を 警 慮 す る と

要である︒

政府は︑こうし

わが国は何 と し て も 海 外 石 癌 依 葎

このため に は ︑ 一 方 で 腰 を あ げ

からの脱却が必蟄だ︒

た晃飽から昨年の

推移をみる と ︑ 期 待 ど お り の 進 展
るため︑原子力安

﹁原畢力行政懇談

て憲饗線︑雀エネルギーへの努力

をし︑他方 ︑ 原 子 力 を 申 心 と す る

がみられず ︑ 一 昨 年 十 二 月 政 府 が
全跡職金新設と︑

よう努力しているが︑⁝方現在︑

なうため︑地元の協力が響られる

を進めることが不可欠だ︒核燃料

原子力は︑藩士生活および国罠

を塁嵐方針として

﹁むつ﹂の係留されている膏森県

おり函際的な核拡
散防疵に協力することはいうまで︸
騨

サイクルの確並については︑かね

あたる蓄として︑瞬民の衛益な悪

原子力の開発をさらに一腿強力につであろう︒一九四〇銀歯の中東が生じた時︑岡時に社食に

エネルギー政策︑ことに原子力

黙醒撫購淋四海雛畑繰捕鴛銅難

エネルギー対策推進禽議﹂を発足

に︑核拡物恥比のための御託にお

子力の円滑な開発を閣っていきた

晃に罵を傾け︑これに答えつつ猿

「わが国エネルギー問題の長期展望」

Z

TL〕｛、03（5Q1）1囎1趣）

鑛話（572）8翫1

ﾘ1（〉窪東京都巾央雛銀座8−U−4アラタビル

野科技庁畏

国会においてその実施のための協⁝歯している︒定を提崖するのも︑この鍔えに立⁝

させた︒原 子 力 婁 難 業 と し て も 原

てから薄帆理︑廃棄物対策箸を含

いて︑原學力の平瓢瀦用が妨げら

しかし︑条約にも明らかなよう

子力開発利爾長期翫画を改訂し︑

れてはならない︒わが臆の岡情に

つている︒

適切な推進 方 策 の 確 立 に 碑 段 の 努

朗に進めてきたが︑附置五十二奪

めて体欄の整備︑技術開発を積極

料サイクルを確立するとともに︑新型動力炉︑核融台讐の技術醗発

また︑わが國の原子繊麗発を長期に円滑に編めていくには︑核燃

改正案を今国塾に舞舞した︒

とする関遡法律の

政の一鑓化を畳子

KWの囲標物成も極めて困難とみ 原予力蜜全規舗行

簾窺した昭租六十鎌度四千九百囲万

このため ︑ 政 府 は ︑ 今 後 阪 子 力

られるにいたっている︒

開発を実効 姓 と 斎 欝 欝 の あ る 計 画

の下に携離していくため︑エネルギー政策の一環として︑推進に必

科学技術庁長官宇野宗佑氏

カをする︒

要な方策の検討とあわせて蝿鰐計画を見礁すこととし︑先般﹁総台

安全確保に万全期す

日本原子力産業会議・業務課

飛奪還唱ゴi勢⊃轟轟霧戯アイソトづ部

∵灘
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必蒙がある︒

として計画的に確立を図っていく

等・原子力発電を一つのシステム

係をもっている︒もし雄蕊なエネ

済成長はエネルギー供給と圧の関

エネルギーとの関運でみれば経

も同様で︑百万KWの原発が糠働

必要がある︒代替エネルギー開発

くされる以繭に先立って笑行ずる︷

すれば集蒔六＋万㎡認の石油に代

ある︒最近︑政府にも関係各百雷

われているように︑厳しい状況に

サウジアラビアは今隼に入って

冤通しは曙るいとはいえない︒

ギー開発の促進が必要だが︑その

には石油輸入の増舶︑代欝エネル

かんによっては一九八O豊代前半 が︑三千万KWでも蜷かしいとい のエネルギー増加が必要た︒これ

すでに原子力発庵は手五百原子

けるところまではいっていない︒

が︑現征これらに大きな期待をか

量も積趣的に進める必黎かある

わることができる︒地熱も太賜熱

ルギー節約の努力をしたとしても

にもこの限界点に達する可能駐も

が一丸となってエネルギー問題に

験的に訊明されているといってよ

のと予測される︒このため多くの

法﹂により解消されつつある︒し

ットがないとの問題は﹁霞源三

原子炉茎地による地元へのメリ

いまから︑一九八O矩代の石皿が 力を繋いでいく必要がある︒

⁝は石油換騨十一億沙と︑現在の

ており︑脱石縮の方向はわが国と

油消費猶加の制隈を強く求められ

もある程度高い成長がないと実現

負握﹂が原則といわれるが︑これ

くその必要性も指摘しているが︑

節約については各緑苔機関も強

だい︒

取り組むべきであると強く指摘し

現在日本はOECD箸からも石ってみても︑将来は﹁高裾祉・高 促進と雀エネルギーに一層翼剣に

は確かに時間がかかるだろう︒し
一しかし︑アラブにとって石掴が

問題を内包しており︑その解決に

最初のエネルギー源として複雑な

〆

さ〆

ヨノ

〆き

ノ

ヨ

る︒不足が表麟化し節約を余儀な
さ
1〆 〆

天恵

となる
滋は必ずくると確賦する︒いやそ

にとって原子力が

〆ノ〆

〆

〆

建

れはもう近づいているのである︒
さ

麟灘発

暴誕巨

エレクトロンヒーム合接による変形のない傾かて

しかし︑原子力の場命でも藍窃

高いと予測されているのである︒

取り線むために総合エネルギー対

の昭和六十奪六千万KWの計麟 笙ハ％の成長には駕五・四％穆度

こうしだ問題は石油依存度の高

一手万④／日へと石油贈麓を行な もっており︑原子炉の安全性は経

癬鉱にわたり無事故の安全実績を

いわが困ではとくに重要な問題と

薩業界としても︑これに残留し︑

策推進閣僚会議が設けられたが︑

っているが︑これは政策的な一時

数字は完全露周を確保し︑福祉政

なっている︒経済成長六％という

い︒このため米国ではすでに不安

多二

的描置とみられ︑同国もやがては

感は

二一
各関連エネルギー産業が協力して

石癌抑舗描置をとることになるも

多一

策を実施していくうえでも最小隈
総含的にエネルギー問題に対処し

石油エコノミスト達は石馬不罵時

になってきている︒

るとしている︒さらに六十六年か
度確保する必要があり︑わが国と
ていくつもりだ︒

代は早まると予告している︒日瓜

コミュニティ⁝としての夢の実現
に効果的に寄嬉できるように周法

かし︑この問題については地元の

の弾力的な運欝に配慰する必頒が

もこの流れの外に立つことは国際

な場合﹁六％成長﹂はもとより︑

ある︒

的にも許されないのであり︑極端

下火

ら七十五無には経済成長を四％と
して鎖極的にエネルギー政策に取

ー問題を脅える﹂では︑討論会に
するとエネルギ〜籠要の弾性憾は

のエネルギーが石墨に大きく依存

先立ち有沢広巳猿産会長が約四

算している︒これは各産業が省エ
しているということは︑今後のわ

有沢氏

さらに下がり︑O・七になると試 り工んでいく必要がある︒わが国

ネルギー技術を横極的に四二し︑

：

雇用水蜜の維持︑社会保障の充

完全雇用︑題祉も大きく崩れ表る

最後に︑核拡散防止をめぐる

危険性さえあるのである︒危機は

新しい動きについても︑これを平

ステムの確立の道は不町能ではな

租利用と両立させる苺愚な国際シ

を確実に突行していけば︑そのシ
ョックは比較的少なくてすむだろ

身近に感じられる︒い濠から対策

う︒たかをくくっていると混乱の

実のためには窪ハ％程度の経済成

土光︑有沢両氏が記念講演

原子力の重要盤増す

％・その後二〇QQ年まで一一％ 大きく左右されるということを意

が国の経済が串索の政策いかんに

百五十名の参涌蓄をまえに認念講
濃を行なった︒以下両氏の講演要
旨はおよそ次の通り︒

総合的エネル
ギi対策を
：：⁝：・±光氏・
エネルギーは経済成長には第一
に量要な欝欝だ︒昭秘三十五奪〜
四十年の間の高渡成長期には第一

古しており︑わが国の安金保輝の

く︑わが国としてもそのための努

程度の省エネルギーを実現するこ

どうあろうとも代替エネルギ開発

収拾がつかなくなろう︒そこで︑

と高かったが︑これは昭和四十八

長は必要だ︒例えば社会撮瞳をと

三川になるとみられているのであ

できない︒一部には低成長︑極端

ド

であったように︑わが国
な学窓ゼロ成長でもよいとの説も

〆♂〆

天悪

しての国際的貰任といえる︒この

ノさ

い︒

﹁たわごと﹂だといわざるをえな は非常に横極的な慧味をもってい

節約は一流消趣的にみえるが︑実

五味で呼売エネルギーとしての原

〆！

あるが雇騰︑橿祉の面からみれば

に難かしい問題だ︒石麹の贈産は

1さ

〆

る︒これを確保していくのは非當

原子力は人工的に作り墨された

無ころから一・〇六程度へとし

上からも好ましくない︒

だいに一に近づいてきた︒しか
し︑それでもエネルギー消費は極
めて高い伸びを示したといえる︒

エネルギーの伸びの今後をみてみ
ると︑資源エネルギー庁の擾期ビ

〆

料サイクルの確立︑稼働率の向

〆

さ

するといわれており︑さらに石演

一九九〇年代には物理的限界に達 子力の役割は極めて大きい︒核燃

れでも二〇〇〇銀の一次エネルギ

とを前提としている︒しかし︑そ

次エネルギ⁝弾性櫨は一・二四

昭和六 十 痒 ま で 産 業 全 体 の 七

経済成長のカ
ギ握る原子力

かれたパネル討論会門エネルギ

多

｡志翻館麺陛隷峡雨承聾鶏甜一難糠砿鹸⁝
多

⁝会のうちに同懇談会の創立二十周年を祝った︒
一多 二

V

このうち初β︑昌吉屋甫・中区

の名呼屋観光ホテルで開かれた
二十周年記念特別講演金ではまず

約二颪五十名の参加蓄を前に中原

懇を代表して加藤乙三郎同懇談芸

委贋畏があいさつ︒﹁今後の原子

頼を得ることが不可欠﹂と述べ︑

力開発の整合的推進には一般の唇

こうした分野における中原懇の今
後の役翻りはますます璽要となっ
ている︑と強調︒また︑同懇談会

の下部組織である中部原子力P R
センターの石井健一郎理薯長は︑

十五年にわたる同センターの活動
の経緯を述べたあと︑﹁中部地方

だけでも四百か所以上の放射線
利用施設があり︑原子力のエネル
ギー利用とともにこの分野でもめ
ざましい発展が期篠されている︒
今後とも正しい頬識の欝欝︑利用
健遷対策に穫極的に取り組んでい
きたい﹂と強調した︒

ジョンによれば昭和四十八年〜六
十年にかけては経済成擬が約五・

さ

きれいな行1停り。

甲

つづい て 土 光 敏 夫 氏 が 門 鍵 盤 経

〆

力用復水器用各種管、原子力用チタン材料、原子力

＝
ｰ
@L

碧山藷一二難霧鐘灘宙郭嘔影隠隠鐸傷黙一薦卸藻髪蹄叉篠

＝＝

済の動向とエネルギー問題﹂と題
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上︑安全性確保︑自主技徳の開発
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皿四

六％として︑この閥第一次エネル

理ーーなどが※︑英︑仏︑西独の

が確認される謹で黙止するとの論

原子力発電機材の神戸製鋼

A

ギーの蝉性値はO・九五まで下

要があると指摘︒﹁エネルギーの

馨

圏凹
して特別講演︒また四日︑名吉屋

境が算当厳しくなるとの考えに同

田内で最人の脚1欝欝を誇る。

…難

甫・中区の名古屋商工会議蕨で開

白が必要で︑実硫化には相当の努

だけ努力を傾庄するかにかかって

将来はいま︑これらの問題にどれ

原子力反対運勤の論点の共通項と
ず︑こうした問題への関心が低い

意したあと︑それにもかかわら

なっていること︑ラテン民族であ
る仏を除き論理的な論争が行なわ

いる﹂と強調した︒

力がいる﹂ことから核融禽の実用

現状に六感︒エネルギ⁝聞題は幾

化にはあまり期徳できない︑と抵
摘︒こうした状況から︑門エネル

にア

れていること等を指摘︒﹁四つの
文化的側面

これに対し流露︑更鍋の両氏は
原子力間題の
るといった性格をもっていないこ

期的な腸癌で︑明日電力が不足す
谷間

点をもっているものの︑論争の論

反対の論点については日本も共通

となるだけで

ネルギーの

隠された問

プローチ︑ユニークな論点を展開
しながら原子力界の

に感偽的な色彩が濃いようだ﹂と

理性については日本の場△口︑とく

と︑節約や代替エネルギー源にチ

を浮き彫りにした︒

このなかで草柳氏はまず︑原子

題点

れた綿密なPR濤動を行なう必要

述べ︑こうした衡面をも考慮に入

神鋼のチャネルボックス（璽機械事業部）

技術開発本部・技術部原子力クループ

QSC認定による品

世界に誇る／エアーとAS醗E

ギーの将来は一九八五隼以降がエ

はすまず︑それ以降継続的なエネ

社会的側面へ対処を

年欧米各園を調査した﹁パブリッ

力と地域の聞題に焦点を絞り︑昨

る大型鍛鋼品、及ひ重ま1鋼贔

T｝￡｝→

質保ぎ，嚢D

鰹瓢﹁エネルギーを考える﹂

ままいくと電力が不足するのな

があると指摘︒また頁鏡氏も﹁こ

ら例えばPRするときも︑﹃将士

ク・アクセプタンス調査団﹂の報

の特微を分析︒①文明をこれ以上

告書から︑各国の原子力反対運動
背策にあると分析しながらも︑エ

ヤンピオンがないことなどがその
と︑将来のエネルギー環境が極め

る島と諮くなど︑パンフレットを

は甲子園野球の中継はできなくな

ル応需不足謝罪がくるのでは﹂

ックな﹁膿闇の思想﹂②従来の

推進ずる必要はないとの資マンチ

る﹂とこれに同意した︒

もっとわかりやずくする必要があ

く回顧の不足を回避するために

市民参潴が少ないことへの不満④

職業を騒われる③計画に目する

ネルギー開喬はりードタイムが長

は︑節綿︐原子力をはじめとする

て厳しいものになる可罷性が高い

これに対し向坊氏も︑わが醗の

ますぐ登極鮒に取り組んでいく必

あらゆる代替エネルギー開発にい

ことを強調した︒

エネルギー嵐給率がかなり低いこ

原子力には反対しないが︑安全憔
となどから︑将来のエネルギー環

神鋼のジルカ職イ被覆管（鉄鋼生産本部）

力用機器およひ材積の生産を行なっております。

艦

神銅の原子力用大型鋳鍛鋼品（鋳鍛鋼事業部）
ASM冠QSC認定…L場の新鋭8，GOOtプレスによ

㈱お問合せ先

神懸の原子力用溶接材料（溶接棒事業部）

躍離礁醗

と数多くの実績。

驚…

3級継目無難省｝脆技術

ASM￡QSC、。呂とによるll

馬鉄筋、原子力用厚鋼板など、あらゆる分野の原子

灘

縮鐸購懸隔

神鋼の原子力用ステンレス鋼管（鉄鋼生盧本部）

送用キャスク、ウラン農縮遠心分離機用材料、原子

での、重要な一翼を担っています。

その他、放射性各種廃棄物処理装置、使用済核燃料輸

神戸製鋼は国産原子力機器製造
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原子力は
年ふり

ことにも端的にあらわれている︒

れ今後強力な立地促進が求められよう︒
原子力の薪規決定分は昭和四十
このため今妬度二手承認分は火
また醒嵐窓では今園の三地点百

た︒

n点は︑いずれも短期的電力総

ピンチ︒ヒッタ

的色彩が濃いものだが︑他方

総危機を補う

ー
原子力発電計擁の遅れは中・長期
的にみた躍力量給兜通しがかなり
厳しいものとなっている現在︑こ
こ一〜二年のうちに早急に解淡が
図られない限り昭和五十矩代後半

故木川田氏の葬

儀しめやかに
㎜万人が別れ惜しむ

は︑将来の原子力船時代の到来を

二一
多

二一

二

二一

づ

二玉

多玉
づ

づ多

㍉ノ

﹁常陽の臨界

党

三民

局面打開で政府に要望

おいた万がいいとの誓えに基づく

平岩外四璽崇認力社畏は︑故入に

た祭壇を前にして︑葬磯委員長の

ささげる弔辞に託して︑広範な分

つ︑環境の保金︑地域との協調・

野に残した騨大な尾跡をしのびつ

LNG火力や猿子力導入︑飛力広

域運営などを先見的に推進した故

曖念をたたえた︒ひきつづき佐々

人の卓越した社会性と人聞趣璽の

木薩経済同友会代蓑幹窮︑加藤乙

三郎電気農業遡合禽会擾︑鷲原義

子力薩業会誠会長がそれぞれ弔辞

璽関西醒力面骨︑衛沢広巳日塞原

原子炉蜜全審査会

と原子力委に報告

原子力婁員会の原子炉安全轡門

審二会は十五照︑四国電力・伊方

ナ穴互譲KW︶の安金審査を終

原子力発電所壽屋炉︵PWR・五

え︑﹁伊方二煙炉の設躍は安全上

支瞳はない﹂との安全審査報告澄

を原子力婁員会に提出した︒これ

もの︒

日英委託再処

許可墓準に棲討を加えニヤニ日に

も三田酋相に対し﹁圃炉の設認を

を受け原子力襲員会は︑その他の

理交渉が進展

バックBNFL理聡駿る
第＋回原産年次大会に参加のた

が漂子力開発幡羅のいかなる薩で

ない④わが国が原子力利用推進に

め来幽していた英核燃料公柱︵B

核拡散防止騰勢強化のあ繰り︑

この日︑斎場には福田酋鐙二木

桜田日経三会擬ら経薦界︑茅誠濁

考えて︑原子力船の定係できる港

5玉

を述べた︒

故木川田一隆梁票蹴力破締相談

謬列︑故人に別れを鮨げめい福を

氏ら学騨など各界から約一万入が

なる毘込み︒索電では今織の電調

二玉

前二相ら政界︑土光経晒遮象長︑

鐸磯︑告別式がナ鱗田︑東京・

役︵門口電原子力鉱業会議顧闇︶の

審通過に伴い近く同原発の原子

ゼ諭

よって熊鼠小国としてのエネルギ

ック殴は︑ヤ六臓年後︑本紙認蓄

NFL︶再処理担当理薯のC・バ
審議会で決定され︑四国電力の設

鷹際的規制が必要なのは分るが︑

で﹁薄処理・プルトニウム利解に

発推進には︑核燃科萄効利用︑使

維縛の点からも糧嚢で︑原子力開

経漸の健全な発展と囲曲主義体制

じていくしとして再処理計画の薩

再処理と灘外委託撫処理難点に応

と会議︑﹁BNF﹂は引続き国内審問をうけた原子力婁員会は︑同

置叢叢申請で三木嘗相︵欝欝︶から

†七難の第六＋バ圓電源開発調整

伊方欝欝炉は︑昭秘五十鋸三月

ー供給安定化を図り︑適切な経済

許可﹂する筈申を行なう万難︒

して近く決まる※團の薪原子力政

推進が妨げられるのではないかと

成懇篤維持することは︑霞由霊義

も他の締約国と差別されてはなら

露営は︑十五鵠開いた政務調蒼翁

籏方針に危燥の念を強めている霞

わが国の原子力開発利用の円漕な

伊方二号﹁安全﹂

を競む平岩爽躍社畏

の定係魑は襖数にした方がいいと

祈った︒重重は二二を箭に︑弔辞

慕えていることを閣らかにした︒

なわれた︒竸菊︑白菊にかこまれ

月運開を圏標に二午一瓢酉

港区の膏山三二所でしめやかに行

円をかけ建設が予定されているも

二十諏ハ懸

地間題への窟蔑が一体となった強

これは︑三隼間の﹁むつ﹂修理期

力な取り粗みいかんが今後の電力

ので︑福鵬第二・二号とともに

索電福鵬第一一・三盛原発は同霞

原型〃に闇中に定器嬉を選ぶのに当たって
力十蚕匿の原発として禰鵬興双葉

8WR謬犠雌化の

八億円を群籍︑これにより建設中

りそう︒

をも禽めた読響閣発計画全体の総

体としても毛糸九十六万KWと高 い︑これに必嚢な鷺源開鉱驚羅十

る一年ぶりの鱈調審通避だったに

今年度分二選圏八九醤照万KWに 水藥で推移したものの原子力はま
比べた実際の遷成率七七％のうち

炉設罵許可購読を提出する予定︒

玉

試験始まる
四月下旬国界へ

わが脇は漂子力闘発の推進にあた

ど罐調整決定から丸二蕉圏にあた

翻するよう指示していた︒ちょう

年六月十購︑安魏魏査会に安金響
速実験炉﹁常陽﹂の臨界試験が始

腿状況などを明らかにした︒

は楽国や閥係累にあらゆる外交努

は不薄雪⑤慮蔑党は原子力開発利

ら再処理・プルトニウム利屠促遊

遮熱している②ウィンズケール新

託交渉は策京で交渉中で︑順調に

始となる同一屠炉と同型で︑昭和

弩騨は︑この四月にも蟷業還転開

ってこれらは機翼欠であり︑政閥 周済み蓼科の適切な処理の観点か

力を払い︑國内でも万盆の楢置を

用円滑推進のため︑政府が︑再処

る﹁安金箸串﹂となった︒解方二
ルトニウム混愈酸化物の癖心燃料

蔵設備から取り出したウラン・プ

講ずるよう要望する篇との要田を

岡氏は会冤で︑①日英酸処理婁

興是体を原子炉容器内に備えつけ

設躍詐可段階では二†五番目︒

五や六庫†月が運開冒標︒首相の
地元妾局が爾請謝画を支持したが

建処理工場建設計虚については︑
すべく黒影鰐関係国に対しあらゆ

理・プルトニウム篇嗣体制を確立
裳墾欝の嚢罵は次のとおり︒

まとめ︑政府に呈し入れた︒

始︑十購十五分一本圏を収納︑間

その結果︑岡大臣任命の調壷婆欝

麟の擦傷性から環境大駆と協議︑

⁝

る外交的努力を払うとともに︑国

原産年次大会を
内でも万金の描澱を講ずることを
強く褻製する︒

9容を︑二面から十面にわたり
⁝収録しました︒
曜

五セッションの講演︑討論内

z弩は第十回原産隼次大会
．特藥弩とし︑同大会第一〜第⁝

特集

①麗民党は︑核拡散防止条約に

芋力平和利用懸での国際協力に親

戚の予建で︑実験的規模のため動

プラントの慰設工購は二蕉後に完

禅再処理工場のヘッド・エンド・

からその調査が始まる︒このこと

金の設麗が決まり︑丁零四周半ば

淘り︑核兵器の拡散を防止し︑原
し︑二十一露から三日聞で貯心装

う②再処理とプルト一一ウムの溜飛

臨するため今後も一白の努力を払

一一十田までに十五策を炉内移送

ルで次の＋五本を装荷︒四月七葭

荷◎二十零露からは筒様なサイク

原子力船の定
係港は複数に

燃の容騒より小さい︑と語った︒

に蓮沼であり︑国際的規制が必璽

宇野科学技術庁擾窟は︑十菰日

が核呉器の拡散防止との関遡で特

の製図後の観望会冤で︑康子力船

を始め︑同月一〜十・一二口緑畷六十一本

とする米燭等各国の基本的脅え方

以降は謝与しながら炉心装萄職業

を十分理解する⑬しかし︑わが国

宇野科技庁畏冒が蓑明

から魑工の獲れも予想される④既

欝中に三策を移送し終えた︒

の摂関ラックに移送する作業を開

まった︒同田年前八聴拳︑歎桝貯

洗工学センターで︑十六田から縦

茨城県︒大洗町の動燃思置団大

は一か所でなく︑いくつか選んで
郡葦葺︒詔鯛晦に昭和五十九芒消

もかかわらず︑その数は︑今園も

円︑水力一兆一千八颪二態円で台

︸地点貸十万KWに留まることに億円︑火カ一兆九千九函二士二間

口達成分がいずれも三三徽二審通
過が期待されていた北海道電力︒

共和露原雛︵五＋八万KW︶・藁 なり︑この結渠鰹設中をも禽めた

計五兆七千七百六十八偬円となっ

電源開魏計画三体では原子力千葺

回議力・浪汀⁝小萬原発三三六十五万
た︒

づ

ピ織義

灘万KW︑暴力九千三十二万KW今圓新規着工が認められた火力

KW︶等新規原子力発醒所の来奪 哲二十九万KW︑火力千九函七十

二

慶以降への兇送りに趨國している
一

戦
讐職灘

齢澤

﹁再処理︑外交努力を﹂

工襲資金は原子L刀二言六千四十一一〜

数鎌關低調︒その遅れは︑当初の

W・五＋矩慶八十九万KWとここ力三十地点二百二十一万KW︑全 十六万KWの新規癒工承認に伴な 危機園避へのカギを握ることにな

ロ︑四十九隼度三西三十三万K 力二十地点三菖六十五万KW︑水

七年塵颪＋万KW︑四＋八年度ゼ

盒計四千五齎九士二万KWとなっ の電力ピンチは必簗といわれ︑立

初計画を大きく下回ったことから︑このままいけば昭和五十黛代後灘の電力危機は旨旨の偶勢とさ

百九十六万KWを還成したものの︑厳しい地階欄勢なとから漂峯力の承認は一基だけに圏家り︑当

これにより今園新たに癬工が認められた火力二地点髪含め今繊塵の新規霞目開発承認分は三十地点六

た︒原子力発電所の魑工贋認は昨年三月の九三罐力・川内一菜︵八十九万KW︶についで一年ぶり︒

の一部を変更︑索窟努・禰鱈二原子力発電所一宇機︵BWR歯去KW︶の新規篇工を承認し

政腐は十五日経済企画庁で開いた第七十一電源開発調整量議会で昭和覧十一黛痩電源開発墓本計画
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一

無

購翼売料1無分厳f金4500円

聞

型
産

すといえる︒
第二は︑今後の〜二十一四十年間

先進諸国のエネルギー需給は︑
オイル・ショック後の世界鮒な経

政府自らが績極醜にそれぞれ対策
を講じている︒

一方︑わが圖は︑一次エネルギ
ネルギー開発となれば︑少くとも

る場之でも十年はかかり︑代替エ

ある原子力発電所を新たに建設す

ギーの節約を図ることは海外先進

などから︑わが国にとってエネル

全︑不安定なエネルギー供給構造

第二に︑躍霊的制約︑環境保

採算悪化なども懸念される︒

しかし︑この深刻さを盤問一般

数十年はみなければならない︒一

第一は︑わが国の経済収支が黒

うのは︑実は︑今日の闇融であ

九八五年︑

し︑省エネルギー型の塵業構造︑

ーの効率的使用を積極的に促進

生感︑産業橘動を呪わずエネルギ

諸国に比べてもっと重要だ︒国民

九九〇奪の問題とい

っ認識していない︒こ

は︑もう

1供給の九劉を輸入に頼り︑全体 の理由を次の三つにまとめること

は人類が使罵しているエネルギー

の四分の三を輸入石繍に依存して

源の歴史的な転換期に当たるとい

おり︑先進諸国の中でも海外依存

いる状況ではないものの︑中︒長

スが物理的︑経済的に優訓た性能

うこと︒いままでの石油や天然ガ

済停滞により︑当面は逼迫し て

期にみた場合はこの限りでなくエ

ていかなければ︑間違いなく危機

り︑癒すぐ何らかの手だてを講じ

っている︒また日本の平地面積単 将来︑海外エネルギー価格が高く

国のように海外依存度の高い国で

際的政治聞題であり︑とくにわが

第三に︑エネルギー閥題は︑国

る︒

極的な国罠運動の展開が求められ

経済社会を求めるための長期︑積

今︑われわれが即刻取綴まなけ

的状況が露呈するだろう︒

字基調で︑季持外貨が潤沢なため

ができる︒

ネルギー供給不足が経済成侵や国
度が高いエネルギー供給構造とな

せる上で掻きく質献してきたのに

をもち︑経済や薩業濤動を発展さ

とは十分予測される︒今から二〇

民橿祉の向上を大きく制約するこ

とはできるはずだ︑との認識があ

なっても︑その時点で購入するこ

ればならないエネルギー政策は︑

国の十催︑西独の二倍であるた

第〜に︑ペーパープランでない実

位当たりのエネルギー練馬量は米

ること︒第二に︑灯油の罰安価格

り罵魎であり︑開発・利用で従來

など政府のエネルギー価格政策

対し︑次期のエネルギー源は︑よ

制は世界一厳しいものとなってい

め︑大気汚染などに対する環境規

〇〇年に藻る期間のエネルギー問

ことだ︒

今世紀末が﹁谷間薦．鍼

は国際協調が璽要となってくる︒

エネルギーの生産国︑消費国を

資源・エネルギー外交が必要なこ

問わず︑政滞ベースによる強力な

ELでは︑国民に原子力が安全で

原子力の安全問題についてEN

かることーーなどだ︒

Hの発電能力のあることがわかっ たり五酉五＋がの建設コストがか

一方︑一九六㎝鳳年以来︑水力に

計画は原子力を有えており︑でき

かわり化石燃腰発罐が精精になっ

た︒

り︑國際収支の緩和を麟ることに

るだけ原子力を進めることによ

している︒現在︑イタリアの重油

ーション︒センター施設などを通

醐有化以来︑火力など蒸気発電所

コストはKW嚢当たり二十ミル以 てきているが︑ENELは六二年
あることを示すだめ︑インフォメ

上であり︑核燃料の五ミルに対比

る︒また発鷺所立地に関し︑地域

じて幅広い広報活動を行なってい

ため補助金を出している︒出力に

社会が負う種々の負握を軽減する

力︑スチーム条件︑蛍要建物の配

ことに立聞一億がぐらいの外貨が

配分︑フローダイヤグラムなどの

置︑コンポーネント・システムの

できる︒これは︑酉万KW発電所 の標準化を進めてきた︒単機出

ストが上昇しても︑火力よりも原

節減できることになる︒核桝料コ

く少量あるだけで︑家庭用︑産業

とんどない︒褐炭と天然ガスがご

ットを持つ地域に︑五首万が霊頴

応じ︑例えば二基の颪万KWユニ

エネルギ⁝源は水力であった︒〜

ら︑冷却断水が十分あるにしても

輸送の鉄道︒道路などの制約か

イタリアはエネルギー資源はほ

標準化を図って成果をあげた︒

九六〇年位までは水力でほとんど

用の需要を十分旧に満たしていな

過酷︑イタリアでの最も豊富な

子力が十分有利といえる︒

金エネルギー需要をまかなってき

い︒ぼとんどの化石燃料が輸入に

までの地熱探蛮調査で︑イタリア

担っている︒

頁万KWのロンコバルグランデ揚 標準プラントが建設中で︑ピ⁝ク

あるため︑コストはある程三内に

の地熱発電は年間二億五千万KW

熱発電に力を入れてきた︒現在︑

抑えることができる︒将来の発電

計画であったが︑アッパーラチウ

発電所立地には間題が多い︒こう

イタリアは︑人口過密︑工場︑

の補助を行なっている︒

ており︑水力による発電量は年間

ロードはむしろ憎大傾向だQ〜九 タイプで建設が行なわれている︒

水力発電の新サイトは︑技術・経

七四彰の一入当たりの電力消費量

颪億KWHに達しだ︒今日では︑ 頼っている鏡状だ︒その他︑地中

ても︑産量罵の国づくり的なプロ

き施策が必要だ︒また幽間にとっ

には発篭所四基の立地を選足する

効的な実施計画としての総合エネ

した状況から︑一九七三一七四無

ルギー政策を學急に確立するこ

は︑西独の四千五齎KWH︑英国水発電駈は︑EC内でも慶れた大 ロードと予備設備としての役割を

海沿津でガスタービン型難電所を

が︑将来の問題への取組み方を樹

ジェクトに積極的に参加し︑代替

の四千二百KWHなどに対しイタ型プラントだ︒

地域では奄効なプラントとなって

くしていること︒第三に︑需要が

と︒政権︑民間を闇わず︑エネル

エネルギー開発や雀エネルギーの

リアは︑二千三酉七十五KWHと また︑ENELでは従来から地

建設しており︑とくに離島などの

したがって︑わが国の縛来のエ
先行して供給が後追いするという

ギー・システム全般に蘭する横断

ための技術開発などエネルギー問

と発電所建設の観点から︑ENE地熱発電塵はイタリア全発電鍵の

欧州諸国に銘べて低い︒電力需嚢

二・五％だが︑世界の地熱発電量

らず︑新プラントは主に揚水発電

ネルギー供給は︑蟹的︑質的にも
需給パターンが日本で定着してお

的な観点から︑問題の所在を明ら

必要がある︒政府︑企業︑国民

題の解決に積極的に協力していく

の三分の一を占めており︑この分

済︑環境などからなかなか兇つか

このようにエネルギー危機は︑

他の先進諸外国より数段困難な度
り︑需要がある限り供給壷任は果

ていくことが必要だ︒このことが

かにし︑政策匿標の優先度を添し

L︵イタリア電力公社︶は︑﹁年

野ではパイオニア的存在だ︒これ

最近︑イタリアの電力多妻の伸

実体として政策的・人為鮒であ

愈が強くなる︒エネルギー供給不

があること︒

たされるべきだ︑との安易な認識

は︑それぞれの立場からエネルギ

スライドプラン﹂をとっており発

び率は︑鈍化しているが︑ピーク

り︑かつ過渡的な現象だとして

足は︑経済の安定成長をおびやか

エネルギー問題のトレード・オフ

電容量は一時的ではあるが余興が

﹁経済安全保障外交﹂ともいうべ

とはもとより︑広範で深みのある

ルギ1などを含めて蝦蟹が足らな

も︑今われわれが手をこまねいて

し︑鉱物資源︑食糧などの輸入に

しかし︑今やこれら讐い認識を

ー危機を回避するための努力をし

中山

資源枯渇より入為的危機
エネルギー総合推進委員会委員長

くなることはないだろう︒むしろ

間違いなく現実となろう︒経済や

までも影響することになろう︒ま

なければならない︒

聞の短縮︑許認耶手続の簡素化︑

準化の利点は︑①発露所の建設期

ように設計変更している︒この樺

案された最高出力まで拡大できる

ットを湾えていたが︑いまでは提

くんでおり︑当初薦万KWのユニ

からENELではこの問題に取り

粟窪なのは︑機器の万華化︒従来

原子力発電所を建設するうえで

る︒

ったという罪常に厳しい現状があ

いる︒現在︑単機出力九万KWの ム一か所しか建設が認可されなか

①産抽国などの政策的判断②経済

産業盾動は︑縮少し︑失業︑企業

エネルギーの供給不足をもたら 何らの対策もしなければ︑危機は

性の見地③環塊規十一などか ら

倒産の藤織などから︑田常生活そ

早道にもなる︒また総命的な価値

関係を整理し︑国民的舎意を得る

尺度から思いきった資金の投入が

ネルギー問題を解決するための貫
体的旛策は︑侵いりード・タイム

必要である︒

捨て芸るべきときに来ている︒エ

長が保舐されなければ︑金利負担

が必要となっている︒実測段階に

たわが国の企業は︑外部資本依存

閑︑英国は北海藺田の開発︑仏・
の橿短鮒な薄儀からコスト上昇︑

原子力は︑一九六三一六四庫に

子力はすでに各方面で検討が行な

これらの倹討から結論を導き出

電所で︑全発電能力は六十万K ら標題化を阻害する要阪もある︒

︒タイムの畏い点︑燃料サイクル ・ベルセレッセ︵PWR︶の各発 件︑とくに冷却水と地震の闇題か

確立の必要性から︑軍期に長期的

以上を発電してきている︒その

W︒現在までに四衝二十億KWH標準化を進める上での問題点

は︑設誹にある四魔の柔軟嘗をも

な見通しによる計画をつくり︑適

後︑八十五万KWのカオルソ︵Bたして︑安全性に関する新しい規

五︑わが国の置かれた網戸環境

い︒

切な行動がとられなくてはならな

を考えると︑雀エネルギーの努力

現在︑先進工業国は困難な転換

立地が決まった︒将来の原子力発

く昨庫末にアッパー・ラチウムに

な問題だ︒二次格納容器と中間閉

アなど人ロ密度の高い国では重要

修をよぎなくされた例もある︒

建設の最終段階で圧力抑制系の改

始されると設計変璽が困難なこと

瓢︑一九八五〜二〇〇〇年に世

期に趨圧しており︑各国相互敏存

ギー計画﹂に決円疋を待たねばなら

電活画は国会で審議中の﹁エネル

一九七三隼から七四飯にかけ︑

と︒もう一つは︑一たん建設が開

︼︑エネルギ⁝供給に関する技

はもちろん︑エネルギー源として

が受注されたがうち二基がようや

単基嵐力颪万KWのユニット四竃 だ︒カオルソ原子力撚翅所では︑

WR︶発電所が建設され︑現在︑ 織などに対応させねばならないこ
術は多くの可能魎があるが︑大部

の原子力開発の横極化を図らねば

すと︑およそ次のようになるQ

賜︑安金性が高い旨旨などにあ

登場した︒ラチナ︵ガス黒鉛炉︶︑

儒頼性の向上︑運転・保守が容

の甲心的な役割を果たすべきもの

十分な技術的評価ができない︒鷹

とになる︒経済性では︑一九八○
の一環として考えねばならないと

ガリリァーノ︵BWR︶︑トリノる︒しかしイタリアでは︑立地条

明記輸入の増大はただでさえ困難

である︒ただし︑資源的には轡殖

ているわけで︑このことは二〇〇

炉の導入が不可欠だ︒建設りード

一九七三奪の石子危機は︑来国

年価格で︑原子力が低位にある︒

いう意味でその選択は極めて限定

資金は澱も大きいのが地熱で︑原
されたものになる︒

で甲期のエネルギー・ギャップを

な世界の︐左註供給を一犀難しく

炭は資源が石佃の一桁以上と豊窟
し︑かといって経済成畏率の低下

題力がこれに次ぐが︑いずれもそ

〇年以降と考えられる石縮貸源の

の大部分が国内投資であるところ

格渇以前に︑経済的政治的要因に

埋める巖も期待される化石燃料だ

を中心とする自由諸国の安全傑瞳

が︑輸入に依存せねばならず︑ま

われ︑一九八五薙二千七薦万〜四

に特徴がある︒

九八○年代後半から

ルの開発は

スクに加え国際的倉態の閥題も璽

をもつものだが︑開発に対するリ

一九九〇年代にかけ大きな司能性 た環境問題による制約も強い︒原

も重要になる︒

は︑新エネルギー技術の開発が最

千九千万KW︑二〇〇〇年一億〜
研究開発課題は多いが︑いずれ

なるので︑現段階で大きな期待は

こうした諸問題の解決のために

会的な問題の招来にもつながる︒

と世界の経済金融体系への爾威と

不足が発生するということでもあ

は失業の贈大︑福祉の減邊など社

よる石油生産国カルテルへの対応

して受けとられ︑OECD諸国に
よって世界の構造的なエネルギー

比較的楽観視されていた一九八

る︒

五〜二〇〇〇年の中期的時期が予

など急速に国際的な調整と協力が

いた不況と義義圏への通貨山中に

進められた結果︑当初懸念されて

想以上の深刻性を帯びてきたの

分は二〇〇〇隼以降実用化される

ならない︒

運開前試験が異施されている︒

もので︑興体的なエネルギー罵愚

界的な石油供給不運の恐れがある

めて密接になっている︒わが国と

の関係は政治的にも緩薦的にも極

鳳路冷却システム聞に換気系を取

計醗の対象とはならない︒

が︑この時期にわが国にとって期

しては︑国内的に原子力推進のた

子力開発で問題となるのは︑第一

ないが︑十二基ぐらいになる︒原

環境への放射能放出は︑イタリ

待されるエネルギーは原子力と輸

めの経済的︑社会的︑技術的条件

恵︸氏

蕊︑石炭は︑在来のままの形で

大島

ているが︑この場舎︑核燃料の必

性状が限られ︑その利用技術の開

の笙焚きは環境条件から使用炭の

もに︑国際的にはエネルギー源と

の確立で強力な努力を重ねるとと

に資金細雨︒原子力は火力に毘べ

ない不安と懸念があること︒第二

に原子力の安盒性について根拠の

ムの設置などにより被隈低減化を

えや汚染施設の分離︑換気システ

の従業員被曝では︑機器の配置変

低減を園っている︒また︑発露所

りつけ機器の汚染や放射能放出の

となっている︒

要羅から蕩速燗冷炉導入が不可欠

しての原子力の利用に対する立場

ストは二倍以上と莞積られてお

て発電コストは安いが︑建設コ

発が必要だ︒地理的条件からも供

を明確に打ち出し横極的な津蟹性

には︑一九七六卑米国がでKW当

り︑颪万KW原子力発電所の建設

四︑原子力は最も技術集約的な

給源に制約がある︒

減の点でもわが国にとり石抽代替

いできれいなエネルギーというこ

状況にあり︑原子力はLNGに次 エネルギーとして︑海外依蒋度低

︵3面につづく︶

國っている︒

をもつことが急務である︒

一億七千万KWの数寧があげられ入石炭しかない︒

できない︒現在の研究開発状況や

できず︑エネルギー供給源として

技徳的な可能性から考えると︑申

大繕に需給計薩に纒み込むことも
二〇〇〇無以降の究極的なエネル

これらのエネルギー供給源を環

陽︑水素・多騰貴炉などはいわば

ギー資源問題解決のためのもので

期における選士代替エネルギー源

と︑石炭は環塊条件に関し難しい

境条件︑経済性から比較してみる

も各種各様で︑例えば核融合︑太

力︑石炭など石蟹代替エネルギー

先進国における天然ガス︑康子

ある︒

ネルギーとしての地熱︑太陽エネ

としては石炭︑原子力および新エ

性を強めてきたことにもよるが︑

予測によると︑盤界のエネルギー

これに対し一九八五〜二〇〇〇

は︑原纈生産の隈界が次第に現実

問題の困難が一九八五年から二〇

が経済憔などで期待されたほどに

年までの中期的なエネルギー間題

政冶的不安と結びっきっっある︒

〇〇隼の闇の中期的な時期に最

く起因している︒みるべきエネル

伸びそうもないということに大き

地熱と太陽エネルギーは︑まだ

ルギーがあげられる⑦

賃不足とそれによる経済の低迷が

大きく現れる司能性の強いことを

東京大学工学部教授

中期対策のカギ握る原子力

薪技術開発を焦点に

よる世界経済の混乱は一応克服さ
れたかにみえた︒

しかし最近の薯態は︑石磁危機

ではなかったということを︑だん

というものがそれほど簡単なもの

だん明らかにしてきている︒つま
り︑先進工業国では構造的な経済
の優藩と失業それに格差の闇題が

スペーり
タール・サンドやオイルシェー
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西独は原子力への大幅依存など︑

度が高いため︑ある程農の経済成

素平氏

のものとは異なった壌難性がある

題の特徴は次のようだ︒

第︷は︑地下資源の絶対的枯渇
からくる蟹的な危機よりも︑むし
ろ政治的・人為的な危機だ︒石麹

の確認埋藏鐙は︑年闇生産蟹の三

十倍程度で︑おそらく一九九〇年

前後の購点からは︑石漉の磁産が

難しくなるとみられているが︑人

類が鋳用しうるエネルギー源全体

で随えれば︑石炭や原畢力︑さら

イタリア電力公社建設本部長G・スペーリ氏

憂慰される︒現在米鷹は石炭の利

に新しく開発される石油代替エネ

弾力設計の確保に課題

のものが維持できなくなる事態も

る︒

機器標準牝を促進

示唆している︒繋縛の確認埋蔵量

あらわれ始め︑発展途上国では外

弐
大
に対する新エネルギー技術の問題

にゑ
は︑具体的なエネルギー購給計画

転儀
て︑この問題は一騒深刻である︒

1至詳ρ

ギー資源を持たないわが国にとっ
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︵2面からつづく︶

に実現が予想される実胴高速憩殖

続き原子力開発に蟹悪を表明して

二醤︶により︑

された法律︵三九

ルは許可されるべきだ︒

セーフガード踏査は︑燃料が炉

ﾌ50と70に基づき原轟轟は許ど
認簡単であるが︑その後のストリ
ーム追求や︑型疋・測騒を面会に

現在遡源・建設中の原発用燃料は

でおり︑埋蔵騒の確認作業中だ︒

十五万KWの実証繕殖炉の開発 は︑ウラン探鉱︒探蓋計画が進ん
完全に固化しうる︒分類の基準︑

放射性廃棄物では技術的にみて

し政府決定が遅れがちなため︑資

は政隠指墨の建蔽が大きい︒しか

藏などが当画する問題だ︒低レベ

ンクトン生態系を階写するといわ

は薄処理事業にもいえる︒

くいということがある︒このこと

斜照膨

甥輔鋭

リードタイムからみて今年ゆには

算定すべきだ︒

が︑コストは産業界の謬加を得て

所有の貯蔵施設に貯蔵されよう

いといわれる︒

がのみこむ水難程度の暮露しかな

予定だが︑高速増殖炉︑核ジャツ

政策が四月中旬までに発蓑される

今後︑来国が採る斬エネルギー

炉開発に踏み込めない︒

サイルが閉じられなければ︑高遼

かはまだ未淡定で︑藤業界は燃料

原子炉規制について︑CFR−内にある場禽はSNM所在追求な

可されているが︑設藪基準や標準

行なうことは非常に困難︒測定機

という

動きはほぼ峠を越したといえる︒
審査︑その他指針の整備を圏るべ

挑戦する

いる︒鏡在では︑選民投票や三民

一方︑核燃料サイクルに関し

投票で原子力に

炉は︑従來の像型に比べ︑天然ウ

め︑欧州︑とくに仏︑西独︑イタ

て︑とくにウラン供給について

ランを五十倍以上も利周できるた

発電所の建設までに二十七か月を

その他・機器の改鶴では・BW 要することになった︒また建設開

リアでは協力して高速増殖炉の開

きだ︒またNRC嶺局の拡充強化器が整備されていないこともあ

発に軋り組んでいる︒すでに︑二

は︑窯験段階を越えて︑かなりが

一九七〇年代末までには現在当

七黛の期間がかかる︒

始して営業運転になるまでに六〜
R︑PWR両炉について︑コント
ロール蜜︑電気系統に改善を加え

面している原子力開発の諸問題が

稼働しており︑同計画の順調な進

た︒

原発建設では︑立地選定したあ

の電力羅要髄加に対応し︑原子力

解決されることが望ましく︑今後

分類別処理処分の方法︑最終的貯

り︑技術的問題がある︒この分野

と認許司手続や建設にかなり賭問

ほとんど確保しているが︑しかし

が望まれる︒

がかかり︑とくにプラントの立地
展が望まれる︒

アド・オン施設︵九千ナSWU︶ ル廃棄物は︑現在埋蔵・貯藏され

九年後にはポーツマス濃縮工場の

ているが︑現行サイトが手一杯︑

れるが︑これは毎臼四頭のクジラ

本圓収が不確定︑好業投資がしに

利用を図る必票がある︒八○年代

繋利をむさぼっているという認識
が完成しても︑予測欄要を満たす

ある︒廃棄物は︑鰻終的には政府

新規許珂決竃の遅延などの問題も

に関して一九七五奪に新しく舗定

・七％となって︑全般的に石炭と
がある︒第五に︑原子力は原爆と
ことはできなくなるだろう〇一九

︸
米團は座面︑歴史上鰻も厳しい
原子力は大整がないことを添して

ーと謡えているQ第六に︑大気汚 八六無運開門標に纒先権を与え︑

同じように危険で高価なエネルギ

染の基輩や石炭露壷掘りの規制強
決定をすべきだ︒また一九八九年

温排水による水温上舜は︑プラ

冬を経験した︒豊脳な石炭がある
いる︒

スクラバー付き石炭火力と比較し

には新たなクゆス・オーバーが予

発電コストに関して︑原子力と

にもかかりらず石炭鉱山の凝結︑

なくとも二西万八が失業し︑学校
化を要求している︒第七に︑新エ

ク防止などは厳しくなるとみられ

ネルギー︑とくに太腸エネルギー

これら諸間題を適切に解決する

O年代中期にほぼ同等になるが︑

た場舎︑両轡の資本麗は︑一九八

の﹁原子力と石炭﹂というスロー

ている︒原子力の位醗づけで従来

の閉鎖︑暖腰の鯵止など典五二態

エネルギー政策︑代替エネルギー

ためには︑化石燃料︑原子力︑省

順序逆転は狸解できるが︑今は選

択の問題ではなく︑全てのエネル

ガンから﹁石炭と原子力﹂という

ー開登計画を策定する必要があ

ギーが必要だということを認識す

システムなどが将来︑果たすべき

る︒このためには︑立法府と行政

役劉を位照づけだ総含的エネルギ

府は︑密接な協力が必要だ︒今年

本的にプルトニウム・リサイクル

ことはエネルギー政策展開のうえ

GESMO︵軽水炉におけるO
混と葬常に密接な関運があり︑蓋 騒籔を臨主的に解体したが・この

すべての解決の起点であった﹂の

入の通らざる道を選んだ︒これは

ー新政三下では︑再処理と岡じよ

高速増殖炉については︑カータ

する︒

の希墾のよすがとなることを期待

力が増殖炉︑核融禽を禽めて将来

に原子力をあてはめ︑原子

決まらない︒容器設計や蟹故状

うに困難が予想される︒いつ︑何

道

葉の森に二つの道がある︒私は他

利用は︑すぐにも可能と蓄えてい

舎酸化物燃料へのリサイクル・プ

ロバートラロストの君藁︑﹁格

る必婆がある︒

一月に三二議会は︑委員会制度を
原子力は燃料コストが安いので︑
る︒

で一圏困難になろう︒

再編成し︑卜蹴卜両院禽同原子力委
プルトニウム問題は︑GESM

原子力の発電コストがはるかに安

などが決定されるまで︑固形化基

想される︒

米国原子力産業会議副理事長H・ラーソン民

総合的対応の一環として

原子力利用つらぬけ

は︑一か月二千万KWRの電力供
給を行なった︒

現在︑米国には確圃だるエネル
ギー政策はない︒今後十五隼にわ
たり照十重万の湿糠井芦︑驚十一

の精油那︑摺磨の大規模石巖鉱・
二千七百醐の黛硝︑三十のウラン
鉱山と製錬所などが必要となる︒

蕩億がが必要︒これは過宏︑米国
くなると予想されている︒一九八

ルトニワム使罵に関する一般環境

藥やパッケージ化に関する基準が

このための投資は十隼にわたり三

のエネルギー産業が投資した二間

覧−八七年に運開する颪二十万K 控民投票は︑昨年六月八二のカリ

声明諮︶については︑原子力施設

S万人︵全人臓の二〇％︶が対 の設計︑運転に影響大だが︑プル

況︑輸送聞題などあわせ︑特殊な

原子力イエシアティブに関する

投資羅の二悩を上回るものだ︒

Wの原発は︑来国議北部でKW返フォルニア州の投票を含め︑一千

このエネルギー遮迫を圓避ずる
たり千三百メ︑一方︑同一規模の

トニウム・リサイクルが男爵され

象となったが︑その離州において

だ︒特にLMFBRの安盆研究利
で溢の関係が︑先進畷や大国にだ

スクラバー付き石炭火力の資本鑓

る︒激騰間協力や政府機関聞の協

になるが︑ゼロ成長と

は︑KW差♀言がと毒ぎ原子力を瘤凝した︒七〇％が引き

治的︑社会的要困は複雑である

は協調の気運が高墓っている︒

特効薬

には︑まず省エネルギー政策が

設計をしなければならない︒

れているが︑発電コストでは資本

力は︑原子力開発に伴なうメリッ

一九七三奪秋の石癌ショックか

基︑どんな開発体制で行なわれる

るか否とは別に︑ウラン・サイク

エネルギー経済の

費︑燃料費︑運転︒保守麗を含め

が︑ここ一︑二年のうちに採られ

スパルタ化

を舷賦することは︑いわゆるウオ

て︑︸九八気隼が計舞でKWH当ら世界経済は︑まだ十分には園復

け禰利となる場含は︑国際協調で

子力㎡薩健進に期待していたが︑

政府の指轟︑財政が大きく窃与し

隼代は︑炉システムの開発改良に

協調誘阪が強くなってきている︒

活用が饗求される研究分野では︑

に大国であっても︑大規槙な資源

が参加し含慧を得ていく方法は︑

の隔宮がある︒一っは︑国の多数

加盟困の共懸の利益に対し一ろ

れている︒

確立︑関運分野での協力に力を入

的︑技術的展墾︑燃料サイクルの

問題などに重点をおき︑また経済

餌68

国が調査︑実施中でその結累を総

る︒NEAでは︑この分野のR＆

舎的に検討することになってい

Dと鍵施方法を璽視し︑共同作業

による実舐計画を進めている︒臼

本を含めた加盟国騨門家によるN

つもりだ︒この報告蜜の墓本的な

EA報鑑鞍を今奪中にも公表する

書え方は①高レベル廃棄物は政周

の愛任を軽視するものではない②

により薩接籔理する︒しかし民間

するーーなどだoまた現在では︑

産などに比例して公密課税を徴収

汚染源負担の原則に立ち︑露力生

になりうる②コストが安い③安金

放鮒性廃棄物を当該国に返遡する

望まれるのは︑①目標達成で近道

著な差が出ると国際貿笏などに不

抵︑運搬︑廃爽物処理サイトなど

という傾向にあるが︑経済的負

基蟻や許認可黍続で︑各国間で顕

利④原子力のアクセプタンスに対

から問題がひろがるため︑国際的

する公衆の儒頼が得られやすい⑤

参加国が健全な規制判断や必要な

現夜︑NEAは︑一九七一⁝奪の

地域的に解決すべきだ︒

ーなど︒

知識・体験を得ることができるー

EA勧告に沿って︑多国が参加す

NEAの計画する安全研究は︑海洋汚染防比ロンドン協定とーA

第一に軽水炉関係が中心︒とくに

ている︒この第一夢には︑ロンド

る協議︒監翻機構の設立をめざし

ン条約や原子力第三暫損密保謹に

緊急炉心冷却問題が大きな課題

関ずるパリ条約の公式承認参加が

だ︒ここ数年は冷却材喪炎事故時

の比較計算に璽点をおいた︒計算

また海洋投棄では︑B本や搬盟

も十分適応できる︒

ている︒これは高レベル廃棄物に

し地下深騒に埋藏する方法を響え

物周化により処圃︑運搬を容易に

置灼策は鰻も難しい︒嶺颪︑廃棄

劉性廃藁物と数万年にわたる処

に達している︒しかし蕎レベル放

間題解決は十分できるという結論

の技術で少くとも数十年にわたり

関与してきた︒この経験から現在

要だ︒

ためには︑いまこそ国際協力が必

世界のエネルギーに霞与していく

司能であり︑将来原子力が大きく

密な国際協力と合懸によってのみ

る折︑この問題解決には︑最も緊

政総的︑技術的に取り出されてい

プルト謀ウムになど樋々の問題が

ド︑放射性麗藁物管理︑再処理︑

いえる︒保瞳描國︑セーフガー

島題増殖炉戦略で墓本的であると

て還欝︑操作上の問題︑R瀧Dに 利購率を大編に向上させることと

ECD加盟国の廃棄物管理につい術的︑経済的にも正統で︑ウラン

だ︒これを再処理することは︑技
く技術的問題だ︒NEAでは︑O

料は︑舎計八万五千〜十万ナU

までのOECD諸国の使用済み燃

ちあがってきている︒一九九〇年

ウム・リサイクルなどに間題がも

観点から大規模再処理とプルトニ

よる核物蟹懸絹の危険園避という

現筏︑核不拡散の順守とテロに

供するのが役翻だ︒

観的情報の収集︑論点の解明を提

で当周を補佐する立場にあり︑客

限騨がある︒圏際機蘭は︑あくま

れ異なっているため国際協力にも

の国罠性︑感情など反応もそれぞ

従来から行なわれてきたが︑各国

ている︒この分野でも麟際協力は

各国政府の最墾要問題となってき

パプリックアクセプタンスは︑

必要となる︒

機コ⁝ドの箋体や数学的モデルを

上の決定や許認瑚箏続の改藍︑儒

実証するのではなく︑むしろ工学

頼性向上にあった︒第二に高速炉

関係︒仏︑西独︑臼本︑翼国︑米

国などでは︑交流は活発だ︒第三

に︑天災︑人災など含む一般的な

蜜全防護問題︒国際的な作業部会

を設け︑原子力発電所を巻きこみ

でいる︒第四に︑原子力商船の運

得る購件の統計的分析に取り糧ん

航に関する安金問題に検討を加え

になることに︒NEAなど国際機 放射性廃棄物蟹理に関しては︑

つつある︒

があてられている︒このことはN 作業は︑すでに團家が行なってい

の新提案は︑各国とも慎難な態度
の原子力陽発に決定的な影響を与

現状は︑康子力発電筋︑核燃料サ

ていた︒原子力が騨飛べースにな

偶勢変化に対応した新方策が打ち

う廃藁物処理︑貯藏︑規制してい

九七五駕にNEAは︑大幅なあり︑放射能災諮を起こさないよ

るが︑基本的には技術的な問題で

アクセプタンスに最も膨響大であ

核燃料サイクル確立とパブリック

関は︑原子力分野を包擢的に網羅
までもなくしばらく続くだろう︒

EAが︑原子力の安全と規制に関 る作業や進行中の技術に蟹存する

嘘︑スクラバーなしでは百・二四

えよう︒この懲味でも一九七七鐸

かし︑雀エルギー政策が︑効果的

し︑全体計画の蕊分のこを向けて

加することが必要で︑加盟凶は臨

題に熊点をあてることになる︒

ここで重要なのは︑国際機関の

1

するよりも︑国際協調に向いた問

トやリスクの審観評価などに焦点

ー！ーン■萎ン

ルデン・ポンド時代への逆行を塩

D﹁世界エネルギー薯情﹂をみる

していないが︑この傾向はOECる政策いかんでは︑今世紀策まで

一！！多

味する︒省エネルギー政策は︑今

ラバー付き石炭火力が五・九三

たり︑原子力が三・八五膨︑スク

2
0

ことだ︒そのためにも︑関係各圏

弓一多4多ノー多ーノン7

り︑約二五％の節約が可能だ︒し

後二十五隼聞は確かに萄効であ

1

粥

1

米臨の麓各所毅燃利定率（％）
無 1972 1973 1974
72
82
68
原子力
V1
U9
V3
石鍛火力
が︑国際機関の俘業に讃極的に参

は原子力にとって璽要な奪だ︒

巖近の国際協調は︑放射性廃藥

今こそ国際協調を

EA︶が設立されて以来︑政狩聞

ることにも表われている︒
欧州原子力機関︵OECD・いN

盗初の石油ショックは緩和されつ

り︑また国内エネルギー開発︑代

石繍への依存度を減じる施策を探

つあるが︑兜進工業譲国は︑輸入

嘘とみられている︒

衆の態度はどうだろうか︒

エネルギーや原子力に対する大

に実行されても妖魔容懸の鮪要
は︑ますます増大する︒
一九七七年一月現在︑米国の原

に︑豪優民の多くはエ

薔エネルギー源の開発に優先椎を

まず第

ネルギー不足という認識が非常に

子力発亀は建設中九十纂となって
おり投資額は山ハ 白惣．がを超える︒

力︑生物転換などの研究開発に力

嬉え︑太陽熱︑地熱︑風力︑潮

を傾注するに至った︒しかしこれ

薄い︒石油危機は︑石繭産業や電

ら新エネルギー源実規には︑長期

力会社の利剃追求のためにもたら
されたものだという認識がある︒

ら発駝容認は︑原子力発電が最初

第二には︑エネルギーと経済活動

を召するため︑当面今世紀来まで

改革を行ない︑原早力安全︑放射

発注済みはこ璽一十八基︒これ

に行なわれた二十五風前の全米電

は︑省エネルギー政策と石炭と原

性廃棄物箇理︑公衆の理解と命愈

安全︑廃棄物管理などで

力発惣容躍の約三倍に匹敵する︒

い︒国属は雇用機会拡大︑生活水

との相関関係が理解されていな

な利益を享受できるQ

接参加することによってのみ＋分

轟

来贋五十州のうち＋州までが︑電

界経衛の成り行きからみても︑仮

物処理処分と安金分野が霊だ︒世

PWR発飽所の一基当たりの累積い︒第三に︑全て産業滋動には︑

イクル施設の進展の代りに﹁原子

ってきだ現在では︑産業童懸型の まだ小規模計画でも協調による相

OECD原子力機関事務局次長 ー・ウイリアムズ氏
力の幽分の一を漂子力に依存して

なり変化してきている︒一九五〇

または政鰐機関閥の麟際協調はか

簸近︑三十九万KW以上の全て るにはエネルギー供給の選択が必

いる︒

基本的にエネルギー聞題があると

力論箏﹂など原子力松藻への大き

の化石燃料プラント︑石炭火力︑

線働率を比較した蝦告欝が発表さ

な懸念が展開されてきている︒敵

原亭力の安全研究で国際協調が

いうことを慎露に考えていない︒

出せないこと︒第瓢に︑コストと

第四に︑石墨や鱈力薩業は︑今日

乗効聚が期待されるものも岡様

れたが︑それによるとそれぞれ七

投資︑国際協力が行なわれてい
七・九％︑七五・八％および七四

要だ︑ということが分かっていな
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▲

一

第3セッションは国際パネ
ル討論会︒国際原子力機関を
はじめ米︑仏︑西独︑二本︑

仏︑ベルギ⁝︑英各国の馨門
象がそれぞれの発表と見解裏
明を行なった後︑ダウン・ス

ものであり︑引続き供絵国による

などもこうした政策が反映されだ

ことを邉益してきている︒NPTが躍かれており︑次のような諸点

設が厳密な保障措羅下に置かれる

になろう︒

が大きな襲素として含まれること

料を︑必襲な時︑妥当な方広で供

不拡散の責任を負う属に対し核燃

はこれらの紹識せ体制によって核

磯立である︒一薗間︑多国聞また

は︑多角粘核轡料供絵保証制度の

となっている︒

可能性に対するものが批判の中心

して濃編および罵処理技術輸出の

難が浴びせかけられており︑主と

たものでもあるが︑各方面から非

厳威であり︑その程度はどうなの

まり︑それぞれの国にとって何が

断の棊盤にはなっていかない︒つ

議にしかならず︑現実的な政策判

れるわけで︑要するにきりのない

調資され︑これら諸点が保障搭置

環境および臆繋物対策などが傑求

技術をはじめ経済性︑画線問題︑

ーの再能性についても検討する必

は︑経債鰐利点を伴う地軸センタ

こうした墓本方向に簾え︑私

うと︑そうは一⁝﹁一儲い耀いQこのこと

味でこの条約が＋分であるかとい

のだが︑残念なことにあらゆる恵

らす．ての懲懲も十分に支持するも

プルトニウム燃料のオプションが

園︑ある程度讃えばよい国そして

妻子力エネルギ⁝を必要としない

拡散の広い男能性をもち︑他方で

るように︑価魑判断のベースと禁

非常に大量だと思っている国があ

止の鮒象とすべきものを懸倉わせ

が︑供給春が必愛に応じ条約の範
躍を超え受け入れられる条件を見

要があると懸う︒

た観点から再響慮されることにな

い出そうとする理山でもある︒条

ていかないと︑この問題は解決で

※隣は最近︑核拡散に注慧を集

約弟三条の保阻措践条項は︑闘第

きない︒

中しているが︑このことに対し保

ニウム分離代薔孚段の評鯖等々も 障総説に対する繕頼の欠如だとし

四条にいう保証︑つまり差別なく

る︒煮えぱ㎝貫サイクルやプルト

や國家安全保障︑核不拡散といっ

広範な礪際協力翫饅の策定に基盤

罠乱し作業は闇もなく終る予定だ

すなわち︑その第一点は︑団際

せ︑国内施策の再検討も指示して

が︑この再検副に当たり袴慮した
輸出規刷など共通政策を受け入れ
給することを保証しようというの

それではこれから第

バーからそれぞれ十五〜二十分程

す︒まず最初に七人のパネルメン

のは広範な国際安全保障︑核不拡
的な核燃料サイクル評緬プログラ
が︑この考え方の熱本だ︒

新関議長

度のこ三碧をいただき︑引続き討
散政策が失敗に終った濡鼠の影響

ムの籍である︒ここでは原子炉

3セッションに入りたいと細いま いる︒政臆による再検討のための

論を行なう進め方で議事進行を図
昌々であり︑計時に葬核麟による

新政策は国際

協力に基盤
シャインマン氏

てくれるよう呼びかけ︑協力を求

た批判もだされている︒これほど

平和利用のための砺究︑生濫なら

実際問題として核燃料サイクル

その異体的検討課題となろう︒第

的はずれな解釈はない︒ただ︑保

のフォード声明で確認され目てお

二は使用爾み撚料の貯蔵対策で︑

核の漢字とか禁輸というよりも︑

の國際協力ということを霧える際

の中心的課題として生じてくる︒

びに原子力和罵の皐受の四脚なし

り︑カーター政策も方向はこれと

エネルギー需給や資源状態︑技術

障描置たけではそこに現実的な眼

むしろ核以外の分野の管理面の協

ども機討が進められている︒第三

レベル︑政治情勢など潔酔えていか

核燃料サイクルの分野で国際協

に参加させるだめには︑そういっ

的確な保隙栄転の下に置くことに

を最も現凱的︑筒効に核防体制下

ルギー源の確保のみならす将来の

た器差との協力を趨じその果実を

倫郎池の増設など貯蔵容猛の増強

カーター大統働は學くからこのこ

器の輸出︑ブラジルは必襲なエネ

独はウランの入手ほか原モ炉や機

に非需に亟要な要礪ともなるが︑

中には技術楠報の交換も含まれて

には受け入れられるものではな

いる︒その後︑合弁会砿が設立︑
各分野における作業が築堤ってい

ねばならないものと思う︒

界があることも認めないわけには

けで︑このためセンシティブな施が進められているが︑その概念は

力計饒を遂行することにあったわ

の圏際的努力は商業騎あるいはそ

一致しているQ高圧新政策づくり とあわせ︑瀞蔵施設の国際管理な

とを璽視︑核兵器五二など新しい

の他の制隈︑とくに熱処理施設の

い︒私は︑現在のNPT葬籏盟国この闘題は継局はそれぞれの困の

総量的なアプローチの提案とあわ

に確立された慣行として各国の国

運転に関連して超こるような政治

いかない︒

廃棄物対策で
よる層理下で実施されている︒し

検討積極化を

力を進めていくためには︑家ず早

あると強撰したい︒非核麟への協

漏に国際市場ができあがり技術や

産業技術能力を蓄積することがで

施設がこの市場を薄象に動いてい

る︒撮障措置移管協定も結ばれて

を期待することはできない︒

力をなし得ずして核防の貞留分握

的盒みのある技術聞題にもとらわ

る︒

きることに︑相互のメリットがあ

かし中・蕩レベル廃棄物の鹸終処

いるが︑ハード・ウエアばかりで

ク氏

なく︑技術移紙を含むソフト・ウ

ッ
昨犀七月のデンバーでのシンポ

れることなく推進されるべきだ︒

ない︒現在は安全管理の下に貯蔵

分について閑発された慣行はまだ

国際協力を考える場命︑一般に

エアも対象馳囲としていることに

として一般に好まれているのは難

とくに高レベル廃棄物の処理方法

最近この分野に関しOECD⁝N

横難すべきことなどが決奮った︒

いては麟際ベースでさらに調整し

今井民

国際協力もと

に広範な活動

タランジェ氏

核燃科サイクルの一連のプロセ

スはそれぞれ特微をもっているが

高度な技術と膨大な費金を必要と

し︑それも集約曲であるなど共逓

点もかなり多く︑引際協力が不転

欠となっている︒こうした中で︑

をべ⁝スに讃施策が災施︑内外諸

仏の原子力開発も園山協力の二神

機関との協力による薦垂な盾動を

例えばウラン開発ではヨーロッ

展開している︒

パ︑アフリカ︑北米︑オーストラ

リア︑インドネシアなと各地に進

出︑二十以上の関係機関と協力し

リスクの分散を図りながら濡動中

ンで建設申の施設は七八琿運転開

始となろう︒後蕎については現在

経恒性が分析中で︑数か月後には

サイトも決蒙る話込みだ︒仏は※

前にはソ連とも契約したが︑こう

馴からも濃縮ウランを購入︑葦隼

した供給源多角化の方向を樗来に

わたり変乾するつもりは全くな

核賜科成型加エ分野での濁際協

いQ

が︑技術開発での協力は極めて有

力はほとんど不必要といってよい

効なものとなるもので・この点で

爾属との協力による共同体の存在

軽水炉燃繕に関するベルギー︑米

は曝気されよう︒再処理に関して

を中心に広範な癌動を続けている

はマルクール︑ラ︒アーグ両工場

の再処理にも乗り出し他国顧客か

が︑こうした中で薫蒸軽水炉燃料

らの襲請に応ずる方針も決めた︒

結しているが︑総量は八百ジにも

すでに五か濁電力各社と契約を締

廃野物対策は︑核燃料サイクル

及ぶ︒

の中でもとくに慎重な配轡が必要

よいのか︑ということだろう︒誰

の程度の国際的保証が得られれば

大型発電駈申心からプルトニウム

工AEA保障描置の重点を従来のルでのウラン探鉱計画は聞もなく

頼あるものとして実行すること︑

資の梶供を単に口先だけでなく悟

館産二千沙規模の生産を鰯始する

約も数多く糖んでいる︒ニジェー

で︑岡賭にウラン鉱売買の畏期契

して麗磯物を固化し地質胴囲に貯

近︑さらに長期的な対策の一つと

ことで対処してきた︒しかし最

年近く液状でのタンク貯蔽という

て厄介だが︑仏ではこれまで二十

いアルファ廃葉物の取扱いが極め

だ︒高レベルのものや網棚期の長

ることだ︒

るとやった二つの考慮から出てく

も定義づけをしないまま議講ぜす

蔵F
すべ
ス拡散法によるEURODI
計きであるとした方向が打ち

予定だ︒ウラン濃縮の分野ではガ

つ必嚢のない地域に対し技術や物

これらはエネルギー産業として

ること︑安盒防護上の搭置をとる

および高濃縮ウラン向け切り換え

ス固化プロセスが開発中だ︒最終

出され︑このため現在︑山続ガラ

する恐れのあることは一切やって

五年以降の濃縮儒要をカバーして

画が進められているほか︑一九八

るから︑例えごくわずかでも拡散

産業朗な襲素とは異質の制約が

こと箸汝が霊翠なカギとなろう︒

力琵亀にはさらに核防闇題という

はいけないということになり︑結

備

ってきたが︑これも国際協力によ

る解決以外に方法はないように思

による多国籍企業で︑トリカスタ

ー︑スペインとイランからの出資

設立した︒前者は仏︑憐︑ベルギ

ている︒

鎖面の最大関心事の一つともなっ

が妥当なのか︑国際協力が必要な

縮ウラン燃料と岡じ挙動をする箸

料の生産が司能で︑その燃料は農

い︒というのは︑プルトニウム燃

ろ︑この問題が国際的に施設を統

あるいは多翻聞ベースどちらにし

のとしない方がよいと思う︒一瞬

を廃棄物の澱終処分まで食んだも

をもたせるためには国際化の原則

と協力しているが︑将来は伊︑仏

トニウム燃料の設計・加工で西独

にとってみると︑ベルギーはプル

︐

々が明らかになっているからでも

せられている︒

についてとくに大きな非難が浴び

た︒協熊はウラン開発︑加工︑濃

大臣間で協定の調聞が行なわれ

意ができ︑一昨黛六月に︸岡国担当

駄を避け設備審量の樗効利用を顧

る︒このことは︑投資の難複と無

箭置形旗のための努力が璽要とな

むしろいろいろと混乱があるの

司能だと思う︒

るということで︑いずれも解決は

︷AHA査察の下に置くことで舎の実護ってお・︑覆︑黒磯謹較馨れた薦垂ず

の予測園機は︑かなり成功度が高

味をもつことになろう︒そしてこ

界にとって︑この数宇は重袈な悪

炉になろうとされている︒西側眩

W︶はプルトニウムを使っだ高速

できればさらに万全なものとなろ

ルの各施設を添乳し一か所に集甲

つの考え方であり︑核燃料サイク

予測︑うち二五％︵八事六千万K 後に備え施設を国際化するのも一

槽当の原子力発電が運転できると

討されているが︑実際的な衛効性

う︒この稽え方はΣAEAでも検料特控のバリエーションなどで︑

でも十分に対処されているが︑今

保障描躍と防護については現状

のバッチ︒サイズ︑処理能力︑燃

ラメータは連続処理を行なう揚蓋

段階で最も大きな影響を与えるパ

のとなろう︒プルトニウムの加工

も避けられるし︑より効果的なも

理そして警備などでの投資の更複

面でも例えば訊鹸︑分析︑計蛍盤

施設の統盆︑集中化は経済幌の

させる万針で︑現在︑メンバー諸

ECDは濁乱プロジェクトを発足

った︒この廃棄物計画に関連しO

の準商業ベース旛設の建設も決ま

月には高レベル廃棄物固化のため

いう圏的を達域したが︑昨年†二

健全性を商業ベースで実証すると

画ではすでにピューレックス法の

である︒ユーロケミック薄処理計

高速炉韻画にみる間際協力を例

をより高めることが可能だ︒

ある︒

われる︒

いくため新余社COREO更F
処を
分方法としてどういつだあり方

局︑何もしてはいけないというこ

p

ずその上をいくシナリオが考えら

大きいPuの
経済的利点
ベムヂン戎

巖近強くなり新しいリスクが潴わ

核防問題はしばしば誤解され混

上︑何かの防止手段を喪えたら必

いわゆる防護朗な手段である以

とになってしまう︒核拡散防止が

のが付け脇わる︒

の考え方に基づくものだが︑原子

雨走はIAEA理事会の承認を得

くこと︒施設を一セット完全に持

ジウムを受けハノーバーで国際作

溶解性のガラスのブ潔ックに乾燥

HAによる会議も開かれたが︑こ

わる制約条件が非常に強くなって
きた︒制約条件は経済上あるいは
財政上の理由︑ウラン資源の賦存
状況︑技術そしてパブリック︒ア

これらと全く別の潤際政治の配慮

クセプタンスによるもののほか︑

︵目ハイル氏が代㎡︶

中だが︑これらをどうするかは選

中・高レベル廃漿物最終処分の二

業委員金が開かれたが︑その際︑

しだ廃棄物を入れるという方法

うした各礪学窓の場を通じ英国︑

核防は定義づ

だ︒プロセス閣灘はすでに戸当穆

日本はともにさらに積極的なイニ

け踏み議論を

度達んでおり︑醗終処分へ︑今後

シアティブをとっていかねばなら

最近︑核燃料サイクル輿体に係

の詰めが悪がれねばならない︒た

甲

ないものと思う︒
奪

窃研究などを対象とした六つの協

さて︑核燃料サイクルがどうい

引例が巻きているが︑これには核兵

からくるものなど︑いろいろだ︒

畢コース︑セミナーが各二圃開か

う形で国際帯場性をもっているの

器製造の潜在能力が拡散するとい

定も結ばれた︒原子力分野では夏

れ︑核燃料サイクル機盟産業確立

ラン鉱は偏在しており︑濃縮や罵

かということになるが︑例えばウ

の9

だ︑最終処分方法の決定に際して
．の

平等に平和利

のための共同研究も笑瞑したが︑

とも協力ができるよう拡大の袴え

ブラジルとの協走は一九六九難

に防止したいのは何か︑防止はど

は︑核拡散防止というが一体本蚤

野が多いのも事実だ︒

̀の保障措置であり︑今一つの と二〇一〇無までに三蓋億KW

七月に斜学研究・技術開発を騒的

り健全な発展を図ることにつなが

るほか︑リスクの国際間分散によ

ではないからだ︒

愈するのに何ら変艶を及ぼすもの

プルトニウムに関しさらに関心

が深いのはプルトニウム生産施設

プルトニウムはいわば新しいエ
処理は一定の二重率確保が必要で

の保輝借訟と安全防護についてで

ﾅ題と︑この潜在能力が何かの

ているほかNPΦも調印しており 業かいわば耀についたわけだ︒ブ

比例し蛋麓が酊能だ︒その離婁性

⁝形で顕在化するのを防止するとい ネルギ⁝源で︑原子炉の利用度に

つ︑施設が原子力礁電のためのみ

その上各種麓設はいずれも資本あ

に供
園会議のメンバーでも
AEAをはじめOHCDさ
⁝らN
E給A

入手のだめの農縮ウラン供給︑再

にしか役立たないといった特徴も

ラジルはさらに︑ハード・ウエア
あるなと広馳な闘際協力哲動を展

処理サ⁝ビスも含む他踵との協力

ある︒部門によっては技術として⁝潜葎能力の拡散は核燃料サイクル

その大きな一つは︑申・高レベ

な分野をカバーするもので︑この

縮︑原子炉︑再処理といった広範

ともっと国際協力を必要とする分

ル廃藁物の鍛終処分に関する問題

に精ばれたのが産所で︑この協定

中だ︒

国のほか米国および川本とも交渉
の棒内で別に原子力研究︑航空字

これらの適切化によリコスト効果
るいは深海底投棄が国際的にすで

だ︒低レベル廃棄物は地中埋設あ

篠鷹馨灘鷺
など数多く︑核燃料や廃園物の国

闘しているが︑これと並行し二国

を要講・交渉の縮果︑協力全体を

を求めたが成功せず︑藤独に襲助

るいは技術集約的である︒今一

際輸送︑濃縮技術開雛︑施設建設

かしその一つ︑ブラジルとの協定

聞協竃も幾つか纏結している︒し

あり︑経済性もその一つである︒

など各分野でこれまで多くの成集

がどの程慶のものか︑試算による

プーランジェ疑

西独は現在︑工AEAに撫盟しこれらによりブラシルの原子力産

用開発を享受

この協簸︑とくに保障措渡移管

各種蟹源の効果的愈理的な配分と

に受け入れられるかどうかに依拠

択された簸終処分ルートが環境的

への処分︑深海底への処分につ

つのオプション︑つまり地質深厨

耳−講難嚢

新しさがある︒協走によって︑灘

の必要性︑技術憎報とノゥ︒ハウ

リスクの分担︑供給源と南場確保

スが開麗段階にあるが︑このうち

している︒数例の処理処分プロセ

蝋嚢
羅︸

講薫

難奏

の分担︑資源の効果的配分が特に
璽要だが︑このことは原子力開発
が膨大な投資と例えば施設建設の
りードタイムが長いこと︑スケー

要になる薄霧からでもある︒

ルメリット達成のため大型化が必

今井氏

にされる︒原子力分野ではリスク

に対する認識といった諸点が紫蘇

バ

われわれは貰PTの条文のみな かが問題になるわけだ︒一方で核

っていきたいと思います︒順次︑
よろしくお願いします︒

◇
原子力時代の到来とあわせ︑シ
レンマが起こってきている︒それ

核保有への政治的動機づけや技術

は︑原子力が緯大な資源であると
同晴に重大な安全保障上の問題を
オプションにも囲を尚けている︒

ぷ

※團の核不拡散政策はこれまでめている︒一連の懲躍は昨薙十月

惹起するということであり︑爾側

騨

内法でカバー︑あるいは国際法に

面を並列に扱う時︑核不拡散政策

シャインマン氏

へ

トリーム部門における團際協
力のあり方を焦点に論戦を展

か⁝⁝核防は経済利益に優先

開した︒核防か平和利用開発

さるべきと主張する米国に︑

プルトニウム利屠の経済性を

〃接点 をめぐり展腿された

強調する反論が相次ぐなど

圧

が行きわたった手後でも

応酬は︑ちょうど※国の
力

激動を感じさせた︒以下はパ

あっただけに︑静かな中にも

誌

の交換あるいは政策調整の垂襲性

ネル討論の要旨である︒

．豊

をあげてきているが︑さらにもっ

圏際協力を題標とした二丁は工

…う 皿 ｝

バック氏

…E
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聞

選

センター構想
研究ほぼ終了
フィッシャー茂
昨日から着手した地域核心料サ

の国際管理システムについても多
角的な碑究を灘めているが︑これ
も核拡散の憂慮に漏を発したもの
である︒しかしともに︑蕩逮焙︑

理といった各計画の必要性で慈兇

混合酸化物燃料さらに大規模再処

し︑先進講国の宿場に濯わせてい

ッ
ク︵英国核燃料公社蕪処理担当理孫︶

P・タランジェ ︵讐庁袋︶L

C・バ

井隆
吉︵欝本原子力発電会社技術部長︶

へ

シ・インマン︵錨鞘騨︶︸

哉︵原子力婁員︶

浩︵沼本原子力研究所副理紮長︶

しまうかわからないのとつながっ

穴を論じてもどこへ話がいって

ルの幽際離評緬とあわせ︑そのア

シャインマンさんは核燃脳サイク

だけではうまくいかないだろう︒

か︑何とかしっかりやりましょう

枠組みの巾で有えなければならな

題であって︑容甥に愚論は出しに

の問題︑いずれも極めて復雑な問

議畏再処理の聞題︑核不拡散

私燗入も同じ弩え方だが︑ただ︑

ルセンター構想を更持している︒

際原子力機関の地域核燃料サイク

薇関議畏

る︒しからば︑他にどんな措媒

的な馳簗に沿ったものではないと

罵倒

展鋳聞にわたりシリアス

しめくくりたいと思います︒

りあげる隠︑そして畷際プロジェ

という二つの闇題をどこかでう京

ウンストリームの副題と核不拡散

全般を遜じ感じられたことは︑ダ

な常滑で答種討議が選開されたが

クトということを口にする聴︑安

核燃料サイクルをと

ことを定義づけていない︒どの

全性と経済性は需に同時に考えね

ベムデン

いうことを承知すべきだと思う︒

程殿の娚間で評価が終り︑それが

いうことで結論は﹁致したもの

く調稲させていかねばならないと

われわれ脂身︑まだそういった

がとれるかということになるが︑

どんな内容のものになっていくの

ばならないと思う︒というのは︑

ろいろな鮮麗を進展させ解決して

だ

際的なセンターづくりに際しても

やコストも大きくなるからで︑圃

の問題を論ずる購︑少くともわれ

妬いがあったということだ︒こ

ス︑ウェイトの躍き方にかなりの

の︑番スピーカーの間でニュアン

．覇

核拡散防止施策の強化につれ必ず

いくためには︑共岡で・一致した

ていかねばならないと思う︒

こういった爾側颪を十分に蕎出し

悶えることは︑轟足な方法でい

かを含め検討の戦中なんです︒た

きな形で騰発していかねばならな

をまず購え︑これに核不拡敵シス

テムをはめ込んでいく︒これに対

われはエネルギーとしての原子力

しシャインマンさんからは全く逆

れる混倉酸化物体はあくまでも過

もう一つ︑こうした施設で生成さ

NPコP綱鎖などとともに継続的な

ある︒安金性︑経済性の問題は︑

その方向を警えていくべきだと思

︐馴︐

するわけだが︑諮わば金の無駄使

ばならず︑後にそこから資金圃収

蔵はそのために余分の金を払わね

いとした酬え方が承された︒地城

も当然進めていかなくてはならな

にエネルギーのオブジェクティブ

で︑まず核不拡散が大洲で︑それ

ってはね返ってくる︒長期間の財

いだ︒ウランが高価絡聴代に移

村田翻議畏

ょうか︒

櫃摘の通りで︑

で︑シャインマンさんいかがでし

講畏安金性︑経済性の問題も

形で多綱聞的なパラメータを前向

ンターは既存施設も使ってスター

シャインマン

多分この方向で間違いないものと

いし︑全体的にバランスのとれた

たくないと為った方が正臨かもし

渡的なものであって︑決して恒久

った問題を無視することはできな

努力をすることではないかという

思われるが︑いずれ明確な方針も

アプローチが必襲なことも当然で

例えば核燃麟サイクルの評価とい
気がする︒シャインマンさんへの

らにはっきりしたものとなろう︒

打ち出されようし︑その蒔点でさ

︒私は︑これを

あまりお答えし

れないのだが

難性が問題となっているが︑誤解

う︒

議撰シャインマンさん︑この

もあるようなので：・︒英國では

問題について︒

すでに球乗蟹のプルトニウムを高
速騨用として貯蔵しているが何ら

フィッシャーさ

核燃料サイクルセンタ1間題はま

シャインマン

だ検討串ということもあり︑技術

たように思う︒しかし︑私なりに

的内容の論議はそう深くはなかっ

うになると︑プルトニウム︒リサ

イクルが魅力的なものとなってく

行︑濃縮コストも上がってくるよ

るはずで︑この点からも翼郵理は

てプルトニウムをリサイクルする

必要はないのではないかというの

漁ぐにでも必要なものだ︒

んの懸晃が︑いま薩ちに再帆理し

であるならば︑私はイエスとお答

の麟際的な跡蔵肱制を正常な︑安
定した国に撒くことについてはほ

えしだい︒来團は︑再帆理の緊急

フィッシャー私は筒速炉用の

ん長期的にみた場禽︑プルトニウ

性はないと蕩えている︒もちろ

ていかがでしょうか︑タランジェ

議畏プルトエウム経済につい

で異論はないのだが︑現実に五

観点から葬常にいいものという点

のための特撰的な緊急性がどれく

縮ウラン燃料の比較を行なったこ

トニウム軽水炉利矯の経済性と濃

藏について少くとも日本の惰勢か

どるだろうし︑総懸済み燃料の欝

スが得られるかどうか検酎課題が

ら著えパブリック・アクセプタン

センターのつくり方にもよるが︑

残されるのてはないかとも副う︒

これによって例えば核物質や廃

というのは︑プルトニウムは高速

も健余な方法だという方向づけが

は一切なくなるのか︑輸送問題が

棄物の国際間の輸送といった聞題

残るとなると顯は淡して容揚では

でてきたからだ︒蕩々炉解発のた

ものとなっている︒

め︑再処壇は仏で愛妻とも必要な

炉に利用するのがベストであり鍛

この研究はストップされている︒

ってそれが唯〜の道なのか︑少く とがあるが︑結論が得られぬまま

らいあるのか︑研究開発計國にと

と立地の点などで議諭が相当手間

隼以内での計画のスタートとなる

オプションとしてプルトニウムを

購えてみて︑理論購に核不拡敬の
ではないだろうか︒

とんど聞題がないと考えてよいの

個人的な冤解だが︑プルトニウム

技術醜問題には虜癒していない︒

鼠講課題でもあろう︒

盃事も確認もできない立場にあ

シャインマン

質問も兼ねて︒

トするという提璽がありました︒

確かに︸つの側醐だろう︒この点

て避非必頭な国と︑しばらく待っ

︒

プルトニウム技術が藤業技術とし

議畏他に惣冤があったら

いということだと慰う︒
ういう形で調整していくのか︑﹂

バック

てもよい燭とのインタレストをど

この分野の岡際協力というのは︑

般的な方式を探さねばならない︒

︿敬称略V
れそれ国惰によって違うというこ

ている︒定義は︑どんな極類の咳

いことは︑いわゆるセンシティブ

実際的には試行的なものとしてア

地域核燃料サイクルセ

とだ2解どういう園際勢だ

欽

・フィ・シ・魏欝潔︶

▽副議畏

の一致がなければ意味は薄れる
イクルセンター︵RFCC︶に関
圃E・べ ムーアン︵糊羅璽群
する研究は︑ほぼ横討を終え︑五

今

現在世界には二十か国近くの原

くこともできないだろう︒

子力技術を将粟所有する三態性の

月のザルツブルグ会議で結果を報
告する手はずとなっている︒ダウ

ある麟があるが︑核不拡散の観点

田

ン・ストリーム対策としてセンタ

からここで雛要なことは︑これら

中にどのくらい灘入できるかとい

村

ー構想が荷鞍かどうか︑センター

各国に対し先進諸国が核技術安全

ミツトメントをとりつけていくこ

PT加盟などといった政治離なコ フィットの考え方を核拡散防癒の

ﾆ研究技術省核燃料握当警︶

と各国独話ベースの場合の利蜜得

計理で儀頼を与えることである︒

拡散が鎚こり得て︑それが安全保

セスメントの期悪習プルト一一ウム

ったら一般的な解答がでてくるの そういった新しい方践を探し出す

陣上どの程度の脅威となるのかな

を貯蔵しておくという海え方を承

うことも︑定銭しないで核拡散節

い︒さらに問題は︑この定義がそ

どを比較してみないと成り立たな

ル

失の比較などを蛍たる目的に︑研

技術的制隈だけで核不拡散が成し

イ

究は盤的計糠︑質的研究および経

J・ハ

済分析の三つのカテゴリーのもと

得ないわけではないが︑例えばN とが次善の策でもあろう︒

魔法の駆はすでに開か

うのが仏の潟え方だ︒

ハイル
れ︑原子力技術は公開されている
ということをまず認識しなければ
ならないと思う︒ここでこそ︑瞬

されたように思う︒だとすると︑

な物質︑つまりプルトニウムを随

くい︒議論も尽きないようです

プローチすべきではないかという

9

うことに対する農由度とその春曇

がこの辺で次の問題に移りだいと

かQそこで・こうした国際協力の

際協力が必要なのではないだろう

な籠い方を認めていかねばならな

が地域化されるからといって︑そ
の駆実だけで安金保隣の問題とか

間協力で行なっても︑こうした問

なる例えば地墨核燃料サイクルセ

国際的に曝露で厳扱っていく︑あ

題は未解決のま謹でしょう︒ま

ものではないからだ︒たとえ多国

るいは管理するという弩え方につ

りクローズ化すべきではないと霧

仏で過去に︑プル

さん︒

貯蔵すると技術的に凌駕な問題が

タランジェ

ム高速手利胴のための過程は蓄え

くるということ︒冷却池か原子炉

えたわけです︒ただ︑より緊悪な

る必要があるだろうが︑ただ︑そ

オープンなものにしておく︑つま

センター構想に利点
﹁

た︑プルトニウムを二︑蕊館以上
ベムデンさんから懲毘を︒

ベムデンプルトニウムの長期
貯蔵は︑それほど容揚なことでは

一般的なことだが︑貯磯期個中に

ないと思う︒それは第一に︑こく

ある種のアイソトープができて︑

国際管理のあり方

いて討議したいと思います︒まず

核不拡散の問題とかが克服できる

鋳もする︒それは︑一群の施設

いということだろうと思う︒われ

ンター構想やプルトニウム講際響

の闇題として蚤要なポイントとも

として核拡散防止︑とくに薄処理

われはこのための解決方笈を求め

理の閥題黒々︑核燃料サイクルを

思います︒そこで︑ここでは蒋来

問題に焦点を渚ててみたい︒まず

ている︒

この開題については今井

仏と西独の蕩え方について︑タラ

議畏

さんからも話がありましたQシャ
インマンさんの発刊に関連し補建

仏では昨隼十二月
に︑再処理を禽むご難問協驚につ

問題多い Puの貯蔵
いつでも懲兇が一致するというこ

形でリサイクリングして使う点に

いが困難になりコストにも響いて

その結漿として瀞蔵物質の取扱

ルギーの平織的利紺と継則に寄与

起こってくるのならば︑︸番いい

からだが︑経済計算はお金の蘭

て完全に満建させていくか︑こう

不拡散あるいは安全防護をどうし

形で擬製する方法は樋用済み燃料

とも米圃に関する懸り軽水炉利用

だけ︑現筏の条件のみでプルトニ

トニウムは蒔処理の後︑礁接形状

関してはシャインマンさんの墓え

ウムの価値を決めることはできな

か︑貯蔵場所の問題もある︒プル

方に岡熱したいと思う︒経僧性

い︒

においてもそれほどの意味はな

から康子力発電は是非熱愛だが︑

の中に閉じ込めておくことであ

だけでエネルギーの闘題を論ずべ

もあわせながら︑柔軟性をもだ

れ以降の貯蔵は経済性の間題とな

冷却期聞を経て行なわれるが︑そ

済み燃牒の︸定期闇貯藏︑つまり

は今後さらに積極的に︑いろんな

した聞題についての国際的舐倉い

場でもっともっと煮誌めていくべ

いという気がすることを付け加え

そろそろ購間もきたよう

論を総循︑コメントしてもらい︑

議痩これで終ります︒

ですQ鍛後に村田さんにパネル議 きものと纏われる︒

議畏

ておきたい︒

イクルのこれからの進め方と︑核

変麹する方がコスト的に安上りだ

しておくということになる︒です

り︑次の方法は原峯炉の中に賠蔵

きではないと超えるからだ︒環

せ︑縣来の醐速炉堅雪との関連で

ないと憩う︒ともあれ︑核燃料サ
にもかかわらず核拡散は防がねば

し︑放射鮨濃度も低く敗扱いも比

から︑もしプルト一一ウムを隔壁随

プルトニウム貯蔵の囚

〜つだけ︒私どもの経験

のあらゆる手段を講ずべきで︑商

ならず︑その繭方をう濠く舎致さ

えるのならばほんのわずか︑それ

較的容溺だ︒私見だが︑貯蔵を考

バック

今井
累的な競愈も避ける③供給園諾国

せる方俵が暇際協力で党つかるは
とこの問題について討義する堀慧

ずというもので︑これが決まっ

があり︑また除子力発箆爵画を進

議畏ペムデンさん︒

ハウ等の提供があり推進力が与野

段階で再帆鐙の必要性があるのか

られなければスタートできず︑し

画する必要がないのなら健用済み

たフォ；マットとなっている︒

も例えば二︑三隼を簸大隈にすべ

めている非供給飼とも交渉の朋舷

ベムデン

公的に米附は躍

議畏来糊の霧え方はどうでし

シャインマン

ょうか︒

再予震は普通︑縫罵

ルの魅力がどのくらいなのかと

どうか︑プルトニウム︒リサイク

という格好だった︒コスト・ベネ

ぞれ謄に応じ強調点が違っている

きだと愚う︒

て︑将来のある時点凍でその利騰

実はこの聞題は︑原子力開発の影
くなって謝画圏体消滅してし濠う

好ましい解決方策を見出そうとい

を待つべきだと憩う︒

燃料の中にその濠ま放置しておい

とだ︒つまり︑エネルギーの諭

非携におもしろいのは︑

︒

的なことがありましたら

へ

ない︒すべての供給翻はそのため

今弁

いては態農を留保する謡が決定さ

タランジェ

ンジェさん︑ハイルさんから︒

（薦

する難燃がある②核拡敬は行なわ

れた︒その骨子は︑①仏は核エネ

㌧

D

で各プロセスのコスト計算︑企業
形式のあり方をはじめとする財政
上や安金満謹上の措辞︑規模︑使
用済み燃料の管理戦区裁汝が詳細
に検討されたが︑こうした粘論の

大筋はRFCC概念が経済性︑撃
墜︑一般公衆対策など全ての点で
罪常に有効なものであることを饗
したものとなっている︒興味深い

ことは再処理の経緕歯しきい櫨に

議畏以上でバネラ⁝全鑓によ

れから討論に入りますが︑課題は

る一通りの発雲が終り議した︒こ

のように適切な状況下に置こうと

したい︒センターは故か国以上が

ブルグ芸議での報告の際明らかに

参撫し必要な施設を建設︑回転も

が︑とくに施設は必ずしも新しい

行なうことを茎応概念としている

ものである必要はないとした霧ん

本センターは計錘として検融す

方もとり入れられている︒

るに十分櫨するものであるが︑し

魯

鱒駄

凶

……
初から大体同じ形で存僅し︑それ

かし一方で先進諸国によるノウ︒

ていきたいと構います︒その第﹁

多く︑このため議論の対象を絞っ

られているが︑その内容はザルツ

の比較に関する興味ある結論も得

た再処理と便用済み燃料長期貯蔵

という結論を得ていることだ︒窪

も一定規模以下では経済盗がない

関するもので︑つ触り再処理はど

各国、Pu利用で反発

平租利期は︸○○％︑無差別に保

かも五矩以内にスタートしなけれ

ハイル疑

産

力

原

なぜ急ぐ再処理一

がある︑というものだ︒つまり︑

ば膿象的イニシアティブの方が強

ベムデン氏

核防最優先の米国

記されるべきで︑遮切なレベルで
ことにもなろうcIA旦Aでは別
に︑規模は小さいがプルトニウム
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渉が必要だし︑技術開発の努力も

墨てきている︒この問題は外交交
ところに前述のバランスの賜題が

いわけで︑それが遅れてしまった

R︶へのリサイクルという三つの

のと岡じことで

に定着させていくために︑適切な

FBRやA？Rの実隅化だけで発
はを進めるために︑あるいは社会

転換炉︵ATR︶︑軽水炉︵Lる
Wだろうと考えるのは︑ 木によ

社会システムが本来必要である︒

ムと祉会システムの聞題である︒

最後に第四は︑産業技術システ

必要である︒原子力にどれだけの

には︑桐蚤思い切った先行投資が

研究開発

ことのように思われがちだが︑軽

前提

ではなく

結

ネルギ⁝対策のおくれを再び招来

ければならない︒これにも大きな

ね︑規制堤準の今理化をはからな

規定しうるように経験と槻討を勇

動燃の欝処理技術の経験を生かし

に展開すること④原子力推進の国

かわる外交活動を総台的︑桜田的

りーズナプルなシェアーについ

ー︑メーカー︑國︑消費者などの

いえるのではないかと思う︒

資金分担

の合理性

原子力のような大型産業の膏成

騙発投資をするかは︑B本のエネ

に設える影響を防ぐ︑あるいは社

Ilそのことを翼釧に響えねばな であり︑もう一つは︑産業が祉会

の闘題だ︒この問題には前述のご

要度がどの程度かという政策判断

ルギーの将来を謬え︑原子力の必

制度や政策が適切でないと濠業の

ないし︑とくにアクセプタンスの

らない隠である︒

ったいどういう轟態になるのかI 形成がうまくいかないという側面

とになったら︑二本の原子力はい

をもっているQ開発戦臨を ある︒今のような状態では当面の

の三つの︵リサイクル︶計画はま

問題や開発経験の少なさを篶える

だ一つも実美化のメしが立ってい

じことは安全性の概念についても

ンさせるだけの余裕もあろうが︑

論ずるときいつも問題になるの

なく︑ウラン趨縮や高温ガス炉も

つは社会の

水炉の核講料サイクル⁝一とくに

って魚を求める

日本にとっては問題はもっと切実
生じていると慰う︒

は︑そのうちのどれに重点をおく

成功を期待するのは簸しいという

二つの側面がある︒

この難業技術と社禽との関係には

軽水炉の
すべきだが︑日本のエネルギー事

のか︑どれにしぽるのかという論

ロジェクトが行きづまるようなこ

のが実情である︒もし〜つでもプ

発計画を作れば︑それでバランス

ダウンストリームと関還しながら

う︒僑頼は

である︒傷頼性︑安金性に対する

に辮離し︑國際的な保障描置の整

②罵罵経硝の中で最も訂した形で

することのないよう搭置すること

て︑本悩的再嬢理工場の建設に努

罠動気辿を醗成するよう国を挙げ

簸後に︑澱も藍本的な問題として

際協力という悶題をみてみると︑

ばならない︒さて︑自曳技術と圏

力を詰集することが必要である︒

にい︒

て努力すること一⁝をとくに望み

原子力のような大型技術は︑開

憐から警えると選言がこれまての

ちろん更要なことではあるが︑こ

議が中心になりがちだ︒これはも

その場倉︑一つの問題は︑原子

騨

ストリーム計翻とのバランスの聞

がとれ原子続発霞が無比にアクセ

産業形成がすでに厳冬っており︑

題である︒最終処分までの研究闘

うかということだろう︒ダウンス

プトされると人影していいのかど

糠

であり︑単に米国のペースに禽わ

袴え方を鼓えるというのはきわめ

第三の闇主は新型炉の研究開発

力発竃所の訴鋤と核燃料のダウン

研究開発
せていくということでは問題はす

て非現英的なので︑ここでは従来

である︒この闘題はまだ遠い先の

夢
第一は軽水炉の聞題である︒軽
まないだろう︒この意味で︑軽水

どおりタウンストリームの確立を

条件が必要なのか︑そのあたりを

になって現われてきだという状侃

ダウンス

新型炉の

水炉を灘壊したときのことを思い
炉の研究開発の体制は十分か︑改

急ぐという前提で話を進めたい︒

十分に詰めることが一つの闇題で

一擁
だしてみると︑当時いわれたのは

いけるのか︑そのためにはどんな

嵐型の炉を完成させるところまで

るのだということであった︒われ

らファーム︒プライスで供給でき

幸

するような方向に動いている︒し

したんだ︑実用化したんだ︑だか

軽水炉の技術はもうコンプリート

それに墓ついた開発戦賂をたてる

よほどしっかりした政策と冤通し

われはその譲を儘焦したわけだが

並鋼的な開発も必要

上

たがって︑こういう状況のなかで

ことが先決であり︑単に海外など
その結果はどうかというと︑軽水

原子力の開発を進める場命に最
にある︒したがって︑これからの

トリーム

とくにダウンストリームである︒

第二の問題は︑核燃料サイクル

総合システムの概念を

の動洵に追随するということでは

試験研究依制をほとんどもたない

炉のバック︒アップ体制︑つまり

て定着させていくことは至難の業

も必要なことは︑十分将来を麗通
開発戦略は軽水炉を賢路の手で完

で建設が縛められ︑その欠陥が今

して産業の全体系を膏てていくこ
成させることができるような体制

であろう︒

と・つまり弱いところや抜けてい

題であろうと思う︒

を固めることが最も差し迫った聞

結集することだと懸う︒

ること︑そのためにあらゆる力を

れについて︑まず開発を成功させ

夜の問題は︑鷺つの議画のそれぞ

して容易ではないと慰われる︒麗

と︑実用化を成功させることは決

徳的問題︑体制聞題を試行錯誤し

シェクトであるぐらいに蒼え︑技

とであり︑その全捧を〜つのプロ

ているというのはむし︶ろ幸いなこ

われわれが現在三つの計画をもつ

プルトニウムの利用に関して︑

るのだと思う︒

力行政問題という形で現われてい

まだ遅れており︑このことが原子

う問題である︒日本ではその点で

な社会システムが必要になるとい

禽と爾立させていくだめに︑適当

れると︑民聞は關発への参加をヘ

例えば民間に過大な負担がかけら

の聞題がうまく解決されないで︑

公正さの問題が含まれている︒こ

擦するのが舎理的かという分担の

とく︑資金をどのように︑誰が負

笑用侶までもっていくためには

くという︑総舎的な態勢なり︑考

トニウム利用技術を完成させてい

ながら︑そのなかから〜つのプル

われてきているが︑コーネル大学

化段階だということがたびたびい

軽水炉が乱用化したとか︑実用

思うように進藤ないという結果を

ジテートすることになり︑開発が

ではないかと思う︒

いざらい検討してみることが必要

を︶エネルギー消費の三分の︸に

ければならない︒そうした経済濡

換し︑質に依存する経済を進めな

の気運が高まりつつあるが︑この

のだということは歴史が物語って

る現実に教えられて巽績をあげた

ある暫は︑実物教萄で力を発揮し

いる︒科学技術で勝負する立場に

分野は掻本の費難度に期待すべき

ところの多い分野といえる︒

創意 の生か

べきであり︑わが国に従来あった

塑造の成果をあげ︑開魔習となる

べきだ︒独圏の舗造的な研究開発

文献善道重視はこの際反省される

される環境を

村国このパネル討論には臨本

て進め︑類例のない︑質の高い研

を実在ずる頁理の蔑す教訓によっ

難燃力研究駈の宗像欝欝畏が出席

する予定であったが︑顯会開銀の

仕紮により残念ながら出席できな

策の確立を

滴成わが蟹の長期的なエネル

機構の踏舞では︑一δ○○奪まで

ギー漿通しに閲する総舎研究開発

ギーは無三％増籏するとされてお

経済成長を年四％としてもエネル

んでもこの融点では鏡在の二倍ぐ

り︑至難エネルギーを最大に毘込

のような膨大な石癌の入手は困難

らいの石癌がいるとしている︒こ

と隅されるところがら︑この数字

るというべきである︒エネルギー

は実に由々しい問題を勉蔵してい

の価績判断の上にたった政策が必

総裏への灼癒には獲期にわたって

襲である︒二〇〇〇蕉というのは

をもって迎え入れるというような

ョンのテーマに関する闘舞のお考 飽の作りあげた創造の環境を敬慧

の子孫を誤らせることのない方策

關題への対応において︑われわれ

今のことというべきである︒この

ネルギー閥題にとっては今日ただ

遠い先のことではなく︑とくにエ

えを私に託されたので代読するQ

とに国際協力を実現させたいもの

ギブ︒アンド・テイクの閣係をも

て勉に受け入れられると隠時に︑

今まで独劇的な技術開発の顧で

ろう︒高麗成長を誰歌していたこ

の高成餐遅蒔を反湿する必要があ

汗して試行錯誤の穂進をいとわず

境を作る配慮が必要である︒額に

ではないのでそれが生まれ易い環

は︑他からの指纏で生まれるもの

だ︒これらのもとになる

る︒したがって独窟のバックグラ

も劣らない政総の蛋要闇題であ

遜防︑外交︑教育などにまさると

治家の黙認は重い︒エネルギーは

が必要であり︑この慧昧からも政

において成聚をあげ︑

ルギー秘本計画が必硬だ︒

ウンドに立った整愈牲のあるエネ

難

ろは

て︑自室技術開発のことに嶺たら

する創造性豊かな適材を脅てあげ

ある︒

︵7面へつづく︶

㈱びてきた︒しかし資綜︑エネル

嘱しなければならなくなっている

せ︑これを葛篭することが大切で

ギーは衛限であり使い捨ては慎ま

創慧

実績の少ないわが国は︑低成長経

次第だが︑宗像さんはこのセッシ

くなったQ私がかわって参加する 究成果をあげ︑それが敬慧をもっ

モネルギー政

にアクセプトされたときである﹂

望まれる︒為業博聞の問題として

動の基ともいうべき科学技術の道

を拓くに当たっては︑新しい義眼

すぎない電力に隈っていては行き

ても高島ガス炉によるプロセスヒ

に教えられたのではなく︑実在す

が必要だ︒科学技術の開藁蕎は人

づまるのは賭聞の間題で︑どうし

い︒これについては世興的に協力

ートの利用に進まなければならな

儲駕して協力するとともに︑その

ていた︒臼本では︑一昨無のエネ
ルギー調雑書の試算で一九八五奪

規模で長期的な技術については︑

ックスが行なわれないかぎり︑顕

スを期繕したとしても︑人ロフィ

大量爆薬によるメリットによって

一・七％になるという罵安をたて 済への転機にあって︑二藍前まで

をテクニカル・フィックスすれば

ばせば年率三︒四％になる︒これ

ネルギ⁝消費をヒストリカルに延

っているが︑一九八五年までのエ

財団がエネルギー政策研究を行な

ふれておきたい︒米固のフォード

る︒ここでエネルギー閥題に蓉干

に存するという瞭識蒲扇も望まれ

技衙の嬬鶴が纏織ではなく︑燗人

存するような関係状態がほしい︒

酒動を遡激するための韓争が並び

は︑共通かつ和鞍が可能な利益を

のが現状だ︒墨を誇った経済を転

という蕎え方を採用している︒岡

招く︒こうした問題は︑聞発を進
のか︑資盆の分撮はどのようにす

どういう産業体期をとるのがいい

産業技術

るところができないように︑トー

と社会

牽かという問題を含めて︑一度洗

であるQプルトニウムや減損ウラ 本錦町が解決されないで︑ただ予

その意味ではまさしく現在の闇題

獅さえつけておけば囲虫捜術が成

める雨露にどういう産業組織が適

トリームの方の学説が遅れるとい

ンの利用に関してはわれわれは麗

の研究計画では︑﹁技術が田熊化

この問題では核拡散防止の観点か

うのはある五味では嶺然だがもそ

在︑高速堰殖炉︵FBR︶︑新型功するだろう︑識かがやってくれ

したといえるのはその技術が社会

米国の政策は次第にはっきりし
ら再処理を運らせる︑あるいは再

れだけに︑研究開登に着手するタ

え方なりが必要だろうQ

総面的に開発を進めることだ︒こ
てくると思うが︑︵原子力は︶絹

イミングは絶対に遅れてはならな

るのが搬も禽理的なのかという根

のトータル・システムの問題につ

しようという蕩え方が米商などに

処理をしないで核燃料を有効麟拝

ユーザーも努力してやっていかね する︒とくにわが国の原子力腸発

渠

努力は︑よりハイカラな炉の開発

備確立に努力しながら︑わか醗の

この進め方で最も大切なのは︑軽

は︑わが国のエネルギー対策のお

て︑全国民的倉慧をはからなけれ

くれがある︒六％の経済成長率を

完金な慧味での宮童技術などとい
うものは︑この世にあるべくもな

国際的な協力︑補完関係が競争の

国民的合意獲
得への努力を

係養の懲識の鍛練と政治的配慮が㎜るのは霞明であるが︵原子力利贋

炎にスローダウンするようだ︒米

の作業能力の拡大によって︑もろ

国には資源があるからスローダウ

を侮機的な一体性をもって精集す⁝ネルギ⁝政策の樹立︑展開が緊要

て述べてみだいQ

外から導入︑二号機以降を海外の

もろの懸動の影響が広縫麗︑かつ

無難藻灘勤羨驚膨縮縫諜報

ライセンスによる腿薩というパタ

客愁に蒋及するようになったとい

ある︒この観点から①原子力行政

推進には園の揺導と役鴎が重要で

︸ルギー対策閣僚会誠に大いに期待 うことをすべての人びとがもっと

ばならない︒次に鱒処理の兇通し

り︑これには国の内外を間わず︑

が作るということで︑わが国独自

難については︑エネルギー資源の

いっても岡じ設計で国内メ⁝カー

ーンをとってきた︒だが国産化と

の考え方があまりとり入れられな

深く自覚し︑反省する必要があろ

原子力を推進にあたり産業界が現

かった︒この間に欧州ではとくに

の猛禽に関しては︑その運閑に灘

にも趨して︑現実のものとして必

たり灘発と規制のバランスのとれ

ズ・プラクチカブルの思想から一

乏しいわが国としては︑使贋済み

た施籏を講じること︑たとえば︑

歩萌賦して︑安金の定縫的限界を

燃料を再利用する体舗を何として

の増員︑質的強化など︑許認可手

勲爵が力を入れ︑電力︑メーカー

もつくりよげる必要がある︒ここ

続の迅速化︑能率化をはかり︑エ

と一体になり独創的なアイデアを
入れた軽水炉を開発している︒わ

蟹際的な動きが強くでてきている

コンセンサスを縷ながらその打開
をはかろうとするものだ︒神奈川

が国として固有の風土条件と厳し

が︑このような羅際動圓に瓜蝿き

堀わが羅として基本的に認識

再処理鉱制を口窄していくことが

嚢だ︒われわれはアズ・ロウ・ア

い環境上の要求に感えうる独窓の

しなければならないのは︑今後相

コストがかかるだろうか︑どのみ

へきて核不拡散の搭載を強化する 規鋤を強化する場△口︑必ず審費窟

大学の川上さんが提起された基本

技術を曹てる必要性を痛感する︒

野の期闇にわたり︑醗源開発の霊

垂塾だ︒過渡的には欧州に再夘理 ・原子力開発にかかわる選民の役離

つであろう︒これに対するユーザ

ち︑安盒コストは増大の傾胴を持

国民感情などを総三白に判断した

ることだと思う︒昨蕉来︑電力界

水炉開発の総力を継織的に結蔑す

ではBWR︑PWRにかかわ踏
りまな
えて覧ても︑躍力需給は原子

る︒薩面している大きな問題とし
て特に三点を挙げたい︒︸つは自

く︑電力掻社に共通する捜術的重

永野原子力蓑置というものが

原物に優先すべきであるQ㎜園益遠

までの伸びは隼手蔓％を超えてお

社会的な信頼を贈るだめの努力が

原子力に多くを依存することにな

．著な掴止は墾み難い︒したがって ねばならないなど︑行きすぎを反

り︑その先テクニカル・フィック
おくれを取戻し︑墾ましい経済成

ック︒アクセプタンスの猿偲を饗

まず必要だ︒この憩味からパブリ

い︒とくに原子力開発のように大

良を達成して行くことは容易では

剣に霧えなければならないQ入間 が世界的傾向となるような︑金関

ないが︑この悪寒よりもまず︑的
確な情勢判断に立った確固だるエ

藤にある程度の抑制をかけること

する見通しだ︒エネルギ⁝耐策の

り昭和五十年代後半には危機に嫁

力電源開発の大瀬な運れなどによ

主開発のおくれ︑一うには再二二

究開発の総愈効率を高めるべく態
勢を整えてきている︒まだ国︑磁

要類題を相互に分挺︑協力して研

るか一ということである︒まず

二月︑原子力工学試験センターも

力︑メーカーの協力のもとに昨無

の見遭しの難しさ︑第三にわが国

自主技術のおくれについて申しあ

設立された︒わが国技術陣の総力

げたい︒過去十数銀間︑わが国の

のエネルギー対策が確立されてい

解決策がなければならないと考え

しかもわが国の資源心情や國土︑

かねばならぬということであるσ

る問題を何よりもまず打開して行

の開発推進に当たって鎧課してい

軸は軽水型原子力発露であり︑こ

を行なうこと③導線や核規制にか

を塾するとしても︑柔鯉は⁝を盟にし︑その資藷獲遣

たい︒

課題を踏まえてこ露見をうかがい

題について討議し︑国内関係暫の

だという廉則を肝に銘ずべき

にし︑これを打開するための諸課

実に薩画している閥題を浮きぼり

白沢議長このパネル討論は︑

織的結集を

開発能力の組

いて︑ここでは四つの点にしぼっ

タル・システムを常に考えながら

ある︒

原子力を日本のエネルギー源とし

川

原子力産業の開発を進めるには︑

≡▲

原子力關発戦略の検討は︑これ
までにもたびたび行なわれてきた

が︑原始力産業が現在のような難

初めてのことであろう︒国内から

しい憐勢に薩面したのはおそらく

も︑また再誕的にも︑原子力発電
に対してさまざ塞な︑相互に矛盾

いる︒

するような要求や批判が出されて

たとえば︑エネルギー政策の面
からは︑原子力発罐の機器を急げ

という強い要求が出ているが︑一

方︑安全性の面からは︑もっと慎

墾にやれというのが国義民な世論
である︒その働論に応えるだめに
は︑核燃料サイクルの整備を急が
ねばならないが︑最近の国際欄勢
は︑核拡散防止の観点から︑再処
理にブレーキをかける︑あるいは
国際間の技術移転をますます制電

氏
上

川

＝

軽水炉開発は最初のプラントを海

民

野

永

柵

｝

民
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方︑行政墨局は安金性監照や許認

ら︑理解を求めるべきであり︑飽

映する形武で︑一時醜にはぎくし

ない︒このためにはどのような体

可の一充的館制を確立し︑監藩急

させてもらいたい︒大型技術の自

制と運欝が必要かをツメる必要が

霰と脚気事業蕎の繧復文欝︑提出

ゃくしてもよいから議論をつくし

ある︒政府の機構や議制度と民謡

欝類などを公開供覧に供し︑しか

生開発については︑その大部分を

の運営とはかみ禽わない部分があ

る後の最終段階において︑法に躍

によるインセティブを与えなが

る︒これからの実屑段階へのアプ

した断圓としたやり方で︑凝集に

て︑二二三法などの蝉力的な運鮒

ローチにとって︑これをとうする

政將︑電気慕業姦︑関連園体が整

園の出資に仰がざるを得ないが︑

かが懲要な間隔になる︒これらの

開発は産業界でやらなければなら

するのが禽理的なのかをはっきり

㌔r2㌧〆3㌔ζ亀

㌧

熱禦攣曝搬器童
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田

ヴ

解決にあたっては︑雨意と無慾と

ク・アクセプタンス濡動をすべき

禽鮒に

科学技術庁の試算では︑核融食

を含む研究開発に要する蟹金は一

九八覧薙までに現在蝕格で二兆八
千億円︑また通陸連の試撒による

の建設︑核燃料サイクルの形成︑

と一九八五薙までに原子力発電所

維持に十一兆山ハ千懸円︑愈討十四

兆円を上まわる膨大な資金が必蟹

が賃握し︑いかに調達するかはほ

とみている︒しかしこれらをだれ

とんど検討されていなかった︒と
ころでこの闘題を篶える際の視点
として︑①費金は将来の受血蓄に

ランの探鉱薄霧などりード・タイ

︒五一％︑軸独は○︒七％だ︒研 なわれるべきであろう︒他方︑ウ
究蘭発蟹に関しては︑現在の政麿

ムが擬く︑リスキーな資金に対し

応の結論を得ているが︑そ

原子力都鼠でこうした観点から検

ったドラスチックな選択ではなく 討︑

はオ⁝ル・オア︒ナッシングとい

やはり︑基煎的方向の禽態を麟握

スの確立②核燃料サイクルの確立

禰新型炉の薩発纒入および原子力

れは①パブリック・アクセプタン

一を鵜雛輸入でまかなうという兇 きものが必要と考えられ︑このへ

機器産業の基盤強化④核拡散防止

とした︑キメ細かな配慮というべ

んがパブリック︒アクセプタンス

ては︑わが圏の核燃料の約三分の

原子力予鱗を黛灘一五％で鱒罪し
た場愈でも︑一九八万黛までの台

地からも︑黛期低利資金の翼下樺

計額は二兆円にとどまり大蟷に不

足する︒こうした資金不足にいか

など瞬際的な動きに噂する方針の

全叢蝋会の設置︑行戯の一騰化を

力行政懇談食の答贈を受けて︑安

アクセプタンスの側画では︑原子

れまで政府としてはパブリック︒

四点を簸点的課題としている︒こ

と罵接な関趣をもつものである︒

をはかると岡聴に︑濃縮役務や婁

喬

獣︑蜘琉

㍉

5夕

讐ゆ︑

は寮窟成長に進むわけだが︑国内

アクセプタンスと資金問題は︑エ

っている︒とはいえパブリック・

關発に対する澱金援助などを行な

炉の実証誠験さらには属閥の機雛

発に耀えて︑醗源特会による軽水

しては︑原研︑動燃による研究醗

正に手をつけている︒嶽金薗に関

処理壌叢の隅闘移行などの法的改

徳︑
︑気並 進めており︑これに付随して︑薄

繋蝉

勝

の拡大︑融資鋲件の弾力化︑緩秘

の堰大によるのか︒噺税あるいは

いても輸銀壷金の拡大を期待︑濠

託爾処理のための延払い融資につ

に対応すべきか︒一般会副︑財投

目的税によるエネルギー特別会酎

た開銀の原子力機離︑核燃料の艦

の創設が竪桟であるのかどうか︑

もし麺当であればどのようなエネ

産化資金︑広域原子力発躍所建設

い︒

への融換についても拡大が望まし

ルギー特貫穿計をつくり得るの
か︒こうした考慮をいれて︑研究
蘭発に鮒する政府縦金の割舎をさ
らに蔦める方向で対籏を拡充強化
することが必蟄だと思う︒電力榮

並ホ慶巣蚊策というものは当

的には過密醐題︑礁物間題を逗正

の方霞を買えてみると︑麟強賊済

さて︑エネルギー敵策︑塵業国策

界が長期資金を内部費金から墓誌

然のことながら独立にして不変の

しながら︑麟際的な経済の発展に

資源・産業政
策の要として
程度充当すべきことはいうまでも

ものではない︒歴漣的にみても︑

界の鷲転調遠については︑躍力業

ないが︑その源資の一部になる臨

ネ調原子力部金が櫃摘したとお

政策では蜜定供給が不審欠であ

窟与する必蟹がある︒エネルギー

り︑今後の蚤蟄な課題である︒政

などを申心とする麹斜生騰陽代か

り︑このため石工代螢エネルギー

閣僚会議を開き︑座た八田にはエ

たとえば戦後の石炭︑鉄鋼︑感力

ら︑その後の輔繍振興︑壷化学工

必蟄になる︒一方︑圏際的分業の

としての原子力開発がどうしても

である︒そのためにはレート・ベ

策化蒔代を経て鴬谷にいたるまで

力料金とのかねあいも霧えるべき

なう⑥資本投下iいわゆる隈界 ースの整台的冤少しも騰命によっ

産業奴策は胃癌の生酒のあり方を

ネ玉藻本玉題懇談会を開いて︑こ

在の中核エネルギー源を惣じて行

て叢誌であろう︒またこれにとも

寄与を行なうためには︑高度の知

中で蔵本の特性をいかした形での

も負廻してもらう②負掲媒体は規

ない報麟率の晃虚しも溜巧えられよ

て規在から将来における選択は︑

茎礎として淡然されてきた︒そし

逓堰震擦にする②冨民の興握割禽

にとりくんでいるところだ︒基本

うしだ課題を含むエネルギー問題

府獲二月五二エネルギー対策推燃

う︒このような兇器しのうえに︑

資本係数1iの増大を反映させ︑

ピーク階料金の逓増︑ボトム階

については竃民の役鋤について国

識︑技術を越観した知識災約型の

た力で進めて行く必需性があると

的には原子力開発は憲民の一致し

民の盆懲を得る︑の四点があげら

このような国騰生漉の発展の纏粟

塵業構造に転換していく必要があ

の電力窃盗対策なども秘画的に行

生じてきた騒境悶題︑麟際的な調

ーズアップされてくる︒すなわち

り︑この繭でも原子力産漿がクロ

れる︒これらの視点をふまえて欄

整閥題なとが︑多様な緬鐙概念の

時給にきていると思われる︒さて

別の資金諮黎を検討してみる︒ま

中で解決されるような方向でなさ

次に原子力発電開発の費盆賃担と

的には麟が負担穿べきものだ︒先

ず研究開発費はその性婚から原則

であるのに対し︑わが国はおよそ

進園では︑国の負撮か九〇％以上

であり︑これには時間もかかる︒

③入道の寮成︑湾上は大きな間題

この面から蔑聞分業が原研︑渤燃
をもっと雌蝶しうる余地と方策が
ある④産業界でも︑むだな競禽を
避け︑網互に分担し含って︑確立
された冒標を確実に残量していく
努力が必要だ︒

堀原畢力推進のための醍民的
な気運を廠り上げなければならな

は〜冤︑方針の不興確さにつなが

れる必装がある︒こうした多様さ

と知識炎約の両画でのカナメであ

原子力は︑エネルギーの安定供給

た︶

審議冨歓田隈氏にかわって参加し

通薩省貸源エネルギー庁長窮冨房

︵並本葺はこの繊当会に出席した

轟

麟叡

募

鏡 繊

武

塁

誌

誤蝋 轍 鵡

黛聲

曇

亀鰯

蹴

油藩薮

堀メーカーの協力は将来のも

すものとして認識されている︒適

のについては︑その依制作りは比

り︑康子力産業がこの役撚を粟た

塵衡でも総愈エネルギー講堅気の

アを兜成し︑これを輸出︑資源を

りやすいが︑わが團のように成験

つつある騒凝︑薩業構造について

輸入するという道をとらねばなら

し︑燭際購にも無きく深く係わり

いくかを響えなればならない︒各

像を厩めて︑それをどうまとめて

いてはそうした機関設立の動きも

軽羅容厨だ︒競に蔑速鍵盤係につ

ことは︑その産業の安定性を示す

ない︒この懇味では︑十年鯖︑軽

主技術がとのくらいあるかという

水炉は技術を導入して産業界で開

来園に再処理延期の気運が強まっ

なのはどんなモデルが欝水にふ

種の上履を行なうにしても︑大幅

ついては難しい面もあり︑努力が

ある︒しかし実用化されたものに

ものだといえよう︒とくにエネル

発︑将来炉は翻で開発することを

ギーという国の安盒保隊にかかわ

決めたのは鴎期的なことだったと

ているが賑本は再処理して得られ

だ︒

国は囲主技術開難を方針

クトとして自主技術を開発してお

ついては閲係醤はもとより︑醐民

としてとっている︒しかしこれに

進めていくことが大切になろう︒

酌な愈悪が必要だ︒このため︑四

並木

り︑その成果は薩鎌継に示してい

懸うQ動燃事某団は国のプロジェ 必要だ︒

の国際交流はできるだけこれを進

る︒メーカーも鍵盤に成果を交換

個人的には︑支化︑技術

めるべきだと

するしくみはできているが︑これ

溝成

さわしく濠た必要かということ

ということがいわれ

ギブ・アン

る磐野においては︑童戯技術の必

ド・テイク

いう観点から︑よく

要性はきわめて高い︒菱蟹協力と

るプルト一一ウムや残量ウランを重

ていかなけれぽならない状況にあ

要なエネルギー資源として利用し

る︒しかもこうして得られたプル

技術の輸出入

響えている︒

こうしたことについて︑原子力に

せて︑その騨価墨躍を承しながら

永野国の研究成果の産業界へ

たずさわる関係蓄の魏魏な議論を

体縁を明確にした長期戦賂とあわ

の反映という点で薩染織が絹互に

経て︑鰯践の禽意をとりつけてい

を慧欲的に行なうにはなお努力が

縫本はこれまでもそれでやってき

協力するということは︑総論的に

く必襲がある︒

はいくらやつ

るが︑嚴近では純砕に研究段階だ

た︒しかしこれからはそうはいか

は納隣しやすいものであり︑現存

自主伎術開発と国際協力

官民の連携が不可欠

トニウムなどは純國駈擬源的性格
をもつもので

も再処理はぜ

あることから

ひ進めなけれ

けでの協力はなく︑研究と実用と

ないだろう︒日本の実力が強まる

する研甕組愈などを通じても描瞳

必要だろう︒

が一体になってきている︒しかし

にしたがって外畷も盛場に技術を

することができようが︑うまく機

てもいいし︑

鰻本の場禽︑研究と実用化が分か

出してくれなくなってきている︒

能させるためには︑社禽醜な意識

ばならない︒

れている態がある︒研究は一騒騒

資源小鳴田蹴にとっては優秀な頭

米里が日塞の実情を藤に認講し︑

点やこれに関する網際協力などに

命やればそれなりに進むが︑これ

識集約型Ilすなわちソフトウエ 構造の変革が必硬だと思う︒

脳を持つた入間が費源であり︑知

わが隅の再処理に理解を承すこと

ついてそれぞれの顧兇をうかがい

はないだろうか︒薩霊技術の金型

を産業化する緬で闇題があるので

村岡

たい︒

霞農本と講じように盧

議長銀鶏技術の開発上の堤題

を徽底的にPRしていくことが必 を大いに期待したい︒

い︒このためには原子力の必要性

袴える︒

である腺子被彫業の醗発駕の大き
な特微は︑研究闇発からその核燃

七癖⁝八O％である︒国家予算に

料サイクルの確立を含めて︑実用
化︑製品化濠でに商い侶頓展が要

隅の○・四一％に対し︑楽園は○

占める難燃力予算の翻倉も︑わが

里慮を払うべきだ︒すなわち①原

とも七〇％膨脹に引き上げたい︒

資金調達についてだが︑複舎監業

力を禽わせて︑パブリッ

だろう︒

三無とを赫提とした考え方が必襲

資金問題解決
への具体策を
園麗原子力産業開発の職賂上
の課題として︑パブリック・アク

求され︑開発期際が長いうえに膨

子力薩業は研究解発の比率がきわ
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位睡づけ︑エネルギーの中におけ

科学的・舎理的なプライオリティ
を与えるべきである︒壷金問題に
ついてはこれをどのように負担す
るのかという根ホ的なフィロソフ
ィの確立が望まれる︒軽水炉を除
いて︑今後はすべてわが國唐から
の開発になる︒これには大きな資

沢蹴畏

大な設働欝金を黙することだ︒

力が一般士民に科学技術の成果と

めて高く︑その開発は写実に一つ

ポジウムも開く必璽がある︒一

薄
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が麟のエネルギー資源儒給燦情を
害えると︑原子力発電は石油代魯
エネルギーとして最悪であること

して薦実に受け入れられるように

の薩業形態が磯恕するまでの期鷹

方︑原子力技術に対する憂虞性の

も︑原子力発艦所の稼働率はぜひ

向上も不岡欠であり︑このために
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自主妓術開発と聖徳轟轟
の麗題について懇冤を︒この闇題

めのねばり強い慧欲とそうした意

議畏

運転笑績が積み蛋ねられつつあり

について補建夕景があれば示して

③軽水炉による原子力長窪の安全

いただきたい︒

すべきだ︒そのためには原子力発

も獲い︒このため熱成段階に痴る
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子力馬歯開発のりードタイムと他
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まで国の資金に依頼して行かなけ

︒アク和島ンス酒動により︑原子

わかりやすく︑できるだけ多くの
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していくやり方をソフト・テクノ
である︒しかし︑ラーソン氏も指

れているものではない︑というの

している︒わが国の稼働率は念入

四︑九三・九％の高稼働率を鋸録

七五︑七六奪に九三・五︑八二︒

西独のスターデニ号は一九七四︑

六九隼ゴフマンとタンブリンによ

原子力の安全腔の間題は︑一九

ば曇十時の方が問題となる︒この

そこで原子炉の安全問題といえ

レベル廃棄物の長期にわたる管理

くに反対派が強く鱈離するのは高

に真剣に取り組む必要がある︒と

のうえからもバック・エンド対策

社会が尖なわれるものとの批判も

今度は

ために核物質防護を強化すれば︑

う論理がそれである︒これを防ぐ

ルギーというべきだろう︒

低旗長のシナリオが出されるよう
ロジーと呼べば︑これらの人汝は

ロジーの遵がハード・テクノロジ

摘しているようにソフト・テクノ

と見稜られている︒

来国の様子をみると初期には原

ソフト・テクノロジーで行くのが

︵撃力矯険で欝で警
になり︑原子力賛成派のはずのワ

本筋だと弩えている人汝である︒

出された論点は全て解決されたと

CのECCSに関する公聴会での
あ問題だ︒わが国で実際に高レベ

これに対し賛成派は︑非常に危

となり闘由な

インバーグ博士も︑二十五無闇の

りな定期検査を行なっていること

警察国家

原子力モラトリアム案を提饗する
ーの道と異っているというのは必

って攻蟹が開始されたが︑ここで 論争のクライマックスは米國A￡

﹁電灯の代りにローソクをともし

ド実証しており・経済性も高
したがって︑これらの人汝の羅か

ある︒

子力反対派はひたすらに原子力発
︑ない﹂﹁いや︑事実が安全を・ 電の危険を説けばよかったし︑

に至った︒しかし︑これはニュー

一い﹂⁝1今回原産蕉次大会の㌔ ても︑原子力開発でガンになるの
〜最大のハイライトとなった原

ったろうQこの頃を契機として米 ル廃棄物を処分するのは段数無二

険な物質はプルト一一ウムだけでな

みるのが妥当であろう︒

になるだろうが︑それでもいまか

の長期化︑従業員被曝の低減等の

が原因で低下している︒定期検査

隅をはじめ各国で軽水炉の安全性

いるのではなく︑原子力をすてる

ずしもいいことばかりを意味して

放射線の人体影響については︑

らみると︑周じ太陽熟の研究でも

たやすい毒薬が多くあること︑康

く︑もっと危険な︑しかも入手が

大規模な太陽熱発電は瞑大技術に

ことは必要だ︒これには再処理の

らその処分方策について検討する

クリア・インダストリー誌によれ

ったが今日までの実験結漿から多

直線性

しかも原子炉のプルトニウムを使

爆を作るのは工作上極めて困難で

研究が強力に進められるようにな

しきい露なしの

方法を変えることによって問題

焦したものは大きな破壊力をもち

くの点で安全余裕度が大きいこと

る︒

の解決を図る方法も残されてい

また炉心溶融︑さらには格納容

が明らかになっている︒

を仮定

ば大分ニュアンスが違ってきてい

水炉の改良標準化が行なわれ︑近

対策として︑通産雀指導の下に軽

はいやだ扁というような感蒲的な

ことはとほうもなく危険なことを

対応ですんだが︑次第にエネルギ

・子力蟹成派︑反対派が一裳に．

も意味しているのである︒

属するとして批判的である︒

ソフト・テクノロジーの通を行

る︒原子力モラトリアムを実施す

変遷ずる原子力論争

現住ではプルトニウム爆弾製造

えない︑などの点を指摘する︒

の可能性はテロリストから国家レ

原子力発電においては軽水炉に

四年のインドの核爆発実験はこの

ベルへと上ってきている︒一九七

器破壊にいたる様な事故について

ルギー無限時代を迎穿ることとな

問題を大きく浮かび上らせ︑昨年

ので︑プルトニウムによってエネ

ると拷えられている︒しかし︑近

雪月のフォード声明によって核拡

おけるウランの役割は前座的なも

毒は依然としてこの報儀を認めよ

蕉に至り︑プルトニウムには多く

にラスマッセン報告がある︒反対

うとしないが賛成著は凝望な文献

の罪状があるとして告発されるよ

その影響と発生頻度を調べたもの

この報告に＋倍程度の誤差があっ

として引用する︒中立的な人は︑

ｵ廃棄物問題などに焦点

れやすいという弱点をもっている

する方法がとられるため︑攻繋さ

ーセンテージが占えるというのが

れることになっているが︑これに

九七五庫のわが国の悲惨なほどの

は稼働率の問題だろう︒とくに一

なると指摘している再処理︑廃棄

その他反対派が経済性の要因と

とになっている︒

に影響度は強くなるのであって︑

然ガス︑原子力︑石油︑石炭の順

較した豊富︑環境影響の諭では天

が︑化石燃料による発電方法と比

れる問題で︑核燃料サイクル確立

論点としてもしばしばとり上げら

放射性廃棄物凶器は︑反対派の

だろう︒

十分受け入れうる︑と感じている

ても︑それでも原子炉の危険性は

として便用されれば平租な社会が

がテロリストの手にわたり︑原爆

ば一億人を殺せる︑プルトニウム

が高く闇望のプルトニウムがあれ

うになった︒プルトニウムは調性

敬防止の聞題が琶界の原子力界の

の軽水炉が興体化さ

原子力の経済性においても︑賛

より点検期間の短縮が図られるこ

は多数の小技術から成り立ってい

低稼働率は反対派の一つの論点と

物対策・廃炉費等については︑こ

考えれば原子力はクリーンなエネ

天然ガスが資源的に少ないことを

B本型

一般の貰え方だが︑これらの人汝 くには社会条件︑生濡条件の変更

る︒この分野での論争で亟要なの

成派︑反対派の意冤は大きく分れ

は電気は必要不可欠なものにだけ

るので︑その内の若午のものは不

れらを全部加えても電力原価に対

く

はあるが︑ソフト・テクノロジー

等現在とは着干異る道を行く必要

嫌う︒将来は電気エネルギーのパ

嫌い︑送配電設舗を嫌い︑魁気を

は距大技術を嫌い︑原子力発霞を

原子力反対派の中の一部の人六

うのである︒

四千億がの損失になるだろうとい

った関係をつつ込まれると︑何ら れば江〇一〇隼ではこれが三千〜

会しての第五セッション﹁社㌦ ーと失業︑エネルギーと濯罵とい
㌦会と原子力﹂は最終田︑年後

ならよいといっていた隠もある︒

初は軽水炉はダメだが高温ガス炉

い二階からその論戦の火蓋が切一 かの対策が必要になってきた︒巖
噸ンでは山田太蕊郎原産常任椙

︐って落とされた︒興野ッショ︑

︑談役が﹁エネルギーと原子力． 最近は核エネルギーはダメだが太
@最近の論合点﹂と題して︑ 陽エネルギーでいけばよいといい

膿えて省エネルギー︑さらにもっ

︷墓調報告を行なったあとバネ● 出してきている︒そして太陽熱に
㌧ル討論に移り︑安金性︑経済
一性など広範な問題にわたって︑ と芸当麟にエネルギーの有効利用
論議が白熱︑錯綜する原早力︸ によって︑エネルギー金体として

成功に終ってもやっていける︒一

なっているが︑この時期ヨーロッ

する影響は五％以内に留まるもの

出ている︒

濠た一九七〇隼代に入るとロー

っているのである︒

一大聞題として提起されるにいた

従来からある臣大技術の活用を

パの軽水炉は比較的順調な稼働率

フ

る︒

考える行き方をハード・テクノロ
方︑ハード・テクノロジーは未解

を記録していたのである︒例えば

㌦ 適当な樋加を続け︑失業も超こさ

ジーと呼び︑太陽熱のような新エ

ているのだが︑その成功は保証さ

決の小数の巨大技術の成功にかけ

ないでやつていけるという意毘も

効利用等比較的小型の技術を酒用

ネルギーを使い︑エネルギーの有

成長の隈界論

き萎三ミ至一

破壌されることになる︑などとい

マ・クラブの

菱 き委三一 萎嚢二萎

気発生機︑原子炉圧力審器・〜次

萎ミ

るとはいえず︑大きな問題た︒

ミ多

五〜七〇％程度ならウランがポン

一二萎⁝萎

つある︒今後ともこの傾向は続き

を行なったが︑燃料捧については

系配蟹等については立ち舎い検査

萎ミ萎

﹁むつ﹂で大きく浮かび上った

さ二

民経済の安定成長ということだ

安全審査依制も問題だ︒これは最

三蚕ミ萎三
と︑石油願格の上界により原子力

るとみられている︒

ド百ぜとなっても火力と藩命でき

ミ垂二一多妻ミ 萎ミρ三萎さ

昭和六十隼には一〇％の自給率維

三

嬉がやっとであろう︒石油︑石炭

ニニ

が︑これにはエネルギーが不司欠

いのかは検討されていない︒知識

な支えとして必要である︒エネル

天然ガス︑原子力に依存するし

一三 一華 一

が安くなったといわれる︒しかし

ギー予測の巖も簡単なものは経済

で物理的隈難点に賊するようなこ

かない︒確かに石癌があと三十鰯

垂一

ォード財団の経済予測等により︑

︵≦二 二⁝
ではパネル討論に移

電力会祉は利潤をおり込んだ原鱈

成長率にエネルギー蝉性値をかけ

いない︒これではエネルギー兇通

試算では今後十年六％の経済成

ない︒このため先進各国は石楠輸

いる︒石二安定供給に確儲は持て

しは何の葱味もない︒

◆経済性にも．

方武をとっており︑しかも︑規在

割り出す方法だがこれはあ蔑りに

集約型産業にするともいわれてい

使用していないプルトニウムを双

とはないだろうが︑いずれ枯掲は

たというわけではないが︑今後の

ちろん入体に放射能の影響を与え

りまず︒まず︑竹内さんからどう

面に舞署している︒さらに原子力

も危険すぎる︒そこでわれわれぱ

濠ぬがれないのも覇実だ︒しかも

稼働率︑従業員被曝︑原子炉の
が二上二王になるという結果も得

畏率を想定し︑雀エネルギーを行

問題がある
川上氏

は建設費が非常に高くつく︒ある

国民経済の各部間の必要鐙を積み

石油の将来はOP露Cに握られて安全性などについていいたい︒原
摘した︒これは︑日本が将来摺当

られている︒こうしたことから昭

だ実験段階．

・小野氏

凝水炉が技術上実験段階にあると

発の稼働率は非常に低いがこれは

しただけだったのだQさらに事故

報告しておきながら︑昭和五十一

当時ウェスティングハウス社には

年までこの事故を報告しなかった

がある︒さいわい昭和六十年六千

わないが︑もっと経験を稗む必要

いま軽水炉をすぐ止めうとはい

のも間題だ︒

ではなく政府から国会に提出され

難しいといわれるように計磁が纏

芳KWの計画が四千九百万KWも

た答弁書をみてみると︑岡炉の蒸

題になると思う︒新聞等マスコミ

問題を鎧える場舎非常に大きな問

美浜一野の燃料棒折損事故はも

きる︒

が行なったチェックについて点検

総盒研究開発機構は︑いまから

計算では︸九七五琿に火力と原子

上げる方法を採用している︒

に産業を省エネルギー化すること

立ち論い検査ではなく︑関西電力

長期的なエネルギー煙雨をたてて

力の建設費を比較した場合原子力

が高段成長期の索麺だったが︑い

入依存低下をめざしており︑西欧

潔の面からも遺題だ︒従業員被曝

いうことを示している︒従業員被

気発生機の細管の象故は昭和四十

これだけでは不十分だ︒石炭︑L

力もできるだけやる必要があるが

題として浮かび上ってきている

七年六月に発生し︑昭和四十八年
の意兇もあるが︑β本の現実を著

PG等にも積極的に取り組み多角

されたわけだが︑問題はこのこと

子力を再響するいい機会ではない

が︑これは臼本も一歩さがって原

ンレムといわれる︒こうなれば晩

は昭稲六十五年には一年十万マ

近明らかになった美浜一号の燃料

いまのくらしをそのまま伸ばす

エネルギー危機を圃証せねば︑﹇口

家では︑これらが幻想だったと感

なったとしても昭和六十館の︸次

等はこれを五〇％まで下げる計画

和六＋年ごろまでに原子力のため

エネルギーは石油六億五千請㍊に

画を参考にする必要がある︒原子

をもつている︒日本もこうした計

を蕎えに入れたうえでの結論であ

に十四兆円が必要になるともいわ

と雀エネルギ璽を実施すべきだと

えるとなかなか難しい︒臼ホの場

的なエネルギー政策を実施してい

が昭和五＋一難十二月以降の通産

は工十万円を超すといわれる︒

れている︒一KWあたりの設備費 なることが予測されている︒もっ

しかし︑いくら金がかかっても

愈外国に較べストックが少なく公

く必要がある︒

省の調奄で初めてわかったという

現在このため人海戦術がとられて

いるが︑リニアー・セオリーでは

こうした方法でもガンはへらない

とされている︒むしろ︑未離練書

いる︒昭和四十八隼四月には燃凝

国を申心に核拡散防止が大きな問

ざるを得ないと患われる︒現在米

庫の四〜五月に三回にわたって行

いだろうが︑将来の日本を考えれ

は︑い濠霞棚が危険とは考えな

は思えない︒また︑米国として

テロリストがこれを製造できると

か︒原爆製遮については︑日本の

炉心のなかに破片が入ったまま運

なわれたが︑ところが︑このあと

ペレットの圓収は︑昭和四十八

に折損があることが双眼鏡で確認

い︒しかし︑原子力の研究はやら

射程距離内にあるのは確かだ︒原

共旛設の充実や住宅の建設等国と

原子力と石油の経済性の比較の

小されようとしているのは麗ばし

子力の場合︑とくに研究の重要姓

しての冨の叢積が必要だ︒そこ

問題だが︑これには誤解があるよ

し︑私が乗った﹁こだま署﹂は実

三月の定期検注で蒸気発生機の中

が高く︑政府は悪いきって投資を

で︑もしエネルギー威長を少なく
際三十六慶まで暖房してあった︒

に減熱した細管が多数発兇されて

していく必要がある︒しかしその

するとなると経済成長を下げざ

ことだ︒

ルギー儒頚関係からは当然の帰結

発性のガンがふえることになる︒

の重要な餉提となること︑開発に

際︑核燃料サイクルの確立は一つ

うだ︒原子力の建設費上昇のみが

．添

じている毎日だ︒こうし詫問題を
深く検討しないでエネルギー聞題
が論じられるのは不満だ︒エネル

原子力はま

のが幸福につながるかどうか︒マ

癖の経済は根底から覆されると指

るが︑この内容も十分検討されて

エネルギー予
・竹内氏

測再検討を
・
まず︑エネルギー晃通しについ
ていいたい︒例えば総含研究開発
機構は﹁二〇〇〇年に隣るエネル
ギー戦賂の選択﹂で︑糎来エネル
ギー購要は相当逢えていくと射通
しているが︑そのエネルギー麗通

しの根拠ははっきりしていない︒
ギー需要が贈湘するというが︑こ
また頸源エネルギ1庁では今後十 の論理は納偲できない︒例えば二

月は省エネルギー月間ということ
になっているようだが︑われわれ
の調査によれば︑デパート︑私鉄な

る︒原子力にかなり力を入れて推

るを得ない︒しかし︑国民経済の
赤字・赤字といって︑これだけの

どは二十数度まで暖房していた

進せざるを繹ないというのはエネ

あたっては霞主︑民霊︑公開の三

強調されているが︑これは火力も

ための脱硫装置をつけるとなると

同じであって︑しかも公霧防比の

大きな資金的負揖となる︒また石

は経済成畏は必要であり︑これが

経済成長に原

ぬがれえないことになろう︒

活力を失なさせないようにするに

をもっており︑また現在の技術水

子力は不可欠

落ち込むと国民経済の弱体化はま

原則に十分徹する必要がある︒
であろう︒

ネルギー危機といっても説得力が

原子力は原爆とのかかわりあい

ことをやっているのだ︒

なることを蔚提に需給計画の見通

準では必ずしも欝金とはいいきれ

いと思う︒

い政策をとることはふしぎではな

ない︒消費のあるべき姿を問題に

塔︑ウラン価格の上昇についても

八璋に行なわれた窺期検糞で通産

しを立てているが︑その内訳は明

火力の場愈に比べ原子力の三舎は

測定についても︑ガンマ線はよ

いうと︑事実は通産省の係蜜は蒸

省がこれを発莞できなかったかと

プルトユウム等に関し日本へ厳し

日本の費源は貧弱で︑水力︑石

く測定されているが︑アルファ線

ば︑いくら雰核三原則といっても
炭︑地熱等をやっても当諏国産エ

るかに燃料費の割勘いが小さいこ

等については十分に測定されてい

行なわれている︒なぜ︑昭和四十
ネルギーの比率を大幅に引き上げ

ではおそらく原子力の稼働率が六

とを認識する必要がある︒見通し

転を再開するという乱暴なことが

ることはできない︒過牽十目を毘

がふえるため逆効果だ︒

エネルギー贈給と経済性問題に

ればエネルギー自給率は下がりっ

生田氏

ついて掴擁したい︒エネルギー予

・
対反対だ︑との論理も非科学的で

測を行なう上等闘標となるのは国

・

批判されるべきだと思われる︒つ

きない︒他方︑原子力は危険で絶
にしなければならない︒い来こそ

ぎに原子力の経済性についてみる

ず︑私としても手離しでは蟹成で

見通もは︑細事の成長傾向を引き

問い類すことが必要だ︒

豊かな社会とは何か︑を根木的に

しないでこういう議論をしても恵

ぜこのまま引き伸ばさねばならな

味がない︒躍より質をいまは聞題

こうした問題を検討しないでエ

棒折損事故に端的にみることがで

しむのが幸せなくらし︑というの

イカーを乗り回し︑レジャーを楽

ぞ︒

岸本琴平

三

嚇論争の断薗が鋭くえぐり出さ． はゼロ成長でも︑GNPとしてはその便法を積工すべきだと主張す

曜れた︒

−痴

ﾋ面

錫

講愛する由田氏

伸ばすことを前提としており︑な

ことでは納得できない︒こうした

年先にはエネルギー爾要は二億に

上

力
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▽議畏
{消費書趣遷代蓑蚕員︶岸本

零

●

正敏︵強要電力原子力保安鄙長︶

洋導線総藻懸翻︶

ている︒これは自然放射線の範獺
内で︑もしこれでも魁険というな
らテレビを凝ることも関涯へ旅行
することもできないということに

・
暫

鎌〜繋累無の間は特殊なトラブル

られている︒稼働率は昭和匹十九

稼働粛の火力に競溶するものとみ

○〜践○％の稼働率でも七〇％の

は昭狛六十庫の聴点で原子力は園

昭和五十無十二月の原薩の試舞で

経済性の問題についてはいえば

こしていないのである︒

の閣冷却材二面壌故等は︸度も起

駕にもわたり稼働しているが︑こ

る︒すでに原子炉は千五頁原子炉

騨題り入ったことが確認されてい

い実鹸を行なった結漿冷却水は計

で︑その後実際に近いモデルを使

きのモデルは艘賂化されていたの

があるが︑これについてはこのと

で冷却水が入らなかったとの論議

︿敬称賂︾

ｯ通侶社論説醐委磯長︶

山園太三郎︵溝本原子力産業会議常任根談役︶

富沢

Xルギー肇 豊臓

︵璽察大学教授︶

︵藁京経済大 学 教 授 ︶

周

豊朗

正道

直⁝

．安全で経済

壁闘氏

的な原子力
・
なる︒また纂階隠では多墾防護の
謬え方がとられている︒万一壌故
が起こってもこれを掴制しとじ込

民にとって麗かなくらしとは何か

保たないと国選経済は崩浸するだ

どの薗から少なくとも三一四％は

雀
エネルギー予測︑安全性︑経済
性の一一薫についていいたい︒まず

エネルギー問題についていえば めるための旛設が何箇にも設けら
このままいけば昭和五や五〜六奪
頃には罐力不審は避けられない晃
通しだ︒このだめ雀エネルギーの

種三曲推進を呼びかけるととも
に︑原子力開発にも一着努力を払
うつもりだ︒

原子刀の安金性については︑塞

ず軍常置では周辺への影響はAL

づ 雪ド彦多二重 ー
妻ニニニ

竹内私は心の安らぎだけをい

になる︒将来の世代のためにもこ

今の八悩の経済が必要ということ

根本的に見醸されていないという

は乏しい翼源しか持てない現状が

ーに大田の鍵盤が費され︑消丁番

立しているとはいえない︒プルト

点も禽めると原子力の経済性は確

ている︒

ニニー

5一

昏

象ったが︑この間を除き原子力は

ぼ燭程度の実績をあげている︒

火力の六〇％の稼働簿に対し︑ほ

藪独︑スイス讐ヨーロッパの原
子力発臨の稼働毒は蕩いといわれ
るが︑しかし︑故瞳の頻慶に大溢
があるわけではない︒それらの醐
では故障が起こっても緊期に修理
しているということで︑鐵本はよ
り慎重に安全を璽視︑これに対処
しているということだ︒放射線被

霞となってい

竹内経済性の問題について一
つ指摘したい︒パンフレットを駆
るとウランは肖然のなかにあり︑

運んで来さえすれば大愚のエネ

5

二

ン・レム以下におさえられてい

われたということだ︒これではい

経債性を優先した企業活動が行な

公言において鍛も問題となるのは

批覇があるが︑これはそのとおり

はトイレのないマンション﹂との

は誇張にすぎると思う︒門原子力

究の霞由は保証されない︒

い︒こうした葬公開の競実では研

の立鵬からは未解決の問題が残さ

ないのだ︒全体を晃わたすと住民

で︑核燃料サイクル全体について

たいのは溺レベル放射性廃難物蟹

入れる必蟄がある︒とくに指摘し

料サイクル全体のコストを曙慮に

誤解の上にたった発醤もあった

とは望ましい︒しかし︑いくつか

蟹田

ではないかQ

れたま藤開発が進められているの

る︒従鑑員被曝の際問題となるの

くら安全と寡蘭しても︑興証的襲

メドがたってないのではないか︒

理の問題だ︒プルトエウムは二万

経済性についてみてみれば︑燃

はフィッション・プロダクトでは

なく︑猿子炉系からの鉱さびが

付けがない眼り癌書するわけには

そうなら原子力は欠陥のある技術

麗︑被密を受けたら長期にわたり

在したことのない放射能という一

その開発は畢謝すぎる︒

類の生存を圏るとの観点からは︑

が︑その鷺罵はどうするのか︒籔

四千奪にわたって口叩が必要だ

研究だが︑すでにこの分野では各

ようだ︒鋼えば8WRのECCS

こうした討論を統けるこ

放射化されたものからの被曝が︑

体系といわざるをえず︑将来の人

の多い作業の霞鋤化等被曝低減に

原子力の彪険性は︑い濠まで存

いかない︒

努力している︒二〇〇〇黛を想定

際にも公閣もされている︒濠た︑

種の研究が行なわれ︑設麗籔薄の

いる︒硯窪鉄さび対策強化︑被曝

定検隠の彼礫の霊な原因となって

しても原子力平私利簾の国民被麟

ついては門農薬︑食醸添加物讐の

子孫に椙続させることになるQ法 原発の危険は異聡か︑との議論に

ていいのか︒法朗にいえば危険を

方が放射線より遺伝的に大きな影

理という勲担を子孫に残していっ

クルも未完成であり︑この段階で

律では子孫は相続を撞蕾できる

饗がある﹂といわれており︑放尉

三間でも議論があり︑核燃糾サイ
れまでのカドミウムなどの聞物と

原子力開発を行なっていること窃

が︑しかし︑廃棄物は一たん毘さ

・原子力の蜜金性については科学

議員緊に比べ闇題にならないくら

は異質なものといわざるを得な

体・経済性羅先の救え方のあらわ

救済が翻露な物籔が付隠している

い低い樫鍵に留まるとみられる︒

い︒放射能は自然の循環作罵でも

はO︒二︑︑野レム程度と冤込まれ賑 ということだ︒放射能の灘性はこ

しかし︑いま稼働率の向上︑雪

線の危険だけ強調する槻拠は明ら

かでない︒また︑プルトニウムを

れると管理を強制されることにな

収入に入れるのはおかしい︑との

れではないか︒科学薇闇のコンセ

コンセンサスづくりについてい

響騰に入れる必要がある︒

溝されない異質のものなのであ

確立の繭提となろう︒このために

融低減︑圏主技術の關発箸につい

は科学蓄の研究の農由の確保が憂

る︒こうした薗の文化的コストも

もし原子力への控属の不安感の

ンサス確立は園民的コンセンサス

可能性が払拭されるなら︑その開

でもゴ

指摘だが︑これを料金に織り込ん

る︒

戯男を進めており︑今後はこれに

えば︑※國では耀境やアスメント

ては通産雀が改良標準化について

もとづいて七〇％以上の稼働率が

発には異論はないQ圏民的台慧形 欝︒原子力纂本法には門公關偏が

が︑汽罐はこの謹で遅れており︑

方式や資料公開が寒寒している

二 二

ーゴ多

二 μ一己二多多一二 ヨ

れ大被缶ははまぬがれえない︒安

アセスメント法でも原子力ははず

今国会でも間題になっている競境

射鮨もいいというのはおかしい︒

脳内化学物質も燧険だから放

スで結論が繊されるのだ︒猿子力

の二つだった︒このようなプロセ

くり返させないようにすること︑

窪彌が騒いだというような膿態を

たこと︑以潮リジン添加物問題で

の蜜全性を旧い薩す藥塞が關かれ

たが︑その理密は照射ジャガイモ

譲本学校給食繍会はキャンセルし

例えば︑照蟹ジャガイモの購入を

い︒

二一 二

一 φ

なく︑薩線であることを捲摘した

ンセンサスづくりへの廉わり道で

した点を改謡すべきだ︒これがコ

ンサス作りを進めたいなら︑こう

されているような現状だ︒コンセ

闇題にならない︒

銭減となるだけで︑あまり

実現できることになろう︒

成という場台︑とくに指摘したい

し︑原子煩の安全早算だけでは十

え方が必要だということだ︒しか

のは開発優先でなく蜜金優先の蕎

宮沢氏

思想が問題・

ついても蜜全が実讃されなければ

分でなく︑核燃脳サイクル全体に
環境問題の観点から原子力の問

不安繊は払拭できない︒原子炉の

多二一

等もその全体は公開されていな

馳に触れてみたい︒まず︑揺駕し

ーニニ

安全性についても︑例えばHCC

多 二

たいのは︑原相論圏発には発想の

二〜

Sはいま研究が始められたばかり 明詑してあるが︑建窯︑安全審董

一

転換が必要だということだ︒イタ

多 二一多

だ︒それなのにいま妥金というの

一二

豊璃原発は実用化されている中るかどうかとの問題だが︑逆に書
へ
かとの議畏の質問だが︑原発の勉︸えれば実爾化され︑日常化されて

二つ一二 ニニニー二 二

究閉を鍵盤に行なうために時間が

険は頭上に限石が落ちて死ぬ確率

ゴ 一二

イイタイ病︑四幽趣ゼンソク等の

なもの︑との指摘があったが︑フ

〇％の稼働率でいかざるを鰐ない

かかる︒ここ二〜三琿は五〇〜六

について闘きたいことを質問して

ロアーから医学附にみればこの考

いるからこそ反対運搬が趨ってい
え方は短絡にすぎるのではないか

い︒こんなことでどうしてコンセ

も︑返麟さえくれない場台が多

と闘程臓ということで当然容認さ

始談つたばかりだ︒それでも安全

金審査は野合の公開︑スタッフの

原子力の研究は必要だが

いままでのやり方を根本醜に兇薩

し︑体系として完成させる必要が

現在はまだ欠陥も内包している︒

る︒エラーが起ったからすぐ冠険

むしろ原子力発露所の安全性を証

川上

ンサスなど響られようか︒

の問題も︑こういう類態になって

れるべきものだと慰う︒ラスマッ

い︒突然変翼は永久に修復不可能

審費で﹁安金﹂を評副されており

いとの発受があったが︑この問題

うかということについて各氏にお

〜つの進歩としていいこ

闘きしたい︒

出田

いか︒

寒まで引き上げてもいいのではな

宮沢安全性の間題だが︑炉の

甲虫と麟料サイクルの安金性を︸

緒にしてはいけない︒核桝斜サイ

クルの安金性はまだ磯立されてい

みなさん︑どうもありが

とう︸．﹂ざい窟した︒

議畏

に配慮する景致がある︒

だQしかしその場合フェアな議論

葬尊門家によるものいずれも必要

うした討論は騨難燃によるもの︑

うに知らせるのがいいと思う︒こ

これはいけないと慰う︒わかるよ

えてくれないというのがあったが

総懸先ほど︑聞かれてもおし

限らないだろう︒

あの場禽のようにうまくいくとは

の議として出したまでで︑いつも

の巻疋の聞題だが︑これは例えば

を続けるのはけっこうだ︒先ほど

小躍今後ともこうした酎論会

ある︒

はないと思う︒公開の際は安金性

公邸さえすればよいというもので

資科の公曙については︑何でも

というのは短絡しすぎだ考えだ︒

明したという点も跨える必要があ

し蟹故に至ることを防いだ点で︑

もなおかつ安全蓑躍が完全に作動

るとの掲橘ができる︒求た︑巻縫
〇％穆度の稼働率は達成可能だろ

場命︑人口密度が高いのでケース

センレポートに関連して︑田本の

と賑うが︑今後擦準化が進めば七

先ほどラスマッセン報鮨

が違うとの発謬があったが︑原子

小野

う︒

コメントをお願いします︒

公密の観点からは獄丁性

についての発議があったが︑この

するだけの安全腰を卸している︒

蜜沢原子力の安全性には大き

力はこれくらいの差を＋分カバー

な疑關がある︒資科は一部が公驕

起こった巻尺の顯き忘れ︑といっ
た嚢態は毯慮されていないのでは

報告では︑例えば昨琿玄海原発で

ないか︒まだ︑この報告を取扱う

されず︑科学毯もこれを知ること

講擾美浜一弩の故臆について

生園詳しいζとは知らない

揚愈︑楽国と澱本の人驚麿度の違

はできないのが翼態だ︒これでは

哲内原亮の彪険は劉鍛か︑と

についてもだが︑PWRはやられ 議畏 では最後に︑今後もこう

しないのは嶺然だ︒ECCS聞題
配慮ずる必要がある︒

どうお考えでしょうか︒

が︑この一件により安全審盈体制

いを潜回する必要がある︒

えることになったという点で問題

色体を勝つぴるという煎を嘱慮す

の議論について︑．L︑放混線が染

について国罠全部にわかるように
だ︒政暦として明確に黄任をとる

制そのものがずさんとは思わな

だ︒子孫にわたって影響があるこ

これでは不安をまねくのは山鼠

ていてもBWRの安全研究はいまいつた認論を燈油させるべきかど

い︒経験からいえば︑わが国の欝

とこそ危険だと獺外したい︒

については工学篇︑理学薔︑二会

だ︒露CCSが作勤せず舞故になとだと慰うQ今後はレベルを三門
議長稼働誰の問題について墨

画でも不十分だ︒これでは人間軽

原発は路用化されていな

田さんはどうお蕩えでしょうか︒

学蔭簿の立場の違いによってだい

視の蜜全雛蒼とうけとられてもし

議長

豊田窺在の稼働率眠下の原動

ぶ解釈が異なってくるのではない

分なことをやっていると思う︒

金薄鼠は圃際水準のうえからも十

一考がそうだったから安全審盗体 れば確かに聖燃といわざるを得な

必蟹があろう︒しかじ︑私は美浜

いくら安全といってもだれも侶稽

全体がいいかげんという印象を与

の指摘がありましたが︑生田さん

てはさらに検討したい︒

があると憩うが︑この揺蕩につい

宮沢

との黙認も描ている︒蟹沢さんの

一一づ多一 霧

して議論しても翫味がない︒

山隠こうしだ議論は熱エネル

れは数字の厳扱い方で繕粟が大き
く異なってくる︒例えば︑外畷で
便胴された計算式にかってに稼働

のダブリングタイム三廻などとい

率四〇％︑醗蘭隼数十置隼︑鷹力

う数字を入れれば︑原発のエネル
ギー収支はたちまち︑ある葎度ま
では赤字ということになる︒

しかし︑実際は建設費について
は約七−八か月のフル運転で売が
とれるとみられ︑燃糾盟について

の一つはシステマティックなトラ

生乾原子力が巽進化されてい

かたがないだろう︒
実期性の前提となるのか︒

かQ再会に受け入れられることが

CBといっだ従来の毒物とは二瀬 こっているが︑わが国の場台簾困

議畏放瞬能はカドミウム︑P ブルだ︒これは外麟でも同様にお

も謝鋒に入れる臓器があるQ高レ られている︒
ベル放射性廃棄物についても︑こ
れを長期にわだって管理するため

鮒発優先の

曝水準を王CRP以下に傑つ努力
をしていることも

る︒西独の揚含憲検期間が短か
く︑その頻度も二〜三無に一言と
少ない︒検竃の際︑蟹饗なものと
そうでないものを分けて検萱して
いるため期聞が短くてすむように
なっている︒規制当局もこうした
点に配慮する必要がある︒

ラー

従業興被麟については一塞千マ

に必嚢なエネルギーを考照する必

多多ニニー二三

てウランより安いグラム五騨とみ

この場含の舗趨な加工蟄を差引い

イクルさせることを薯えている︒

ウランにプルトニウムを混ぜリサ

は︑FBRが爽溺化される以前にギーアナリシスと呼ばれるが︑こ

プルトニウムの間題について

いると確信する︒

っており︑安全は十分確保されて 要があり︑こうした問題を抜きに

るが︑常にシビアな側の数価を籠

一二多多 一 二

米国でのECCSのモデル実と
験安里鰻先のためかなり低位に留

APの湛え方にもとづき画聖全身 れて完全を属している︒
線盤五︑ザレムを設計囲標値とし
蓬藍一 多一 歪多づ 一多 ヨ ー葦登ニニ玉多多二 一 5ニニニf玉

を兇躇すことは必要だろう︒しか

玉

議奏生田さんからエネルギー
しこれをエネルギ⁝悶題に糖びつ

で増える人口や所得水華の維持な

との指摘があり養したが︑竹内さ

茅測は十分騨璽に行なわれている

ろう︒

議畏つぎに経済性ヘテーマを

ける晴は数字を入れて書える必要

っているのではない︒産業セクタ んどうお購えですか︒

竹内GNP六％の成長を三舟がある︒

んどうお毒えでしょうか︒

としているようだが︑寒卵％の轟

移したい︒この点について川上さ

轟でこのま象いくと二十年後には

うした問題をもっと議論すべき

ないで︑成長兇通しが行なわれて

点も指摘したい︒これを議論し

川上翠煙氏の指逸したような

でなければ失業等の問題が生じる
いることが問題なのだ︒成長率は

ニウムを収入に計算しているのも

﹁現状では信爾⁝できず﹂

﹁事実が安全盤を実証﹂

だ︒三十無後今の八簡の経済規換

というのなら︑そうした体欄こそ
六％から睡％へと下っていくだろ
うということだが︑いつになった

のか︒

確かに産集セクターと寒

らゼロ︑あるいはそれ以下になる

川上

聞題だ︒核燃糾サイクルが確立し

生セクターの資源配分を変えてい
くことは必要だが︑これはそのま

た段階ではじめて火力との経済性
比較ができるのである︒

ま成層率が下がることを激味しな
い︒

摘した い ︒ E C C S 研 究 は い ま 漕
受けるが︑このためにはどれだけ

ルギーを敵り出せるような印象を

黍したばかりだとの指摘があった

盤霞安全性の問題について指
部門N

が︑これはすでに附和琶十七奪か

をうつしかえていく

という問題についてだが︑この

ら研究に着手されている︒現在は

霧

移し変えはむしろエネルギー贈舶

近以的なな闘題か必らず入ってく

の石油エネルギ1を瀕費するのか も電力の五％に棚滅する程度とみ

を必要とすると糾う︒成長率の鈍
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闘題だ︒なぜこのことを問い臨さ

ないのか︒

生照成擬率六％というのは当

面照縮六十隼までの経済成獲灘で
あって︑例えば昭和六十年〜六十
五年には無四％というようになっ
ていくことになろう︒確かに・國
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る︒燃料体を機械せん断︑確酸溶
固体化については動燃事業園︑

とプルトニウムがそれぞれ精製さ
五無内に動燃を中心に地閣処分方

固化体の処分については今後三〜

な資金確保の兇通しを碍ることや

またこれからの研究開発に必要

和利周に貢献するとともに︑さら

ク・アクセプタンスの上からも各

ってわれわれは︑再処理技術の平 ず国際協力の円蒲推進がパブリッ

ら選ばれた︒タイムスケジュール

巖近北部ドイツの四候補地の申か
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㊧原子力PR館の企画・設計・施工

驚﹃

雛瀞識

灘簸

⑧原子力機器類・プラントの模型制作

わが国の処理・処分の技術の確

立にあたっては国際協力につとめ

たこれとは別に︑国際処分場の可

積極的な参筋協力が望まれる︒ま

一層努めるべきであろう︒とくに

とする廃棄物蟹を減らせれば︑国

社会学者など極めて広範な領域の

工学の広い分野の学者︑技術沓・

水理学考︑環境関係諸分野の学者

に進めるには︑化学蕎︑地質学蓄

の処理処分研究開発を円滑︑迅速

わが畷の高レベル放射性廃棄物

望される︒

能性についても襖討することが要

内陸地処分の可能性は贈大する︒

再処理工場の実際の計画と基本
しかし︑わが国には製塩厨が存

幽門家の協力を堤根とする︒また

知識︑技術をもった蓉門家がほと

新開驚分野であるために︑総合的

た最終処分方策が確立されるまで

工穆がないため︑フィジカル︒プ

国共通の利益と考えられる︒

考えるための環境づくり

を人の管理下におく︑などが必要
と思われる︒

の基雌︑固化技術とその関連技術

技術の交換や共同研究︑睦地処分

高レベル廃液のガラス化固化体

①については︑人聞環境からの

い固体への固化も検討に値する︒

隔離期間百万年のアクチニド元素

再処理工場から出る高レベル放

マゾあたり三六〜六〇鰐︑径三六

の発生墨は便用済み燃料のウラン

射性廃棄物の処理処分について︑
原子力委員会は昨隼︑研究開発計

の基準などに関する知識の交換に

画と対策の方向を打ち出した︒そ

を六百〜千隼のストロンチウム︑

わが国の状況から痩期的観点か

態︑畏さ三層のキャニスターにし

て0・一六〜○・三四本︵ERD
セシウム主体の核分裂生成物群か

らは︑米英仏などの協力で計画さ

れによると①高レベル廃液貯槽を
罎設して十年分の貯留能力を確保

A農科︶とされており︑容積的に ら分離して︑それぞれ別個に処分

れている海洋底埋設処分研究への

前に発表され︑いまではセンタ1
解してできた原溶液は遠心機で浄

れるQ抽出装置には遠心機・ミキ

設計︑詳細設計は︑カールスルー

体を見出すのは難しいとされてい

在せず︑恵まれた条件の地暦︑嶽

の司能性を深るための予備研究も

離の基礎研究に着手︑核変換処理

の異心となる学考︑技術者の早急

んど見当たらない現在︑この仕事

の間︑工学貯蔵が必要とされるも

開奏する︒

を兇出すことはかなり難しいとみ

な養成が望まれる︒

られる︒

月末に提出され︑漿速サイトの整

場のホット運転開始を間近に予定

には今後澱本がマルチ・ナショナ

『F542

O6−251−4141

phone

北部に核燃料セ ンター
﹁再処理﹂﹁廃棄物﹂全てを網羅
する②今後十矩程度のうち固化処

うして千矩以上の畏期隔離を必要

する群分離が一つの案である︒こ

とは叢うまでもない︒一方︑放射
の総合的な追継翼ができ︑第一次

西独KEWA社筆頭取締役 P・ツールケ氏
理と工学貯蔵の実証試験に入る︑
回収ウランとプルトニウムの軽
性廃棄物の処理処分も重要な側画
原研︑大阪工業試験所がホウ礁酸

としている︒

水炉への再利用は︑新規天然ウラ
抽出工程で核分裂生成物

センターは︑次の六区分で構成

ガラスの基礎試験を進めており︑

を分離︑第一

化︒第

する︒①照射野燃料の受け入れと

︑第三工程でウラン

る︒

建設許可串請の基盤が整ってい

化物燃料再加工︑地麿内廃棄物貯

西ドイツでは︑再処理︑混合酸

となる︒

一五％を節約できる︒また堰殖炉

蔵の各種施設を一括した燃料サイ

六十年代から実証試験を行う日H標

法を方膚づける研究を行い︑昭和

エ研究センターが行った研究開発

るが︑まず高レベル廃液圃化体処

採り入れる︒

一時貯蔵暴騰②再処理工場③硝酸 サーセトラー︑電解カラムなどを

化物への転換施設④無常酸化物燃

成果とパイロット・プラントの計

分に適しだ地厨︑岩体の存在の侮

②については︑わが国の地層条

ウラン溶液の一時貯蔵とウラン酸

政府は核燃料サイクル宛縮の一
料加工工場⑤各種放射性廃棄物処

画︑建設︑運転で得たノウハウを

件︑長期閉隔離の安全性から︑ま

が要講されている︒

クルセンターの考え方の早期実現

般原則を定めた︒この原則は①再

久貯臓用抗道葺︑六系統を配した

理の駒留設備⑥縦抗二本と鍛終永

墓にしている︒ユナイテッド・リ

は大きくないが︑わが国の原子力

になっている︒

処理︑回収核分裂生成物質の再加

は約十〜十二平方詩綴︒再処理と

宋縫用岩塩層鉱抗︒サイトの規模

無を調べる必要がある︒そして最

発電計画に見合った大きさの地層

覧

工・最終貯蔵のための放射性廃液

その関連施設はいずれも五千万K プロセッサーズに加盟している欧

ズレていた場△口には︑独自の固化

良の地胆条件がある程度理想から

日本原子力研究所は今無から群分

る②放射性廃蘂物の巖終貯蔵は政

処理については産業界の翼任とす

州再処理事業者閣の情報交換も重

体を開発し︑その組み禽わせによ

る︒二酸化ウラン粉末はコンテナ

ー収納後︑六弗化ウランへの転換

から搬出される︒

やそのあとの濃縮のためセンター

プルトニウムはサイト内で覆獺

工されたうえ︑完成した燃科集舎

使用済み燃料以降のサービス手

鉱の混合酸化物として外にでる︒

当てを悪味する﹁エントゾルグン

ギを繋る問題となっている︒新規

グ﹂は西ドイツの原子力開発のカ

原子力発電所の許可は核燃料セン

タ義眠立に関連して手当てのメド

電力十二社による共岡会社PW

がつくかどうかにかかっている︒

Kが許可手続きの鵡備を薩めた︒

地がスタートする︒サイト地点は

システムはわが国のエネルギー政

炉型戦略とその核燃科サイクル・

ロテクションとして有効な季段と

O3−710−1601予152

疎し景都舞里【〉ζ目【豊1本町2−17−22phone

スタ〆オ

ンの二〇％以上︑濃縮容羅のほぼ

■ 嚇 ■

府の壷圧とする③放射性廃棄物や

処理できる設計︒対象は軽水炉燃

Wの電力生産分の便用済み燃料が

る地魍処分の可能性を探求すべき

も望まれる︒

開発の主体となる機関の充実整備

放射性廃棄物の大豊・安定処理

ので︑工学貯蔵の妓術開発︑実

はとくに重要になる︒年間千四百

その場含の対策として①長期地

概念としてトリウムーウラン・サ
イクルや使用済み燃料のタンデム

PNCの再処理工場は︑将来の・サイクルなども提察されている
が︑これらには技術上の困難が多

もあって軍慧な実現性には乏し

に取維んでいるKEWA︑燃料貯

企爾作業は主に︑再処理に全齎的

く︑システム全体が複雑化する面

く︑現実的に司能腔の高いもの

蔵に関係するKWU︑燃料製遺企

はウラン・プルトニウム非分離
の共存サイクルのみと考えられ

物の処理処分の技術開発について

二

は︑再処理政策の論議にとらわれ

第一次建設許可申請は七七銀

業RBUとアルケムが実施する︒

の技術開発試験を行う︒これによ

核燃科サイクル・システムの多く

原子力施設の安金駐確保と廃棄

る︒

た試験試科の照射試験もすでに実

リサイクルの方が実効性が高い︒

しているが︑将来︑精製工程から

豊︑．

東扁陪谷区｛駄ケ谷3−57−6ph。neO3−402−7601〒151

本社

メ」坂rh【朝1♪三章曼宅ミLf11κ二二コ20ノ《二矩多ヒ♂ノレ

営業戸斤

商工美術

flきヴ1901f【

DESK粥AND（X騨㎜

餌馴

の端麗が再処理利嗣に依存するこ

﹁

核分裂性物質の輸送など取扱いに

冷却する︒

料だけ︒再処理までに最低⁝奪閲

要なノウハウ源となる︒

ため︑燃料魑定貯藏から廃棄物貯

伴う潜在リスクを最少限に抑える

蔵に至る全施設を原子力センター

であろう︒地騒条件が厳しけれ

用岩器量内に廃棄物貯蔵する新鉱

ナの再処理で六曜立方綴の高レベ
ル放射性廃液が出るが︑これは脱

レベル廃棄物の処理も周様にして

床坑の設計に確儘が得られた︒

センターは︑使用済み燃料の中

硝︑仮焼︑ガラス化するとわずか

に撰しては最も安定で︑耐久性が

硝酸ウラニルは二酸化ウランに

内に一括纂中させる④センター枢

酉一百五学立方層の固体廃藁物に

行われる︒岩盤襲撃への低・中レ

転換される︒歯間三千五百立方耕

い︒

クトなラック内に燃料集△口体を収

央貯蔵旛設をもつ︒水中のコンパ

なるQこれには一立方綴当たり千

ベル放射性廃春物の貯蔵は擬鋸ア

証試験に着手しなければならな

納︒操業効率を見込んで五︑六の

あるとみられる︒高レベル放射性

ツセ鉱床で実旛され︑高レベル廃

工学貯蔵を行って高レベル廃棄物

織地厨の大規模な岩堀鉱床を備え

要部をなす廃棄物貯蔵サイトは︑

貯蔵ポンドをつくり︑雌下水門で

万キュリーの放鮒能があり︑放射

固体廃棄物はセメントと小豆して

藁物の試験計薩も近くスタートす

層処分の所要廃棄物騒を減らす②

ていること⑤便用済み燃繕にかか

線の取扱いと熱鉾除には細心の毒

二百㍊コンテナーに収められ︑セ

ば︑金属への固定体やセラミック

る各種の処理コストは原則として
連結しておく︒貯藏総容鍛は燃料

草がいる︒ステンレス・スチール

固化など安定度が高く滲出性の低

躍力会社の負捉とする⑥センター
集分体三千糖分で︑再処理容籔千

製ライニングにホウ酸ケイ素ガラ

べきは︑本来LWR便閑済み燃料露要な協力を行うのに役立つと儒

再処理工場はセンターの中心︒

謄＝＝謄隔＝＝三四＝ニ；ニ＝二一＝禰＝卿一＝＝＝騨＝＝嘉日＝一冊二■＝＝一嚇二口一一一曽需＝＝＝一＝冊＝即＝ニ一脚露＝ニニ＝一需＝篇凹＝艦＝＝一＝二＝＝：需一門＝＝二冊一二饗＝一一一圏一町＝＝＝＝幽二＝一瓢＝一丁＝＝

建設と施設運転は周辺居住看と環
四百ゾを上回る︒

の硝酸溶液を取扱い︑これには八

再処理から出るウランープルトニ

列の製遺ラインを並行して設置す

に共沈工程に送り︑プルトニウム

る︒アッセ鉱床での経験から未便

を分離することなく︑懸命酸化物

ウム混合体は︑そのままでATR なお︑保障搭置に適応しやすい

る︒廃監物の大半を占める中・低

＝一一二＝

境の保謳の点から十分に安全を配

メント固定後︑岩堀層に輸送され

のATR原型炉﹁ふげん﹂はそうせで︑千万KWの発電計錘を実施 ている︒再処理とプルトニウム再

依台
存︑甲でも再処理が要になっ
ATRの粗含せが必要で︑建設中されるが︑LWRiATRのに
糧

存プロセス﹂を採用することも検

燃料として︑処理︑利用する門共

に装荷し偲る混合酸化物燃料の組

スを流しこむのがこの穂の廃棄物

する場含に︑六百万KWのLW利
R用を制隈︑再検討しょうという

成をもつことである︒

抽出にはピューレックス法を用い

の健周済み燃繕で四総嫁KWのA来島の核不拡散政策の提唱は︑そ

となる共沈鐘に基づいて加工され

討しており︑このプロセスの基礎

政府の燃料センター計画は約三年

議して実施するi1とするもの︒

うした糧織せのプルトニウムバー

効用や経済駐の追求より優先させ

TR総懸を毎奪賄えるのも計算上 れを原子力のエネルギーとしての

ずる︒

ナーとしての運転が考慧されてい

明らかで︑その場台の再妙理施設

工程も簡易化︑標華化しやすいな

施している︒このプロセスの利点

FBRの存在は︑墾要な役割をも 再処理によるウランとプルトニ

策上陽司欠たが︑その実現は核燃

理工場は八八矩に急転に入る︒

では燃料貯蔵施設は八四年︑再処

ウムを軽水炉にリサイクルする場

ル核燃料サイクルセンター梅想に

つと評価されてよい︒炉難戦賂と

なり繹ることだが︑とくに注圏す

われわれは︑PNCの再処理工は︑プルトニウムの単体としての

LWR−ATR⁝FBRすと
︒ いう

る点で各国に重要な影響を及ぼ

動燃事業団副理事長瀬川正男氏

再処理︑国際⁝協力にも役割

共存法の採用を検討

に対する需要は︑極めて近い将来

ル利用の場禽︑出力ピーキングや

﹃︑

東京大学名誉教授山本寛氏

る︒プルトニウム混△口酸化物燃料

の現実的な圏標として描かれる︒

石癌代薯エネルギ⁝として︑ま

制御系の制約からプルトニウム装

プルトニウムの軽水炉リサイク

たウラン資源の節約を可能にする

代表選黍としてA？RとFBR荷
の騒に隈界がある︒AτRは本来
プルトニウム装荷用に設計された

の実現は一九九〇年以降と予想さ

ム・リサイクルとしては︑ATR

どの利点もあるので︑プルトニウ

は共還に利用可能である︒

に高いわが国の場禽︑エネルギー

れる︒輸入石油への依存度が極端

かし諸偶勢からみてFBR商業炉雛型であり︑混盒酸化物燃料製造

商業化はますます璽要となる︒し

入材の養成急務に

ウランとプルトニウムを分離せず

原子力を私たちの生活の中で

懸鰯鶴笹

氏
本
山

ツールケ氏

料サイクル・バックエンドの確立

不足の到来時期に対応させるため

氏
川

瀬

原産年次大会第2セッションから

してはFBRに先行するLW合
R︑
一ウラン購入騒は約三〇％節約

難籔翻麟轟

工学貯蔵開発を
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核燃料の転換成型加工及び販売

1

灘

原子力関連機器及び材料の製造販売
津

原子力関連ソフトの開発と技術指導
∫
集

ド

住友原子力工業株式会社
東京都千代田区鍛治町2丁目6番1号
電話 東京（256）7831番

＿醐翻
詑ノオ鶏養

織糠難i

／盤

穫〉

⑭検出器は、人lm秘のカスフロー
カウンタを株塀。尚1さ筏て衣瓦
したβ（γ｝線｛【llししがてきます◎

ヒ

｝

懸鯛

勧顎聴ケ鶴せ、iμ描に11じ録する
こと力書できまつ。

㊥自動塀により、人蔭をかけずに
娼人ll扉0）開閉や調疋がてきます6

また、の染が検出された場合には
所がロノクされます。

耳

叢︾
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㈱全身を11i×分して、個別に朽染

に翼づけされてきています。
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富tの藷†測枝衛

富t全身表面モニタ
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高感度な測定ができま顕
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国産で初のカスフロー方式

堂々と貫いた原子力用バルブの難関

黙拙轡⑤齪電動

a

a

，

馬一

生な製品
際子力火力・寧宙・解脱無毒・酸集

警

LNG・石庸・ガス・パイプライン

≡・雪

騨

桑

取り出して旧れは、珂の変哲しない孔の

しかし、1暴イカ月∫パノレノ｛こ∫争1り」け『、｝

明いた斜蝿のメぐ一ルですが、このホール
が気は、パルノの心臓なのでづ．これか、
901災囲転9る穫に、流体のON−OFF r｛lli
御かでさるのでづ。爪一ルハルブは構燕
が籠ilIで、操聞し易く、理想的なハルフ

気圧シリンダによる自動操作を完戒しま
した。源総力発電所のバルブ酎扉部につ

高瓢舗制御へ

シール

趣灘灘鷺瞬

いては、設鞍壷命30〜4Gf｝とされ、｛角ド1
および叢叢醐方向の、騒騒荷所等の検1、∫

藤睡八7彫ツ

しかし、回圧流体には余り適さなかった

も要木され菰弓。これら、酎久耐の考慮
と同時に、縁f力用ハルフの人きな特色
として、ε1敬の上覧を追求し、曲展な品

一三1・榔潜［×響胴4−9−H
イ、初

ので弓．それを、61kg／cm2という1…、｝圧で、

至

丁圭易

と口われ（いよした、，

ミ保r1［1かなされておりまつ。

o

o

…

㊦

・

平田バルブ工業株式会被
岱

奇支健」ヒノター

人阪餌瑛11∫1
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馨：｝（044）833−2311

鯉（06）
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騨
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ヒタミノ斉1｝なり成分を公議てきるし、公片しなければなりません。でも、CRCカもっている瞭∫力分野の島〔
ノウハウを公表することはてきません。知融・経験・智略といったものを，、葉てあらわづことの困難なこと、 訂算

鞍騨

欝獅

。の分葱fが広彬斌わた。ていること」磁搬旧離駈ていることなどが，な醐臨蔽・＆・
ここでは、せいぜい、ビタミンAカらヒタミンZまでをつくる能力がある、ということしか公団できまTSS
せん。C駐Cにおいてください。そして、お話しください。いつでも、あなたの短1入にピ／タリの処ゐ箋を

蘇＿騰髄噺。鰯。撚新旧購

説》つくりいたします6

FM

％

コ昼

労

環 ｛「軟u鴎凡る
センチュリ醗∫・づ；1囲櫛怯社

トータルな納籔処理サーしフ

馨
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鵬臆

S−1…シリーズ放射線灘定システム

独自に開発した：AEC−NIM
規格モジュールに基づき簡単な測
定システムからミニコン付マルチ
チャンネル、放射線モニタシステ
ム、環境放射線測定車など御希望

鰻歴歴

性能、安定性、使いやすさで御好評をいただいております。
技術餐料、力夕ロクは下記へ
特

約

店

回薯貿2，三三、祉
凡

乗野《都千代田区；人手田∫2−2−1

1

東京電気三一株式会社

鹸鼠

のシステムが構成できます。
ADC8K、メモリー4K
ミニコン付マルチ

本

社
東京都巾野栖本町1−31−3

THLO3（244）3727〜9

T∫℃］し03（372）0141

特機電子株式会社
ノく阪i賀東疑ζノト．町4−29 TELO6（252）3512
ゲンセイ株式会社
東京都中野捻ζ本騒球1−31−3 「r］￡LO3（372）5002・8214

日本原子力事業株式会社

本

社

東京都港区三田三丁跨13番12号

TELO3（454）8521

1

^
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開翻補⑨麗麗團

被曝線量を距確に・・…すばや

く測定璽

TLDは国際特許の被曝用素子と測定装置から
なる画期的な装置です。放射線関係の仕事に
たずさわる方々にピッタリ。信頼性の高い管

盟醸総総織献藩◎

△測定難壁UD−505A
（デノタル炎示〉

理をお約束します。

｛則定範囲01mR〜200，000R

※H・米英・独繭なと13カ［1・1に欝欝（出響

1中を含む）

⑭超高感度の被曝用素子
広範囲の被曝線鼠をil

ll責に；響町。湿気、水、光、振

動なとにも影響されません。
⑳熱風加熱方式採用の測定装置
素予がそったり加熱ムラをおこしたつする心配か
なく、どんな形状の素予でも、約10秒で壕〜」度の高

い測定かできます。
⑱操作はカンタン
被曝用素子を測定装置に入れて、ホタンを押すだ

漉し測定装澱UD−502A
（デノタル表承）

測走範囲O工mR〜2，000R

け。測定値はひとHでわかる、便利なデシタル表
小です（UD−503Aはメータ表・」⇔。

㈱幅広い活躍分野

圏

原f力研究所、原∫力麟國、発電所、動力炉核爆
1二1開発了1僕団、放医研、衛生試験所、南極観測隊、

各地の大学、研究所、病院…などで、すでに好評、
1舌躍中です。

壷潜1翻纒慰翫醜
《放射線熱蛍光線量計》

（メータ表万、〉

松事薗部

ずξ｛玩鰍綿1！nR〜10R

※手にもっているケースに内蔵された被曝用素子（UD−200S）が放射線
を敏感にキャノチノ

＊あ開含せとカタロクのこ譜求は

松卜屯謝 r業（抹）進揖iコノア／サ1ト業諾
〒561 人阪眉豊中巾季i費d「lliJ 3−1−1

「歪二L

く06）862−

1131

大きな娩から

いま、沖縄県那覇ガンセンターに医療用の放射i生物質が

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

購競料1年分蹴1金45◎O円

1部茎◎0円（送料共）

導互に基本線崩さず

翔に関する内容は次のとおり︒

共同国事のうち︑原子力平和利

◇

交渉チャンネル設け詰め
日米聞巖大の螂禦課題となっている使期済み燃料の再処理問題が︑ホワイトハウスで二十二賑午葡
十晴︵日本時間二十三田午潮零時︶から開かれた福田繭掘とカーター大統領による鼠米髄脳会談第二
回妻談で討議され︑両首脳がそれぞれの考え方を率薩に述べあった︒しかし米国の新政策がこれから

選択﹂がまとまり︑再処理問題を

べきだと指摘︒さらに今後三十無

の米国の霞力供給確保の最薔の手

間海外議麟の霧要を賄えるよう政

段として雛げ︑その開発を続ける

府運営のウラン濃縮工場の大規摸

討議する臼聾唖脳会談第︸環象談

賑米薗脳会談後そ

晴闘︶カーター大統領に提出され

ウムが外国やテロリストによって

めるか強かについては︑プルトニ

検甜の焦点となった再処理を進

が︑米圏がプルトニウムと高速

墓盤になるものとして謙譲される

うるとし︑罵処理はあえて挙げる

核兵器化して使われることもあり

央登録篇躍の制腰化を措而してい

として五十二矩度政府予籏案で中

であることを強調︑そうした一環

継続協議〃がうたわれた︒

となり建設する誘鷹で︑動燃箏業

づく第二再処理工場を属閲が並体

の

あることにつき愁見の一致をみ

ではないことを再確認した︒これ

進むことが緊緊である矯述べた︒

一膚の発実化を隈っていく﹂袴え

をもとに解決を図らねばならない

妥協築

かける決懲が迷いだけに原子力関

京本機人ン

極 東 特デ

約薯

三灘社響翻

襯難四

技術資料、力夕ロクは下記へ

に先だち︑一一十一日年後︵米東部

た︒岡報告は

に斑まるとされ

な拡大を求めている︒

う遠からぬ購期

世紀まで延

るカーター大統領の原畢力政策の

ばすことを骨子とするなど核拡散

また︑田欧がそれぞれ独惣に蕩

ほどの飼益がない︑と判断した︒

増殖炉の縫用を二十

を防止する態麟から極めて厳しい

内容となったQ

べている︒

いることに関連して︑響門家グル

ラン燃料﹀と石羨火力を今世紀内

員会で撮摘されたことに伴うも

速炉と再処理プラントを閥発して

は︑この七月の操業開始を窟標に

の︒この煎に関し伊原我徳原子力

二十二二身ワシントン・ポスト

人による検討報鐙﹁原子力問題と

予備が進んでいるが︑フル操業で

笈全周獲は彫生得統計が示すガン

ナイ国務次蜜補︑ソ⁝ヒル画趣

立引に関遮して︑エネルギーの必

も無当日署十踏の再処理しか期待

らも﹁しかし懇望は大きく︑科学

死亡率と衡為の薫がないとしなが

ープはとりまとめた冤解が孤立化

に関連して︑大統領は︑一幕効果

要に蘭する賦本の立場に対して十

できず︑一方︑原子力開発に俸っ

紙によると︑醇門家グループの報

的な核拡散防比体制を支援するよ

分考慮を払うことに同饗した︒総

て増大する再処理醗験縫は︑昭和

邦エネルギー庁長蜜︑ブラウン國

翼繕サイクル全般の翼翼しを各国

うな来観の政策を策定する淡懲を

かない︑かつ一獅効果的な核拡散

理大臣と大統領は︑日本の関心に

した浜唄をとるものではないと述

に働きかける公議が強い︑との観

表明した︒総理大臣は︑核不拡敬

六十五葎度には奪聞二千二酉ゾと

儀はプルトニウム利昭と高速炉笑

ところで︑臼楽の主張が全く対

測が高まっている︒田本の立場を

条約の締約国であり︑かつ輸入エ

いう試算もある︒これを賄うため

用化を延ばす一方で︑原子力︵ウ

立する縛処理問題で︑酋相が康子

理解している※麟としても︑濤本

防比体制に樹与するような実効的

わが国では︑東海再処理施設につ

全力問題海門家ブレーンニ十一

再処理を中心とする猿子力問題

力しかない臼本のエネルギー顯鷲

だけを特別扱いできない瓢輔にあ

ネルギーに大幅に依存する島贋な

緊密な協力を行なうことが必要で

政策を策狂するためにB米山瞭が

防長冒を含むカーター大統領の原

で︑福頗首相は︑わが国が核防条

を訴え・核燃繕サイクル確窟のカ

工業園である臼本にとってその原

固まる段階にあることから︑東海村の動燃購業三二処理施設の運転岡引とりつけなど個汝の点にわた

約加盟国であり︑岡条約の規定に

ナメとしての再処理の必要性を強
り︑こうしたことから︑わが濁と

営力開発利矯計闘の突現に洵って

総理大距と穴統領は︑原子力の

保証する原子力平和利爾が米瞬の

く印象づけ︑継続協議にもちこん

箇理下に委ねるしなどの

しては門余剃プルトニウムを國際

平箱利用が核拡散につながるべき

意潮で妨げられてはならないとし

だことについては︑予想された線

って米国側の悪肉褒明はなく︑今後政府間ベースで煮話めていくこととじ︑二三閏明には原子力問題

動燃再処理工場の電量について米

とはいえ︑※閣の核の拡散防止に

芸術庁としても従業員被曝鰐策で

る︒これに対しカ；タ⁝大統領は

側の同愈を強く求めたといわれ

核兵麗の拡散を防癒することの璽

た︒

団︑原研以外の民閥薯業蕎にも再

大統領は︑米隅の新原子力政策の

電労労からも対策の強化が提言さ

ると述べた︒この問題については

れている︒

ッドの除張なと委託研究も進めら

れており︑政府による放射性クラ

処理野業の道を開くよう顧子炉等

三韓間の凍結︑使用済み轡料の贈

墨が核不拡散の立場から再処理の

しかしこの間題については︑米

理規定︑揚場済報処理機関などの

局腰も予想されている︒

規制法改正を了承選

蔑

に関印して動燃三業団と原研以外

規制広の改正が望まれていた︒

係餐の間にひとまずホッとした欝

慧脳会談を契機にできるシュレ

民間銀処理と査察に対応

整備が翻られる︒第二は︑蒋処理

嚢性を説き︑再処理工場の運転同

ることを理由に笛明を避け︑﹁日
シンジャー米代表と田本側代表と

気が漂っている︒

来双方にとって困らないような解
の交渉チャンネルを通じ︑両囮は

の煮でも再処理が行えるよう

は・NPTの保障黒藻協定下での問再処理の道 を開くという再処

加藤団畏ら︸行

訪豪の途に

エネルギー使節団

加藤乙三郎罐気二業遡台一会長

を団鍵とする鞭州エネルギー縫節

織は一一十五︑六欝にかけ羽田を

岡使節団の派選は今年一月頭京

出発︑藏州訪問の途につく︒

で開かれた第四園臼鹸閣瞭委鰻会

の際︑田中通産組とニクソン運輸

日本

孚ELO3（454）8521

東京：都港区三躍三了目13番12丹

祉

ミニコン付マルチ

悪については新政謡講蜜段階であ

決の方法があるはず﹂と述べるに

政府は二十二臼の閣議で︑核拡

※の霊張が両立する隔解決策を見

理箏業に関すること︒再処理類業
散防止条約︵NPT︶促照勲等協IABA︵姻際原子力機関︶査察

換の動きもあって国際撃茎とわが

﹁双方が困らない﹂あるいは﹁田

の今後の交渉の米側蟹任煮に﹂・

蕎の指定︑寓処理施設の内閥総理

国の立場など基木路線で今後︑濁

とどまった︒大統領は︑この聞題

出していくことになる︒※国が近

から︑わが国

会の欝議などでも論議を呼びそう
︵三面に改正法塞要旨︶

調査に乗り織す③原子力船開発は

在も含め近六各省庁連絡金を設け

く②従業員被鰻の難題は貰任の所

となるよう一難の検討を進めてい

ら先行き整禽性と実行性あるもの

冤直しは長期兇通しを踏まえなが

だ︒

蔵など新政策を打ち姦し︑方向転

シュレシンジャー・エネルギー担

定と民闇再処理融業に関連し原子

など規制と規定が整備される︒

大艶による便用潮検査︑定期検董

査察に移行

く打ち出す政策では︑再処理・プ

に関する規制に関すること︒わが

させるための国際規制物螢の使用

独自

当大統領補佐宮をあてると伝え

を決め︑近く改正興を岡会に上程

炉等規制法の一部を改正すること

︾

国職鑓の立入り検査規定︑謝猛管

一転

処狸聞題︑エネルギー政策のトー

中央登録で制度化も
衆議院の科学技術振興対策特別

いたもの︒一行は網藤酬長ほか︑

相爾閥僚の識別会談で愈悪されて
箏業団法の延長を騰り︑〜方でス
策︑行政改革の方陶と対処︑原船

の代表十九牲で構威︑これに随員

欝欝︑ガス︑石炭︑難行など各界

タル・ビジョン︑従業雛被曝対

タッフの允実化など体制職めも進

三臼午前十黒影開会︑午話中︑福

野業団のあり方と舶用炉曙発など

を纏えた総勢三十一犠︒二十七黙

島第︷原発三業機の給水ノズル部

政推進に伊う蕩えを明らかにし

めていきたいi一審汝︑当面の行

婁腿会︵山気太郎委員長︶は二十

宇野畏官

﹁被曝対耀東を強化﹂

動燃禦業団の東海再処理施設

ルトニウム利罵の中止を食んだ核

ぐ

原子炉箸規制法の改正点の第一

することになった︒

た︒

a米着脳会談第㎜回会談のためホワイトハウス入りし︑カーター

蚕

町彫

諸聞題に策中︑科学技術庁︑通鷹
クラック問題に関し上坂野氏が質

賃源闘題を総懸とした闘澱醐岡間

閤窟醗の蟄人多数と会談︑ウラン

省︑行政管理片︑薗倫省など関係
疑︑従業興被曝は駕々購扇田陶に

嶺局による対応が求められた︒こ

て原子力発鴬所で働いたことのあ

週聞にわたり︑この

れに対し︑宇野宗焔科学技術庁

る下撒け従業員ら七十六瓠が死亡

解散まで約

あるとして政懸の対処方策などを

長冒は︑藁源再処理施設の操業問

裁州入りした後︑四月鷺沼の硯地
ただしたのに解き︑牛後は一階勝

題は今後関係隅との連絡を密にし

う︒

通商︑岡際協調などについて話纏

従業員被曝聞継の調査は︑かつ
過ぎから再開︑有島臆戯︑小幕議

しているが︑うち三十一客の死暇

た︒

趨︑瀬崎博戴︑中馬弘毅各氏が質

ながら協議していきたいなど述べ

本原子力事業株式会社

ADC8K、メモリー4K

一31−3

LO6（お2）3512

一29

T］ピ〕LO3（244）3727〜9

∫2−2一三

㍗1

T建LO3（372）5002。8214

のシステムが構成できます。

町1−31−3 孚KLO3（372）014烹

蝿認，

規格モジュールに基づき簡単な測
定システムからミニコン付マルチ
チャンネル、放射線モニタシステ
ム、環境放射線測定車など御希望

米大統領ブレーンが勧魯
〈科技特〉

るとともに︑①エネルギー政策の︸はガンだったとのチータが予算委
惰疑は来圃の新原子力政策と再

O

大統領の出迎えを受ける福田首相臼時翼

麟

簿

特

独自に開発したAEC−NIM

ウラン、石炭利用は継続

聞に立った︒

一一 ｫ能、安定性、使いやすさで御好評をいた：だいております。

P。利溺は来世紀

力
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聞

産

拡がる需給ギャップ
灘羅86年に一万六千トンに

用できないことも考スられる︒ま

五年には三億一千八蕎万KW一三 用サイトとなる可能性も含んでい

万KW一一億七千二鳶万KW︑八
なければ︑便用済み燃料の再処理

と貯蔵施設に分かれる︒BNFL

千万膨︶は化学再処理工場︵施設

貯戯施設については早期の認可を

は公開調査は化学施設に隈定され

ルギー源の節約という観点から採

る︒

億三千七黛万KW〜六億八千万K エクソン・ニュークリア社は一

きれば︑化学施設が公開調責手続

期待している︒貯蔵施設が建設で
Wと予測︑これにより生じる潜在 九七四無以来︑ERDAの許可を

億八千九爵万KW︑九〇年には五

き中でも外国との再処理サービス

たウランとプルト一一ウムの熱中性

るこのような考え力は︑ウラン資

的再処理小旗︵年間︶を八O無に 響て︑この土地に関する地質学︑

交渉を有利に選めることができる

子炉へのリサイクルを妥当だとす

源に含まれるエネルギーを五十倍

環境︑生態学的な研究を行ってき

も多く省効に利用する増殖炉の導

たという︒

入によって重要さを増してくるだ

三千ゾ三三千百六十ナ︑八五年に

由として︑エネルギー資源の節約

六手四百六十ゾー七千四百二十

があげられていることに震及︑

号機を受注

︻パリ松本駐在鼠︼米国のウエ

米WH社

バンデロスニ

ある︒

は貯蔵施設が不十分になる公算も

理施設が拡充される一九八O年に

からだ︒しかし今のところ︑再処

要にこたえる酸化物燃料再処理工

ンズケールに国内およひ海外の需

社︵BNFL︶はこのほど︑ウイ

︻パリ松本駐在鼠︼英核燃料会

BNドL

設の認可申請

再処理工場建

る︒一方︑これに対する蕉間の再

ー一万四千七百ナと見込んでい

ナ︑九〇年に心万皿乎九酉三十ナ

処理鮨力は八O年八酉ゾ；千山口恥

一斗構えで推

予測を

低

定している︒再処理馬験予測のも

高

この報衝占は基礎となる各麗の

ろう﹂と指摘している︒

﹁各種の分析巨霊は︑再処理が経

済性あるいは廃棄物鴛理面で利点

を持っていることを示している

三十ゾ︑八五隼二千九菖十鏑一五

千三酉六十ナ︑九〇琿に八壬ご厨
ついては︑OECD半国の設備容

とともいうべき原子力発電開発に

最は一九七六隼の七手八菖万KW 十沙一一万二千三醤蝦ナになると

によってウランと濃縮分離作業の

いくつかの国にとっては︑長期貯

双方が少なくてすむことにあり︑

本的な利点は︑リサイクル
OECD漂子力機関︵NEA︶はこのほど︑OECD諸国における矩用済み核燃料の再処理が
に︑
関墓す
る報告書を公表した︒これは一九九〇犀までを戴象に︑原子力発電の開発莞通しにもとづいて潜在的

の︒岡報告書は︑いくつかの国で再処理をするかあるいは掴の代箇方法をとるのかという政策的決定

な再処理縄要とこれに対する再処理能力を予測︑問題点の提起と技術的︑経済的な分析を行ったも

から一九八O奪には︸億四チ二塁 推定している︒

場の建設計画にかかわる認可を串
縫した︒これはピーター・ショア

ことになろう︒実際の譲渡はエク

ついては公開調査を行なってから

醸のうち酸化物燃料再処理工場に

認可する方針を畷らかにし︑ウイ

︵NRC︶による建設許認可が発ンズケール工場拡張計翻は三つに

了承され︑米撒子力規制委員会

ソン・ニュークリア社の役員会で

タービン交流発電機︑核燃料製造

が供給するのは原子炉システム︑

水型炉︶を正式に受注した︒WH

房機︵羅気畠力九十万KW︑加圧

インのパンデロス原子力発露所二

スチングハウス社︵WH︶がスペ
矩八万八千逆をHRDAに支払う
ー環境相が昨年末︑BNFLの計

用に︑さらに緩衝地帯用として毎

蔵や便い捨てなどの代替案はエネ

米エネルギー研究開発局︵ER クソン・ニュークリア祉によって

分けて認可串詰するよう示唆した

れ露命えなければならないことを

︵蒸気発生器三墓用︶が鉄系湾染

り︒発注はエンへール︵五四％︶

ーナ︵二八％︶︑フエルサス・イ

イドロエレクトリカ・デ・カタル

ドロエレクトリカス︒デル・セグ

％︶の諸社で描成する嘱力会社グ

レ︵一〇％︶︑FECSA︵八

フランス製の黒鉛減速︒ガス冷却

ループ︒パンデロス原発〜号機は

一奪十二月完成を予定している︒

型炉︵GCR︶︒二号機は一九八

決断迫られる

スウェーデン

ノ︒
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東京都港区東新橋1−2−13（川岸ビル）TE工．（03）573−4235㈹

が下されていないため再処理の窩絵兇通しには不確定部分があるとしながらも︑使用済み燃料の長期

管理地を譲渡へ

報告書は再処理を行なうかそれ

行されてからになる︒

書で六か月の遅れを認めた②︸

ケル七二％︶製配管二落十詩規

ウェーデン製のインコネル︵ニッ

想落し︑安全性強化のため初めか

門パリ松本駐在員︼スウェーデ

ンのフェルディン内閣は三月中に

lll繭（G44）23−4351・名古縢（Q52）962一⑪121・大阪（Q6）931−9Q58・広疑（0822＞43−1532

貯蔵や処分︵便い捨て︶はエネルギー資源的にみて採用できない国もあろうと指摘︑原子力発電の成
長を最低に見積り︑再処理容遺の追回を最大にみた場合でも︑再処理サービスの六一は満たされなく
なると警告している︒

とも他の代替方法をとるかという

DA︶とエクソン社はこのほど︑ サインされるものと思われるとし

EN社の貯蔵施設用に

済み燃料は〜九七七年の四千ナか

D・NEAに設置aれた酸化物で
燃も︑再処理しきれない累積便閑
政策的な鰯雲は︑核不拡散問題と

ている︒

料再処理に関する専門家特別グル
ら八六奪には一万六千ナと四倍に

この乱吟雷は︑昨笙蒐OEC拡充を最も楽観的に予測した場台

ープによってまとめられたもの︒

時に①マグノックス炉燃料再処理

と各種サービスで総額一億炉余
ことに応じたもの︒BNFLは同
この契約は不確定な問題が解決

土地猶与八十五皆をエクソン・ニ

されるまで再処理蔽動を延期し・

れていると︑熾べ︑代替案としては

もからんで一部の国々で懸案とさ

ークとホワイト・ウイング通りの

ベルで横ばい傾岡をたどるとみて

﹁OECD諸国における便用済増
み大︑以降九〇琿までほぼこのレ

ハーベス

ERDA管理下のオークリッジの
ている︒この土地はベア⁝︒クリ

核燃料の再処理﹂と題した周報告

物固化の実証プラント

施設の拡充︵二億四千五哲万籟︶

①使用僧み燃料の処分︵便い捨

社︶が建設︑運鴬する便用済み核

そって︑まず︑使用済み燃料の受

便用済み燃料財蔵施設の拡張を促

いる︒またこうした予測にもとづ
て︶②畏期貯蔵③再処理せすに再

路︑線路など所要の地役権も含ま

ュ⁝クリア社︵エクソン社の子会 交叉する地点の直西にあたるロー

諮は︑現存ならびに計画中の再処
いて︑使用瘡み燃料の貯践能力の

鰍料の貯蔵ならびに再処理施設用

ても認可を串謂した︒

ト

ン︒カウンティで︑契約には水

理能力は︑各麟が﹁使用済み燃料
加減して利用する丙午性の三つが

ることを目的としたもので︑今

けわたし︑輸送︑貯蔵活動にあて

②再処理後の高レベル放射性廃棄

摺強が必要になるとしており︑と

に譲渡することで論意した︒ER れる︒この契約にもとづきエクソ

進するという米国の現在の政策に

は再処理する﹂という道を選んだ

DAのオークリッシ運営事務所 ン・ニュークリア社は二十二万一

︵四千万攣︶のこ計画につい

にもかかわらす︑どうしても再処

考えられているが︑これらの検討

方︑EDFも圧力容器の溶接ライ回路の溶擾はやり面さなくても当

酸化物燃料再処理工場︵三億五

目は過激派による爆破事件があ

面は十分もったと思われるがいず

後︑もし来書の国内政策と矛鱈し

に彊力性をもたせる悪味から︑一

は︑この契約は近くERDAとエ
千二百五十がをプラントのサイト

くに今後の政策決走や所要の措置

理をしなければならないとする理

あり︑原子力発羅の開発規模を最
時的な貯蔵施設の必襲性を指摘し

場倉︑糀要を轟たすには不十分で

も悲観的に毘込み・再処理能力の

り︑圧力容器のブタ︵重録五十五

ン

⁝

でも八千人が集まってフェッセン

際的で︑対峰のウィル原発サイト

ナ︶をクルーゾ工場にもどして精

ノZ■！！乏！！≦∠ノンンノー多！！髪∠！！！！〆！！∠！！多！一！多一！多多ノ！ンノノZ！多∠ノン7／Z！づク！ノー！づ多ク多一づ

みて病院にかっき込まれるなどの

ハイム原発反対を決議した︒

正を求めた︒この修正によって︑

Fでもフラマトーム社でも︑補助 返したといっている④この間︑ス

︻パリ松本駐在二目フランスの
動きがあいついだ︒反対運動の代

配餅支持台フェルールの寸法拡大

本の削誠による製造技術の修

フェッセンハイム二塁力発電所一

密検蛮をしなければならないなど

ウエスチングハウス社がフロリダ

フェッセンハイム一腎機が仏亀

力公社︵EDF︶によってフラマの不運に毘舞われた︒現在の遅れ

が必要になり︑これは米国でしか

工場製のパイプを空路緊縛供給し
た︒さらにサイトでもクルーゾ工

ルスマルク原発三写機の建設エ事

オスカーシャム原発三豊機︑フォ

継続を認聾するかどうかを決めな

ければならない︒閣内では選挙中

べきだ︑とする首相駈属の中央党

の公約を守って工事中断を決定す

理に関する決定を行なうまでは︑

と︑一九七八琿に議会が原子力政

非破壊検査機材（浸透・磁粉・超音波）

素材から航空機・原 子力機器まで、

轡機︵電気出力八＋九万KW︑加 表は知類に藤会を求め︑安全性に
ついて一暇の保証がない限り・定

は約二士一か月だが︑その主な理

麟

ら完ぺきを期してやり満しを繰り

で表面に欠陥が認められたため︑

トーム︵原子炉︶︑アルストム・

鍛造できないことになったため五
か月の遅れをとった︒圧力容器は

由は次の通り︒

①ウエスチングハウス祇のビ⁝

アトランチック︵タービン交流発
電機︶両役に正式発座されたのは

からソーヌーーロ⁝ヌ川を下って地

このほか︑タービン交流発電機

場でもそれぞれ二か月と一か月の

中海岸のフォスに送られ︑そこか

一九七Q奪九月︒七五琿五月臨界 バi・バレー型加圧水炉をフラン シャロン・シュール・ソーヌ工場
スで応用する場盆には︑来圏の六

らシブラルタル経由で海路ロッテ

明書︑鑑定書︑検査報告諮など提

った︒とくに後蕎については︑証

溶接工のストがあった︒

の予定で七一駕六月土木工事が開

十サイクルに対しフランスは五十

ルダムへ︑さらにライン川をさか

始された︵整地造成は六七年に七

のぼってサイトに運ばれたが︑そ

十万KW級ガス冷蔀引引基建設の サイクルであるため︑一次系ポン

を修正する必要があった︒このた

プなどいくつかのコンポーネント

の技術的改良闇題や手続問題もあ

月には機械睾のフレーム構築着

計醗で行なわれた︶︒七二年十一

出書類は膨大な蟹にのぼっており

めフラマトーム社はクルーゾ工

の間フォスでは荷役ストに見舞わ

工︒七三黛士一月には最初の蒸気

少なくとも建設を続行すべきだ︑

いる︒建設労纏連騰会はこのほど

とする隠健党︑自磁党が対立して

して︑工藩を続けるよう要請し

者の職場が不安定になっていると

定しないために三万八千入の労働

議会に対し︑政府が工事続行を決

蓼
護

た︒フェルディン首梱がこれらに

どう対応するか庄囲される︒

灘@

ｴi蕪機器翻

力

原
た︒送電開始は数週間後︑定格出

圧水型炉︶が三月七日臨界に達し

力運転は六月末の予定︒この原子

加速の第一段階としての九十万K

力発鱈所はフランスの原子力計画

ところアルザスのストラスブール

では五千人︑サイトから南ヘニ十

発電所

栄進化学株式会社

総

一

W級加圧水型炉建設の堕号でそ
の動商が格別注冒されている も
の︒第二弾は岡じくフェッセンハ
イムの二弩機︵堅気出力八十九万

万五千KWのビュジェ毒機で︑

KW︶︑三雷撃は電気出力九 ＋ 二

それぞれ三か月の間隔をおいて運

これについて︑このほどビュシェ

この煩雑な行敷手続はメーカーに

五号機周の圧力容器を積出したシ

とって大きな負担になっている︒
鋼の蒸気発生器の配管とステンレ

ャロン・シュール・ソーヌ工場で

れた︒サイト到涌は予定よりも

七三犀一月︑圧力容器の加工に蔵

ス鋼の一次系回路の配管の溶接が

は︑冗談まじりに﹁作成書類は圧

奪近く遅れた③サイトでは台金
は圧力容器も到臥して据え付けら

醒したが︑ウエスチングハウス社

きわめて難しい課題だった︒また

力容鍵と同じ重さだ﹂といってい

場内に研究開発班を設けて修正設

れた︒七五奪四月にはタービン交

が※国の標準事故計算法の新規規

炉の繍助回路のエルボ︵曲管︶の

計を仕上げた︒これにもとづいて

流発電機の据え付けが始まり︑四

溶接佳上げが不十分だということ

る︒

機の固定子が恥辱︑三九〜十月に

か月後には機械整が完成した︒し

リ⁝のピンの数を十五×＋五から

準にしたがって核無料アッセンブ

がわかった︒溶接をやり臨し︑こ

発生器︑七四年七月には交流発電

かしこのあたりまで比較的順調に

十七×十七とした︒この結果︑圧

フェッセンハイム一号機の臨界

転を開始する予定になっている︒

格出力運転を認可しないよう要養

遊んでいた工事は欠陥の発兇や設

のため一次系圓路の水圧試験は七

は︑その運転開始阻止を期する反

六詩のミュルーズでは三千入が集

する陳塙書を学渡した︒また事故

儀なくされ︑EDFは追加契約六隼三月に繰りさげられた︒ED

力霧器の内部構造の大幅変更を余

対運動のなかで達成された︒この

まって原発反灼の気勢をあげ︑ロ

計修正などで懲に遅れがでるよう

写翼はフェッセンハイム原子力
ているQこの地域の反対運動は国 になってきた︒加えて七五薙五月

原子力機器の浸透検査には品質の保証された
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聞

業

力

原

霧

方で﹁燃料体を厳り外した

﹁自誓対策﹂については︑﹁む
つ﹂の係留位置が窪まってないの

そして﹁あとがき﹂で﹁むつ問

で判断しがたい︑と指摘︒

の原子力行政に対する不識感﹂と

題を鍛も難しくしているのは政府

批難︒原子力船の開発に国は︸讃
の安盆体制の確保と技術的問題の

とが必要︑と指摘している︒

解決を図って大力の命悪を得るこ

最後に︻捉議﹂として①委員七
人から︑蜜全確保のため燃料体を

原子力発左軸から放出される温
排水を利用して提熊事業を行なっ

ア・ニロチカの温海水査髄試験で

いわれるアフリカ慶淡水煎テラピ

取り縮んできた世界でも初めてと

いわれる熱帯魚テラピア・二輪チ

十六度が生待のボーダーラインと

原発温排水も約十八度しかなく︑

で三︑四十勲く一菌程度にまで旗

期待でき門条件さえよければ一叢

に水温が上昇すれば順調な発商が

長ずるだろう﹂という︒

岡事業所では短期間での飼膏に

カにとって極めて厳しい環境とな
っているため発胃も必ずしも十分

約五薦匹の海水關化に成功︑養魚

会が春の年会

曽需＝＝冊

珠瀕

四月七〜九日︑近大で
醸本原子力学会の昭和五＋二戸

回が十五國囲︒期間中には原子炉

指定する職員の立合いの下に︑職

人も封印又は装躍を正当な理由が

又は装観取付けができるとし︑何

用の感銘的な遂行に支障を及ぼす

掴定によって康子力の開発及び利

に和胴されるおそれがないこと＠

模査再処理施設のうち総理府令

上の董輩に適會するもの︒②定期

その控能が総理府令で定める技術

方法に従って脚行なわれること⑬

④工購が認司を受けた設計及び

いる馬形雄置物の隈さは二〜四綴

類が墨籍となり︑これをおおって

①北部は安山籍損︑南部は砕屑岩

が︑また︑蓋崎町寺家については

か︑門大学における原子力﹂なと

件の研究発表が苧定されているほ

画る︑これまで鍛筒の鰻蕩九十八

ど昭和匹十六黛の四琢十六件を上

く計画だ︒

一騨鱒卿鱒日︸

N度

ルを淡め研修集を勢隠する︒

二年獲原子炉部門研修スケジュー

トープ・原子炉研修所は昭和五十

日本原子力研究蘇ラジオアイソ

原研・研修所

原子炉研修
︑計画固まる

一嘗卿胴一一

した薦にも積極的に取り線んでい

の稚魚の供給をも囲指して︑こう

国の原子力発電所での温水羨魚へ

いとみられることから︑将来は全

世より海水に酬化し︑生命力も強

卵︑ふ化に成功すれば︑一覆は一

り臨んでいきたい悪向︒また産

ギに続いて岡魚も企業化試験に取

乗ってきているクルマエビ︑ウナ

関係蕎の関心を集めている︒海水

一蟹；＝庸︐﹁

成功すれば︑すでに順調に軌道に

曽縣一

でない状態だが︑春の訪れととも

一冊一

拒絶反応〃により

麟化の課程で
二が死滅︑冬場の

低水漏期を迎え稚魚が十分発育し

租角の約四分の

いるものの︑実際の海水を使った

ない︑など問題点は多く残されて

実験で岡魚が生き残った例はな
く︑予懲される食糧危機を救う
新しいたんぱく源の一つとして世
界的に注隠されている魚だけに︑

現在︑海水が最低温度となる晴

今後の成果が期待されている︒

ている温水戚勲開発協会潮海掌業

二＝＝鱒

所は︑同協金が今矩度から新たに

二一憎一＝

期にさしかかっており︑このため
二一＝＝

のボーリング調齎と電気探査を実

については①陰さ三層の粘土混り

旛した結漿︑まず高塵町小浦出

二となるが︑新鮮な部分では五〇

核原料物質︑核燃秘物資及び原
際規繭物資を使胴して箏務勝に立

おそれがないこと◎二業を頑確に

上︑原麓︶︒

銀︶︑国分郁男︑水上利正︵以

鎌

醜

考えるためのi環境づくり

繋︐霧

溝・

灘

麟・

⑱原子力PR館の企画・設計・施工

騰．

鷲︑

藩

罐

趨原子力機器類・プラントの模型制作
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彰
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︐

を下すことを避ける
取り外してから修理・点検すべき
二＝欄＝

む概略調査でわかったもの︒この

委託して行なったボーリングを含

部を

なく取り外し︑又はき損してはな

遂行する技術的能力及び経理的基

鑛

議への参加ほか︑スイス︑仏︑西

卿ご

嵐沖

蕪︑餐

膳サイクルに関する瞬暴食議﹂が

O6−2514141平542
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研究娠

賛否の意見︑各論併記
﹁燃料選抜き修理﹂を提言
久保勘一・長崎県知禦の私的諮機関である﹁長崎県原子力船﹃むつ﹄の安全性に関する研究委員
会﹂︵会鐸︒隅島艘三長崎穴医学部教授︶は二十三獺︑長崎帯内で会合を開き︑﹁むつ㎏修理・強剛

の安金性についての報告轡を謹とめた︒同型欠席した委員一人の慰兇を岡島象擬が電話で聰織した

断

うえ︑二十四臼︑知琳に箸細する︒報謹講は︑諮問賢項の安盆性について︑修理受け入れ賛成︑反対

双方の側の推懸詞員の慧毘の両論を併記︑
後︑修理・点検を行なうべきこと﹂などの提醤を盛っており︑知饗が答串をもとに︑県議会︑地元団
との提詣があった②係留候補岸壁

地点として濾囲されてきた

りそうだ︒

昭和三十八蕉以来実施している原

も︑その実現へ向け新

原発構想

の立神岸壁は米軍との共用旛設で

調齎の対照となったのは昭和五

あり︑現状では適当でない③耐衝

十年度が玖洲亜鋤屡町小浦出︑昭

つ﹂内の放射性物質は響封状態に

突構遣は設計嶺時より船舶の大型

けたあと︑辻佐世保帝長と無二調

られない②傷理期開申の炉は宋臨

ではない②既存施設だけでは周辺

なり︑放射線管理上問題となる墨

整し︑桑議会の葱を体して累とし

昨葎十一 蔦 二 ＋ 田 ︑ 知 購 の 付 託
界状態に保たれ︑応力纐食による

蕎を政府に國幽することになる

たな潟薩を迎えることになりそ

燃料破損は霧えにくい︑とする反
化︑渦速化が進んでいるので再検

箱五十一隼度が同町と三斜町嵜家

を受けて以降五繍延べ七確聞にわ

環境放射能モニタリングは不十分

討が必要llとの読解を打ち出し が︑ 燃羅体抜き の新たな 宿

地質的には好条件
石川県珠洲市が原子力発電所立概査で碗らかになった︒これは通

獺櫨通産省の概略調査終る

上画付近では部分的に十五〜四十

砂礫で椛成される段丘堆積物の醸 年会が四月七一九Bの三日聞︑東
子力静電所芝地調竃委磁制度の一
下に新鮮な昆岩が現れる⑧地盤の 大阪帯・小蕎江の近畿大学で開か
環として昭和五十︑五十一年度の
x閣︑資本工業立地センターに 硬さの目安となるN燈は︑纂岩の れる︒
原子力学会の﹁春の年会漏は今

地としても罠好なことが経産雀の・産省が長期的︑全国的な観点から

@

の範囲にわたり三本︑延べ八十摺

ての﹁むつ﹂修理港受け入れの諾

たる検討をもとにまとめられた報
面﹁健盒性チェックのため
で再検討が必要③現地での迅速な
ている︒

う︒

却系のイオン交換樹脂のサンプリ
放射龍測定の分析︑評価体制を配

の二地点︒いずれも海岸線六〜八

告欝は︑①燃料体②修理・点検③

ングによる放射能測定をすべき﹂
慮すべきだ︑としている︒

次冷

環境対策④郭故対面の﹁修理鹸に

との意兇もあったと述べている︒

日本原子力学

おける原子力船﹃むつ恥の修理・

﹁修理・点検﹂では︑﹁上蓋を

百癖︑内陸へ向かって葺〜七二㌶

点検に係る安金性について﹂の諮

とり外さず工辮を行なえば︑より

厨がはっきりした段階で安全霧査

をどう処理するかが焦点にな

問に対する研究委の葱兇四項目

安金が確保される﹂﹁工懸盤施細

まず︑﹁燃料体について﹂は︑
を行なうべきとの恋見があった恥

題

に︑﹁あとがき︸と﹁提言﹂を颯

①炉心の核 分 裂 生 成 物 の 撮 や 金 属

﹁隈境慰策﹂の項では①﹁む

などと捲摘︒

子炉の規制に隣する法律の
ち入り︑帳獅等の検査︑関係者に

らない②総理大臣は︑立入り検葦

以上となっている一1などの点 材桝五十七件︑炉物理閥十七件な

改正する法律案要網の概要は︑次

箸の襲務の一部を通薩雀羅は運輸

③N績は北部︑南部ともほとんど 総台講武二件︑﹁炉診断捜術﹂な

に限り︑核燃料物質等に試料の収

対する質問又は必要最小限度の撒

国際規制欝欝の使用に関する規

の通り︒

狂十以上を落している11などの ど三件の総盆報告︑﹁第九回学会
騰﹂贈騒武︑原子力機器展示会な

で定める技術上の鎚準に適遺して

点が鴫らかになった︒これらの調

いる︒詳細閲い合わせば日太原

ど多彩なプログラムが予定されて

礎があること㊥再処理施設の位置

査結露は︑いずれも両地点が原発

省の職嶽に行なわせることができ

いるかどうかにつき総理大海が毎

立地に有望で︑今後さらに詳細な

鎌ができる︒

再処

鰯一圃行なう定期横面を受けなけ

制の改正︵核兵器不拡散条約の実

構鵜及び設備が縫爾済み翠嵐︑使

ればならない︒③使用計麟

る︒

これらによって汚染された物に

簾践み燃料から分離された物又は

抵定情報処理機関の規定

再処理聖楽の指定等規定の

再処理纂業に蘭する規舗の改正

三

一

施に関する保障措躍協定の締緒に

①総理大臣は︑国際規制物賃使

子刀学食︵五九一一一九二七︶ま

用の状況に閥する補報の解析その

調査が恋愛であることを示してい

瑚際規制物資の纏縫鴛理

伴う娩定の整備︶

理立業暫は︑再処理施設の使用課

①動燃播業園及び原研以外

よる逗留の防止上支障がないこ
新設

で︒

野勇︵以上︑葉慰︶︑木村誓︵電

勲︵菓芝︶▽団員宇佐契武︑永

藤艸

▽団長

視察団員は次の通り︵敬称略︶

いるが︑このほど堀一郎東霞常携

発︶︑鷲原悦朗︵束芝︶︑山田周

綺由朗︵三菱璽工︶︑中川群︵三

を団侵とする一行十六名の団蜀の

った︒

菱原子力︶︑中野秀勇︵當士璽

治︑村田齎典︵以上︑照臨︶︑宮

視察団は四月三十臓羽田発︑五

機︶︑柳原康人︵石播︶︑二百農

顔ぶれ︑視察概張などがほぼ固ま

成︑派遣する講醐で準備を嗣いで

堀一郎▽副稠長

開発の現況を調翻するためザルツ

ることから︑地元孟禁漁原発立地

②再処遅事渠の鱈

ければならない︒

その他

ブルグ会議参加欧州視聚麟を鞠

画を作成し︑総理大隠に鵬け出な
③総理大盃は︑①の揺定または

三

定等規定の官設に伴い︑指定の欠

承認をする場台︑あらかじめ原子
力委員会の意冤を聴き︑これを憩

ザルツブルグ会議滲蒲

と︒

他処理業務︵楠報処㎎業務︶を指

潮塞

①鶴際規制物資便

σ

の取消し︑再処理施設の解体笥に

田本原子力産業会議は来たる五

欧州視察団
団員決まる
の響で再処理難業を行なおうとす

関して規定の驚備を行なう︒②原

月二田から岡十三臼までザルツブ

月工十日帰面するまで約三週闇に

開始等の届出︑台併︑相続︑撮定

る蕎は︑総理大駆の指定を受けな

制度の新設①使用前検査④薄

の②の基軸の

子力基本法箸の一部を改正する法

格条項︑変更許可及び麗出︑箏業

る︒その捲定量準は︑情報処硬業

定する暫に行なわせることができ

ければならない︒動燃箏業照又は

処理職業管︵爾処理の幻境を行な

律の施行に伴い︑

ルグ︵オーストリア︶で國際原子

一一再処理施設の使用前検査筈

切な計羅及び籔理が十分でないと

計縫鑓理規 定 が 礪 際 規 制 物 資 の 適

霧を遷確に遂行する能力があるこ

原研が再処理襲を行なう場合は

う場愈の動轡事業酬及び原研を禽

重しなければならない︒

認めるときは︑前須の認可をして

と②策絡の実施嚢携︑業務幽幽及

む︶は︑再処理旛設の工瓢及び性

うち⑳の基準︵技術的能力に係る

①主務大

能について︑総理大臣の検燈を受

わたり︑この聞︑ザルツプルグ会

立入り検蕾規定

の獺驚確請があった場合︑その串

力機関叢催の蕨子力発電と核燃

二

縷蒼その他指定情報処硬機関の業

部分に限る︶及び㊥の基藁の閉園
につき︑原子力安全委員会の噸見
理施設を便用してはならない◎再

査に当たる︒

独︑英各醐の閥係機関を歴読︑調

更していなければ︑画定してはな

とあわせ欧州各騰における漂子力

一︵霰機工業会︶︑加藤和男︵興

臣は︑この法律施行のため欝欝限

け︑倉齢した後でなければ︑再処

①総理大康又は圏

請が次の④から㊥濠での鍵華に適

その他

務に対する監藩規定等を定める︒

原産派趨

はならないとともに︑変更命令及

の承認を受ける②総理大阪は︑①

再処理施設の設罵につき総理大獲

なければならない②総理大臣は︑

定を定め︑ 総 理 大 距 の 認 可 を 受 け

計騒及び管 理 の た め ︑ 魏 魏 管 理 規

用者等は︑国際規制物資の適琵な

に関する規定

〜
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損など大きな欠陥があるとは考え

学的見地か ら 判 断 し て 燃 料 体 に 破

久保知壌は二十四田︑答晦を受

えた六項翻からなっている︒

依の意向を反映させてどういう最終渓断を下すか注騒される︒

温水養魚開発協会
開かれるのを機に︑これへの参加

を融くものとする︒

は︑禽格とする
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移動を監視するために必要な封印

際原子力機関は︑国際規制物品の
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臼太にも授術導くされて︑慮動盛

が波頃されているQ例えば胃酸イ はフォートモータ⁝で実胴化され

電子綴照射による塗料の硬化法

社が企堆化している︒

基づいて︑鉄鋼焼結炉の排ガスの

の分解である︒しかし︑現在のと

オン︑フェノール︑染料︑洗剤箸

ている︒溶接を用いないクリーン

メーカーで鑑産ラインに組込豪れ

庸陰汚躍法の銀閣できない廃水中

的な研究が行なわれたQこれらに の陽染物質をも酸化分解できる点

方︑殿研と乗大を巾心として星礎

殺すことができる︑スラッジの容
処理のため︑磁子線加速器二台を

ころ必要線雛の大きいのが問題で

が︑放豹線を利嗣した高分子凝集

水処理への間接的な利器である

フランスのジック︒パリゾー社で

非窩にすぐれているという︒一方

くであろう︒豪た︑塗膜の強度も

鱗 騨 螺 譲 難 矧 り わk放射線プロセス利絹の現状 ζ 今 後 の 新

5多

一

原研と荏原製作燐が共同開発し

5φ多一二
一

多一

う一
二

二

ジ 一 多〜ノノ多

木46に液状モノマ；を含浸させ

た状態で放射線を照射し︑重合す

る方法で作る木馨と高分子との複

﹁方︑従来から多くの研究開発

り︑実用化は今後の課題である︒

に位置するアーコケミカル往の囁

化されている︒ピッツバーグの西

一

高薩で実施しているプロセスの温

が積極的に進められている高分子

フ

度を下げることにょって︑エネル

材麟分野での放射線プロセス和用

一多多 多多多一 二

長や収穫罎を調べた結果︑従来の

一

ギーを節約できる可能性がある︒

る高分子材料の放射線架橋の企業
化は︑電線被覆材料の耐熱化が餅

あかがし

とメ

用工場では七十万腕のコバルト60

チルメタアクリレートを原料とし

を線源として︑

てWPCの床材を生腫している︒

蔽材として矯いるとともに反応熱

っていることで︑水を放射線の遮

興味ある点は︑昭鮒を水中で行な

のほとんどが電子線法を採用しだ

カで過去五焦間ですでに七十五万

の除去も岡隠に行なえる︒アメリ

でも︑最近︑大手の電線メ⁝カー

も早くから実現しており︑わが国

レン︑熱収縮性チューブとフィル

り︑今後はさらに家具にも利用さ

平方綴のWPCの床が張られてお

した︒電線の他に︑発泡ポリエチ

している︒アメリカでの代表的な

ムなどの実用化が国の内外で拡大

ース社であり厳本では住友贈工︑

親秘性の良い医学用機能磁料の開

い材料研究の分野としては︑生体

放射線プ葡セスを利用した新し

会社はレイケム社とW︒R・グレ れるであろう︒

吉溺旙工︑東レ︑績水︑田東編工

〆ー φ多二r尋

発が薦娑であり︑わが国における

多萎〜

⑧機能雛勧分子膜の開発がすすめ

る材料の開発として⑦固定化酸素

あるQさらに高匿の機能を有す

橋による新材繕の開発などーが

集剤の開発⑥超高圧下の重含や架

〆玉

日本ではまだ実現していないゴ

などが積極的である︒

多

独創的な研究が強く期待されると

二 要ノ

ムの放尉線架橋もアメリカのファ

ター

ころだ︒
玉 多

イア・ストーンなど二つのゴム会

幅広い研究
で高い実績
現状

環境保全の分野では緋ガス処理

られている︒

を中心として廃水処理に対する放

射射

照照

験託

試委

◇各国の原子力関連レボート 約20万件
◇原子力関係ジャーナル
約1，300誌
◇充実した各種2次資料を完備
スと安い料金
◇迅速なサービスと安い料金

がなく悪臭を醤鑑しない︑スラッ

農作物の土壌は有機質の肥料を

積増加がない︑などである︒

て建設されつつあり︑今年巾署す

用いた試験袋置が鉄鋼連盟によっ

剤の開発が原研で進められてい

を用いて︑木材パネルの表面を塗

は二十ドAの低エネルギー加趣器

多

いるセルローズや澱粉系の成分を

都市廃棄物の中に多猛に含まれて

その実例としては︑露線被襖材料

！

アーコケミカル祉など三社で企業

分解してグルコースとし︑化学原

合縁︵WPC︶が︑アメリカで︑

料として再利用する該みがあり︑

では工業化が着実に進んでいる︒

阿

日本での放射線利爾の開発研究

企業が協力して進められている︒

いる︒その他︑照射技術︑線壁測

射線利用の研究に勇点がおかれて

は原研高崎研を中心に大学と民間

高分子材麟の分野では・①放射

定法などの基盤技術の開発も並行

線架橋を利用した耐熱︒難燃化露
線の開発②放鮒線重倉法による耐

して行なわれている︒

これらの幅広い研究の積上げに

熱・耐薬品性フッ素ゴムの開発⑤

よって工業的にも価儲の高い多く

原子力弘済会におまかせください

ジの脱水が容易︑寄盗虫を間謄に

Aの電子線によって︑︸日四酉立 必要としている︒この技術は資源

る︒また放電法に代って加速器に

なプロセスとして今後も傭びてい

ある︒

こと︑および乾式法であることで

と窒素酸化物が岡時に除去できる

よるオゾンの製造も興味ある課題

この方法の特徴は︑亜醜酸ガス

ぎには運転が開始される計画︒

の再利嗣の颪からも諸藩が大きく

ある︒とくに窒素酸化物の除張法

わが国でも箪愚に換討をはじめる

は化学法でもまだ確立されておら

夢話処理したスラッジを肥料と

方層のスラッジを処理できる︒

造説された竈子線照射を利訳して

うし蒼脅歩の濡開発のなかで︑い箋灘蕩処饗影野全︑癒分野の旗㎝

燃焼甥ガス中の亜硫酸ガスと窒素

である◎オゾンは水の殺菌剤など

多

必要があろう︒

海難と周穆度の効渠があること︑

ず︑この法に期待するところは大

して試験的に農作物を脅成し︑成

加強殺諒したスラッジよりも効果
酸化物を岡時に除査する技術は︑

として今後歪螢性を増すであろ

α

の大きいことが明らかになった︒
きい︒

手として放射線プロセスの利用が大きく浮かび上ってきている︒そこで今圃は臼広原子力研究

パイロット・プラントであるが一

さらに荏原で大規模な試験装置を

〜ノ

装する工場が稼働している︒

新しい領域での放射線利用が注露
加熱殺菌法に比べた利点は︑装羅
設置して︑実用嘘を検討した︒一

二

う︒

臼に百二十立方綴のスラッジが処
の腐触が少い︑窒素化禽物の分解

廃水処理に対する放射線利用は

をあびてきだ︒すなわち社会的要
理できるという相当に大がかりな

省豊原

の放射線による架橋や塗料の露子

多

ものである︒試験の結果によれ

し颪万分の一程度に減少する︒し

・

都市廃棄物再
利用等に期待
その際放射線照射によって分解反

線による硬化がある︒いずれも従

／

唱

まず︑ポリエチレンに代表され

応が促進され︑かつグルコースの

多一

ネルギーに嘗与する技術としての

講の強い環境保全︑雀資源︑雀エ

P一Ω負二食一口負ΩρΩ食q＾闘自轟負口Ω臼Ω禽一口食臼良自百良亀

．廃水︑排ガス⁝

を効率処理
ば︑三頁詩ラドの照射によって病

ルト60と三百台に近い判子線搬速 法で処理して浄化する際に︑余瑚
かも︑スラッジを炉過脱水する際

源函などの微生物は効粟的に死滅

汚泥︵スラッジ︶が多難に発生す
の抵抗が約半分に低下し︑游過し

都蒲下水や工業廃水を湧性湾泥

る︒日本では︑これを瀕過脱水し
省資源や資源の再利用は重要な

男

必要がある︒

線法の採用による改茜を演討する

鍵
﹂

の成果が生まれており︑世界にお

⑯3τ9一τ1

利用分野である︒

器が︑医療器異の滅菌や放射線化

たのち焼却する方法がとられてい

﹁環州境﹂コ省資源騨へ威力

冨

︐

④低温放射線躯愈を利用した萄機

ける放射線プロセスに関する申心

放射線架嬌による水性塗科の開発

ガラスなどの開発およびシリコン

的な研究所として︑原研に諜せら

ぞ370−12

環境保全・

学プロセスに工業的に利用される

るが︑資源の有効利用の点からも

末

日進月歩の研究技術開発
縄墨覇㍊難嗣町

︐︑

︑

！

多／

多一︑ヲ

コーティングや防曇性コーティン

い︒

れた麟の内外の期待は非常に大き

系モノマ；の勇禽による耐摩耗性

の放射線滋禽を利用した高分子凝

グ材の開発⑤アクリルアミドなど

貝掴法人原子力弘済会

財団法人放射線照射振興協会

世界で五千万犠にも達するコバ

ようになった︒放射線利絹が工業

必ずしも好ましい方法とはいえな

やすくなる︒

技術として藩実に根をおろしっっ

そこで︑これを有機肥料として

い︒

あることを示しているσ現状では
アメリカが最も濫んでおり︑臼本
がこれに次いでいる︒
土地に一戻し再利用することが響え

れている病原菌や寄生虫卵などを

放慰線工業利用の従来からの主

ン﹂で代表されるような工業材料

的な殺菌方法として︑放射線利用

殺しておく必票がある︒その効累

られる︒この場禽スラッジに含ま

の開発︑②医療器興の滅菌︑およ

要な分野は①﹁架橋ポリエチレ

び⑧食品保存︑である︒すでに多

H

E鞭

一

産

収率が掴上するとの研究がある︒

たものである︒今後さらに従来の

来熱を用いて筒温で行なわれてい

社会的要請となっている︒このよ

豪た︑璽磁酸ガスの為効利用にも

同様の目的で︑アメリカのホス

難船したい︒

が注目されている︒

うな観点からの放射線発奮として

省エネルギーの観点から放射線

〆易

卿
養く

ノ芦「一一＿噂水

原子力文献情報のトヒスは

放射線照射の利用

くの工業プラントが稼働し︑拡大
トンの下水処理蠣の︸角には電子

は︑使用済み︑または規格外のテ

プロセスをみた場含︑常温で種取

懸！

／麗氷認

ドイツのミュンヘン郊外に四＋
五万犠のコバルト60を線源とした 線加速器を線源としたスラッジの

フロンを放財嚢照射により崩満し

一1

昼しゴ紳存1王燃器

しっっある︒新プロセスの開覚を

照射試験装置が昨庫建設され︑M

一

，クリート藩へい

鉦

臼本原子力研究所内

プロセスの見霞しを行ない︑放射

臼標とした研究も各国で競って推

ITとハイボルテージ・エンジニ て得た粉末を悲運材として再利嗣

II

匪謝室
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転が続けられている︒この装置は

I

t

@
情報サービス事業部
?城県那珂郡東海村 TELO2928（2）一5063

TE王」

照射装置︵図一︶が建設され︑運

一方︑従来の分野とは異なった
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町

進されている︒

躍子線加速器を利用した燃焼俳ガスの大
型蹴験装置（荏原製作所）の全盤

力
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する方法が臼本およびアメリカで
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四月早
第一

吹交渉

と超党派議員便節団派来の協力要
港摺と会い︑この力剣を報鋸︑酋

院内で國磁窟房長患をまじえ禰銀

撰方二号炉

は︑際加豊野学府間で交渉が薦め

万KWとなった︒

この日の外楷発進は鷹上︑大内三

ず︑外交交渉が続けられていた︒

濃縮に当たっての同意のとりつ

＋七万⁝二千KW︑蕩中細吾移転﹂およびhカナダ魔ウランの

ないが・関係筋によると︑門ウラ

らかにしたもの︒詳細は明らかで

階氏の籔疑に応え交渉の経過を明

ン縷縮﹂については照本側の酬え

炉用に縫われる敷料︒材料などを

技術を凌駕以内に確立する必難が

を開発する③霞化体の工学賠蔵の

わが鵬の条件に輪台つた処理技術

方針︑総合撹進誹画の企雲立察︑

題だと指摘︒放鮒恕罪斑物蟹理の

核的組織を設けることが緊急課

携進を点ることができる強力な中

総体制を纏織化し︑整舎性のある

処分に関する環樋的背景につい 雛甕の技繍発．選叢ど薩︑黒藻などからわが国黒

で冷獺し︑冷却肋ヘリウム入口温

あり︑このため郷学貯蔵試験施設

関係各衡庁間の効寮的な遡携︑調

屍にあるのも瓢実︒こうしたこと

胎毒婁ではこのほか︑小林逢︑

承認には間に禽いそうもない︒

大内旗門が米原子力政簗の方向と

から政府は議員使節団を派米︑※

の画道︑東海蕩処理施設の擬漿晃

わが羅の原子力再発︑対米交渉闘

議会に働きかける方針とした◎
田米政冷間交渉は︑米新政策の

を擁に第二次

通し・英仏両国への再処理蚕託交
鱗前協議

される

府の対処方策などをたたした︒

渉等々諾品題をめぐって質疑︑政

骨子が固まった段階で握示が予想

になると毘られる︒来瓢政鍛が罵

X耀犠罐︵千々谷

二八九二︶に﹁科学技術斤僅賀顧

六四六番地︵露〇九州葺七一三一

化するため︑佐賀県唐津市江川町

金を期し︑地元との連絡体制を強

力施設の安全確保と環境傑全に万

科学技術庁は︑玄海地区の原子

科技庁︑佐賀連
絡事務所を開設

交渉に移り︑懸案調整を懲ぐこと

処理延期を打ち出す場禽には︑索
海翼処理工場の国際螢察モデル化

に交渉

案や余剰プルトニウムの国際管理
譲歩案

の野点が移ることも予想される︒

黙など田氷劒の

日加協定改定

実質的に合意
亭騨婁て鳩山外梱
三十鑓の衆議続予簾薄霧象︵煉

難

さ

﹁

・︐轟・黙

A︑酷．

曽爾劃盤

いきどま

一鞭到即

−

冨
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霧
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購 麟︑磯楓織

原子力産業の発展に貢献する

価は︑初鎌度でKWK崇たり約八川蟻二委員擬︶で鳩総懸 郎外棚

改定間題に関し︑﹁改定交渉は実

られている田歌原子刀協力協崖の

質的な禽態に達し︑霞下︑愈悪が

円八銭になるという︒傑子炉は︸

二得炉は︑昭租五十璽二月の第

七億題をかけ︑昭租流ゐ⊥ハ銀十月

和利爾が陶欝されない㎞暴拠熊され

であることを宅張︑動燃璽業喜喜

が麟の原子力関発にとって不肖欠

処理エ場蓮転の岡意とりつけの糸

いても両蓄聞で歩み窃りがあった

方がほぼ採用︑

ついて﹂と題する中間とり議とめ

ているような駕堀暦がわが國には

て︑先聖諸外暇の多くで期待され

を建設し︑データの掻横を麟り︑

犠﹁むつ﹂受け入れへ
ベル放射性廃解物処理・処分対策

みかえり条件

がさきに宇野撰窟に打診した畏崎

戦野線装軒陰工の

の詰めに移る︒

↑Eし乗藍279−5轟喬1（大f允衷〉

号炉の爾に融解して設謙される︒

六∴1六圓磁講審で承認された後︑

ついて作業が進められている段階

できた論点の協定への盛り込みに

設置を許可

瀕子力転職会による療子炉設置許

解職葺月設躍許鶏山甲講︑六月から

総理大臣
禰田総躍大臣は三十灘︑陽麟電

田加協憲の改定交渉は一月二十

だ㎏と述べた︒

力・研方阪子力発露所二輪炉の設

いた︒岡嬬は︑原子力発露断建

斑基準の適倉性などが騨蒼されて

れ︑この際︑保証描置体制や核物

六藏から二月一日まで東駅で行わ

五賑飼け﹁設認簸磯に適禽してい

目︒これによりわが隅の原発は︑

設許司ベースでわが国第二十五番

蹴に関し︑原子力委員鼠から二十

炉設罵を誓事した︒同炉は岡一号

る﹂雷箸陶があったのを受け︑岡

運開霞標に懸垂を進める︒発鑓原

ていることをテコに︑簿処理を要

をみていたものの︑﹁技術憐報の

炉と同型のPWR︑亀気出力は五蓮転中土二箆七闘四十一〜万八千K 質防讃対策の強化など諸点で愈慧

第﹁次政府交渉団は︑科嶺技術

ループ報億﹁原子力問題と選択﹂

とする核薮蔭サイクルの確立がわ

十山ハ万六千KW︒総工費飛箱六十・ W︑建設申は一心増え十二塾壬

通鵬︑外務の憲織庁の実務家レベ

に逐一茂論︑﹁蒋処理・筒速記計

なる︒また核防条約に加盟國の平

度八頁農C︑出勤温慶一千慶Cの ト︵付着︶試験などを窃盗︑昭

口をつかみたい霧凡︒〜方︑米政

という︒作業はかなり手間どるも

もの︒

を行ない①わが国の地騒処分の翻

地下水などの特殊な当然環境条件

存在せす︑地毅︑火山︑地殻変動︑

功後の技術開発に反映させるなど

整などを行ない国際協力推進の一

門技術移転しにつ

和葺十年代完成圏標の多罠的実験

麿はわか国の軍和利用徹底を十分

ようで︑今園鼠への薪協定上程・

状犠で薫懸閲連続運転を行なった

炉の詳細設計に反映させていく藩

承知しているとはいえ︑対外政策

もので灘外から注

料胃岡撮籔金試験︑

然釣︑社会的環境は極めて厳しい

を有し︑さらに稠密な人口および

元的窓口ともなる常設機関﹁高レ

︵温麺鍾大涜ガスループ︶

上山本だけを特別扱いしにくい状

この一千度C達成は︑西独で運

転中の商湿ガス実験炉AVRでも
千度Cの条件で照射 実透しておらす︑

TR︶炉内に浅紫のOGL−−
1−を
炉内管︵薩径十四・六律︶の

囲されている︒原

これにより発生しだ約

の置十MW出力レベルで燃繕体を 欝欝継続蓮転︑燃
燃やし

け偏の︸薫については二一をみ

々にもワシントン入りし︑※蟻局

爾延期﹂の論拠を突き崩すことに

李痩された来二十︸人の豊門象グ

ルで構成される屈込みで︑四月幽

にカーター大統領から鶴田齢欄に

蕎と揖衝を始めるQこの折衝で先

穆も了承した︒

超党派硬節囲派潔も蒸器
政鳴は先の臼米薗脳金談で継続協議に淡まった使用済み核燃料の蕩処理闇題について︑二＋九鐙︑
今後の灼米折衝方針を協議︑その結漿①政窟交渉団を阜急に来国に派遣することとし︑その人選を懲
ぐ②※議会属主︑共和癒党に働きかけるため超党派の三会議員使節団の派米を圏会に要請する︑との
対憾策を決めた︒政鳴の第一次交渉鐡は四月初めには姦才との交渉に入る︒しかし麦藁虜酸類醐会対
策委員擾の仲介で行なわれた三十日の衆院議運覆理説会では二会議員徳節磯派遣の結論はもちこした︒

日米首脳婁談後︑政府は日米間
請を決めた︒岡田閣議後三閣僚が

千度C運転に成功
実炉と岡じ

多目的ガス炉開発で躍進
鷺本原子力研究勝は︑蕊月三十

画︒

榊＝＝輔一冊＝＝＝一一＝一＝一一＝＝＝幽貫胴一鴛＝篇︻＝箒；隔一＝＝＝営瓢＝＝算翼一冊闇＝Z＝＝瓢開一＝胴讐＝＝二騨騨一鳳＝＝＝＝＝一一＝一皿旧習＝二＝国国一脚圏＝認謄隔＝認＝＝＝鑑＝圃隔闇需扁π柵＝刷＝一幽＝鼎凹二＝冊＝＝＝冊＝隔篇

の継続協議になっている使用済み
核燃料再処理間題の対来折衝方針
を協議するため核燃料対策特別会
議︵宇野科学技術庁長官11議長︑
田中通産槽︑鳩山外相の三閣瞭で
梅成︶を発足さセる一方︑原子力
委員会にも関遡践間代表を豪じえ
た再処理聞題懇談金を設けて対処

中に︑蔵愚婦︒四撒く長さ八十撃

研では︑今後︑岡

臼︑大洗研究所繍料試験炉︵JM するための装置︒試験は︑OGL世界でも初めての

用いて実施した多感的高温ガス炉

の燃料休三本を黒鉛ブロック内の

対策会議の三会舎には︑三閣僚
のほか井上︑噺関雨原武力委員︑

ロヘリウムガス温度

粥燃料試験で︑同二十七照年前出

策の極討に入った︒

有沢原産会長︑松根経団遡エネル

した︒

購開連続運転に成功した︑と発表

ループを豪いて︑
千度C︑颪 三つの無入孔におさめ︑3MTR

ギー問題対策委員長らが出直︒講

日に開いた再処理聞題懇談会の審

を探求するなど柔軌に対馬し︑わ

②処理・処分対策は幡広い呵能性

塵凝分布などの社金的環境条件も

ついては多くの司能性を検誕しつ

積極的推趣を興る④処理・処分に

Pプレート・アウ

四十五KWの核熱を純枠ヘリウム 燃繕ペレットF
OG L − 1 は ︑ 陰 欝 的 蕩 温 ガ ス

ず芽上原芋力委員擬代理が二十八

議経過を報衝︑このあと米側との
折衝方針を協議︑政府交渉団派蕊

ていく必要がある③鰹禽性ある対

が國に醸も適した体系を潤み立て

患濠れているとはいえないなどの

つ遮めていく必要があり︑群分離

町

心的組織を設けることが急務ii 状況から地層処分はわが瞬にとっ

策を推逸していくために強力な中

て罪常に厳しい条件にあることを

原灘では︑こうした二水的な考

相要請︵﹁む2修理描について
認識する必要があると指摘︒こう

饗と﹁抜かなくてもよい﹂とする

燃料棒抜き﹂答串を受けた久保知

辻佐世保市長は︑三十日︑﹁む
同検討会は︑放射性廃棄物対策

と海洋底埋設処分などについても

の禽瑚を延畏︑三十臼中にも諮問

などの蕩え方を打ち出した︒

積極的に検討を進める⑤髪際協

る︒

案を総務委員会に付託︑三十一臼

の協力依頼︶以来︑約一更一一か月

力の鐙要性を諏識し︑わが薩独霞

え方にもとづき︑これをどう轟依

つ﹂受け入れのための諮闘案を市

した状況のなかでわが国がとるへ

の処理︒処分技術の藪積を蹴りな

的に編めていくべきかについて引

推進本部︵仮称︶﹂を設議するこ
のうち簸も璽要な問題の一つとし

いては総禽的な観点から調査︑検

き欝欝策として①地層処分につ

がら先進諸外圏との技術交換や共

とも一つの案だとして提璽してい
て残されている高レベル放射性二

同研究の実施などへ痛罵の努力を

つ﹂安全性に関する研究上出撃の

これにより︑先の鍵隔緊の門む

っていきながら検討を璽ね︑酸終 受け入れを淡議する段取り︒
的な見解をとりまとめていく計画

醤串とあわせ︑寒熱二月十日の首

黒帯長の慧兇調整︑さらには知製

ぶりに地元の受け入れ葱向が圏ま
物闘題に皐急に対処する霧島があ

に実証試験を行なう処分候補地

討．伊行ない昭和五十五葺ごろ家で

の本会議で正武に﹁むつ﹂膨理庵

ることになり︑今後の焦点は門核
るとの観点から︑放射性廃棄物露

払うiiなどが必要だと抵饗して き続き関係蕎との淫し薄いを行な

なった︒間市議会は二十九属まで

門家︑地古学の権威蓄らが加わっ

点数か燐亭逡為し︑昭墾馬繋田代

議会に提出︑提案理由の説明を行

て昨琿十一月発還︑勘来五か月を

巾闇とりまとめは鍛後に職レ

日本原子力産業会議の高レベル

国の厳しい処分環衡を考慮して場

だ︒

韻醗

、

ベル放樹性廃棄物対籏の推譲体制

使用滑核燃料再処理丁場、原

q瞬｝名・葭本揮発油株式会社）

ない、安全：と環境保企を最縷．

先にした原」㌦カプラントの設

愈『評

について︑厳しいわが国の社金耀

棄物処理システムの聞発を行

圏

タルマトリックス箸のより安定な

してきました。それら技術は原

最

合によってはセラミック勧化やメ

朋発においても各種放射骨廃

闘
いる︒

中間とりまとめはまずわが潔の

いて検討を璽ねていたもの︒

︵座長・田鵬葵三立教大嶺理学鄙 性廃藁物処理・処分のあり方につ

性廃棄物処理・処分対策の推濫に

教授︶はこのほど﹁萬レベル放射

豊霞な経験とノウハウを蓄画

東京都千代限黙大手町2−2一｝〈瓠大手町ヒル〉

耕・建設を行なっております。

理施設主工場

を残していま魂1−1揮は技術

＠騒羅株式會社解川本郎

∫力分野においても求められ、

嫌

一臨協夢

は、約半匿紀にわたり石油粘

準
君臨盛1

卦力発電所の放射件廃棄物

使綱ノ済核蝉料再処

処理装置など、数多くの実績

ラントの設註・建設を丁がけ

／

〆

縦｝Tン沁ア1ルク

製・石油化学をはじめ各種iプ

〜．
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々
畢々に実証試験を闘始する②わが

原産・検討会が中間報告

かけわが国としての高レベル放射

「中核的組織設置を」
放射性簾舞物処理︒処分検討会

高レベル放射牲廃棄物対策
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田

﹁再処理など凍結を﹂

一十一日

すべきだとするその結論は︑ある程度予想されていたこととはい

的な影響を与えたり︑エネルギー

コストの変動が経済や駄会に決定

の関連について︑﹁エネルギー・

報告爵はエネルギ⁝と経済挫会

難点をおくべきである﹂︒

とくに核兵盟の拡散防止に澱大の

影響を十分に考慮するとともに︑

あたっては︑経済的および社会的

ない︒原子力発鷺に関する決定に

り大きな関心を払わなければなら

の関係において︑核拡散実題によ

問題に関する淡定および諦外国と

ろげることである︒※国政將は核

は︑核異器生産国増大への道をひ

﹁原子力発電に伴う最大の勉険

覇魏魏

注目される内外の反応
米国が今後とるべき新しい漂子力政策を検討していた﹁原子力政策研究グル⁝プ一は三月
その結果をとりまとめてカーター米大統領に提出した︒この報告君は︑基本的に核不拡散の観点に立

凍結

って原子力を見つめ蔭したものだが︑再処理︑プルトニウム・リサイクル︑高速贈殖炉など核拡散に
つながる恐れのある技術を

と予想されるところがら︑この報

え︑内外の原子力開発1一とくに米国のように豊蜜な資源をもだない譜国のエネルギー詩題にきわめ

からなる四十八バの報告欝にまと

て大きい影響を与えるものだけに︑世界の関心を集めている︒
この検酎はフォード財団の後援

触麟

英高速原型炉
試運転に成功
英国のドーンレイにある高速原

暮から六十五日間の試験運転に入

もの︒岡炉は現在︑検壼のため停

り︑熱出力六や万KWを達成した

慮されているが︑これまでトラブ

黎炉︵PFR︶はこのほど熱出力ルの多かった熱交換系統も講覆す

成功・電気出力も二十万KWに達 は運転の最適化を図って電気出力

六十万KWの定格出力藁葺運転に べき性能を示したといわれ︑今後

くことを残すだけといえそうだ︒

九六六府営工︑を定格の工＋七万KWにもつてい
七四無三月に臨界︑以来テストや

したOPFRは

萸原子力公社︵A廻A︶ではすで

に・PFRのコントロール・ルー

手直しなどを行なってきた︒昨琿

ムを模したシミュレータを設置︑

の教育を行なっている︒なお︑P

窩速増殖炉時代に備えて運転要員

FRの逆転成功により︑その墓礎

ンレイ高速箋二三︵DFR鑓熱出

としての役割を果たしてきたドー

W︶は閉鎖された︒写翼ほ上・P

力六万KW︑電気出力一万五千K

制御室を模したシミュレータ

FRとDFP︵右︶︑下︒PFR

測されがたい﹂との立場をとり︑

長期にわたって還らせることは懲

しにプルトニウム︒リサイクルを

し︑ここで報告窃が︑﹁日本およ

外と小さい︑としている︒たた

一に求めようとする期待を鑑外に

繕後半からの主流を太陽エネルギする増殖炉は︑核拡散︑核舞羅転

下︑愈理的な条件ではO・一％内 ギー供給の本命にすえ︑一一＋一世ウム・リサイクルに全薗的に依存
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[大統領によって腕璽されるで か︑また︑世界がこれにどのよう

能だ︑ときめつけている︒また島

告書にもとづいてカーター大統領 垂垂が経済や社会の構造屋根もと
のもとに︑米国の経済︑産業︑研一めた︒その内容は︑核拡散問題に
㎜
究機関さらにはカータ政権下の政
｢関心と懸念を示してきたカー がどのような藻難打ち響一奮変えてしまうような事警予
府関係暫など二十一人で鵬成され
原子力発翫のおくれは今世紀巾に

遅らせても︑その経済鮒影響は巖

速増殖炉の実現をニや一世繕まで

を軽減するために原子力に重点を

び西欧山嵐は輸入石油への依存増

う︒この限りにおいては︑核融倉

におわせたものとして憂けとれよ①商業化を急ぐことをやめ②基礎

用の可能性を贈大させる﹄として

は︵米醐に︶大きな影響は与えず
ニャ一世紀においても︵※国の︶

の湿

国罠総生塵の一％程度の影響に止

核不拡散

エネルギー疇情を背漿として打ち

ることは︑報告書に示されだ次の

地から原子力を覧暫したものであ

今濾の検討が

?うことは確実たが︑恵まれた に灼応ずるかが注覆される︒

われたものQこれまで世界が当然

政策が︑各箇のエネルギー政籏と

出される来国の思い切った原子力

る政策研究グループによって行な

のこととして進めてきた原子力の

南ア連邦でのフ

ジル協力協定︑

くむ西独ーブラ

供給保証﹂だけでは︑いかにも

二十溝前と岡じ﹁濃縮ウランの

年代とは明らかに趨っている︒

しかし情勢は︑たとえば五〇

四年蕃︶の後だが︑ちょうどそ
のころ︑来国政麿はエジプトと

ギーへ移行する

完とし︑また石炭から太陽エネル

を含め

として

グループは︑来国がこのような政

検討にあたった原子力政策検討

は︑それらを補叢示している︒
あるといえるが︑発展途上国につ

位認づけられている︒

発展

適当だとはいえないしと述へてい

クルさらにはプルトニウムを燃料

再処理とプルトニウム・リサイ

しており︑﹁プルトニウム経済の

な理解と協調が必要なことを認識

策を実施するにあたって︑国際的

いては︑エネルギー露嚢などを考

途上國において原子力発電が適し

ることは︑しばしば文申に

て核拡散とのからみから検討され的なコンセンサスを形成し・再処

とする増殖炉については︑主とし閣筆貞とその危険性について園際

ている︒経済性に関して癌霞さ一理︑プルトニウム・リサイクル︑
一

である﹂ことを報告欝の中で指摘

国のより慎重な治癒を喚起すべき

れるのは︑再誕灘よびプルト三高慮雛などの懸に関する各
ウム・リサイクルは︑発露コスト

わせて注慧をひく︒

報告識は繕殖炉︑太陽熱︑核融

の一〜二％の削減にしかならない

している︒さらに︑※国が新しい
として︑プルトニウム利嗣の経済

燃料の買いもどし︑低濃縮ウラン

原子力政策をとる場命︑使照済み

発は二〇二〇鰯頃には実現すると

とで︑周様に繕殖炉についても液

的価伯に疑闇を投げかけているこ
ってはこのことを†分念頭におく

の無論化には約蔭二＋鯉がの資金

べきだと提験している︒同時に︑

太陽エネルギーは二十一世紀後半

水炉にまさる経擬性を達成する見

を必要とするが︑LMFBRが軽

KWU︑アルゼ

提薦しているQ
には石炭︑壇殖炉︑核融盆と競含

フトベルク・ユニオン︵KWU︶

擁
ことだ︒報鑑需はこうした経済姓

︹パり松本駐在鼠︼西独のクラ

ンチンと交渉
は瑠殖炉と特認しうる灘能性は少

社は︑アルゼンチンと岡山第三番

ている事実を明らかにしだ︒アル

圏の原子力発秘所について交渉し

の側面もふまえたうえで︑﹁再魑

ルは核興器製造の危険を増大させ

理およびプルトニウム・リサイク

る﹂と述べ︑①※綴はプルトニウ

利用にとどまる︑としており︑一

方︑石炭については米罵の埋蔵鍾

なく︑地熱は漸増しようが局地納

合炉は二十〜世紀の前46において 込みはほとんどないと断じている

しうる司能酢があると派唆︑核融

体金属高速繕殖炉︵LMFB民︶の十分野供給力を持つことなどを

として︑原子力政築の策定にあた

禽︑石炭岩蓼狡術なと新技術の開

慧味のことばが終われることとあ

ているとは蕩えられない

という

つなぎ
慮すれば︑原子力が化石燃料より

研究に取り縄むべきであるlIと

軍和利羅について︑新たな観点か

慕いており︑これは澱善の選択で

国が関与する双務協定の勇視に

かけようとしている︒AECi

ランスの帯磁炉

古斜文の感を免れない︒※飼に

イスラエルへの発砲炉提供に動
き難していた︒インドの核実験

原子力

慧の場愈で国民総生薩の一％功

の予想外の結果に驚がくしたわ

〜

まるだろうと亭測︑経済的損失な

供絵繍の協力で補っていこうと

走り︑再処理そのものの善定1

けだ◎情勢を引き曝そうとする

さらに翌九月過は︑民差党の

出発点だったのだ︒翌七五庫の

一再処理無用論を最大のテコ

A︒スチブンソン議員から︑国 いう︑きわめて健全な立場を示

六月には︑七か国の供給國会

来麟は︑王A琵A中心よりも※

察を受け入れない國に難ずる原

議︵ロンドン会議︶も開かれ︑

際原子力機関︵王AHA︶の査している◎これが※園の論議の

子炉と燃料の輸出禁止法案が提

の搬初の臭体的な動きで︑岡議

あくまでAECと大統領の﹁無出された︒これが核拡散防止へ

員は﹁国際愚子力機関︵IA鷺 ている︒ところがこのころにな

に︑商業化の進行にストップを

思慮な﹂行動に対してだった︒

スチプンソンの構想が前進をみ

平和利閑が中東和平の孚段に使

JCA鷺が消滅した今の※麟

硬化させ︑NPTの加盟国︑非薄処理能力があれば﹁再処理の

受注という一連の璽件が来国を

引き受け僚誕脇を打ち列したか

は四千億ナ彦上あり︑社会的︑環

DU型の和水炉を希盟しており︑

ゼンチン側は三暑炉としてCA蕪

しているという︒KWUはブエノ

カナダとKWUの共岡建設を要請

ム抽出︵再処理︶を無期限に延期

運転を助成すべきでない③バーン

すべきである②既存施設の拡充︑

ウェル再処理工場は申止されるべ

のの二十一世紀初めまでの供給が
可能だとして︑石炭利用の新技術

境的な問題解決を必要とするも

開発を慧げと睡びかけている︒こ

速増悪嫉についても︑﹁プルトニ

きだilと勧告している︒また高 スアイレス近郊のアトーチャ原子

力発電所を建設した実績を持つ︒

のことは塁本的な方向として︑石

ハま

営業所

ノ

炭を二†一撒紀初頭までのエネル

540大阪布東区山之下町108U＄

本社絡8東京都杉並区浜曝山3−20

熟腋繭蔽騰認釜認
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謝心燃尋軸『貞貫

へ．、

㎜あいいれない側騒が多くなるもの ことばが焔実に表わしている︒

ら脅察を加えた結累を四部十四輩

再処理問題は日来蔚脳会談で
も結着がつかず︑※国の厳しい

姿勢が伝えられているが︑※国

われる︑それもNPT豪舶盟国A︶だけに頼るわけにはいかな るとつぎつぎに起きた新事態が

進してきたかに︑それほど農心

は︑これまで何を言い︑何を推

の大部分は技術の取樗一技術の

のとがを感しないようにみ凡

まった︒韓国︑パキスタンへの

外交特い︒1A君A加盟の憂⁝⁝十か国来国の態度をすっかり変えてし

権存のもとで進められることへ

門出1にだけ関心があるから フランスの薄処理技術輸畠・艘

への僕与がAECの
の反発だった︒議鼓はとりあえ

だ︒供絵国が共賢して行動しな

も知れないが︑それができぬか

あまりにも※瞬一国にしか通用

マ
㌔

産

力

原
のこの厳しさは何を葱味するの
か︒米国の本当の悪隈はどこに
あるのか︒いろいろな憾測が流
れているので︑事態の経過をも

ければならない︒圏際的行動と

ものの禁止へと︑※国は政策の

加盟瞬を間わず︑技術輸出その

る︒

ず平和利用の協力協定について

ともにいくつかの双務協定が必

縮︑萬処理をふ

議会の承認を要するという︑原

要だ﹂と握無理窃を述へ︑﹁大

混迷纏鱗鞭輝慧
子力法修正案を成立させたが︑

う︸臓ふり返っておこう︒
︑恥瞭で核拡散論議が起きたの

はまことにタイミング良く︑こ

はインドの核爆発実験︵一九七

れらの核拡散防止条約︵NP このとき議会の愈岡原子力委員

※因の冠機感は︑発電炉−核

せぬ論理であろう︒米国が平和

らといって再処理無類論では︑

で︑どの国かがまず提案し︑他

利罵に強引な態度をとるほど︑

百八十度転換に商かい始めた︒

穏やかな原案が︑本会議で修正

を土台にしていた核拡散防止へ

燃料帝場での独占が崩れ︑それ

T︶未加盟圏への技術移転がど 会︵JCAE︶が出した比較気
的隅核異験の取止提案と同じ

て︑次第に核防が実現していく

の国との大まかな含意ができ

んな危険をはらむかを証明して

の憂き謡をみるという前例のな

核羅縮の棚上げという米瞬の立

が︑※国の手を離

︵K・K︶

場の筆答も余計にきわ立ってく

規制力

る︒

れてしまうことへの不安だと震
っていい︒来国は自らが推進し

の

い事態がおきている︒事態は長

みせたわけで︑来國議譲はただ

る篶えも述へている︒

ちに﹁平和利用協力し問題を取

反発︑その権威のはく奪とから

このスチブンソン提案は︑工

AEA萱察を主体にし︑それをてきた﹁商業原子力発電﹂路線

◎SSD用（α線）サンプルチェンジャー

（Model

麟鎌継灘

やのリド

「

だへ
ろう
蕉のAEC−JCAE体制
のしと︑※国から呼びかけ

の行動に歯止めをかけようとし

い◎

詳細資料はト記へ御請求ドさい。
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みながら進行したと雷ってい
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つまり議会が反応したのは︑

た︒
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（Model SCW−3）

芝
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徳幽 曹 達 と 三 菱 金 属
近く 実 用 が 障 概 念 設 計 へ

通産省
逓産油の委託を受けて海水中に油墨に念まれているウランを鰹収︑梼錬する実験に取り組んでいた
徳山網目と三菱金属は︑このほど世界で初めて蔚四十九︑ザ醍．のイエ浦iケーキ液の採厳に成功した︒

大盤のウラン採取には工学的に数多くの闇題点が残されているものの︑実照化に成功すれば小資源国
諸本の薪たな活路の一つになるのもと期待されており︑通産衡でも晒和六＋銀代後半の銀薦一千ゾ程

ることになり︑通産省でも︑いよ

叡するかという工学的な段階に移

スが崩れてくるのは必歪といわ

ま推移すればそれ以降配給バラン

できるとみられるものの・このま

ぐる新しい動きから樗来必ずしも

原子力99の謎

語の璽

の商こうにある精殊な世

界を視くにはそれなりにネジリは
ら巻の覚犠が必敦となろうという

をかけ︑原子力発露や弥釜確保の

もの︒著葛はこうした壁にハシゴ

ーー潜※原子力三徳の焦点とな

用など広大な原子力の想界の展開

仕級み︑核融舎︑アイソトープ利

あるか偏﹁燃科ツイクルとは郷

か﹂﹁原子炉にはどんなタイプが

ホ爵は︑﹁量子力核反応とは側

に誌整をいざなう◎

となるとはなはだ心もとないのが

を通し

のくらいが突輪を理解しているか

科学煮の闘

か﹂﹁放射線と放躍能のちがいは
何か﹂など

難解な梢

生活とはかけ離れた

理臨は﹁施設の安金性が信用てき

ている︒多妻地への原発建設反対

慧識の飽濃いことを物語っ

反対

ないヒ纂一％︑霰射性騰棄物や

二七％︑﹁ふだん安全でも地凝や

温糞垂の処理方法に問題がある﹂

ては﹁もっと開発する方がよい憾

が︑皐故を占めてい

急劇で五五％にも達した﹁安全性

﹁嫁となく不安一一五％︒繭園の

災害に伴う購故が不安し二四％︑

が信幣できない﹂との慧識はやや

は

このほか︑原子力発電のしくみ

濾らぎ失地を圃復しつつある︒

九％←五〇％︶︑

が冒立つ︒

減っている︵二七％←一五％︶の

開発中止

ると︑開発捉進が大きく増え︵三

る︒五十無ナ月の赫縷調査と比べ

開発促進

﹁やめる方がよい扁一五％となり

菰O％︑門わからない﹂三五％︑

原子力平織の附発の是非につい

と大多数が雛写している︒

突幡︒庶民目覚からすれば︑揖犠

の花形も一歩踏み込んで掬民のど

と並んで隠箏罵譜の花形︒が︑そ

り︑いまや﹁二〇〇カイリ篇など

﹁捗辮麟サイクルー﹁薄処理﹂

鷺安康嚢

和六十五年九千乃KWの腸筆規襖
を想定した場愈無騰二万七蔭七十
ゾの天然ウランが必要となるが︑
これに対する侃ハ給磁は三筆六十二

いよ実用化を欝慰して海水ウラン
れ︑さらに口鉾約分についても平

薙頃蒙では既契約分などでカハー

採取計量を国軍佑していきたい悪

露薩十三筥程展のウラン回収を臨

いるのが現状︒こうした二三から

供給が楽観できない日日となって

声Qすでに昭和冠十四︑五無にも 陰日胴を遜じての核拡敬防比をめ

ており︑来遠野から新たに昭和六

指すモデルプラントの設計を終え

年産一千ジ規換の三二プラントに

で賄える評算にな

二千九薇七十二人から圓答

れている︒

一歩としても今後の成果が庄臨さ

り︑核燃科資源の疑定供給への第

図陀ウラン

十鋸残後身建設を困標に矩産一千

だ︒

取計唾を軌道に乗せていく爵画

成功すれば︑わが国の駈要ウラン

とから︑今後の問匙は︑十億分の

永ウラン精錬への懲も開かれたこ

ゾ程度の実用プラントの概念設計

英国︑西独等海外でも海水ウラ

わが園の所要ウランの量は原子

度の実幣プラント建叢を囲済して積極的に海水ウラン採取鞘画に取り組んでいく夢定だ︒

ン採取実験が行われたことはある

撃発磁斜顧の進展にともない︑昭

の万％程度を海水から採擁した

海水ウラ ン の 梼 錬 実 験 は 通 産 領

三しか含まれていない海水中のウ

に義手するなどして漁水ウラン採

が昭秘五十 無 口 一 億 三 千 万 円 ︑ 昭

ランをいかに大撫に︑効率的に採

初めて︒原子炉で使える核燃料に

翼験までもっていったのは今回が

するには︑これを馬車︑イエロー
を得た︒

あたる

それによるとまず関心のある科

ところで︑門もしかりに︑あな

については﹁知らない一が七〇％

学技術分野としては︑六八％の人

と概然多く︑﹁多少類っている﹂

だが催んでいる市晦村に原子力発

が二八％︑門よく知っている︸は

や槍野心や︑﹁地震・舎風などの

なたは賛成しますか︑それとも反

わずか二％にすぎない︒また﹁期

が挙げだ門ガンなどの難病の予防

対しますか扁の設聞には︑﹁賛成

同盟査は︑秘学技術と原子力に

生酒

する﹂と答えたのが一ご％なのに

国蔑がどんな意識を抱いているか

力﹂は一二％で第七位︒

薩結

﹁原子力発電はもっと開発すべ

理鳴の委託を受けて社圏法人薪情

し︑だが︑趨分の住んでいる地域

報センターが実施︒全趨の二十才

分野が上位を占め︑﹁原子

災瞥防止扁﹁公鴬﹂など︑

多くが︑原子力利胴の必蟹性は認

えてもらった︵復数回答︶結果で

藻州鉱出会社から

荷微妙と通告

予定通9の出

罐力三社向けウラン

ビッグスリ⁝を形成している○

五三％︑﹁雑誰・醗籍︸三五％が

﹁新聞﹂

対し︑﹁諸陵﹂は四八︒丑％と大

総論賛成各論

﹁テレビ扁五六％︑

原華力に対しては︑麟答煮の六

は︑

への建設はゴメン﹂⁝一︒国民の を調べ施策の参考とするため︑総

めながらも蜜金性に対する不信な

以上の人五千八を無作為抽出し・

で

きくこれを上園っている︒この中

上削り細かわらす

には同優しながら

八％が門関心がある隔とし︑﹁標
﹁康子力発起に

取して調べたもの︒七九・四％に

開発促進

子力を軍糧利用の面で利用してゆ

要田地への建設には反対を表明す

﹁科崇技術に鼓する関心偏﹁原子
力に対する関心一

く方がよいと思うか蕎か一の聞に

総論賛成︑各論反対

型の意識をもっていることが︑二

ついて﹂など七項霞に昨娠ナ月十

る人が四五％と︑雛威の〜二三％を

対という

十八田発酵された総理府広蝦墜の

は﹁そう慰う︵賛成︶﹂七四％︑

﹁爬学技術および原子力に関する

世論調窃﹂で明らかになった︒

﹁そうは慰わない︵反対︶扁八％

万田から一趨際︑講査員が諭擾聴

っている﹂人を鰐象に情蝦源を答

どから繹儘地への施設建設には反

電所ができることになったら︑あ

￨だが ﹁地元建設はイヤ﹂

盟％が 原子力に賛成

ものの︑いずれも小規模で︑精錬

さらに大成 姥 設 ︑ 東 洋 エ ン ジ ニ ア

ケーキとし︑さらに濃縮擁工しな

つぎ込み命属鉱業事業闘へ予輩︑

リング︑徳山戴遠︑ヨ麗レー滋ン

ければならないが︑全世界の海水

和五す一葬 慶 一 偬 三 千 五 欝 万 円 を

三八口癖︑アサヒ化成にそれぞれ

ゾにものぼり︑睦上でのウラン埋

再河口され研究が憲められていだ

蕊︑脚数実 験 を 担 当 し た 徳 出 鴨 歳
藏薫逆はるかに上廃る膨大な脳に

中に含象れるウランは総計四十二

がチタン酸を吸諮剤として論い︑

成功すれぱ海外一辺舗のわが園原

なるといわれるだけに︑突用化に

もの︒このうち海水ウランの吸

海水を雌理し︑含萄ウランの重

カラム武の実験施設で瀬戸内海の

子力発砲核燃料竈情の打開への盾

すでに海水ウラン採取で臆致な

路になるものと期待されている︒

カギを握る吸着材の研究等軸木的

に濃縮されだウラン溶液を︑さら

に濃縮︑分 離 を 撹 影 し だ 三 麗 金 属

な闘題は通涯省工業技術院照酸工

星︑脱魑を塞施︒こうして 二千侶

って約五頁悩に濃縮︑精錬し︑約

されてきており︑今同の実験で灘

業試験所などでの研究でほぼ解明

がイオン交 換 法 ︑ 浮 遊 選 鉱 法 を 使

︑

百四十九ド耀のイエ遣ーケーキ液

の採敷に成功しだ︒

別する︒次に高周波醒場︵十八〜

○

六段の許基が製作中で約五〇％の

能だ︒

理化学研究所︵福薄陣事理恋

欄羅︑九州︑中部の獄電力食社
素を脇速衝突させることにより︑

四十流MHZ︶で韻速︑標的にあ 雛イオン撫速器は︑より賑い発

イーンズランド・マインズ︑レン

は二十三賑付︑導線の鉱山雲牲ク

て︑舞々の実験を行な詫盗み︒

電子腕送のひずみ︑原子核相互作

三鋸弦月％尊邸篤︒一方︑蔭流電

用を調べる物性物灘学︑原子炉材

二選率︒この十二月頃搬入︑五十

同旗速器は︑サイクロトロンと

オン加速器の手疵を進めているが

周じく高隅波舷場によるイオン加

罠︶は︑昭和四十九黛厩から璽イ

源設備の万組み分は︑五＋三年度

ックスで︑ウラン輸出長期契約発

ジャ⁝︒ウラニウム全社からテレ

夏頃搬入の予定だ︒

料の放射線損傷なとを醐べる材科

つづき︑二月にイオン入謝部の偏

速だが︑円塑軌道でなく︑直線型

昨蕉末の第一段艇乙部の据付けに

亜イオン足速妓置は︑蚤い元素

のうち年内出構予足分の船積みが

向電磁石を設置︑この三月過には

不司抗力により履行で難なくなる

試験︵選科試験炉に比べ千〜一万

の原予核まわりの亀子を

分の︸位に照射時聞短縮が珂能︶︑

に電場剛例しているのが特徴︒円

蕩樹波第一基渤娠器の据付けをも

またガン紐胞消滅など放射線生物

はぎと
完了︑五十四年秋盒袋置完旗を国

第一期分の据付順調
標に残る建屋建設と得稀機器の製

ン供給鼓期契約を編撫している︒

とこれまでに約十四万ゾ弱のウラ

わが国電力各質は海外鉱山各州

恐れがでてきた矯通岱を受けた︒

理研では︑この漿イオン加速器

うち豪州からは一万万酉ジが供絵

る︒

を完成させ︑種ル︑の基礎研究を進

される予定だが︑今回離礁が醜行

鑛摩羅ウランまで加速可能

学などの研鋭命野に広く応用され

作︑据付けを急いている︒
五ナニ年度予算では昭︑尉艶︑コ

軌道では︑爺イオンを掘速するの

めていくが将来︑昭和六ナ年頃に
岡加速器は︑電子のはぎとりと初

らだ︒京た艦場の難波潔斎変える

る豹線加速器にサイクロトロンを

このうちクイーンズランド社から

できなくなる恐れがでてきたのは

荷鍛状態︵イオン化︶を作り

は︑世界的にも初めての試みであ

︑冷却設 り

ントロール竪の建売︑︑尚周波加途

部︵M弟二段〜第六段︶

源︑黙空などの画で不和になるか

ｯ電場によって加速する︒理研の に大電磁署が必要となり︑イオン
を言上している︒現在︑昨矩病竃

期加速嚢讃に︑万蔭㎡構のコック

数﹂四欝まで持っていく計顧も

嬢台させ誤認器掲力を叢わす﹁K

描︑真空設備などに五億蕊千万円

試験を行なっているが︑設計憾滋

躍冗了した第一段艇海部の商真空

ことにより多種類のイオン加速が

明

らの霊園電力岡け二資ジの愈計六

一三＋人︒
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﹁ニュ ー ク り ア ・ イ ン 7 オ ﹂

は米原子力趨業会議︵A−F︶

政策の行き過ぎ警告
核不拡散で戦略研のバ氏
また︑この問題に関し一月一

十

えていくべきだと聖張している︒

シェリング氏は︑外国は捜術と

費任蕎でもあっだ︒

無慮して出せる結論は︑来意の原

出すぎる︒このような嘉惰を盆て
部では︑亜硫酸ガス除表装置付き

Hであり︑二七％高くなる︒中西

それぞれ四八ミルと五十ミルとなり︑

化石撚料発電所と原子力発電所は

健康と環境に灼して適切な配慮を

子力についての役割は基本約には

していないし︑燃機に関する依存

原子炉部昂については来国に依存

大体岡じである︒

は原子力軍和利闊のための機雛︑

ディ記念政治学部のトーマス・C る咳兵器不拡散条約により︑米国

ハーバード大学ション・F・ケネ 分野における外交政策の中心であ
における核拡散間題を扱う来圏政

険はなくならない︒反対に︑外国

力発霜を抑制しても︑核拡散の危

原子力発電

蝿
樋口
む

仮定が変わると︑﹁エネルギー生

原子力発霜駈の稼働率に関する

した上で経済的利益をベースに決

観点から決めるべきではないとい

めるべきであり︑核兵器不拡散の

も一時的なものにしか過ぎないと

さらに同氏は次のように論じて

論じている︒

・シエリング氏は﹁米国における

経僧発展のために求める技術︑機

府の交渉力は︑多くの国が虜国の

いる︒つまり一1﹁米国の原子力 うことである︒来鷹において原子

る輸出禁止や制隈は問題があり︑

ては閃露な眠り十分な交換を許す

資材および科学︒技術醜報につい

二日付けサタデー︒レビュー紙で

受け入れ国が支持しない限り良く

りすることは︑外国の計画にとっ

原子力開発が遅れたり早くなった

唯一の供給国ではなく空要な洪給

器および働料の空蛭な供給国ーー

ているということであるう彼ら

守衛は︑﹁射殺せよ一と命令され

▽ジャクソンビル︒ジャーナル

許認可 の迅

ス許認司集務を迅速化する方法を

ということを感じた︒雪面の妻室﹇﹁国家のエネルギー政策扁と題す

の国民の必要をみたすことである検討するよう要議した︒NAMの

が︑将菜大きな力となるだろう﹂一中期エネルギ⁝源

と規定してい

護の顯解決には役立たない⁝譲羅は原質発電を 最大の

ネルキー事鵬を調査した結果︑一

国会図感興は・二月に米国の工

騰発25よび実証︑新型炉およひ核

多い新しい原子炉︑颪翼翼殖炉の

τ︒馨の鼠は︑羅上利密

び一九七七無の冬に経験したよう

九七三奪〜七陽薙の石磁危機およ融倉の研磨に歪点を置くべきであ

日当たり落万④も増

同嶺箆潜は︑石畑の輪入は昨無

ると強調している︒

は︑テロリストの盈動に対する防

なエネルギー不建が再発する可能

衛手段として三八ほど繭から始ま
﹁標子力箪和利用一もこれ

性がまだ現実に残っていると驚告︷の水玲より

った︒

までである︒かつてはわれわれの

している︒

︵イリノイ州︶零したがって︑醸子

力反対勢力が太陽エネルギー︑石

ー源が︑敵となり得ることかわか

友人であると思っていたエネルギ

潔⁝源を探す努力をすべき謄にき

った︒米国は︑他の新しいエネル ネルギー不足﹂と題する同報告澱ている︒アラブ諸国が三隼前に米

の四〇％強に達していると警缶し
きるようになるまでは︑一般国民

萄を支払い可能な価格で輸出国かのニニ％しか占めていなかったの

ているQまた︑アトランティック が金体としてみると必要な騒の石 は︑アラフ石膏が※限の石蟹輸入

﹁二〇世紀来の果園におけるエ

は熱心に隻持することはないとし

帯の責任ある市麗は︑レソート舗

卜

射射

照照

験託

試委

◇迅速なサーヒ：スと安い料金

・アンド・インフォーメーショ

︒バートラム氏は︑一月二十八日

国際戦略研究所理肇クリストフ

付けニューヨーク・タイムズ紙で

ンスの輪をひろげるために発行

て一時的にしか憩味を持たないだ

子力旛設の保隔描置についての外

ことを約束している︒核物質と原

細醒
勧踪
連邦動力委員宗︵FPC︶の調

率や原子力発電の紳び率は︑ネー

占める廠子力発露と化石轡料の比

ズを呼び︑ニュー・イングランド

炭のガス化またはその他進んだ発

︸加し︑現圧では米国の石醸屠駿量
翌翌術が大幅に進議したと主張で

ても︑原子力エネルギーの採嗣を

は︑※蟹およびその惣の工業諸殿田に対する石磁輸出を禁止した時

認めざるを郷ないだろう︒

いる︒

要な意味を持っていると警告して

◇各国の原子力関連レポート 約20万件
◇原子力闘係ジャーナル
約1，300誌
◇充実した各種2次資料を完備

が︑パブ リ ッ ク ・ ア フ 諜 ア ー ズ

ン・プログラムの一環として︑

原子力に 関 す る 情 報 を 収 粟 ︑ 分
析︑評価し︑その結果にもとづ
いて︑全課的なコミュニケーシ

しているものです︒この箭報に

ろう︒核不拡散の行き過ぎは︑反
てそれほど網走的な要園とはなら

﹁原子力技術の供給園が課してい

は︑原子力をめぐる月間の動き

ない︒原子炉に関するモラトリア

ョンとパブリック・アクセプタ

がたんねんにまとめられていま

れが自国の利益に反すると判断す

か蚕かによって決謙る︒嫡出を制

国一⁝としての立場涕維持できる

対勢力を生む︒憂け入れ国は︑そ

交的基盤は︑各国政将の同条約に

すQ

ムも・外国の請画に対してそれほ

隈することにより︑来国は世界の

る時にだけ︑軍租冒的の原子力施

原子力聞発に対する影響力を失な

文を守るだろうという儀用であ
る︒来国は︑自らも大きな責圧を

こともできないーー︒

うし︑世界の原芋力開発を郷える

対する旛顧と各国がその梢神と条

負っていると同時に︑すでに薫か

ど大きな影饗を思えないだろう﹂

力のみを扱ったものである︒シェ

瞬が批魁している同条約に二つく

と論じている︒この記事は︑原子

とバートラム氏は驚慶している︒

リング氏は︑虫垂秋に発行された

ションを趨幽しないだけである﹂

原子力供給国クラブは︑次第に原

設に本質的に内在する奴冶的オプ

子力嚢および努濡の鐘麗発委暴の肇関学

淋贈縞野墨灘蜷勲難㍊謡灘

に発生することは明白である︒現

かの条件がみだされない織り︑霞

電力鈴懸が一九七九〜一九八五年

％もコスト颪で葎利であるとい

在計画中の原子力発電所か予定通

査鞍漿によると︑来国では地域的

ンド・パワ⁝・プールの七つの原

う︒この分析は︑一九七五無八月

り運転を開始し︑その他のいくつ

籍していた︒ニュー．イングラ耐蔑火力発嵩琵較して﹇モ
子力発電所も盆て騨鎖しており︑

にニュ⁝ヨーク議券分析家協会へ

いたりした︒この石炭火力発電所
を救ったのは原子力発竈を大きく

同地域の亀力の三〇％を供給する

ライクル氏は︑原子力発心所二

採用している地域であった﹂とス

られたり︑搬入された鯖に遷れて

が︑その石炭が氷結した山に遮ぎ

九〇％を石炭火力に依存している

義携についての弩えを変況るには

・

国と消費国を含めた常設象議に変︸査﹁核エネルギーと安全保障偏の

異常寒波の中

国を救った
︒原子力発電
シカゴ・トリビューン種目煮フ

び西部に供給していた︒

と岡蒔に璽一避難KWを繭郡およ 提出した報告叢の改訂版︒

エネルギー危機が極隈に達し︑

ランク・スタ1氏は︑主として原 ター記蕎は述べている︒

する需要の増加および原子力発電

の状況に陥る危険がある︒再び︑﹁カーター大統領に対して原子力発

済的彪乱から再ひエネルギ⁝危機﹂全国製造業協会︵NAM︶は︑

子力発蹴に依存している地域から

所運転の遅れを警来すると︑電力

全容蘂協会
の石炭火力発電所三墓のコストを

不足が生じるのは間邊いないだろ

スの歪運びその董害る葺

三熱群議勲餐を大統領に要請
跳較した︒来国東部に建設する

墓の二語四十万KWと八十万KW
力不建は園避されない︒電力に対

もいえようが︑へ方で経衛性はど

原子力発電のメリットここで

ける原子力発語筋のほとんどが運

も︑といった好例を示したものと

解決するのに璽要な役捌を粟たし

︸て亜硫酸ガス除表袋羅付きの化石 は︑これらの諸条件が概要にみ

▽パサデナ・スター・媒ユース

なっていると⁝冨わざるを得ないσ

瓢＝一一帰一扁﹇柳一躍僧＝一﹇＝

なる︒ただし︑電力会敏がその鋳

一一

もまだ箏業を継続できる状態にあ

の消費巻と投資家が︑何故EPA

用を接進ずることが腰当の意味で

o／KWRである︒これに対う
しとFPCは述べている︒周調奮われわれは石抜火力と原子力の採 電装のサイト決定およびライセン

と︑原子力発電の総コストは五十

ル氏が行なった最近の分析による

うか⁝ーエバスコ︒サービス社副

発電所の中の耳垂から同社の発電

社長レオナ⁝ド・F・C・ライク

子力発蜷が一月十七日の緊急薯態

と︑

︸九八七⁝八九琿に来翻東部︸燃料の発亀コストは六五済／KWたされる可能性はほとんどないの

壁の四八％を得ており︑ノースイ

▽ウォール・ストリート・ジャ

ればの話であるQ熱闘制匿による Uカーター氏は︑以前原子力手工 ダーに代表される原子力発霞反対

を持っている︒この種の安盒対籏

ガス・マスクを着け︑ライフル銃
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ーナルーーカーター大統韻がワシン

に基づくものであってはならな

勢力の誇張した恐れや歪んだ予想

ンフォ﹂を発行した萄鍛には︑

が輿分の仕嚢をできないというだ

は・武甲磁を持ち︑ヘルメットと・話・ている︒

トン政時の混乱を整理するという

ていた︒それは︑原子力発鑑を秘

原芋力關発への批判や反対が先

い︒

を﹁最後の手段と艶なす篇と憲っ

のではない◎石潴︑ガスの続格の

錘鰐に開発することと矛騒する

義の急進派は︑蕎ぶだろう︒

彼らは経済についてはほとんど

遅れの典型でもあり︑環境保遜空

何も焔らないが︑原子力発離を完

であれば︑シーブルックのスキャ
ンダルから魑手することを提案す

鋭化するにつれて︑︸方的な見

上昇およびその供給力の不罵︑さ

各紙社説から
らに石炭利罵の環境と経済颪での

原子力発奮

全に殺してしまうためには︑規制

損失を考えると︑われわれは押後

けの理由で数十億逆に及ぶ経済的

手続きを運らせて︑コストを大幅

掴失を蒙らなければならないのか

に高くすればよいのだということ

衆の原子力に対する純粋な疑問

をたずねることである︒最終決定

主要なエネルギー源となり︑エネ

がトンネルではなく冷却塔の標扇

を弩えると︑この数字は葬常に灘

が︑現在では四〇％を占めること

ルギi節約運動によりそれほど大

や繁朴な 不 安 を 観 つ た 方 向 へ 増

ら今世紀未までは石炭とウランが

ら入手することはできない︒今か

るため嘉吉的な対策を立てるべき

輻させかねないという案驚もう

解鷺不正確な情報が増加し︑大

苦難を克服︑推進⁝へ
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齠
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ざるを得なくなってきている︒わ

が︑この種の票が発生するのを防

が国の総エネルギー生産鑛の中に

を知ったと論える︒カーター氏

想したよりもはるかに窮態は悪く
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