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自民．議員特使を派米
宇野科学技術庁擾蜜は六塵の記蕎会誌で︑①米国が国内の新原子力政策を寒寒するにあたって箏前
の︑議場軽便を派饗するよう繁し

員団派米に代えて︑藤蔑覚単独

米︑国内政策で事前通告
にわが国の愈向を打診してきた②対※原子力交渉の階躇打開を謬るため撃退党議澱特使の当来を大平
自罠党幹箏畏に襲講︑週末にも三里実現の見通しとなったーーの︸薫を開らかにした︒しかし米腿内

豪政府︑ウラン
戸

既契約分は尊重

ことで嫉塾側と慧見が一致した②

好葱曲であった︒今後エネルギー

の処理能力︑不輿台個鮨の乎顧し

器の作動確認と特性把握︑各工程

まず第一次試験では︑各装躍︑機

ヤ

・改造を五十年九月から五十一年

面での惰報交換もより活発に行う

康州は現在︑ウラン開発の基本か

加藤乙三郎電気箏鑑逮△口会金長︶

訪簸エネルギー使節圓︵団長・

ポートが出ないと明確な政策が∬

されるとみられているが︑このレ

クス・レポートは数か月以内に墨

ン脱硝工橿にトラブルがあり原礪

にプルトニウム溶液蒸発缶とウラ

月まで実施︑その結果︑とく

鉗を検討中であり︑最終のフオツ

は︑三月二十六日から九賑間の臼

ち毘せないという︒アンソエi豪

改造鄙分を再チェック︒プルトニ

月までの第二次試験は︑手鷹し︒

舶藤豆鰻使節國畏語る

程で簸州の連邦政府︑州政府およ

副鼓棺から門莱然ウランの対磁供
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なる潔鵠党特使派遣が決まった︒

ギー調農会畏︶と外妊経験蓄から

発科学技術庁長欝︵党資源エネル

き繊す考え︒

工場運転に対する米側の同悪を引

球欠との線を譲らず︑動燃再処理

をただしたのに対し︑宇野長窟は

は改訂を蕎えるか﹂と糞婆の考え

合には蟹米原子力協定の廃棄また

程を約︸週間運続作動させて調べ

ト試験前の鍛終確認を実施︒金工

四日までの第三次試験では︑ホッ

行われた︒今年二月一瞬から三月

蒸発笛の除染能力について確認が

転︑酸回収蒸発缶や低放射性廃液

缶︑ウラン脱硝塔などの円滑な運

五十一年十一月から五士輩一

究明と手纏しを行った︒

び産業界代表との禽談を終え︑五

確約を得たi1などの点を明らか ウム溶液蒸発器︑ウラン溶液蒸発

絵既契約分については尊爵するし

ニニー

にした︒

賑帰国した︒紅皿後︑加藤団長は
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①わが国のエネルギー二刀を十分

多

説明︑張州側は理解を示し露常に
多

を支援するため︑各党の足なみが

係蓄に訴え︑側磁から政府交渉団

蘇強襲総鎌錠田螺㍊砥鍵轍霧蹴

すでに※国内新政策の柱とし

入れた︒同露夜までに佐六木義武

て︑再処理・プルトニウム利達の

政策と回箸の内容については憲明を避けた︒
宇野長宮によると︑※塵が国内

あく家でも田町問時決定を鰻む﹂

ラン粉宋の流動を安定的に六日聞

た︒とくに脱硝塔については︑ウ

た纏累でも農異な成桑が得られ

で︑﹁むつ﹂膨理港問題は︑四月

とは嘱えておらず︑政府としては

﹁交渉の開始野点でそのようなこ

の新原子力政策の策定にあたっ

しだあと諮闇案を焦熱︒︸日未明

の幾日には誠に顕の下がる思いが

深く敬慧を表する︒また︑辻市長

する︒心から感謝したい︒今後︑
政府としては改選の進展に機敏に
対処するつもりだ﹂との漫罵を発
思した︒

門必要とあれば私盧身が交渉に赴

よ﹂と力強く激励︒︵鵬翼上︶

に賭ける意気

漂子力委員会の核燃料安全專門
審蛮会・再処理部会︵部盆獲︑高
島洋一・葉工大教授︶は四郷︑動
燃事業団が粟擁再処理工場で実施

計囎

よければ来蕃にも鎌継操業に入る

臨み燃料の再処理を行い︑結果が

隼一月まで約二十七・四ゾの使用

七月中旬から燃料切断を開始︑来

処理で舎態が取りつけられれば・

み燃桝の搬入︑※鼠から核燃料再

定︒その後︑五﹄申旬から使用済

ト試験OK扁の結論が出される予

月初旬には原子力委員会の﹁ホッ

二十五Bまでに結論が出され︑五

が検討されており︑軍ければ四月

の放出に係る公衆の被曝評価など

理施設からの低レベル麗液の海へ

査会で①試験計塵の安金性②再処

ジュールについては︑現在︑同審

今後のホット試験実施などスケ

論となったもの︒

処しうる﹂と判断︑﹁禽格﹂の結

ても︑次のホット試験でも十分灼

分ならわずかなトラブルが発蛋し

試験縮漿を評価検討して︑門この

再処理邸会は︑こうしたウラン

の運転継持ができたという︒

を閣らかにした︒

点を見出していく方針であること

としてねばり強く円轟解淡の一致

た﹁核燃料樫抜き﹂の慧冤調整に

棒装荷﹂と長崎県研究委のまとめ

中旬をメドに佐転質市の門核燃料

六田の衆院斜懸特掲で共産党の

無期限延期︑高速炉開発の大継な

わが國としてはあくまで特殊な

て︑その概獲を三月末に欝頭で外
スローダウン︑代瞥核燃料システ

佐世保市議会が正式決定

むつ修理港受け入れ

揃わずたち消えとなった超党派柵

務省を還じわが圖にコメントを求
ムの開発︑濃縮ウランの供給保証

た方向は︑対外政策にも反映され

めて伝えてきた︒米国は八日頃と

ることは確異なすう勢︒

などが取沙汰されており︑こうし

ては決濠り次第正式に三口で主要

いわれる国内の原子力政策につい

各国に伝える趨向といわれ︑コメ

焦点が移る︒

零野科学技術庁照臨は︑市議会

門むつ﹂受け入れの虚器諮問案が

の受け入れ議決の報告を受け︑

佐世保布議会は︑一日肇前の本

上樫され︑総務委澱禽に付詑され

しかし︑カーター大統領の核拡

た︒岡委員会は三十一日から一日

ント聴取はこれに兜立ち主要各国

つ﹂修理趣受け入れ諮問案を審

同量議会三月議会の会期は二十

﹁佐盤保市議会の理解ある判断に

会議で︑辻；蕎長提塞の﹁む

にかけて継続審議となっていた

い儒念が︑米国の原子力開発路線

議︑同旨墜二十四分︑賛成多数で

散防止にかける宗教約な家での固

を誤った方向に纒くとして懸念を

受け入れに睡引した︒

の考え方を打診したもの︒わが国

係省庁の局長クラスで構成︶が

つあるといわれる︒

嚢明する齊も藻琴業界に高まりつ

は核燃料特別対策会議幹畢会︵閲

二︑三日がかりでコメントを作

再開した本金議で与野覚七議畏に

可決された︒

よる賛否討論のあと帯冬夏法案が

九縦まで︒ところが﹁むつ﹂をめ

門むつ偏反対請願九件を不採択と

成︑対策会議の三閣僚︵科技︑通
こうしたことから︑宇野長窟は

制隈などで紛糾︑窒転したため会

産︑外務︶が自を通したうえ︑外

い︑第一次交渉に入った臼来原子

六日朝︑大平塵罠掃込登算長と会

ぐって最終曙の末会議は傍聴人の

た︒内容については外交上の問題

交ルートを避して閥月一日國翻し

佐世保爺議会の受け入れ決定

再処理の懸獲打閣のため二日夕
実務家レベルの政府派過対※交渉

臼田決戦

してきだ﹁ウラン試験﹂を総禽評

く﹂と

を伝え︑次の﹁ホット試験﹂の準

門口搭漏が〜応得られたわけで※

雄氏︵中鎌継力取締役常任相談

日本原子力座巣会議顧間桜内乾

桜内乾雄氏逝く
醐から爾処理に関する聡慧が欝ら
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一人ひとり放翁線管理手帳が作成され、データはコンピュータで厳重に管理される

灘の第一陣が羽田を出発した︒約

一零丁のワシントン滞在で米国務 こみを伝えた︒内田団員が﹁全力

て所期の闘的を達成し︑ホット試

価した結粟門周試験は︑全体とし

の結論を出した︒科学技術庁は五

験に入る実際的棊盤が整った﹂と

をつくして交渉にあたります﹂と

拍手を浴びた︵写翼下︶︒

國襲を代射してあいさつ︑盛んな
交渉磁は︑内田勇夫科学技術庁

雀当局者らと折衝にあたる︒

原子力周励力炉開発課長︑栗原弘
薔同原子力安金局保障描躍塞憂︑

宇野鎖鎌は六田︑対米折衝にあ

備に万全を期すよう振示した︒こ

日︑動燃事業団に対し︑この結論
太田搏外務戦国連局科鎖課長︑羽

たっている開陳派膿第一次交渉団

の結論により爾処理工場の技術的

協議日程決まる
澄光彦在米日本穴便館参騨窟︑今

が伝えてきた協議日程を福田酋相

山本幸助通三省孟子力盛暑課長︑

昇降吉日本原子力発鷹技術部擾

交渉幽が四臼シャイマン国務省

役︑前会長︶は︑三日︑粥立腺し

に報告した︒

れれば︑箋際の使用済み燃料を使

︵顧問︶︑中村膜総動轡再処理担

原子力担当補俊警らと決めた日程

当理霧︵岡︶の七人︒

によると︑五︑六の両日は再評纐

ゅようのため広島市大手町の中電

メンバーが窪まったのが三月三

った再処理試験がこの七月中旬に
十一田︒翌一田午餉八時半にはさ

一十六無︑由議国電力社長に

病院で逝表した︒七十一歳︒同氏

被
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ウラン試験は︑天然ウランや劣

ぐり工学的聞題を協議︑七日以降

化ウランを用いて各工程の作動と

三十六薙から四十七年まで購読理

任理事などの要職を歴優し︑昭和
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米国の著呂な科学者︑政治

る核エネルギー政策研究グル

・経済学者二十一名で構成す

ープは三月二十一瞬︑ ﹁原子

力の鼻翼点と選択﹂と題する
研究報告を公表した︒同報告
謁では①カーター大統領は使
用済み燃料を再処理してプル
トニウムを揺出することを無

ランや他のエネルギー源の供

期隈に延期すべきである②ウ

給堅が縁嫌以上に多いので︑
米政府は使用済み燃料のリサ
イクル計画を中止し︑廃棄物
を永久的に地厨深部等に貯馴
すべきである③総額菖二十億
がの高速繕殖炉開発計画は延

リバーに予定されている原型

期し︑テネシー州クリンチ・

＼

炉の建設も中止すべきである

一など勧告しているが

研究グループ報告から

給︑社会コストおよび鷹際的安全
問題について検討した︒

ようにして開発するかという懸案

の経済︑四囲炉の縣来性に関する

おけるプルトニウム︒リサイクル

は︑ウラン供給︑現在の原子炉に

ろう︒しかし︑米国の場合︑使用

る傑証であると考える国もあるだ

ン供給についての不確実性に対す

だ︒

トニウムを回収することが可能

実に利用されるようになればプル

は︑米国政府は無期限にプルトニ

論を得た︒したがってわれわれ

な経済的利点より大きいという結

チをすることを璽視すべきだと考

術に対するより弾力的なアプロー

を璽視することを止め︑夏本的裂

例えあるとしてもわずかなもので

と考える︒この延期による犠牲は

紀末以降に延ばしても問題はない

撚焼濃編ウランの回収はウラン燃

済み燃料からのプルトニウムと未

の操作により比較的籔理の容易な

な箏情にある︒廃棄物は︑これら

理由は︑廃棄物問題に絡んだ復命

再処理とリサイクルを遅らせる

再処理とリサイクルの問題が蝿在

であると考える︒プルトニウムの

いうことをはっきりと決定すべき

ウムの商業的爾処理を延期すると

画は不必要となり︑猶殖炉の畏期

る高速実証炉クリンチ︒リバー計

断に立つと︑一⁝十億ボを必要とす

える︒このような計画で長期的判

性あるいは二十一徴紀初頭に利用

も憩殖炉が全然不必要となる可能

る隠間を得ることになる︒少くと

れ︑この間題を扱う機関を開発す

ムの広範な世界的商業化が制限さ

あり︑この延期によりプルトニウ

これらの決定に共通した璽要な

保証の問題との衰運で検討するこ

料の需要量を約二〇％削威するだ

NRCに提起されているが︑国際的将来性に審を与えることなくキ

とが必要だ︒このような広い観点

にみると︑二十一世紀の初め頃か

分析から得たものである︒授期的

けだ︒したがって︑適当な価格で

便用済み燃料から数多くの新しい

ャンセルすることが可能である︒

．全ての前提．
の再処理およびリサイクル瀞進めクルの中に導入すべきかどうかと

きる可能性があるといえる︒例え

ら︑世界はプルトニウムを回避で

燃料の供給が得られるならば︑リ

的醗要性に鑑み︑大統領はプルト

◆核不拡散が

るべきか否か︑鱒殖炉計画をどのいう問題である︒われわれは︑現

そうならなくとも︑実施時期を遅

形態一⁝高レベル廃棄物︑酸注の

米国は︑原子力発電の将来およ

策は︑プルトニウムを核燃料サイ

ように進めるのが長期エネルギー時点でプルトニウムを導入するこ

から︑われわれは︑プルトニウム

と︑あるいは今盤難中にその導入
サイクルの価値はそれほど大きく

説

需要をみたすために鍛も適切か︑
らせることによって篠た時間によ

概

び核燃料サイクルの世界的危険に

を予想するような差し迫った理由

司能となるその他のエネルギー資

放射性廃罷物をどのように籔理

源と比べ経済的競争力を持たない

ついて璽要な関係を持っているこ

熟な状態における異義は最終的な

ニウムの再処理を運らせることを 事実︑明らかに競争力のない未成

イナ州バーンウェルにあるアライ

う一つは技術的理出だ︒南カロラ

要因を安くみた前提をベースにし

イクルのコストについて幾つかの

れらの予測はプルトニウム燃料サ

かに先のことであり︑将来の増殖

が経済的に競争力を得るのははる

た︒われわれの分析では︑増殖炉

積するために重要だと言われてき

って潜在的に生じるより近い危険

ニウムの利用を導入することによ

料サイクルに再処理およびプルト

この長期的危険の威少は現実の燃

が高まり︑核兵器の拡散を制限す

ニウム燃料に関する琶界的な関心

するような描置をとれば︑プルト

りあるいはそのような決定を予定

ニウムに汚染された撫工屑などー

決定すべきであると考える︒この

液体廃棄物︑被覆管ハル︑プルト

という可能性がある限り︑プルト

個々の方法について次に述べる︒

発返りに対し有害なものとなる可

はないと終える︒これを達成する

能性もある︒

た核拡散の危険を小さくするよう

技術を無期隈に延期するという決

増殖炉のような複雑なプロジェ

り︑プルトニウムの導入に関連し

定が表明され︑荷効に実施される

クトは長いリード・タイムが必要

はないという結論に達した︒プル

ーに変えられる︒罵処理された軍

ならば︑現在または近い将来同様

ド・ケミカル社の工場はこの分野

スト分析では︑今琶紀申にネット

たものである︒われわれ自身のコ

ントリーをいま確立することの現

炉のためのプルトニウム・インベ

自白の大統領選中に出された二人

の必要性が溜まるだろう︒こうし

うになれば︑各国別の再処理施設

RC︶に迫られている︒しかし︑ サイクルが広範囲に採用されるよ

竃が現在︑嫡子力規制委員会︵N すことになる︒プルトニウム燃料

ギー研究開発摂動の中心となって

る約束が現在の連邦政締のエネル

のタイミングは︑この計画に対す

プルトニウム贈殖炉の優先とそ

と比べ競争力のある発動所を二期

〇琿代初には経脩的に魅力的なも

するから︑増顯炉の導入が一九九

FBH計画は︑現在の軽水炉世代ンの埋蔵撮が二十〜三十年で拮渇

発描画の中心となっている︒LM は︑原子力発電により低価格ウラ

に︑これまで響動炉の経済性評価

力的なものとなるだろう︒二合

発電の価格が上昇すると次第に魅

の価格で利用できる石炭が原子力

・コストが将来非常に高くなった

画は囲標を立て薩してエネルギー

はいるが︑われわれは︑摺殖炉計

このような盃定的な評価をして

る︒この問題に対する措置の必要

に関する淡定と密接に絡んでい

再処理と増殖炉計画のタイミング

れてきた対策は︑プルトニウムの

なければならない︒この長い間遅

とになる︒このような状況下では

BRが軽水炉より大幅に経済的に 燃料の雨冠をみたす低濃縮ウラン

は二＋一世紀の斎い騰期にLMF この結論は︑外園についても核

成功は︑技術を未成熟の状態で凍

ものではない︒堰殖炉の最終的な

われわれは︑放射性廃棄物を岩

する理由はない︒

であれば︑使用済み燃料を再処理

殖炉の中で器皿されたりしないの

ルされたり︑あるいは究極的に堰

プルトニウムが軽水炉でリサイク

じられるようになった︒しかし︑

必要な一つの段階であると広く倦

結果︑再処理は廃棄物処理工程の

れたため引き延ばしてきた︒その

ム・リサイクルの練入の成功が遅

処分に関する決足は︑プルトニウ

ことを前提として扱われてきた︒

とを讃的とし再処理されるという

リサイクルするために回収するこ

に使用済み燃料はプルトニウムを

従来・廃棄物処分の問題は一般

ものである︒

廃棄物は潜在的には非常に危険な

安全に孤立化できるまで︑放射性

いえる︒しかし︑それが環境から

れに禽まれていても同じことが

いはそれが処理されたもののいず

放財性廃棄物が使用済み燃料ある

ると判断している︒この結論は︑

ざしてはならないと考える︒

しまう可能性をあまり早くから閉

ニウム長篇炉を堰くバイパスして

需要および罠要用廃棄物で経験し

の決断を迫られる他の諸国の再処

における唯一の現在残っている米

で経高志利益があるかどうかは疑

の援助も拒否

バーンウェル

ている通り︑これらの操作には廃

ている商業化に関する決定を今世

だが︑現在一九八六年に素建され

・処分すべきか︑濃縮容麗をいつ

な政治的︒技術的開発を行うこと

棄物管理についての薯故発生の可

理およびリサイクルのコスト＆ベ

どのようにして拡張するか︑国際トニウムは︑米國および外国で剛
燃料経済または供給保証を改善す
ができるだろう︒

軽水炉燃料を早期に再処理する

能性が出てくる︒とくに外国では

ネフィット解析に大きな影響を与

い闘題を多くかかえている︒これ
直平和および安定に対する脅威を
ることとは全く関係がない︒結論

ことは︑将来の増殖炉のためのプ

プルトニウムを取り出す再処理に

えるだろう︒反対に︑米国政府が

とで早期に決定しなければならな

らの決定は︑相互に密接な関係を
最小にする原子力輸出政策はどの

世紀末で良くて電力コストが〜〜

ルトニウム・インベントリーを蓄

再処理を進めることを決定した

国の商業的工場だが︑大きな損失

間であるということになってい

一つは経済朗理由からであり︑も 二％安くなるだけだ︒しかし︑こ

二つの再処理事業は︑失敗した︒

持っており︑経済︑エネルギー供

再処理︑無期限延期を

なると一般に儒じられているが︑

より廃棄物の長期的危険が小さく

した再処理およびリサイクル計画

を求めている︒ヨーロッパの各工

を出す晃遡しであり︑政府の援助

核拡散への危険性

原子力発露に影響を与える箆し

けた︒カーター大統領は︑選挙激

を立てる﹂ようにという命令を受

プルトニウム

当たっての堕要な問題は︑※国が

再処理とPuのリ サ イ ク ル

プルトニウムの再処理とリサイク

ような理由から︑われわれは政府

る︒

がバーンウェル工場の完成および

る努力を抑えることになる︒この

場もまだ商業ペースで運転はして

プルトニウムの再処理およびリ

と比較すると小さいというのが︑

おらず︑コスト・プラス・フィ

的に正当化することはできない︒

運転を肩代り︑象たは援助すべき

ら最大の工業国以外の全ての国で

は自給自足の増殖炉体系が葬常に

り低くみていると藷える︒軽水炉
が増殖炉より竸争力を持つ価格で

国にとって疑問である︒したがっ

米国は︑急速に蓄積している放

可能性を増大する︒増殖炉の経済

たのよりも相当長期にわたり利用

て︑今世紹中に贈殖炉の大きな輸

高いものとなるので︑たいていの
れていたので︑この重大な点が巖

できるだろう︒新しいウラン濃縮

し︑その処分に関する方針を決め

鮒性廃棄物の管理を大熊に改着

のウランは︑今まで予想されてい

近まで政客の計爾の中でも無視さ

にしか過ぎない︒

出市場ができるという予想は幻想

性は一般に葬常に穴きいと弩えら

に適した物質の盗難または拡散の

ニウムの園収は今後何年間も経済 われわれの結論である︒

で﹁経済的理由からの必要性およ

動中の九月二十五日︑サンジェゴ

済的にほとんど重要性を持たない

サイクルの分析をベースに︑われ

ではないと事える︒

在的価榎は非常に小さく︑プルト

ルを進めるべきかどうかというこ

ー・ベースでしか契約を縞嚇しな

さらに︑使用済み燃料は回収可能

われは国際的および社会的コスト

計画延期し再検討へ

プルトニウム︒リサイクルが経

とだ︒巖近までは︑軽水炉からの
び技術の安全性が明確に実誕され

ということがわかっても︑使用済

が楽観的前提の下でも非常に小さ

使用済み燃料を再処理して運転中
いと雷っている︒

り︑プルトニウム贈殖炉が将来現

な形で貯蔵することが可能であ

るまでは国内の商業的再処理を実

み燃料の中に盆まれるプルトニウ

プルトニウムの再処理とリサイ

に生産されたプルトニウムを回収

ム・インベントリ⁝が将来のウラ

クルに関連した危険は︑その導入

経済性確保は過大評価

9孕

巖暴政將が湾処理とリサイクル

サイクルするということが︑一般

に対し強力に反対するに足るほど

費

について分析したところでは︑今

に考えられていた︒このプロセス

大きいものである︒プルトニウム

る﹂という声明を発褒した︒

は︑原子力産業が経済的纒當に必

を商業燃料サイクルで利用すれ

施する許可を抑えるよう要求す

要な大型施設の建設が可能となる

し︑そのプルトニウムと飛燃焼の

時点になると璽ちに商業規模で爽
ば・盧接兵鋸に便絹できる物質を

ウラン騰を軽水炉に燃料としてリ

施されるものと期待されていた︒

高速増殖炉の開発

技術も︑この供給力を引き延ばす

の候補者の声明は︑この決定がい

に商業化ずることに重点が置かれ

︵前︶大統領の南明でも十分認識

おり︑予算および政策の中心問題

加ウラン戸隠騒があらわれない場

されており︑ERDAに紺し一九

た施設が拡散すると︑兵器開発に

命︑環境問題から石炭の利屠が制

べてのコンポーネントについて実

七八年までに廃棄物篶理技術のす

ずれの党でも疑問視されてきてお

限される場盆︑および二十一撹紀

証し︑一九八五年までに完全な処

性は昨牢十月二十八日のフォード
でに大きく下臥っている︒これら

の最初の十年間に代薔エネルギー

分貯蔵所を実証する計画を學める

えている︒このような状況は︑追
析は屠殖炉が早期に声色性を二俣

の蕩察から︑われわれは繕殖炉の

源が妥当な負薪で商業的に利用司

時の保険として継締すべきだと考

受けることなく増殖炉を購入し始

するという珂能注は非常に過大

轟入に対する経済的墓盤は従来政

能な状態にならない場合も︑生じ

が行われた隠の鶴要略鋼は現実と

めると仮定して︑この計画を完慨

た︒環在考えられているLMFB
雇の計画で考えられていたものよ

評価されていたことを明らかにし

ろうという縮論に滅した︒

はかけ離れて高いものであり︑す
するプルトニウム増殖炉は︑理論

だと叢定してhる︒

するために最低限強二十傾が必要

で︑経済的に競争力を得るために

Rは軽水炉より資本費が高いの りはるかに遅くにしかできないだ

のだった︒しかし︑われわれの分
このように一般によく短られた

的にはウランの利周を酉倍も改善

プルトニウム増殖炉は︑プルト

ている︒鷺RDAは︑霞力会社がのになるという考えに墓ついたも

問題があるにもかかわらず︑再処

いるウラン埋戯蟹は︑軽水炉で使

することになる︒現筏計算されて

ニウム燃料サイクルへの完全な約

今から＋年以内に政府の補助金を

理と軽水炉でのプルトニウムのリ

用すると︑石炭埋蔵墨のわずか一

る︒LMFBRの早期商業化をよ
目う要求した︒しかし廃棄物の管

となるのは惑然だ︒遡壷中に消費

サイクルの経済性が大きいのでそ

割のエネルギーしか供給できな

クリンチ・リバ

する墨以上のプルトニウムを生産

フォード︵前︶大統領は昨年十

の導入を不可避なものとしている

は燃料サイクル・コストが非常に

安全性重視し
回収可能にも

月二十八日の原子力政策に関する

と・薦われてきた︒プルトニウムと

束をしなければならないし︑それ

出てきているということを明らか

齊明で︑﹁世界が核拡散の難険を

い︒この周じウラン埋蔵難が増殖

安くなければならない︒この燃料

である︒智殖炉はつまり膨大なエ

各国別のプルトニウム再処理施設

︵3面につづく︶

分は決して難しいものではない︒

限に延期するならば︑廃棄物の処

再処理をわれわれの勧告通り無期

のリサイクル薦のプルトニウムの

じである︒したがって︑軽水炉で

分再処理した廃賜物の処分鑓と同

ことも司能であり︑その費用は多

い︒使用済み燃料は三川処分する

を大幅に小さくするものではな

的に贈やし︑処理後の長期的危険

管理に関達した短期的危険を潜在

薯実︑再処理は放射性廃棄物の

袴効に解決できると言える明確な

未燃焼の濃縮ウランは大きな価薩

サイクル・コストが今世紀中また
らの物質を圃収することは予想さ

ネルギー追加資源であり︑原子力

にした︒

理由がない限りプルトニウムの再

によって大高のプルトニウムを岡

をとるかという問題は︑まだ解決

内および圏際的南場へ撫入するこ

理と処分についてどのような政策
癌のエネルギーを供給できるはず

炉では原理的には石炭埋蔵無の十

馬の開発を保険として進めている

を持っているが︑使用済み燃料の

指した現在の※国の謙画は︑騰石
中にある高放射性廃品物からこれ
れは再処理についての決定ではな

れていたのよりもはるかに難しく

孤立して安定した地暦の奥深くに

塩層またはその他の地下水脈から

していない︒

く︑闇題の指摘であった︒エネル

結することにより早期に達成する

埋めることにより受容司能な程度

開発段階を遅らせるという形で妥

に安全に永久処分することができ

を利用できるのであれば同じこと

がって︑増殖炉計画は無期商業化

協することも可能であろう︒した

が雷える︒さらに︑エネルギー自
給に面する増殖炉の役割は︑増殖

という見通しはほとんどない︒現

炉燃料サイクルの複雑性と規模か

有利になるようにする点まで下る

在のウラン埋蔵蟹に関する評価

に対する圧力が急に強くなり︑及

は︑将来可能となる供絵温をかな

対することが難しくなるだろうい
増殖炉はこのように︑核拡散の問
題を非常に複雑なものとし︑員麗
液体金属高速増殖炉︵LMFB

批判に対する回答でもある︒

鷹ちに帯場から消えていくという

慾は︑再処理を進めるということ

に上昇してきた︒澱初の来国内の

したがって︑コストの計算値は惣

発霞は低価格ウランが桔渇すると

を前提にしないよう奮われたが・

とリサイクルが懸軍化に近づくに

同時に﹁米国の国際的囲的に合致

ギー研究開発局︵ERDA︶の食
高くつくことがわかった︒再処理

1計画も中止を
はない﹂と発表した︒しかし︑こ

処理とリサイクルは遜めるべきで

ようになるだろう︒

ことになるだろう︒さらに︑現在
過去のLMFBRに関する政策

れてきた︒

一放射性廃棄物の管理

関する国の決疋が短時間で行える

R︶は︑米團のエネルギ⁝研究開

要請される真剣な取組み

きではないというコンセンサスが

拡散または盗雑される危険にさら

地層深部に永久貯蔵

り︑現時点では鱈処理を進めるべ

この響動を許翻すべきか否かの決
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する政府の関心の頁剣さを示すべ
り︑世界南場て賃濃縮サービスを

える︒ソ連も余剰能力を持ってお
ドの灘縮ウラン製造用に転換でき

っが︑また反諏で兵器製造グレー

ウラン濃縮能力を持つべきだと伺

力発慮の需要をみたすのに十分な

ってはならない︒また︑撮障搭融 象により判断されるべきだと脅え

この分野に関する決定は急いで行

する司能性のあることを考えると

変化しており︑技術も急速に進歩

るが︑現時蝋では政縦が濃縮施設

受けない他のエネルギー源との竸

われわれは核エネルギーも概助を

狸婆市場の羽益はほとんどない︒

はできないが︑それを遅らせ︑そ

造能力を開発するのを押えること

促隠携懸は︑ある国が核聴器製

ことを許すようにすべきである︒

の供給を儀溺できる形で保附する

その他の協定を守る園に対し燃料

画の運欝に当たってNPTまたは

出許蒲手続きは︑国内の原剛力計

て不安が生じるだろう︒品川の輸

藁物の管理および処分計醸は・予
港であると︑われわれは適えてい
行っている︒結局︑一九八○鋸代

レーザー置碁元素分離法には非常

と新しい濃縮技術に対する支配橋

れをしない他の国に対してのみに

縮ウラン燃繕の今後の供給につい

き︑永久処分をしないようにしな

る︒この描置により樹られる経験

に高い枝術と特殊なレーザーが必

のかかった燃料の代飴供給源のあ

を保持すべきだと考える︒そうす

新工場の践街についての現在の

将来のエネルギー翼翼の不確実
定した地厨に承久に回収司能な状

は︑星流的に増殖炉を利用すると

すためには十分な義脚的余裕があ

要だということがあるとは臨え︑

ることが燃料供給に対する儲頼鷺

れば︑※騰敵斑は核不拡散政策の

大きな政騰常設を蟄豪しており︑

ければならない︒この圓収可能な
態で貯蔵する方法と衝収不可能な

る︒

レーザー濃縮工場についてはとく

帝場を独占しようとしてはならな

膏てるのであるから︑※圏は惟界

議論は説簿力がない︒この提察は

性に対する保険として継続すべき

は︑憩殖炉開発のタイム・スケジ

状態にしておく使用済み燃料の猛

理工場から繊てくる廃勝物を扱っ

技術開発のペースの思いことが

に深劾な問題である︒ガス拡散工

える︒しかし︑鶏要予想が急激に

であると響える増穂炉は︑商業胴

だり処分するのに利用できる︒

ウラン濃縮施設拡張についての決

場に内在する規模と資本蟹が︑各

るはるかに小さい工場を建設する

増殖炉計画をスタートさせるため

團収の容易さをバランスさせるこ

縫飛済み燃麟を管理する能力に

定を複雑なものにしている︒それ

ことを司能にするという点で核拡

齋面︑使絹済み燃料は現在貯蔵
とが必要だが︑圃収は櫃幾先にな

饗するわれわれの信頼が大きいの

は︑新しい分離技術で濃縮コスト

散の閣題を馨しく生む︒これは︑

には濃顯ウランの不足は生じない

している原子力発電所の冷却池に
るか︑または不必饗になる斑能性

で︑来園はそれが国際的な健康︑

し︑一九九〇無以降の需嚢をみた

高濃縮ウラン︶のインベントリー

貯蔵しておくことができる︒これ
もあるので︑安全性の方を露視す

楽だは核兵器拡散の危険を少なく

蜜壌誹圃そして放棄されたウエ

する必要がある︒貯蔵の蜜全性と

を必要とするので︑さらに難しい

らの脳設は︑必要な蒔には簡単に
べきである︒

いう決定が行われた聴に婿来蕎処

状態で貯蔵する方法の両方を醗発

問題を提起する︒しかし商業的に

拡張することが可能だ︒この毒蛾

ュールにより決まってくる︒

競争力のある増殖炉のタイム・ス

は一階的対策としては受け入れる

には大罪のプルトニウム︵または

この霞的のためのプルトニウムの

ケジュールは根錨先のことなので

陣描齪は国の金ての原子力旛設︑

圏に独虜の濃縮工場を建設するこ

供給を保補することはできる︒保

を大幅に引下げる職能性があるか

て生じる安全撮障問題の処理に騒

するのであれば︑騒客物施設の不

維搏および新しい縫縮技術によっ

スト・バレー再処理工場で蓄績さ

い︒拡張に関する決定は︑追加資

ことができるが︑原子力発電の進

源と警えるべき世理の濃縮能力を

分離は暫︑くの間は経済的に正当

らである︒現在提蟹されている※

考負した上で行わなければならな

足している趨から引取り圃収可能

われわれは︑来国が世界の康子

政

ので︑来国は一方的に菌際的な原

原子力の輸出市場で競台している

の政策と岡じ方陶へ動き出したよ

輸出許司を常に擦蕾してきた来圏

力供給醸もこれらの危険な施設の

ことを要求しているが︑来国およ

原子力施設を保陣棚田の下に認く

躍である葬核兵器保乳輪が金ての

することを決めた協定を締絡ずる

に煮出された法案で提案されてい

持つ㎡幽をたてている︒昨無議会

に近いか︑それ以上の生馴能力を

い契約を締結する前に幽趣分離と

は︑惣ぎ必要でないのならば新し

げるだろう︒このような状況下で

分離することによりコストを引下

済的に利雨できるウラン獅を多く

われわれは︑エネルギー問題に

な危険は原子力が特別の国汝に対

子力開発の勢力に苅する影響力を

の理出は︑※国が海外における原

考

え

方

の拡散に反対するコンセンサスを

した施設または物質だけを難陳描

ニウム分離およびウラン濃縮施設 は全ての漂子力施設ではなく輸撮

ってきた動きの上に圏内のプルト びその他の供給国は︑非核保萄㎎

ことは明らかだ︒NPTは︑加盟

子力貿易政策を強めることはでき

うにみえる︒来國は︑この盛り上

る貿易を制隈しょうとする場△口

ない︒核燃料サイクル魔設に関す

には︑他の諸国が核兵器の製造を

あきらめるという約束と交換に※

ウラン燃料の供絵保証が世界の

に翌つた露な理由だったと関われ

る新しい蔑閥および政講の施設は

対し幅広い継続牲のある探求をす

し︑核貝器製造に必要な装齪︑核

失うであろうからだ︒原子力開発

原子力は今や全世界の存命にか

政治に対する輸出政策の影響につ

複雑で制約もあるが︑米麟の輸

いても注草することが必要だ︒

出政策は︑核不拡赦という闘的を

大きく支持してきた︒この分野に

燭に対し大きな影響力を行便して

きた︒拡敬に対する最終鮒な対応

ではプルト一一ウム抜きの核燃腿サ

は政治的なものだが︑輸出の分野

イクルの利点についてのコンセサ

スを開発するための広範な外交的

努力との関蓮で露要な措澱をとる

核不拡散という観点からは︑関

ことも可能である︒

心の中心はプルトニウムを分離濠

たは筒濃縮ウランを製造できる麺

のような膳設は︑兵器製造の最終

設の輸出になければならない︒そ

︵王A露A︶の保陳描幽門に縢く

ての原子力施設を麟際原子力機関

既停の協定についてこの規定を盛

も間様の政策をとるよう説得する

り込むよう再交渉し︑他の供給國

努力をすべきである︒査察が差別

とを強調するために︑来羅は一九

扱いを圏的としたものではないこ

て豪し出た通り米国の全ての平和

六七無末にNPτの交渉に関連し

利照を図的とした原子力施設にI

べきである︒米國は︑王AEAに

AEAの保障描羅を磁ちに適罵す

対し寛大な財政および無徳擾助を

提供し︑この急激に憩大している

保留対置に対する運任を処理でき

の﹁平秘露的のための原子力﹂計

処理するに嶺たって︑米羅は最初

何にも窪し︑エネルギー問題を

るような状態に置くべきである︒

い護りほとんど儒嗣されないだろ

ルおよび増弛炉の簡業化への努力

迫らないことである︒

色となった原子力エネルギー推進の態度を放貸することである︒来國は︑金ての国で︑中でもとくに開発途上国でエネルギー講要およびオプションの現実的な霊宝をすることを奨励し︑原子力の採用を

画に着畢して以来・その計画の特

よび増殖蝉商業化溺画を延期しな

らのプルトニウム・リサイクルお

ネルギー供給の璽盤に二ついて蔭

※園齪身が飼効な経済的およびエ

検討しようという米國の提簾は︑

彌炉の経済性について国際的に溝

プルトニウムのリサイクルと増

で責任対処を

保障措置問題

ている︒

れだけ優先的に弩えるかにかかっ

統領の支持を鱒た米側がこれをど

努力の成蕾は︑主として強力な大

に築かれるべきものである︒この

って憂心だという共通の認識の上 ことを要求すべきである︒また︑

が供給圓および消蟹國の爾方にと

対する輸出についての条約上の蔑

務であると解臥してきた︒藻瞳搭

核拡敬を防止する璽襲な要因であ
ている︒

現在の米劉の総生麓力に愛しいか

を指摘︑他方︑原子力を推進する

康上の被劉︑核拡散への危険など

る時聞があると儀じている︒原子

物質およひ技術に近づく道をつく

に関する決定で︑拡散闇題や他国

を続ける場禽︑来国政府は核物質

かわる聞題であり︑今世紀宋まで

齪にかけるのがNPT罪加盟国に

げるようにすべきである︒このよ

国は核防条約︵NPで︶で核エネ 洪給姻と世羅閣の両方でつくりあ

ルギーの平和墨壷を推進すること

の販売蕊たは取偲により得られる

うな命恵は︑これらの危険な施設

要があるQ将来の濡嚢をみたすた

る︒妥当な価格で燃料の供給を保

米国の計画は︑現在慧激に低く変

輸入を逸し原子力施設および燃料

どの程度重豊か②石炭および他の

力は趨永されなければならない避

り出すということである︒われわ

阻止しようと考えるならば︑来国

されなければ葬常に弱体化される

いた︒

れた液体廃棄物を永久処分し︑潜

能性のある遠心分離法を探冒する

とについての当外の障害となって

展とともに髄題することが予想さ

九八○塾代中頃に必要だと製織予

予定だ︒さらに難要なことは︑レ

たはウラン濃縮の国内施設に適用

化されない︒ただし︑糎殖炉保険

想された舘要暴は︑一票九〇琿ま

ーザー岡位元素分離法が濃縮コス

中でもとくにプルトニウム分離ま

園の二つの工場は︑競在の工場と

で鋼達しないだろう︒既存の米順

る︒もしこの技術を予想通り商業

トを穴きく引下げる司能性であ

利用できるだろう︒

な状態で貯鎖するか処分すること

濃縮ウランの鑓以上であった一九

の濃縮工場の能力を増強するとい

たってこの資源をより強い立場で

在的な蜜全性に対する危険を除即

七四俸に︑米国は外回の新しい原

う硯在進行中の墨絵は︑生座能力

工場の建設およひ運転コストは新

い︒

れる大勝の物質を貯藏しておくの

懸じガス拡散技術を採用するが︑

計画の︸部として使胴済み燃料の

子炉に対し撚料を供絵することを︐

他の王つの工場はより安くなる斑

を引受けるべきだと鍛える︒

擾期的に約束することを鰹止し

を一九八○鑛桟中頃家でに五〇％
以上も増大させる︒一九八○壁上

しいガス拡敬および還再分離のい

化することが司能になれば︑濃縮

た︒この供給保談をしたくないと

予想窩要雛が米岡の供給できる

一部は回収可能な状態にしてお︸には十分でない︒したがって︑廃 するとともに廃棄物管理問題に蹴

説得力乏しい民有論
施設︑技術で支配権保持を
ウラン濃縮容攣の拡張
いう態度︵購入遙が賃濃縮のため

ィフおよび西独・葵・爾三王のコ

中頃濠でに︑フランスのユーロデ

絡んでいる︒現在は︑全での濃縮

に天然ウランを供給するという気

※国は︑国内および外国の原子

を約束したことを袴越しなければ

めには︑現在の施設を拡張するこ

証すれば︑他の譜圏が鯉濃の製造

レーザーの技術早発を進めた方が

の大部分が同盟国である他の供給

おけるりーダーとして︑来國はそ

出

ならない︒さらに︑核兵器の礪発

T非加盟国との今後の協驚では全

麗を強化するために︑来国はNP

とが必嬰だ︒この拡張のタイミン

能力に灘く独自の濃縮施設を求め

またはそれ以上となるものであ

賢明だろう︒

を入手している︒その貿甥の条件

代薔エネルギーと比へ原子力の経

人々は原華力がベースロード願力

択の一つだが︑繕来の経贋発展に

れは︑核呉器拡散の影響がその

内における瀕子力の巾焦を公告す

が延期されるならば︑軽水炉用濃

全ての国を自得することはできないだろうが︑彼らの擬え方に必ず影響を与え︑差別待遇だとか翼PTの約束を守らないという批潤を封じることになるだろう︒ プルトニウム再処理とリサイク

う︒そのような浮動では必ずしも

幸い︑昨年束に他の概要な腰子

まれる脅威を大きく繕捕させる︒

ことになる︒この能力は︑艦機に陥った時にその麟が核興器を關発するという政治的決定に大きな影響を及ぼす可能性がある︒そのような施設はまた︑兵器の製造に適した物鷺がテロリストによって盗

段階以外の全ての能力を提供する

よりも核拡散の職能性を抑える方

経済的利益または状態を追求する

グと規模は︑国内の濃縮ウラン燃

更されている以前の粥蟄予想に塁

る︒これを愈計すると︑一九八○

遠心分離とレーザー技術は濃縮

が︑核不拡散の霞的達成に大きな

をしないという決定を行わなけれ

料に対する翻要の俸びの予想たけ
る気持ちを抑えることになる︒ま

ついたものである︒来国と外国に

総代中頃には盧鐵世界全体の生礁

燃料を安いコストで供撫すること

盟

ずれよりも多分はるかに安いもの

施設が政暦により所有され︑契約

があっても︶が︑一九七五輝にブ

力発電計画に対し濃縮ウラン燃料

となるだろう︒レーザー分離は︑

ラジルが西独と濃縮およびプルト

ンソーシアムであるウレンコは︑

に屡づき民聞会社が運営してい

またウランの供給力を延命し・経

を供給することについての長期的

含謝すると現在の米国の生産能力

る︒

でなく︑来岡が外国に対しどの程
た燃凝の供給保証は︑燃料供給の

おける原子力発電所建設謝蜘の糖

能力は現蕉の三〜四日となの︑瑚

多！！ノグ！！グ！タ！5多妻⁝多∠∠！彦γ

済性はどうか③嵐界のウラン資源

を蟹価に供給でき︑環境への危険

対し決定的なものではない︒それ

原子力は大胴取︑複難で︑膨大

子力の経済的妥豪性を見い出すか溝懸している︒実際に︑米価が原て為されるべきである︒

ばならない二︑三の鍵となる園の

度まで燃料の供給を保議するかに
延命策としてプルトニウムをリサ

小は︑燃料施設を増設しなければ

貢献をする︒しかし︑多くの国が

現在の新しい濃縮施設に関する

よって決まる︒この聞踵は︑拡張
イクルしたり増殖炉を開発しよう

により核不拡散の圏酌達成に役立

ウー■！多多タ！一！甕多多 ！タ多〆！！クタグ！タノ5ノ！多ノノ！！！！ノ重！ググノグタノグノノグ多ノ！！！！！タ！ノ！ノグ！二！ク！タ！！！ノ！！！！タ！！グ！5！！

監護の縄囲と分布︑それが原子力

も少く︑エネルギー蔓立に必須の

故︑原子力の利益と髄様に溜圧醜

との関係について非常な駈要性を

われわれは双方の指摘点の中に

り易さは増大し得るであろう︒そ

の醤来に及ぼす影響⑥核融含エネ

制限箸は潜在的瑠場μ伊他国の競争

構成要素でもあると強調︑輸出の

村与しなければならない︒

子力を放葉した場禽︑拡散の起こ

ルギー等の経済的翼通しと開発の

重大なため︑これ以上の核拡散を

限られた経済的利益に比べ非常に

る方法で処分され欝るか⑦原子力

には担界の合力の墾襲な部分を提
なり︑輸入化瀟撚料に対してさえ理下に置かれるものではない︒大は︑十分な濁家・薗際経衝の考力の拡大岱蔭畢力技術および不安をいだく多くの批判警は原子をいだいているが︑これらの聞題その儀的優位性が損われる績向部分の先進囲か顧子力の綴織的な 慮︑社禽的コストの現災的な評価璽の輸出iなどがあ船Q広力の建設蟄や燃料擬格の高騰︑貧燕と原子力問題とを薄しく関連さにある︒にもかかわらず︑＋鴛〜開発利用を実施しており︑開発のならひに核兵雛の今後の拡散を避

る絹意があろうと偽ずる︒しかし
の一つであり︑これに関する決驚計画︑廃野物響埋︑ウラン濃されていない︒つまり︑原子力に経済︒安金防護乱塾に帳広い関25

な投資が必要であり︑そのため経

原子力に関し何よりもまず墾大

タイム・スケール④原子力が環境

で嶺を欝ない決楚を避けるための

なリスクを注慧深く算定し︑性急

もしれない︒

原子力の将来に関する論鍮が国

開発に対する米国の影響力を減少

者に譲り渡すだけで海外の原畢力

えない原子力

民の注恵を集めているが︑他方︑

子力の安盒性◎廃纂物が容認し得

および人の健康に及ぼす影響⑤原

施設に対する破嬢行為や核物質に

エネルギー危機によって発生する容騒嶺たりの資木コストは剛毛に原子力は将来︑立国の一方的な籍

時間が必襲である︒

この問題に対し公衆の理解や国民

い︒われわれは︑今世紀中に原子

ているが︑唾要な閤題点が界磁に

多くの籟値を醜い出したが︑原子
いくつかのエネルギー選択のうちルトニウム︒リサイクル︑増

を与えているとは決して言えな

提案する︒小規枚プラントの単位員器への顧接ルートがあり︑また

転換させる可能性はどれぼと深刻
力の将来の役割について彼らの厳儀上の発展において特別の閤題をながら︑原子力を行わなくても核供するであろう︒岡時に原子力はた決定薬餌としては︑再処理いては器質内外で濤発 に 論 議 さ れ 得 の い く も の は な か っ た ︒ ま た ︑

が国の経済成擬と繁栄に対し強威と燃料サイクルに趨困ずる健ぱならないと儘じている︒

調査の主題となったのは①原弱な炉還転実績︑廃薬物の永続的せるには細心の溢患を払わなけれ二十の開発途上濁は今世紀中に原惚れている国崎ではその可能性をけるための最大の関心を量礎とし

︒国内外で影響力の大きい切な問題か1等々だ︒これらにつ

力が果たすべき役罰について調査

させるとも主張している︒

の愈思決定という点で十分な遮礎

一方的に管理し

多くの国は︑少数供給国からの

を民間と政府部門のいずれが実施

莚予想される篇蛍鐙をはるかに超

序文につい て も そ の 要 約 を 参

え方などま と め て い る 概 論 の

に︑本研究の基盤となった響

りあげ︑内容を紹介する︒別

から﹃決定すべき課題﹄をと

ここでは そ の ﹁ 概 要 ﹂ の 中

のとなっている︒

園颪十八翁にのぼる大部のも

箸で構成されており︑全体で

論︵四部十四章︶および付録

れた︒葡がき︑序︑概要︑本

万円︶の費用を投じ衷とめら

歳月と七＋万が︵約二鱒︸千

財政的援助のもとに約一鎌の

報告籔は ︑ フ ォ ー ド 財 麟 の

いる︒

れるものとして︑注囲されて

ルギー政策にも棺当に反映さ

発表される予定の※国のエネ

これら 勧 告 は カ ー タ ー 大

〆

ならない時期を運らせている︒一

保瞳翻既存協定の再交渉も

とする悪欲を抑えることになる︒

米国・核エネルギー政策
するのが巖も適切かという聞題と

ニウム再処理盛塩を簾終的に購入

な役劉に関し明確な政簾を持つ必

策
輸

一
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業
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統頷によってこの四月二十曝

全てを規綱の対象に

螺
一
一

＝

㎜欄

考のためにとりあげた︒

◆

昭和52年4月7B
子
｛第葱種郵便物認可

第870号
（3）

聞

産

力

原

原子力のぺ 喜 ス鈍る

ない︒しかし州政府としては控訴

ほどピ田圃⁝・ショアー環境相が

かかわる認司を串請したが︑この

す②再処理︒貯蔵施設のサイトに

闇題を原子力発躍所建設と切り離

出力哲三十六万KW︶について︑

のウィル原発︵加圧水型炉︑電気

ガウ行政裁判所も︑ライン川沿摩

州のフライブルグ・アム・ブリス

こうした最近の情勢からみて︑

かの淡定を行うものとみられる︒

行敷裁判所が工事を続行するか否

いわれる︒都帝︒地域謡画法の規

開始されることを期待していると

の審査が六月中旬︑カンプリアで

気暴力落四十万KW︶についても 表されていないが︑同環境帽はこ

なとの揚直をとりたい牛飼だとい

再開を禁止するもので最終的な決

をゆるがすとして︑態勢ばん回に

政府はその遅蒲は経済成長の基盤

決定は環境帽によって下される︒

トニウムは何年にもわたって蛋産

にまわすこと

かちあってきた︒

と考えてはならない︒

芸界的な核兵器拡散を阻止できる

一・高放射性以東物はガラス圃

器の数は七万二千個︒

二︑選定地域は深さ一万二千な
いし一万五千㍑が望ましい︒また
底引き網で引きあげられることが
ないよう竃場から十分離れており
海底ケーブルが近くにないことを
条件とする︒海底は地質学的にあ
まり変化しない暴露した構造でな

三︑七万二千個の容羅は︑蔭径

ければならない︒

三十五カイリの諭積に適当な間隔
をおいて配置する︒これは十万平

四︑シリンダーは海底に到着し

方詩層当たり一個の割倉となるQ

てこわれる︒

かに下まわる︒海底がガラス破片
を吸薄しつづけるかどうかは今後

英︑再処理工場建設問題

薩独ニーダ

西独︑グローデン発麗所

︻パリ松本要領員

のほど︑建設甲のグローデン顕子

ー︒ザクセン州のグローデンでこ

力発亀訴︵加圧水型炉︑霞気出力

百三ナ万KW︶サイト占拠序必用

双方あわせて負傷者三百十入を出

す過激なデモ隊と墨差隊が衝突︑

した︒これは環境保護グループに

もので︑この大会に西独各地から

よる同原発阻止大会に端を蓋した

集まった過激派が加わり︑参会蓄

このうちとくに過激なグループで

は一万五千人にふくれあがった︒

ある西独共産適盟︵KBW︶の一

つれてサイト占拠に繰り出したも

団が先頭に立ち︑約五千人を引き

の︒

W闘社イタリ

アから撤退か

︹パリ松本駐筏凪園米国のウエ

スチングハウス︵WH︶社は︑フ

三〇％を譲渡したのと同様︑イタ

ラマトーム社の株式四五％のうち

進めている︒これはイタリア政府

の鷹内原子力産業確立の憩鴎にこ

五一％の大半をワイアット・AG

ワイアット社はSOPREN株工

lP両社に譲渡するというもの︒

三％を所有している︒

英核燃料会社︵BNFL︶は酸
四・五％︑CO魏EN株︸六︒一二
化物燃料再処理工場の建設計画に

〔原子力関連主要得恵先〕

（発聡所閣係）日本原子力翠霞（株）・敦賀および東海発電所、東京電力（株）・福島原子力登纏所、中
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植立プラント（株）、東京芝浦惜気（株）・原子力本部、三菱原予力工業（株＞GE・敦賀および福齢建設
所、WH・高浜建設所、春本ソールオール（株〉、三和テソキ（株）
（研究施設関係）日本原子力研究所・東海・大洗・高崎各研究所、理化学研究所・大稲研究所、竃力

巾央研究所、ヨ本アイソトープ協会、東大工学部・原子力研究施設、東北大学・金属材料研究蛎、東
京都立アイソトープ研究所、放射線医学総合研究駈、電気逓信研究所、（殊〉東京原子力転業研究駈、
ライオン生物実験センター

の手続きをとることになろうし︑

れば︑同計画の公開審査は︑パー

判定の理曲が酉三十五万KW級原 下院で明らかにしたところによ
子炉の圧力容器の安盒基藁にかか

力譲．二十万KW︶に対して下した かろう︒またブロックドルフ︑ウ

開霧盃の日樫︑場所などはまだ発

鑓畏を補佐することになった︒公

カー高等法院判事を委員長として

ィルに続いて︑グラーフェンライ

行なわれ︑放射線防護︑環境汚染

ンフェルド原発︵膿圧水型炉︑電

わるものであるところがら︑決着
西独政府は︑現証︑原子力発電

工象熟睡命令に次いで︑三月中旬

がつくまでにはかなりの時間がか

KW実現を冒標にかかげている︒
促滋方策を検討しており︑この中

には︑バーデ・ビュルテンベルグ

ドルフ原発︵加圧水型炉︑電気剛

また︑将来における電力供給の中
で①再処理・廃棄靭蹄戴施設の建

ついては︑候補地とされている二

署が審董に参加して委

断を園証するためには︑八五年ま
設を条件とする反対に頬しては︑

所の許認而が必要になることも強

別に︑来年中に新たな原子力発昆

⁝ダー・ザクセン州政澗にまかせ

八0奪三千万KWに引下げられた定にもとづいて行なわれる公開審

の曽門家

でに建設されるべき発電容量とは

ルについては︑安全保障と鑛内的

調している︒核燃料のリサイク

安全規制が十分でないとして建設

期間を一

糞は︑地域住民の意兇を聴取する

で対応

西独政府は三月二十三日の閣議で新しいエネルギー計画を決定した︒新計画は一九八五年における

ておいたのては解決の見遍しが立

原子力発電開発の遂行にはなお予

節約

原子力発露開発目標を現行の四千五百万KWから三千万KWに縮小ずるとともに︑エネルギー節約の
に自立した原子力の利用という面

断を許さないものがあるが︑西独

供給 逼 迫 に

強化によってこれに対慮しょうとするもの︒この絃果︑一九八五年の一次エネルギー需要見通しは現

定は第一次認可を取消し︑工象の

禁止を決定した︒もっともこの決

貯蔵︑再処理︑廃棄物の固化と飯

原発サイトで
停KW︵この規漠は三際には二〇

懸命である︒

罵報告はまず︑侮底は人間のす

二五無ころに到達するものと予測

臼体が赴法たとしているわけでは

定ではなく︑また第︸次建設認可

いすれにしても︑原子力反対逆

む睦上よりも安全性の観点からす

のような条件で北大南洋の一地域

される︶と相﹈定︑その廃棄物を次

イクルに入ってくる危険性を評価

プランクトンを経由して︑食物サ

きる︒米国も他の諸国も今世紀申

こうした条件では︑魚類︑海藻

リアのSOPREN︵原子炉メー妻
炭の憐用によって発電容猛を拡大

くる危険はない︒プランクトンを

高めるであろうということには全

タイムズに︑一峰大の意見広告を

鷺

延で生するギャップを補うために

して行くであろうことを示唆して

たえるもので︑WH社が持ってい

．土量

は︑一隠二千五亜万KWの設備を 明白てある︒しかも斡処理による

く同意兇である︒しかしプルトニ

いる︒︵こうした状況において︶

の研究課題だとしている︒

掲融︑壇蜘炉開発と再処理の郷制

会社︶から撤退するための交渉を

鼠や二十年︑あるいはそれ以上鷲

利益を追究しょうとする世界的な

ウム時代はすでに到来しているの

ウラン資源調査が進行中の段階

るSOPREN︑CORENの株

﹁米国政府は︑再処理を無期延

その放射能はバッグランドをはる

ばしても※国の経済湧動やエネル

すう勢があり︑来国は安易にこの

だ︒一九五四年以来︑米国は﹁ア

で︑海外への燃料供給を約束した

期するという明確な淡断を下すべ

アライド・ゼネラル︒ニューク

◇

六月中に公開
審査開始か

通じて入ってくる危険性はあるが

〔原子力関遡営業種副
（発動所関係）機器その他の汚染除去、定期検査時の除染・サーベイ、核燃料配置・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、廃棄物の運搬、変蹴所・空調設備運転保守、

カー︶︑COREN︵核燃料供給

類を通じて食物サイクルに入って

過激な デモ

われる︒

海底処分の影響評価

なう核暢料センター施設の建設を

終貯蔵などを〜か所に集中して行

十一日聞としており最終

たないため︑連邦政府で取り上

五百万ナ︵同三千八百万釣︶︑天

げ︑鐸内貸走の方鎖で進めるーー

然ガス八千七百万沙︵同〜億算置

がたい﹂として︑使用済み燃糾の

今回の修正は︑八O黛代におけ 発電開発國標の達成が困難になっ

ナ︶︑原子力六千二百万ナ︵同八

から︑﹁リサイクルの選択は避け

たため︑エネルギー計画全体を晃

千百万ナ︶︑その他千三語万誘

％︵現行計画では九％︶h八五年一三％︵同一五％︶に低下する︒

兆したものと受けとられている︒

行よりも約一一％削減されることになり︑原子力発電の一次エネルギーに占める割台は一九八○庫六

る経済成長の鈍化︑電力消費の傭

異体的には︑省エネルギー化によ

原子力発電については曽門家の

︵同千再万捷︶とされた︒

び率低下の見晒しに立って︑西独

次エネルギー

需要を現行の五億欝千五百万ゾ

って一九八五年の

政府が新しいエネルギー計画の原

則と基礎データを打ち出したも
の︒基本的には①輸入石油依禅室

ぐれているという前提に立ち︑し

ケージし蕉︐同放射性固体廃棄物を

化してシリンダー型の大型容器に

間でも︑反対運動の激化により一

︵石⁝灰換算︶から四隠九千六酉万ナ

かしパッケーシの破壊による放射

という毘方が強いが︑政府として

海底に貯蔵する場舎︑放射線発議

した︒また二〇〇〇黛における世

能の拡散1一ことに無類︑海藻煩 に貯蔵するというモデルで実際の

り︸九八五年の一次エネルギー構
は︑そのような規模では電力不足

の観点から騨笛となる要因は莞当

詰める︒二＋五億KWの塑﹃容

の軽減②籔約の強化⑧原子力発電

英で高レベル廃棄物対象に

しているが︑西独における原畢力
成見通し︵石炭換算︶は︑石捜二

廃棄物講本集積の放射線防護評価

が八0琿ころから没刻化して経済 護庁がこのほと公表した高放射性

界の原子力発電所の容躍を二＋五

九八五年に二千万KWがやっとだ

反対運動の激化や各州の行政裁判
癩二千六藷万ナ︵現行計画では二
成畏が止まり︑失業が増大すると

たらないということである︒

の開発llという現行政策を踏襲 に縮小するとしている︒これによ

所が原子力発電に慎璽な姿勢を示
億四千五百万踏︶︑石炭七千三筥

報告によれば︑適切な素梅でパッ

の他の十八か国で作られている︒

プルトニウムと燃え残りウラン

原子力発電に大きく依存しなけれ

危険性を評価している︒

しつつある現状などから︑一九八
して︑エネルギー政策上︑三千万

︻パリ松本駐在員︼英放劉線保

五年四千五百万KWという原子力 万ナ︵同七千九百万ナ︶︑褐炭三千

に強く反発した︒この広告は︑引

されてきており︑現在も米国とそ

ﾄ一器繍一⁝箆一⁝卿・⁝＝襲筆ヨ籠一瓢一双一⁝㎜三＝罵＝ヨ盤躍舘︸籠美麗⁝⁝蕊＝一諜蓑⁝＝⁝＝⁝罵＝⁝⁝㎜⁝篇篇藷一諾躍釜瓢⁝麗峯⁝⁝箪訟箪罵⁝一瓢露量蕪＝⁝瞭諾⁝二一⁝⁝嵩＝張三雛難︸羅＝諜籠識＝一⁝一罪︸⁝ヨ鷲一難⁝⁝襲釜︸⁝三羅訟一＝⁝籠＝認︸罵＝

接的にはニューヨーク・タイムズ

きた扁との報告講の縮論は︑再処

プルトニウムを含む優用済み燃料

十万ゾ︵この四分の蹉以上は来確

が二十四日付社説で︑量定炉開驚

施されるべきである︒しかし︑実

見解にもとづいている︒薄処理の

フ愛ード財団をスポンサーに︑

結論が出されるといわれている全

は燃え残されたウランとともに全

認︶一1を使っているが︑ちかく 理の経済性へのいささか惹観的な

野界の陰唇プールに蓄横されてい

際問題として※国だけが原子力技
術を独占しているわけではない︒

の中止と再処理の禁止をカーター

マイター・コーポレーションを核
とした来国の原子力政策研究グル

規制委員会︵NRC︶で検討して政権に呼びかけたことに反駁する

経済的利益については︑来原子力

る︒重要なのはプルトニウムがい

※科学アカデミーのより慎重な検

形をとっているが︑二十一日に提

われわれがそれをどう扱うかとい

まここにあることであり・問題は

討結果は︑約二百八十万ナあるい

いる酸化物轡料の軽水炉へのリサ

出された原子力政商研究グループ

現在の核保有園はいずれも︑原子

イクルに関する一般環境影響声明

力発電によって核兵器を閣発した

は蔭八十万ナと予訂しているよう

書︵GESMO︶において＋分の
論報告書の内容にも認及してい

ープがとりまとめ︑カーター米大

わけではなく︑もっと質援的な方

は︑増殖炉の導入を一九九三隼か

だ︒また科学アカデミーの研究で

統領に提出した報告趨﹁原子力の
悶題点と選択﹂は︑内外に大きな

された施設でこれを作り出したの

法︑すなわち核兵器開発用に設計

ら二〇Q八二に遅らせた場合を検 証されてきており︑商い棄て方武

ミスターエシタ！ウイデ

を軽水炉にリサイクルすれば︑少

うことだQ

まず米国内で表面化した︒

である︒仮にある国がその気にな

討しているが︑この十五隼聞の遅

と銘うったレイモ

告は︑いくつかの理由をあけて︑

ばならないだろう︒フォード財団

なくとも五〇％のウランが節約で
ンドAGNS社社長の署私入り広

ィスアグリー

る︒

波紋を投げかけているが︑反応は

れば︑原子力発電炉を便うよりも

◇
三月二十八日︑※上院エネルギ

る︒

はるかに優れた方法がいくつかあ

あいつぐ﹁原子力政

の燃料サイクルの代幽案は相当の

ー・天然蟹源委員会の研究開発小

報告轡は︑総総炉が総力懸盤に

の通り︒

反論しているが︑その雑な点は次

めてはいるものの︑その導入を山

会議副会長 ジ ョ ー ジ ・ L ・ グ リ ー

委員会で証言した※核エネルギー

策報告書﹂への反論

原子力政策研究グル⁝プの報讐

追加建設しなければならないとさ

有効な役割を果たし︑莫大な逼

謹は門原子力発騒に伴なう最も重

ギー安走確保に重大な影響は及ぼ

れている︒摺殖炉の導入時期を九

トムズ・フォー・ピース︵原子力

り︑経済性を無視した再処理の禁

加エネルギーをもたらすことを認

大なリスクは核兵器能力につなが

さないだろうと結論している︒し

三年と競込んでも五爵一千万KW 点を無規するわけにはいかない︒

平和利用︶計魎﹂を締め︑附託各

た来国の酉処理禁止だけをもって

止描置を講じるべきではない︒ま

のように述べた︒

る技術︑物質︑施設を持つ国が増

かしこれは軽水炉で縫われるウラ

の軽水炉が必要で︑その燃料の確

時日の釧を逆

ソン氏は︑岡報告譲に反論して次

加することだ﹂としており︑この

ンの供給可能性へのきわめて楽観

保さえもが危ぶまれていることを

は三月三ヒ一日のニューヨーク・

国と原子力技術およびウランを分
リア・ツービセスハAGNS︶櫨

とマイターの研究でさえ︑米国が

ことを報告讃の中心にすえたた

的かつ不当な冤通しにもとづいた

考えると︑今回の報乞酪の仮定は

われわれは藁菰されないプルト

め︑再処理や堰殖炉計画に関して

ものである︒報告欝は米エネルギ

ニウム利罵が核兵器拡散の危険を 今世紀の残る期間中︑原子力と石

いくつかの誤った綾論を導いてし

実に葬現実的だQ
ー研究開発局︵ERDA︶が霞か

の予測⁝⁝今世紀宋までに三百七

ら不確かだと見なしている同局

卸

本 部

原

熱：

経済的負態を伴うてあろうことは

器の拡散問題に対しては︑きわめ

まった︒米国の原子力政策は核兵

て鎌継でなければならないし︑そ

はできない︒プル

の可能性を巖小限に止めるよう実

24
Q9
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幽轟
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評価手法の拡充必要

馳▼・∬〆

早期実施︑慎重論が大勢

．邑鵬

日本海洋学会︑日本放射線影雛学会︑欝本綴子力学禽︑日嵐擬健物理学会︑瞬本水産学会の五学会
共催の放射性固体廃棄物の深海投棄に擁するシンポジウムが六日︑東京・大手町の気象庁講裳で開か
れた︒現在採爾されている薯前評価手法の羅非をめぐって発表者の轍兇が分かれたものの流速︑生物

関連学会シ
ンポジウム

進行している長半減期の放襲用核

ベース︶では︑産業全体としては

一鋸︑五十二年の設備投資計画の 年鹿の設備投資実績乗込み︵工購

霊水興業銀行は四日︑昭和五十

前駆度比五・七％の伸びに留った

日空申（5218一｝
9

三月

設備利用率は
平均二一・九％
原産調べ
霞本原子力産業金議が調へた今

利用率は翔表の通り︑単層で一＝

笙二月のわが国原子力発懸所設備

用済み燃料を再処理し園収される

四︑新型動力炉などの開発

対策等の積極的展開を図る︒

理対策︑放射性麗麗物の処理処分

処理︑プルトニウム利用等に対し

際的な核拡散防止の翼地から・再

進める︒新型転換炉は︑原型炉の

るとともに︑原型炉の建設準朧を

臨界に璽らせ︑出力試験を実施す

高速繍殖炉については︑実験炉を

﹁昭租五

て核燃料の禰効利庵を図る︒②国

ウランやプルトニウムを再利用し

て圏際的規制を強化する動きがあ

政府は三月三十一日︑

画﹂を決め︑公表しだ︒同計画の

十瓢年度原子力開発利用夏本副

一︑田子懸隔発利胴長期龍胆の

るが︑わが国は︑今後とも原峯力

はその二桁少ない壁しか出ないこ
とがわかっている偏と述べ︑現在

濯直し広く陰縫の理解と協力を

①

行なわれている彫金評価手法が非

点を播駕し反論︑市川氏もこうし

御て原子力の開発利用を進めてい

基本方針の概要は次の通り︒

た点で科学捜術庁の安八評価が海

現異鮒なほど安全側に立っている

洋投機の危険性を過大評価する側

②多圏的高温ガス炉は︑研究開登

建設を完了し︑臨界に至らせる︒

千六百四十

五︒九％と大州な増潴を記録︑最
終的な投資額は口封

五爵二年度の設備投資計画では︑

六億円に達する焼込み︒また昭和

産業全体としては前畳目O・一％
増と石目危機以後の厳しい状況︑
先行き覧通し難から各企業が設備
投螢増を決嘱するだけのコンフィ
デンスをまだ十分持ち行員ないで
いる努を浮き彫りにした数纏とな
っているのに対し︑電力は対五十
二度比の三五︒九％は大きく下回
るものの︑原子力︑水力への投資
増加などもあって葬製遺糞全体餓
筒の対前黛度伸び率一九︒九％を

霊億円にのぼるとみられている︒

記録︑設備投資額は一一兆五千九十

全確保に万全を期す︒このため原
子力安全委員会を新設するととも

については︑安全性の総点検等を

行ない開発を軌道にのせる︒③核

験装醗︵JTi60︶の建設を本格

融命については︑臨界プラズマ試

五︑原子力開発利絹の塁盤整備

的に進める︒

①大学︑原研︑理研︑放医研︑電

総研などの研究機関おいて︑墓礎

研究の魑実な推進を洩る︒②科学

蕎︑技術隷農の確保︑養生訓練に

努める︒③多国間協力︑二鰯間協

六︑国民の理解と協力を得るた

力等を通し国際協力あ邊める︒

いく︒同時に原子力平稲利用が不

て重要︒このため︑原子力の安全

民の理解と協力を得ることが極め

の旧領な推進のためには︑広く国

めの施策の推進原子力開発利用

当に制限されることがないよう︑

に︑原子炉の設置︑運転筈につい
て安金規制行政を一貫化し︑行政

関遡諸国と密接な協議を進める⑤

題の必要性を強く国民に訴えると

確保に万全を期して原子力開発利

嚢付けとなる各種データの蓄績︑

昭稲五十一無六月に批准しだ核箕↑

費目の明確化を図る︒一院規制の

安盆審査雄準︑指針箏の一読整雛

ともに原子力知識等の広報括動︑

器不拡散条約下の保隠描置体制に

鷺源三法による開発利益の地元へ

富民の意見の吸収に努める︒また

移行するため︑国際原子力機関と
の保障搭置協定を発効させるとと

の工学的安全研究︑放射線瞳需防

もに︑国内課瞳措置体制を整備す

を麟るため︑軽水炉等原子力施設

止の研究︑環境放射能調査研究の

る︒④核燃料サイクルを確立する

ムによる撮質傑証認定の審査を受

海二曙機などの原子炉格納噛癖用

十一日置でASMEサーベイチー
四国電力騨方一弩機︑九州磁力玄

一︒二讐機︑関西電力大飯一穆機

同社はこれまでに退部蟷力浜岡

の推進等の旛策を進める︒

ため︑天然ウランおよび勢望ウラ 素解消のための笹至性実無試験

の還元︑原子力安野性に関する質

業員の被際対策を強化する︒

安全研究を進める︒原子力事業従

三︑核轡料対策の推進①一連

の技術評価につながる︒購書水島

の核燃科サイクル確立のため︑便ンの確保策︑使用済み燃料の再処

にある闘社水島製鉄駅が︑米国機

鋼板と鍛鋼材の製造に関する昂質

械学会︵ASME︶の原子力用際
製鉄所でさる一月十七日から同一
保証認定を取得した︑と発表し

ターシステムを轟入している厚鋼

契機に︑全生産管理にコンピュー

造実績をもつており︑認定取得を
両甜種の認定を受けたのは︑わが

摩鋼板を主体に約一万三千沖の製

力容器︑ボイラーなどの材料仕

麟では田本製鋼所察趣製作所に次

の︒一事業所で雛鋼板と殺鼠材の
様︑設計︑製作︑検査の錐準を定

た︒AS越Eは︑原子力容器︑圧け︑このほと認定証が届いたも

めており︑この慧準に授爵して認

行では︑事前の研究聞発の成異お

究讐を笑施﹁するとともに﹂︵現

②高漣増殖炉原型炉の所嚢設計研

じゅ﹂については︑むしろ早期建

ものだが︑高速憎殖原型炉﹁もん

が・やや遅延していることによる

門常陽﹂と﹁ふげん﹂の臨界

放 医 磯

放射線防護課程
で受講生を募集

期したいとしている︒

禍材メーカーとして一層の飛躍を

S︶プログラムのもとで原子力薦

一塞化した特色ある品質保議︵Q

板と︑帳票主体の休制の鍛鋼材を
いで二番闘︒
3二膚二二一一鞠冊＝臨調＝＝一＝圃

定を得ることは瞬際艶なレベルで

よび海外における動向箸の評価損

し︑建設準備を急ぐことになる︒

設で積極的な轡度を前駆に打ち出

に建設を進めるーーなど︒

的計翻について﹁検討を行ない︑

討を縛ない︶︑原聾炉建設の興体

では五†一望︶に臨界に簗らせる

福沼総理聾唖は三月三十一田︑

する第二次麸本刮画の修正を術

得た場命には︑引き続き建設に糠

建設準備を進める﹂︵燭︑結論を

での期間を繋象に︑必要に応じ所

昭和四や六物度から五十二薙度ま

なお︑動燃灘業団の鰹木嗣爾は︑

を開く計画で受講生を蒲柳中だ︒

三十八回﹁放射線防謹課程輪研修

五月三十日から七月十四日まで第

放射線医学総踊研究所は来たる

雰
護

闘研究所獲成訓練部まで︒

つた︒その主な内容は︑①融︑出力

﹁昭箱萱†二年度﹂︵同︑五十二

五万KW︵第一期出力︶の高速壇 擁する︶③新型転換炉原型炉を

動力炉第二次計画の修正

動燃癌業団の動力炉開発業務に関

積極的開発へ

﹁もんじゅ﹂を

∴鼈黶＝＜R曹一二＝＝＝＝冊一＝＝鼎二一＝■一＝冊＝冊＝＝一；扁＝＝隔＝＝＝一扁幽一＝一＝囎＝濡二＝二冊＝＝ニ＝＝脚＝算

川崎製鉄は四日︑綱山県倉敷驚

品質認定を取得

川鉄がAS舗庭
．九％︒十三基の還開中八夏が定

となったため︑三

検および塾故調査で嬢止となるな
最悪状態

〇％を割る重三な低調となった︒

ど

なお難奪四月から今年三月まで
五十一仏心庸犬績は時間稼働門率六〇

・四％︑設備利用率一二九・六％だ

った︒設備利用率は四十五年度の
七一・八％を最⁝尚に心々低下︑バ

イパス配籔雄裂閻題などあった五
十年置は四一︒ん％となんとか四

の充奨を図る︒原子力船﹁むつ﹂

の平和騨周に徹し︑騰貴器不拡散

止のための国際協力には三献して

条約の蕉式締約畷として核拡散防

画にそって政策の積纐的な展溺を

くため︑実効性と整胃性ある長期

図る︒このため現行瀕予力開発長

的な描進計画を明確にし︑この計

また︑放射性核極の濃縮係敏に

期計画の総愈的な晃瞳しを行な

た︒

ついて講演した溝水誠氏︵東大︶

に立っているとの剰え方を支持し

は生物︑放射腔核種の存在状態に

原子力に

対する国民の不安感を解消すると

一⁝︑蟹全対策の強化

う︒

パッケージからの放射性核種の浸

ともに︑今後の原子力聞発利嗣の

齋及︑

出の無題にせよ︑深海での拡散の

本格的な展開に対処するため︑原

数を求めることの難しさに

相異があることから島い縞度の係

問題にせよ︑確固たるデータが十

子力発電翫箸の安全な運転実績を

分布など海洋の状態等が十分解明されておらす︑現時点で確集な評纐手法を確立することは困難︑

分確立されておらず︑今後も調査

﹁例えばパッゲ

駕すべきだと述べ︑一九七三駕に

郎氏︵原研︶は︑

い﹂﹁深海でのモニタリングが不

生態系への影響が薯慮されていな

との考え方でほぼ葱発が一致し︑今後さらに調査研究を拡亮していくことが必嚢であることが示唆さ
れた︒

シンポジ ウ ム で は ︑ ま ず 帯 川 龍

の海洋投棄許容限度を引き下げるに全雛が放出されると仮定されて

種の海洋投蒙許容量懸設定の問題

調査結果をとりまとめたが︑それ

疋検1書1（51

8
ξ亭［i中（497正7一）

化し︑核燃料サイクルを愈めて安

集積しつつ︑安全規制体制の強化

司能な現在︑試験投棄しても︑十

︒誌膿灘舗難事一漉博鋼購耀謹籠

について講演しだ井上栄一氏︵農

を中心に拡散のあり方について慎

によると五十二無度の電力設備投

7

一致した︒

出されたIAEAの長半減期核種ージ中の放射性核種は鵡底後魔ち研究を拡充していくことが必要だ

で行なわれた低レベル放射性同体
分なデータも得られず︑

資氏︵放医研︶が昨隼科学技術庁

廃物海洋投翼の賭前安全評魎につ

とはならないのでは一1一などの

を図るなど蜜無双策を一層拡鷺強

いて概説︒これをうけて拡敬︑海

繊塵が相ついだ︒また海洋モデル

ということで発表籍の冤解がほぼ

洋モデル︑生物による鰻縮など安

の設定について講演した猿橋勝峯

試験

全評価に係わる各二子について︑

氏︵気象研究所︶も︑地球化学研

業技術研究所︶が︑科学技術庁で

勿論を展開︒短期的な観点から投

3

聞
それぞれの研究分野から問題点が

究協会の三宅泰雄氏らとともにI

電力設備投資は増加

浮き彫りにされた︒

の安全評価 で 編 い ら れ た 水 平 方 向

褻海洋付近の拡散の状況︑生物分

のに対し︑中期的な観点から投資

盤伸び率はやや鈍化傾向

十の七乗平熱讐綴／秒︑鉛薩方

資は伸び率はやや鈍化するものの

を行なっている電力は前隼度比三

AEAに提案︑現夜明乱し侮業が

向二首平方弩規／秒との拡散係数

布︑工場との関係箸について十分
引き続き大幅に増加・工事ベース

このなかではまず海薩での拡散

は︑深戸の状侃が十分掘握されて

研究が進められると聞時に︑プル
で五十一年度此一九・九％増︑二

定検罫書〔5Z

島

おらず︑乱流が発生している司能

トニウムなどの長楽減期放暴性核

兆五千九百四十九億円に選するも

蒸気発4襯縮管漏洩灘夜並ひに冗検（5Zlε4−1

3

調査によると︑まず昭和五十一

性もあり十分儒頼できるものでは
種については︑しだいに広域にわ

6

産

ない︑とこれに疑問を擾げかけた

カノコ内は前月の菱昌
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原研の原子炉安全性研究炉︵NSRR︶が燃料破壊実験を開始して約一年半︒これまでにす

で炉心を臨界にした後︑三本のト

によって鍛大四・七ドル︵注︶の

ランジェント極の憲速な引き抜き

反応度までを炉心に加えることが

でに標雌燃料のスコーピング試験︑パラメータ燃料の内圧試験など延べ百三十五回の実験が行
われ︑冷却材喪炎旧故と並んで仮想累故の一つとして原子炉安全性研究の璽要なカギを握ると

って︑NSRR炉心には急激な出

㌔ご・ノ㌔︒．㌔．・監晃ζ辱ζ薯ζ・鱒8㍉ζら．ζ︑ζ．﹃ご多亀多

る︒これらの数纏をNSRRの定

心の発魏︑蚤は約＋万KW・秒であ

このパルス出力により発盗すろ炉

化するためだ︒NSRRの場△口︑

誹でに述べだようにガス糎に変

をパルス出力と呼ぶのは︑出力が

な出力に低下する︒この上昇出力

秒後には千〜二千KWの半定常的

自己制御効果によって約百分遅一

する激しいものであるが︑炉心の

ち︑鍛大出力二千三齎万KWに達

炉周期が一・てゾ秒の學さを持

力上昇が生じる︒この出力上昇は

できる︒この反応度蟹の印加によ

︑

エ学部反応度安全研究室長の石川迫夫霊任研究員をわずらわし︑NSRRを髄っての研究の現

㌔︽♪零塞ζ・︒ご覧8︒含

㌔f．．f鴨￠ご．．8︒．．f噌！㌔・監．．・竃9．7・・

されてきた反応度事故の詳細が︑いましだいに解き明かされつつある︒そこで今回は原研安全

︒・︒願㌔・9㌔

状と成果等についてこ執籔願っだ︒
〜亀 ♪亀審 3監塾

パ ス出力で
高反応度実験
原理︑翫画
原三三に響えられる仮想的な薯

故は︑冷却材喪失顯故と反応慶額
故である︒ともに︑極端に想定し
た場合︑原子炉を破損に至らしめ
る司能性をもつ瑠故であるが︑前

系に影響が及ぶことを想定した瓢

り燃料が破損する結累として一次

のに対し︑後蕎は核的な原因によ

融に至る経緯をたどる事故である

原因に端を発し燃料︵炉心︶の溶

制御効果により抑翻され・やがて

生した暴走出力も炉心のもつ磨己

は実質的には田圃には至らず︑髭

料の破壊が生じなければ︑原子炉

が暴走状態になったとしても︑燃

う︒逆に反応度嚢故が生じ原子炉

著が一次系の破断という機械的な

故であり︑互いに対照的な性格を
安定した出力レベルに降下するこ

燃料の発燃量に依存
霧露舳痴態馨慰石川迫夫

轡

一九七並矩から着工したNSR挙動は︑燃料の発熱墨に依存して

の発生

破壊力

盤実験成果続々 と

もつているのは興味深い︒

NSRR研究計画は反応蟻と
故が・これまでの動特性異験の結

R炉は︑〜昨年六月に建設を終 おり・その破壊の形態には︑クラ

果から知られている︒

ス出力がいかに大きく︑また
ス炉は？R工GA⁝ACPRパ
︵ル米

鐸SRR実験の母体となるパル格出力燈三百KWと比較すると︑

についての安全性実証実験計臨で

すなわち︑反応度事故が災害を

同時に生じている点は燃料挙動を
解明する上で派出的である︒酸化
や変形のはなはだしさは発熱猛の

きさは燃料の変形や酸化︑DNB

る話題を拾えば・ギャップ幅の大

から始まり︑昨薙三月にはNSR

R−PBF聞で研究協力協定も結

ばれ研究員の派遥交換を愈む積極

1．GLOV琵Sに万一機械的損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手袋を手にはめておいてからGLOVESを袋着することか推奨されています。

傷を防ぐことができて長転勤の御使用に耐えます。

《穰類・寸，宏》

ると︑燃料はバラバラになって破

損する︒破壊蒔刻もパルス出力の

発生騎間内であり︑破壌に伴って

破壊力の発生が生じることも確認

が溶融︑蒸発し︑クラッドの壁を

されているQこの破壊は︑UO2

に生じるもので︑クラッド溶融破

破って冷却水中に放出されるため

これまで反応度事故の安全性を

壊と破壊機構が相違している︒

に破壊力の発生を生むものと仮定

評価する場合・燃糾の破壊は薩ち

した評価が行われてきたが︑NS

果から・従来の仮説はいくぶん改

RRによるスコーピング実験の結

パラメータ実験は︑スコーどン

められなければならない︒

って︑各パラメータが燃料の破壊

グ試験の結果と比較することによ

量約二百三十カロリー／樗︒UO に及ぼす効果をみようとするもの

贈大にしたがい越呈するが︑発熱

生じている︒この状態では︑被濁

2に遠すると︑燃料にクラッドが である︒実験の︑結果から興味あ

達していると考えられるが︑表面

材は溶融点かそれに近い状態に到

が︑燃料の破壊挙動にあまり影響

等のしきい値には敏感に影響する
に形成された酸化被腰によって燃

料形態が保たれるとともに︑UO を与えないこと︑燃料内圧が外圧

きい値は比較的低い値をとるこ

2と水との顔接接触を防いでいる より大きい条件下での燃料破壌し
と考えられる︒発熱鑓が二百四十

ラッドの溶融破壊はペレット外周

水量にあまり関係しないこと︑ク

カロリー／鰐・UO2以上になると︑滲水燃料の破壊は滲み込んだ
る︒ところで︑この分断の時刻は

と燃料は二つ以上の塊りに分断す

こと等々︑数多い新しい実験票実

部の表面温度に大きく支配される
く︑燃料が憩冷される時刻以後で

遅く・燃料の高温状態時点でな

あることが実験後の検認の結果︑

なお︑NSRRでは今年末には
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一・同国の原子力発電計画において商業再処

五︑米国が他の諸国に対し核燃料供給契約の

理とプルトニウムのリサイクル利吊を無期限に

ろう︒

に︑国会と地方議会に﹁エネルギ

合エネルギー政策を推進するため

ー間題特別委員会﹂を万慮する②

を厭ない急速に

支

に推進されないかぎり︑わが園の
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ど行う︒

に﹁エネルギー問題特別委農△運

構の効率化を図るとともに︑﹁エ
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延期する︒われわれは経験から︑このような再

六︑ウラン濃縮と化学再処理を許すような機
器あるいは技術の輸出の禁止を継続する︒
七︑核兵器製造能力の拡散を減少させ︑しか

国民各麿の合慧形成のために審民

この報繕懲は同会議エネルギー

を心葉し超党派的な論議を展開す

ネルギー産業会議﹂を設零するな
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持していくことができると結論した︒バーンウ

も全ての国々がそのエネルギー闘標を達成でき

くても実行何能で経済的な原子力発電計画を維

ェル再臨渥施設は連邦政府から激励も︑完成に
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燃料再処理の能力のこれ以上の拡

爆発物質を抽出しうる便用済み核

いに対するわれわれ自身のあいま

た︒その結果これらの物質の取扱

誹薩の全面的な見難しを完了し

との繕論に達した︒蔑た︑変革の

から董大な局面がもたらされうる

いさや他の国汝による便用の拡大

大は︑こうしたリスクの大幅な髄

プルトニウムは特に毒性が強く
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て
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ている︒七日ワシントンで行われたカーター大統領の国内原子力政策発表記轡会見を収録する︒
爆発装置や核兵器の興備につなが

われわれはこれまでに約百か国

るという重大なリスクをはらむ︒
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ルのプラントの場合は︑再処理施

サゥス︒カロライナ州バーンウェ

ない︒

ノ

︑

ノ

ス︑ドイツといった国々にわれわ

鯉
でに協議しており︑核爆発開発能

これらの国々は石繍の自給がで

のではない︒

きないというわれわれにはない特

職激恥

濃雄

惣鞭臨前

@

れと協調することを耀し・欝欝じる・

われわれは︑これらの国がわれわ

別な必要性を備えている︒しかし

えるようにするため退際核燃騒シ

つの点は︑われわれは非常

難騨鎌

鼎＝＝一冊一樽＝＝二一＝；﹇一＝＝榊帽コ鼎＝一一＝＝瓢＝一＝＝＝＝需幽＝＝＝＝一一＝＝一二帽＝＝＝一＝＝

を減らすよう広範囲な国際的アプ
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強調するようにみられていた︒今

の外国首脳と︑個人的にも︑緊密

に運転中の再処理プラントを保有

に協議してきた︒われわれはすで

している日本︑フランス︑イギリ

ローチと体制づくりについて︑供

私は︑われわれがとった搭置に

らないことである︒

戴手段の提供を援助しなければな

放射性の使周債み核燃料物質の貯

に爆発能力が高く︑また﹂般に高

もう

国際交渉の場で検討されるべき

する︒

イクル評価計画の確立方針を探究

れの悪難を押しつけようとずるも

畿
力抑止の澱務を核燃料を再処理し
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われは罵処理やプルトニウム・リ

年ほど前︑わが国は国連に核燃料

国の努力について述べたい︒三十

にある︒われわれは石油自給力を

スクに対し︑よりよい回答を見出

設としてのプラント完成に弼し運

まず第一にわれわれは来国の原

継馬できる︑との結論に達した︒

もち︑非常に大津の石巖資源を保

すべく各国との間で協議を行うが

ある経済的に妥当な原子力謝画は

および特に核爆発装躍に転義され

現在︑ほかにも数か國がすぐにも

私は今後とくにわれわれが行うい

ギー生産の一部として原子力の利

限な拡大の結果を深く憂慮してい

第二に︑われわれはプルトニウ

とくに石漉や石炭の資源のない

われわれは核拡散の問題点とリ

うる物資についての厳格な国際管
有している︒ただ︑石炭にも限度
核爆発能力を保有するようになる

の大幅な変更を行う︒

理を提案しだ︒

があるので︑われわれは総エネル

もフォード大統領も核爆発能力の

昨年大統領選キャンペーンで私
とみている︒

邦政府からの奨励も資金も受け

用を続ける︒

米国は︑この核兵器容疑の無制

くつかの事柄を概説しだい︒

拡敬を防止するため燃料の厳格な
管理を訴えた︒
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われわれは他の国女に対しては規

マはない︒多くの国が原子力を頼
制力がない︒しかしわれわれは核

用に入る時期を引き延ばすよう※
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不足で高騰した場合でも含理的価

何らかの形の価格保証を︑爾処理
スト以下のウラン燃料価格を保証

が・現蚕蛾で︑われわれの製造コ

まだいずれの質問にも
われわれは実験ベースで増髄炉

が劇減した︒

の研究関発を続け︑いかなる形の

レーザー・ビーム利用のようなガ

しわれわれはこれらの国が将来別

継続する完金な権利をもつ︑しか

と協調するよう期待する︒

りするのを排除するようわれわれ

れら燃料の利用の禁止との闇には

会への私宙身の予鎌勧告で︑正確

の受注をめぐって今後も競争が続

イギリヌとの間で原子力発鑑所

が国とカナダ︑フランス︑ドイツ︑

はそれぞれの再処理努力を進め︑

にはあてはまらない︒これら譲国

ることである︒これはこのケース

たり厳しく非難するかのように映

ぞれの国内嬬要の再処理を禁止し

1ρ二巴＝榊二＝＝＝＝＝犠一一＝齢一一一噺騨＝扁幽＝＝＝鱒二＝二篇楠一筥二＝一一一＝＝＝＝＝禰一二鱒一諜＝一＝＝＝一＝＝榊一皿＝＝噂＝

ためにそうしょうとしているとい

のに加えて核兵器能力を保持する

＝＝隔＝輔＝＝＝盧一二＝備一＝焦＝＝■二＝楠＝＝＝＝御曜

盤問現在一部の小国が再処理

うのが大統領の莞解か︒

＝ニ＝■一二＝劃一＝＝

技術を手に入れようとしているの

繕

は︑そのエネルギー需要を満たす

篇需一幽転学＝一＝＝ニ■ニ＝一薗撮轡＝：一一榊＝ニ

⁝正しい方向へ踏み台⁝

の諸国が再処理能力開発の仲間入

能力を増強するので︑遠心分離や

一定期間にわたってこれらの施設

ス拡散以外の新技術の使用にも︑

悪影響を受けると思われる地域で

明餓な一線を画すべきだ︒われわ

な数字は覚えてないが︑われわれ

くのは明白である︒電力生産のた

は高い︒

醤癒︑

トリウム利用は原子炉の始動燃

の永奪のプライオリティと商業

をやらない矛庸が出てくる︒問題

ネルギー薗で騨地に陥いるだろ

るようなことになると︑米國はエ

激誠することをこの点から確保し

かもしれない国の増加二目の数が

かしわれわれは核兵器国入りする

にもあることを察知している︒し

在能力をすでに通日た国女がほか

われわれは核爆発装麗開発の潜

ら核爆発能力を開発した︒

ダとわれわれから得た供給物資か

も世界的な論調からすれば︑カナ

ドは︑元来平和国家だが︑少くと

それは疑いの余地がない︒イン

る︒

してきたことが曙らかだと躍囲え

を核爆発能力を鰻発するのに利用

の国汝は・その国の原子力発電所

われわれが懸念を抱いている一部

め名前を挙げようとは思わないが

大続領儀汝に立ち入らないた

．畷辮

響響動

エネルギー螺悩を背鍛に物を羅っ

うかにかかっている︒資源躍かな

料に隅濃縮ウラン︵二〇％以下の

は︑これで耳翼のエネルギー供給

〇年代の平和利粥開始滋時とよく

品

な

﹂ 製

⁝

4

轟．

射

干105

大統領

商業利用にも性急には移行しな

笛えられない︒例をあげれば︑こ
するとは言えず︑おそらく個汝の

蓄凡はないか︒

格で供給が保証されるようにする

国家ベースでも︑交渉肇になろ

の種の問題に対してはごく簸近共

経済的な悪影響にも十分留凝して

る︒

は葬常に緩慢な移行プロセスとな

一二一一一一蠕二一一一一一一一一一一一r一一一一槻馳

売り︑フランスがさらに別の国に

最近バンス国務長講がモスクワ

は液体金属高速増殖炉計颪のプル

的に考えようとしている︒核の拡

べきではない︒保糠措羅をどう厳

える︒もちろんそこには※国の核

原子力発電政策への反動が一つい

似ている︒再処理無期限延期は米

われわれは過宏に行われた誤ち

ようとしている︒

鰯

珊鎌継販

東本工人

313−236

（06）

同のアプローチについて福田山
大統領将来のウラン価格がど

しいと思うが︑そこでわれわれは
いる︒現在ついている職を失う地

︐β齢闘；一一一一一一 一r二一一一一一一一一一一鳴二一岬＝一一＝一一二一一一一一一雛一一一一一一一一一＝二一一一＝一一一一一一一一

それはクリンチリバーのように

うなるかは分らない︒現在のとこ

函鵬していたり︑米国と非常に親
域には︑われわれは核燃料製造の

の立臨を試みる︒

相︑シュミット大艶︑キャラバン

ろ︑われわれが製造する灘糖ウラ

密な盟友関係にあっだり︑このこ

売ることとか︑これら諸圃がこれ

の原子刀の電力生産容騒保有を阻

れが原峯力を必要とする他の三々

かつ必須な利周と︑核爆発へのこ

めのウランや他の磯目燃料の旧法

＝＝塞＝階＝隔＝二二隔一瓢需＝一瓢＝＝＝一一＝ニ＝＝二一一＝＝凹雛＝哺一＝篇二二＝＝＝隔一篇＝＝＝柵＝＝＝二一＝鱒器＝凹一＝﹁

⁝騒独に再処理の権利⁝

われわれはこれらの変更による

菖相と自体的に話し合った︒原子

ンのうち︑およそ三分の一が輸出

とでわれわれと協調してきた特定

い︒

力発電所を現在完成させている比

が圏内で消磯さ

私は︑標準価格がおそらく好窪

較的小さい国汝は︑当然︑便用済

れ︑一諜分の一が備蓄される︒

され︑三分の

う︒

み燃料を貯蔵する場所を確保する

形の財政獲助を与凡てもいいので

これはカナダが原子力発

以上パワーを保持しないようにす

全く平等な同盟を形成するよう期

非建設的で誤ちである◎しかし私

待する︒全ての国々がわれわれと

大統領おそらくインドでの例

てオーストラリアの二つの国がわ

り先んじてさえきたカナダ︑そし

を訪れた際︑ソビエト妾局とこの

トニウム増殖炉から約二懸五千万

散防止は環在を蓄えるというので

てる感じが箇濃くでているが︑ほ

ニウムや残待ウランは二〇％の経

かの国には通用しない︒﹁プルト

済メリット﹂といっても米国と臼

考え方はいかにもアメリカ的

本では金く懸軍が違う︒

しくするかより相黍を儲聾するこ

濃縮ウランだと転換炉になってし

溶融塩増殖炉などがトリウムを燃

う︒おそらく来政簾はもう一度動

を噛ちに払拭することはできな

一つの尾がかりになると儒じる︒

費 （03）
431−517
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か再処理するかしなければなら

はないかと思う︒

の国に購入しやすくする何らかの

所の建設が撒けられてきた︒だが

米国内ではこの数年原子力発電

他の国汝ではさらにずっと原子力

ず︑名前をあげた臨汝やたぶんこ

続を図るものと考える︒

質問

るためわれわれが供給することを

電装葡資材をフランスや他の国に

るよう要離した︒ソ連側の反憾は
意味するのか︒

一＝榊一冨囲二騨＝一幽一一隔営＝＝一＝一脈髄＝＝冊一町＝一＝＝階隔一一一＝＝二＝鱒＝＝一篇＝鱒＝一＝一一＝一戦＝一一＝＝一＝脚＝＝＝＝一＝＝r

質問ほかの多くの懸案と岡様

び重なる交渉を必要とするもので

好愚的だった︒ただ核防強化はた

謎一↑一一一二＝一一＝岡二二一需二一篇一一＝一＝＝＝囁一篇國露二一篇一＝嗣一一榊潔﹇＝扁一＝一＝﹁篇＝扁扁＝篇＝＝＝＝竺一＝﹁篇＝糞＝罵一轟

にこれを討議する世界的なエネル

なるかは予測できない︒われわれ

この希墾を共にするものと思う︒

はわれわれと他の国々がこの点で

は当然核防強化の概念が段界のあ

れわれの対応と軌を一にしている

の不幸な経験のため︑われわれよ

大統領原子力驚電所の問題と

来それはどの程度行われるのか︒

らゆる躍に徹底することを期待す

あり︑これらの交渉の結桑がどう

箆用済み核燃料の取扱いおよび新

それに関連して︑非常に聞事のあ
る一つの例外は︑ドイツ︑霞本そ

といえよう︒われわれと同調する

難問今度の国内計画の変更は

の一方的描躍がこれら諸国にそれ

生産の便用済み燃料罵処理取止め

る︒

テネシー州のクリンチリバー魍嬉

われわれは再処理そのものの競

問題も謝議し︑核拡散防止の概念

ウム利用を含めて利用と導管理体

の他が︑われわれのプルトニウム

炉建設を認めないということか︒

互関係を簗くことを期待する︒わ

盆性を圓避するため他の国々と相

強化にあたってわれわれと同調す

鰯を考えるのが本筋︒﹁プルトニ

をもつ︒

をつむことが五月上旬ロンドンで

れわれの伸間入りしょうとする芽

大統領クリンチリバー増殖炉

出国とも核燃料の大規模な供給力

の協議事項となる︒これはわれわ

はそのようには中止されない︒議

う︒できるだけ熱くもう皿方の平

はなく︑プルトニウムが大躍にで

神奈川大学経済学部教授

︻度動揺期も

米政策にもう

和利用促進とうまい調和を図る必

ウムがなければいい﹂との考え方

ものだ︒

きる二〇〇〇蕉頃を念頭に懸いた

ろう︒

れにとって継続的なプロセスとな

しい国が核爆発能力を保有してわ

にわだって登雷している︒近い將

止しようとすることは不町能で・

ギー会議を要請したいと昨年数度

⁝増殖炉開発緩やかに⁝

発鷺蕨への傾斜が進んでいる︒だ

のほかの国でも︑再処理能力の継

わが国ではこの必要はない︒そ
れは将来養一月にわたって探求し
なければないオプションである︒

≡

しかし今回の一方附描鷹によっ

璽

は単純な発想にすぎはしないか︒

川上幸酬氏
力；ター政策は議会をはじめ※
隅全体の最近の動きを反映したも
核自衛国と非核保有国の立場の

家う︶かプルトニウムのどちらか

料とする︒私晃だが︑アメリカで

圏がそういう姿勢をとってほかの

揺するという感じがする︒

臼栄原子力交渉の蕪点となっている動燃再処理工煽

い︒しかしこれは正しい方同への

平田バルブ工業株式会社

とロわれ．（いよした、，

聞

業
産

力

原
甲

要があろう︒

膿蠕⁝︑国譲多いうが︑

Pu利用含め核物質

く︑鵜あきだろう︒

進﹂は︑その憲味でも︑遅くはな

管理を考えるのが筋

で︑相互群鶴のもとでっくられる

頼の上にうちたてられるべきもの

IAEAの保陣猫置は元築相亙儒 ﹁代橡燃料サイクルの研究健
川重芳郎氏

核物質管理センター

重いはあるが︑日米は核不拡散で

についての蕩え方が欠落してはい

との農盤つくりが大切︒大薯な点

専務理雛

致︒来国劇様購本にとっても

一生懸命になればなるほど核軍縮
は

がうまくやれるかという点だ︒来

のだが旧原子力委員会︵AEC︶ だ︒核戦略優兜の国だから核防に

核拡敵防止は穴購な政策である︒

戦略とか商業上の戦略がからんで
を

を使うが︑いずれは

帯民権

ないかと思う︒

日本は核防条約機能の湾成︑強化

産楽界に原子力に対して心理的に

十鎌後には溶融塩実証炉が動き︑

ている︒日本の対応はそれに説得

国を説欝しょうという判断から鵬

冷却期間が続き︑原子力を孚鐘え

躍力申央研究所醐査役

理論としてこれが本命となる考え

爾っていることは一九五

︵理麟待遇︶寓橋実用

がでてくるかも知れない︒サラバ

水慰事炉︑ガス冷却高速増殖姫︑

力⁝ター政簾はアイク方式︵國

されるか盃か︑逆に米国に決闘に

来国の

いることも確かだろう︒

長期的な核防展望

得るだろう︒高混ガス冷螂炉︑軽
をベースに異体鮒描離︵政策︶を
講ずる必票があろう︒

適をバックにアトムズ︒フォア・

再処理の必照性髪説得できるかど

代替燃料に市民権

一葦器転用のリスクを筏含する︒

ら専門家の溶融壌炉に離する評価

イ発インド原子力委員長︵故人︶

カーター大統領はプルトニウム

だからそれを技玉津社会的あるい

だあとを受けて今後二十年を二期

ピース政策を展開︶が二十隼凹い

なしの原子力利周体系を蕎えてい

は政治的にどう三王するかが利用

か簡甲で、録脅し易く、理彪納ノ，なハルフ

呈
二二

o

。

郷かでさるのでづ。ホールハルフは構魚

原子力火力・宇宙・蔭脱携競・酸繁
しNG・石油・カス・パイプライン
高温臨圧・自動制御・べローシール

ゆ
堂々と貫いた原子力用バルブの難関

還瞳竪翻ノ哩ツ彫ツ瓢

90捜1【li中ムサる1叉に、で論敵のON〜OFF笛li

質課；1iがなされております．

しかし、1司∫iで洗鯉には余り適さなかった
のです。それを、61kg／cm2という「，訂￡で、

輪

C珊廠な（7）ご一つ。これカ、、

わ、入iよ、ノ＼ノレノ（ノ）

、

静

灘

灘

盟欝撫
灘

上の騒霞要課題であり︑プルトエ

爾健進が交互にあやなしてきたの﹇る︒だが原子力利矯はすべからく

、

一｝田の俊秀な品欝欝峨体制

しかじ、線∫力用バルブに作1り1け、穿
気厘シリンダによる網羅操作を先成しま
した。原イカ発範所のバルブ紺圧部につ
いては、設選丹命30〜40￡1とされ、垂流
および水平尚方向の、地嵐荷覗鴬の検詞
も要求されます。これら、耐久哲の考慮
と：周鯖に、腺子翻転ハルフの大きな持色
として、礁故の騒騒を追求し、尚展な品

取り幽して兄れは、何の変哲もない孔の
明いた余属のホールでゴか、このホール
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米国の影響力も検討
拡散の可能性を事前評価
来上院の政府関係委員会のエネルギー・核拡散闇題小委員会︵﹂・グレン委員長︶は四日︑来国の

核不拡散政策に関する審議に際して︑米議会の技術壌前評価局︵OTA︶がまとめた報鑑霞噴核拡散
と保障措躍﹂草案を公表した︒この報告書は︑※国の今後の核防政策のあり方を政治︑外交︑経済︑
技術などの各面から総合的に検討したもので︑原子力平租利用を通じての核拡散に重大な関心を示し
ている来議会の新たな立法猛動に大きな影響を与えるものとみられている︒

るため︑米上院の議政暦森町委旙

瞳措躍に関する立法活動に役立て

この報酉憲璽案は︑核拡散と保

野︑核拡敵防止条約の出山と隈

響力︑圏際原子力機関の保障玉

度︑核拡散防止に対する出国の影

報告翁藁葺はまず再処理につい

な影響を与えると警聡している︒

れてきた来団の対外政策に絹目的

務
ッセン

始時の出力は二万KWだった︒

五庫前の一九七一焦の構成比は水

︵七︒七％︶である︒ちなみに︑

比較的安全だ

19％

54％

3％

あまり国詞ではない

WH社︑ベルギーで

式を一部譲渡

︻パり松本駐在員︼米ウエスチ

ベルギーの重霞機企業アトリエ︒

ングハウス社︵WH︶はこのほど

ド︒コンストリュクシオン・エレ

︵ACEC︶に対する持株六七・

クトリック・ド︒シャルルロワ社

五千株︶をベルギーの軽業銀行ド

七％のうち一九︒八％︵四十一万

・グルーフ︵合資会祉︶に譲眠し

ており︑ACECに対しては今後

とも技術ト焉よぴ経鴬野の援助を

式の譲渡を受けたド︒グルーフ銀

与えると声明している︒一方︑株

行では︑これを同行として取得し

のか明らかにしていない︒この序

たのか︑第露者のために取精した

題は四月十六日の総選挙ともから

み政治問題化しているし︑ACE

言擁轡

止のためのオールマイティーな方

フェッセンハイム一隅機はフラ

さらに原子力発電所の警備のた

ンスにおける初の九去KW級原 危険だ
発で︑この運開により︑同国の運

財政状態は改醤されたが︑蔓生に

力一二二・七％︑火力六一・鵬％︑

英で世論翻査
︻パリ松本駐在展冒萸国のニュ
ー・ソサエティ誌がオピニオン・

者のアンパン財閥でないことは確

として政府に抗議している︒第三

リサーチ・センタ1に委託して行 Cの目線は抜き打ち的に行われた
った世論調査︵一二月十一賑一十匹

照︑千八十一人のサンプル︶によ
ると︑英国民の四九％は新規原子

力発瞬の建設に二成︑三二％が

ている︒蟹成は男性に多く︵五八

反対︑一九％が意見なしと回箸し

％︑反対三一％︑悪晃なし一一
％︶︑女性が少なく︵四一％︑反

蟹成反対悪毘なし

ビノここせお

。CRCにおいでください。そして、熔話しくださも・。いつでも、あなたの症杁にヒ。ノタリの処力箋を

策はないとして︑①核兵器保有の

フランス

イム送電開始

ついては四七％が反対︑四五％が

めに特別警察隊を纏織することに

まで落ちていたが︑七六薙には千

賛成で慧兇がわかれている︒

転原子力発電所は十一基︑三酉七

百七十万ナと八庫前の水準にもど

類をみない干ばつに冤舞われ︑冷

国の場命︑プルトニウムと未燃

齢麟別では次の通りで︑四＋五一

対三四％︑憲晃なし二五％︶︒年

六十五歳の厨が最も螢成が多いこ

年齢

とを示している︒

歳

￨24歳
齟

229別
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政治的誘因を減少させること②有

フランスのフェッセンハイム原

効かつ総合的な傑障措置体制③澱
縮と再処理技術の輸出規制とこれ

次産業部門嗣酒中圧電力需要も九

り︑七七駕は千三酉万一千四頁万

ACECの株

十二万四千KWになった︒なお・

九万KW・高水型炉︶は四月六 これをおって現在︑二十四基︑約

子力発電所一号機︵電気出力八十

燃料の供給国への返超または国際

網に接続された︒同発電駈は三月

田︑仏補力公被︵EDF︶の送電二千二百七＋万KWが建設費・二

､ものとはなるまいと述べてい を補完する悪味における使用済み
る︒また高速増殖炉については︑

貯蔵旛設への旭蟹④核物質防護鮪

米国の影響力行使上の手段とし

稠鷺力需要は六︒五％増に止まっ

・四％増加した︒これに反し工業

る︒

＋基︑極意千万KWが計藤中であ

師の強化⑤ウラン生産の拡大⑥エ

置露臨界に達して以来︑出力上昇

贈殖炉が持つ特性は核藩王制限努
ネルギー矯要に応えうる代替方策

試験を行っていたもので︑送電開

現窪考えられている液体金属高速

力と矛露することになろうと諭告
の検討︑などをあげており︑また

て︑安全保障や原子力平和利用へ

一方では︑潜在核保葛國に対する

そのメリットは核拡散にからむマ

トならびに他の代替エネルギー源

の援助などと並んで﹁藤津経済援

イナスを含む包括的なアセスメン

だと指摘している︒ウラン濃縮で

ナに達する見通しだ︒七六年は石

もかかわらず石癌消費量を千四百

EDFの電力売上高は︑消費量巌消費の拡大によって︑午ばつに

ている︒

との比較において覇王されるべき

﹁軍事援助﹂を掲げているの

の贈加︵金額にして一一億七千万㌘

万ゾに抑えることができた︒

が厨をひく︒また︑再処理を例に

の贈収︶と昨年三月一襲から強力

助﹂

あげて︑その凝結を自からの国内

料金の一五・四％引上げが認めら

は︑気心分離法は小規模でも経済

政策として打ち出すことにより︑

的に引含うとみなされるところが
らとくに還心分離工場は再処理と

他の諸国の信頼を得つつ︑核不拡

七六年の電力供給構成は水力四

とみなしており︑ここでも※国の

周様に核拡散の機会を増大させる

却水不鷺︑高圧線の過熱などのた

原子力五・九％だった︒

焼濃縮ウランの憲与度は二〇％

たエネルギー計画が経済的政治

を保衛できなくなったためだとし

が認められたことによりEDFの五％︶︑原子力百五十一億KWHこの譲渡は米國法上過半数の株式

め出力制隈を強いられ︑均衡回復

約半数が原

に薄する勧告だが︑来国の選択

にすきないのだが︑と議論する︒

的に鍛蓄の選択であるようだと

子力を支持

が期待された鴬業成績は七二八千

らく数か国は説得されるだろう

が他国にも影響を与えることが

また西欧と日本では︑多様化し
の繰延へでは︑米国がまずそれ

︸

％贈︶によるものだが︑三 万ナから︑七三年には五頁十万誘

と高速炉の延期について︑すべ

止を継続する︒NPT非加盟国は見ていない︒たとえば再処理
との協定では︑すべての原子力

火力千三百十三徳KWH︵六七・ ンダストリ；・プロダクツでは︑

散へのイニシアティブをとるよう

て︑来陽では再処理の経済性に関

供給保証の効果を強調している︒

界︑物理的防護描置など多岐にわ

て鷺百十七億〃／に達した︒引上げ

たるが︑基本的には︑国家剛力が

れたことなどによ2二％拡大し 道八十二億KWH︵二四︒八％︶ たことを明らかにした︒WH・イ

会︵上院委員会機構再編により現

分散し大国による安全保障が脅か
とみなしているとしながらも︑し

示唆している︒

在は政府閣係委翼会に改経︶の要

されていることが核拡敵志向を増
かし再処理は原子力発電と核拡散

仏電力公社︵￡DF︶はこのほ ％憩を上回り八︒五％壇壊して千

ム
EDFN度年報まとめる
︷

報告憲薫案は結論的に︑拡散防

講に応じ0孚Aが作成したもの︒

大させているとの認識に立ってお
を鍛も強く結びつけるものだとし

する疑問が高まっているが︑その

康子力エネルギi利用を通じて︑

り︑核兵雛能力を保有するかどう

他の團々ではこれを魅力的なもの

核兵器国が憩潴する測能性とその

ている︒そしてとくに発展途上国

％に

結果惹起される閥題や偶勢につい
かの淡定は︑その国の固有の嘉日

原子力発電

て広縫な璽前評価を行うととも
にとって再処理技術は独自で開発

九百六＋億KWHに達した︒塞と万㌘の欠損になった︒

できないほど複稚ではないが︑も

ど〜九七六年の営業油孜術年報をま

とともに※國の政策に左春される

して家庭用低圧電力の需要拡大

ところが大きいと掲摘︑核拡敬が

とめた︒これによると︑一九七六

る︒

し他のエネルギー源を確保できれ

に︑それらへの対州を検討してい

国際政治の均衡をくずすほど広が

黛の電力消費は当初予想された五

石炭消費衡は一九六八隼の千頁

評価の鮒象は︑再処理︑繕殖炉
ば︑その開発努力は経済的にひき

︸

の無期隈延期を明確に決定すへ

り

子力発電の窃与度は本当はどの

きである︒

おくことを要求する︒※国のす

と報告書はいう︒各国のエネル

でに薄処

再処理の無期延期や増殖炉計画

十分野計籏されている︒むしろ

をしなければ︑核拡散防止を唱

もいい︑それにしても説得でき
︵原子力委員会︶独志で進めら

45−65歳

15％

t薮チュリ蜀囲チt二8霜象式玄社

トータルな情糠処理サービス
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@

聞

業
産
﹂

れば︑撹界の安定を目指してとら
﹂

濃縮︑在来炉︑核兵器製造の難厨

＼
程度なのか︑纒先第一順位の三

べての平和利用施設にただちに

2︑増殖炉は将来エネルギー 施設を工AEAの保障借城下に ての国が納得はしないが︑おそ
コストが蕎くなった時の保険と

IA猛A保障描躍を適胴する︒ギー事満の違いについて︑不十

冠炉は真に必要不可欠なもの
か︑このまま商業化を進めても

る︒ただし今の時期の原型実証

して研究閣発を継続すへきであ

分ながら一応の認識もある︒プ

いただす一方︑反対派のいう原

この勧鮨は頸玉タ⁝政策とし

核拡散の億険は防げるのかと問

嫡計画︵クリンチリバー炉︶は

子力発霞は完全にだめなものだ

ルトニウムを将来の保証と讐え

どの根本的見議し作業をしてき

先月の福田ーカータi会談の

てそのまま展開される可能監が

という主張にも︑疑問の圏を向

キャンセルしても大した欝はな

た︒その成果が今やカーター政

る国もあるだろう11しかし来

臨劇︑カーター大統領がある原

大きい︒それは米国自身の政策

廃棄物以

理された

3︑廃棄物の最終処分は︑す

いQ

固定観念捨て見直し

報告書は四菅台をこえる大部

けている︒

と︑来国

を撚る

報告響

いる︒

策の理論的観桜になろうとして

ったことが報道された︒このグ

子力政籏研究グループと話し購

ループの報告一﹁原子力の聞題

らだ︒

点とその選択﹂が公表されたか

済燃料の

えても儀罵されまいという判断

要するに米国一国で︑核拡散

るだけは説得しようと考える︒

外は痩嗣
ままで安定した地厨への処分が

中止した濃縮ウランの供給保証

が主勤機になっている︒一度は

きわめて安全だ

については次の塗り︒

原子力発電駈に対する儒頼の度含

善を字母する︑と回答している︒

機関を儒恕する︑一七％が建設業

が科学者を信頼する︑五％が報遵

また安全性については︑六九％

多面酷熱

童謡聡その背景とねらい

可能である︒そのさい一部は取

29

の原挙力

のものだが︑冒その結論は﹁概

出可能にして︑将来再処理︵プ

33

がA慰C
要﹂のなかの﹁陵戸すへき問

ﾎ以上

30

グループは一九七四蕉にフォ

題﹂の項に勧告の形で要約され

︵K・K︶

％％％％

ード財団の肝入りで発足した︒

メンバーはカリフォルニア工科

る傾向があったことへの強い批

大学学長のH・ブラウン︵現国 れ︑原子力それ自体が圏的にな
防侵襲︶をふくむ第一級の学識

旧年を主遡できる時代は去った

ルトニウム利用︶が行われる場

も︑それによって他国の自主生

判が読みとれる︒この傾慮はE ている︒そこでは今世口中にプ

ーーそのことへの認識は慰籍藩

経験者二十一名︒そのほとんど

産への愈欲が抑えられようとの

される側の相手が︑そのエネル

の勲爵に兇られる︒問題は説得

合に備える︒

期待から出ている︒米国自身が

RDA︵エネルギー研究開発ルトニウムを灘入せねばならぬ

縫を示して︑核拡散防止へ巖大

はいわゆる﹁原子力縣門家﹂と

4︑外国に対して濃縮ウラン
差し迫った理由はなく︑二十一

の供給撮証をする︒ただし︑世
エネルギー政策の決定が行われ 世紀になれば︑プルトニウム依

どれだけ確信をもつて主張でき

ギー箏簡と原子力の位置付けを

局︶にも引きつがれ︑総合的な

わけだ︒

隈の影響力を行使しょうという

に対して蟹成や反対の強い立場

らない︒

界南場を独占しようとしてはな

は違う顔ぶれで︑﹁原子力発醒

るという東遷認識をもとに︑次

存を國避できる可能性も出てく

︵つづく︶

るかにかかっているようだ︒

ていないと報告書はいう︒グル

しかし報告は︑すへての国が

ープの狙いは︑原子力を一度権

来国と岡じ政策をとるだろうと

をとらず﹂︑推進派︑反対派双

5︑プルトニウム分離および

40

76

高濃縮ウラン製造技術の輸出禁
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三

業

駐

8

團

原子力蜘万︑wに着手
必要資金は二千六百億円に
昭和五十二年慶の騒力範設計醐がこのほどまとまった︒それによると︑現在までに電源開発調整審

千五百六

ンチは必至の橘勢となっていることから︑五十年代後半以降の麗給ひつ迫を圃避︑安定供給を國るた

議会で決定された約四千万KWの電源が金て予定通りに運開したとしても昭和置十六年農以降電力ピ

め必要鹸低限昭和五十二︑驚年度に原子力＋五地点千濾薗万KWをはじめ舎計七十二地点一

十六万KWの電源に霧黍することが必要であることが兇込まれ︑このための必要資金は原子力六千

エネルギー政策の醗からの原子力
の推進などに焦点をあて︑昭和五
十二︑三鎌度分として水力黒ず二

して最近は核拡散防止をめぐる再

題を断えず闘い嚇しながら︑現隠

三の火

となりうるか偏という命

けられた門原発は翼翼霊鑑の 第
ECCS問題︑故騨︑経済性そ

原子力発電の究極の問題点であ

萄の正訓原子力入門館として︑

説︒

で︑原子力の広範な腿題点を解

の憩となっている餌処理闇題ま

ともいえる放射能

筥島龍興編︒ダイヤモンド被

曝︒B6覇︒白蟻︒七蔚五＋円︒

たい﹂としており︑中闘報告では

﹁個人の被曝獄がわかるようにし

被曝騒を登録するかどうか︑また

同検滋会は咋黛十一月発建︑原

るとみられているが︑従業鐙が原

登録は奪間約⁝万五帯〜二万件あ

舎せ検討の余地が残されている︒

今葎は過去二牽銀間の整理にと

登録を開始する計画だひ

りくみ︑来隼魔から規在の作霜露

母港撤去期限守

れず︑と陳謝

政府讐むつ扁問題て地元に

原子力船門む2の母港撤去に

ついての四餐協定期限切れが＋四

二臼︑篤農知科学技術難務眼間を

理に迫っているなかで︑鷺洲は十

読 講灘遡

隣出汁

へ寒沸．

継

幽

㌧

⑳原子力機器類・プラントの模型制作

⑳原子力PR館の企画。設計。施工

この磁調審希墾地点のうち原子

処理間題へと︑とかくそのテーマ

点で響られている鹸も正確な嫡報

購残にあって希

二葎養分として北海道罐力共和・

力で予定されているのは照秘五十

を縦横に駆使︑難解な内容を初心

の姿へ肉曝し﹁論

る﹁安金性﹂の貰

よりどころ

ひ一読を﹂と訴え

議するまえに︑ぜ

るQ

原子力安全論翁の

認興編！

情報洪水

T れやすい原子力間合︒そのうえ螢

九月掛開︶︑北陸電力能登

繍命

問題︑核燃料サイクル︑現在焦魍

子力の

CS問題などの蜜傘対策から︑原

がら︑原子力発露の仕綴み︑EC としても必携の愚となろう︒

曹にも親しみ易い文墨に咀麗しな

宮臨

﹁原子力発電は安全か﹂

泊︵五＋七万孕KW︑五＋九駕 もファッションとしてとり上げら

みだれて掻種さま

︵五十万KW︑五十九郊七月運成派︑反対派入り
闘⁝︶︑関西羅力高浜蕊丁︵八十六

万五千KW︑五＋八矢月還開︶ ざまな原子力出版

︵八十万KW級︑五十九舘薫月般読蓄にとって 本革 の原子力

いる現状では︑一

地点三頁ニナ四万KW︑火力二＋ 同高浜四丁︵八十六万五千KW︑ 物が巷にあふれて

地点四哲＋六万KWのム罫二＋七

奄点九菅＋秀KW・原子力五 五十九痒二月運開︶︑中国電力A

の素顔を見きわめることは壼難の

こうしたなかで塞豊門原子力発

千KW︑六十奪七月運關︶︑昭和 術といえるだろう︒

地点七酉八十九万KWの着工を予 運開︶︑薫製娼内原二丁︵八十九
定︒

隼二月運開︶︑岡Z︵八十二万五

︒小高︵八十一欝刀五躍†KW︑繭尋物電は年金か﹂は︑原子力につきつ

鰯万KWの電調 五士端年度分として菓北電力渡銭
審決定を予定

払弘之座長︶は︑﹁被曝線懸登録

被際線鰍登録管理制度検講会︵中

管理制度のシステム構成および運

千KW︑穴＋嫌士肩運開︶︑東 禽計幸五地点千四翼万KW︒
察電力欄島第二四丁︵二十万K

いる﹁放射線笹理黍帳制度﹂とも

どんな順圏かなど︑親署行われて

︑

W︑六十琿四月遜開︶同N1︵醤三農度の必要資金概算額は原子力

上について﹂の詫間報告をまと

このため計醐では昭和五＋一

万KW
＋万KW︑六＋一難撮闘︶︑ の拡充工蘂蟹として昭稲五＋二年

また霞調審決定希望分として昭

＋七万KW︑火力六地煎

め︑至芸発顕した︒

稲五十・二蟻魔水力十六地点二百八

原子力六地点四筥五十万Kの計二 中豊鰭力Q︵百十︸刀羅W︑山百工奪 痩二千六頁態円︑五十一二年一二千七

子力発臨所や放射線敗扱い翼葬所

十八地点七落懸＋八万KW︑昭和 三月運開︶︑岡鶏︵函牽万KW︑ 西億円︑同核燃料難二千凝滞︑

などが増加している現在︑そこに

二千五薦層円が必要となり︑水力

しての省エネルギー︑醗給効率化

六十年十一一月運開︶︑北陸願力

五十三年慶水力十

などを十分検討するとともに︑中

地点薫十四万

KW︑火力二十四地点七首六十九 丁︵蒼万KW︑六ナ一葎七月運 火力︑送露旛設箸を含めた電源闘

子力施設に作凝韻として登録され

KWHに︑黛闇鍛大電力はさらに全て樋調に運開しだとしても昭和
期的電力冠機鳳避のピンチ・ヒッ

ステム化︑還粥できるようするた

岡検討塞では︑この被曝登録事

め横討を行なってきたもの︒

臼にスタ可ト

ージャー代理J・P・ポフ氏︑原 終えるなど︑

蓄である竹内興知恥︑菊池むつ葡

欝森県庁に派遣︑雪笹好評の当鰯

通り無諮を撒去できない﹂と陳謝

長︑弓田緊漁遮会長に対し﹁期限

また四十九館の引臼以来むつ市

した︒

の下北ふ頭にくぎづけにされてい

る﹁むつ﹂は購臼︑イカリの状態

の出港に備えた︒

住所福井

原艦に入蕪︑

近い将

を調べるため約二黛半ぶりに離岸

来

し﹁異状なし﹂を確認︑

三谷商購︵株︶

取締役社長三谷宏治氏
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三欝億円を含め五兆五千億題にのぼるものとみられている︒

墓千四菅四十六万KW︑火力千五

ると予想しているQ

百八十匹万KW︑水力九璽ハ十六 プをうめるため︑昭和五十二年度

発︑原鱈を禽わせても原子力十六

万KWの翫三千九颪九十六万KW
電力施設計画では︑国民的諜題と

計画では︑まず蹴源開発の曹漿

について︑醒力九社の鯛要爾力

となる醤来の電力購要増加見通し

に留まっていることから︑これが

働く原子力作業従蜜蓄の数や被

ど︑認録は﹁センター﹂に送付さ

たり︑または離職したりしたつ

五十六年慶時点での八月最大電力

こうした予測される試着ギャッ

昭租五十六隼には覧千函七十七懸

麗は隼平均増加四六︒八％で増え

万KW︑原子力九地点九熱闘＋五 開︶︑芝露N3︵蕾二十万K発
Wの総経蟹は五十二黛度二兆五千

曝線量を的確につかむため原子力

尖鋭化︑ 隼 平 均 七 ︒ 九 ％ で 増 継 し

研究所かミュンヘンのガルヒン研

理制度を二二十月

させることで︑登録機関の指定︑

転保
3解式︑TFTRをややり1ド
の守︑コンピュ⁝ター操作とデ

氏名︑生雪月欝︑性購︑本籍など

ら送付される原子力作業従豊満の

を雪竿した﹁原票﹂を登録︑電算
機で一呑処理︑保蟹する︒罐力会
話や原子力メーカからの従業異の
過豪の被曝歴など問い合わせがあ
二丁登

はチェックできるという︒

れば園讐できる焦潤み︒

録

﹁センター﹂での記録の保管は︑

法襟による原子力の麟笠懸などか

に︑それ以外の記録は必要な期

らの門引き許し﹂記録規は永久的

闇︑津蟹されるQ
登録の主闘的は︑原子力施設で
働いだことがあるかないかをチェ
ックすることにあるといわれ︑個

されるという︒被曝登録線臆は︑

人のプライバシーは澱少隈に俣持

れる︒

従業騒をゆ央登録し︑被ばく線鍵

究所のいずれかになるだろう﹂と

をめざして湧発な懸晃交換が
行われた︒

標

九八二年六

を姻握︑従業臓の被ばく蟹理をシ

万KWの合計四十幽地点千八三二 六十鰯六月遜開︶︑岡N4︵二二 億円︑五十蕊年構三兆円にのぼる

核融合東京会議終わる

現在︑JT⁝60︑JET︑
込へ
孚︑F
順調にいけば

この登録管理制痩は︑登録管理

十三犀度から実施する予定︒

〜九八一年灘ばには大型装羅が完 歴悶い濯わせへのサービスは︑五

の讃画を説明︒韓国TFTRのグ
登録項蟹など検討をいそいでい
レ⁝ス氏︑JTi60の森氏らも︑
る︒原子力事業蕎などからの被曝

計画が淫得している来國のTFTT魏の各グループは︑いずれもト 周には完成の晃込みであると︑そ

核融台盤鐙の建設に入ろうとして

ﾌ各グループからERDA磁の場
完成を臼指して︑これから大型
ト翻部擬の﹂︒N・グレース氏︑

明した︒この後︑今後の計画とし

いる段階だが︑JT−60ではすで
成の予定である︑とその瑚状を説

IEA御寮協力の一環として核英国カラム研究萌JET設計マネに実物大試験終雪での模擬試験を

て︑薬理展一難闇に電源関係︑還

融合研究開発のうち大型実験装麗

研大型トカマク開発鄙長森茂氏ら

議照年き︑引続き情報交換を図っ
T話画のポフ氏は﹁JEりeの既設

態勢Gこうした麗状についてJEータ処理について三回の専門籔会

ト

科学技術庁の原子力事楽従業鰻

を設醸し︑ここに電力会社などか
台計四十名が参加︒今後の協力影

の機関﹁被曝登録響理センター﹂

開発計装の国際協力に関する基本

画︑コイル麗係分野での情報交換

洩調輩︑ターヒン灘分分離器レベ

ていくことで舎害した︒

る悩報交換を行なうことを目的に

なとを中心に︑昭和五十罪代半ば

状況をみてみると︑上期に設備利

力抑制なとあっだものの・こうし

ルスイッチ不調︑送躍線溶留︑復

せていだものの︑下期に入り各康

た中で禰島三猪︑玄海両蜷は顧問

水器洗條腰縄による甜飼振止︑田

発が瞬並み定検入りとなったこと

を通じ七〇％を超す好稼働を示し

・四％︑七二・穴％と好調さをみ

臼本旨子力習業禽議が調べた昭

もあり︑このことが全体に影響︑

の設錨利用率岸維持した︒運転停

東海︑敦賀︑島根餐炉も六〇％ムロ

馬率︑時問稼働華はそれぞれ六蕊

照十二万八千KWとなった︒運転系縮蟹取蕩え︑蒸気発生器細篇漏

開かれだもので︑現在︑ほぼ三時に

平均で52％強の

設備利用実績

和五十一薙度のわが濁原子力発聞

平増では五割一六齢の実績となっ

止日数は全体で約千六百樹︑計算

た︒しかし・このところ原発運転
実績は総じて低調ぎみ︑とくに設

上一塾当だり単均三か月強となっ

間じく購開稼働率は六〇︒四％だ
った︒

備利用率は過去二無間四〇％台だ

ったことからみると︑今三度実績 たが︑これは定検に慎墾が期され
ているためでもある︒五十二隼度

白から速業避転を開始︑着しく戦

この年度︑姜浜三弩が十二月一

所設備利粥率は平均で銀二・八％

51郊魔の原発理転状況

篇工は轟ハ月の露C理纂会で決定さ

方針の討議および技術問匙に関す

工学部分弥

では

建・新禰の原研本部で開かれた︒

國際会議が四一八田の五B間︑銀 核融台エネルギー工学プロジェク

催の核融倉大型実験装置に関する

⁝マク方武で昭和五十六奪ごろ
整姿財嚢︵工EA︒FPCCR
︶︑
主ECのJE珊︑艮本の﹂饗カ

国際エネルギー機関・核融禽調

主催

十八万KWを兇込んでいる︒

＋万KW︑六＋隼±薄運開︶の ものと予測されているく

⁝⁝7牲28

れる予定で︑場所は英岡のカラム

ターとしての火力の憩加︑畏期的

から四︒八％へとダウン︑岡卑以

55q

莫通の闘

同年には一億千万KWに達するの供給予備率は現在の一四︒六％
ものと予想︒これに対し現在まで
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再処理は行うべきでない一1とした米国の新原子力政策の一連の動きが︑世界の原運上平和

までの濃縮役務攣の一八％︑ウラ
ン供給鐵の二六％をそれぞれ節約

の場会︑再処理︑成型舶工︑廃棄

濃縮役務の節約も計算される︒こ

ルによる径済的利益は︑供給踵と

利用に大きな波紋を投げかけているが︑OECD原子力機関はこのほど︑﹁OHCD諸国にお できる︒プルトニウム・リサイク
ける使閑済み核燃料の再処理﹂と題した報告書を発表した︒岡報告書は・加盟国の原子力開発

に焦点をあてている︒再処理代替案は︑結局は﹁使い捨て﹂の論であり︑エネルギー資源の保

計画の見薗しを行って︑再処理購要︑再処理代替案︑問題解決策︑濃縮サービス魔の節約など

物処理などの費嗣は︑使用済み燃

イクルは必要︒このリサイクルの

い︒しかしエネルギー資源の保存

料を廃棄するコストに比べて安
これらのデータから︑再処理能
を纒先させると利益や損失は隠子
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原子炉の許認町でも燃料サイクル

燃料サイクル業務の長期的保談と

ついても利益がある︒霞力会社は

原子力産業と電力会祉の発展に

的なものとなろう︒

利点は︑エネルギー資源の保存に

トが高くなっているため︑使用済

ら一九八六年に一万六千ナUに繕 ば︑篭力会社の経済的利益となろ

業務のナ分な供給を望んでいる︒

積麗は︑一九七七黛の四千漣Uか み燃料を薄処理︑リサイクルすれ

諸国で︑再処理されない燃料の累

最もよい状況の場合に︑OECD
ある︒ウラン衡源と艘縮役務コス

力が高値で︑再処理灘要が低値の

存のためには︑再処理を行うべきだとしている︒以下報告轡の概要を紹介しよう︒

燃料累積量ま
恫Z千トンに
再処理能力不足で
各国の原子力開発の予測は︑一

う︒また再処理によって廃軸物籔

九七五年に数橿類示されてい た

理が容甥となる︒十分な再処理に

セーフガード方策で︑しかも個々

ぐ
ジ

／ラ

♂

階

繊翻鰭掩藤藷艶

ルトニウムのこくわずかな壁が利

運転蓄は炉心燃料の薄命の延長︑

料プールが不十分な場舎︑原子炉

処分にかかる費用から差引いた額

を︑再処理︑成形潴工および廃棄

による供給竃と濃縮役務の節約分

ランやプルトニウム︒リサイクル

原子力の国民的論争のため︑無期

理が異施されないならば︑箆用済

れる︒この代替案②と③は︑再処

よりむしろ社会経済的な闇題とい

処理の環境分析は︑技術的という

約半分の核分裂性物質が含まれて

み燃料には︑使用前の燃料に比べ

安全に一層経済的にできれば︑こ

になるにしても第三国などでより

・リサイクルは︑︸九九〇隼まで

水姫からのウランやプルトニウム

て求められる条件も高レベル廃

を措定していない︒サイトについ

ケージ基準策定などを行う必嚢が

棄物貯蔵解︑廃簗物の形状︑パッ

と

め

の保存が目標
ま
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試委

験託

照照

射射

⑲核燃料加工諸設備
㊥核燃桝輸送容器
⑫核燃材交換監置
⑲核燃料取扱機器

㊥放射性廃棄物処理設備

発は政府や民間の協力のもとに実
施されているが︑今後も強力に進

六︑再処理施設のない場禽の使

めるへきだ︒

他の余裕ある原子炉燃繕プールに

が︑墨黒済み燃料の投棄にかかる

二︑経済性の間題では︑國収ウ

用できるのみだ︒

移し臨機の処躍を採ることができ

費用に匹敵するかどうかにある︒

用済み玉璽の貯蔵閾題は︑予備燃

る︒また原子炉燃料プールの容鑓

約は︑KW頁当たりO・五ミルの

ルトニウム・リサイクルによる節

来国で実施した調資によると︑プ

拡大︑中央貯蔵プールの建設も期
待できる◎

使い捨て法は
いずれも不利

る︒ウランだけのリサイクルの場

率で使い捨て代替法を上躍ってい

の線で引き論う︒燃料シャフリン

含は︑使い捨て代替案とギリギリ

再処理代替案
再処理についての代麟薬は︑①

ないが︑便用済み燃料の取扱い︑

グ計画の経済性は︑まだ明らかで

投藁手段②長期貯蔵⑧燃料シャフ
リング︵原子炉から取り出した便

焼させる︶1一の三通りが袴えら 成形加工にかかる余分な費用がリ

爾済み燃料を再び別の原子炉で燃

隈または長期に使用済み燃料の受

み轡料を最終的に棄てなければな

える︒この場含︑便い捨て代薔案

ヨb︻︵灘練へ算藝謝職景 轡

け入れが困難となっている︒固形

らない点で︑投棄の変形となる︒

がもつ固有な危険性について︑規

得の口入︑燃料サイクル業務の遅

一︑OECD譜鰯にとって︑軽
制蜜局はまだ︑受け入れ可能な形

三︑使い捨て代醤案と比べた萬

化した高レベル廃棄物を幾事圏に

さらに代替案⑧は実嗣的というよ

サイクル利用を上回ろう︒

返灘することは︑経済嫉︑安全性

りむしろ思想的な段階といえる︒

延などとともに︑それぞれの国の

だものとなろう︒便閑済み燃料は

棄物貯藏所のものとは金く異なつ

高度な安金性を備えたカプセルに

のウラン供給器と濃縮役務のそれ

入れ︑政府の貯蔵所へ輸送︑貯蔵

の立鵬で若干の融通性が必要︒I のような協定に係り禽うことは避

核燃料再処理の謬え方は︑御用

炉導入の時点で燃料として端野で

いては︑原子力閲発予測にもとづ

企菜間の心際協力を除外すべきも

おり︑燃焼ウランにはわずかだが

規制当局双万の受け入れが必要と

クション問題の多くを解決しよ

は︑燃僥させないのに対して再処

原子力開発予測値を回答させた資

なる︒原子炉燃料プールや使用済

う︒

することになる︒便い捨て代置案

る︒加えてプルトニウムは︑高速

トニウムによるウラン資源と濃縮

み燃料貯蔵所の拡大など量定的な

ニウムを原子炉内で燃焼させるた

理・リサイクル法は︑回収プルト

きる︒これら﹁使い捨て﹂代替案

ぞれ一六％を節約することにな

役務での節約は︑原子力開発計画

解決策を考慮して再処理皇院での

のとなり・一方・長期貯蔵はこれ

はこの節約をみすみす見のがすも

料サイクルの概念﹂は︑政府間︑

の変化︑ウランやプルトニウムの

ターの研究は︑フィジカルプロテ

給羅と分離作業璽を減らすことに

誹算上での生産墨間の蓬︑および

推進し︑必要なら拡大すへきだ︒

のではない︒研究開発では︑多国

AEAの地域核燃料サイクルセンけるへきだ︒このような﹁国家燃

綱要の低凝⑧核燃料サイクルの不

ムは︑核分裂性が高いので新ウラ

なる︒また生産されたプルトニウ

規制では︑安全性とセーフガー

対する公衆の合意i一を考麟し︑

確定要素④許認可手続⑤原子力に

建設に若干の柔軟性をもたさねば

ドに関し政府による必要な処躍が

薄処理工場からのプルトニウム収

め︑再処理した廃藁物の総放射能

計廊蟹素に入れだ︒図一は︑OH ン燃料装荷を調整する場合︑濃縮

になる︒燃科シャフリング計画

らの節約を無期限に遅らせること

は︑縫い捨て処分した完工済み燃

五︑﹁ピューレツクス法﹂によ

料法より低くなる︒

一︑再処理が経済的にみあう必

関し明確な決定を行い︑同時に廃

安全およびセーフガードの墨準に

要条件は︑一般に﹁利用者負握﹂

三︑政將と企業の役調では︑政

ある︒

府は規在も企業と協力している

る籠用済み燃料の再処理技術は︑

する有力な理曲は︑エネルギー資

設に対する投資を促進するため︑

いないが︑罵処理されない使用済

は︑まだ詳細について開発されて

源の保存にある︒一部の分析では

望まれる︒再処理やリサイクル施

処理と核拡散との関係で再処理が

ならない︒

※国︑欧州で実証され︑確立され

必要か︑その他の方法かの湊建は

の観点から有利と示している︒ウ

再処理が経済的または廃棄物管理

政府は︑施設に適濁される保健︑

た技術とみなされている︒研究開

なされていないが︑翼処理の途を

ランとプルトニウムをリサイクル

地域再処理セ

これらデータからウランとプル

る︒また園収されたプルトニウム

トニウムのリサイクルにより︑一

選択した蟹は︑以下のことを実施

量挙なども考慮されている︒

櫨を示す︒ここで﹁高﹂値は︑園
は︑将来の繕殖炉で初期燃料とし

することになる︒①萬処理技術と

電力会社にとっては︑再処理業務

エネルギー資源

一︑萬処理を行うことを前提に

が薯業的に引き舞わねばならない

の導入により更に藝要となり︑ウ

務がともに簾約できるし︑鵡川炉

ラン資源のエネルギー含衛鎚は五

する結果︑ウラン供給羅と濃縮役

意③規制に関する不確定要素の解

廃棄物管理の工業的規模での実証

が︑燃料サイクル後段の必要なイ

演④政府や民間の役割と置僅の明

五︑再処理の司能性と需要に関

ら行う必要がある︒

意に及ぼす影響を十分考慮しなが

レベルで躍際館および二國闇の合

する協力協定などの識論は︑政府

み燃料の投棄︑長期貯蔵︑再処理

三つの方法があるが再処理を採照

しないで他の炉で再利用する︑の

四︑再処理代替案には︑使用済

情報の握供︒

費の使用蓄負担⑥公衆への十分な

十倍堰加しよう︒

して現在の再処理能力は︑原子力

が︑罵処理が経済的に成立するか

養を渦たすことはできない︒

力を最大に計算しても︑再処理滋

二︑再処理能力が不製する摸製
短期的には︑原モ炉燃料プールの
拡大と申央貯蔵施設の建設などに
より痩用済み燃料の貯蔵能力を増
大させることが便竃的な方法とな

確化⑤再処理謝画のための堰大経

②廃藁物の澱終処分法の開発と△口

の原則にのっとらねばならない︒

問題の解決策

ンタ⁝は一案

または両国を通じて現在の協力を

リサイクルされた場合は︑濃縮供

の国が他国の再処理を申出ること

の見地から論理的ではない︒一部

・黛︷︻靴＝＝﹁藪萄戯．こ職蜂一i

加し︑一九九〇年までほぼこの水

中の危険など全てに適閑されねば

コ

準に落ち着くことになる︒したが

ならない︒国際的には︑一貫した

が︑これらの予測値にはかなり差

また原子力産業の発展は︑再処理

があり︑また短期を見た場合︑情

やリサイクル業務の他の有利な面

って使用済み燃料の貯蔵能力は︑
どの新型炉開発が容賜になる︒

かなり繕大せねばならなくなる︒
を与えよう︒

資源有効利用に役罰

プルトニウムの生産と利用につ

より原子力産業の発展︑高速炉な

に核燃料再処理サイクル業務の購

勢は厳しくなってきている︒とく

ウラン供給量と

濃縮役務を節約

頭を再評価せねばならなくな っ
た︒この調萱予測に利用された原
子力開発の基礎デ⁝タは︑一九七
リサイクルの利点

＿

U一獅が残存している︒このため き︑図2のように示される︒プル 規模での操業のため︑企業および

軽水炉から取り鵬される使馬済
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け金や技術保証などの企業に対す

らに特別な理解が必要︒建設貸付

る政府援助は︑紛糾をさけ企榮の

ストの二五％砂上ということはな

燃焼させることにより廃藁物処理

イニシアティブをうながすために
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四︑国際協力では︑ある国では
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注文

ていた﹁原子力技術の移転に関す

イランのペルセポリスで開かれ

えて討議したが︑カーター※大統

わる聞題をさまざまな側面から捉

国などへの原子力技術移転にかか

欝殿籍イラン会議閉幕

米新政策に

酎ｳ饒駿蟹解競薩脇講麓騰難野鶴

ることなどによるもの︒わが国は今後も翼処理工場遡転岡憲とりつけに全力を注ぐ︒
第一次交渉団は︑四日から十五
日まで対米交渉︒再処理の技術的
専門的な詰め︑フォード財団報告
に対する反論を行う一方︑※国側

の抱いている﹁国際燃料システ
ム﹂﹁再評価計藏﹂の概念の説明
を求めた︒このあと①保隠州躍②
プルトニウム蟹理と野際的な使尾

るイラン会議扁は十四日︑五臼閻

済み核燃料貯蔵システム③再評価

かれて双方が問題点を協議した︒

誹画︑の三つのサブグループに分

詰めてない﹂といった答がはね

が不明確な点を突っこむと﹁まだ

際原子力機関と共催の形で開催し

学会︑二本原子力学会ならびに國

会が米国原子力学金︑欧州原子力

た︒この会議はイラン原子力船員

子力政策を打ち出した︵七田︶薩

炉轟入の延期を含む圏内尚け新原

にわたる全8程を消化して蘭会し 領が再処理技術の手纏︑高速憂欝

返ってくるなど政府部内での意

たもの︒四十一か国から約七萱入

しかし関係筋によると︑米国側

見調整の詰めができてない印象

の原子力関係蕎が参加︑開発途上

れるなど︑世界的な注視を浴び

防止条約脱退の懸念も取りざたさ

には・一部康子力指向国の核拡散

風嶺たりは強く︑二回目の十一B

に開発途上国の米新政策に対する

題が大きく取り上げられた︒とく

後とあって︑会場の内外でこの問

が強いという︒同筋は︑七日の米

の説開は概して抽象的で︑圏本側

蘭圃

イラン会議共催毒である米︑
欧︑田の三遷金の代表は鹸終日︑
岡会議の嬢討結果をふまえつつ︑

個人的立場から門原子力平和利用

眈

へ

放射線審講会・部会

と兜進箇とを問わず︑深刻化する

︵イラン会議では︶開発途上囲

及ぼし︑かつ正饗な契約行為を制

他の諸園の原子力刮画に悪影響を

を課すことは︑爾内聞題を超えて

転と原子力の発展に㎝方的な制約

など趣豪物に係る垂垂を改正すること②核燃桝物質等を運搬する場

この諮間から興体的な技術的箆準の改正が必要な規則は・①核燃料物質の湘工票業規則︵昭和四十

合の安金性確保のため︑その他運搬に係る描躍︑運搬方法および積誠力法について必要な墓準を改正

すること一1の二点︒

またこ
れ改こ
正は︑
原 に伴う運般での規則
ま
た
れ

改正は︑原子炉等規制法と放射線

薩審防止法車地趣搬賦物船舶運送

薩審防止法に関適する放射性物質

車地趣搬規劉︑船舶欝金法の危険

法による航る︒科技庁とは︑核燃繍

法による航空法旛行規則i⁝であ

物船舶運送および欝蕨規則︑航空

科技庁と運輸総からの諮問理由

は・核燃繍物賢等の逓搬の爽際に

て︑蜜全性話手および自警な燧行

輸送に関する安金夏準﹂︶に沿っ

和五干黛一月の門放射性物質等の

野際棊雌②和華隔心輸送に関す

野際棊雌②原子力婁員会決定︵昭

一難総理府令第⁝二十七弩︶②猿子 紺応して①核燃料物質等の運搬の
炉の設躍・運転箸の規則︵昭和三十二犀総理府令第八十三層︶③便用済み燃料のF再処理の事業規則

※原子力協定第八条C項の﹁共岡
決定﹂の条件が整ったので協議し
たいというのがわが闘の蔓木麟立
場︒核防条約第闘条規定の軍和凋
用の平簿性確保をタテに※園の回
番を迫っている︒

来園側は①田本側の電張を部内
で詰めたいので貼閥がほしい②ナ
イ團務次憲代理︑シャインマン当

については︑これま

に徹

が第二回会合

漂子力襲鼠会

原子力蚕員叢は︑十覧田︑再処

理闘題懇談禽の第二園会命を開い

た︒金口には︑井上原子力委員畏

原歴会長︑松根経翻遼エネルギー

代理のほか︑各原子力委員︑萄沢

対策委員長らが出席︒フォード財

翻の報告撚︑カーター※大統領の

いに明らかにされつつある米国の

新原子力園内政策の発表と︑しだ

瓢対外政策の方向など︑再処理を

めぐる最近の断獄について慣務当

周から鎌継蝦告をうけたあと︑動

燃再処理施設を稼働させるための

た︒

対米対処方針などについて協議し

原子力安全局に
保障措置課発足

政府は十五日の閣議で︑科学技

菱にかけ四基・四蔭二＋万KWの 畏使節が十五黛夕離聡した︒二十

安金局は園課︵一整︶から五課体

させたもので︑これにより原子力

子炉規制課安全雛査総理官︶が昇

には栗厭弘鐘殴︵原子力安全局原

スマン上院外交姿員長をはUめ議 容の充実強化を選っていく︒課擾
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放射線審議会の輸送特別部食︵左金正雄部会畏︶は十五欝︑科学技術庁︑選輸省から諮闘のあった﹁核燃料物質等の運搬の技術的墨

諮間の内容は︑①核燃料物質簿

準を走める関係府令﹂の改正につ
いて︑切会盆を開き︑今後の嵐め方など繕議した︒

を蓮搬ずる場盆︑放射線被曝︑放射線汚染および臨界の防止箸のため︑核燃秘物師等を一定の性能を荷する容器に封入して運搬させる

の理解を求める︒

わが国の翼傭を訴え︑議会隣物書

し︑かつ念理化する必蟹があるた

を國るため︑狡術附璽輩を明確化

鞠どるのではないかとみている︒

部で慧毘の違いがあり︑調整に手

エネルギー資源の不罵を緩和する

約するものである︑との立場を芸

務省原子力担当補佐富ら交渉当時
養の臼程がザルツブルグ会議参泌
などで努まっている︑として五月

望︑田本側も岡博したもの︒

中旬塞で交渉を中断したい旨希

政府は︑動燃の再処理工場を資

条件づけ

察モデルプラントとするなどの

での交渉ではいつさい捉示せず︑

正攻法

今後も再処理の妥影性︑必要控を
霊張︑あくまでも

する方針︒そして﹁七月しのメド
が著千ズレこんだとしても︑﹁今
愛申﹂には萬処理工場の試運転開

承︑十八田付で岡庁原子力安金局

術庁組織令の一部改正政令案了
一方︑政府第一次交渉曙とは入

に保隙繊罎課を発罵させた︒同轍

五日の帰国象でにカーター大続融

制となった︒

の瓢設は従来の保陣鎌瀬蟹を難燃

れ旧りに佐野木義蔵︑辱謝野韓両

始にもちこみたいとしている︒

再処理問題懇

にすりあわせていくにあたって細

ための原子力開発という圏標に向

湿している︒人掠の環境を敬正し

再処理工場の試運転を擁え・巳

な方針を現実の翼効性のある政策

部分を原子力の平和響胴に負わせ

核興器の拡散防止という憲荷の大

にも核拡散防止の概念的で抽象的

に関するペルセポリス撮震﹂をと

けて注囲すべき逢展があったこと

そのエネルギー資源を慎垂に保存

るべきではない②原子力妓術の移

が報告された︒しかし核燃料の利

に︑核燃料は司能な限り制約をつ

するという必然鮒謎語をすべての

に脚数羅の拡散間縄とこれを解決

けずに使網されるべきである︒ウ

用︑使用済み燃繕の再処理︑増殖

すべき万巻に関しても深い懸念が

ラン資源の保全ならびに放射性廃

炉の開発に課されようとしている

存窪している︒しかし︑核燃料サ

藁物を蟹全かつ経階的に永久処理

国が揚げるにいたっている︒この

イクルを閥じることと増殖炉の実

するという二つの國的から︑核燃

欄隈ないし制約に対し︑原子力界

用化へ向けての進歩を遅らせるこ

現できるかきり︑速かに進めるべ

料の再処理と再出用は馬術鰐に異

囲標を最も撫切に達成するため

換を制銘することは︑核拡散防止

きである︒

ると驚えている︒この二十無以内

瑚在イラン南部に二基二蔦四十万

建設論難を講画︒原子力の分野で

の政策決定に影響力があるとみら

テル・オークラで開かれた︒

席上︑掌野科学捜術庁長轡︑松

は臼沫と共通の肇業を行い︑共通

半︑科技庁に字配長宮を表敬訪聞

会有力蚕と旧い︑立法摺畷の必要

任した︒

施︑そのための体制整備や実旛内

周課は工AEA保障描蔽を実

永通睡雀政務次官︑萄沢原産会長

れるジャックソン上院天然資源エ

し︑原子力委員会の招聰に感謝の

るとともに︑再処理を必要とする

性についての果議会筋の懸触を探

ネルギー室員袋委貴長︑スポーク

イランは︑石縮資源麓でありな

子力協力などに悪見を交換したQ

意を衰わすとともに日イ両国の原

エテマド総裁は十九田午後闘隠

の課題解決に期待したい︒

保には︑原子力が最齢の方法であ

ように述べた︒

イランの原子力開発について次の

が歓迎あいさつ︒エテマド総裁は

ョンが十九日夕︑東京・赤坂のホ KWの原発を礁忌中である︒この 代議士による窟罠党核燃料闇題議

イラン原子力庁総裁歓迎レセプシ

民閣機関共催によるA・エテマド に二千万KWの原発難設を予定︑

原子力蚕訳詞︑専念など敵府と

この会議の参加省の大多数は①

の萄効な方策とは調えられない︒

とならびにこれらの分野の馬報交

に深い懸念が存在している︒罵様

り︒

り蕊とめた︒提議の要薫は次の摺

理︑ナイ国務次當代狸ら政府部内

1研究開発周︵銭RDA︶長蜜代
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日本原子力産業会議の高レベル放射性廃棄物処理・処分検討会︵田脇英三座畏︶はこのほ
ど︑﹁中核組織で強力推進偏など骨子とするこれまで約畢能間の検討にもとずく中陰とりまと

畏をいかして構力的に推進を図っ

の他の国々でも︑それぞれ国の特
は存在していないようである︒

模な不透水性の地層︑岩体として

するための固化体の詳細データの

ればならない︒まに安全性を担保

処分があるが︑これについては先

司能性のある一方式に海洋底埋設

これに濡し︑従来の矧識によっ

ど検討すへき特殊な断然環境条件

び多量の降雨量と麗富な池下水な

地質︑地震︑火山︑地殻変動およ

そのうえ︑わが国では︑地勢︑

もに工学貯蔵試験施設を細引︑建

を含めた襲件の明確化を図るとと

放射線モニタリング︑事故時対策

収集や︑除熱︑遮蔽︑保守点検︑

の呼びかけが行われている︒

プロジェクトとして積極鮒に参加

進諸外国の間で検討がなされ国際

ている︒

て︑わが国の現状を見るに︑先進

に地域の選定を終了し︑一九八五
先進譜外國が調査研究の対象とし

その成果を以後の技術開発に反映

性を拡大すべく努力することが必

ロシェクトに参加し︑処分の可能

な代替法として︑この国際協力プ

布などの祉会的環境条件も恵まれ

させるべきである︒また︑これら

要である︒

弔えす︑地層処分にと

棄物処理・処分の問題は︑とくに

▽国際協力高レベル放射性廃
ータであり︑穫極的な推進を図る

望分段鱈でも十分必要とされるデ

って厳しい条件のもとにあること の工学貯蔵の技術開発は︑瓜田野

ているとは

を認識しなければならない︒

性溌棄物の固化法として︑熱的︑

磁物処理・処分については︑種々

能性わが国の高レベル放射性強

であるが︑わが国にはとくに処分

相互協力に基づいて成り立つもの

ているQ国際協力は︑原躍として

圓際協力を必嬰とする性格を持っ

化学的安定性︑附放射線胴囲の観

▽処理処分におけるその他の可

べきである︒

これら地層の調糞検討を進める

できるものは現在のところほとん

の分野については︑技術的に供与

先進諸外國では︑高レベル放射

される︒

に当たっては︑国内文献資料の収

の可能性を検証しつつ進めていく

要である︒

わが国としても地融処分の有力

諸外蟹の多くで期待をよせられて

設し︑各種アータの蓄積を図り︑

から地麿処分施設の本格的操業を
があり︑稠密な入口および産業分

いる慰塩贋はわが国で存在せず︑

一九八○年︵昭和五＋愚闇︶まで また︑わが国で晃い出されている

予定している︒また︑萸国では︑

年︵昭和六十年︶から地鵬処分施

めを行った︒核燃料サイクルの確立とあわせ原子力発電推進にとって欠かせぬのが︑放豹性廃
棄物の処理処分︒とくに高レベル廃棄物については︑原子力委員会方斜によると﹁処分は︑当

を統轄しうる中心的縫織を設置

した方策検討

必要があり︑可能性があるものに

いのが現状である︒

ど皆無に等しいといわざるを得な

視されて開発が進み︑実用段階を

ついては︑墓礎研究を積極的に手

したがって今後は国の蛋任の下

点から︑ガラス固化法が最も有聴

迎凡ようとしているが︑わが濁で

で特に珂能性があり︑わが国とし

がけていくべきである︒そのうち

に幽際協力を計画的にすすめ︑わ

で国内各抽出地瓦別の分布や︑形
態︑岩質を調べ︑地域別︒地鶴瀬

は厳しい処分環境条件等を考慮す

が国独自の処理・処分技術の蓄積

集︑検索および解析を行い︑次い

分対策は︑原子力開発の進展と︑

分布を調査する一方︑諸外国の実

ると︑場禽によってはセラミック

ても今後の研究開発に期待される

を急ぐとともに︑先進認外緬との

要因を考慮すると︑処理について

化し総命推進計画を立案して整命

ことは︑わが国の開発体制を纈織

策の推進のため︑ます嚢請される

た︑必要に応じて︑総含的予算古

窓口等の機能が必要とされる︒ま

策ならびに国際協力推進の一元的

讐＼蝦

暴騰鮮繁

讐／

く

石禽層︑花器嵩ならびに玄武岩は

面地層処分に重点を置き︑今後三〜五葎のうちに処分方法を方向づけし︑六十奪代から実証試

し︑各橿の要園を袴算して評価・

試験の開始にこぎつけることが必

ている程度の比較的安定した大規

がとりわけ急務︒原産

原子力開発を推薩する上で︑社会

検討を行い処理・処分方策を策定

急ぎ国情に適

設の実議試験を開始するなど︑そ

土台づくり

的な繕頼を得︑国民的合惹を得る

対応策

その規模︑環境的虚蝉・社会的要

徳を調査・検討し︑わが蟹におけ

固化やメタルマトリックス等のよ

ものとして︑群分離と海洋薩埋設

高レベル放射性廃棄物処理・処

高レベル放射性廃棄物の処理・
請等が棺互に関連して決められる

る地層処分要件の把握の参蕩と

処分があげられ︑これらについて

両蓄の磁切な組含せにより地鱒処

可能性を探求して︑わが国に最も

も︑処分についても譜橦の幅広い

原子力特殊扉

験に入るしことが藁薦にされている︒限られた購間内にそのためのマスター・プランの立案︑
作成等汝を効率よく行わねばならないわけで︑こうした

ためにも董要な課題と言わなけれ
することが望まれる︒

墓本方針を明らかにした︒中でも
処分を畏体的に進めるための基本
ものであり︑わが国は︑その特殊

り安定な処理方式の技術開発を進

原子力委員会は昨奪†月八達︑

爾レベル放射性廃麺物の処理・処
的原則として︑撃墜のことながら

める〜万︑長期閣の貯藏に縦える

﹁放射性廃棄物対策についてしの

分に関しての臨標および推進万策

し︑国内情報および抽出地域の燦

処分の塁準︑固化技術やその関遮

技術交換や共同研究の実施︑陸地

然災器︑人口密度︑将来の産業湧

の基礎的研究も積極的に二進する

駐から極汝の可能性について編広

1︑わが国で発生した高レベル く調査研究・技術闘発を開始し︑

必要があると考えられる︒

次の二点が指摘される︒

ついては︑試験施設の建設に係る

の罵能性を稜極的に見い出すこと

海洋隆埋設処分に関する国際協

廼はストロンチウム90とセシウム が必要である︒

層の努力を払うこと

力プロジェクトは︑特殊な桑園や

についての

①群分離について11再処理噸数 技術の塁準等に関する知識の交換

射牲廃棄物の最終処分が確立され

餅であり︑それ以上の北下では︑

広い領域にわたる專門家の協力︑

頁年間にわたって麦配的となる核

るまでは︑櫃当長期聞にわたって

アクチノイド元素が安金上問題と

多大な資金を必要とする研究であ

▽貯蔵技術の実証高レベル放

工学的に貯蔵されることが予想さ

分離するならばその半減期に応じ

なってくる︒したがってこれらを

る素質のものではなく︑国際協力

り︑いずれの膿も一国のみで行え

の調査およひこれに基づく翼証試

た処理・処分が可能となることか

れるので︑貯蔵旛設に対する要件

験を蕎う必姜があり︑このために

十年内に團難業貯蔵技術も

か必襲である︒

容器松料の開発および改罠箸多く

放射性廃棄物はわが国の責任で処

その申から最終的に︑国憐に適し

に実証試験を行うことを二選とす

娚間を考慮し今後＋年程度のうち

る︒また︑処分については逆襲地
層処分に璽点をおき︑わが国の祉
会的︑地理的条件に見舎つた処分
方法の調査研究を畢急に進め︑今
後三一五黛のうちに処分方法の方
尚付けを行うものとし︑さらに昭
和六†継代から実談阻隔を行うこ
とを鎌継とする﹂など軍期にその

総合計画立て実証試験へ

中核組織設け強力に

動の場となる司能性︑輸送条件︑

として︑﹁國化処理および貯蔵に

基本的原則

ばならない︒

でもひきつづき検討を彊ねていく考えだ︒以下は田脇山九会報告の内容である︒

官民の総力を

あげて推進を
まえがきと基本原則
原子力発電が将来の安定したエ

ネルギー供絵源としての地位を確
立するためには︑わが国の蔭主監
を確保できるよう核燃料サイクル

ある︒核燃料サイクルとしては︑

の確立を図ることが緊急の課題で

ウラン探鉱︑採鉱︑磯際︑転換︑

濃縮︑核燃料加工︑発電︑使用済
み核燃料一時貯蔵︑再処理︑放射
性廃棄物処理︒処分があり︑この
核燃料サイクルのうち︑放射性廃
棄物処理︒処分対策︑とりわけ高
レベル放射性廃乗物処理・処分の

つとして指摘されているQまた︑

問題が環在︑最も璽要な諜題の一

これらの諸闘題を解畷することは

関で行われることを期待する︒

能性についてもしかるべき国際機

また一方︑国際共同処分場の可

的なケースであろう︒

のもとに実施することが最も効果

ら放射性廃慰物管理の自二度が課

た処分方式を晃い出し︑処理・処

は︑固化体の工学貯蔵の技術を＋

分することを︑原則とすへきであ

地殻変動の発生予測︑地質構茄の

斑能性を賜確化することになって

すことになる︒このため︑わが国

分に対する星本的概念とその方策

葎以内に確立しておく必要があ

る︒この発生国の美髪で処分する

研究醐発を進める必要がある︒

解明箸を考慮し︑有力な地層と地

いる︒

工学的二食転転は︑放射能レベ

でもその而能性を検証するための
地暦に対して︑物理探査︑露盤等

域を選定すべきである︒また嬢補

る︒

必要がある︒

②海洋底埋設処分について霧陸

を早急に確立して実証試験を行う

っている︒

池地黒処分の代薔法として実現の

原則は︑また︑世界龍逓念ともな

ルの極めて高い固化休を貯蔵する

ずく︶とし︑専任の有識蕾およひ

ので︑被い爆弾隼数を兜込まなけ

水理学︑工学︑社会科学︑環境等

てあり︑わが国としての放射性廃

事務局スタッフをもつことが必要

的︑鉱物学的性状等を調査すると

広範な鞠門領域にわたる関係蓄の

を実施し︑岩層の分布︑地蟹学

幅広く探求し

密接な協力が必要とされ︑また関

棄物蟹理の方針︑総含推進計薩の

柔軟な対応を

企画立案︑関係各省庁聞の効率的

分の男体的方法を見い出すべきで

LO2973（5）5711
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この方針に基づき︑広く竃民の
総力をあげて放射性廃棄物対策を

世界的に当身地黒処分に重点が置

処分については︑

2︑宵陶レベル放射性廃棄物処理

▽地層処分

翼体的に推進することが必要であ

かれているため︑わが国ても︑ま

ともに︑採取コアについて難題母

にわたって人毛および人問環境に

性固化体との両立性に関し︑熱的︑

・処分の実施に当たっては︑将来

物理化学的諸性塗箸を換討すべき

り︑とくに高レベル放射性廃藁物

重い出すことが必要である︒

ず可能な隈り処分に最艦な地轡を

処理・処分の研究開発ならびに方

うな影響を与えないことを原則と

対して︑社会的に容認できないよ

である︒

存在し︑これら関係省庁︑研究開

係する省庁︑研究開発機関も多々

の業務調整︑技術蓄の養成確傑対

な連携︑調整︑各研究開発機関等

れ︑これを踏ま凡たわか国として

処理技術に

進め方・体制

激xル放射性廃棄物費理に関 発機関の連携︑協調を図ることが

しかし︑わが団における地麟選

要紬される︒これらの実情を考癒

定は先進諸外圏に比べて決して容

すると︑高レベル放射性廃棄物対

的環境条件に限定しても厳しい事

が国の社会条件︑自然条件等の諸

するわが国の対応策は︑厳しいわ

依黙するものであり︑とくに竃然

技術︑処分技術をあわセ開発し︑

件に兇合った独翻の関連する処理

易ではないので︑わが国の地触条
それらの密接な摺互関連を念顕に

情が予想されているわが国では︑

本来︑処理および処分は相互に

のもとに基礎講究から開発にわた

社会環境条件

特殊な自然︑

すへきである︒

向付けは︑長期的かつ総台的視野

る各分野で調和をとりつつ効累的

ある︒

かつ難点的に開発を進めるべきで

嶺検討会では︑原子力委員会の

おいた技街開発の推進が必要とさ
先進讃外国では︑蕩然的︑祉会

の処理処分体系︑基準箸を固める

ある︒

環境的背鰭

的条件に最も適した高レベル放射

ことが肝要である︒

想を図るため脇門家とともにこの

基本方針等に基づき︑貝体化の構

問題を検討した︒高レベル放射性

性廃棄物の処分方響を検討し︑調

狸を講ずることも可能なものとす

廃棄物の処理︒処分は原子力開発

査研究に着手している︒ちなみ

▽処理技術の開発

の規模と進展および社会的︑自然

翼休胸な対応接匝として︑謹ず
的条件︑処理・処分方式︑国際的

としては︑例えば原子力委員会委

棄物処理︒処分対策推進本部︵仮

員を長とする﹁高レベル放射性廃

るQこれらの機能を畏罪する組織
関しては︑処分画配ならびに処分

すなわち︑この組織は関係各省

当懸の緊急課題である︒

強力な中心的纏織を設けることが

地質調査を実施する必要がある︒

作業が想定され︑柔軟な対応の仕

性のある推進を図ることができる
に︑わが国より自然的︑社会鮒条

方が要請されるQ

ういわば門道無き道を抵し進む﹂

適した体系に組み立てていくとい
動向等︑さまざまな嚢因をナ分考

地点鼻の条件と梱互に関連してく

れる︒

称ごの設置が一案として考えら

る可能性が高いので︑わが闘の条

設機関︵閣議決定︑必至等にもと

庁の合葱にもとずき授椹された常

それによって︑昭和五十五鋸︵一

また︑放射性廃棄物管理に関し

九八○蕉︶頃までに実証議験を行

ては︑物理学︑化学︑地球科学︑

八○奪︵昭和五十五年︶までに地

・封じ込め技術︶の關発が必要と

件に冤合った処理技術︵固化技伽

件が恵まれている米国では︑一九

うための処分撲補地点を数か藤選

なければならない︒したがって︑

定し︑昭和六十琿代襲期に︑実証

慮のうえ︑方策を渓間し︑推進し

し︑一九九〇年︵昭和六＋五鰯︶

層選定の調査を終了することと

株式会議イ塵圃串

札幌、仙
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近く関係方面へ呼びかけ
欝本原子力産業象議の地域開発・財政問題検討書︵土屋湾主唱︶はこのほど﹁原子力立地促進のた
めの地域政策等の拡充強化に関する報告欝偏をとり濠とめ①将来の地域社会への寄与が有効に行われ
るよう﹁電源葺法偏の弾刀的運営を図る②原子力立地が積極的に受け入れられるような蔓盤を広く醸
成するため地域特性に応じた原子力地域総合整備モデル計醐を卑急に作成する⑬原子力論集と水座業

など広範な分野にわたって国と臨

部分を府県に交付するなど﹁電源

の霧雰が荷効に行われるよう禰妾

問題については将来の地域筏会へ

こうした計画の蕎醗になる財政

立すべきだと強調︒また地域振興

治体の聞に台理的な行政関係を確

﹁運転開始後﹂についても懸らかの

三法漏の強力運用を図るとともに

@＝＝藩

嘆

して関係方面へ要望を行ったあ

八月︑主に躍源三法運照改磁に関

る必要がある︑との観点から昨蕉

してまず国が行政体制の整備︑広

これを打開していくための方策と

らに深刻化してきていると播摘︒

近の原子力宣地問題の行詰りはさ

題点が残されていることから︑巖

置づけが十分開確になっていない
にも適切な調箆蟄が自治体に交付

可欠だと訴えている︒

などについて稜樋的な取纏みが不

として反発している︒

薩独敵府も強い反発を示してお

四月二十八︑九両藏のロンドン協

ことになる︒そこで英仏独とも︑

いくが︑さしあたり防水堤なども

果を待ち︑披本的対策を立てて

は調蛋蚕員会による原國究朗の結

終了したところだった︒放医研で

になるとEC傘体の星盤がゆらぐ イカのセシウム餅での実験を行い

賑のロンドン先進国酋腿会談で︑

米国の臭懲一1ことに欝英仏独に 設け当路の解決を國る薄えだ︒

誠グループの雲倉︑五月七︑八雲
設︵原発八基︑ウラン濃縮︑再処

協力を求めている政策の内容やウ

り︑ことにブラジル陶け殿子力施

米国の薪会心をもろ蓉をあげて歓

ている︒繭独では環鏡保護からの

理︶輸昂を守るだめ対策を協議し

多グ！多一二一重多多多多一⁝ク多多⁝

米新政策に反発示す

迎する態度を表編したが︑その後

中健二︶⑱動燃欝業団の再処理工

おける局留事故の評価︵動燃︑繊

に関する王AEA保空玉躍の役劉

産︑山田太蕊郎︶⑳原子力輸繊入

歴歴を示すかも︑その典慧を探る
︸つのカギとみられている︒

放医研支所で
セシウム漏れ

同位元素発表会

6月29Bから教育会館て

臼本アイソトープ協食は関連四

十九日から七月一日蕊で三田間︑

ナ五胡協会と共催し来だる六月二

東禦・霞が関の瞬立教耳目館で第

十賜園二毛工学における闘三元累

研究発表会﹂を開くQ

同位元素および放射線の利用の

科学技術庁は十五臼︑放射線医
技術︑とくに灘定などに璽点を躍

科技庁手偏

R一協会などが

英園における罵処理サービスおよ

授対運動により原子力誤画がぐら

手段をどこ蓉で行使する慧潤かな

と経済性評価︵原研︑青地誓野︶

場およびプルトニウム燃秘旛設に

ラン濃縮ツービスを逓しての圧力

び商用羊歯炉の建設について不安

つき︑エネルギ⁝問題から経麗成
ジスカール・デスタン仏大統鏡

を装明するように変った︒

⑦軽水炉燃料の安全性研究︵原研︑

おける安全問題︵動燃︑安久津英

︵科技庁︑染原弘蕎︶︒

る無記措躍システムの現状と闘発

水魚飼育実験水櫓からセシウム捌

醸午前十一時蟻ころ五十漣大型海

を認む海水約十一㍊が漏れ出だと
発表した︒

研究発表︑講趨がある︒
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②﹁核融盒発電の保健物理﹂

け原因究開を急いでいるが︑大型

つが緩

水櫓につながる二つの源水注入チ

ューブのバルブのうち

んでいたのに気付かず︑海水を大

③﹁将束の原子力発電技術の環

RNL−TMI五四六一

一九七

型水糟に淺駕したため︑水理から
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境安金監i核型愈発慮レ

セシウム翻濃度一霞嶺たり約十四
ピコ纏の海水が約十一拐あふれ出
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ーシート︵M皿F︶
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海水の漏洩後鞭ちに︑約O︒一
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軍需綴の汚染土胡町・五瀞冒すべ

はほとんど無いもよう︒

漢書
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財団法人放射線照射振興協会

いても十分な講義聴闇が割かれ

原勉藁海︑動燃大洗工学センタ

魚類を飼育︑データを集収して

でハマチ︑ヒラメ︑スズキなどの

と︑引きつづき約八か月をかけ今

講先進国首脳会談を注目
めない場舎︑ウエスチングハウス

本の電力会社が英仏と紬ふ再処理

どを探りたいとしている︒覧た田

石川悪夫︶⑧動燃事藁醸における

甥︶⑲呂本の原子力開発における

モーツァルト生誕の地そして膏楽の街ザルツブルグ︑優雅な
教会の谷聞に流れる世界の原子力奪門家が饗でるメ捻ディーや

三︶へ︒

盤渓村・〇二九二八一二一五〇六

つくり壌していま掻。

の発育に矢力1ことのてきないZ須ア、ノ
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難題︑諸撃続き︑安全管理につ

五月二十三田から六月一臼ま

ている︒

でが麟期︑六月二十譲から岡二

で︑原簿力発晦を細心に原子力

ーの見学鼠も行われる︒

十四曝までが後期で︑この間に

工学金般を教授するユニークな

原産が原動講習会開講
日本原子力慶業会議は来たる

もの︒今琿は欄々原子力短識の

︶︒驚簸四十名︒融込み

串込みとも原産︒叢務課まで︒

締切りは五月十八日︒闘禽せ︑

怏

八千円︵ただし原塵会鱗外はヤ

参加費は講護のみの場倉九万

峯︸回﹁原子

五月二十三鎧から繭・後期麹瓢

習得とあわせ︑総嫁把握を期す

・週間の臼程で第

動力講謬会﹂を開講することに
．なり︑受講生を努麗している︒

成︑各科霞も盤複を避けるよう

ためカリキュラムは系統的に編

本署習会は︑原薩が昭稲三十

．三年勝来毎年開講しているもの 講我の効率化が図られているQ

えば西独に徳用斜み核燃料のフラ

を霞ませ︑海水魚への放禦能濃縮

ンスへの移動ないしはフランスて

安定財源が確保されるべきだと︑

る︒産業界は︑楽聖の最早力巌業

の再処理を認恥しないということ

る地域の立飽後の姿を描く十分な

ことを強調︒さらに立地問題で悪

がその薄れを取りもどす濠で欧州

や濃縮系数を講べるため︑これま

域祉会アセスメントを実施する必
臭な息男となっている水産業対策

で・

の前遜を喰いとめる政策の現われ

条約によって核物質の城丙移動の

要があると指摘したあと︑臨治体

のあり方については︑原子力との

膚由が規定されている︒米田が例

が十分な時間的余裕をもって将来

共存を串本概念とし熊価低落簡題

履行するという態度を確認してい
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のマスタープランを示し暴民合意
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調したあと﹁国の蛮厳と臨治体扁
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潮け再処理プラント輸出について
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バ

い

鴇蓼含め・﹁蔑と簸餐月跨題﹂﹁財政問堕一などについて今後攣翌地を円蕊
ぱ

〜
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進を図るには︑まず何よりも安全

現状を打開して原子力立地の促

わめて広い範囲に及んでいる︒

業振興を行い得る発想がなされる

原子力行政体制の整備等を中心と

への悟顛が圓復されるよう︑国の

問題への入汝の不安を解決し行政

の整備等についても法の運用上の

した諸対策の兜実を必要とする
が︑圃蒔に︑原子力立地が地域に

共団体への連絡五識義務を課する

明確にした上で︑施設蕎に地山公

ずべき該当反逆︵そのランク︶を

ので︑原子力施設の故照等の個汝

る＝兀的責任をもつと面諭られる

論および地域住民の理解を促進す

け︑安全性箸については︑一般国

に︑また︑地方公共國体による地

醐作成に参加協力を行うととも

構﹂︵仮称︶を設置し︑モデル副

関として﹁原子力発電周辺整備機

扱いは廃し︑例えば﹁立地促進対

金﹂の交付懸一的な隣接区域取

▽府隈への﹁立地促進対策交付

の事態への軍期の対応を含め︑阜

威社会アセスメントの作成やマス

町村に交付︶︑一δ％は広域調整

策交付金﹂も八○％は嶺業用︵帯

きであろう︒

等の法改正が必要である︒

▽広報活動等の国による直接的

ター・プラン策定に技術的・情報

事業用︵道蔚県に交付︶とするな

的に協力︵コンサルティング︶す

どの描置を講ずべきであろう︒

る︒興体的には︑豪ず特定の地点

る等が必要であろう︒

急にその体舗を整備すべきであ

についてモデル的に国が横溢的な

ついても︑固定資産税の大規模償

況による頭打ち等が生じた場禽に

ては︑とくに電虻田前の段階が蜀

地域対応を実黒し︑その実正にも

振興施設等の建設への融衡保証︑

施行等への資金的協力︑地元薩業

な雌域対応地域への広報につい

とづいて広報︑監視︑規制︑温排

する必要がある︒

て︑国︑施設考︑地方公共団体等

要となってきていることも踏まえ

水問題への対癒や指轟︑地方公共

の測定結襲を定期的に評価・公表

のそれぞれの役割・分担を明確に

することが適当であろう︒

への交付により広域調整等に充当

却資産の縛例の三毛と同様︑許多

また︑同交付金の帝町村財政状

した上で︑鍛大隈に努力すること

三法施行前運開地域等への温排水

の連絡通報義務を決めているが︑

することが適当と思われる︒

▽使途潮限問題理行の電源三

で翼質的には整備できる受込施設

法では︑勉の制度補助等との関連

が隈定され︑地域が翼に希求して

いる基盤的整備の障蜜となってい

る︒これは証本的には前認のマス

現在の三法では整備計画作成

るが︑基盤的施設に関しては︑①

の弾力的運用が図られるべきであ

ることなどによって︑その範囲で

う︒

安定財源の

面から補充することが可能となろ

行うことにより︑電源三法を運用

豪た整備事業ピ⁝ク暁の立螢凡

▽地方公共団体への連絡通報等

団体との連絡調整等の諸対策を犠

ても隅機構が各般の幅広い対応を

利用施設箸の建設協力などについ

この測定は地方公共団体に委託

原董炉等規制法は施諮著の国へ
が要請される︒

とが考えられる︒

括した金般的な体制を確立するこ

メントを行う騨点から︑地域特性

とくに麟は総会エネルギー政

な爽施電環審に麗して原子力立

に製したいくつかの原子力モデル

策︑その中での原子力の位置づ

地に係る知事のための判断資料を

地域について︑地元産業の振興︑

直接の利審関係をもつ地域住民に

供し︑また各省庁の協力のもとに

確保急げ
備モテル計画をケース︒スタディ

の段階でも︑地方公共団体が†分

補助製充当の拡大まだは二二の撒

ター・プラン等をオーソライズす

することにより︑原子力立地促逸

な壁間的余裕をもって基盤的なフ

財政問題

に係る母体的諸樋策の立案に役立

廃②通常補助金への交付金の上の

付け三碧を総揺的に含めた総合整

位勘づけ︑計画作成手順︑財源嚢

諸施設の整備︑関連公共事業等の

合的に健進ずる箸の観点から︑モ

閣達公共難業の優先採択等をも総

無用の不安を生じないよう︑通報

総合整備モデ
ル計画作れ︑
地域振興問題

デル計爵作成とも関連して︑地域

地方公共団体が地方自治の立場
を踏衰えて原子力立地に同慧する

の実態を的確に掘流した上で︑原

の社会環境への黒垂についての科

もたらしている影響や地域的菌難

ためには︑地域の自然環境および

学的事前評価方法を磯浸し︑これ

加えて︑運転段階に入っての地

社会︒経済環境への影響がどんな

を早急に実施していくことが必要

レーム・ワーク等を行い︑住民の

係省庁間で横幅し︑原子力立地の

せ等の岩体策について︑単慧に関

参加意欲をも引き出しながら︑将

鷹づけられるような事業を選択す

来の地域社会経営の中に有効に位

湿進に役立てるべきであろう︒

▽﹁原子力発蹴周辺整備機構﹂

の設麗新規地点等の地方公共団

ることなどは難しく・まだ﹁運転

てるべきであろう︒

体では︑さらにこれを生活圏域的

段階後﹂等多くの間題点が残され
として︑住民にも実感できるマス

ることを中心とした上で︑運転段

ている︒霞源三法の運屠改蕗を図

いて︑臼槍体関係者を含めた審議

開発促進対策特別会計の還営につ

計の運用を進める観点から︑躍源

会の設置より萄効適切に特別禽

▽特別会計の運営に関する審議
らびに三体的・総合離な施設蔵匿

枠組みを踏まえた基本的融想︑な

ター・プランの形で策定すること

階を通じて︵場食によっては廃炉

ビジョンある地域づくりで

﹁長期地元寄与図れ﹂

子力施設が地域社会の将来の振興

っていることから︑将来の総含的 発展の一翼として共存し定矯で
ものとなるのか︑所要の対策を講

の検討の場に提起されてきた諸問

こうした状況を反映して︑今回

れるには至っていない︒

もってしても︑依然として解消さ

安や危惧は﹁蟷源三法﹂の制定を

団倣や飽域住民がいだいている不

な地域社会経営に閲して地方公共

基本的に問題が残されたままにな

きるものとなるよう︑きめ細かい

方財政への寄与等の面でも︑まだ

堤題が残されている︒

制約等の関運で︑実翼上︑多くの

希求されている根幹的な社会資本

までに至っていない︒また地域で

ず︑門電源三法﹂ではそうした産

て当然なことであるにもかかわら

辱ζ置く〜㍉・㌧・㍉・㍉
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．屈折した原子．

現状目違⁝

力地域問題．
・
巖近の原子力立地問題の行詰逸
りは︑深刻なものになってきてい
る︒これは︑基本的には原子力の

安全問題について人々の不安や行
政への不信感箸が解消されていな
いことに起因することであるが︑

またこれとあわせて地域にとっ
て璽要なことは︑原子力立地に伴

う諸般の地域対策が︑日常的な
生濡湧動に係る住民の不安や期待
に︑まだ十分応え得るものとなっ
ていないことに由来している︒こ

のため︑既設地点をも含む地域
で︑面面からの問題提起が相互に
作用しきわめて輻麟した問題惑識

ずることによってこの影盤は吸収

が必要となる︒

ずかしいと敬遠されがちたが︑木登て

待は起きい︒とかく安令桝の問題はむ

る︒論議する龍に︑せひ．︑軌を／

はその初歩からわかりやすく説いてい

TEこしO2928（2）一5063

である︒

翼体的な施策を講じることが必要

▽原子力地域総合整備モデル翫

段階までを盒め︶何らかの安定財

の適正化を図るとともに︑これが

醤報サービス転業部

題も︑単に﹁電源三法﹂の還用改

できるのか盃か︑またその結果︑

こうした観点から︑国と地方公

前向きに生薩振興に供せられるよ

財団法人原子力弘済会

魑薯項等にとどまらず︑基本的な
である︒

㎝共団体などが共慰して第三予言機 源を確保する方策が考究されるぺ

として︑所要の助成隠隠と含わせ

ル計画のケース・スタディの一環

に寄託する等何らかの制度的な対

う倒えばその一部を地元公共団体

原畢力弘済金におまかせください

ダイヤモンド黒質都靴田

原峯力文献構報のサービスは

が形成されている状況にある︒

行政問題から地元財政問頚までき

と地域社会整備との総含的アセス

画の作成国は︑エネルギー立地

会の設置を検討すべきであろう︒

将来の地域社会経営をどんな方向

て把握するなどにより︑計画的な

も講じることにより︑静思等の生

利融資等の併行麟な助成描三等を

起因する魚価低落等への漁業者の

◇迅速なサーヒ：スと安い料金

巨大な資本投下を伴った施設の

とんど経験したことのなかった地

に係る一連の夏本的制度や行政体

ギー行政と水産行政との境界領域

振興を行い得るよう図るへきであ

●

制を確立し︑原子力地域における

法についても︑地元産業振興課へ

産振興への活用が誘導されるよう

またその際︑適切な補助金や低

応が行われるべきであろう︒

れまで原子力立地に係る蔭量的な

閲係憲庁とも協議して地元産業振

の取縄みを明確にするとともに︑

またこうした観点から︑電源三

生産振興策としては︑温水養魚等

こ

が考えられている︒しかし全体と

懸念は︑きわめて基本的なもので

風評に
よる関連補助事業への上粟せ交付

▽魚価低落対策の確立

にすへきであろう︒

しては技術的にはまだ開発的要素

箸︶の実質的措置が必要と蕎えら

を持っており︑また採算に倉う熊

が協力して学界利嗣の温水養殖︑

種も隈られているので︑灘係省庁

を署しく支障する︒これは本来当

ておくことは原子力立地の二期等

あり︑これを現状のままに放置し
れる︒

施設の工翁や運転等によって明ら

▽補償等に係る合理化原子力
に︑各地域での実証施設等につい

正化とも闘適して︐国によるなん

のでもあるので︑前記の補償の適

ることが必要であろう︒

らかの一元的措置を攣急に明示す

壌池沼優とは︑区別されるへきも

るエネルギー立地と水産業振興と

かに損失を生ずるものに関して

の基本的な施策に纂ついて︑補償

ても低利融資や撰失時補儂等の補

についても︑鶴詑の総笛整備モデ

応じた既存の方途による振興方策

は︑野業権補償箸が行われるへき

に︑新しい観点に立って︑エネル

業振興の方向を明示するととも

ことはいうまでもないが︑国によ
ある︒

る︒さらに地域の水歴業の特性に

ータの評価墓誌を整備し︑各地域

・チェックするとともに︑測定デ

▽地域社会アセスメントの早急

こうしだ縛点から︑今日の原子

完二度を講ずることが必裳であ

の研究開発等を攣悪に行うととも

培附置礁への温銑水利嗣について

︵毒忌によっては︑優先採択等に

興のための交付金枠を設けるなど

▽水産桀振興方策の閣炎等

水産業との共存が実現されるよう

●

で維持できるのか箸について︑総
合的に判断することがきわめて重
要となってきている︒

原子力との共
水産業対策

存実現図れ

ψ

ろう︒

ψ

図るへきである︒

の

一元的蚤任という現行法の建前を
明確にし︑地域に生じている現実
の諸問題について畢懲に以下にい

また地域住罠には︑原子力が従

力技術とは全く異質な技術という

来の一月技術や水力︑火力等の電

受け止め方がある︒さらに︑原子

漁業協嗣組合と欝接的に対応し︑

が︑しかし︑これまでの対慈手順

・

立地は︑これまで祇会的変革をほ

域の社会︒経済に︑さまざまな変

に

uづけ︑役

割を明確

う諸施策を講じ︑国が最大隈に対
応することが要望される︒

しかし・これらの諸対策によっ

水産業対策はこれまで当該の隈

あって︑このため落語審薗の地域

力立地を地域再構成の契機として

の

力

原
化をもたらす︒このため︑将来の
地域社会経蛍はどんな方陶で維持

原子力立地をめぐる国と囲治体

・麹冶体対策

活はその中にどのように適応して
の関係をみてみるとある種の行政

できるのか︑庄民自身の生業・生

いけるのか︑といった不安や期待

炉等規制法で国に責任が集中され
ていることから︑原子力は十方公

得補優の形で償う漁業権補償の問

元的行政拝任を全うで

ても︑問題が解決されず︑また︑

きない事態も蕩えられるので︑地

共団体にとっても御し難い︑ある

題として︑旛学者が関係漁業蕎や

国がその

安の増大等に対して個汝の地方公

方公共団体が地方自治の立場で相

いは評価し難い技術という旺念が

的空白状況と︑これに洋う州民不

しかし原子力立地の場倉︑建設

共団体がやむなく施設暫との安全

応に自信ある離層をなし得るよう

がひき起こされてくる︒

期間中に一時的には地元労働力の

協定を締結し︑環境放射線の監

原子力行政における地方行政との

定された海城での生産減少分を所

ってからの薗接的︒生馬的な麗用 視︑施設者からの連絡通報︑立入

吸収はあるものの︑運転段階に入

り調戯と措置要求等を中心とする

またその間に地方公共駆体がやむ

効果はあまり期待できない等の精

コンセンサス醸成が容器でないの

行政対応を行うことにより︑立地

麗連については︑国の抜本的検討

麗がある︒このため地城住民によ

放射線品位防止法にもとつく競行

うことなどにより処運されてきた
しかし︑この安全協定箸による

地方公共団体や地域住民が原子

業立地が進められる場愈とは異っ

だけで︑今後の原子力立地促進を

問となっている︒したがって現状

果たし得るか盃かは︑きわめて疑

打開のためには︑国は︑まずエネ

な一貫した流れをつくることによ
り漂子力立地を穫極的に受け入れ

ルギー立地を契機とする地域水産

受け止め︑これと取組み得るよう

る墓盤が広く醸成されるよう︑国

の総禽的監視計画と体制のもと
に︑原子力施設立地点でとくに重

が次のような諸措盤を講ずべきで

の放射能調査を拡充し︑国土全体

点的なモニタリングを行い・施設

を受けていない中で︑原子力行政
における地方公共団体の位置づけ

煮による測定データを国がクロス

行為そのものが国による法的認知

の明確化等を求める要請は︑一層

てきわめて屈折したものとなって

の形成等において︑大きな困難を

厳しいものとなってきている︒

おり︑住民相互の間の共通的理解

▽国による総禽的放射線監視

を得ず補完的に罪公式な対応を行

ているのが実情である︒

問題の解決に実質的に窃与してき

が現状である︒

る原子力立地や原子力技術への総

を行うべきであろう︒

含的な受け止め方も︑一般的な産

φ

力立地財田の打開には︑豪ず国の

長期的・安定的な重用効渠等が

伴っているのが現状である︒

ψ

9

豊めない妾面の状況のもとでは︑

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

一

●

地元産業振興等への期待はきわめ

σ

茨城県男結二二轟東5毎黍寸

㊦319−11

n位

（4）

第872号
（第三樋郵便物認可）

業
子
昭和52年4月21日

昭租52駕4月28日

第873号一
毎週木曜1ヨ登行

購號料隔年分前金450◎円

1部100円（送料共）

二十四臼午前十一時七分︑茨城県・大洗陶の動燃箏業団︒大洗工学センターの島速増殖実験炉﹁常

は︑同源に乏しく︑軽水炉から高速炉へとつ

高

︒蔵工功来七黛︑胞霊關発技術の望み璽ねが実を

がともった︒﹁常陽﹂の舗御塞で同箏業囲の坂田磁

臨騨声明

原子の火

燃料に完工のつく原子炉の点火

﹁常陽﹂の臨界でわが國は来ソ英仏に次ぎ世界で覧番葭の

高速実験炉部養が臨界到達卸僧確認して

陽﹂︵熱出力五万KW︶に待墾の

入り︒

結び︑まさに花ひらいた瞬間だった︒
遡炉クラブ
なぐ原子力開発路線を打ち聞しているわが蟹のエネルギー擬期見些しに一すじの光明を投げかけた◎
に臨界所要燃料六十四体の装荷を
き抜き完了︒同四十三分︑第二調

る︒十時二十七分︑第一調整極引

﹁常陽﹂の魑工は昭和四十五卑
終えており︑この田は門制御極﹂

の一瞬︑労苦をともにしたスタッ

◇

フの間から拍手がわき趨こった︒

燃常陽扁臨界に際し宇野科学技

﹁常陽の建設を始めて七鋸︑本

も次のようにあいさつした︒

題臨界となり︑こんな露ばしいこ

術庁長富は嚢旨次の談話を発表︒
﹁常陽の臨界は高速炉開発の大

も常陽建設の終段に至って初めて

とはない︒正闘に蔽えば︑曇霞身

エネルギー教濫は原子力発電に

としての位置づけ︒

関しておよそ次のような遜本的な

①石炭への転換を図っても︑な

這え方を示している︒

お来国の所要エネルギ⁝と生産︑

今後の順調な運転と着実な成渠を

園主開発がいかに颪倒で技術の蓄

きな前進であり欝びにたえない︒

期待する︒原型騨は地元の協力と

輸入し得るエネルギ：とのギャッ

鍛後の手段として︑引き続き原子

プは避けられず︑このため米国は
設計建設に大きな力を発揮すると

力の利用を鱒大しなければならな

建設の鍵盤な経験は次のもんじゅ

炉商業化延期の政策を発表した︒

信じる︒われわれは脳難を克服し

積がいかに心強いかを知り得た︒

わが国は箪和利編に徹し︑核防と

て子や孫の世代に安定したエネル

せば・原子力発鱈への切り替えは

い②エネルギー節約努力が効を奏

い︒米大統領は商業圏処理と高速

軍和利譲渡立の立囑をとってい

ギーを生み出す第一段階を登り得

国民の理解を得て開亮推進した

す︒五蓬田︑五菅二＋︑ザ︑いよい

る︒わが隅のエネルギー問題解決

たことを義民の皆様とともに欝び

レベルにかなり近づいたことを示

よあと一息︒五首五十雰引き抜

に必須な高速炉開発の計算を今後

き︑ついに臨界到達︒蒔に十一蒔

バー実証炉などの高速繕殖炉の許

最小隈に抑えられ︑クリンチ・リ
たい︒関係蕎の畏い聞の御支援を

七分︒データを磯塾しだ坂照部長

るということで過去二鎌闇︑米国

TELO6（252）3512

TELO3（372）5002・8214

原子力委綴会の招聰で来日して

と交渉してきたが︑協力協定の締

技術魔料、力夕ロクは下記へ

いたアクバル・エテマド・イラン

ム時代

もあるという話にとどまった︒

政府代表に井上

五郎氏ら五人

國魏魏議﹂︵ザルツプルグ会議︶

一性能、安定性、使いやすさで御好評をいただいております。一

原子力庁総裁は二十五日︑離郷を

クラで内外詔悪遊と会晃︵健写翼︶

は︑遠心分離技術を利用して軽水

であり白紙の状態︒サイトについ

結には董っておらず︑現在交渉中

い⑥使絹済み燃秘の十分な購蔵方

カーター米大統領は二十日午後

と石炭の唱導︑長期的には新たな

への墜民の理解と協力を得るため

全確保に万金を期し︑原子力利用

ザルツブルグ会議

に出鯖する綴暦代蓑を淡めた︒オ

甑臆S−1。。。シリーズ歳縫線灘定システ ム

前に︑東票・赤坂のホテル︒オ⁝

し︑臼本の原子力開発についての

一︑約︸週間にわたり雌木政

印象などを次のように語った︒

府︑産業界︑研究所︑発醗所など

訪れ蟹任蓄と慧見交換しだが︑ほ

という印象を受けた︒訪日の霞的

本の原子力技術は成熱段階にある

は︑また闇きではない日本産業の

た︒臼イ間では︑すでに原子力以

現実を確かめることなどにあっ

外の分野で協力を行っているが︑

趣的な協力ができるのではないか

新たに原子力の分野でもかなり償

一︑※国の新原子力政策からイ

と思う︒

ランがどのような影響を受けるか

エネルギーの独立︑風立をめざし

検討中だ︒樵界のほとんどの圏が

ているが︑これには原子力の開発

しかないと思う︒核の拡散につい

ては︑カーター大統領に周上する

が︑普還的な秩序に基づき︑原子

力開発を行うことが必要だ︒少数

てはならず︑各国との協議を通じ

腰が出した糖論を他の国に強要し

する︑などであり・これを実現す

型原子力発電筋用濃縮ウランの生

ては︑ペルシャ湾沿岸に原発⁝墓

一︑※国から原発八茎を購入す

倉讃すべきものと思う︒

るために燃料効率の悪い単への課

産能力を高めなければならない④

を建設中であるが︑繊麗が多いの

心から態謝する﹂︒

税︑ガソリンへの増税︑建築物の

米国は原子力の許可孚続を改鵡す

は綴本と難じだ︒耐盤技術は臼本

が門臨界達成﹂をアナウンス︒こ

断熱構造化の優遇などキメこまか

口稠密地以外に立地すべきであ

る必要がある⑤原苧力発電所は人

プルトニウ

い施策を打ち出している︒カータ

可︑建設によって︑

ー政権の圏指すエネルギー計画

たいと思っている︒冒イ禽弁のウ

が世界で最も進んでおり︑協力し

縮・天然ガスから石炭への切りか

法も確立する必要がある︒

に進む必要はない③米国

二％以下に抑える②八五年に一露

きるだけ標準化しなければならな

り︑画嚢基準を強化し︑設計をで

﹁節約﹂と﹁石炭﹂強調

錨たり千六齎長握と予測される石

は︑節約の強化を前提に︑短期・

エネルギー藤壷日発表
九時︵静黙時聞二十一臼年前十

エネルギー節約を強化する④石 中期的には揖油輸入依存度の低下

佃輸入を六首万ゆに減少さ鷺る③

カーター
米大統領

階︶・来議会の両院台同会議でエ

盛込まれた新しい政策の骨子は︑

り︑原子力は石炭を補完するもの

代薔エネルギーの利用に力点があ

し︑一九九〇遷代に簡速増殖炉を

の方策を検討し︑立地促進を図る

︵2薦に教欝の概要︶

えを進める⑤太陽エネルギーを中

実胴化︑二〇〇Q無以降に核融食

④平和利罵に徹し核燃料サイクル

原子力委員会は二十六臼︑現行
の原子力開発利用長期卍塵の改定

の異罵化をめざすという長期見通

政府は二十六田︑オーストリア

しのもとに︑今後約十年の原子力
昭稲車＋七銀六月改竃の現行計

・ザルツブルグで開かれる﹁原子

このため原子力姿員会は︑五月

⁝ストリア懸花特命全権大優鹿取

力発電と核燃料サイクルに関する

の自主性確保を図る︑などを墓本

を正式決定した︒

画では︑六十調度六千万KWの原 発電開発︑研究開発などの常体的

上旬にも鼠落経験蕾など約二十名

泰衛︑原子力委員長代理井上五

方針とする響え︒

員会は①計醐達成の制約条件とな

で構成する﹁長期刮画響門部会﹂

計薩改定にあたって︑原子力婁
子力発霞所の建設計画は大繭に遅

る立地︑技術︑資源など検討︑計

な方向づけを示す︒

れ・目標達成は不可能になってい

郎︑原子力発勉会長一本松珠磯︑

所酬血書長村田店の五殴︒

東大犠鍵盤擾山本麗︑原子力研究

だ︒審議賜聞は約〜年︒必要に応
じ中間報儀をとりまとめる︒

を設麗︑五月中に霧議入りの予定

とする②エネルギー流体の計画と

画実現のための資金や人材確保に

原子力との整倉性を確保する③安

十分配慮して︑実効性のある計画

が︑各地の反対運動の激化から原

子力発電開発規模を兇込んでいる

ラン探査については禽弁の司能性

ネルギー教欝を発齢した◎教轡に

また︑浦成迫動燃醜業団理嬰憂

も強力に携進ずる﹂︒

の数が核分裂運鎖反応維持の臨界

ト数が一段と増え︑炉内の中性子

三月︒原子力先進諸国からおよそ

＋五分︑第一番圏の安金鎚引き抜

整橿三二五士︑野引き抜き︒カウン

し開発技術はオール園産︒藁芝・

き開始︑同二十五分引き抜き完

を徐汝に引き抜く臨界作業︒凹凹

澱立︑瑠士電機︑三菱蜀エの炉メ
了︑岡二十七分第二番圏の瓦全榛

十年遅れのスタートだった︒しか

ーカー四社が原子炉系続と二次系
引き抜き開始・︒こうして同五十
一分までに四本全部の鍍金樫の引

設備の建設を分担した︒﹁常陽扁

は約三萄母円の建設費をかけて園

十時三分︑いよいよ残る二本の

き抜きを終了︒

能試験を続け︑ムツ駕〜二月十六口瞬か

調整櫨の引き抜き作業の開始︒七

十九年秋完成︒その後︑綿密な機

らは臨界試験に移行︑燃料蓑荷作

＋讐の調整峻をミD刻みで引き抜
いていき︑毎秒のカウント数を示

業に入っていた︒

す計器盤とにらめっこの作業であ

灘

二十四臼︑実験炉スタッフは牛

羅菰

隔

エテマド・イラン原子力庁総裁会見

るのが現況︒副画そのものが現状

原子力下墨会は今回の改定計画

か

日置

線定で

H幽成

︑射が

ら放線構

ムル放ム
テネ境テ
スン環ス
独格 シヤ ︑シ
規定 チムの

TELO3（454＞8521

東京都港籔三田三丁駆3番12号

社

ミニコン付マルチ

社

東京電気磁器株式会社

本

耐震、で日イ協力も

にそぐわなくなってきているり

で・今世紀中は軽水炉を中心と

本原子力事業株式会社

ADC8K、メモ…り一4K

TE］し03（244）3727〜9

東京都イ代田区大手町2−2−1

TELO3（372）0141

乗京都申野賦本購1−31−3

特認欝子株式会社
大阪由東区本町喚一29
テンセイ株式会社
東京都中野鷺本町1−31−3

ステムが構成できます。

極薯貿2，疑餅

灘〕．，

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

寒

約

特

…馨

自に開発したAEC−NIM

転

心に代薔エネルギーの開発を促進

実効性・整含性に力点

を一九八五隼までに現薇の半分の

原子力委が正式決定

①米国のエネルギー消費の増加率

長期計画の改定

前議論すぎ作業を開始︒前霞諌で
讐誉々

懇
﹁常陽臨界﹂を蜜醤ずる坂園部畏と羅びにわくスタ噌︑ツ

編⇒

醤東京5895醤
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東京都港嬢新橋1丁自1番13弩（瑛躍IB館内）
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産
力

原

本
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◎

しネ

載的に配慮せねばならない﹁公

転換④開発⑤全ての提案に閃し一

節約促進に諸施策
われわれは国家エネルギー計画

置を導入するか︑改装する必要が

器価格を課す③新築建物に対して

の無難戦略は︑生産と論理的な幡

天掘りと大気保全の厳しい墓準で

には︑環境薦の難問はあるが︑露

％をなしている︒その生薩と便用

めに広範な個々の設計演奏を不要

計に基づく発電所には許認可のた

基準を確立するとともに︑標準設

エネルギーの価格は︑個々の実

格露盤である︒

りに︑各区分ことにそれぞれメー

は一つの親メータを信認するかわ

一方︑われわれは家庭や二業番

ある︒

最も揖望なのは太陽エネルギー

ある新エネルギー源鞘発である︒

第四の戦賂は永久的かつ儒頼性

とすることを︑私は提案する︒

業で四悠ナないし六五％まで石炭

で︑技術の大盤が利用できる︒太

八五年までに︑薩業界と公議事

対処できる︒

新焼発見石蔽の価格は︑インフ

と天然ガスの大規模産業使二者に

の便用を増加させるために︑石繭

でなければならない︒

レを樹慰した七七無世界帝場価格

質的な転換コストを反映したもの

節約への最終的ステップは︑産

まで︑三年間は上昇を認める︒既

ようとしている︒必要なのは︑南

陽熱温水器や暖房器は商昭化され

ターを設けるーーという法的搭躍

節約投資の基本八颪がについては

プロジェクトを拡大し︑発電の際

業界や公益事業を督励し︑熱線給

対して︑七九奪発足の累進課税制

を提案する︒

二五％︑それを越える千四百がに

発見石油の生産者利兼は︑インフ

の節約奨励の優遇措置も必要とす

は一五％の税が控除される︒家庭
の多隅の蒸気を活涌することであ

る︒気渥順応型建物への改築者は

と建物の節約についてはこのほ

を提案する︒

場拡穴を促す何らかの優遇措鷹で

レ調蜂を除いて溝一に保たれる︒

してきたが︑石炭への投資はわず

購入蕎に︑今後八四無まで︑税段

したがって︑私は︑太陽熱辺砦

の配当を期待できる︒

資額千がの四〇％︑それを超える

かだったQ石炭への投資は︑多く 階控除を挺案ずる︒当初は墓本投

もの負金を原子力の研究開発に費

提案するQわれわれは︑何十億が ある︒

私は石炭歯周の研究開発促進も

る︒エネルギー節約に夏つく第二

石炭への転換︑開発

か︑低所得蓄に対する連邦二八か
らの薩接的援助︑事業蓄の節約投
資の寓舎の

の抜本的毘圏しと行動をただちに
平一1⁝といった諸問題である︒

○％税控除付加︑葬

開始するよう要請されている︒私

私は︑現在の石癌管理懸格と世

石炭は現在︑われわれのエネル

の転換である︒

界価格との悶の藻異に楢当する鷹

府援助︑州・地万府なとの建物の
瀬候化に対する公共事業資金投入

営利の学校と病跣に画する連邦政

われわれの第一の目標は節約で

ないが︑エネルギー賦存量の九〇

ギー隔要の一八％しか供給してい

米団には欝欝八十三の原子力発

い︒新設の発電所は︑地震断層地

可手続きを改議しなければならな

一方︑われわれは︑原子力許認

使閑による源泉糧税の調整旙付③

励の源泉租税②家鷹暖房用石油の

い︒公正への融いは︑計画の中に

ならす︑不利益を豪ってもならな

われわれの誰も犠牲となっては

先することを昆本原躍とした︒

この謝画を進めるには公正を優

る︒

制上の優遇帯置で確実になし得

ガスと石油の掘削語動と同様な税

地熱エネルギーの生産増大は︑

六千四並製の二五％に趨絹され

を導入し︑税収鎗金の消費番と労

産石油の現行供給にする源泉課税

われわれは電気製品の効率向上

散工場のエネルギーの約↑分の一

るQ

こうした節約努力をしても欝欝

原子力利用を継続

を提案ずる︒

これらの屋標達成には強制措置で

ある︒節約は外醗勘注依禅を抑え

なく︑塵発的協力を期待する︒

心は︑画料露要覧が生産憎より急

る上で巖も安上りで︑実際的方法

は公正で均衡がとれ︑かつ効果鮒

激なことであり︑この問題の主な

な提撰を用悪している︒問題の核

解決手段は︑浪費を削減し効率を

われわれは︑地域差による天然

働者への還付を提案する︒

家鷹開機認の効率墓準を大樹に引

にも努める︒私は︑八○年までに

輸送と冷暖房の分野にエネルギ

ガス緬格の人為的な歪みの脂薬を

である︒

石油と天然ガスは︑わが国のエ
き上げる立法措躍を提案する︒公

向上させることにある︒

ー浪翼がある︒輸送はエネルギ

が︑資源賦存騒からみればわずか

術を用いて軽水型原子力発電所の

しか消費しない新しい遠心分離技
ップに直面せざるを得ない︒した

ための農縮ウラン生産能力を鎌継

と生産︒輸入のエネルギーギャ

がって︑最後の手段として︑われ

出所があり︑全エネルギーの約三

近くへは立地すへきではなく︑安

帯の近傷あるいは人口集申地帯の

し続けなければならない︒

われは原子力をさbに増やし使隅 する必要がある︒

％を生産している︒さらに︑約七

産業界の石炭切りかえによる家庭

天然ガス姫格決足の不公正減少④

公正なユーザー分担のためのユテ

消蟄石癌・天然ガスの供給確保⑤

残している︒それは︑①節約奨

十が艦設詔岡レ伊得ている︒国内の

金基準は強化︑厳守されるへきで

し︑麗爾済み燃繕の貯蔵はより適

ウラン供給て約七十五年潤これだ

けの発電所を運転できるQ効果的 あり︑設謝は可能な騰り煙準化

切に魁傑すへきである︒

ィリティー価格設定⑥エネルギー

にとどめられる︒クリンチリバー

節約蓄に報い︑浪費番を罰するた

な節約努力で原子力移行は鼓少限

だが最も完全な安盒防護をもっ

提案する︒

ネルギー消盟の七五％を占める

五％以上で上昇し︑国内石門の生

議難

細謹

1消費の二六％を占め︑その大半 雛料金の体系改融も行う︒このた

てしても︑発電蕨の許認可に十年

㊥︑国内ウラン資源雛を畷確に

置／予算措置︶

いな聖主と機器の故障の届出を︑

現行の白主制から敦務制に改める

評価法を謹話し︑トリウムを含め

するためERDAはウラン資源の
ことを要請ずる︒︵行政措置︶

◎︑大統領は︑※岡の核不拡散

の銅藍を溝聾するQ︵行政措澱︶

の目的に疑無し︑然るべき条件を

スの受託を保証するために騎途法

るようウラン資源調蛮の罵家計画

的危険があったり︑農重な天然地

四︑大統領はNRCに対し潜在
受け入れる国に対して濃縮サービ
非核拡散と安全性に重点をおいた

！
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子力発電所の放射性廃棄物

東京都千代田区大手町2−2−1〈新大手町ヒル＞
TεL束京279−544i（大代袈〉

計・建設を行なっております。

＠日揮株試図課試子麟繍

先にした原子カプラントの設

蔑瓢掛㍍ ・鋼

ラントの設計・建設を手がけ

七％に過ぎない︒石山糖要は奪率

産は最近六％以上の割で逆に減少
している︒石佃の輸入猛は急激に
増大している︒一九八○庫代初期
には︑海外の石佃でさえ・ますま

す減少するQ一方わが国の貿易収

は昨奪︑三百五十億賭以上もの石

支の赤字は腫大しつつある︒米国

油を輸入した︒今奪は礁母璽をさ
らに上園る見通しだ︒限度を定め

このことは今田なお見過ごせる

る時が来た︒

によって︑プルトニウム時枚を耀

高速繕娘炉の許認可あるいは建設
め今後二年間︑①大口需要蒼に対

石製と天然ガスは石炭代用ので
する消費照轡型の料金体系を処々

Ψ

ニ㎜営

しかし︑われわれは現存ガス拡

きる離業や公益盛業が農費しない

議会の義務づけを効渠的に施行

を無駄遣いしている︒

ようにしなければならない︒第三

かもしれない︒だかその姿勢は米

の戦略は︑乏しい鍬料から石炭へ

ガソリン消費は金石油消費壁の半

国罠を逃げ場のない破局へと追い

に撤廃していく②ピ⁝クロード聴

分を藤めている︒われわれはまず

力

五︑現在︑諮認可の過程は︑電

準作成を要求する︒︵行政算置︶

不満足なものである︒それゆえ︑

気事業蓄︑介入者︑政府にとって

一︑現在建設され

安全性と貯蔵︼

ている型式の軽水

大統領はその金過程の徹底的な冤

炉は核拡散の恐れ

的な基準確立と︑標準設計に基づ

製しを命じるQこの兇即しの一環

ス拡散工場の一〇％の電力しか必

る︒違心分離法は︑同じ能力のガ実績をもつが︑大統領はNRCにとして︑許獄司の倉理的かつ客観

原子力産業の発展に貢献する

日揮の総合エンジニアリング技術。

鷲灘錘子・灘

は、約半挺紀にわたり石油精

黙蝶無難輪隷隷礎

聞

業
産

力

原

の使曙には高腰格︑低負荷時には

に表われている︒

するため︑仏は連邦政府の平均走

めの自動壌税と劃引システムーー

行距離星準に合致しないガソリン

る基本方針について︑国民に呼び

子

＝嘗＝；⁝；＝需需露；＝＝㎜；≡＝＝；二＝冊＝冊三≡＝︻＝■冨二P三＝¶＝﹂＝＝一＝＝＝篇＝隔＝＝＝需＝＝＝︸ニ＝

い︒許認可の愈理的かつ客観的な

こそわれわれが包揺的な国家エネ

込むことにもなりかねない︒これ

を大墨に滴費する新肇に対し累進

もの長年月をかけるへきではな

ルギー政策を必要とする理密だ︒

ここでガソリン税にふれたいQ

的湧盟税を課すことを提案する︒

える必要はまったくない︒

二臼前︑私は一九八五無に向け

かけた︒それは①エネルギ⁝需嚢

ガソリンの節約を國らねばならな

需：冊＝＝一＝隔⁝一憂騨＝一＝三一＝≡≡＝一冊≡幽≡二二≡＝＝ニ＝＝≡一＝＝⁝一一一一謄≡＝≡ヨ一三＝冊＝需⁝一二一一圏；；一一≡＝ヨ器＝≡＝≡ヨ＝噌コ＝＝＝＝＝﹇＝＝＝＝＝ニ

てのプランと達成圏標の背戻とな

の隼闇成撰率を二％以下に落とす

原

麗に原子力の今後

ぐための指鋭を禽む明確な立地基

域で人口の多い地帯への立地を防

め来翻は民間原子力発亀所の使用

の必要性に対応す

三︑来醐は︑諸
縛し︑以降八五琿までは︑南海消

済み轡料の繭用再処理とリサイク

︹国内の原子力

を修正するQ︵行政罰麗︶

がふり岡けられ

案を提出する︒︵立法廃置︶
︹プルトニウム経済︼

る︒

蓄を約十か月分︑十億ゾとする⑤

費壁を引き下げるよう︑効率の餐

はない︒

興国はウラン濃縮サービス供給能

二︑軽水炉は︑安金性の優れた

力と積極性について儘用を回復し

⑳︑米国は︑濃糖能力を鉱張す

プルトニウム経済移行せず

原発許認可を捉進
一︑愛国は核拡散問題に︑譲麟

石炭の生産を三分のこ以上繕や

る他の方法の共聞

工︑大統領はクリンチ・リバー

検討を求めている︒一環として︑

ルを期限を定めす延期する︒︵行

の液体金属蕩速増軸炉の建設を蟹

政措置︶

い馨動扇を開発する︒

家庭や建物の分野である︒建物に

いたプラントにすることを大統領

浪費削減が無能な第二の分野は

し︑奪薩幸億曲以上とする⑥家屋

よっては冷暖虜利湘のエネルギー

は提薬した︒︵行政措置︶

対し︑聴取︑検査スタッフの需
家庭に太陽熱利用を導入する︑と

措置を施す⑦二百五十万麟以上の

圃が建設する工場は定心分離法に施設への縷奮官常駐を要求する︒

要としない︒したがって︑次に来員︑ぬき打ち肺葉の増加と︑各核

六︑大統領はERDAの廃棄物

三︑大統領はNRCに対しささ処理計画の見直しを命ずる︒︵同︶

︵行政描置／予算措置︶

予算案に計上してある︒︵行政措

なり︑その資金はすでに七八隼度

なければならない︒このため縮図

る︒

は三つの段階で語用の回復を試み
ち切りを決めた︒米國の贈殖炉議

隈を定めずに延期し︑すべての機

薗は︑別の増殖炉︑轡料︑そして

器の襲作︑商混化︑認可業務の打
とし︑既存の建物には燃料消費を

の客分は無駄にしているQ今後︑

今晩︑私はこれらの醸標達成の

大幅に低減する断熱材や暖冷房装

新築の建物は極力効率のよいもの
貝体的措置について概述したいQ

④︑来国はウラン濃縮サービス
大きく分煩すると①節約②生産③

いうものてある︒

の九〇％と薪築建物の全てに断熱

一

灘讐と趨繍糠鍛ゑ募雛馨

碧：無

米両院議会てエネルギー教書を
発表するカーター大統領
（りPl平繍〉
皿

改良型転換炉を評緬する方闘に力

呵

と連隠して解決に努める︒このた

い︒アメリカ人は︑この挑戦に耐

一
一
一
若干高い程展におさまることを期

一

ガソリン消費欝は現在の規模から

えうると価しる︒今後八0黛まで

一

の半分以下とする④石磁の戦略備

③外国石曲の輸入を一琢六幕無④

一
一

に削減し︑節約を施行しない場台

②ガソリン消費を一〇％開幕する

卵

使用済核燃料再処理工場、原

鷺臨本購灘羅黙羅

榊

ない、安全と環境保全を最優

蜘盤

一
一

f力分野においても求められ、

蟄

講

一

を残していま丸日揮は技術

製・石油化学をはじめ各種プ

ご轟

ム
尉

向
営

榊
7

処理装置など、数多くの実績
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㌃

r

聞

力

原

⁝準プラントて採用てきることが明

らかになった︒また同出力のPW
Rでは︑格納容器察積が従来のア
イスコンデンサ⁝型のものと比べ

⁝ト製の場合約︸・六倍と拡大︑従

奪お饗て約．鷹︑コンクマ

丁羅馨どて垂ラン
ﾅは借貸槻探傷．鴻験器員︑磁賊紹ス

Iスの㍗黙︐・による外業の改

⁝苫︑ い譜︑﹂﹂呼︑争ンプ三三審検揮

ン靱漁ーム︐以昌㌧︐による終墨縫の

の改藷︐︑逃がし㌶全弁搬出入韓の

メカニカルシ⁝ルなど点検作壕︑響

年麗内には第一段階の品薄標環仕
様を濠とめあげる計画だが︑これ

二昭泰雄磯際長︶の木原正雄

田本学術会議・原子力特別委員

していると指摘したあとこうした

撰がしかねない厳しい要困を内包

国の悟来の原子力開発を根底から

新情勢下でわが田として圏霊研究

会︵

二幽学術会議野馳︵鐸写翼︶で︑

について同委農会で再検討に魑手

聡発を醗翻していくためのあり方

幹争は︑二十・六臼開かれた第七十

岡委員余の活動報告を行ったなか

する予竃であると二二︒原子力施

で①拡散防止をめぐる米畷の新原
子力葦簾にともない︑斬離職下で

でも鱗慶化が憩がれることから︑

設ぷ故認録制度について︑わが国

委員傘で緒論がまとまり次第︑早

のわが国の原子力研究開発のあり

設争故鵡録の公表制展に関して躍

こと︑原子力棊水法讐の〜部改正

懲に勧告案を濠とめる苧定である

方の溝検討に義手する②原子力施

急に勧告案をとり蒙とめる⁝1な

どの点を明らかにした︒

薯え万をとりまとめていくi一な

法案についても同委員会としての
ーター米大統領の新エネルギー政

報告のなかで木原氏は︑蕊ずカ

との点を明らかにし花︒

策について︑場禽によってはわが

行政掘署していく考え︒また︑比

採礪するよう施設暫︑メーカーを

は︑むしろマイナス面よりプラス

段階で︑温拙水の環境への影饗

ことなどから︑現在までの研究の

物の代謝を健進し︑プラスとなる

開発1の必真性を指摘した︒

漁獲資源の荷効利用③覇規魚場の

策について①沿岸漁撮の見旧し②

理華長は門二蕾朔塒代扁以後の万

開苗後で︑生物撮境や漁痘毒には

オランダ

画から撤退か

欧州増殖炉計

段階の改良︒標準化についても斜

謹の方が圏立っていると指摘︑原

全く変化がなかったことを裏付け

hわゆる﹃縢本型隔軽水炉野馳プ 子力発電所周辺ての調査も原発運

体的罵標を策定︑五十五葎度頃の

較的長期の技術評働が必要な第二
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舗程度だが︑矯激できる﹂兇込み

試O改︑︑摂屠甥曲甲検嶽用プラ 上襲によって冠検期間も門 〜二

同省のこんどの検講胴梁は︑こ

改訳と嚇用ハッチの設鶴︑供川鍔糊僕篤にふって︑従業ほ被曝は従束

ラント仕様の潮瀬をメドに︑改鍵

ていることを畷らかにした︒

項函や標準化範囲の拡大なと調
蛮︑血盟を遜めていく方針だ︒

︻パリ松本駐在鼠︶オランダ政

政策にもとづいて︑商胴筒速増殖

府はカーター米大統敏の新厚子刀

Pは︑スーパーフェニックスを建

ている薩独のRWEの持ち分の一

設するNERSAに一六％出資し

部︵一四・七万％︶を保銘してい

る︒これはRWHが設立したSB

七77％︑ベルギーのシナトム一四

K︵RW露六九％︑SEP一四．

を通じてのもので︑SEPの持ち

・七丑％︑英CEGB一・石％︶

分はNERSAの金株の二・三六

フェニックスから票を引いた場

％に旛遜する︒S露Pがス⁝パー

るなどの掲置が考えられるため問

愈︑その綴資額はRWEが引きと

題はないが︑オランダの撤退は心

予想されている︒

理的に大きな膨轡を与えることか

国際会議あんない

困際原子力機関は今年十二月五

u，分禽㈱製装蕊

⑭Pu，

最終仕様作成に着手
?低減︑定検も短縮化ぺ
通産省は軽水型原子力発磁所の設備や機器の改農・標礁化について月払策をどうするか驚駕四月か
ら従業員被曝の低減と作業性向上を霞的とした原子炉格納容器形状の改農︑スペースの拡大︑概目配

羅の改良等に対するフィージビリティ・スタディを行っていたが︑このほどその翻果壱とりまとめ

だ︒これによると︑標準プラントではPWR︑BWRともに格納容器容積の改痩・拡大ができ︑この
ほか諸対策によってとくに従業員被騰は従来に比べ8WRで四三二％︑PWRで約二訴％が一目︑電

内には第一段階標準仕様の巖終とりまとめを行う方針だ︒

田田登期闘も短縮できることが明らかになったなどとしている︒同省はこうした縮果をもとに今奪楚

うした方針に基づき︑改鍵・標魔

のゴツントに焦べ︑8WRで約三と並穏し鳩内原発︸署機や禰島第

れる軽水嬢プラントでも新離策を

ついては︑海洋生物を対象とした

さらに︑今後の研究のあり77に
性と︸致していること︑慶海温が

研究が︑一燈の条件のもとでは常

複鷲で︑地域胤が大きく影饗する 壷酉二十万KW︶計画からの撒退

炉スーパーフェニックス︵電気玉

ことから︑一つの例を全ての発電

を横早している︒オランダのS￡

幾上昇は魚類の旗長を健進ずるこ

所に適用することは薄塗能でそれ

また︑藍田︑松下氏に先立って

いくことが必要だと指摘した︒

講．醗した森照基吉重出莱下露金

極めて孫要な局面を迎えていると
の認識から︑原子力開発間引に総
愈的に対処する中立約機関として
維織を拡充︑教導︑研修濡動︑調
査酒動︑知識酋及濡動笛を強化す
るとともに︑新たに必豊に陪じて

原子力開発の進展に資することに

捉︑藁も行うなと溢動を積極化し︑

の事務局も設灘︑スタッフを大幅

なったもの︒これにともない独自

に増すとともに︑組織は婁員盆制

である藥北原子力懇談愈は四月二

二琿度定購総象て罵懇談会の組織

った︒新該長には鈴木憲郎束北勘

から小蔀会制へ移行することにな

門放嚇線ドシメトリーの国内およ

鷺から九田濠で来麟アトランタで

シウム﹂を開く︒参加国込みの縞

び隈際標準化に関する菌際シンボ

この後︑新体制への移行を詑念

気工壌社長が就任した︒

して萄沢原産途長を歩む懇談禽︑

切りは十月十八楓︒詳細間霞わせ

石油代掻エネルギー資線として

は原簾・企画撃まで◎

懇親パーティなどの行嚢が催さ

を切っだ︒

れ︑湊意も新たに新しいスタート

の原子力開発への鞭請が．掴まる一

きることになった︒

新纒織のもとに新たなスタートを

原子力薩榮振興差動の申核として

改策強化嬢を垂釣︑藁北地方での

十五日︑仙台欝で幽いだ照和五十

醸本原子力囲米会議の地方組織

薪会長に鈴木筑

組織を改革し
新スタート

工東北原子力懇談会丁

厳寒水口付近に生じる流動も配

分に小さいのでは﹂と述べたあと

稚熊は太洋に褄黙する騒に比べナ

と︑などから水潟上露はむしろ魚

︐囲くなる闊部地方︑三農上

説明するとともに︑カータ下来大

類にプラスに働く︑と指揃︒また

極めて

うだ⁝一なとの点を揺嚇した︒

ルギー教欝発表の蕉前ということ原子力に対する態麗は︑大統領選

統領など行政当周に読ませること

ぞれのケースについて貝体的に綿

に〜定の繕果が鴛られる物理学研

もあって︑語合いの簿点は※国の挙戦当晒にくらべ変化しつつあ

評価している︒濠た会下議金に

も慧図して漂醒がとり談とめた

密な調蔵を行い︑疑盆を証回して

究と翼なり︑生物の反懲が極めて
との関係について︑魚娘は︸般附

り︑どちらかといえば鷲とともに

は︑罵処理を禁止する条件付きの

当葡の贈来間の問題を打開するこ

器にとり込まれるプランクトン︑

昇が好ましくない北部地方の一部

に沿岸近くに住む魚ほど大きな灘

鴇米両 原 子 力 薩 業 会 議 は 四 月 十

原子力政策とその国際朗影響にし

緩和富の方肉にあると受けとめ

を孚渡した︒また森笛任押芸は︑

ぼそれが必蟄か

べ︑打開のための具体搬を示して

とが先決たと篶えている一と述

糠蝦器通過影響についても門復水

︸の間題勲である漁獲上昇と魚類 の禽水魚を除き︑温捌水による温

はむしろプラスの薦の方が多いよ
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松下氏はます︑温排水影響の第

門今從ごらに敦種けとなる礁究襟

度変化に耐える遠心があり︑沿巖

水温上昇︑プラス面も

日ホ原子力疲業譲議が二二臼︑

絨ける必敷がある﹂としながらも

松下毎生研
歯序擾講演

同省はこれらの成果を踏まえ今

化のための舞体鎌についてこれ京

新傑と援囲障の改轡・臨段細心や⁝偽％・PWRて碧⁝・芦％の低威が 二半田二署機をはじめ今後計画さ

闇中検査のための作業スペースの

だ︒

で約﹁隼をかけ縮尺模型をつくる

つ滞呪が︑臨り一︑二うした緩写点按

漕画な・心象？︸煮が明らかにな

に際しては①自動化︑遼隔化など

設幡︑機露の改良・標準化を図る

などしてフィージビリティ調賓を

副産雀 は ︑ 軽 水 型 原 帯 力 発 露 所

に墓つく傑守点検作業の的確化②

憩乱の臼納化︑郵舗スペ⁝スの磁

従叢彌被隈の低減⑧機器人頼性の

向上④定検凶冷の短縮Ilなど観 行ってきた成果をとりまとめたも

これによると︑例えば出力颪十

の︒

点から白目策を検討︑その成果を
踏まえながら進めるとした大綱を

昨年四月とり議とめた︒PWR︑万KWのBWRで嬰彌の標準プラ
BWRそれぞれについて出力八＋ントであるBWRi5の置旧︑搭

万KW級と百十万KW級を対象
納容器容穰はマーク置型︵フラス
コ型︶で約二簡︑マーク∬型︵円

①これまでの既設勝ゴ力発電藤局

︑一蕉の技術開発を

に︑﹁ここ
張張・丸の内の躍本工業クラブで

で七一八度無く︑沖に拡散するに

開いた第五十六憾原子力産業懇談

したがって海温へと近づいていく

錐フラスタム型︶で約⁝・山窟と

辺調費では温排水の魚類へのマイ

なることがわかったほか︑鶴櫛棒

ナス写経はほとんどみられない②

のを採嗣する﹂こととし︑その際

理懇蓑は﹁濃緋水研究の現状﹂と

会で松下笈戯海洋焦物環擁研究瓢

もとに確偲をもって適用し得るも

搬出入の改蕾︑再循環ポンプ・モ

温排水拡散の特性が︑懸物の慶応

駆動機構の姦動交換機採幣とその

濫農︑流動なとの点で源掛水影響

には立地条件の幾巽も湾慮しなが

題して講鹸︑源緋水影響について

ら当面は原子炉蒸気発生設備に霊
ータ保守点検欄スペースの確保と
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進展しないなど原子力開発か現在

田
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ィギン︑P・ターナー爾副理事畏 ましい方尚にもって行くよう努力に厳しいものになっていただろう
しているが︑臼本

して︑﹁われわれとしては︑まず

らと滋燃する田米間︑麟襟聞の原
ヒザ詰め

について議会を説

謬見を交わすかたわら︑乱しい偶

得しなければなら
なくなろうとの考

日米原産がスタッフ会議

だとしても︑

な

子力問題について︑

アプローチ謡み

融轡激米の新政 策 に 焦 点

などを協議した︒日来原産のスタ

てほしい︒鼎塞の

で慰晃を交わし︑今後の協力課題

ッフ・ミーティングは一九七四年

策や活動を適蕉にプロモートする

勢下において染絹の原子力簡叢政

において︑原子力摩業の晃解や姿

ためには︑なんらかの鋼製的な場

え方を示した︒ウォルスキー理逸

になり︑カーター細螺に関する諸

興は︑※議盆への働きかけが瑚題

外岡の反響かどうなのかを朋係議

からの政策をどの程脱変えるかは

と推測︑今後カーター大統領が嫁

醐際的な世論のもりあげが侮より

予測しえないが︑米政策に対する

行動に注醸している﹂とあいさつ
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うせて両 国 原 産 の 協 力 活 動 の 多 く
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議義内容・講師
講

原子力技術者への近道
原子力発電を中心に原子力工学全般について、その基礎知識から総門分野まてを系統的な
カリキュラムにもとずき教授するユニークな講習会
期

日：〈前期＞5月23臼（月）〜6月3磁（金）

〈後期＞6月2旺i（月）〜24日（金）

会場：田本原子力産業会議・第3会議室

晃学会：6月2日（木）、3日（金〉動力燃事業団大洗工学センター、東海発電所
参加費：〈講義＞98，000円〈見学会＞17，000円
（但し講義テキスト、資料、見学会は宿泊、視察ハス二等集合から
解散までの一切を盒みます）
詳細については次にお問合せ下さい

日本原子力産業会議・業務課皐響鄭翻翫響

義

名

原子核工1学概論

原子炉物理
原子力発亀概論
熱工学・炉心設計
放射線防護
燃料・材料工学
計袋制御
療子騨化学
原子力発蹴所の安全膏
療子力発電コスト
廃棄物処理、処分
原子力の国際情勢

時聞数

9
9
3
9

8
6
7
6

6
3
3

3

講

原沢
杉
竹越

師

進
輝夫
罪

青木 成文
中村 尚司
鈴木 弘茂
原
嶋雄
金川
昭
踊躍… 泰正
鈴木 琴．二

能見 光彦
川島 芳郎

所

属

立教大学教授
日本原識力研究所漂チ炉研修所
礪力中央研究所研究顧悶
東京工業大学数授
束：京大学助教授

束糸皿盛大学教授
臼本原子力研究所原子炉計測塞長
名関屋大学教授
東京大学教授
日本エネルギー経済研究所主任研究員
（株）住原製作駈葦子力部諜長

核物質管理セノター専務理事

その他核融合概論、総工不ルギーと源子力、原予力関係法規等の講義かあります。
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