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︑

をはめたもので︑ウラン濃縮

の設定は︑現在議象に提出されて

周法話のなかで︑こうした条件

る︒

いう制裁規定も盛り込まれてい

は原子力協力を礫ちに簿N止すると

など協定に違反した場台は︑来燭

核輸出に厳し 難癖鋼
再処理に事繭岡意求める
タガ

カーター米大統領は四月二十七B︑﹁一九七七奪核拡散防止政策法案﹂を議鼠に提出した︒これは
核拡散を防ぐため︑来国の康子力輸出にかかわる政簾に厳格な
工棚や篤処理工場の簾出禁止の継続︑米国から繍映した原子力施設機財や核燃料の薄移転︑薄処理に
関する米国の許蒲︵嶺薗は璽糊同意︶の義務づけ︑非核保有国のすべての核物質と原子力施設への国

躍︑などを盛り込んでいる︒

際原子力機関︵工AEA︶の傑障搭躍の適用︑来国が求める原子力協定に避反した瞬に対する制裁措

ある︒このための原子力輸出につ

国の桑たす役割を増大することに

は至重から輔出された設簾や機器

その対象とする︒また︑巖終的に

懸定的には乗睡の輸出したものを

の國的達成のために協力を求める

力輸出の即時羨門は︑核拡散防止

ものであるとうたつており︑原子

EAの保勝事躍下におかれるが︑ を嚢蒸しようとする提案とは異る

いる※魍の原子力輸出の即隠檸止

いては︑米国の防徳および安全二

カーター大統領はさきに︑核燃
料再処理の凍結︑高速轡殖炉箋用

陣にとって不利にならないと政府

ことが不顎欠ないくつかの嗣盟圓

策を打ち出したが︑今圓の﹁核拡
の再移転・核燃料の再処理は※国

化の延期などを含む鷹内原子力政

が判断を下すまで︑来原子力委貴

制限のもとで碁子力輸出を行いな

力供給国としての※国が︑厳しい

散防止敷策法案﹂は※国の灘外原

﹁核の拡敬を終らせることは人類 とを禁止することを法律で定める

け入れ羅が核爆発を行ったり︑I

などのほか︑鍛終的条件には︑受

との関係を還しく阻適することに

ことを求めるなどの国内描圏とそ

なろうと述べているように︑原子

の判断基準を示すとともに︑対外

暫定的には覇萌岡悪を求めること

の喫緊の課題である﹂との認識に

的には︑原子力協力協定について

会︵NRC︶が輸出を許司するこの丈量を必襲とすることになるが

たって岡大統領が提出した対外政

現行の政照門協定に最終駒に追舶

子力政策の立法化を求めたもの◎

策の狙いは︑これ以上の核爆発装

されるべき条件と︑こうした薪た

で打ち出している︒

えず︑原子力協定灘反の制裁を課

保糊国に対し原子力輸出許欝を与

す︒①核爆発装躍の爆雛国②叢A

の来輸出舐爾移譲禁止④米穀薗岡

建︒

九︑米国は他の国汝と協力し王

承認察件をめぐる行政瘤とNRC効漿的・総愈的な国際船隊搭躍計

を遡じて行う︒

鷹実旛のための所要デ⁝タ提供一

核抜き躍描躍

﹁むつ︺問題で政騰が

核抜き

に岡三することになるとみられ︑

をどこで行うかという斬たな難閣

発電所

法案骨子

性を説いており︑暴体的な検討項

を背負いこむことが確実な偶勢︒

サ

悪なしの来輸出燃料の再処理禁

八︑圃際灘徹計画の必須饗素と

来濃縮能力の獲響②法馬要件合数

③嵩置の核燃料購嚢対応のための

騰の輸出誓事のタイムリーな施行

れたが︑その串で鰯大統領は・原

國として︑①ウランとトリウム

冑森県側では︑政府の四蓄協定の

での核燃料体抜き取り作業三蓋の

約束不履行をタテに︑攣くも母港

構えをみせており︑こうしたこと

壁に遅れることも予想される︒

から修理倦への﹁むつ﹂回航が大

リリi米原産

会長が事故死

米原子力産業熟議︵AIF︶の

クライド・A・リリー会長︵サザ

ーン・カンパ一丁・サービセス

ントン郊外で搭乗機の墜落肇国の

祉長︶は︑嘉月二十九臼夜︑ワシ

ため死査した︒ワシントンでのA

ムへの漏途の不慮の出来嚢だっ

王F役贋会議に出席︑バーミンガ

だ︒副社畏︑搭乗員二人も死亡︒

卜一です一

一︑行政府が防徳・安金保障上

定ないし米国との協力協定に保証

拭A保隊搭野薄藁国③工A裁A協

三︑新識力協定に次の輸出条件

子力規制蚕簿鼠︵N鷺C︶の原子 を加える①非核鎌髭国はすべての

七︑核明器転絹司能物質をつく

核物質と設備に一AHA傑臓描齪される璽件の優憲国︒

不刹となら悪いと判断するまで藍

力資材︑施設輸出許可権眼行使を

止⑧米隣供給萱暦に対する工AE 溌推進のため照月七蟹の大統領薄

らない核燃料サイクル代替案の開

A屡騨櫓灘の無爵限適用④米國機 明で発表したような国際核燃料サ

の適照を受けること②受領園の協

ルギー研究開発庁が次の方針で行

器利嗣に傍う生成特殊核物質の冨

して次の方針によりすべての困に

定趨反の場禽の来劉による協力鯵

う︒①ウラン濃縮・再処理輸出票

移駈に賊する豪鰹の許三権二等持

禁ずる︒判断は国務雀︑国事︑

止の纒続②プルトニウム輸出は研

⑤上謁物質の苺処理に畷する来国

商覇釜︑軍事管理・照縮庁︑エネ

究︑分析用のグラム単位羅を除き

十分な核燃料供給を擬証する︒①

イクル用場計画を確立する︒

新規受託回避︵低濃縮ウランはそ

の酔覇権限保持︒

含致のため︑現行協定の欝交渉を

四︑近い醤来︑凝協定基輩への

の限りでない︶④牽五詩鰐以上の

必要⑤蕩瀧縮に代る低濃縮ウラン

しくする︒

通じ米國の原子力協力の条件を厳

高濃縮ウラン供給は大統領承認が

纐鶏の計醐化と施設化多望⑥貴日

多齪間煽際協議での米国の主題権

影購可能な衡外ウラン︒インベン

確立︒

するためある二度弾力性をもたせ

政の山野②保障描癒制度の改善③

A鷺A強化を①技術即自援助︑財

五︑種汝の状況や騰汝を対象と
二︑厳格な腰子力協力協定翼交

司についての例外設定の輸畠三二

る︒例えば現行多国騰協定下の萬

トリー抑制︒

渉の闇︑次の輸出莱件をつけるQ

生産されるプルトニウム︑濃縮ウ

①輸出甜圏と︑輸出施設で籠罵︑

用②核爆発義鍛の研究・製叢に輸

六︑本法雛発効後には次の罪核

る検酎の効率的な機樹確定など︒

ランに対する一AEA保護描躍適の慧冤乳剤購の大統領と議禽によ

慮が笥尊しない⑭米警前岡慧なし

院止のイニシアティブをとって行

い︑今後の焦点は︑昨隼二月の政

藻崎緊腰当の受け入れ同癒に伴

委決定どおり採択したもの︒

府襲論どおり核燃料樺を装荷した

めかけた受け入れ反鰐派傍聴人の

が中断︑松田議幾が約穴十人の擁

ヤジと怒轡で騒然とし︑再滋審識

聴人を退去させ︑一触出動を蠣請

こうとするものである︒

傑鋤一知其提出の核燃料樺を抜い

る佐世保箭翻との〃核

状態での入愚にすでに同罰してい

二段構え

﹁むつ﹂受け入れ同意

するなど異様な状況下で進行︑継

調整に移る︒撮終的には︑佐世保

AEAの傑惣描躍受け入れを拒むがらその彩響力を欝欝して核拡散

用を薩際的な短軸描躍と管理のも

躍の拡散を防ぐため原子力平和利

続審議となっていた﹁むつ﹂受け

箭傭が︑被爆県民感憎などを湾瞠

門むつ﹂の佐盤保雌修理受け入⁝議会は︑最終臼の四月三十田午前

文が発表される予定た︒岡食議

子力乎秘利用と核拡散防止に粟だ

欝螺、

をめぐる

た状態での﹁むつし受け入れ諮闘

入れ反対請顯四件凌二十八臼の総

した政治懲の強い

なより厳しい協定を結ぶまでの間

案について︑与野党議員がそれぞ

務委員会決定どおり不採択とした

とに國くこと︑拡敬を防ぐための

れ償旗︑反短の認論を行ったあと

あと︑薙恥諮闇察をこれ濠た総務

蔭ちに実凝すべき懸果条件とを

採決に移り︑牛前十一躇四十一分

すなわち︑最終的には非核兵舘

長崎県議会︑核抜き条件に

国のすべての核物質・施設はIA︻れ問題を羅議していた臨隠長島県⁝十時すぎから聞いた本禽議で︑久 螢成多数で採択した︒藍鼠議はつ

国際的に共通する舗裁描麗を確立

すること︑核拡敵防止条約︵NP
τ︶未批准国の間条約早期加盟を
健すこと︑原子力供給国として米

に出漁している製本原子力産業禽

るとともに︑サルツブルグ会議が

してきたIAEAの役翻を評過すの供給②鎖編ウランの入手斑能性

置

撫・︑
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議の国分郁男お務局次長は︑その

EA霊催の﹁原子力発電と核燃料
サイクルに関する国際会議一︵通

幣開けのもようを次のように伝え

含む便用済み燃科の貯藏⑤軽水炉

國瞭的あるいは多圏間センターを

総蓼科保証に関ずる謝撃つくり④

称︑ザルツブルグ会議︶は華墨︑

核兵器の不拡散をふまえだ核燃料

約転避間にわたる溝を切って落し

てきだ︒

ら質献ずるよう要益した︒

開会式ではエクランドーAEAサイクル問題に科学醜マインドか
家務総長が︑劇設二十灘奮ぜ迎え

めている︒

周闘鶏に参加するため︑これに
兜き立ち日本原子力灘業会議派灘

︵囲農・堀一郎粟蟷常

門ザルツブルグ鼠議参壇欧州原子
力視察碑面

脇取締役︑一行十六熟鑓写翼︶は

議に墾窮するほか︑約三遍閥の予

三十田夜︑羽田を出発した︒罰会

定で欧粥原子力翼憐の調査にあた

撫

だ︒

昨年の薗フォード大統領罫書︑
カーター薪大統領の新エネルギー

におけるウランの使い捨て利罵⑥
た同機関が芸術の都ザルツブルグ

ネルギー研究開発費︵ERDA︶
題をあげ︑癌国の理解と協力を求

ーター米大統鱗の懲を体してザル

新型嬉︑増殖炉の選択︑などの間

敷策発表を通じ︑一躍世界の原子

に六十余か國の代嚢を臨めて︑原

のフライ長窟代理が初臼の全体セ

ツブルグ入りしたナイ鷹製麺窟代

三障される米翻からは︑昂ずエ

力惰勢のトップ・イッシュ1とな

子カーiとりわけ核燃料サイクル

ッシ讃ンに登場︑核仁凝サイクル

も科学も人闘の至達すべき禦轟な

理は憩拠各国代表を撰集︑楽園の

以後

闇題を甜議することの懲義を強調

の麟際鮒再評価計颪を提案して二

が一堂に会し愈見を交換する初め

極点を園瀕して翼実を追究ずるも

薪しい政策の懲圏を強調する声明

核拡散防止シ識ック

核燃料サイクル関係の国際会議で

したのを受けて︑キルヒシュレガ

場露となっただけに︑わが

ので穏要なエネルギーである原子

った

は簸大のビッグ・イベントであ

塁の参加を呼びかけた︒一方︑カ

ての

力について偏莞のない議論の展開

を発録したが︑この蘇明でも将来

る︒

（

＝

醗

ー・オーストリア大統領は︑蓑術

国からの約八十名をはじめ世界名

サイクルの園際朗な再評価の必要

炉型と閣度閣題を含めた代繕燃料
サイクルサービスなど七つの尾調

一一

（

監
識

り︑国際的角倉で康子力関係各国

逅lが穆加︒保瞳描腰︑核燃料 を期待する︑とあいさつ︒ついで

国からそれぞれの愚わくを胸に約

とくにこの会議に撫せられたカー

米国の核鵜縄防止を中心とした

ター大統領のメッセージが紹介さ

ナイ国務次宮代理、各国代表と接触

わくが激しく対立ずるなかで工A テ⁝マについて三百四十九編の論

米国新政策が焦点に
新原子力政策をめぐって各国の思

○
》
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走ｶ繧器蒙馨羅轟︶︶︶﹂
失業率を五％としても一九八五犀
までに千六否万人の新しい職場を

米原子力産業禽議︵A王F︶はカーター※大統領の新たな原子力政策策定の動きに呼応して︑
高速増順炉実用化︑わけてもクリンチ︒リバー実舐炉計画の璽要性と再処理を含むプルトニウ

エネルギーの供給と瀾連がある︒

的闇題であり︑この簡題の解決は
い︒

力の形で供給されなければならな

な将来のエネルギーの多くは︑電

拡大した産業を支えるために必要

に数召万人の職場が必襲である︒

業率を引き下げるためには︑さら

つくり出さなければならない︒失

原子力観

ム燃料サイクル確立の必要性を訴えた声閣を発表した︒A工Fの憎殖癖政策委員会の検討緒票
として打ち出された米国薩業界の見解は︑核拡散を深く懸念するカーター政権の

れ以上に攣く減少して行っており

が輸入されている︒天然ガスはそ

はじめて︑経済成長が達成され︑

三％増加した︒これからもエネル

後︑磁力鰭饗は一九七六隼に六・

約政策による三富聞のスランプの

頭炉概念も︑将来のエネルギー源

贈殖財として利嗣するその勉の増

不確実な点が霞ちに解決され︑こ

いることである︒われわれはこの

ての明確な政府の政策が欠嬢して

﹁プルトニウム経済﹂を開発する

来国の攣殖炉計礪は︑他の煽が

ことを奨励することになり︑核兵

小さいものであろう︒

として高い可能性を持っているの

器の製造をもたらすと心配するむ

経脩についての誤解であると考え

きもある︒われわれはこれは国際

る︒先進国の多くは︑石癌および

のグループによって熱心に支持さ

は︑プラントの安全性︑廃頭物管

繕整炉開発に関する議論の多く

認識していることは明らかであ

る電力へ転換することの必要性を

ガスから石炭とウランを燃料とす

れている︒しかしこれらのその他

給力の霊界から葵︑仏︑ソ連︑西

る︒石組とガスのコスト上昇と供

現薇政府ならびに薩業界が日常的

響という点では︑プルトニウムは

しまった後も︑工業国がU甥のよ

化石燃料をほとんど全部消費して

えられることである︒過表三十庫

なければならない︒そうでなけれ

クル・サービスの主要な供給国で

しろにしてはならないと考える︒

米国の将来のエネルギー矯要の相

措蹟をとるべきである︒

支持するのに早早な再処理および

画の実施など︑国の増殖炉計画を

石炭と軽水炉は︑来国の将来の

でに必要になると覇上している︒

り︑われわれはそれが今世紀末ま

BR︶を完成し運転すること︒

にクリンチ︒リバー憎殖炉︵CR

一︑技術を笑証するために謹ち

とを勧籍する︒

エネルギー供給にとっては磁急な

月の石油輸入代金に過ぎない︒

数十億がの關発費は︑米国の一か

極的な方針の早期決走が畳まれ

一︑米国のエネルギー開発計画

る︒

において増殖炉に高い纒先度を与

⁝

照

顧 製
な
主

世界最高権威ASME認定

開発雛型
褒国政府は︑電ヵ業界とともに

発と平行して鱈えて行くようにす

テネシー州のTVA系統に霞力をで適切に開発する必要がある︒U の技術に関する経験が轡殖炉の開
供給する三十八万KWのクリンチ 糊またはトリウムを縫う司能性の

︒リバー塔殖実証炉︵CRBRあ
︶るガス冷却論薫炉︵GCFR︶ることを強く要求する︒
の設計と許認可を進めてきた︒こ は鍵証炉の建設を脂指してGCF
安全ならびに
れは︑液体金属高速増殖炉︵LM Rの設計および開発を調整援助す
保障措置問題

からも受容できることを興証しょ

統での運転精性と岡賠に︑環境上

の概念は現在のLMFBR計画理
を︑プルトニウムの取扱い︑核兵

独︑日本などいくつかの国は鎚殖

FBR︶の動カプラントの歪力系るだめに組織しだ多くの電力会社

うとずるものである︒

つとし

る︒米国が増殖炉閣発計画を中止

炉の大規模な開発計錘を進めてい

ニウム経済を発展させて行こうと

しても勉の国がそれぞれのプルト

て※国の増殖炉開発計画をスロー

課題であり︑簡単に達成されるだ

増殖炉の安全確保は翼に工学的な

ダウンさせる理由とはならない︒

これらの議論は︑どれ

器拡散の可能性に集中している︒

ものではないということを強調す

LM欝BRの技術は実証済みで
積極的に追求する必要性を変える
あり︑この種の憎殖炉に関する知

る必要がある︒

クリンチ・リバー・プラントは

識と経験は十分持っているので︑

電力システムに対する技術を実義

※国の計醐の申核となっている︒

するであろう︒

する努力に対しては︑ほとんどな

熱中性子軽水繕顛炉および溶融引

ろう︒贈殖炉廃鉱物の取扱いは︑

んの影響も与えないだろう︒

摺殖炉のように豊冨なトリウムを

な経済発展を支えることもできな

棄物処理と岡じであり︑現在進ん

躍需および慰撫用軽水炉計画の麗

でいるエネルギー研究開発局︵E に対して石掴とガスの限られた供

ばならないことになる︒

い︒これら二つのエネルギー源を

※国の増勉炉計翻の一部として

にわたる核物質についての経験は

呂政策に対してほとんど影響力を

ば︑米国は他の供給国の原畢力輸

千二蕎錫におよぶ酉三畦の薪しい

唯一の痩期的エネルギー技術であ

当部分を供給する可能性を持った

撰除するものではない︒来国の計

部分ではあるが︑それ翻体では石

一1

噺
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を変えさせるまでにはまだ至っていないが︑増殖炉の必要性を説いたその論薮は︑わが国にと

来圏のエネルギー政策は︑問題

っても資するところが多い︒

の解決を二つの明確な蒔間の樺の

確かな燃料としては考えられな
それが職場を提供し︑われわれの

経済的停滑およびエネルギー節

第一は近い将来で︑石油およびガ
い︒石炭は現在の消費水華からみ
社会の中の多くのグループの経済

一九八○隼代中頃以隆は工業開の 十分なエネルギーの供給があって

スに対する高い依存度を霊魂効率
ると騒富だが︑その利絹を拡大す

中で湾える必要がある︒すなわち

を高め既存の代薔エネルギー源に
的条件を敬際する︒もし︑これが

繍足する新しい有力な商業エネル

ギー節約およびエネルギ⁝の効雛

るには現実的な限界がある︒

総エネルギー需敷に心する疫え

を高める謝爾を継続するとしても

変えて行くことによって引きさげ

園な予想でも︑二〇〇〇托の来園

米国やその他の供給国が︑他国

米国の電力需要は今後毎隼ほぼ五

嵐当に米国の団標であるならば︑

〜六％泣つつ増加し続けると多く

儒要の一部を満たすことができ

術⁝1さらに効率のよい輸送シス 確保することも嗣じように米国の

るだろうと聞えられる閣発中の技

る時期である︒第二はエネルギー
効率の高いビルや施設を利用し︑

RDA︶の廃棄物計画により完成給について高い値をつけ︑同署に

＋分な終済的エネルギーの供給を

また減少しつつある化石燃料にか

ギー源として実設されている唯一

核燃料サイクル︒サービスを簿止

の消費蟹は現在の需要量の二倍強

麗標であるはずである︒

の馨門象はみている︒この需褻の

わる新しいエネルギ1源を実用化 テム︑太陽熱による家庭暖房︑石

薬物処理などの補助燃料サイクル

燃麟加工︑再処理および放射性廃

燃料サイクル

プルトニウム

するならば︑他の国汝は各暫に核

ら電力への転換と圏民総隻琵の着

増加は︑石磁とガスの直接利用か

ウムの敢扱いは︑薄処理された軽

エネルギー︑電力︑経済の間に

％にしか過さないか︑石佃とガス

はわが国のエネルギー利用の二九

されるだろう︒宝燈準用プルトニ

は︑鍛接醗な相開蘭係がある︒た
実な成長を反映したものである︒

にあたる約魯五十Q︵Q薩十の十 の技術は増殖炉である︒

七年現在︑一九九〇無代以降の米

炭のガス化ーーもあるが︑一九七

化石燃科の供給が限られていて続

五舞BTU︶であるG現在︑霞力

に残された数無の近い将来につい

して行く固い将来である︒今世紀

とえば︑過去二十無以上にわたり

ざるを得なくなるだろう︒世界の

電力鰐慶の堀船は国翼総生産の鍵

燃料に関するあらゆる能力を備え

り︑経済的に健全でしかも環盤上

国経済に対して技術的に司能であ

の途蛸鵬稠踊

水炉燃料の取扱いに似ている︒毒

ての解決策ーーエネルギーの節約

曜一

性および一般的な健康に酎する影

と石麹および軽水炉の利鰐の繕加

だだ一つだけだといえる︒この

一iでは︑二十一世紀には不十分 も受容できる未利矯の燃料資源は
である︒

持て

燃糾資源はすでにストックパイル

うな他の魁かなエネルギー源の開

に使用している多くの化学薬轟︑

こく最近経験した厳しい冬の経

との関係

は経済的対立とその締果隻じる不

持たざる国

安定さゆえに悪化するであろう︒

トニウムをリサイクルすることを

料擁からの未利用のウランとプル

それが十分防護されることを閣ら

国際的な原子力の世界で最大限

れてきたが悶題はなかった︒

事蟹の猶加は︑既停のエつの燃料

比較的短期間におけるこの砲忌

かにしている︒さらに厳しい防護

プルトニウムの転周を防止する

の転換が撫趣されている︒この細

可能にする燃料薄処理についての

搭置のために趨加費用がかかると

庄懲がはらわれるべきである︒

めには︑開発の畢い時期にもっと

と

の影響力を持つためには︑米国は

る国

原子炉とそれに関連した燃料サイ

発を行っていないならば︑

されている劣化ウラン蹴である︒

と軽水炉燃料サイクルの両方で考

保隔擶麗は︑繕殖炉燃料サイクル

ガス︑その他の物質の扱いに較べ

これは鱈殖炉によって︑窟用可能

早賜に解決しなければならない

を開発する必要がある︒これらの

済的影響によって明らかになった

な燃料のプルトニウムに変えるこ

の埋灘量の蔽少分を補充するとす

最も垂柳な分野は﹁使講済み﹂燃

て特に錐しくはない︒さらにプル

果国の蜜面するエネルギー間題は

緬なことと鍛終利用地点における

まで増撮しなければならない︒

れば︑今担紀末までには贈爵〇％

トニウムは過去三十無以上取扱わ

もちろん深刻であり︑鞭ちに対策
とができる︒したがって来国は慰
加より黛三％ほど大きかった︒十

のために︑一部の地域では電力へ

公式防止への一般公衆の強い琢力

制限要羅とならないようにするた

をたてる必要がある︒しかし︑わ
殖炉をきわめて璽要なエネルギー

入当たりの症配力の改茜を出直に

分なエネルギーの爆撃が労働蕎一

技術は︑それが増殖炉開発計画の

れわれは減少する石油とガスおよ

しなければならない︒

技術として開発し︑大規模に利旨

長率は︑最近の実讃からみると酬

すなわち石炭とウランで蒲たすこ

不確さである︒萬処理がなければ

管理しうるプル影ニウム

薦となって︑※国の力と経済を彊

び代替エネルギー源の未開発が原

将粟もエネルギー翻要が堰罰す

い方であるが︑それでも米国の電

U獅の餓により限界がある︒石炭 繕殖薄曇颪は不完全である︒現在

とは難しい︒軽水炉は究極的には

し・それが経済の力であった︒

力システムを二〇〇〇無豪でに規

経済と電力

ると脅えるのには多くの来臨があ

在の発電餐量の純三簸にしなけれ

かすのと同様に︑緊惣でそれ以上

薦万戸の翻しい家が必襲である︒

る︒来国では今後十隼以内に千五

需要の伸び
来国八の多くが尖業し︑貧躍な

に深刻なエネルギー閣題をないが

摩活水準にあるということは麟家

行縫できないし︑消費国に製して

乗鞍の石癌生産は一九七〇琿以

もできないであろう︒

価値のある代替案を提窟すること

の輸入に成功するとしても︑楽圏

要だといっている︒

鉄道システムを遍加することが必

一︑猶殖小用燃料サイクル・サ

一年にアイダホで政府の初期の翼 設備︵FF叩F︶はすでに七五％ことができるとされている︒この

それは強力な国内想見の必嚢性を

内の産業のベースが必襲であり︑

ので増殖炉の工業化に関する制約

エネルギー源は安定した台理的な

画がこれらの諸国の讃画と囲標と

油とガスの世界的な供給力の減少

平田バルフ工業株式会社

本社

翫

降減少しており︑石撞の四〇％強

にもたらす大きな利益に較べれば
の発電容雄の三分の一以上は供給

しても︑それは増殖炉が君国経済

できないだろう︒全米工学アカデ

再処理が直藤している主要な陳憲

EBR−Hが十無以上も磁力を生
理由であるQ実在あるU魏のスト とガスの供給が減少することによ

ミーは︑このように生産量を倍摺

こと︒これには時寛を得た実謹計

ービスの開発にとくに愈を用いる

は︑その受け入れの斑能性につい

る経済朗御威を克服するために︑

蟹因となる可能性がある︒米国は

三鰹ナに倍贈したとしても︑米加

増殖炉が藤璽であることを認めて

これらの技術の開発を妨げる障警

はたとえ奪閲六億五千万ナから十

ックパイル︵軽水炉では便用でき

われわれは︑楽国が壇魑炉の出

をすみやかに鐸除するのに必要な

当進んでいる︒これらの圏は石癌

ない︶は︑来エネルギー研究開発

するためには隼産二葭ゾの款しい

に舎致すると儀じている︒それは

発を強力に進めることは国の利益

験摺糠炉王︵EB冠⁝王︶の他に 先的に推進すべきだとする巖大の

局︵鶏HDA︶の偶報によると︑ いる︒外麟の技術進歩は産業およ

か駈と十二万五千人の轟轟︑長さ

露天掘りおよび抗道掘り四貰ニナ

開発の背景

号炉は一九七二年に解体されるま

び強賊のベースを提供するという

界の関係1一の再検討︒

トニウムに転換することにより︑

で畏薙にわたり稼働した編綴の高

米国の回収鱈能な石炭岬藏騒とほ

点で価値がある︒しかし外国技術

商業化は︑原子炉の開発に遅れる

消號するより多くの燃料を生薩す

速猶殖炉として︑楢憩炉技術に大

ぼ岡程慶のエネルギーを浜給する

エネルギー・コストの維持に大き

結論と提言

る炉一1は薪しい概念ではない︒

きく貢献した︒高遡中性子束試験

験購殖炉により生産された︒それ

贈殖炉の運転および材料に関する

完成しており︑来国はこれにより

な費隊をするだろう︒

摺殖頬一−U蹴を核分裂性プル 産し続けているし︑フェル︑三

原子炉による最初の躍力は一九五

より前の一九四二年に懸盤反応の

知識をさらに深めることができる

来国以外の工業国も懲殖炉の必

れら諸外國の聞発からわれわれの

同等のものであってはじめて︑こ

必要なもの⁝一とくに政府と産業

一・CRBRの次の段階として
えること︒
は現在︑原型贈殖炉を稼働させて

燃料リイクル関連技術の開発と

嚢性を認めている︒英︑仏︑ソ達

を補うこともできないし︑畏期的

増殖炉は︑ウフンから軽水炉の

得るものが蹴てくるのてある︒

約六十億のエネルギーを園収でき

いるし︑西独と霞本でも技術は相

その他の技術に関する政麿の積

概念がエンリコ︒フェルミの科学

だろう︒

したがって︑われわれは次のこ

蕎チームによって実証された聴︑
これらのバイオ一一アたちは︑星本

的に無隈の燃料供給を司能にする

るという魯実が︑贈嬉炉計画を優

東タ1犀都港区新橋4−9−U
〒105
聾 （03）
431−5ユ76

も要求されます。これら、邑久姓の考慮
と同時に、原子力用ハルプの大きな饗色
として、弘故の皆鉦を追永し、爵肢な品

気1｛シソンタ1こよる自動操作を冗成しま
した．原ず力発屯所のハルノ耐圧部につ
いては、r没rl晴命30〜40ξ1一とされ、巫痘
およひ水 ｛ 両方向の、地喪荷重等の検訂

球囲♪更ツ彫rフ朋

しかも、原イ力用ハルフに作り｝げ、空

明いた！卜属のムールで婆か、このホール
か人は、ハルノの心臓なのでづ。これか、
90岐illi転4る度に、ボ充体のON−OFF細
革かてさるのです，承一ルハルフは横蓮
か三婆重1で、卦噂し易く、理懇的なハルフ
と口われていよした。
しかし、r毒煙流体には余り適ざなかった
のこ凱それを、61kg／cm2という尚庄で、

峯田の俊秀な品質保証体制

取り出して兄れは、纏の変哲しない孔の

原子力火力・宇宙・直脱排脱・酸素
しNG・石、由・カス・パイプライン
高温高圧・自動制御・べローシール

堂々と貫いた原子力用バルブの難関
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認︸

⁝冗七三緩の藩縫を義とし董翼的な蕎歪鷺の梨・鶴蓼る代篁ネル⁝
同国開発懸勢il︒こうしたなかにあって今日ほど確團たる総合エネルギ⁝政策の確立が顧請⁝

譜田からの石鎖繭入を加えたとし

ができ︑中国その他の罪OPEC 一九八五鑓に原子力発織田千九買 て資源エネルギ⁝外交の強化︑拡

に・環在のシェアを維持すること

持することは罪富に難しい︒かり

どを霧慮すると魏在のシェアを維

伴う石窟樋費購が増大することな

を不乙︑欠の萌提とするとともに
万KW︑LNG輸入四更藩万充状

に作られた政懸の開発鰺標では︑

ある︒一九七五琿︵昭和五十鎌︶

従来の副融が大爾に遅れる犠勢に

の湯島も他の主要潤暇暇と岡様︑

総台エネルギー政策は︑嚥際協力

強力に推進すべきである︒讃しい

に基づく総崩的エネルギー政策を

ルギー計瀬を軍急に籏重し︑これ

るためには︑憩主技術の進展を促

自憲的な核燃料サイクルを確立す

ある︒各種原駐炉の開発ならびに

業の湾成と体質強化を踊る必璽が

技術の開発を基本とし︑原子力職

る︒原子力開発については︑自主

ては格別の配罎を加えるべきであ

すことが盤嚢である︒これと並行

するが・その後は横ばいから下方

わめて撮要な課題である︒このた

に対する国際的な役目を担い︑そ

して︑核躍目ならびに核拡散防止

一般炭輸入千照齎六十万ナと設定 図内政簾との調釈を為ることがき
されている︒しかし︑碗状のまま

め地域離エネルギー経済醐のバラ

ても︑一口欝欝万疹︑隼閲鵬鯨詩

そのうち︑OP猛Cと域内の需要書程度と見込軋れている︒このこ
推移すると︑原子力発魔は二千七

に向かうものと予想されている︒

とは︑わが国が︑一九八五無から

が約糊鷺万吟あるので︑輸鳩余力

酉万KW明後︑LNG輸入は二ン
千スのとれた発展を厨指し︑癸三
七醤万ゾ爾後︑一般論輸入は一千

所︑製漉筋などエネルギー供給灘

のためのスタッフの拡充を寿ぐ必

一九九〇隼にかけて︑四憶謎樹以

要がある︒

わが国は︑現蕉OPEC附託輸
上の石縮輸入を安定的に確撮しよ

設の建設を︑地域経済社金の陶務

は一二千六薫万㊧程度となる︒

のなかで正しく欝欝づけなければ

いリードタイムを必襲とし︑しか

⁝計薩における諸政簗のプライオ
リティとタイミングを開確にすべ

ど国属的合意を形成するための墓

い︒惹ぶよるエネルギー不楚が将

しい現状を薗視しなければならな

機能を強化する必要がある︒翼健

ルギー行敷機構を効鰹化し︑その

を推秘するためには︑現行のエネ

三︑新しい総台エネルギー政簾

ロジェクトについては︑その実施

加の下に樹立されたエネルギープ

社会の発展計画のなかで住民の滲

との整舎性を持ち︑かつ地域経癬

八︑圏民藁筆悪をえた金国計画

本的作藁を進めるべきである︒

来のわが罵経済の安定的成長を陽

ビリティ・スタディ︵実現可能か

対する影響の調蒼は慎璽に行われ

どうかの事前調憲︶と地域社会に

四︑新しいエネルギ・−計麺の議

なると予想される︒このことから

襲関係はきわめて不安定なものに

五︑今後の国際的エネルギー罵

べきである︒

ルギー颪からの国際協力を進める

政策課題の一つとして雀エネルギ

ネルギー政策の申における鍛大の

TS︵中継棊地︶を建設し︑エネ ネルギー化を進展させることに結

このため政府は︑今後の総合エ

びつかなかったようである︒

GLOVESの損

2．GI，OVI・ISの指先部分の保護のためにGLOVESのiに、更に薄ゴム手袋を車ねて使用しますと、

⁝
⁝され︑まだその実鏡が難しい聴もないだろう︒そこで今園はわが嘱の総目エネルギー政策のあ⁝

⁝

⁝り方を塁体麟に提欝した社食経揖岡巨象議の﹇忍びよるエネルギー危機11克服の方向と条⁝

⁝件﹂から・その概嚢を紹介することにしだ︒
定される︒

万漣に識しないという事態さえ想

七︑エネルギー問題の現状認

払わねばならない︒

うとするなら︑格段の政策努力を

に総合エネルギー政策の推進など

識︑エネルギー計贋の策定ならび

八％を輸入している︒

しかし︑将来は消費國とくにアメ

出量の約

ならない︒また︑とくに工業立地

に麗する圏蔑三顧の合悪を形成す

一方︑石油以外の代鞍エネルギ

るために蜜民一体となった含憲形

鷺／D︵拝謁ノ霞︶から︑一九八 リカの石油輸入醗の繕加と︑開発

無配との調整を行うなど︑立地政

ネルギー計醐と政府のエネルギー

供給不燈から︑経済成長の檸滞や

の講整が要講される︒とりわけ︑

については︑このような地域のエ

大きな困難が立ちはだかっている

ーの供給冤逓しをみると︑わが国

となり︑約一億爵㍊の不避が生じ

た︑遡門蒙︑知識人ならびに一般

成の中核組織が要謂される︒ま
い︒さらに︑立地プロジェクトの

策の体系化を図らなければならな
た計画でなければならない︒こう

それは国蔑各魍の合意に支えられ

り知れないほど大きな犠牲と破局

高慶でわかりやすい解説欝を作成

消費蕎など国民各送別に内容的に

が︑敏速な対癒に失敗すれば︑計

％台へ引き下げられるだろう︒昭

分な惜輻提供を前提としたうえで

も臣大な財源を投入しなけれぽな

理解される評価基華を作成するな

計画立案と携進にあたっては︑十

四坐経糖の体聡は無謬藁の低下

し︑正確な誤報の伝達と問題点の

した観点から以下を提摩する︒

エネルギー開発︑雀エネルギー

に対して特に脆弱である◎蜜定威

らない︒この懲味でも︑瑚実に兇

霞し︑團饒生活を覆境に陥れ︑ひ

懸エネルギー対簗膨隆閣僚会議﹂

的には内閣総理大臨空轟下の﹁総

きである︒

いてはわが圏の安金保障を馨しく

のための技術的︑経済醗フィージ
損う舷険に関して︑隅罠各閣と規

一︑政府はエネルギ⁝情勢の厳

地域住属の謬加と協力が求められ

を招くだろう︒

たが︑塵業界の不況感は綴い難い

無蟻六％禽の成長を続けることが

究機蘭などの多くは︑今後十無間

長に必要とされる六％の葭標が三

合う実解毛能なエネルギー計醐を

カギ握る国民的合意形成

るべきである︒襲えて︑エネルギ

五十〜春酒は五％台の成羅を遂げ

る︒その結渠︑経済成擬は蕊〜煕

五鋸には離塁千万8／Dに繕加 途上鼠における経済建設の遜展に

殿界の石演生塵は︑一九九〇年

と︑強い懸衝を発している︒

隈騨から冥鑑ができなくなる見刑

継淺成畏の確保

代替エネルギ
ー開発を急げ

政治酌不蟄が増大する危険がある

2騙讐＝＝瞠榊窯一団一＝幽篇一牌一＝圏＝一備一鞠＝＝冊一＝一帰一需一二槻諜＝一＝＝算冊一一＝﹇＝＝謄＝一翼一榊＝ニ＝一二扁瓢＝冊二一圏瓢笥＝慧謄扁酬階齢二＝曽榊＝隔㎜階隔＝階一一一一冊＝瓢髄冊冊欄＝＝篇髄篇＝＝＝階一隔﹁

期待できない⁝

石油の将来

しである︒それに先立って︑サウ

供給予測−
今郊の厳冬 下 の ア メ リ カ は ︑ エ

ジアラビアなど少数の大難麹圏が

︵昭墾ハヤ五年︶ごろには資源の

いかに深刻な打撃を与えるかとい

ネルギー不昆が国民生活と経済に

て︑原子力︑石炭再利幅︑LNG日盛経済の安定成畏に必嚢な条件
〜四％へ押し下げられると︑失業

化︑安全︑環境回金はいずれも長

であるという憩え方に立ってい

ものであった︒

など代薔エネルギーの開発計麟は

わが睡敷府︑麓業界ならびに研

をもたらす ︒ 簸 源 小 型 臼 本 は ︑ 迫

旧事要消盤隔とも石癌億機雪後に

籔源鎌崎政策をとると︑一九八0

りくる琶騨的エネルギー不尾に対

打ち出した冒標に比べ︑おしなべ

うことを娘輿に添した︒エネルギ

応できなければ︑今後の安定約な

て瓢○〜㎎○％ほど縮小した四顧

鋸代後面にも総鑑麓樋の馬下が強

経済成擾を 期 待 で き ず ︑ 國 民 盤 濡

に下方修正されているのが最近の

ー蟹源の盤欝なアメリカでさえ︑

は著しい混乱と不蜜に陥るであろ

このような展墾の下では︑石藺

一門対策を誤濠れば大きな擶い まるとみられている︒これに対し

う︒いままさに賑本は明晒の瀬戸
状況である︒

舶来の国際 的 な エ ネ ル ギ ー 撮 要
輸入の確保のために︑溝費鷹賜の

総合改策具鯵艦急げ

際に立たされている︒

は葬常に厳し い ︒ 今 年 一 月 來 に 発

党・麟休などによる蟹誘の運動は

るべきである︒この期聞は︑政

を負う闘僚級の﹁エネルギー挺嶺

食の翼翼周を設けて関係翁庁の一

官﹂を拙くとともに︑関僚会議躍

を活購し︑その決定の実現に黄任
皐慧に策定し︑その確実な実現を

となり︑適窟︑圏民に対する所信

大宰が自らその遂行の鍛高斑任蓄

要がある︒このために︑内閣総理
の贈大︑経済の混乱︑社会不安の

僚陳ずるために新しい総禽エネル

状躍識を共有する努力を露ねる必
る︒だが︑俸肇ハ％台の成長を達

ギー政策の強力な欝進が望まれ

長期的にみて︑エネルギーコスト

蕩まりなどを戦くことになる︒や

表されたO P H C の 予 測 で は ︑各
競象が次第に激しくなり︑廉た︑

消費国がよほ ど の 政 策 的 努 力 を 払

がて経済敗擾は︑ゼ惚騒擾からマ

ことが望ましい︒エネルギー問題

差し控えるという蝦行を樹立する

旗するためには︑工象ル奏書の齢

体的な協力を競るという構想を

約をかなり厳しく撮めても︑一九

藤ちに実蝿すべきである︒さらに

標達成に必要な資金を依系酌かつ

エネルギーの安定確保を國るため

六︑新エネルギー技術を含め今

麗

わない儲り ︑ O P E C 詣 國 か らの
の上興は避け難い簸近の圏際約に

表明を行うと罵時に︑関係大臣︑
る︒

九︑石墨輸入の不安定性︑代替

﹁蚊治休職﹂が必嚢である︒

においては︑時機に感じて業軟な

闘争爾庁幹部とともに積極的に鴎

イナス成鑓へと転落する門拙速状

確立するため門エネルギー産業会

エネルギー計画が規実的で荷効
態﹂へ契潔し︑わが国の残金傑陣

議﹂を設置するのも有力な方法で

エネルギー関係×界の協力体制を

二︑内外のエネルギー情勢を踏

罠との対話を進める必要がある︒

まえ︑現実的で説得力のあるエネ

であるためには︑壁際陶な説鰐力

開が必要になるQまた︑地域経済

が蝦蟹から擁臓を受ける危塗さえ

わが限の将来に大きな禍根を残

石襖の供給騰が蟹騙四爾謎認にと

ならびに㎝吊雲輔入が上述の規模

をもつた美事政党や萱源戦記の展

エネルギーが気嚢である︒かりに

1

⁝≧9

ど塞り︑猿重力発電およびLMGある︒

一致した見通しによれば︑OP鷺
八五蕉に石繍蟻塚で逢瀬製麺拐の

92

Cの石癌笙弾指は環在の約三千万

2499i

整愈的に算定し︑その調達と恕罪

に︐緊慧鰭用ならびに羅給・価格

後のエネルギー技術の開発は︑窟

ればならない︒

電謡254−1341（大代表）

@ド地015以1

285±5

8．5

力

原
石独への輸入 依 存 が 現 在 よ り さ ら
に濫み︑今後十年闇にエネルギー

三1

エネルギ1開発の遅れなどエネル

ーの脚蓬化を選成するための残さ

あろう︒

い︒したがって︑逓常の窪雁水蟻

れた政籏課題は︑省エネルギー対

ルギ⁝騙給艶通し︑ならびにエネ

べきである︒藤た︑地域闇︑離集

以上については政府負担による建

策を推進することである︒しかし

また︑他方でエネルギーの供給

な塁砦の方策を司及縮謎やかに打

調整罵の壁面からエネルギー備畜

ているわが国にとって︑エネルギ
聞ならびに圃民各層闘における鷺

設︑および政府または第三セクタ

石癌燈機の体験は︑不況にする物

ギー供給噸から大きな制約を受け

正なコスト負蝦と資源配分を実現

ーによる公事管理の下で運馬され

要減退の影に隠れて︑塵業︑民

裡食の発展あるいは麓業鯛播動と

合意形成へ

中核組織を

するエネルギー価絡のあり方を検

ることが望まれる︒また︑東南ア

確保に全力をあげるとともに︑経

ち出すべきである︒このため・現

を憩進ずる必要がある︒エネルギ

ルギーの冒糠と方法を明示しなけ

ー対策を位前づけ︑国幾に衝エネ

甜すべきである︒

済遡懲金般を扱塞的に転換し︑エ

行財政論度の抜本的発願しをはじ

民の協力を基に撰期鮒構想と質倉

に海外との串間備諮黒地や共問C 生︑輸送など各部門における省エ

ネルギ；筋約の励得︑エネルギー

め︑エネルギーの特瑞食計の拡

ー累累は︑蔓本的にはわが凶の経

政策翼親への首書

ジアをはじめオーストラリアなど

擬︑蟹源とコストの簸適配分を同

開発の呉羅︑蜜全︑環境撮全の確

充︑﹁エネルギー隅角﹂または
時に推覆して︑六％穫度の阪畏を

る︒とくに︑竪猿毯の養成に対し

政策に基づいて撹進ずる必要があ
新しい政策措癒についても検討す

よる難険賃抵とすることが望まし

これらの課題を達成するためには

続けるように図らねばならない︒

〆
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法

寸

アの周長

中衛長：さ

呼び番号

1総

﹁エネルギー蟹券﹂の発行などの 済的安金保陣のために国民余丁に

ならない︒

食へ脱皮する努力を払わなければ

が着実に増進できるような経概社

悪環境に限ることなく︑瓢箪禰祉

ても︑不況からマイナス成畏への
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業
子
（第三種郵使物認葡

第874号
（3）

傷を防ぐことかできて上く時闘の御使用に耐えます。

醸種類・寸蔵夢

聞

ウィーンで開かれたキャスクに閲

くなる︒こうした輸送に伴う安全確保についてIAEAは国際的視野に立ち︑随時︑規制のあ

り︑各国がすでに︑藤本の海上輸

ク耐圧試験の報告等を行ってお

国から深海沈没を想定したキヤス

する国際シンポジウムでも︑わが

り方を見直し各国政洞向け勧告したりしているが︑こうした計画の一環となる放射性物質安全

原子力発露をはじめとする原子力利用の進展につれ︑放射性物質も各種多様化︑輸送醗も多

輸送のための瓦器家会議がさきころIAEA本部で開かれた︒丁銀は︑この会議に出席した科
送の安全性に間するこの問題の取

らゆる輸送モードをカバーするも

イタリア︶︑基準の適含の保証

︵臼︶︑輸送規制︵ポーランド︒

総会議長でもある米プロブスト殴

で︑﹁物曖的試験一と題し行った

ストラリア︶︑であった︒この中

評価の実施︑同時に輸送モ⁝ドに

情報をもって︑現在の試験条件の

も︑その後得られた試験結粟等の

れており︑十薙程度は変えない了

の最大限の知識を話用して作成さ

題を提超している︒

の報管では︑王AEA規則が従来応じた購故時試験条件の検討の問

︵英︶︑フィシカル・プロテクショ

巖大放射擦レベル︵ポーランド︶︑

ン︵米︶︑プルトニウム︵※︶︑

使絹済み燃料フラスコの設謝

闘資料文献案需

UCLAl五二一

九七六痒十月

﹁米国のエネルギー研錦開発実

ｴ︵MF︶

証の重要性﹂

お肉込みは原研内︑原子力弘済会

紹介文墨に関するリプリントの

四〇

肩報サービス事業部︵茨城県那珂

ウム︵ススリエ・仏︶i結論の米

プ︶を工AEAの公式糧織とする国の篭輸禁止錯躍を勘案し︑輸送

沈漫に係る試験結菓︑海上輸送に

二︶へ︒

係る安全評価︑そして実証試験計

六

ランスポート︒スタディ・グルー

発と試験︵テイラー・加︶ーニー

郡東海村︒〇二九二八一二一五〇

制度に係る問題讐︒④フィジカル

こと︑IAEA規制の多羅間認覆
上灘溺措置の必襲性等︒⑩研究開

︵英︶︑低翼放射性物質問題︵オー 解のものであることを認めながら

二九七三年
塞華の適綱

版を採用へ．

︵ミジアロビッチ︒ポーランド︶

験と傭報の交換等︒⑪放射線線蟹

︒プロテクション︵メナンデール ズの明確化︑実施方策︑最近の経
・スウェーデン︶1問題の明確化︑

西独︶⊥尚レベル廃器物︑FBRの被曝カテゴリー等︒⑫輸送オペ

ント寡黙のため︑各国の全ての蟹

故環境の調査︑リスク︒アセスメ

⁝ΣC盆Pへの対感︑輸送従事脅 画のレポートが議論に供され︑蟹

使胴済み燃料讐に対する王AEAレーション規制︵マングシ︒豪︶

と密封性能技術︵フォーバーグ︒

その民謡のための代暫方策の明確

安全規制の調整等Q⑤B型輸送物

化︑プライオリティの設定の検討

ティにおける問題点の洗い出しと

ードに濡する特定の試験条件を規

けられたテーマについて︑各パ⁝

王AEA輸送規則は基本的にあ 会議の実質的作業は︑十四に分

ていたためとみられる︒

学技術庁原子力安全局核燃料規制課課畏補佐の池田要氏をわずらわし︑放射性物質鷹釜輸送の

からそれぞれ二〜五名の総勢四十

り縄みについて棚当の認識をもっ

で︑会議内容の一端を紹介しこ参
名ほどが参加︑総会の議長は来歴

定していない︒このため︑わが国

ERDAのプロブスト氏がつの
とだが︑航空機︑船舶等の輸送モ
工藤氏︑日立造船の小野毒氏︑そ

鰐な適用状況および核燃料サイク

めた︒二本からは運輸釜船舶局の
七三年版IAEA輸送規則の世界

下馬適用︑りーク・タイト性に間

今回の会議の罠的は︑この一九

考に供したい︒

ための国際動向︑現状と問題点︑今後の対応などについてご執筆願った︒

勧告の効果的⁝

主用を目的に
・：：まえがき・
ィの対応テーマとそれぞれのリー

によって行われた︒十四のパーテ

一九六一隼以来﹁放禦性物質安全 性物質の輸送の現状と婿来毘通し
のまる一日︑毎日朝八時半からの

会議の進行にあたっては︑初日
海上輸送の安全評価の調査研究が

済み轡料輸送の本格化に窺えて︑

輸送の拡大に鰐干した規則の効果
イト・加︶IIA露Aが輸送問題

ダーは︑①王A猛Aの役割︵ホワ 規則の適用︵ウィルソン・英︶一

1規則の脚︑鵬︑謝項の唇百方三 的以外に鷲別な扱いの必要はな

・デザイン︵ピエルマティ・解︶

変える必要のないことが確認され

録の整備の必要性が認識された︒

故と結果の情報を簗めた蝦新の籠

では︑再処理工場稼働に伴う使用

を考慮して・①放調性物質の安全

た︒これに続いた﹁研究開発と試

国際原子力機関︵工AEA︶がル面で急速に拡大しつつある放襲

三十分野して巖終B一Bが総会で 電力中央研究萌を中心に行われ︑
輸送に関するIAEAの将来計画

各国の規制に五つく経験等︒︵以

庫︶⁝現行規則に補完すべき点︑

Aが謂整の場を設けることなど梶

の試験成果を反映するためIA巴

の階間が蹴かれ︑実証試験に各国

験﹂ではわが国からの報告に多く

ついて着干のコメントを付してみ

用﹂では︑全ての麟際機関が︑今

いては︑私がりーダ⁝をつとめた

まず﹁工A鶏A輸送規劉の適 案もなされた︒﹁A型基藁 につ

たい︒

以下︑これらの中のいくつかに

上︶一であった︒

等︒⑭A型輸送物墓銘︵池田・臼 く︑プルトニウム輸送物の基準を

プルトニウムについては︑PP目

輸送規則﹂を作成していることは

協定﹂の捉碁石︒⑦パブリック・

一碧用藁輌︑逸慶制限等各種ガイ

れに私の命名が参加した︒

ドラ
する王SOの議論等Q⑥王AE
Aインの必要性箸︒⑬サンプル

すでにご承知の通りだが︑わが困

との逮携のあり方等︒②三遠管理

て二
の﹁放射骸物質輸送の国際
IMCO︑ICAO等の国と
際し七

畷

ア

的な適用︑国際的な採用健進方策

スクの耐圧性能︑圧力平衡機構等

一方︑軍和利用委託費によるキャ の解決にあたって為すべきこと︒

を模討し︑必要な勧告を行うこと

の自験研究がすすめられているわ

AEAが蒲帆の調董研究を縷織

AEAの役舗増す

あったほかは︑十四のテーマに対

でもその鍛 薪 の 改 訂 版 で あ る コ

キング︒パーティーを設け︑それ

て送
十名前後を離り当てたワー
②IAEA加盟国でIAE癒
Aし輸

物麗の輸送に関する安全基準﹂を
し開始すべき分蜀を明らかにする

一月には原子力委員会が﹁放射性 規則が効聚的に適用されるようI

九七三年版﹂に対応︑一九七菰年

僻成し︑現在︑科学技術庁と運輸

会議には︑米︑英︑仏︑カナ

こと︑の二点だった︒

逸めている︒

馨簾ミ

鞠綜嘱

が︑所鷲営庁の認司を必要としな

いA型輸送物が︑輸送中漏洩集例

九七三旧版規則を

奪七月までに

皇土するてあろうことが確認さ

その他核融合概論、総工不ルギーと原ゴカ、原子力関係法規等の講義があります。

日本原子力産業会議・業務課峯響禦翻翫響

省が所管の輸送関係法令の整備を

要

の蟻故︑破損に間するデータの収

を生じている事実を勘案し︑各国

た︒また︑門事故時試験の技術墓

られている以上︑当来の試験︑審

詳細については次にお問合せ…トさい

ダ︑西独︑オーストラリア︑イタ

田

日本の積極的貢献必要
鯉鑛総馨麹餓池

れ︑同時に各国の採用状況が報告
された︒放射性物質の輸送に係る

の送り主による墓準に適引してい

壌︑そして目窪を順守させるため

るかどうかの確認重目の保管およ

盤﹂では︑わが醐が提出した深海

︸︑工AEAは︑可能な限り早輸送規則についての所要の換討を

する国際的プログラムについてB

萱︑リスク・アセスメント等に歯

の方策を考えるとき︑各国の放射

このような観点から今後の所要
九七七毎中にも各国の善報を集め

と親しく討議することにより︑世

性物質の輸送に関する第一人春達

把握が必要となっている︒

一︑王AEAは︑可能な隈り翠見送の実態とその問題点の正確な
期に︑輸送に関する研究開発およ

輸送素養スタッフをもつこととし

てまとめ︑各国への運絡配布を行

泰且E

（難し講義テキスト、資料、晃学会は宿泊、視察バス代等集合から
解散まて0）一切を含みます）

こうした折︑三月末から四月に

＋三か蝕およびIMCO︑CE
C︑UNSCEAR等の国際機関

スウェーデン︑オランダ︑臼本の

かけウイ ー ン の I A E A 本 部 で同
リア︑東独︑ソ連︑ポーランド︑
関する諮問グループ﹂会議が開か

機関主催の﹁放射性物質の輸送に

れ︑これに参加する機会を得たの

一覇たなアプローチの必要性︑試

︵パーカー・米︶一輸送の安全性に アクセプタンス︵バトリッジ・英︶

危険物の輸送規鰯の整備状況を勘

璽要な贔質讐理の嚢件および下行
いずれIAEA輸送規則そのもの

験・アセスメント実施の悪義等︒

案し︑単独に行うことは定定され

けであり︑これらの成集をもって

規則の運用上補うべき点は何か︒

⑧薯正時試験の技術的墓盤︵ウイ

それ一濁を午鋤︑午後︑夕の三時

③行政上の要件︵グレラ・※︶⁝

間つつのユニットに分けた一ない

の一橋修正を提議しょうとしてい

リアムソン・英︶⁝規劉の試験基
IAEAの葬公武下部縫織として

国際協定の撮繋については︑他の

しニユニットの検討時聞を与え︑

るところでもあるQ

藁の縣義の明確化︑最近の研究・

日本からは︑総会報告用のペー

そのりーダーがレポートをまとめ
鍛終日に口顕発表を行い︑その内

R響SG︵ラジオアクティブ︒トフルスケール該験等︒⑨プルトニ

墜要国の所籏窟庁が構成している

ることとし︑ここでは︑陸︑海︑

行うための規制諮問会議を開催す

が提起された︒

パーの他に︑舎計三簾のレガート

び品質管理の義務づけ等の必要性
を提出している︒この三遠の中に

まとめるという方式がとられた︒

容を総会議長の報告に盛りこんで

十分な理解が得られたと儲じてい

は︑今年慶から魑手するフル・ス

る︒われわれの生身が穴編に認め

ワーキング・パーティが三つ並行

故とリスク・アセスメントに圏す
ケールのキャスクの実証試験謙画

の実態把握

急がれる輸送

・プロテクション等を勉盆する縮
するため分担して対応せざるを得

の紹介が禽まれている︒これにつ

る各國のデータを集め︑解析し︑
ず︑私もこのうち一つのパーティ

いては︑※翻の類似の例を除けば

広い分野に疲動を拡大すること︒
ーのりーダーをつとめた︒

属することQこの委員会は︑行政

ことを覚属しなければならない︒

本の積極的質献が要請されている

期に︑常設の輸送諮問委員会を設

窒の各輸送モ⁝ドことの異なる試

今後

颪と技術面の騨門家で構成し︑現

験基準の必要性について検討する

如何によっては曝本が無悪味な馬

各国で例がなく︑その受けとり方

以上のような各ワーキング︒パ

存の約＋か圏の所管窟庁で構成し

一A匿A規則

鹿げた悪をすると誤解される無二

ーティにおける検討緕果に塁づき

いずれ置きかえるものであるこ

ている非公式の飛TSGの湧動をこと︒

の改正提案へ

があり︑かつ影響するところが大

とめられたが︑その聾嚢な点は次

会議巖終日に総会の議長報告がま

また︑国内における放射性物質の
きいので︑この機会を通じ積極朗

海上輸送

と︒

会議では︑あらかじめ工AEへ に理解を求め︑圖時に協力を得る

のとおりである︒

送について現在におけるような規

い︑舳盟国間の協力プログラム作

ため紹介した︒

初盤報答のショート︒タイトル

拡大される将来酋動に対応すると

が選定する出席巻に︑特定テーマ

は︑リスク・アセスメントとパブ

ともに︑必頭に応じ加盟国に助護

一︑王AEAは放射性物質の輸 ㎝︑王AEAは具ないし三名の び該験のプログラムを作成し︑
のプレゼンテーションを行い︑検

について初日の総会で十五分程慶

役割から︑工学的安金性︑輸滋の

則を作成するだけという鍛小限の

できたことは極めて構苺だったと

界的な標題葱識を感じとることが

都甲

東京大学：教授

昌雄
昭

場：日本原子力産業会議・第3会議室

産

力

原

︾占冠
塗愛搾鞍輔

八添桑ζ勢︑簸・

翼曾鷺繋譲騰謬

密封︵舞コンテイソメント︶条件

成を助成し︑調整すること︒

リック・アクセプタンス︵仏︶︑

等の便宜を与え得るものとする︒

3
3

鈴木 寄二 日本エネルギー経済研究所主任研究貴
能見 光彦 （株）荏原製作所原子力部課長
川島 芳郎 核物質管理センター専務理事

3

線
金川

6
7
6
6

見学会：6月2日（木）、3目（金）動力燃事業団大洗工学センター一、東海発電所
参加費：〈講義＞98，000円〈晃学会＞17，000円

会

オペレーション︑法的措置︑緊石

患う︒

福井 戒文
中村 尚司
鈴木 弘茂

8

〈後期＞6月20日（月）〜24日（金）

79

要講されだ︒

︵西独︶︑輸送物の漏洩︵米︶︑

輸送の社会環境と姿勢については

一︑IAEAは︑河能な限り翠今圏の会議を通じ︑わが国での
期に︑放射駝物質の輸送に係る事

9

一

討に先立つ問題提起を行うことが

わが国に対しては︑使用済み燃

巌の対応︑PR︑規則の適用・鍵
︵米︶︑熱試験︵加︶︑沈没試験 施︑研究開発の調整︑フィジカル

品質蟹理︵西独︶︑物理的試験
る報告の注文があった︒昨琿八月

：芦

li本原子力研究戸旨原∫炉研修所

竹越

電力中央研究所研究顧聞
乗宗丁業入学数授
東京大学助教授
東京工業大学教授
日本原チ力研究所絵子姫甜二酉長
名古屋大学教授

3

立教人学教授

原∫核τ学概論
原子炉物理
綜子力発暇概論
熱一轍・炉心設計
放射線防護
燃添レ材料工学
計装鰯御
独一画化学
原子力発瑠所の安全牲
原子力発日コスト
擁棄物処理、処分
原子力の国際請勢

ヨ：＜前期＞5月23日（月）〜6月3目（金〉

議義内容・講師

属

所

師

講

時間数

名

義

講

進
輝夫

期

沃

池

捺沢
杉

原∫力発電を中心に腺∫二力1学全般について、その基礎知識から鶏門分野まてを系統的な
カリキュラムにもとすき教授するユニークな講習会

勺

9
9

原子力技術者への近道

1
料キャスクの深海沈没試験に関す

繊

灘峯翻力講習金⑳ご躍繭

罵窯鰯

oo

撫灘

4櫓

活 発 だ っ た I A EA露間グループ会合

徹

（4）

第8「74号
（第三極郵便物認可）

二

業
子
昭和52年5月5日

1…叢叢コ152年5月三2…≡ヨ

第875号一
論議木畷1ヨ登行

購画料1年分融融4500円

1部韮oo円（送料共）
臼

原義論！で歩み寄り

することになるのか︑萬処理やプ

国際評無計画の

ければならない︒われわれの営的

鰻大限の注悪を払いつつなされな

れ得る物貿の隻成と拡散について

う︒これは核兵語のために遵いら

を

共岡窟蕊づくりの段階で︑原子力

ルトニウム利用などの鰹葬にはっ

おぜんだて

闇題のとりまとめに擬時無を要し

きりした懸盤づけをすることにな

つ︑世界のエネルギーの必要を満

共岡憲琶は︑来国の主張する核

たすことであり︑核エネルギーの

る︒これには国際核燃料サイクル

騒﹄

開識關

たことに端的に現われている︒

ている︒したがって各国ともその

平和利用を広く魏魏可能にするこ

は核兵器の拡敬の危険を回避しつ

対慮に苦慮しているのが実構︒一

評価のための付託禦項の模討も含

説

航畔馬

貼て髄繍鷺秘、

るのかなど︑さ濠ざまに憶測され

が要求する原子力エネルギー利雨

方では︑兜進七か国のみにとどま

させ︑エネルギー源の多様化を助

まれる︒

というもの︒一方︑原子力基本法

等一部改正案は安全規制行政強化

るとともに︑これと並行し通産︑

のため原子力誓事委員会を新設す

日晒化を醒ろうというもの︒関運

科学技術︑運輔各省庁規舗行政の

十一法律の改正が一括︑国会に上

二＋八貨の会期來まで余すとこ

提されている︒

同譲は集饗として宇野宗佑科

獅榊岬酬購＿謂順ρ騨申激脳写

珊w凧照ししτ纏蓼

拡敬防止と西独︑仏︑欝本など

の健進を償記する形でまとめあげ

不拡散政策が効渠的であるために

とにある︒われわれはさらに︑核

まで篭つめるのか︑いまのところ

長するため︑核エネルギ⁝に対す

る籔存度が増大することになろ

業國待立の根拠法の期隈︵十鎌︶

側属文はカナダ側に送付されてお

ろ約二週間︑七月の滲院選も控え

実質審議臼数はほとんどないとみ

学技術庁長蜜総懸芋力委員会委

鎌瀬の終了後︑二時半から藥東

二階大会堂で懇親パーティーが

A星「

胴

られたが︑これは簾則論であり︑

な影響を禽ぼしかねないこの予備

らず︑世界の原子力の行方に大き

国双方にできるだけ広く受け入れ

は︑これが先進工藁囲と開発途上

予備約分析の結興にゆだねられる

的分析が︑わずか二か月間ででき

金談では核不拡散騰藩論と原子力

原子力利用国との闇で妥協案を謡

明確ではない︒すなわち︑米国と

いだそうというものか︑あるいは

から提出の協定築文を豪だ了承し

り︑来月バンクーバーで關かれる

科学技術庁長冨から塁砦理由を聴
取︑法案の霧議を開始した︒

日本原子力藍田会議は五月三

から代替燃料サイクル技術への方

日本原芋力欝欝籏議

閥かれます︒

：粛5コげづ勃＝ン鹸試野鴨アイソトープ部

興体論は二か月以内に結論をだす

こととなった︒この作業は楽国の

もある︒

るものかどうかを不安視する向き

られることが可能なものでなけれ

提唱ずる魍際的核燃料サイクル評

を達成するための巖善の方法につ

ためわれわれは︑これらの胃標

ばならないことに合意した︒この

のうち原子力に関する部分は次の

ロンドン会議における共醐松露

◇

価のための付託襲項の検討を含む
ことになっているが︑国際的核燃

料評緬謝錘そのものの内容がなお
糊然としていないのに加えて︑予

単秘利用促進論が翼向から対立︑

に対する決意は堅く︑薩脳

その調整を危ぶむ醸も強かった︒

ウラン濃縮の同量とり付けも﹁鰻

し遮蔽改膨や安金性総点検︑毘力

が切れたためさらに十一年聞延痩

の同意とり付けで﹁すべての形

臼加経籏協力食岡委員会の際︑鳩

微妙な騰勢︒

られているだけに︑両法案成立は

篇・﹃

襲撃←業暮雲一部改正は原子力

エ含一

上碑試験︑実験航海などを行おう

ていないこともあって︑交渉が長

：・

びく葛能性も残されている︒

麩本法㎝部改正などで

るだけで薗的は十分に達成される

はず縣と応酬するなど︑CAND

がらも︑これまでに墓本線でほぼ

U炉憎蝦の取扱いを譲題に残しな

鍛院・科二目

提案理由聴取
・

衆議翫の科学捜術振興対策特別

凶︑臼本原芋力船開発事業圃法の

消費会︵山田太郎委弓長︶は十一

現行協定は三十五奪七月締結︑

体︑すべての分野を対象とした

山ージェイミソン両麟外相間で仮

両讐敵府はこうした大筋での禽

⁝宇野長官から

縮獲二〇％以上のものを対象とす

予備的な分析を進めることとす

政権の原子力政策が各国の反ばく

このことは会議の成果をおりこむ

核

わけだが︑カーター駅大統領の

回のロンドン会議に持ち込躍れた

こうしたなかで︑その淡穀は今

具体策予備的倉析作業で
ロンドンで開かれていた先男星か國酋脳会議は九二︑世界経済︑國際収支︑貿甥︑エネルギー︑繭
北問題に閲する共同憲醤を採択して閉帰した︒米国の考え方と西独︑仏︑殴本などとの兇解が大きく

利用を広く駆能ならしめることにより︑エネルギー禰嚢を満だすべきである﹂との趣薫が盛り込まれ

分かれて注国された原子力問題については︑﹁核兵器拡散の危険を回避しつつ︑核エネルギーの平和

き︑二か月以内に完了されるべき

米国は再処理の凍結︑高速繕彊炉
を受けているところだ︒

増大するエネルギー霧要を満開

還り︒

実周化の延期などを盛り込んだ国

簾的分析そのものが何をどの程慶

来︑英︑仏︑三冠︑イタリア︑

内原子力政策︑康重力を石炭を補

たが︑難聴にこの國的を達成する至善の方法を縷目するため︑二か月以内に予備酌な分析を行うこと

日本︑カナダの酋脳が一篁に会し
ロンドン隅一

ンの磯縮や再処理に際しての同恵

護対策の義務づけ︑カナダ産ウラ

翻醜原子力協定の改定

騒加交渉最終詰めへ

もうたわれており・この国際的な検討がどのような結論を導きだすかが閉域されている︒

で鰻大の焦点

た

ルギ茎教鶴︑原子力輸磁に厳しい

になったのは原子力問題︒核拡散 完するものとして位國づけたエネ

農法環などを相次いで打ち出しだ

条件や規制を詳した核拡散防止敷

の防止を軍和利用に優兜させるべ

利用を鋤約しようとする米團と︑

きだとして熱処理やプルトニウム

日野原子力協定の改定について

が︑こうした※國の二度は瞬際的

両国政府は今庫〜月から交渉入り

原子力エネルギーに頼らざるを得
に大きな影響と反響をまき起こし

しているが︑これまでに基本線で

のカナダ側嗣意のとり付け一1翠

とり付け︑技量鱒報移転に際して

慈をもとに︑今月十六賦からオタ

た︒四月中旬にシラーズで開かれ

ほぼ合慧︑顧則的な了解ができた

ワで再交渉︑合意駆項の条文化な

ない立堀にある臼本︑対外原子力

だ︻原子力技術の移転に関するイ

蓋︑規鯉強化の万向を踏謹えたか

ど締めを行なう計画︒すでに日本

協力に璽大な開心を憲せすでに核

ラン動議﹂では聞発途上圃が※政

ため︑両岡政府は近くカナダで事

なり孚厳しいものばかり︒カナダ

禽懲︑原劉的な了解ができあって

る独︑仏などとの愈見のひらきは

燃料施設の輔出契約を成約してい

策に強い反発を訂したのに次い

側はとくに技術情蝦移転に際して

いる︒

きわめて大きく︑米国とこれに反

務レベルでの最終段階の詰めを行

有効期聞︵十庫︶の満了後も自動

も冠すべてを対象とする﹂よう要

い﹂量黎求︑ウラン擬縮に際して

調鶏に豪でこぎつけたい蕩んだ︒

一部改正お・よび原子力基本法等一

的に延畏されてきているものだ

しかし︑カナダはEC諸國とも現 船﹁むつし開発を遊めている岡事

﹁原子力発電と核燃料サイクルに う襲えだ︒

で︑ザルツプルグで開かれている

が栄耀されだ︒

関する国際銭議﹂でも︑カーター

が︑この協定の運用に関し数点の

求があったという︒これに対し日

部改正の両法案について宇野片鱗

改正を加んるため⁝欝欝夏カナダ

在交渉中で︑これらとのバランス
も霧隠しているもようといわれ︑

本側は﹁技術偶報移転聞題は﹃物

謹た︑ジェイミソン外相がわが国

体臨に限り︑それもウラン濃縮︑
一月から交渉が始塞つた︒

ブなものに隈多してはどうか﹂︑

再処理︑志水といっだセンシティ

から分譲改定で打診があり︑講習

協足改定で無点となつだのは︑

づくりに入り︑十月に成案を得る

十一醸午後〜時半から︑東京・

5月二日午後︸欝欝から工業倶楽部で
段取り︒調査対象には現径︑

行ったあと︑結論のまとめと勧密
着手︑来年十月をメドに︑核物貿

水炉﹂︵ウラン利用のワンス・ス

員長および田申龍央通商産業大

﹁核不拡散システム評価㎡画㎞に

＝曜一＝＝一＝墜隔＝＝瓢＝篇篇需＝＝榊＝二冊二冊一二謄＝一一一謄＝一＝瓢＝冊凹瓢一篇＝＝齢一一瓢一＝隔凹＝＝＝用＝＝＝篇鷹二＝篇幽＝胴一＝需

査察の適用賢愚の拡大︑核物質防
＝μ齢皿瓢＝＝冊髄コ扁冊

の拡散を防止しうる核システム開

丸の内の日本工業倶楽部で第二

﹁軽

発に関して勧銭を作成することに

﹁タンデム・サイクル﹂

岡臼の総会に付議する議黙は

難が出鷹の予定です︒また総金

ル1化︶

︵軽水炉・主水炉︶﹁共沈法鴫﹁気

十六回通常総会を開きますO

なった︒これはザルツブルグ論難

で︑米エネルギー研究闘発局︵E

よる特別講縢﹁流動する國際総

工業大学教授．永井陽之助氏に

勢と今後の課題﹂︵仮題︶があ

次の趨り︒

業務報告ならびに収支決騨案承

同転換︑トリウム燃料サイクル評

り︑ひきつづき王難楽から同既

ERDAは岡評価長靴のほか国 第一弩議黙 昭和菰十一無度

含まれている︒

RDA︶のフライ畏窟代理の論文体燃糾炉﹂など＋七のシステムが
発表に関連して来代想起が四日賜

らかにしたもので︑すでに鷺RD

月までに候補システムを黒め︑評

認の件

薯業計醐ならびに収支予簾案承

Aが今黛一月から計鰯に諮手︑六 内ウラン貧民の照臨し︑現行技術

価棊準・方法を十二月までに確立

核の拡散防止を強化する方針◎

価など七つの方第を総合的に進め

第二層議察昭和五十二年慶

騨価や国際分析を競輪二月までに

する一方︑並行して各システムの

認の件

来駕はカーター大統領の脳内核

竃謡（572）8851

甲104東京都中央区銀座8−11−4アラタビル

日刊工業新聞社鯨都千代駆澱北1−8−10管03（263）2311

執飛蹴㎎ヅ渤》臨盛醤
剛騨㈱綱腿旧制囎一一

説明憲、御本をお送りします

㎜鱗雷醐日晒瓢▼臥」

酎S性、信頼性を軽視して安全樽評価は成り立つか
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﹁燃料評価﹂呼びかけ麟
雛﹁プルトニウム利用﹂主張
原子力のオリンピッ

﹁原子力発電と核燃料サイクル﹂国際会議︵工AEA主催︑十三日臣で︶は︑十四の全体会議︑

六十数か国約二千人の参加者を集めて二臼からザルツブルグで開かれている

ク

あらゆる状況に適合しうる単一の
解答はない﹂︵11開会あいさつか

かけた国際的な波紋収拾の難しさ

ら薩再処理延期の米新政策が投げ

▽フライ来エネルギー研究開発

を階に指摘して︶

仏に再処理
百トンを委託

A︶とバルセベーク2号機︵箕八 デンに送り返される︒これに反し

万KW︶リングハルス3暑機︵九プルトニウムは核拡散防止の精神

物跡蔵の条件が満たされたので庫

る︒両原発は再処理と放射性廃棄

相当︑増殖炉なら千億ナ程度にな

は通常の炉で使えば石油十五懲ナ

らないが︑フランスの資源十万沸

ム︵①二・二︷②八・○一八・七

をラアーグ再処理工場で処理する

内に運転を開始できることになっ

玉

多 一

多玉

5

一

ため核燃料サイクルと原子炉シス

らオプション開拓の珂能性を探る

である︒再処理の無期限禁止と高

ずる核拡散の危険性は大きな闇題

﹁プルトニウム蛋産によって生

▽ランツケーEA事務局長

薙までに三千万KWの原子力発竃 との協力も進みドイツの財力会社

月︑篭力供稔不足圓避のため八五

﹁薦ドイツ政府は︑七七庫三

で︑八一経験運転開始︒フランス

力でカルカールでの建設が進展中

れに反発ずる田本︑西ドイツ︑フランスなど日欧側との間に懲寛の食い違いが鮮明にな犠ている︒

⑧鍋霊馨なけれ撫

ら一九七九琿蕊での使用済み核燃

契約に署名した︒これは本四末か

ことになり︑このことがフランス

る︒増殖炉は問題の次元を変える

〇万KW︶両原発の核燃料約毒ナ に従ってラアーグ工場で係管され

︹パリ松本駐在展︼スウェーデ

た︒スウェーデンの竃力会社はさ

スウェーデン

ンの国営企業スベンスカ・ケルン
料再処理に関する短期の契約で︑

多

立に努めており︑濃縮ウラン安定

墓調に︑核燃料サイクル産業の確

仏原子力庁は広範な国際協力を

の高速炉開発推進の原動力となっ

プレーズレ・フェルセーリニング

二

一玉 二多多玉

るため一九九〇矩までの核燃料再

らに原発の建設︒運転認可を受け

多

ている︒

その蟹用は約九千万湯︒フランス

の核政策に従って再処理によって
︵CEA︶の一〇〇％子会社フラ

誓ノ︐多

処理を交渉中である︒

社がこのほどフランス原子力庁

一二多可

持する︒

家︑国際機構の強化努力を強く支

二

い﹂

速やかに行動しなければならな

二玉多

ンス総合核燃料会社︵COG鷺M
生ずる高放射性廃棄物はスウェー

びかけた﹂

国際核燃料評価計画への参加を呼

テムの組織的な見塾しに着手し

が懇望KW級の老醜型発露駈スー

﹁われわれは核不拡散の田地か

局長竃代理

た︒あらゆる代薔原子炉概念を十

速炉の延期がプルト一一ウム照臨難

を国標とする新規兇逓しをたて

ルのバックエンド完糖構想を検討

過去数年︑政肩は核燃料サイク

コン︵経済樒互援助機構︶メンバ

﹁原子力発電技術の開発はコメ

︵コメコン︶評議員

▽バルブル経済掘互援助機携

る﹂

野蟹拡大の二点に力点を置いてい

用済み燃料をリサイクリングする

供給のため濃縮工場早期建設と使
高速贈殖実証炉SNR三回目は

用の延期しについては﹁国構の違
分演抄し︑それぞれの概念の経済

題の解決法検討の時間的余裕を与

パーフェニックス建設参棚に同意

二十八の技術会議︑八つの円繭討議に酒発な討論を展開しているが︑再処理︑プルト一一ウム利用の延

トとなるもので︑多国間技術調萱
い﹂として受け厳め︑これまでど
性︑燃糾入手性などの問題を検討

た︒

ドイツ︑ベルギー︑オランダの協

戦国の原子力政策については︑
の中には①ウランとトリウムの供
おりプルトニウム利粥による高速

えるものとして最近米鷹でこの方

▽シュミットキュスター西独研

フライ来エネルギー研究開発局長
給②濃縮露給⑤燃料保証関川取り
するには蒔間がいる︒在来のプル

針が打ち出された︒しかしこのア

した︒再処理︑リサイクリング︑

﹁フランスは一九七四年以降毎 題解決の重要な役割を担ってい
協約六百万KWずつの原子力発露 る︒一九九〇年までにブルガリア
七百七十万KW︑ハンガリー五百
所増設に着手している︒こうして

ある一地点にリスクを繁申する

おくのがよいか︑再処理施設の

子力発電鮨増設を計遺している︒

三つの要素①露力のコスト削減②

このほか八六隼半ばには初の商業

西ドイツにとって高速増殖炉は

の依存度抵減︑が課題となる︒

外貨節約③外国エネルギー資源へ

○年代未の操業開始をメドに︑年

長期的なエネルギー供給確保に必

間千五贋ナ容騒の大型再処理戸戸

要不可欠で︑薄処理とプルトニウ

コン諸国の原子力発躍への関心を

七一年目ら七三年までにコメコ

物語っている︒

ン諸国の原子力発電容騒は百十万

KWから七質五＋万KWに拡大し

ツ︑ソ連︑チェコで運転中で︑さ

た︒現在︑ブルガリア︑東ドイ

トは急速に差を広げる︒原子力発

開発の結果八○年を境に鯉山コス

荘重危機により︑急速な原子力

が図

璽と石油だき火力発露とのKWHいる︒またハンガリー︑ポーラン

ルーマニアが
︻パリ松本駐在簸︼ルーマニア

DU炉は天然ウランを核燃料とす

隠を表明したわけである︒CAN

ユアとしてソ運技術から独立の懸

表明するものだ﹂とした︒ル⁝マ

③運転費一︒磁q九︶︑火力の場 はコメコン諸国は三千万KWの原
合︑十一︒七1十二・四サンチ1 発容懸を保有するはずである﹂︒

設備費ゴ一・壽ハ六②燃料費二・一五

年価格で︑百三十万KW級原子力 まったほか︑キューバ共租国でも
の場舎︑七︒驚Oサンチーム︵① 原発建設の採用が決まった︒経済
開発五力年計画に沿って八○痒に

ド︑ルーマニアでは原発建設が始

らにこれらの国では増設が進んで
利用で核燃料資源の

となる︒軽水炉へのプルトニウム

当たりのコストを比へると︑七六
使用済み燃料費の無期限貯藏は妥

延命

にとってプールや貯蔵施設内への

れ︑西ドイツのような人日稠密国

ム・リサイクル技術の開発は璽要

での原子力の驚異的な伸びはコメ

級三十基と百三十万KW級十三 W︑チェコスロバキア千一千二薫
蔓︑四千調省議KW規模の軽水原 万KWの運転計画という電力生産
エのWAK工場の経験をもとに八

；国の橡組みの中で燃料・発電問

プローチは新たな不安をかきたて

廃棄物蟹理を総合した燃料サイク

今後十年間にわたって九＋万KW 七＋万KW・ポーランド八颪万K

われわれはこれらの迅速な解決

のが良いかは︑國摘にもよるこ

▽ボワトー仏電力公社欝任理事

トニウム醒殖炉の疑問と不安の解

る︒長期の再処理禁止は放射性廃

ル・センター確立には研究開発努

している﹂

消や︑原子力発露︑ウラン資源︑

難物処分の点で新たな問題を生む

力と広範囲な国際協力が必要︒ユ

全体会議での現状報告からハイ

▽エクランド・1AEA薯務総
放射性廃棄物︑再処理・堰嬢炉の

し︑再処理と高速鰻難点の聞発に

ライトをみてみるとーー︒

取扱いなどについて技術以外の判

永らく取り慰んできた国々の利益

究技術省局長

富代理が代表して冤解を述べ た
炉開発路線を続けると胴張した︒

期︑高速愚殖炉の開発中止を打ち出したカーター大統領の核拡敬防止強化方策をめぐって︑米国とこ

が︑各国への絶嫡のPRとばか 決め④長期回収司能技術・国際貯
藏所内魑久処分の調査を含む使閑

のないナイ国務次冨

り︑

・スルー・ウラン利用拡大方策⑥

済み燃料跡蔵⑤軽水癖でのワンス

出番

るなど親政策への協調呼びかけに

る︒

断を下すことにも時間を必要とす

られてきた︒石壁サイクルを完結

﹁これまで薄処理は年三と響え

一方︑日本や欧州諸国の代表は

が禽濠れるという︒

新型炉と増殖炉オプション︑など

代理も会場でステートメントを配

躍起︒ナイ次冨代理は米国が新し
い燃料サイクルを検討する欝画に

魑馴したことを畷らかにし︑この

させるため︑われわれは諸口に力

フォード報告の論理をたどっ

ったい何が残るかである︒

とで社会的コストを一義的には

規模増殖炉を軌道に乗せる計画︒

ーロケミック工場︑カールスルー

ールの経済的︑技術的︑社宗的︑

するか西かの決定は︑新たなスケ

め︶︑などの劇的転換が一挙に

て艶よう︒たとえば萬処理の延

決められない︒他の国が※国に

建設を計画している︒

に大きな影響を及ぼす︒

それぞれの現状報告の中で︑核拡

核不拡散政策と技術資源を調和

散防止強化の努力には蟹意を恭し

た︒これは大統領の提翻した国際

試みへの閣係国の滲鍼を呼びかけ

蒐タi大統領が四月七日提嘱した によってこの不安を取り除くよう

たが︑﹁再処理・プルトニウム利

政治的な複雑さを内洋しており︑

核燃料サイクル評緬計量のポイン

打ち出された︒一目ははっきり

期について︑報告があげた論拠

たとえばGDのように︑大騒の便

していてすべては核拡散防止の

は四つほどである︒すなわち①

うか︒豊かな石炭資源の前提を

ためだ︒その晃題しが確かにな

懲︑契約再開︶︑新濃縮工場は

るまでは軽水炉発電以外のもの

絹済燃料を冬発霞所に長駆して

隈隈された︒つまり原子力の本

分を補なう隈界供給蕎の役翻に

はずした場合に︑この報告にい

フォード財団報告︵﹁原子力

還心分離法で︵電力節約のた

の問題点とその選択﹂︶を紹介

ならって方針を変様すれば︑そ
のことが新たな社会的摩擦を生

使用済み燃料のまま貯蔵するの

む可能姓もある︒フォード報告

を見送ろうというのである︒

が醸も口金︵環境上も核拡散上

格国国は二十一世紀のことと

も︶②再処理の経済的メリット

している間に︑※國では原子力

カ⁝ターは来国の新政策が各

る石炭の最大限利尾で一大気汚

し︑当面は資源の九〇％を西め

国の態度に影響し︑政策転換へ

ルギー政簾︵四月二＋日︶が次

処理は絶対に必要︒

豪でなく︑安全性の窪地からも再

ウラン濃縮は著しい進展を遂げ
た︒アルメロとカーペンハースト

のパイロット工場が数年来運転を

で七＋ナsWU︵分離作業単位︶

また④の社早月コストの問題

れることも依然として桑実︒

方式﹂によって巖小限に抑えら

のいう各種のリスクが︑﹁簗中

は確定的にはいえぬがゼロかマ
ヘ

イナスだろう③

の﹁強制力﹂になることに期待

溝処理によって

では︑※国の徹底した﹁不儒﹂

廃幣物処分の長
期的リスクは減

続け︑現在二百ナSWUの追加容

楚灘各国に無言の強制力

根ざす不信の論理

染もがまんして一新エネルギ

政策︵国内︑四月七日︶︑エネ

つぎに発蓑され︑これまでとは
颪八十度の方向転換が打ち出さ

新エネルギー政籏は強力な節

れた︒まことに目まぐるしい︒

約︵罷要の年開成擾率二 ％ 以

拡散防止条約︶に加盟していよ

壁の建設がかなり噛んでいる〇

の論理が目につく︒NPT︵核

うが︑国際凍子力機関の蛮察を

るかも知れぬが
工程の堰齎による短期リスクの

うけていようが︑核兵器の保有

下︶と石炭増産をてこに︑一九

1登場までの蒔閤をかせこうと をかけている︒どの国も大なり

囎大がより大きい④社会的コス

カナダ炉購入へ

八五年までに石盛と石炭の地位

ト︵核拡散や盗難のリスク︶が

は避けられない︒その意味では

ても︑現実に強制力が働くこと

を莞淫すブレーン・ストーミン

これらはこれまでの固定観念

大きい︒

のは︑一時代劇と購じ論理だろ

われば窮態は自然に動くという

要がなく﹂︑技術的条件さえ備

には﹁慧識的な国家の決定は必

原子力技術先進隈は受給国と引き

核拡敵防止条約の規定に従い︑

完了する︒

転に入り︑ニ工場は来年末までに

スタンシュ対外質易相はその機芸

約に署名した︒コンスタンチン・

圏ではユーゴスラビアが米国WH

依存から脱する利益がある︒共産

五︑六のカスケードはすでに運

これは楽国の国内政策だと講っ

小なり来国に依存しているので
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一竪子難欄講論源驕廠二三騒読錘麟む丁
目めて開かれた︒来国の新原子力政策発表直後とあって︑原子力技術移転と核拡散防止の関係に焦点
︷が絞られた形となり︑いやがうえにも米瓢政策への批判が大きく盛り上る結累となった︒今圃は岡
一会議に出席された日本興業銀行産業調萱部テクニカル・アドバイザーの民習一郎氏をわずらわし︑
紳会議のもようなどについてご執筆融つた︒

．

途上蟹に対し︑原子力施設の計

こと︒第二は参蒲国︑とくに開発

高レベルのノウハウ︑高度の教理

力技術の場△口には︑臣額の資塞︑

そうである︒本会議がこれらの問

纒織や産業が要求されるため特に

淫することが出来ようか︒われわ

の導入に必要な科学的︑技術的︑

れはNPTのより高い理念は技術画︑建設︑運転を含む原子力技術

する﹂と迩べ︑このあと本会議の

題点について検討することを期待

合の拡散を管理する力があると確

独占を保持し促進するためにある

法的および機携的インフラの建設

の移転は技術的かつ制御し得る問

動を紹介した後︑機関盾動の将来

成などである扁とし︑これらの濡

料の運搬に関する国際的基山の作

長は﹁イランが立話庸明の如く原

ていることは醤ばしい﹂と発書︑

子力技術を平和利用のみに限定し

三図された︒このあと︑三学会長

に贈られ︑その中で︑﹁技術移転

署名による感謝状がエテマド総裁

十字路で開かれる壁際は大きい﹂

の会議が︑蕾から菓西文化交流の

会議十九に分けて進められた︒提

れが金体会議四︑パネルニ︑個別

セッションは全部で二十五︑こ

とあったのが離象的であった︒

あるかを指摘したい︒この点に関

理権隈を持つことが如伺に勇要で

放尉線防護に関する強力な規制管

する機翼の経験では︑われわれの

的に軽水炉の技術移転に蘭するあ

十四︑日本九の順であった︒全体

議は階箆に適し︑建設的であり︑

ばならない③ウラン濃縮が現在米

ため︑最終目標が明らかでなけれ

に終ったことを響ぶとともに︑帰

FBR以外の増殖炉や在来の燃料 関係一員として本会議が成功裡

な歩段を採る努力を弱める⑦LM 述べ︑五日聞の会期を閉じた︒

トをかえって高くし︑拡防の有効

途︑イスファ！ハンでの遺失物を

グを欄御下に賢くことで原子力発

因となる④再処理とリサイクリン

袴効なバリヤーとはならない⑧再︑い思い出となった︒

溶射

照照

験託

試委

TELO2928（2）一5063

は異ったアプローチを採り︑七五

子力技術の移転︑いや︑移転禁止

せて︑いわゆるセンシティブな原

のではないことを保証したい︒そ

ロジェクトや露要に薩結せず︑従

を擾助すること︒第三は特定のプ

題として解決し得ることを強く主

いしか実施できないと穂薄を語っ

ｧ︑管理を
途上国の義務
つづいて行われたエクランドエ

では来属が四十と最多で︑以下イ

出された論文は約首七十簾︑国別

え方が如何に危険であるかを強調

ランニ十︑西独十九︑フランス
したい︒この点に十分な弔意が与

にとって示唆に富むものが多かっ

らゆる問題が討論され︑受入れ国

理として唯一の方法である︑⑨カ

処理は放射性廃棄物の最終安金処

今後も継続したい一などであっ

国の独蔚に近い状態では︑多くの

サイクル以外のサイクルの開発は

もう一つ︑この会議に関し日本

原子力弘済会におまかせください

年には︑﹃クラブ外交﹄を発足さ

のための一連の政策やガイドライ
れは︑当初企図したことく原子力

丁合賑体である※国︑欧州︑臼本

技術の秩序ある建設的開発という

三地域の原子力学会会長が簡単に

目標の迷成には役立たなくなって

張したい︒必要なことは︑正しい

加盟国の要求する仕事の半分ぐら

動向︑問題点に触れ財政難のため

せるために行われるべきであると

いは︑NPTの理念に本来一致し

拡散を管理せんとするのか︑ある

依を瀬じて管理せんとするのか︒

要求が参加蟹によって必ずしも歓

AEA署務総畏の講演門原子力技

迎されす︑この点を弱める傾碕が

えられないと︑建設や運転段階で

た議では︑臼本と西独の論文が

た︒AEOIのある鄭畏から設い

次いで︑王AEAの理事会議長もっとも参考になったと零つ︒エ

る﹂と警告した︒

ョニングが長びいてコスト高にな

失敗するのみならず︑コミッシ

あるが︑この機会にこのような考

術移転におけるIAEAの経験﹂
は︑いわば本会議の基調演説で︑

スピーチを行った︒とくに伏見会

業員や大衆に対する放射線防護︑

ロンドンクラ

させた︒皮肉にも

の参艇国の中には︑このよう

われわれの期待に則したものでな

措麗を条件に原子力の平和利用技 ンを規定せんとして︑世界を失望
術に自由かつ何らの支陣なく接近

ブ

・要な役割を持つ︒イランは︑今後
いることを暗黙裡に認めている者

術移転はいわゆる二極構造を終ら

政治的な粍断である﹂と述べ︑技

・

し得る旨規定され︑長期的にこの

規定はNPTの第五︑六条の異体な試みはNPτの精神に明らかに ければならぬQ私は︑原子力技術 原子力施設の安全運転や原子力材

堰撰する原子力の拡大に対して保

ら︑私は不強敵と︑われわれが本

さえいる﹂と語り︑﹁この莞地か

化と並び︑NPT体制の維持に重反しており︑もはや不拡散という

いガイドラインと機鮨が必璽にな

障楢置の実効をあげるため︑新し

るが︑これらはNPTの理念と工
巣の欝的とする原子力技術の建設

表われであろう︒ひきつづき本会

は︑米国が本会議を重視していた

た︒さらに﹁今後︑原子力発電に

転が先進︑開発途上を問わず︑す

強調した︒

応があったことは原子力技術の移

AEAの憲輩と矛盾しないよう総的な利用の運命はどうなるのかを

イラン南部の観光都帯シラーズ

子力技術の移転はむしろ供給国側 合的に検討されねばならない︒こ

議の名轡議長ホベイダ欝相は﹁原

を出たイラン原子力庁蓬し塾しの
べての国に関心の深いテーマだか

め妨げられている︒NPT船盟国公開された対話が必要であり︑一
制を強化するどころか︑かえって

効に達成し得ないのであれば︑金

聾PTが核兵器不拡散の圏的を葎

乗り出す国にとって原子力安全と

らだ﹂と会議の慰謝を強調した︒

は非加盟羅以上にその影響を受け

闇いたい︒人類はNPTによって

ーに護られながら小腸たる山道を

車は前後を讐察のパトロール︒カ

の総議長として議禦を司会︑まず
ている﹂と晒にブラジル︑パキス
弱体化する﹂と隔にロンドン協議

を持たない国がNPTを支持する体のフレームワークの中で改益す

を非蜷した︒エテマド総裁も﹁核

﹁平和利用の無記を﹂
米国新政謹めぐり激論
課握腿耀内洋押末綱

お世辞とも思えたが︑原子力発電

A・シース氏︵セネガル︶は﹁康子 テマド総裁の訪田を控えいささか

岡氏は﹁王AEAの加盟国に対す力技術の移転を考えるとき︑立案

β
良

強力な核規

次いで︑先般来日しだエテマド

イスハー二・ファルス州知轟の歓
タンの例を派唆し︑﹁不拡散に喫

のためには参加国聞での自由かつ

原芋力庁総戯︵副層相︶が本会議

ズの北方六十詩㌶︑三十分余りで

するわれわれの翅翼は︑すでに鯨

における混乱や一方的な条件のた

の開かれるペルセポリスはシラ⁝

物凄いスピードで突走る︒本会議

会堀のダリウスホテルに到着︒こ
迎の挨拶に続いて国王のメッセー

敬を超えている︒われわれは核兵

方的かつ鎖された対謡は蕪P7体 ない﹃クラブ外交﹄の一方的な媒

こでまた︑われわれは驚かされる︒

ンは石癌資源に態まれているが︑

ジが代読︒国王はこの中で﹁イラ

今後石油は原料として使用し︑原

ゲート前を︑銃剣や日動小銃で武

子力の開発に巖高のプライオリテ

装した兵隊が警鯖しているのだ︒

にもパトロールの兵士の肇が見え

原発を人口一人濁たり二分の︸K

ィを躍いている︒今後二十年間に

あとでわかったがホテルの二上

た︒ちょうど︑反体翻派のグルー
プ十一人が逮捕されたこともあっ

三百万KW︶を開発する︒原子力

W︵注茜千六百万人として二千

議に並々ならぬ神経をイラン政府

の平入利用に徹し︑NPTを順守

てか︑選来の海外参加暫の安全保

当局がつかっている様子がうかが

拡大され効率をあげるよう期待す

子力の安全性硲究︵原研佐藤氏︶

所の耐震設計︵原電秋野氏︶︑原

など撹界的に注閉されている技術

者や指導者が当面する問題は︑先

国が克服しなければならない困難

の紹介があったためであろう︒

る原子力技術移転には三つのタイ

報︑経験︑材料︑設備などの移転

との間に関連がないことで︑原子

べきではないか︑あるいは︑他の

を捨てるべきなのか︒われわれは

について加盟高間の仲介役となる

一方的な機構をよしとしてNPプ
TがあるQ つは︑機関自体が情 進國における技術開発と開発途上

の出雲化を厳正にする場命にのみ

方的な機描も核鴬

電建設の基礎を確立することを多

ーター毒明の国内事項を実施すれ

蟹﹂がある︒現地の新聞にスクー

ば︑原子力発霞反対派に勝利を与

を諭約するものである︒したがっ

えることになり︑ひいては諸外国

響を及ぼし︑かつ正当な契約行為

蓄えられる︒この結果︑胴飼の燃

対し︑本禽議が何らかの慧志糞示

＝ニ＝＝＝π≡＝躰＝榊＝隔二一＝藁曽＝三≡扁圏≡＝︸＝一二＝ニ≡置＝＝＝≡≡＝肝鼎コ≡二＝≡＝霧＝噌＝三三⁝＝鱒＝≡＝三騨＝≡髄≡髄二謄⁝＝＝ニ︸＝P篇二＝≡＝閏柵≡隔≡＝≡⁝

他の如何なる

さて︑ホ金鋸は薩前に発表され

鼠立を図る上で欠かせない②轡殖

の茂対運動を助勢することになる

くの国が希望している⑤カーター
が︑米国原子力学会から提案され

しない別の方策によって対応され

料供給の約束に鱈する他国の不信

鰯畷は罵際条約の一方的な廃棄と
をめぐって︑期せずして国際的反

た︒巖初︑頗本側代表団の中には

を期大し︑現行協定を弱体化し︑

プされたもので︑その概要は①再

四十一か国︑工AEAから五函名露されたが︑大統韻は﹁原子力は

論の場となった︒米国の憲縮局次

炉の開発は多くの礪にとって延期

処理とリサイクルはエネルギーの

有用と冠険の両面を持つ︒各国は

るべきこと︑核燃料の再処理と再

て核防は原子力の平和利爾を阻害

を超える謬加者が集まり︑盛大に

Rのような政治的な動きに参加し
その危険が顕控化しないよm藻障 長丁・デービス氏︑FRDAのこ

たカーター大統領の薪原子力政策

行われた︒主催煮の語によると︑

総裁は第二回をイランで開催する

鍛終日の緊会総会で︑エテマド

氏に渡され検討が依頼された︒

処理の制約は核兵器の拡敬に対し

た︒個人の資格とはいえ︑学会長

国にとって濃縮ウランの確保は石

わざわざテヘランの宿まで届けて

ハンブルクで開催予定のENS・

謝画で︑興業的内容は七九年四月

を他国にも認めるべきである⑥再

る︒このためには︑濃縮と再処理

NPT加盟国に再蕎の要鶴を与え⁝⁝というもの︒これもデービス

しいやりとりと幽棲して舞台襲で

﹁再処理阻害するな﹂

できない︒憩殖炉の開発は緊憲の

経験の受け入れ側双方に原子力問

も静かながら注嘗すべき鋤きがあ

有効な対策とはならない︒再処理

として

声明の技術的ベースに対する儘頼

くれたイラン人の親切さも忘れ難

三原子力学会長が提言
た︒その内容は︑①核兵器の拡散

もに︑デービス氏にもわたされ

が魍名する

油より安定度が低い︒再処理と濃

も︑燃料サイクルも︑拡散に対し

性を失わせる︒どのような贈殖炉

では報道されなかった﹁討論九項

A鍾S命岡会議で検討されようと

の平和利用に負わせるべきではな

は︑日本に関する限りギリギリの

縮に遷する新たな制約は讐衝の要

の制約はセーフガードの隈界コス

い︒②原子力技術の移転と原華力

内容であったといえよう︒

て︑他の諸国の原子力計画に悪影

政治的提諾

の発展に一方的な差置を課すこと

名の上︑本会議で発表されるとと

され︑学会鍵個人の兇解として署

たドラスチックな内容も漸次緩和

るうちに︑当初※国から提出され

の発解も出たが︑会党を璽ねてい

課題であり︑藪額の投資を要する
高速炉の実用化延期︑プルトニウ

使用は技術蘭に曳現できる限り︑

ムを使わない代替サイクルの開

速やかに進めるべきである︒本会

分握しなければならない︒本会議

発︑原子力施設の輸出規制などの

来の学会の慣行から無理であると

の成菓に期待している﹂と述べた

スローン威︑NRCの飛・ケネデて︑学会長が署減することは︑従

を確保したが︑それでも足りない

のに対し︑圏王は﹁原子力に爾腰

ィ氏らに対しては再処狸の申止︑

ため︑翻内参稲を梱当断ったとい

された枠の中で︑原子力科学技術

う︒

が簗申した︒再処理の経済性に対
する疑問︑トリウムサイクルの開

諸問題がとりあげられ︑鋭い質問

発等々で罰に困新しいことはなか

あることは十分認識している︒イ

いきすぎた不⁝

し︑人類の利益のために各国との

初臼午前の開会式は︑ペルセポ

題の理解を深める上で寄与するこ

⁝・：；⁝：：：：・：イラン癸爽・

．拡散への配慮一

協力を続けていく︒本会議が︑原

ランは原子力の平租利用に限定

が入類に利益を与えるよう灘侵を

をすべきではないかという悪見

＝＝ニ＝＝＝＝二冊＝＝＝＝＝＝＝＝鼎⁝＝藁＝＝董＝＝︸＝扁≡⁝ニ＝§≡＝嘗＝≡譜二冊＝闇闇＝＝≡藁≡⁝二＝＝二営

な脂的に用いられることを望むか

磯〜灘藩

らである︒不幸にも︑兜進工業國
達せら れ る Q N P T 第 四 条 は 保 障

営的は︑供絵園がNP？の各条項 力︑健全な国際鑓境の中で建設的

器拡散には反対であり︑蛋PTの のは︑原子力技術を相互儒頼と協

する︒IAEAの保隔描羅二野が

さて︑この会議が企画されたの
る︒保隔描羅は平租利用の原子力

えた︒

は七四年の秋で︑イラン原子力庁

技術移転と矛臥しないし︑NP孚
︵AEO工︶が発尾して半年 余 り

い﹂とイランの基本的立堀を明ら

機能を持つことを忘れてはならな

が技術の移転と非核武装の両面の
のころ・ い わ ば 本 会 議 は A EOI
の存在を内外に誇示しイランの原

かにした︒国王とカーター大統領

子力鯛発を促進するために開かれ
たとみてもよい︒

＼

は︑単なる国内問題の立場を超え

ったが︑こうした︑会議場での激 防止と言う黒影の大部分を原子力

リスの近くにあるロイヤル・テン

とを確信する﹂と答え︑両餐の呼

にメッセージが審せられたことに

発表置後でもあり︑また︑本会議

子力技術の供給者︑原畢力科学や

トで開かれた︒サラム・プログラ

のメッセージが話せられたこと

吸がピッタリ合っていだ︒大統領

った︒すなわち︑カーター政策の

ム委厨長は開会の轡葉で︑﹁この

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

■

のため・シラーズに三つのホテル

の間に交換されだメッセージも披

一

茨城県那珂郡東海村

㊦3τ9−11

、

会議に離し多くの国から熱心な反

鯛法人原子力弘済会

財団法人放射線照射振興協会

9
ダリウスホテルの収容能力が不足

会議は︑四月十日から五日間︑

末綱氏

惰報サービス事業部

〒370−12

群罵照窩崎市綿貫町 日本原子力研究所内
TEL
O273−46−1639

原子力文献情報の坊ビスは

放射線照射の利用
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料榛取扱いの安金性について諮毒

輸送する揚舎は︑※醐はその晦請

ンの使絹済み燃料を再処理のため

うることを翌日︒また轟轟オリジ

はケース︒バイ・ケースの袴え方

強化に配慮がなされているしと応

薦からみて従繭を数段上園る規謝

術嚢員も量︑翼ともに順次︑滋強

う﹂など諸点を明らかにした︒技

ものになるかは政令で明承されよ

安全委の急難で︑それがどういう

原畢炉区分など規制豊麟づくりは

政は来春四月から翼施の計癒だ︒

今秋十月スタート︑新しい規制行

段どりにもふれながら﹁蜜全姿は

子力安全局長はこれに対し今後の

の間題をとりあげた︒伊原義徳原

疋だし︑規制基準︑技術要員確保

は︑この蕩え方に賛饗しながら

のに対し︑霞野正登原子力局擬

究の蒔﹂として政府兇解を求めた

を遍求︑﹁環在はむしろ舶雨蓋研

り︒優野饗が﹁むつ﹂開発の遅れ

船開発課業団法延長法案も審議入

科技特ではこの日から︑原子力

の鑑査の際検討されようと登霞︒

腿趣上国からも︑︵南北の︶格葦

だ﹂︵西トイツ︶などに加え︑発

完全に燃やしてしまうことが安全

当化されず︑またプルトエウムは

無期隈欝藏は安全性の薗からも駈

人口調密な園では使淵済み燃料の

的かかわりが深く︑いかなる国も

がらも︑﹁エネルギー悶題は国際

も制約するつもりはない﹂としな

い︒そして﹁来聴はいかなる燗を

ことを慎璽にさしひかえた感が強

その範鵬を超える問題に欝及する

雷行政強化のため原子力安全委興会を新設︑同晴に関係各重三規制行政もそれぞ箋用炉は通産省︑実
嗣舶用炉は運輸雀︑研究開発段階のものは科学技術庁と一欝化し費任体制の明確化を量ろうとするも
の︒国会幽幽から約三か月︑やっと審議入りしたものの︑二十八日の会期朱まで審議日数は残りわず
か︑七月の参院選を控えていることもあって岡法案が今国会で成立するかどうかは微妙な幡勢だ︒

︵麺ドイツ︑フランスなど︶︑

ー政策の趣旨の繰り返しであり︑

うことができよう︒

い﹂との態度を堅持していたとい

︸蟹だけで行動することはできな

れた︒さらに来原子力産業会議の

らざるを得ないなどの悪冤が出さ

る莞通しであることを明らかにし

ト

三菱商事株式会社

周︑運輸儀船舶周の両隈隈当局に

とは何をさすかという質問

と一致するものではない漏とし

程度一線を画しだ方がよいとする

酬︑突っぱねた︒窟騎氏は①規舗

をうめて行くためには原弾力に頼
とを掴冒した︒

ウイギン群鳥離農もカーター政策

宇野科学技術庁長窟は︑十七日

た︒

三菱金属株式会社

することを決め︑科疲庁原子力

をケ⁝ス︒バイ・ケースで検翻す

ケース・バイ・ケ

その旨を指示した︒近くこの闇題

ると述べた︒

り︑法津附にも米糠の納轡のいく

委員会に安全性を諮問する方針を

謡え方にもとつくものだと述へ

区分はどこで︑誰が行うのか︑法

も︑﹁むつ﹂開発も将來の原器力

できないのではないか一などと

うな態度を示すか︑またカーター

を痛烈に批糊するなど︑※政策は

の閣議後の記盛会麗で︑第二次対

寧野畏竃が轡明

第二次対米交渉
開始は23日以降
かが漉羅された︒フライ米エネル

政策がどの穆度員依的に示される

まだ流動的なことを感じさせた︒

国代表に米国の新政策と核燃料サ

※原子力交渉は※園側の交渉撮幽

ギー研究開発局長嘗代理は︑米圏

イクル評幡劇画を説明した後の記

一方︑ナイ米圏務次竃代理は各
の新しい政策︵核兵器の拡散防止
を原子力平穣利驚に纒先させる︶

看会議で︑核燃料の輸送問題にふ

れ︑米国と鷺Cは協力協定を結ん 蕎がまだ決まってないことなどか

ントロールできない︑としながら

でおり︑米国はEC内の輸送をコ ら︑交渉開始が二十三田以降にな

も︑今後この協定の再交渉もあり

三藝i耀機株式会社

政府︑安藤委員
会に安全性諮問
むつ燃料抜き取りで

を開き︑五︑六

ース

安藤委議会

に対して︑﹁明確な必璽性があ

で

回の会合で︑一か月樫腰メドに結

憂崎漿議金が先に﹁むつ﹂の核
燃料棒抜き取りを条件に佐琶保蘭

核燃料棒聡き取りについては︑

論を婦たい袴え︒

して︑政溝は︑十七碍の閣議後開

修理受け入れを淡めたことに閥無

逓輸の三閣蟹で構成︶で﹁むつ総

決めており︑政肩の決定は岡照臨

た︒一部の詑蓄はこの発醤に対し

と藏本との十年聞の再処理契約

︵婁

にするものだとの感触を持ったよ

員会︵根本竜太郎婁翼長︶が蜜藤

先に自民党の﹁む2対策特別婁 ものであること﹂と答え︑﹁英仏

点検・飛虫技術検討婁興会﹂

金の意同を反映したもの︒

うだが︑他の軽薄は︑皇臣は別閥

︵園田富騰︑宇野科学技術︑照村

いた﹁むつ一短簾関係閣僚禽議

貴餐︒安藤畏央菓大教授︶に核燃

スをはじめ︑エネルギ⁝翼源に患

題であることを示したにすぎない

この潤︑科技精は年繭の一般質

た︒安全規制行政は総理を頂点と

ェックの役翻についても伊原局撰 商船時代に鰐処した一環であるこ

の著え︒安全婁がもつダブル︒チ

て滋本と英仏の再処理契約を困難
を再度行うわけではないと述へ︑

視できないとして︑﹁螢源有効利

暗れた醗とそうでない圃とは岡一

疑にひきつづき午後一蒔過ぎから

するご兀化を図るへきで︑蜜全委

いきなり通産省に移してもカバ⁝

案では明確でない②実用常規舗を

副

勉気溺業法や船硝安金法などとの

法案の審議に入り︑窟騎蔑一︑石

も行政婁澱会にすべきだとする石

わが國の顕子力行政体制に二十一薙ぶりにメスを入れようとする﹁原子力夏本法等一部改正法案﹂

チェック基準の斉一化は工嬢方法

野久男︑日野市朗各氏が規制行政

野氏の質疑に慾えたもの︒石野氏

の審議が＋八臼︑衆院科学技術振興対策特鋼委願会︵山田太郎二二長︶で始まった︒同法案は安全春

の強化に果たす安全婁の役割と性

は﹁行政政策の方向は﹁むつ﹂の

﹁米新政策が焦点に﹂

今團の※代表の発茜は︑カータ

格づけ︑一興化の出題点︑新体制

盲点を逆に大きくし︑教訓に逆行

ザルツブルグ会議報告
に齢する国際会議﹂︵ザルツプル
グ会議︶の概襲について︑※国の

を説明︑﹁米国はいかなる瞬に対
しても来国の政策を強制するつも
りはない扁と憤璽ないい詳しをと
った︒しかし舞台隈ではナイ米国

の協力を強く求めるなど︑硬軟両

務次蜜代理が各国代表に※政策へ

三菱原子燃料株式会窒

高速増殖炉プラント

と理解していたQ

移行への経過措躍などをとりあげ

するもの︒規制行政を一一一つに区分

堀氏

日本原子力塞賞金議派遡﹁ザル
ッブルグ会議参酌欧州原版力視察

碗

①

岡日は来螢として宇野宗傷科

引綿の終了後︑二時半から東察

日本原子力蔵晶饗蟹議

親パーティーが開かれ濠す︒

欝から岡倶楽部二階大盆裳で懇

能力扁があり︑ひきつづき烹欝

工業大学教授・永井陽Z助践に

圃臼の総会に付議する議案は

業務報告ならびに収支決算案承

事業計画ならびに収支予簾婆承

三菱PW藍原子力発電プラン

鋸

あなたの三慶

安全性と信謙遜に定評ある

三菱璽工業株式会社
三嚢原子力工業株式会

PWR原子力発電プラント
PWR船舶用原子炉設備

網の観点から趨速贈琵琶は必嚢︑

政府の響えをただした︒これらに

職

したがって再処理を行うべきだ﹂

対し宇野宗佑科学技術庁長官は席

なり焦点がボやけてきた﹂として

したことで人も予算も無駄が多く

酋処を求めたが︑宇野擬窟は﹁要

は︑行政ペースの鵬董と岡じ侮業

雑化し麗上麗を璽ねるようなこと

上︑﹁安全婁新設で規制行政が複

には淡してならない﹂と強調︑安
は運用の問題だ︒多少孚続き上の
叢濃さは残ろうが︑改革案は行政

天心に紹介した︒その主な点は次

政策とこれに酎する各国の蛍窓を

取締役︶は十七臼の原屡理路会

の通り︒

薗﹂の堀一郎國長︵東窟電力常務

で︑五月二臼から十三臼までオー

甲一一一一一

ザルツブルグ会議では︑米欄の

o一騨曽騨齢卿︐一

ストリアのザルツブルグで開かれ

一幣一需一即ρ

原子力政策に対して各紙がどのよ
ビ．一騨冒需一隔幣

た門原子刀発着と核燃料サイクル

様の説得が展開された︒これに対

ルギー計画やエネルギー問題への

学技徳庁擬難燃原子力叢員会議

づくり︑原研としてはめずらしい

対応をとりあげた初聞のセッショ

譲本原子力産巣会議は五月三

する各園の態度はそれぞれのエネ
床薦積は約三千二生平方規︒ここ

ンを中心に明らかにされた︒各国

十一β午後一時半から︑藁京・

窃藍の六階建て高層ビルで︑延べ

では︑核燃料被躍籔の材料である

の驚張で共通していた点は︑職階

安全工学研

ジルカロイと水との反応など核

的観点から省エネルギーの促進︑

5月31日午後︻時半から工業倶楽部で
るが︑このほか放射性物質を扱わ

燃料藥禽依の各越実験が主体とな

臣が出腐の予定です︒また総総

轟長および田鰻欝欝通商難業大

究棟が竣工
田本原子力研究所が東海研究所

十六國通常総器ムを開き毒す︒

丸の内の日本工業倶楽部で第二

原研一
内で昨魯から魑工︑建設を進めて

石炭への転換を量製しながらもな

研究棟は鉄骨鉄筋コンクリート

よる特別講演﹁β本外交の交渉
﹁経済に大きな影響を及ぼさな

次の遜りです︒

い鱒囲での雀エネルギーは一〇％

た︒

黙秘五十一葎農

験施設︑原子炉格納容器スプレー

第一署議案
効漿実験棟なども建ち始めており

⁝

原研璽海研究職の

安傘銀座

⁝右端がこのほど竣工した難癖工

認の件

昭和五十二年慶

認の件

を限界まで進めており︑これ以上

第二号議案

程度が限腱ではないか﹂とするO

は大きく望めない﹂とするフラン

ECDや﹁すでに省エネルギー化

五士二年後半からはこれらも続々

研究棟近くでは照慰碕み燃料試

おエネルギー間題の解決には原子

酋

ここに集中︑集約し安金盤研究を

五
ない各種の小規襖実験︑解析力も

一

ぼど竣工した︒

＝：

いた門安金工学研善果﹂が︑この

口

力を必要とするということであっ

7iぎ

拡発していく計画だ︒

凹

全委を諮問機関と性格づけしたの
は安全規制が行政ベースとはある

轟

鞭

聾

を

キ

塁
学研究棟︒道路をはさみ左の円形

究の戦列に加わる︒

ドームはN§民R建屋︑その手前 新鋭設備として軒を趣ね蟹全性研
では照射済み燃料試験施設が建設
中だ︒

e
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原子 力 開 発 の 強 牝 を

とは思われない⑦エネルギー節約

和七十黛度一億KW達成へ向け原 エネルギーの相当亀を寄与する

の新たな團橡を五千万KWとし昭 ネルギー資源は︑今甦郷中に追加

にあり︑﹁センター﹂はこの制度

従業員被曝管理の責任は窃業所

の開発︑核融合の研究開発など

ランの窃用︑トリウム︒サイクル

発開発を強化する︒場含によって

の抜穴を補完していくという性

務︒

の曲直を強化し︑わが国原子力二

とエネルギー効率の改菩は需給ギ

国民総背番号
制

的色彩を避け︑極力個人のプ

格にあること︑

のエネルギー戦賂の纂本嚢素とし

は︑必要最低限に制限されること

点から︑﹁センター﹂の業務馳囲

ライバシーを保っていく︑との観

の二Q％を甫めると予測︒現在の

ァレンス・サービスに応えること

﹁二〇〇〇黛に総エネルギー供給 になる麗込みで︑凄孟母へのリフ

報告書は︑原子力開発について

としている︒

て継続されるべきである一など

ャップを縮小でき︑節約策は将来

は土地収用法を特別時限立法とし

技術的確立

立地促進を図る︒

て改正し︑掌理的な補償のもとに

を急ぐ必要が

葉の

言及︑現在の情勢では総合エネル

あると強調したあと︑開発目標に
共趨の認識の形成とエネルギー政
一︑自動車︑家庭電機製品にエ

九早食KWは実現不可能となって ネルギー効率を謹承することを法

ギー調査会の臣標昭和六十年四千

ー国会﹂を開会する③地域的にエ
いると分析し︑新調標として昭和

策の硲立を匿的とした門エネルギ

六十五年五千万KWをめざし絹力 棊ついて課税する方式にするなど

制化し︑税制をエネルギー効率に

し・バランスのとれた地域経済社

ネルギー供給施設の配置を簿点検

省エネルギー税制を推進する︒

行きを見守り︑将来﹁障害防止

襲え︒

原安協

常任理事に田島氏

原子力安金研究協会︵有沢広巳

で役員改選を行い︑速耳理鶏に田

登録長︶はこのほど開いた理薯会

職員を募集

した︒

乳AEA・

国際原子力機閲︵IAEA︶は

①研究およびアイソトープ局F

次の要領で職興を論集している︒

AO／王AEA原子力利用食品農
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的に開発を進める必嚢があると述

しだいにリファレンス︒サービス

稲葉秀三︑向坂正男︑松根宗一氏

こうした問題に応えるのが門被

応募締切りは五月三十一田︒資

まで︒

原

格等詳細問い台わせは原産企画窯

︵株︶講本環境調糞研究所
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会の瀾発を量るために都道冊県議

そう︒

七千万KWから＋七億KWに拡大
などに主眼が絞られることになり
するとみており︑こうした原子力

一︑エネルギー開発︑エネルギ
ー外交︑エネルギー交通・国民生

べている︒その他の提言の要旨は

興紘的には︑夏の﹁従業員被爆

次の通り︒

撃茎登録管理制度検討会扁最終答

会にエネルギー問題特別委員会を

充︑艘縮施設︑再処理施設も建設

の成長達成には︑ウラン探鉱の拡

設堕し地域倥民の参加と協力を求

エネルギー闇題特別補佐竃を設國

ルギー開発のための研究開発螢お

一︑GNPの︸％を国標にエネ霊︒環境をそれぞれ担当する三

要があると指摘︑とくに原子力問

める一iなどを強力に准進ずる必

指糠を受けた﹁公益法人﹂の形で

されなければ原子力の拡大予測値

を開始していく予定Q

たすには大陸間ガス輸送システム

曝登録管理センター﹂制度で︑ま

を昏鐘登録︑金
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危機 回避へ総力結集必要
新自由クラブは十二日︑総合エネルギー政策の確立を求めた緊悪童謡をとりまとめ︑軍窓にその実

現が図られるよう政府に要求した︒提罵はわが国のエネルギー政策を確豆するために①国会にエネ
ルギー問題特委員会を新設する②総愈エネルギー税を創設し︑エルギー開発のための研究開発を強化

るーーなどの実現を訴え︑賑賑が早急実現されない場合︑わが国の将来は惨謄たる危機に陥いること

する②代替エネルギー開発の主力として原子力開発を稜極化し︑昭租六十五年に五千万KWを開発す

受けいれられやすい再処理の方法

ぼるとみられるこれまでのデータ

発足︑まず数十万件のオーダにの

串をまって︑今春十眉に︑政府の

と廃棄物処分の巖適場所が選定さ

されなければならない︒また最も

一︑エネルギー開発担当補佐官

れ総則により一義の研究開発と一

する︒

五±二年度予算から計上し︑財源

の下に︑政府︑学界等のエネルギ

よび石樒備蓄のための費用を昭和

ー関係開発研究機関等を総合した

ギー開発の主力として位置づけ︑

確保のため︑﹁総禽エネルギ⁝

題については︑これを代替エネル

処理場・FBRなどの核燃料サイ税﹂を創設する︒

在来の濃縮ウランを監体として再

は︑はるかに低いものとなる﹂と

般へのPRが必要︒これらが実行 を登録することからスタートし︑

指摘している︒

﹁総合研究生﹂を設置する︒

哩藏量は十分あるが想定需要を充

な開発象施副画が必要⑤天然ガス

開発の奨励策がいる⑥穴陽熱︑風

中央登録制度実施へ

央登録﹂制度の完備を図っていく

不運到来はさらに早まり︑代替燃

被曝

従藝鍛

﹁渡り鳥﹂問題に威力

生じ︑石油生産に制約が加われば

WAEs日本委員会メンバーは
限られるが︑科技庁ではこの成り

今田の実施は﹁規制法﹂対象に

八五隼から九五年の間には不足が

は現在の実質五〇％局の価格でも

一︑昭和六十五無の原子力開発

る②参院選挙後・できるだけ早い
クルの確立を図るとともに天然ウ

ｭ世界紅ネ醜需給で報告書

Nまでに石蔵不足

時期にエネルギー遼寧を論議し︑

ルギー問題特別委員会﹂を設置す

いう悪循環は不可避の事態にな

ス成長︑マイナス成長から不況と

ろう︑と強調︒こうした砂上の楼

されることになり不況からマイナ

はまぬがれないだろう︑と蟹告を発しているQ
爆音はま ず 規 状 認 識 で 昭 和 四 十

に表面化した 石油への過劇依存

八年の石油 シ ョ ッ ク を 契 機 に 一 挙

というわが国のエネルギー体制

構造に起因する

閣ともいえる不安定なエネルギー
の到来を

の構造的脆弱さにふれたあと︑代
危機

替エネルギー開発が十分進展せ

残された選択として政論はもとよ

未然に防止していくための唯一の

の世界経済からの転換は慮ちに始

ざるを得ないわが国の経済蝿造

められなければならず︑代替燃料

ず︑いまな お 石 抽 へ 大 き く 依 存 せ

門家︑蕎識著が委員となり︑石癌
機構﹂ ︵ W A E S ︶ の 田 本 側 窓 口

需要は九〇年代が近づくにつれ急

法﹂対象のもの家で拡大し︑﹁中

である W A E s 団 本 委 員 会 の 事 務
ショック後の七四年十月から今年

増しよう③大規模な原子力発電が

ら九人︒

り国会︑産業界︑学会︑国民全体

周﹁B本A覚S機構扁︵渡辺久譲二月まで世界各地で七回の総会を

世界的に受け入れられるかどうか

力発電︑潮力発磁など再生弼能エ

は︑琶界的に石繍の供給が楽観で
が一体となってわが国のおかれて

開き︑今後二＋菰年間の主要燃料

料準備期間が短くなる②石佃支配

きない偶勢となっている現在︑こ
いる厳しいエネルギー墨描につい

務局長︶は＋六日︑世界のエネル

たち︒こうした

にあり︑手帳をなくした場倉な
ど︑これまで全国の鶏業所を毘渡
し︑従業興の移動を把握するシス

ので︑成りゆきを簸て︑︹放射線

な

§
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ど十五か国のエネルギー問題の専

のまま推移すれば極めて重大な局
共通認識を形成し︑実現可能な総

ギー長期︵一九八五年1二〇〇Q と目される石縮︑天然ガス︑石

渡り鳥従業員

場舎にも従業員は悪しい薯業所へ

原子力発電の進展︑定検の長期

を中央で

白蜜防止法﹂対象従業員にもこの

所への

長に内田秀雄東大教が新たに就任

被 島英三立大教授︑研究蚕員会委員

原

化などから原発から原発へと渡り

も瞬かにされるのが

﹁放射線管理手帳﹂を示し︑

曝歴

歩く原子力課業所従業員の被曝蟹

は︑部分的に従業員被曝管理につ

だが︑事業駈と薯業所の関係
子力施設従業員の被曝登録管理制

いて連絡があるにせよ︑全国的に

則

度﹂がいよいよ今秋発足する︒政

ありか

﹁原子炉箸規制法﹂対象の原子力

施設従業員の

カメラの開発利周の研究では︑こ

題点の追求を行う高速ポジトロン

一括把握︑各事業所の照会サービ テムがなかったため︑効率的に本

マウス受認組織などにサイクロト

ず﹁原子炉等規制法﹂胃腔の票業

管理手帳制度﹂など罷工な被礫管
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﹁世界エネルギー戦略選択研究

颪を迎えることになると播摘︒員

ていとことが不可欠である︑と訴

員エネルギー政策を強力に推進し

は今後の解決にまつべきだが︑世

想されているように一九八五年の

界のエネルギー供給に大きく霧与

体的に現在﹁十分ありうる﹂と予

炭︑原子力の需給を想定︑経済成

できる④石炭は将来のエネルギ⁝

長︑エネルギ⁝の価格︑政簾を検

どをまとめた研究成累報告醤﹁世

浮き彫りにしたもの︒

討して世界のエネルギー将聖像を

奪︶需給予測︑石油・天然ガス代

このあと﹁提議﹂では︑これを

界エネルギーの将来嫌輪の概璽を

替エネルギーの開発遅進見通しな

興体的に逸めていくための方策の

発表した︒WAESは︑日米欧な 報告奮は︑糖論として︑①石油

えている︒

あり方に焦点があてられ︑必要不

石油供給鰍の上限が四偲詩藻で︑

発も三憾菌梶程慶に留まることに

可欠の対策として①国会に﹁エネ

原子力発電所等代暫エネルギー開

一四％程度の低空飛行を余儀なく

なれば︑わが国の経済成長率は三

供給に大きく寄与する可能性をも
理のあり方が問電化するなかで︑
つが︑石炭喪源の利用には積極的︑ 政栂が十奪習取り組んできた﹁原
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は基本的に
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より少なくし︑効率的な治療がで

される連碁命の陽電子放出核種

利用計画として①治療用フィルタ
ソフトウエアの開発︑各種治療用

測法などに要点を羨いていく︒

の病と

の向上を図っていく︒さらに粒子

ー︑線羅分布改善などを中心とし
フィルター等線量分布改醤などを

不治

として︑これまで

線の生物効粟に関する研究では放

た速中性子線治療技術の改良②患

サイクロトロンを利罵したガン

きることから︑露粒子線を周いた

核医学診断利用の研究を握進ずる

のが実状︒

入の被曝歴を知るすべがなかった

の関係

治療の可能性に焦点をあてていく

ため︑陽電子放出核極の高速イメ

スに応ずるなどして︑許容璽以上

点

されてきた難治性のガンにも高い

医醗サイクロトロンの粒子線の効

ージ装置として多発話型陽電子シ

の被曝を極力防止しょうというも

と

成累がえられつつあり︑今蕉度も

累の墓礎的解明を行うことによっ

ンチグラム袋置の研究開発を行

点

の臨床治療計画に取り組んでいる

計翻で︑このための照射システム

て速中性子線を用いた臨床治療技

い︑その性能の商上と利用上の間

確立していくための研究開発を強

行ない︑より効果的な治療技術を

ロンの粒子線を照射し・生物学的

齎とこのセンタ1との闇にテレ

理が義務づけられており︑それぞ

産に入会
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チグラムの概念愚計を行ない︑検
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メーカーの従業員の手帳に統一的

れまでに隔速多活量型陽電子シン

出器部およびその附属電子園路部

ですでに肇国駈に対し・﹁放射線

度については︑これまでの法体系

依存性︑園復現象などの解明を急
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ぐとともに︑放射線治療が︑一定
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3

1
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一

っていく讃画だ︒

3
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勘
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態イメージへの応用のための研究

ﾌ懸産化︑臨床冒用などに焦点

3
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・
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福

大，先蛍業所

一

F18を健っだ真物実験をもとにF
テミアについても同工な研究を行

所、中部慰力く株）・浜岡原子力葛鰹所、三菱商事（株）、（口塞興業く株）、関西蹴力（株）・美浜発電所）、

醸立プラント（株）、東京芝浦霞気（株）・原許力本部、三菱原子力エ：業（株）GE・敦賀および福島建設
所、WH。1蓬浜建設研、日本ノールオール（株）、三和テノキ（株）
（研究施設関係）日本原野力研究所・東海・大洗・高繭各研究所、理化学研究所・大角研究所、難力
中央研究所、日本アイソトープ協会、東大工学部・凍」二力研究施設、東北大学・金属材料研究所、東
辰都立アイソトープ研究所、放射線擁学総舎研究所、聡気通日研究所、（株）東京原予力塵業研究駈、

ライオン生物実験センター
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晒和五十一隼度宋で颪七十八名︒

にっきあたっていたX線 し︑重粒子擦を用いた場合︑照射

り多くなり︑愚部以外への照射癒

懸が体表面よりも体内の患部によ

カベ

ガンマ線︑ 電 子 線 等 に よ る 従 来 の

9

1琶言舌（024032）
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@
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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、変魁所・空調設備運転保守、
施設内の補助工事並びに営繕業務、管理区域内除染および清掃、普懸区域清掃
（研究施設関係）PI放射線取扱実験室設計コンサルタノト、施設の改造・解体、廃棄施設整備、機
器の除染、各種廃砿物の処理、ブイルターの交換、空闘線量率・表藤汚染率分布測定、窒調設備運転
保守、管理課域内除染および清掃、薄塗日域清掃、浄水管理
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（発寒所関係）日本原子力発羅（株）・敦賀および東海発㌔麗所、東京魁力（株）・福島原子力発電所、中

議瀧
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16

F．＼

㎜

放射線抵抗性のガン細胞という

12

員

輔一

（2）

第876号
（第三種郵便物認買D

晶

子

昭和52年5月19巳

〔原子力関連営業種露〕

圃堰力（株）・畠根猿子力発電所、九州撃力（株〉・玄海原子力発躍訴、四国耀力（株）・便方原子力発竃

聞

産

力

原

すか増殖炉

影
るとして︑予算を大幅に酬減す
同政策の基礎をゆさぶることにも

ることに反対︑十一磁︑LMFB
なりかねない︒下院本会議がこの
院がC紀BK計醐にどのように対

R予籏︑CRBR予算ともエネ復
ル活案を認めるかどうか︑また上
応するかが大いに疫蔑されるとこ

源委堤会の原子力小委員会委澱長

ろだが︑上院エネルギー︒天然資

ギー教露発表前に撰出されたカー

で引きあげることを決定︑これを

ター第一次予撰修薫案のレベルま
よってもたらされたものである︒
うけた科学技術委羅馬も同礒︑大
チャーチ議畳はこのほど︑カータ

この結果︑カーター政権の七八繊

て︑濁処理と増殖炉の開発は続

ー大統籏の原子力政策を批判し

度LMFBR苧算案は照億八壬一差でこれを終決した︒
百万メ︑うちC8BP地関係は灘千 カーター大統頷が打ち出した新

〜

畠・建設を行なっております。

けるべきだ扁と述べており︑カー

ラントは一九七〇無から七六年に

プラントが建設され︑これらのプ

わたり九〇％以上の稼働率を示し

れた︒とくに核燃料サイクルに関

トニウム︒リサイクルを含むもの

するセッションでは︑それがプル

た︒テストの結累では︑年間数欝

万分離作業単位︵SWU︶以下の

︵ザルツプルグ会議のプログラム

はカーター※政権誕生以前に定め

ということだ︒またジロー長蜜

は︑この新技術は核拡散防止の観

プラントは経済的にも引き命う︑

点からも己れていることを強調し

られ︑多くの論文は米新政策決定

め︑再処理︑プルトニウム利扇の

前にまとめられた︶であったた

問題できわだった対立がみられ

レンジメントができず︑臨界猛爆

た︒すなわち︑カスケードのリア

飛

た︒米圏は薪政策が出されてから

は新方式によるウラン灘総に来

になるというもの︒フランス政府

を生産するには三十無かかること

この方式で核兵器級遠写縮ウラン

上の問題から高濃縮はできない︒

論文を大福に膨正し︑使稽済み燃

ニウムの分離︑利弊をひっこめて

料の畏期貯蔵を打ち出し︑プルト

いる︒

し︑国際的な協力を符う胴悪があ

核燃料サイクル上の技術颪で注

た新濃縮技術︒フランス原子力庁

冒されだのは︑フランスが発表し

は明らかにされなかったが︑この

種の化学的プロセスであ

︵CEA︶のジロー長官は︑新方
るとしている︒技術的内容の詳細
式は

て︑各国の参纐蓄︑報道陣の関心

発表は前竃伝がきいたこともあっ

を集めた︒しかしβ本の関係蕎か

り︑エネルギー消蟹︑在来技術の

らは︑すでにわが囮で研究されて

利胴︑小規模プラントへの適応性

の方式が考え出されたのは一九六

などの面で薄れていると述べ︑こ

ないかという闘もきかれ︑またそ

八琿︑以来CEAが研究を続けている化学プロセスと同じものでは
きたことを明らかにした︒一九

た︒

の経鍔性を疑闘毒するむきもあっ
ラントが建設され︑これによって

七〇館に小規模なパイロット・プ

伊にFBR用

ス

タービンニ基の発注を内示した︒

欝IRエグループ︶に六二万KW

イタリアは出費しているにもかか

一

r力発電所の放射性廃棄物

しい原子力政策の翼体粟が委員会

ター政権が提出した蹟子力予舞案

同に強く反発した︒西独研究捜
術雀のシュミットキュースタ⁝
氏が米政策のいかんにかかわら
ず︑﹁西独は現在のエネルギー政
策を変更しない﹂と強調した際︑
会場にわき起こった拍手の大きさ

いた︒

が︑この雰囲気を如実に表わして

に二つのより大型のパイロット・

技術的薪能性が実証された◎さら

ン

務を魚うことになる︒これらの描

ハウ輸入国に照編絹に転用しない ラン濃縮︑萬処理︑艶水製造など

わらず発注を受けないことに強い

先にした源子カプラントの1没

三首万がにまで落ち込んだ︒

はその政策ともからんで上院でも

は玉器黛︑糧至当に相対的危険に

各顧の技術セッションでも米国

ラ

躍はセンシティブ・アイテムのウ

の技術思為にも適応される︒これ

佼用済核燃料再処理L場源

段階とはいえ議会の抵抗を受けた
のはこれが初めて︒しかも︑その

周されなければならない一の三原

応じて盤みをつけた︵隻殖腺O・

の新政策をめぐる論議がくり返さ

フ

タービン発注

施設輸出国グループの豊岡に基づ

という行文の保駈を取り付ける方

で一部満足をえたわけだ︒

不渦を表明していたが︑この内示

ない、安全：と環境保全を最優

この華算案の審議は︑まず下院
科学技術委員会の化石・原子力エ

論議を呼びそうだ︒

ネルギー研究開発小委員会で行わ

高速増殖炉実用化婬

対象がカーター新政策の冨董とも

均一被曝および部分的被曝の危険

効果の出現には許餐墨が旛在しな

則を墓礎とした︒

など︶︒これによって入体全体に

は今後は原子力施設を国際原子力

クレイ・マルビルで商馬蕩速堰殖

機関︵IAEA︶の国際査察の下 ︻パリ松本駐在齪目フランスの
におき︑盗雌に対する施設の厳璽

物理的防護措
置など要求へ
ス

炉︵菖二十万KW︶を建設申のN
イ

な俣護を実施し︑サボタ⁝ジュに

ス

ERSA︵EDF五一％︑ENE

きスイスの原子力施設およびノー

に当って一CRPは①放射線による︒︵バ誠年勧告ではそれぞれ十

も五ミリシーベルトに達した堀合

には第三国に通報できない︒

らの技術摘報はスイスの軸距なし

棄物処理システムの開発を行

あ力分野においても求められ、

愕勢齎一億五千万ドルに
に足を踏み入れる必要はないとして

委員長らは︑増殖炉とりわけCR 期 にかかわるものであるため︑

れていたが︑難燃委のフラワ1ズ いうべき

BR聞題は慎墾に検討すべきであ 今後のなりゆきいかんによっては

た会議の模様から室なものをひろ

米麟の新政策と核燃料サイクル

うと一⁝︒

評懸計画は︑欝頭のセッシ灘ンに
登壇したフライエネルギー研究開

えられたが︑各圏はエネルギー政

年次窟代理によって各国代衷に伝

の均等性の康則に塁く応答羅の制

ト︵五レム︶︒部分的被騰の場盒

被曝の日曝無闇○・○駁シーベル

れるべきだとした︒議た放射線に

いという仮説に立ってケースごと

羅は次の通り︒

ム︶の被曝を引き起すリスクを排

おいてO・〇五シーベルト︵五レ

に守られなければならない︒

除できる︒①と②の許容羅は岡時

①葬属発的効果
に対する絶対的な

二︑一般住罠

防謹は一年闘の放
射線被曖量が水鵡

L⁝

三％︑SBKエハ％︶はこの
う︒また輸入国は原子力施設を第

対しても籔戒紘制確立の鍍務を襲

てはならない︒部分的被曝の場舎

五レムと七十五レムだった︶

針を明らかにした︒スイスの原子

してきました。それら技術は原

︑燕

@難

鐵灘

響磯騰灘︑・灘
巽診

︻パリ松本避難翻日スイスは核

原子力産業の発展に貢献する
拡散防止条約を批准したが︑嗣条

ﾓに再輸出した場倉にもこの義 ほどイタリアのアンサルド社︵国

には従業員同様に寡黙窮︑綬織の

約の精神に従ってこのほど原子力
・五シートベルト︵五〇レム︶以

と発生することが判明しているの

る被曝はそのリスクに比較し利釜

力エンジニアリングを灘入する国

開発においても各種放射牲廃

米下院科学技術婁隅会は十一蟹力ータ⁝大統領が二園にわたって削減した一九七八会計年慶の高逓
プルトニウム時代

一三万謎の増殖炉予籔︵修正︶案を問蚕員会が六億五千六頁万が

増殖炉厳罰予磯目を同額修正した︒これは
カーター大統讃が編成した鰯億八千
に引きあげることを決定したもの︒この結果︑三千三颪万が︵フォード予騨案では杓二億三千五颪万
が︶まで落ち込んだクリンチリバー高還魍殖炉寅舐炉計画予騨は︑一億五千万がに増額された︒今回
の蟹活餌正案が下院本会議︑上院でどのような推移をたどるかは予断を許さないが︑カーター政権の原

ルギー蔓延の発表にあわせて︑C

門ザルツブルグ会議﹂終る

仏︑新濃縮技術を発表

に控えたフォード潮大統讃によっ

子力政策に罪して識会がとった初めての反発であるだけに︑内外に大きな銀緯をまき起こしている︒

米下院科 学 技 術 婁 細 金 は ︑ カ ー

で圧縮した疑雲事案を議会に提重

び入り〃の外食会を開いたナイ欄

発局︵ERDA︶長窟代理と

RBR予算を一挙に五分置一にま

の八︑九短日にはロンドンで先逸

注圏のマトとなった︒会期なかば

て議会に送り込まれたが︑核の拡

ザルツブルグ︵オーストリア︶

散問題に深い懸念を示しつつ薪た

で二日から開かれていた国際原畢

まで大蝿にカットされたクリンチ

の付帯資料から明らかなように︑

した︒これはエネルギー教盤とそ

ター政権によって一一ギ三山万がに

月下旬︑フガード予算案のうち︑

リバー口速繕殖箋瓢炉︵CRBに登堀したカータ⁝現大統領は二

と原子力平和利用闇題が大きくと

R︶の一九 七 八 会 計 年 魔 予 騨 案 を

力発電と核燃料サイクルに関する

策上︑原子力は不買欠であるとの

圏首脳会議が開かれ︑核拡散防止
力機関︵IAEA︶主催の﹁原争

態度を示し︑資源の有効利用とい

羅拡散につながる可能性のあるプ

ツブルグ会議は終始この闘題を底

りあげられたこともあって︑ザル

①原子力エネルギー利用は︑核兵

国際禽議﹂は十三臼︑二週置にわ

に手鐘した修正躍を握出︑この中

たる発表と討論の購をおろした︒

ャルを高く膵価︑再処理や高速壇
殖炉の必要性を強調して︑核拡敵

﹁ザルツブルグ会議参撫欧州原子

う颪からプルトニウムのポテンシ

炉中心で逸める②したがって来島

約二露が醐減し六億五千六蕩万が

米国のカーター新政権が打ち出し
た原子力政策が国際的な場に持ち

防止の旗印のもとにこれらを礫縮

に必要など︶が立証されなければ

限を勧告する︒基礎許容騒は〜定
︵理想鐵の概念︶③医療について

月に採択しだ放射線被曝からの人
よる多数の成果が瑳肺の研究︑不

分科会に別れ連出

住民の鍛大許容被曝線磁は登口へ

︵sV︶︵一シーベルト裡百レの増一被曝の場食五ミリシーベル

カーター政策をめぐ9騙議沸騰した会場

下であれば保証されるものと認め

された科学的 な デ ー タ ︑ 放 射 線 防

でこういった許容籔を絶対に守

た︒

のリスクと岡水準になるよう警め

許容雛について人体金蘭の被縢難

護技師の判断の独立性︑国際的な

②偶発的効桑のリスクを受入れら
体への

の方が大きいということ︵例えば

れる水準に抑えるため︑

冶療のため必要︑原子力発電運転

この立標達成のため辞天々策定

ある︒

ないし延娚しよう缶する※麟の方

席した潤本原予算産業会議の国分
郁男︑水上利正爾団蟹が伝えてき

力視察団﹂に撫わって岡会議に出

初舞台躍ともなったこ

のとこれに対する各国の出方が

の禽議では︑米国の新政策そのも
る③CR B R の 建 設 は 瑚 隈 を 定 め

込まれる

流として展開されたといえよう︒

でLMFBR予鱗はフォ著ド察ル
をトニウム利用を極力避けて軽水

一鳳五千万がにまで優活させる修 とくにエネルギー関係予算を大纒
箆璽を二十五対十二で可決した︒
一週︑米エネルギー研究聞発局
がまとめあげた七八銀度の液体金

万がに引き下げられた︒さらにカ
ず延期する︑とのカーター政策に

イプ︑燃料を使うものにふりむけ

象とされたのはCRBR計画︑約
料とする属速贈殖騨から︑他のタ

したQここでカットの大きな対 の増懸炉計画はプルトニウムを燃
属高遼増殖炉︵LMFBR︶開と発
予算は川沿五千五百万が︑うち二

ることを予定したものだった︒こ
ーター大統籏は四月二十賑︑エネ

億三千五船 脚 が を C R B R に あて
八千五颪万ザ削減されて一億五弔
の予鱗蜜は一月中旬︑退陣を目近

る水心に抑える︵避伝学的影響お

にとどめられなければならない

ならない②被曝騒は必要鍛小限度

︸認鷺＝需﹁三篭三＝一一5一一＝藁四三＝三一︸凌乱一ξ曇一三三＝禰柵下盟吉開三一一ξ三﹇一需嫡二忌一三瓢二

た︒続いて議長のジャメ博士は放

の一部が一兇偶然にかかる障審の

よび鹿野病やがんのように被曝暫

藁三一篇讐榊＝︸一一＝騨＝讐隔一日一三輔＝ヨ︸榊開門ξ嚇一一三巴ヨ湘乱富一一三扁一一三⁝一一一蚤三鱒誉一一脚一士陶輔三一．隔一三ξ一日帰一一覧︻一一三扁三一皿鴛＝琶

︻パリ松本 駐 在 簸 ︼ パ リ で こ の
射線分野ほど完ぺきな布陣の科学

分野はないとし︑熱・化学︑生物
︵A工RP︶第四團大会︵四月 二

ほど開かれた磯際放呼線防護協会

に答えている︒工CRPは偶発的は各人に委員会勧告の許容騒が適

影響を抑える︶という二つの要項

学・三一学など他の部門でさらに

防護婁麟会︵王CRP︶が本年一 正確な眠込んだ研究開発が進めら

十四日工二十日︶では國際放射線

体︑子孫︑獣 類 の 保 謹 を 傑 証 す る

会含が開かれたが︑臼本からも論

二三︑乳房○︒一五︑骨○︒〇三
スクの限界を推定した︒この限界

に被曝蟹・効果の臨線的関係でリ

被曝許容量で新勧告

線の平租利用 が 人 類 の 発 展 に 論 難

文十件が発表された︒王CRPと住民については毎爲のリスクの

一︑従業員

斬勧儀による放射線被曝の許餐

の応用︑環境保全対策など多数の
部門の研究開発に

純物や汚染物質の追跡︑遠隔操作

貢鰍していると述

年のもの︶を発繁し注臼された︒

大会の開会式ではフランスのモノ

漏しい勧告︵環行勧告は一九六五

リ工業・商業相が歓迎の辞を述
べた︒

するよう偶報 交 換 と 国 際 協 力 で 成

体については○︒三シーベルト

国際放射線防護委が発表

果をあげることを望むと強調し

の薪勧告は⑤非偶発的効累が現わ

穴会は二十五の

べ︑大会が放射線による危険から
人体と環境を守り︑原子力と放射

た︒また原子力反対運動について

とか臼内症は一定の許餐羅をこす

れることをすべて予防する︵紅斑

を職業別に認められているリスク

は放射線防護︑その方法︑一部原

一部の許容調度内に引下げたので ム︶その他人体絹繊についてはQ ト︵○・五レム︶でこの羅をこえ

則の儲頼性をも攻撃したが︑累横

。。．、凝縮野難＼

る︶②偶発的効累によって人体お

豊富な経験とノウハウを彪臥

襲

よび社会が受ける隔害を受入られ

を残していま丸

鋤
。藩…錐

心剣
ト』

懲付けに放射線防護の観点からの

ラントの獄司」・建設を手がけ

輔，

・

ご服羅錘

T…三L東京279略441（大代荻）

は、約牛撤紀にわたり石油精

（田II名・日本揮発，由株式会社）
東京都干代磯区大手町2畷樋〈瓢大手町ヒル＞

処理装響など、数多くの実績

⑬日揮株式會社鰍灘・

聴・看油化学をはじめ各種プ
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高

晶

﹁ニュークリア・インフォ﹂

﹁エネ政早期確 立 を ﹂
ための許認可手続きの改蕾や﹁液

設の拡張︑不必要な遅延をなくす

体金属高速貨殖炉の︵﹂MFBR
開発の継続﹂を要求している︒L

である﹂と同幹部会は考重てい

ルギー需要を満だずだめに不眠欠

全国知事会が要請
ている︒わが国のエネルギー間己

タイミングが非常に大切だと考え

米国は︑何らかの改藩策を講じ
ない隈り︑一九七七一八五黛の間

MFBRは︑﹁米国の長期的エネ
三月初めワシントンで開催され

シーブルック
原発で請願

る︒

た全国知事会の冬期会議で公表さ

関係の闇で難しい選択や苦しい一

解決に魔術はない︒競均する利害

へ

﹁早期開発﹂を含めてエネルギ⁝

れたメッセージは︑原子力資源の

ネバダ州のマイク・オキャラガ

隅題についての対策を鷹ちに決め引きをしなければならない﹂
ることを強く要求した︒

＋万人が羅名
ニュー・ハンプシャー州のシー

知薯会採択決議は︑議会に対しン知事は︑エネルギー政策の支障

ブルック原子力発電所の推進派は

に地域的な電力不建を経験するだ

電力事情はさらに悪いと予想され

火力発電所が遡転を壁塗すると予

多くが遅れると蓄られるえという

ップし強制的にエネルギー節約を

当︶と一万三千八百万KWの石炭ている発亀所の建設をスピードア

︵百万KWの発鱈所乃士ハ基に相力不足を緩和する方法は・遅延し

現在と八五無の間に発生する電

ろう︒これは︑M工TRE社が最
ている︒同調蛮は︑八五年までに ことである︒

の結論である︒

近ERDAのために完成した分析
九千パ膏万KWの原子力発罐所
門電力鶏要一と題するこの調査

の全国電力傷頼性審議会︵NER想している︒しかし︑この供給力実行させることであると同調査は

は︑電力の﹁大幅な不足﹂が米国

と予想している︒すなわち全国が

警告している︒遮邦エネルギー庁

ているより余裕のある方が安くつ

C︶の地域の三分の二に発生する の堰加予想は﹁楽観的過ぎる扁と述べている︒発電容鐙は︑不足し

は電力会社が八五庫までに運転をすると同調蚕は指摘している︒

討しているが︑現在までの調査で

一鱒一一一一甲

鼻：η鞠冒騨甲

一

のである︒新しい条件は︑安全保

づくのを防ぐことを目的としたも

りテロリストが原子力発電駈に近

唄員を含む内部の者の手引きによ

部からの暴力による攻撃濠たは鞠

この新しい規則は︑霊として外

要があると述べている︒

分が安全保陣の一部を変更する必

氏は︑愚心稼働中の発躍所の大部

C原子炉規制局長ベン・ラッシェ

続きの変萸を要求している︒NR

の繕員︑警備装置の追加︑安金手

一一＝一一

石油とガスの消費壁の削減に寄与

おり︑その申の六地域で不足が発

九つのNERC地域に分けられて
は︑現在M工TR8のデータを検くのである︒発露施設の余剰は︑
生すると予想している︒

ρ一一＝一一︐一

MITREの調資では︑短期
開の
始すると予定している発電駈の
︐需一階哺一輔

電所は窒息﹂という表題で第一面
に認事を記せた︒

闘の米国の石油輸入羅は総購要二

脚コ＝＝二二一二＝＝一﹁需＝＝＝冊一謄三二二二＝一一篇＝＝＝一＝一＝一＝＝需一二一＝篇一＝＝幽＝＝寓一轄隔幽二一一﹁

の五〇％を超えた︒この週の総需
要歴は︑︸日当たり平均千九百七
十万疹であったが︑輸入撮は九百
九十万疹であっだQ

月中旬NRCが採焦した規則によている︒来国内の原子炉に対する

たものであるとうッシエ氏は欝っ

障を強化するために自然に出て来

という︒

脅迫の件数が急饗したことはない

原子力発醗所の蜜全保陣は︑二

って強化される見通しである︒こ

Oコネチカット州とマサチュー 的な核燃料サイクルに関する舗要

で巨大なコンクリートの壁に追突

せて︑毎時十マイルのスピード

れをトラクター・トレーラーに載

このような︑﹁供総を中心とし

いる︒その主な例をあげると次の

た醒力会社もあったことを示して

を原子力発萱所からの糞力で賄っ

％︑一一月には三一・四％を原子力

るが︑一月には霞力需要の一〜二

ルスキi氏は諮いている︒﹁こ 験を続ける予定である︒

鉛ガラスで放射線をシャットアウト〃

は米原子力廉築会議︵AIF︶
が︑パブリック・アフェアーズ
・アンド・インフォーメーショ
ン・プログラムの一環として︑

原子力に関する驚報を収藥︑分
析︑騨価し︑その結果にもとづ

ョンとパブリック・アクセプタ

いて︑全国的な談ミュニケーシ

ンスの輪をひろげるために発行
しているものです︒この惰報に

て﹁環境と社会経済面への影翻をとなる地城の利審をかたづけるよ
噂一一筥一轄冒

シーブルック論争は︑報道機関

いて再検討し︑EPAが同敷地で・ポストは︑二月二十日に﹁手続

の築垣を集めている︒ワシントン

を求める請勲憲に十万三千人以上

EPAが冷却システム論象に決

きのためにシーブルック原子力発

冷却塔を要求する場食は他の敷地

ニュー・ハンプシャー州の総入口 についてのコスト・ベネフィット

の署嶺を集めた︒霧舷護総数は︑

に対してシーブルックの敷地での

︾ 一●冒一

十分配慮をしだ上で︑化石燃料とう各知事に要求しだ︒同鄭票は︑
同発鷺所の冷却システムについて

一一山
噌冨騨響一顧冊

﹁自分の州の石趨﹂と﹁自分の州

た︒

着をつけるまでNRCは建設許可

調糞をするよう指示した︒

発表された聖明の中にある原子力

同庁の儒給予測によると︑一

要の四六％であるが︑その後アラ

の規則は︑懸備員や武装警傭職員

九七七鋸上半期の輸入璽は国内需

スカのパイプラインを通して石油

ながらこの輸入比率は多少低下す

えている︒

すべて崩壊してしまう﹂と付け加

して用心深く確保してきたものが

禁止条約および核不拡散条約を通

れを間違えると︑これまで核実験

が入ってくるようになると一時的

核防に燃料積
極供給策を﹂
米原産理事幾等

ントでみたすことを他の国に傑証

を供給国の領域内にある大型プラ

ERDAは︑使用済み燃料の輸

セッツ州西部では︑一月の電力講

た積動的政策﹂の方が︑﹁制約の

O中西部のコモンウエルス・エ 約しだと捲定されている︒

シン州の半分の地域の電力需要の

ー源は︑将来麗要な役劉を渠たす

従って︑安全性に関する議論は

層鼻v

渉詠

O謂

◎カタロク及ひ資糧達絡預き次第お蹴り致します。

は︑原子力をめぐる月間の鋤き
がたんねんにまとめられていま
ず︒

原子力資源の簸も効率的な開発を

の州の放射性廃棄物﹂は話題にな

環境保護庁︵KPA︶の累期決断冷却塔の利罵を禁止したことにつ

する﹂ことを要齢している︒報道

保誕する有効な政策を直ちに確立の石炭﹂については謡すが︑﹁他

一致した意見は︑環境保護が一時

機関が報溢している通り︑会議のらないことに不満の懲を表明し

の一〇％を超えている︒この署名
運動はトムソン知嚢も支持してい
る︒この講願書は︑ワシントンに

発霞開発計噸をスピード・アップ

の議員に手護されるQ

AFL⁝C10幹部会は︑カい
ーるニュー・ハンプシャー州選出

原発促進を要求

鑑してもエネルギ商題への対米労働総同盟が
策を盧ちにたてる必要があるとい

うことであっだ・
ワシントン︒ポスト紙のロウ・
早憲に磐やす必要があるというの

キャノンは︑﹁エネルギー生産をター政権に対して二月二十五日に

が支配的ムード﹂と譲いている︒

シ⁝ブルック発電所は整地作業し

を取消すという決定をしたので︑

か出来ないことになっている︒N

ワシントンのジャクソン上院議するよう要求した︒﹁環境を保護
員は︑議会に新しい精神が起こつ

し︑厳しい安全性と健康に関する

ていると知累らに語った︒﹁ワシ塞準を守りつつ石炭火力と原子力

RCは︑原子力安全・許斑控訴会

発電の開発を促進するだめのあら

違邦エネルギー庁によると︑二

るはずという︒

心が原子力を抑えている霊な要雛
ですね︒長期的には︑すなわち鋭い

﹁御承知の通り︑

原子力というと大抵の人は︑原子

バ！グマン

変なエネルギー不足を解消するの

うになるとお考えになりますか﹂

将来は原子力に次第に依存するよ

されており︑この冬には米国の大

原子力安全許回議︵ASLB︶
月十二日から同十八日までの一週

という決定を支持した︒國会議は

ントン界隈や議会のムードは︑工

同幹部会は︑またウラン濃縮施

明は述べている︒

議︵ASLAB︶が許可を取消す

たてなければならないということ

ネルギーについて何らかの対策をゆる努力をすべきである﹂と周声

である︒政界にいるわれわれは︑

原子力︑厳冬の

炉が爆満しないということを知ら
﹁ジュール

A工F理事長カール・ウォルス
燃料輸送キャス
国際安全保書誌︻九七七年冬期暑

キ！氏は︑ハーバード大学出版の

に︑米国の核拡敵の防止という際

﹁逮い将来のこと

ないで原峯爆弾のことを考えるの

トム・ジャリエル

です︒過去には︑小さな問題が幾

はよくわかりません︒しかし︑今

クの事故実験
後二十駕ぐらいは︑原子力に大き

的を達成するためには︑原子力供

ることを実証するために︑鰻近そ

送に使う輸送キャスクが安全であ

ピRDAが案施
く依存せざるを得ないでしょう﹂

クルに関する翻要をみたしてやる

璽の五〇・五％を原子力が供給

給国が他の国の△m三三な燃料サイ

発電藤から供給したと報告してい

必要があると醤いている︒﹁禽理

バーグマン

に大きな役割を聚たしました一

さん︑原子力エネルギーの走筆率

米国を暖める

つかありましたが︑大部分は解決

﹁それでは︑恐怖

されています﹂

六十四基あり︑露力の約九％を供

してエネルギー聞題の解決にもっ

給しています︒現在︑建設工事申︑

る︒

窩要の二九・九％︑二月には一三

ューク露点会社は︑一月には電力

O大きな被審を受けた南部のデ

通りである︒

は非常に高いですね︒来国は︑どう

たが︑エネルギー問題は残ってい

でも役割再認識

電力会社の調査

三月匹日夕方に放映されたAB ップを埋めざるを繹ません︒現葎

る﹂では厳しい冬に原争力発電所

計画中のものも多数あります︒し

CのTV特別番組﹁冬は過ぎ去っ※国には稼働中の原子力発電所が

の果たした役割がテーマであっ

かし︑巖近まで予定されていた原

ジャリエル

た︒この番組は︑エネルギー危機

子力開発は︑環境上の障霧︑規制

と原子力を利用しないのですか﹂

を総合的に検討したものであった

・三％を原子力発電駈に依存して

歴史上かつてない厳しい冬を経

は表面にかすり鵬を負っただけで

全に破壌されたが︑キャスク自依

⁝・トレーラーは衝緊のために完
工場を自ら建設する当鬼が少なく

させる実験を実施した︒トラクタ
した役割の大きかったことが︑米

験した米国で︑原子力発電の聚た

Oウィスコンシン・ミシガン電

することにより︑規模が小さく経
この厳しい冬まで︑原底力発電

ジソン社のサービス地域であるシ

あった︒この試験は︑現在運輸省

うち一月は四五・三％︑二月は四

る︒

済的魅力のない蕩処理および濃縮
がどれだけ貸与しているか知りま

国原子力産業会議の電力会社に関

なるだろう﹂と周氏は述べてい

し︑颪八十三万ゆの石繍消費を節

か否かという点であった︒この特

ギーを供給する能力を持っている

せんでした︒ニュー・イングラン

ィスコンシン躍力は︑ウィスコン

力会祉およびその親会社であるウ

いだ︒

別番組は︑あらゆる形態のエネル

は︑一月の供給翼翼の四七・一％

カゴ市およびイリノイ州北部で

ネブラスカ公共電力周は︑岡州の

が原子力発電によるものである︒

について更に厳しい条件下での実

ERDAは核燃料輸送罵キャスク

会︑連邦・州政府︑マス瓢ミな

ありまずが︑原子力は観実に利用

ものより厳しいものであったが︑

的簗忘している地域では︑配選地

多い全面否定的な政策﹂より成功

又はNRCの規則が要求している
ィの霜力の三Q％強は︑原子力に 域の露力露要の三〇％から五〇％

三・七％を原子力箔置によって供

びウェストチェスター・カウンテ

する調査で明らかになった︒この

門風力︑

約半分の地域に霞力を供給してい

する可能性が遥かに大きいとウォ
でしょう︒しかし︑現在および近

よるものです︒

給したと報告している︒

い将来は︑原子力発電がそのギャ

地熱およびその他各種のエネルギ

ジュール・バーグマン

所からですQニューヨーク布およ 調査糖果は︑原子力発電所が比較

スロー・ダウンしてきています︒

一

ドの霞力の三二％は︑原子力発電

の強化およびコストの上昇により

テロ防止対策明記

MlTRE調査が指摘
連邦エネルギー庁

ギーを検討していたが︑原子力に

の問題と米国は将来十分なエネル

NRCが新規則

77〜85年全国的に

入が50％超す

関する部分は次の通りである︒

が︑中心は最近のエネルギー不足

原発の警備強化

米の電力不足
米国の石油輸

どからも注自されていますり

GIDs【Dヒ

臼本欝気硝子㈱総代理店

IL華。八〔を［

㈱岡部製作所蕊囎暦鼎幾年詔

、藩》1以

晶

力

原

かがえます︒この蟹澱は発行以

編させかねないという案構もう

や累朴な不安を撚った方向へ増

粟の原手力に対ずる純粋な疑問

解や不正確な簿報が壇離し︑大

鋭化ずるにつれて︑一方的な見

原苧力開発への批判や反対が先

ンフォ﹂を発行した背燈には︑

A−Fが﹁ニュークリア︒ イ

⑳
来︑原手力関係者のみならず議

ABC了V
が特別番組

○放射性廃棄物トラム哨艦
○クローBox近へい用
○放射線廃棄物貯蔵庫
○ホノトラボ
○放射性廃棄物運搬絹フォークリフト ○タービン察覗き窓
○サンプリングフード
○その他

は

をLO等

・冠、叉／

（日本親試硝子製）

勤勉職難

断面図

放尉線廃棄物ドラム闇闇覗窓

放射線廃棄物貯蔵慮覗窓

爾
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第876号
（第三種郵便物認可）

畠
子

昭和52年5月19巳

聞

業
産

減容 魁 理 に 新 機 軸
@十年分の貯蔵容量確保へ
日本原子力発躍会社が敦駕発熱所のタ⁝ビン建屋に隣接する区城に建設していた新葉語物処理設備
がほぼでき上り︑使用蔚検憲を経て︑今月末にも竣工の冤濫しとなった︒同設備は昭和四十九年八月
の建三半工以来︑二三十か月で完成にこぎつけたもので︑建設蟹は約九十億円︒廃液処理璽求の多い
蒸発濃縮器など既存設傭を憩強したほか︑①罐磁が過器と超演過設備を組み愈わせた機器ドレンフィ
ルタ⁝②アスファルト瞳化設備③雑圃倣焼却姫④制御棒など爾放射性継体廃棄物を貯蔵するサイトバ
ンカー︵賠蔵プール︶を新設︑固体廃棄物の容積を従来の五分の︸程獲に減らし︑ドラム缶五千水︑
十年分の廃藁物を貯藏できる体制を整えた︒これだけの減容・貯藏設備を備えたのは世界でも初めて

主な国際会議

融禽︑環境科学などエネルギー間

▽長期エネルギー洪給計画金議

題全般を討議︒

米原子力主業会食密催︑六月†

▽最近の熱中性子炉問題来原

四欝︑サンバレー︒討議課題は原

▽原子力発電藤の傷頼性シンポ

月†欝一同†四日︑ウィーンQ

子力学会空催︑七月三ヤ日i八月 ジウム 國際原子力機閲主催︑ヤ

十〜月二十七鎖一

▽米原子力産業会議・米原子力

▽エネルギー戦略金議米エネ

†二月二顕︑サンフランシスコ︒

学会愈醐会議

ンド・米・欧州の三原子力学象共

ルギー研究開発周︒マイアミ大学

▽低温核熱利用会議フィンラ

モ炉の禦故防止や安金性など︒

速炉計画を中心テーマに︑太陽熱

催︑八月二＋一日一言瓢†四臼︑

共催︑†二月五田⁝二七磯︒高速

6月から稔月まで

蹴界各地で開かれる鷹欝金議は
エネルギーや核融禽など実霜露の

オータンエミ︒大型多霞的炉や小

九瞬i同二十二割引デンバー︒高

数多く︑原子力関係でも六月以降

型器用炉による襲撃三百渡までの

▽原子力発鴬の儒頼性と危険性

熱風力︑水力︑潮力など各種エネ

増懸炉のほか核融禽︑太陽熱︑地

▽原子力船の安全監シンポジウ

ルギー源を総銘する︒

ム 国際原子力機閲・OECD原

磧︑ハンブルグ︒原子力船寄港に

子力機関共催︑†二月五賦i同九

1同ニや九霞︒原芋再論極悪題が 伴う各国の法制上の尺長を討議︒

ス原子力協会共催︑九月二十六日

中心テーマ・

りつけ︑米簾子力野業会議・スイ

▽原子力発電に関する合葱のと

ンブール︒

九月†九宗一同瓢十四賑︑イスタ

▽第†回世界エネルギー会議

ための激闘題をとりあげる︒

ている︒

と電力研究所共催︑六月二†田1

の評価米エネルギー研究開発局

†四醸︑ロンドン︒ウラン

翼翼利属開発状況を概播する︒

琿内に次のような会議が計画され

▽カナダ原子力壷金無次大会

−岡一

ウラン協会孟催︑六月二†二田

▽ウラン霧給に関する薄茶会議

岡ニャ四臼︑ガドリンバーグ︒

六月五田−同属爲︑モントリオー
ル︒璽水炉を焦点にウラン探鉱や

一酵聞

六月†二

︑

蟹金など諸問題︑社会問題等も討
義︒

▽米原子力学会奪鼠

因などで討議︒

探鉱籔盆や市場に影響を及ぼす要

田i岡や七鼠︑ニュ⁝ヨーク︒核 の照要︑生産︑探査問題のほか︑
燃料サイクルや原畢炉の安盆性︑

月二十四︑二十五の雨臼︑第二種

︑．．多多

＋月完成したのを受け︑以降︑同

試験は岡二十バ日︑それぞれ仙曽

︑．多

鉱業所鉱床から採掘されたウラン

山学院六︶︑大阪︵大阪箭入︶︑

．︑多多多・
源三法の聾力的運営にしろ︑粟に

を用い流動高眼慈搭︑コールド︒

︐多多多

よる新税の設躍にしろ︑興へのな

トラップなど各段階システムの機

〜−多易多多

ノ︑蒸発濃縮購は狸原製作駈︑ア

んらかの酔客描蹟が講じられるべ

る︒受験串込み期閣は穴月十三蟹

禰岡︵九大︶の四試験地で行われ

多易多多

スファルト固化設備は仏サンゴバ

き聴期にさしかかってきているよ

能試験を進めているが︑経過は順

多髪多多

で無間千本のドラム飯発笠置が焼

ン社から撲術灘覆した荏原製作所

調で︑例えば︑フッ素ガス反応率

・多多多

却灰五十本論農に減容される︑な

雑固依焼却炉は瀬独力⁝ルスルー

うだ︒

ち

てきれいにし︑イオン交換樹脂に

どの特曲をもつ︒固体廃棄物財三

工研究莇から技術鯨入した読本碍

多多多

放射線防護など諸問題のほか︑核

より減容に主眼を躍いた廃闇物処
送りこみ︑発電所用水として再製

鷹は発電駈建屋を臨む山膜に立地

挙がそれぞれ製作を握灘した︒

この種の税金︑いわゆる﹁法定外

いが︑薗治体が独寵に税徴収する

法によるウラン一貫製錬のための

形際鉱業所で︑昨年秋からP翼C

動力炉・核燃料開発醤蝦団は人

ないーーなどの条件に反しない解

通を陥害しない③麟の政策に反し

れている現在の乾式法に比べ︑製

武システム︒米國や仏で実用化さ

で開発したウラン製錬のための湿

では転調予想以上の九九％強の麗

①受験寒露欝︵胴千円の収入印紙

から七月鰹瞬まで︒受験希霊脅は

難麟
効率をあげうることも確認できて

いるというQ岡昭業國はひきつづ 添付︶一通②一霧臨本一通③写翼

力蜜全灘放射線安全蟹理係︵干鵬

樗︶一蹴を揃え︑科学疲術庁原子

︵正面半身像︑縦一ハ讐×横四◎五

慶︑フッ素ガス供給騒など各栂設

東京都千代田区霞ケ関二了翼二番

き機能試験を繰り返しながら︑温

定のもとで骸適粂件を探ってい

上認管理係まで︒郵送塗壁の場含

付すること︒受験玉込霧の講求も

一野︶へ持参または遜留郵便で送

く︒同時に不純物除表試験にもと
りかかる計画で︑これらの成累を
パイロット・プラント︵処理能力
黛聞二百ナ規換︶の詳細設計に反

は︑送付先を記した封簡︵縦二十

百円租蜀切季添付︶を岡封ずるこ

八律︑横瓢＋穆以上の大きさで︑

映させていく調えだ︒

生成されだ六フッ化ウランは将

敦賀もノズル

と科技庁掲示板掲示により行う︒

と︒試鹸合格番の発表は窟報公告

来のウラン磯縮試験罵に︑ボンベ
話めにし保管されている︒

放射線主任者試

部にひび発見

通趨省資源エネルギー庁は十七

袈発電焼︵BWR︑出力三十五万七

りしている眠本原子力発罐会縫敦

譲︑表る三月二十九日から定検入

験8月24日から
科技庁が施行公告
科学技術庁は十閥臼︑鎖鋸度の
放射線取扱霊托者試験の施行につ

それによると︑第一種試験は八

いて公難しだ︒

になるが︑条文化に際しての微妙

らのウラン供給も再開されること

ない方武に系統変璽させる方針︒

纏り取る一方︑騰りノズルを使わ

によるものとみて︑ひびの部分を

ってから鎌止されてきたカナダか は敦賀発電勝の場禽も問様の原因
ら︑禽藤瑠項にもとづいて︑これ

な聞題もあるといわれるQ

岬懲

難

〆

︑

建

講

㍉黒毛ま

︐試

ず魂．
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遅
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スタノオ

物は焼却炉で燃やして依積を小さ
くし灰をドラム街に詰め︑不燃物

は圧縮してドラム鎌に諮めたあ
と︑藁葺庵に僚饗する⑥制御棒や
チャンネルボックスなどの固体廃

る︑という廃藁物処理プロセスを

環物はサイトバンカ⁝に保志す

経る︒

完成する新設備は︑①機器ドレ
ンフィルターは既設フィルターと
遷ってが三助材を使わずスラッジ
発生醗は五分の一に減る③アスフ
ァルト圃化はセメント圃化に比べ
固化ドラム無の発生盤が数分の一

教諭発躍 所 は 昭 和 照 十 五 年 三 月
理設備の楢強説薩を逸めてきた︒

艘縮器で濃縮廃液としたあと︑ア

興する③その他の雑罵排水は蒸発

を籔んだトラックこと移送するイ

したため︑運澱には固倣ドラム籏

といわれ︑電力関係霜の大きな関心を簗めている◎

の難業運賑開始以来︑気体放射性

醗譲は四十八鶴八月スタート︒タ

スファルト固化照臨でアスファル

に低下する③雑圃体焼却炉の新設

廃棄物の処 理 に 関 し て は 希 ガ ス ホ
ービン建麗に隣接する由陵茉喘を

トに混ぜてドラム衝につめる④炉

普通税﹂の認蒲を揚書している自

り原則的に登司することが通例と

錬工程と転換工程を分けなくてよ

︵警語場所9藁北大︶︑藁宗︵園

ールドアップ装翻の設躍により排
堀削︑整地して約五三二薫軍方耕

治省では︑地方税法上︑こうした

で経過は門非常に順調縣という︒

公宴試験を行っているが︑これ濠

なっていることから︑こうした点

い︑ウランの圓収率が高い︑運転

PNC法は岡餌野鼠が独翻疲術

にそって解読がなされるかぎり正

ッ化ウランに転換する装翻が昨庫

段階である幽フッ化ウランを六フ

働燃鱗梨鐡は︑システムの最終

ため︒

癒撮六フッ化ウランが生成できる

らイエロー・ケーキの段階を経ず

っているが︑これはウラン鉱石か

・保守が容易軽々多くの特色をも
成立という形で︑この間題に
決着がつけられる麗通しQ

穆

式に認司され︑核燃料税

第二

の税制がない②他県間との物の魔

税金制度が①課税対象に薄し同糧

動

のテスト順調

一貫製錬施設

を造成する敷地欝欝工瑠に魑手︑

茨城隈では︑現在累の財政状懸

燃

るなど瀾境保全に万全を期してき

機雛ドレンフィルターはオルが

ンクライン方式が採用された︒

導入へ

ば︑その他の原子カ所在県への波

核燃料制度が串請︑認可となれ

る核燃料欝の五％を県税として微

の検討など串講のための準備作業

各原発立地環には︑現在の鱈源
三法では梨への描麗が必ずしも十

だ新税制度のなりゆきを娘賑に麗

分でない︑との箆地から・こうし

守っている県も多いといわれ︑露

動水戻りノズルを点検した繕菓給

千KW︶の給水ノズルと制難燃駆

御棒駆動水戻りノズルにひびが兇

水ノズルには翼常はなかったが制
簸終的に条欝欝で合意に達した

行われることになりそう︒

ひび発生は︑難燃第一一号機と

つかったと定検状況を発表した︒

ら約一聯曜の予定で︑カナダのオ

段階で︑この案を両園に持ち帰

タワで腸かれる︒

交渉には日本から外務欝劇連局

り︑調印を待つことになるが︑順

日加協力協定

の担

最終的ツメへ

小林参議席ら

調にいけば︑この段階で今薙に入

島恨でも晃つかっており︑岡庁で
線で懸晃の一致をみていることか

嶺樹四名が出席︒これまで基本

悪︑原則的な了解ができたことを

を絹互了解のもとにどう成文化さ

実務レベル
欝加簾子力協力協定の改定につ

受けて︑日舶両国の瑠務レベル代

⑲紐からオタワて

いて︑これまでに墓本線でぼぼ愈

表による忍野詰め交渉が十九Bか せていくかに焦点をあてた交渉が

人阪ε11由区鰻谷仲と町20尾形ビル画。騨eO6−251−4141〒542

菖踏所

pトoneO3−710−1601〒152

本社

λ

商工美衛
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禽1∫、r1901

D∈＄酬A樋◎C（潮ST眠藍蝋

醸S蹴AY

舛

出放射能を従来の百分の︸に抑え

貯める⑤雑固体廃棄物のうち司馬

過紡やイオン交換樹脂はタンクに

新廃難物処理設傭では①作羅衣

に入っていた︒

廃棄物が隼聞約手五百本も発生︑

などの洗たく携水については濡性

核燃料税

茨城県は近く︑興内の原子力発

申請に向け準備作業急ぐ
電所で使用される核燃料に対し一

茨罐

四十九年八月から繊塵本依の建設

欝蔵魔が数隼のうちにいっぱいに
聯繋過槽を通して放射性物質をこ

だ︒一方︑闘体麗難物処理につい

なることも予想されることから︑
しとり放水隠から放水する②ポン

てもセメント圃化したドラム笛の

雑圃体の焼却灰化設鯖の採絹やセ

器の磁石で鉄分をとり︑超炉過舘

プなどからの機器掛水は躍獺郷過

物発焦蟹ですむビチューメン︵ア
のプラスチック系の湧過膜を通し

メント圃化の五分の一難腱の廃棄

スファルト︶置化への切り替えに

及は必蛮とみられ︑電源三法の蝉

の飼

定の税金を課す

力的運鴬ともからんで︑今後の原

核燃料税

設を申講ずる長腎を固め︑その準

ぐっての関心が礪まることにな

子力立地県への税謝優遇搭躍をめ

核燃料税については︑すでに福

備作業を慧ぐことになった︒

収する②課税期間は五無とするー

を急いでいる段階で︑税率︑課税

る︒

ーーなどを内容とする新税制魔を

期間などは今後に京たねばならな

井県が昨痒十囲月から①消籔され

実施しており︑今回再び茨城緊の

減窟処理に威力壱発揮するアスファルト固化設早

e

@

㈱原子力機器類・プラントの模型制作

＼

蝕騙

職総

㊥原子力PR館の企画。設計。施工

懸
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撒
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考えるための環境づくり

融

欝鞠

原子力を私たちの生活の中で

灘翫欝
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新

子
原
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第876号

聞

業

野菜の供給が翫要の一割減にな

試験がすすめられた︒日本入のな

で︑三五％混入飼料で支障なく

馬鈴鞍はかなり安硬度の高い食

うことになる︒

ると︑葡場価格は二倍になるのが

朧を抑えることができた︒

も高騰したのは昭和四十五矩で︑

通例である︒東東市場には毎月約

馬鈴著の例では華表十奪聞に最

様に四十八年は二〜三倍︑四十九

前年の収穫期の四倍であった︒岡

入ると︑馬鈴薯︑玉ネギは野粟の
のも発芽し騒的を達することがで

磐を確保していたが︑手持ちのも

ることができよう︒予想通り照射

買を防ぎ濃鼠価格の安定化をはか

バランスが崩れない限り︑思惑売

保しておくと︑極端な贔薄で舗給

悪影響の現われない麗を求め︑少

る︒添加物の場禽は︑動物舐験で

に翠黛添加物の試験法が挙げられ

食器の安全性試験といえば一般

その約再案の摂取量に相之する︒

一人当り一年に八詩程度なので︑

一万三千ゾの馬鈴薯が入荷するが 豪馬鈴薯の駕聞消費量は約函万象

プライスリーダーとして食生母に
きなかったわけである︒五十葎蕃

馬鈴薯の効果は絶大なものであっ

その三分の一塁の照射馬鈴讐を確

大きな影響を与えている︒それが

千五百ナ購入し備えた結桀︑前里

に︑基金は初めて照射馬鈴暑を五

を使用遜としている︒照射食品の

なくともその酉分の一以下の数櫨

安定基金で毎年緊急放出用の篤鈴

庫は二倍となっていた︒野菜価格

二月後半から四月にかけて︑発芽

た︒またポテトチップスなどの加

正月も過ぎて青物不疑の時期に

とそれにともなう腐敗︑また思惑
九月の価格をその窪ま︑四月まで

工業界にとっても︑原料の周黛安

険なものなのであろうか一︒今回は農林省食贔総愈研究駈費源利用研究塞長の梅田素司氏を
わずらわし食糧離州の安全問題を中心にご執筆願った︒

小菱といわずイモでも魚でも肉で

る︒誰もそれほど重視してはいな

も及ばないかったのが実情であ

会不安をひき起すことなど想嫌に

までを響慮に入れて︑いかに安全

討するというのは︑壁︑摂取形態

に存在しない︒食品の安全性を検

絶対に無霧という食品はこの世

試験をすすめてきたが︑最近は大
旨摂蚊させる必要がないというこ

昨奪シュネ⁝ブのWHOの本部

とになった︒

で︑照射食愚の安全性の評価に関

物理・管理技術演習

され今日に至っている︒

売買によって需給バランスが崩れ
維持することができた︒翌五十一

定供絵のメリットは大きかった︒

も︑調理する際には染色体異常が

かったわけである︒それでも︑昨

ことになろう︒

慰してプロトコ⁝ルが決められる

8鷺㈹

食品照射研究がナショナル・プロジェクトとして推進されはじめて約十年︒すでに照射馬鈴

市場価格が高騰する︑というのが

譲受と同様に︑藁宗甫場の価格高

生じる︒染色体異常が怖くては︑

各国および国漣機関から遺伝欝性

する国際会議が開催された︒世界

次に食品を平均獲取騒の薔倍以

かになった︒この踊から人間への

17日頃

薯が実罵化され︑端境期対策等で高い評価が定着するなど研出を博しているが︑一方では一部

た︒翌隼農林雀の補助金を夏に北
毎矩の例であった︒

水とウィスキーしか購にできない

多多ーング4垂ン多！多⁝ノ！ノー多ン多一7多！一！クク！多妻ン多グ！！4−4ウつン！垂

分な安全

余裕度もつ

に食べるかという毒段を確立する
ことにある︒砂糖︑堰︑酒なども

隼十一月の日本食晶照射研究協議

って︑放射線⁝染億体異常1学童 会の年次大会では︑後述するジュ

だろう︒しかし︑一般の主婦にと

三十名参加している︒ここで放射

添加物︑動物試験などの専門家が

線処理は加熱︑冷凝などと同醸の

上も食べることはないであろうし

かった︒もっとも︑蜜全だという

に七〜八ケ以上食べると危険とい

影響を推定すると︑玉ネギは一間

10田㈹

消費巻団体などから﹁食品照射﹂の安金性への疑問が提出されているのも等量︒照射食品は危

術までを黍がける必要があるかと
海道作並晦に照射プラントが建設

を国ですべきであるとして前認の

．

場合も基本的には添加物に準じて

いうことである︒しかし結局︑外
国のデータは参考に止めること︑
また応矯技術についても対応すべ

決定をみたのである︒この鷺累に

状・
中本の食品照射研究は昭和四十

馬鈴瑠
昨葺春も過ぎた︑社一部の消費

安全かどうかは墨の問題である︒

照射食品の研究過程では︑はか

線を試した︒放射

らずも米︑玉ネギの安全隈界が確

また動物試験でもそのような大糧

ことではニュースバリューもない

である︒

場で大いに取り上げていくつもり

管理技術

箏臼 讐田 羅臼

讐B 望事

測定技術

端境期価格
対策こ威力

二黛に原子力特定総命研究として

うせやるならすべてをわれわれの

は︑唯一の原爆被爆国として︑ど

給食から連想することは︑放射能

ネーブ会議の報告もかねて︑理化

番団依が照射馬鈴薯ボイコット運

−遺伝苧・斎形上醐分の子供1で 学研究所の松山博士が照射馬闇闇

も添加物とは

物理的処理と規定し︑安金性誠験

トと工程で行なわれることを考え

線処理が法的に管理されたプラン

認されている︒米を三五％混入し

摂取は物理的に不可能である︒今

門灘

動を始めた︒そのキャンペーンに

十分な安全盤を実証
根拠薄い照騨食品危険論

した食贔で試験を行なうことは無

ると︑必要線羅以上の線鰍で処理

た飼料で獣を飼育すると︑脂肪肝

る筈と儒じていたし︑またこのよ

だろうが︒

より魑孚する︒

れている︑といったものである︒

な︑巧妙な奮葉の連想が大きな社

うな照射食品の安全性とは無関係

トの試験区をコントロール︑罪照

る傾向をもつた蜀蟹変化である︒

7B㈱

測

定

き企業︑業界もなく︑全試験研究

ジェクトのかたちですすめられて
手でという慧気込みと︑繕来照鮒

発昆し︑いわばナショヨナルプロ

いる︒このプロジェクトの発足に
食品を世に問う場舎︑蟹民の不安
感をぬぐい図るためには完全な試

先立ち︑原子力委員会は食贔照射
研究の推逓方策を審議するために

らである︒

こうして品國の選択を行ない︑

験が必須条件との著えがあったか

一︑採択すべき磁露は生産者︑
馬鈴鞍︑玉ネギの発芽防止︑来︑

食品照射暫門郡会を設重し︑次の

消日者を禽め広く国民経済に影響
小麦の殺虫︑ソ⁝セージ︑カマボ

ように墓本鮒な考え方を決めた︒

を与えるものとする︒

あり︑許すまじ︑原子力1政府一 の安全性について特別講演を行な

が発生したため二五％で試験が行

正線蟹と國民の摂取璽の上隈を考

後の照射食品の安全性試験は︑適

コ︑ミカンのシェルフライフの延

った︒ただしこの講演会にはボイ

なわれた︒玉ネギは四％以上の混

二︑実用 化 に 必 要 な 基 礎 か ら 応

コット補体の綴庸もみられなかっ

入で溶面性貧血を超すことが明ら

意味なので・妥当な決定である︒

いわく︑馬鈴薯に照射する放射線

しかし鎖晴われわれ研究番は︑

企業となるわけである︒

たし︑また不幸にして参院選のさ

圭司

を人間があびると数疇間で死ぬ︑

なかであったため︑報通もされな

驚艦輪黙驚梅田

公立研究機関︑大学など二十以上

放射線を照射した小麦に染魯体異

いずれボイコット団体が隣生塵に

擬を採択してプロジェクトが発廻

の機麗が参頒している︒またプロ

説明を求め︑そこで十分納得され

幣までの全 て の デ ー タ ー を 藩 積 す

ジェクトを円溺に推進するために

の知らない間に単童給食にまわさ

常が生じる︑照封馬鈴轄があなだ

いずれも当り前の話で驚くこと

したわけである︒現在濠では︑麗

科学技術庁に食品照窮研究運滋会

る︒

以上の三 点 の う ち ︑ 二 に つ い て

議を設躍し︑全試験研究の調整と

三︑実用 化 の 可 能 性 の 高 い 贔 嘗

のは︑影慨すでにソ運︑黒磯︑カ

は特に慎璽 に 審 識 さ れ た ︒ と い う

はない︒放酎線はイモに照射する

的評価から考えるとこれで十分

本試験では︑緩織に変化なく︑卵

16目困

ｨ綴込み、辞細は次にご連絡ドさい

産

力

原
昭和四十七年八月に照酎食贔の

結果の評価を行なっている︒

第一馨として︑一万五千ラド以下

ナダで照射馬鈴懸が許可になって
おり︑その醗究成果をどの程慶引

易い点を挙げてみたいQ

万ラドに分けて︑各区三十匹を鼠

射︑＝刀五千ラド︑一鵜万ラド︑六

▽発芽抑制機構が覇明していな

である︒

萎多！ーン多！ーシン多多多多クノ寒寒ーン！！多4一うシンノ！多多ーンノー多ノグ多
▽放射線処理は栄嚢素を撃壌す

今奪の二月に消費蓄運盟を申心
に︑照射罵鈴著のボイコット藥禽

ること︒放射線処理は加熱処理と

いことQ学問的に発芽機構が解明 の全寿命の二鋸聞︵妊娠適期は一間

同じく物狸的処理であり︑当然加

二十四か月冒に五匹ずつ殺して十

証票目︶飼育し︑三︑六︑十二︑

のは︑科学技術庁︑農林省︑菓京

されていない現在︑照射による抑

が開催された︒出席を求められた

制機構がわからないのもいたしか

▽鼠の卵巣璽灘が減少したこ

9日㈲

圏7・4〜8画難産会議室圓25，000円

｣第1．2種志望者のため…放射線取扱技術講習会

用するか︑ ま た 実 用 化 に 際 し て の

熱．

ん白質︑でん粉の変性などの変化

熱と同様に︑ビタミンの破壊︑た

て取り上げなければならないのは

ような試験で︑安全性の問題とし

意差をもって減少していた︒この

署での飼育区の平均卵巣璽鑑が有

うち六か月忌の六万ラド照射馬鈴

以上の主要臓器を検査した︒この

都の行政部周と流通業者などで・

ても食品の加工調理が行われてい

たない︒メカエズムがわからなく

誤解生む一方的﹁反対論﹂

学問レベルで論争を

何故か障生雀とか安全性の騨門家
は外されている︒これでは答は出
初から明らかであろう︒行政担当

答は得られないだろうし︑スー

職からは安全性に関する明確な園

では︑一般に加熱変化よりはげし

も生じる︒しかし同じ目的の処理

パー︑デパート︑ポテトチップス
の業看は不買運動を恐れ照射馬鈴

次の三点である︒第一に臓器の機

薯を取扱わないと襲う筈である︒

能的な変化︑第二に臓器の縷織学

と︒国立衛試の実験では︑雌ラッ

的変化︑第三に金期間を遍してあ

ることを謡えると︑生活技術とし

ん白質などの変化が調べられてい

ミンB−︑B2︑C︑でん粉︑た
て利爾しうることがわかろう︒

くはない︒照射馬鈴署では︑ビタ

る︒馬鈴薯の食贔としての栄養学

測定演習

6日㈱

法令演習

15日㈱

日本原子力産業会議・業務課響雑誌翫智

8日㈱

放射線関係法令

5日㈲

5・・

圭器8｝髄

9。。

放射線生物学

化学演習

14照㈹

圏6・13〜望7園原産会議室［藪i22，000円

ﾈ第2種志望者のため……密封熱源取扱技術講習会

わけで人聞があびるのではない︒

融
︑懲
響さ賊毒

翌日の新闇各紙はこれを正確に報

この集会で提起された問題点の

遊したわけである︒

將ﾔ織麗麗繊麗灘謹選豪設蓬騨編羅鱗羅灘拳畿輻蠣響繊

耀騒協鵬翫瓢遷雛糖邸葵鍔蝉鋳謂礪あ▽曜躁聾▽誰種濠媛鷺騰▽鐸醗騒
うちから︑一般甫民に誤解をうけ

ｴ産主催の放射線取扱技術講習会を次により開催いたします。一流講師陣と独自のテキストにより総合知識の短期修得をめざしております。

講義内容

放射線取級主任者講習会

1旧Gゆ放射線取扱技術実翌

技術

7臼㈹

放射線物理

7月／

6馴6日㈹

6月／13騰（月〉

間

時

放射化学
管理技術

SB㈲

圏6・6〜11圖都道府県会館画27，000声

卵謠錘寛u望者のため……放射線取扱技術講習会

の照射をうけた馬鈴鞍が諮可され

織
糠繍
郷．

・疑

／ソ乳r㍉聾癩丼

喜掘灘

糠

線源工策︑流通利薦などの旛驚製

︑魁鞘灘

みソ

響

擁
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﹂力 委

麟

ら

脹

︻再処理施設からの低レベル廃液の海への放膨詳細審査﹂の絡漿について検討︑關箏業隅策定のホッ

ト試験運転計画は妥当であり︑ホット試験の鍵施は安金上隻臆がない︑と判断したもの︒醤堀は近く

海洋放出により周辺公衆が受ける

沿うもので︑まず低レベル廃液の

﹃

第二次派米決定

避︵三牽闘からの週︶中に第二次

パリで開催︑協議方針を決める③

親臨を携えてきたが︑その内容か

が福田酋相宛てカーター大続編の

く米岡側に伝える②ロンドンの七

通しに明るさがでてきたとの印象

ら来側の弩え方が前進し︑交渉冤

来簾中のプルメンソール財務長螺

か臨舞舞金議で設羅の決まった核

を受けた︑と語った︒

原識力交渉団を派遣︑日長には原

宇野科学技磁縦長窟は二十五臼

燃料評価に関する七か国原子力騨

また放射性騰液中の放慰性物幽

①東海再処理施設の運転入りは米

ったのに応えたもの︒諮掘は鷹上

会町会匿

㎞灘轟

戯

︐譲

極 東 特デ

灘輪糠

会螺大会

社−社 社4社

︶

丁且LO3（244）3727〜9

核燃糾対策特別会議

午前詑轡会見し︑①岡臼朝の核燃

門家予備金議は六月越︑九の繭澱

霞には核防条約批薩に伴う﹁國際

待て

新たに開発された人工盆成醤緑

幽夏時についても︑これまでの研

にくくなって︵跡水化︶逆にいっ

物は二酉カイリ以選︑水深五千層

宇野長窟は門低レベル放射性廃棄

技術資料、力量ロクは下記へ

子力委員をあてることを決め︑近

産︑外務の三閣罎で構成︶で︑来

料対策特鶏会議︵科学技術︑通

趣薦説明を聴取︑二十六日から審

け科技特でも岡三︑宇野長嘗から

郎委鐙長︶に付託した︒これを受

監理鶴崎︑内田秀雄東大教授︑江

外経済協力纂金聾戯︑稲簾秀三産

有沢広巳原産会長︑石原緯失海

原子力餐員余の答串を受けて︑

試験を行う︒

題田着細は近く再処理ホット試験

原子力機関との保隙描躍協定﹂締

議入りすることを決めた︒翌二十

始には繭米原子力協定に基づき米 薪聞金長︑頒藤乙三郎電饗遷貧

縮について外務委農会︵哲内禦一

藤秀雄原研理鍵︑円城寺次郎田経

長︑浦成辿動燃雲譲団書毛餐︑向

を許覇する麗込みだが︑試巡転開

坂正男エネ研理里長︑鵬麗股次郎

せん断以降のプロセスに

国の腿懲が必要となるため︑機械

を聴取︑これにより今国会に提出

叢員長︶が鳩山外絹から趣騒説賜

されていた原子力旨旨案件は二二

伝研所長︑葦鷹敬三二子機械工二
会会長︑松撰寒一章囲連エネルギ

は岡法案に麗画し︑﹁民聞再処理

十九暇の衆院ホ会議で福頒欝相

ことの二点が骨子︒

事業もできるよう規則改正を行う

正することと︑民聞による覆処理

際規翻物資便矯に関する幌則を改

纏措鷹七言へ移行するのに伴い醗

は︑わが団が新しく核防条約下保

原子炉等規制法一部改正法案

審議扱い一となる公算が強い︒

に成立は撒妙で︑いずれも羅続

立︑参院選がらみの伯坤国会だけ

とはいえ四躍件とも与野党が対

とも出揃った︒しかし︑延着含み

法等一部改正法案﹂とあわせ四件

法延長法案偏および﹁原子力基本
寛璽大犠誉教授◎

から審議が始まった﹁原船手渠団

磐船類業団理曝露︑田鵬弥太郎遺

になることも予想

ル懇談会の慧兇を参蓄にしながら

ー対策委鑓長︑宗像叢誌原研理建

み燃料搬入だけをとりあえず認め
変則終可

長期㎡威改謎に製する調糞・審譲

長︑山県昌央東大名欝教擾︑由本

を指環し︑鱒処理施設への使用済

る

r一重一 5一

詰を擢げた︒しかし各地の原子力

を一郊聞行って︑改訂融垂泣を作

︵ナトリウムシリシックマイカ︶

いることもあり間違いなく大丈失

カーター政権による理解が進んで

たん取りこんだ放射甘物鷲の門し 化性贈の調竃②凝レベル放射性廃

TELO6（252）3512

一29

1
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r王瀦工」03

田ぎ1−3烹一3

漢讃騨醗
鼠︑確認事贋などは妥嶺偏門ホッ

環境監視などの安全対策は問題な

ト試験中の放射性廃棄物の買時︑

い﹂などとして︑適切と認めた︒
動燃はホット試験を七月からお

なお︑宇野麟学技術庁長富は︑

される︒

二十四購の認蕎会冤で︑﹁搬入﹂

画︒まず使用済み燃料のうち燃焼

よそ半年にわたって実説する計

蔑が低く冷却言誤の長い原研動力

渉への配慮から第二次交渉騰出発

雛
須の灼象外と理解するが︑醸米交

は日米原子力協定

前に搬入する闘えはないと述べ︑

同階決定

で燃焼度の高い藁電導鵬第一原子

試験炉燃料︵約四・二沙︶︑次い

力発権所一号沸騰水型炉轡料︵約

誓ノ募萎

かにしだ︒

十四・匹・ジ︶︑関弄物浜二弩煙加

二つ

縫果の評価を踏まえ峻討︑﹁工程

宝

浅水型炉轍⁝凱︵約十六︒O沖︶を 六月上旬以降になる莞趨しを明ら

誓ノζ多

試験の進め方には安全性確撮に冥

一 一
5 づ 二 一 づ

縫って機器などの作動確認と性能

二

長期6一圓専門翻会は︑こうした
環状を踏まん︑昨矩答串のあった

発為所建設に対する反対運勤の激

部象や審議甲の岡委核飼料サイク

原子力蚕員会新型動力乱開発專門

原子力委員会は二十日︑原子力

化などから立地が遷萩ず︑六十奪

原子力委が専門部会設置

長期計画改定に着手

目な配懸がなされ︑工程試験項

試験計画については︑ウラン試験

原子力委は︑動燃策定のホット

ないことを罵確認した︒

ホット誠験を許可するとみられ︑七月試運転開始をめざす再処理の懸案は来岡引の同惑とりつけとい
に絞られる︒

累を評晒して樗処理樋設の安全性

政治課題

原芋力委員会は︑四十四駕爾処

は︑動燃が評価する周辺公衆被ば

を確認する③ホット試験開始後

う

る︒これより先︑四十一鎌七層︑

タリング中央評価専門部会で再チ

く至難を原子力委環境放射線モニ

理施設設躍の安金審査を終えてい

レベル廃液の海への放出に闘運す

ェックし︑安全確傑の徹廠を期

圃委三会は再処理旛設から出る低

る調査研究を国立研究機関︑茨城

する方針を決めた︒さらに原子力

被ばく線羅については︑放鷹幽幽

同国利用長期計画の改訂について

動燃署業団は二十四日︑トど⁝

は粒状の白い粉束で︑微視蜘には

究開発でジルコニウムはほぼ一〇

と思う②使用済み燃料の衛効利馬

フォスフェイト︶︑ドデカンなど

み出し﹂を防げる︒こうしてでき 液固化に関する評価⑧ガラス固化

の醗中だ﹂と述べ︑蜜金確保に配

を試験的処分対象海城に環境評纐

日本原子力事業株式会社

本社東京都港区日曜三丁自13番12暑TELO3（454）8521

ADC8K、メモリー4K
ミニコン付マルチ

す︑との方針を淀めている︒

婁は五十年二月︑ウラン試験︑ホ

擬などに俸い匹十四鎌安全審糞当

審議ずるため原子力委蝿余に﹁長

る﹂と強調︑民間の技術は水準も

のための条件はすでに整ってい

高く︑他方︑指定認可制をとるこ

とになっており︑これによって圏

一氏︵社党︶がエネルギー戦略︑

の懸視も撒けると述べた︒村上画

工業と共岡で入工舎成鑑母を便っ

〇％︑ストロンチウムは九五％閉

﹁再処理は国家規制の下に難くべ

安全確保策等々とりあげながら︑

肥新しい放射性廃惣嫁処理方法の

厨状の紅藻をもつ︒この方法だと

じこめられることがわかっだ︒

は資源小国のわが灘にとり特に露

の編機リン溶媒は︑工程搬出後は

との比較検討④放慰能放出低減化

性能、安定性、使いやすさで御好評をいただいております。

ア ム

闘A臆S−1。。。シリ＿ズ蔵：購纏：調購定シス

1、03（372）5002・8214

本田了1−31−3

のシステムが構成できます。

興などが協力して行ない︑この成

ット試験など安金性確認手続きに

寒帯の審甕は︑こうした決定に

ついて総員書決定し︑①海洋放毘
階のおよそ半分の庫間農試レム以

粟をもとに擬業開始繭に詳細審署

の詳細審萱をホット試験開始葡に
下に鎧えられ︑笈無上全く華字の

長㎡碧解部会は近く初蕪愈を開

で宇野科学捜術隠妻禽から﹁原子

成︑原子力蚤員会に報告する︒
実なすう勢︒また新型炉開発や再

部会のもとに必慶に駕しワーキン

き︑今後の殺鼠方針を協議するが

痩の厨標は大鵬に下國ることが確

処理施設建設にも計幽に遅れが出

技術獄興対策特翔委員会︵出田太

国会は五月十九警の衆院本禽議
ているほか﹁むつ﹂のつまづきで

説明を聴取︑記法璽の審議を科学

炉讐規制法一邸改正内証扁の趣旨

期溺麟専門部会﹂を設瞬すること
を淡めた︒

昭和四十七無六月一日原子力姿
員二黒定した現行の長期計劇は︑

グ︒グループを設け細那の検認を
門田秘六十奪鷹六千万KW置旧︑ 原子力聡開発の金面的な舜麹しが

六十五矩展には一億KW程慶を原 必要になるなど現状にそぐわない
面が表われている︒

開発に成功したと発表した︒

廃溶媒や廃液中の放射性物質が燭

きだ扁などと質疑︑政膨冤解を迫

駆用碕み撚糟の再処理工程でウ

動燃出業駆では︑今後この方法

のすき闇にとりこまれ︑これに特

放射性の廃溶媒や廃液として処理

た疎水化体を仮焼︑成型︑焼結す

についてQ⊃各種核種に対する低減 要な課題だーーなど諸点も強調︒

される︒放射性廃溶媒の処理にあ

を明らかにした︒

並行︑努力を璽ねていくなど蕩え

慮しながら国際的豊島づくりでも
らに研究開発を進め︑数無をメド

装躍との醸適樋門わせ︑などにさ

に実用化を図っていく方針︒

るとセラミック捧に認定化され︑

これまで悩濠されていた焼却過程

廃溶媒の容積が減るだけでなく︑

でのリン酸の発鑑も抑えられ︑焼

ているが︑この過程で分解して出

だめ対策に迫られていた︒

だっては各圃とも焼却方式をとっ

に潔いられるTBP︵トリブチル殊な試薬を加えると水がしみこみ

ランやプルトニウムを抽出するの

却炉の鷹食防止にも効粟がある︒
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郡会構俄質は次のとおり︒

石うことになるもようてある︒

国会、漂子力関連案件出揃う

響
篇
てくるリン分が焼却炉を騰食する

特

独自に開発したAEC−NIM

民間：再処狸法翻化へ

陶
子力発竃で京かなう﹂との闘課目

動燃とトピー工業が丸岡開発

行う②本格操業開始酌に試運転紬

麗漕媒︑廃液処理に期待される人工合成翼母︒粒状の粉宋︵左︶

して保管する︒

入工雲母で可能に

手1町2−2−1

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

規制法改正、審議入り

髪
に取9込み︑疎水化体にして仮焼︵中︶︑セラミック体︵右︶に

放射性廃液の低減糞
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㈱システムの信頼性と保守性を向上。
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⑫卓越したシステムの拡張性。

／
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ド

㈱すぐれた高速処理能力。
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台
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⑳マルチシステム構成を容易に実現。

、

藍
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聞

業
産

力
子

原

高盤 製 麺 着 翻 を 開 発
は三碍闇かかっていたところが︑

この薄倖材はO︒〇三耀／膨のウ
ラン溶液中のウランを五分聞でた
ちまち九五％吸滋︒吸濟されたウ

擦掘
としてウラン資源開発に新局面を開くこ

の射程距離内に躍くことができることから︑世界的に筒錨位ウラン鉱が
薪興野

採算

のベースにのせる

救世曳

になり

日

臨酬彰

﹄

︐

鵬

﹁放射線安全課㎞に 戦鼓時
代 が一︒昭和四十八・九年

忌門

に

辱

﹃8⁝

︐

辱

辱︐︐

科学技術庁原子力安全局の放射
線安全諜喪になった

三

かなひらだかひろ

平隆

冒な筈が返ってきた︒きどらな

㌦

四

⁝

⁝

い冷静な人柄が二葉の端女にに

照和三†五年大阪大学法学部

じ遺る︒

卒︑労働雀入り︒内閣審議釜︑

戦

翫

砿

⁝

翻鰹謝鞭離離⁝

握嶺︒そして四†九黛七月労働

関係を離れて︑科技庁へ︒労働

ねばり

省階代の労働纈合問題︑岡和問

題などにみせた地縫な

が︑R黒付政の改藁という

を戦いぬかせた︒

三か月程度の放射線主任蕾試

中戦後

R一基礎課程

田本原子力研究駈のラジオアイ

で研修生募集

ソトープ原子炉研修所は八月から

十月にかけラジオアイソトープ研

修基礎課程を開く計画で研修生を

詳細は岡研修所︵電話東京九四

募旨している︒

原産に入会知窃武市

煕−四三二〜三︶濠で︒

徳爵粟

猿産に入会

電話○八八六一二

佐筋徳鏑市万代町一丁醤

帯七七〇

恭儲氏

石川粟珠洲帝役所

←一一二〇

電語〇七︷ハ八八一二

︵株︶国際人術交流センター

一九〇四七

ン内敵一〇Q電話Q

面懸八

馨

雲

／

寝

㌧
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内に羅くウラン資瀕

メ5象

金

改態︒近く結論が出る︒﹁

昭和張†一奪度宋のアイソト
ープ放射線利用薯碁所は霊一千六

儀会椎

璽

額五†五か所へ︒利隅技術は医

て︑利閑側もいいお客さんに﹂い

よいよ新しい体舗のスタート︒

再建の慕盤が團まっ

学︑産業利閑など騰民生橘のあ
らゆる領域にすっかり定細した

︑

感がある︒この規制の総元締め

灘繍

﹁紛失偏など掴次ぐ

ごろがそれ︒﹁イリジウム被曝﹂

二か月の許認胃手続き事務のス

昭和†二塁生まれ︒石川県

しい︒

ピ；ドアップ化が︑この数銀署

験電籏機処理による採点︑一︑

戦

覧舞われ﹁曲がり角の放射線利

放射線安全課総勢†八人﹁

戦後派

体験蓄は私を入れて四

購規制﹂として行政の墜台働は
大きく傾いた︒

国時代

入になりましたし︒

労働省から岡課課長補佐に転
任したのはそんなさ中︒門その

旅は好きでほぼ金国行きつくし

﹁何でもほどほどにたしなむ﹂

出身︒康子夫人と一男一女︒

放射線取扱生儀薔試験の実

を横囲に照慨も︒

施︒一万人を超える受験希霊蕎

ときから趣味の碁︑将棋もサッ

パリ﹂︒対自策︑新しいR王行

︵熱出力︶の定格出力運転に必要

該

射程距離

に入って

ケタ引き
により︑さらに二万ナあまりのウ
採掘篤能範囲

政のたて盧しに没頭し︑終霞車

︵矯本造船研究協会︑七百万円︶

な余劉及応度をもつ初期炉心構成

核流体制御精機の領域です

開発の画期的な

に今薙魔から玉か薙誹睡でわが醸

動燃では︑これと愈わせ︑すで

08という纒めて低品位のウラン く刮蘭︒
鉱をも

％U308を

しており︑順調にいけばこの方法

ウラン鉱床の見置し作業に麟騙
O・〇一五％U308というの数

ことがてきるという︒

る○︒

債は︑現在の採算の限界といわれ

ランが

くると泣込んでいる︒

たという︒

て低出力試験を行ない︑核出力較

厳月下旬からおよそ五か月かげ

︵→・Y︶

が殺到︒その人気の秘密︒﹁学

をみると︑匹十七無度四十四億円

正︑炉心内流羅分布など各種の試

社︶四十八母度五十六懸円
︵十二社︶︑四十九鰯度七十五億

の大台粟せを達成

験を実旛する︒

円︵同︶︑五十無度七十八榴円

︵十

を完了したもの︒

で帰る毎聡が続いた︒

は機墨器三・五％︑測定用放射性

︵同社︶︑五十〜奪度八十六億円
︵十一社︶で︑五蕉閉でほぼ倍馨
しだ勘定︒

また受注総額では︑五十一隼慶

百億円弓場

菖五億四キ万円を記録︑初めて

﹁常陽﹂が低出

した︒

動轡覇業照は︑大洗工雛センタ

力試験に移行

▽トリウム利用技術の評価︵住友

原子力バルブ憶

そうQ動燃では︑この吸着材の開
発で︑樫めて低いウラン溶液から
も採簿に△口うウラン回収の笛能性

でウラン鉱床に硫溶液を通す鉱床

が出てきたことを受けて東濃鉱山

内浸出法を︑人形峠で掘り出され

る難積雄編抜を実施︑これらの方

きた鉱石螺積に硫酸溶液を撒布す

ながらもコスト面から放躍されて

欝欝の溶離礁を便って数十鰐／拷

赫を使って濃縮する実験をくり返

式で得られたウラン溶液を新吸魯

ランを溶離する段階においても︑

ることができることなどから︑実

という高い濃度のウラン溶液を得

内ウランニ万トン射程内に

低晶位ウラン鉱床からウランを鰯収する共岡技術圏発に取り粗んでいる勧燃難業団と三菱レー週ン

国
は二十困臼︑従来の方法に比べ数十癌皐く︑蕎いウラン濃度を得る新吸着劃の開発に成功した︑と発

低酪位ウラン鉱をも

表した︒実用化されれば︑これまでコスト睡などからムダに放顯されてきたQ・一％U30︐以下の 嗣化されれば︑O︒○︸五％U3 し︑ 実二化 への道を探ってい

聡発されつくされようとしている現在︑醐期的な

回収する新円晒樗の開発に焦点が

の試作︑選定を︑動轡が硯場試験

あてられ︑三菱レーヨンが吸着材

下げることを悪難し︑これまで兜

と評姫を握当︒このぼど藁〃〜一
︑ゾの細い緻維にイオン交換能を付 放されてきた低錨位ウラン鉱をも

欝し・従来の吸魑材に比べ数菖簡

の表面秘を拷つ高性能吸着材の開

物質取扱器興および部品二︒一％

多国間核燃料サイクルセンターの

ケースが多いようです﹂︒控え

そのたて馨しt⁝︒核種許容 生さんが資格をとるのに受ける
濃度の兇馨しや健康診欧方法の

五鐙ご千五酉万円︵二九・三％﹀

売上高内訳は︑総愈機器蕊十榴

の非線形振動解析︵襲撃︑千三頁

プルトニウム・

颪十万円︶▽イオン交換樹脂な醜

原子力工榮︑四這万円﹀︒

体での臨界点を確認・五万KW 永田町ニー︷三一八ニュージャパ
いる磁位体分離技術︵燈化威︑九

AS麟E

原子炉と同様に圧力容器として重要機器に
指定されている原子力バルブは原子力発電
の効率を左右するコンポーネントの1っで
す。単にバルブとして汎用弁と混同された
ら技術が泣きます。

とになるものと期待される︒

徳

な

受注初めて百億超す
対前二度︵十社︶比一〇・五％増

放射線計器市場五年で倍増
Bホ眠気謝測鴇工藁金︵会罠・

二千二齎万円︵三五・○％︶︑放

ユニット機器○・七％など︒

換樹脂を用いる岡位可分離技徳﹂

うほか︑論題の

動と安全性評価︵臼庵溶接協会︑

蟹︷ハ十万m口︶▽使絹済み燃糾処理

一

層

発に成功したもの︒①ウランの吸

に達する②吸蕎軍衡状態からの溶

蓉速度が速く︑短時間で吸着平衡

離速度が速く︑攻合の悪い三田液

と︑同工業宗謬潴放射線計器メー

まとめた放射線流雛統計による

射線憲用灘定器二十五偲四千四蕩

の三区分で約九四％を占め︑残り

蝉方式のいずれにも籐解できるー

社の昭和五十一輝慶売上

この置年間の売上隅田計の推移

を記録した︒

ーなどの麟期的な性能を聾してお
カー十

万円︵二九・四％︶︑モニタニ十

横河正三横河電機製作所社長︶が

り︑撹拝方式での愚論でも︑従来

轟は八十六倦四千四酉万円となり

が嬉られる③カラム充填方式︑撹

箭販されているイオン交換樹脂で

システムの評価︵野村総研︑千十
万円︶▽ウラン・プルトニウム穽

ではNP孚下の国内保障搭躍制度 評価︵石播︑千七颪万円︶▽本陣
学芸早縄の上下動を含む耐用設酎

鯛中央研究所︑四落九十万円︶▽

分離燃科サイクルの評樋︵烹菱蟹

料サイクルセンターの可能性の研

における管理ソフト技術および物

本電気協会︑二軸万円︶▽配管系

罵地震動およびその憾箸解析︵臓

緊

的防護箏段の開発を避じての傭報

究﹂などに新たに取り組み︑

管理システムの向上︑門イオン交

め︑政策︑外交の一助としてい

の課題として今年九〜十二月

をメドに阜急に結論を取りまと

急

ちとくに核燃料サイクル関係で

▽使用済み核燃料輸送容器の海中

葛能性︵三菱総研︑五蟹十万円︶

落下飴の安全性︵三井造船︑千五

八十黒円︶▽海溝土のサンプリン

千五葛七十万円︶▽放射線による

グの適正化︵鷺本分析センター︑

では︑イオン交換クロマト法を用
いた長期速続分離運転を行ない︑

く︒

高い横位体の分離︑濃縮を実証し

ーの商速実験炉﹁常陽﹂の臨騨試

このほか︑﹁核融合のトリチウ

＋月申頃までの予定で低出力試験

験を十九田までに完了︑引き続き

ム測定技術﹂では︑将来︑大容鑑

トに関する試験研究︵東芝︑千一

さる三月十穴田始まった﹁常

を行う︑と二十日発表した︒

衝万円︶▽超電轡パルスマグネッ

ペレットに闘する試験研究︵三菱

再六十万円︶▽核融ムロ燃籾アイス

障露の推定︵筑波麓仁慈︑九穏九

研究協食︑千八酉八十万円︶▽R

臼の臨界達成後︑二十七臼炉心燃

陽﹂の臨界試験では︑四月二十四

効漿と障警推定箏法︵原子力安金

十万円︶▽低レベル放射線の生物

ってきている核拡敵防止への世

トリウムなどに焦点
・23件に二億八千万円交付薩・

核融命のためのトリチウム測定狡

料一体を蕪平して六十五体とし︑

洲市上β晴北方一宇六一二

康子力工業︑千二蟹五十万円︶▽

術︵アロカ︑千二欝二十万円︶▽

制御極特性︑反憲度効累などをテ

二七⁝一二

プ協会︑千四酉万円︶▽照射食磁
の遺伝学的安全性︵食韻薬繍安全

核融点炉技術開発上の問題点の摘

スト︒五月九田からは籾期炉心の

I麿罷の技術的鍵鵬︵アイソトー

た昭和五十一奪度の成集を踏まえ

センター︑千三颪八十万円︶▽核

鐵とその検討評価︵続騰原子力学

構成作業に移り︑十穴Bから三崩 i二二二二

多国華燃料サイクル研究も
に達するトリチウムについて︑現

たうえでの機器改鍵︑性能向上試

燃料に関する翻然管理南川の管理

金︑五百万円︶▽パイ中冊子の医

体のうち五体を装荷︑十九B七十 原譜に入会 住所東鶉都千代田区

聞蝉心貯藏ラック内の炉心燃料六

市長黒瀬七郎氏住飯石川県珠

題︑安野螺境問題などを総轄的に

筏この測定技術が箏爪確立してい

験などに取り組んでいく︒以下︑

技術システム︵核物質管理セン

万円︶▽原子力船閥発の技術予測

学利賀の翼体案︵瓢大︑八函圏十

焦点をあてわが園独宙の三主技術

迪ﾔ醤六十万円︶▽膿子力機器
の簡局弾塑性疲労設製法の蜜金性

〒九

調査︑総価を行い現在のウラン利

ないことから︑とくに作業幽境籔

昭和五十瓢隼慶康子力平租利網研

システム瀾発︵天承雇傭傑陳︑九

ター︑千無十万円︶▽核物質監視

稽技術の現状︑傑瞳描認上の聞

手︒世界各国におけるトリウム利

ム﹂サイクルの可能性の評価に魑

補充するための﹁ウラン・トリウ

ラン︒プルトニウム扁サイクルを

界的聾請の高家りを背製に︑﹁ウ

評億﹂で︑昨鎌来大きく浮かび上

は︑まず門トリウム利用技術の

測扁瓢件の含計二十二件︒このう

研究委託費交付先決まる
科学技 術 庁 は 二 十 日 ︑ 昭 和 鷲 十
二年度平和利罵研究婁託覆の交付
を決め︑発表した︒継続十件︑新

八薔万円を計上︑来鷹の新原子力

規＋三件の計二士二件に二億七千

が高まる な か で ︑ ウ ラ ン ー プ ル ト

政策をめ ぐ り 核 拡 散 防 ぬ へ の 要 講

エウムの非分離財料サイクルの評
価︑トリウム利用技術の評纐につ
いての研究に駁り観み︑犀慧にそ
の結論をとりまとめていくほか︑

核物質監 視 シ ス テ ム の 開 発 ︑ 核 融

禽のため の ト リ チ ウ ム の 測 定 技 術

理システムに関する測定技術︑大

究婁託は次の通り︒

の蘭発に薪たに取り網むほか﹁計

▽原峯力配籔系の局部的構造激

騒トリチウム漏洩︑トリチウム依

を麟実上不可能とする

料サイクルの騨懸﹂︑複数國が協

駆蟹麗欄報の管煙技術システム﹂

﹁ウラン・プルトニウム罪分離燃 内摂取簸の測定技術の確立などに

ジャック

力して資金面︑技術藤︑保隔描躍

「

■

一

一

ρ 一 一

に組
のゼンィ状の曙綱の臣やにウランをとりこむQ

低撮位ウラン回収技術の開発は

動燃瑠業随と三菱レーヨンが共

装

写蝿甑福は縦GO・伽ン・・伽ン幅誘努
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讐撃
など難問を解映する門多国間核燃

僻

き究
たの
も形
ので
輪Q昨
・ウ葎
ラ九
三菱レー遡ンが低品位ウラン回収用1こ開灘しン月
をか
た吸藩剤QAS一一120窺の走査型蹴争顕微鏡効ら

べ織・

に関する研究︑照射食贔の遺伝朗 照技術システムとの比較研究を行

安全性の 研 究 な ど に 新 た に 蕊 手 す

今矩度 の 婁 託 研 究 畷 矯 は ﹁ 原 子

る︒

炉の安全 性 ﹂ 四 件 ︑ ﹁ 放 漿 線 瞳 審

八件︑﹁核融含扁四件︑門技術予

防止﹂五件︑﹁核燃料サイクル扁
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一

一

ん同
で研
舞

墜
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エネルギー革命を展開する鍵のバルブ

聞

業

ρ

米国の提閲する

核拡散防止

という命題をめぐって激しく流動する世界原子力情勢︒こう

核拡散防止ショック

以来︑国際的規模

したなかでIAEA主催の﹁原子力発醒と核燃料サイクルに関する国際会議﹂が五月上旬︑各
国から約二千人の原子力関係者を辞めて開かれたQ
場

につ

で各国の原子力関係者が一曲に会し︑核燃糾サイクルをめぐって葱毘を交換する初めての
原子力の今後

報道陣が人ロ十三万入のオースト

簗まって︑わが蟹からも十数名の

ない︒一九七一年の第四回ジュネ

とはタイミング的にも全く関係は

であり︑もちろんカーター核政策

対象に

で潜か

にうけたのが

ほどよい難しさ

理工系大学素干展程腱の読蕎を

れ︑

を加えて来たということもある︒
そして︑昨年からアメリカ爆内に
中研読蒼厨

盛り上って来た核拡散防止の政治
﹁原子力工学概論・上﹂o

きカーター二丈籏となってあらわ
放射線﹂

ので︑﹁上﹂の﹁核エネルギ⁝と

三鷹は︑その﹁下﹂に当たるも

れ︑屡本︑西ドイツ︑フランスな
﹁放射線の防護﹂ーーの四藁で示

﹁プルトニウム盃定﹂ともいうべ

的安逓がついに総屯四月肺魚には

力には大きな変化が訪れている︒

どの先進諸国の核政策と真正面か
された概念から︑重嚢な部分を抽

で材繕および燃料の基礎的性質︑

ます﹁核分裂炉の燃料と材料﹂

の伝導︑原子炉プラントの安全確

おける熟の発生と低轟︑冷却体へ

試験と逓転管理﹂では核燃料添に

円︒

馨門領域

への第

培風館刊︑A5川娚冷︑千六酉

一歩として必雛の欝となろう︒

す人にとって

あり︑原子力技術者︑研究毯を志

トップレベルの原子力教鳥君で

に焦点をあてている︒

方︑出力士昇試験と運転暮轟など

保︑効率向上のだめの制御のあり

工学的な性能について述べたあと

融窟罐共編

原子力工
学概論・下
照射下での挙動に歯及するほか︑

﹁核分裂炉の熱工学﹂﹁核分裂炉

の計装と制御﹂﹁核分裂炉の特性

はないが︑アメリカ代表部か各国

う発表をしている︒正式の会場で

アメリカが何を弩えているかとい

璽性と芸能性は認識されていた︒

資源の有効利用を期することの必

極く初期から増殖を通じてウラン

が︑予定桐の通り﹁東争力遷代の

蕗及に伴う核兵器拡散の可能性は

えない部分がある︒プルトニウム

のは︑しかしながら正しいとは論

金量的反ばつ﹂と単純に受け取る

発計画﹂というERDAの論文﹁カータ⁝核政策に対する各国の

＝＝﹁鼎＝＝＝＝＝＝＝冊一＝＝階＝：＝＝＝＝一目隔F＝＝幽＝＝＝＝富闘一＝；認一冊＝＝＝一冊一曽＝一二二一＝＝隔曽一柵＝＝二＝＝＝＝＝

﹁核融台﹂

放射線安全や廃二物処理などをめ
ら衡突する形となってしまった︒

出︑その闇題点を﹁正確に︑かつ

がおかれている︒

﹁核分裂炉扁

ぐって反対運動が活ばつ化したの
﹁核燃繕サイクル﹂というメイン

わかり易く﹂解説することに霊眼

それから目無の間に世界の原子

が︑その一つである︒塵業規模の
テーマが図らずもまさしく聴宜を

と西欧が対立

寓闇一＝コ：謄＝欝；＝

霊席代表を招籍した晩さん会で︑

麟盛り上げることになった︒

一方︑大規模な原子力庸動に必要 得たことになり︑会議の人気を︸

拡大に伴って規制が厳重になり︑

な多額の資金調達が低成畏の世界
経済の中にあって何かと嗣難の度

核不拡散政策の立役蓄︑ナイ国務

るところである︒フランスがイオ

先進工業国がこぞって心配してい

総嘱総総端繋鶴搬

ウ￡問題で米 綴輪鱗壁心蒲

米園における陵標は細元二〇〇〇

8日㈲

いて示唆に豊んだ意見発表が続いた︒今回は同会議に出席された田本原子力難唱技術部長の今

夢アの古都に会議が開かれた＋二
ーブ会議が﹁セールスマンで︸ば

次宙代理が塁本的な考え方を演説

万〜六千万KWのブリーダーを電 ン交換によるウラン濃糖技術の完

無には罠間産業界が供給して三千

17目㈹

となっただけに︑いやがうえにも米新政策に焦点があてられる形となり

賦間にわたって啓すわるほどの騒
い﹂などと一部で批判されるよう

した︒再処理技術が拡がり︑高速

10日㈹

し

ぎになった︒

贈殖炉の利用が一般化する時代に

管理

井隆吉氏をわずらわし同会議の印象等についてこ執筆願った︒

背鑑・
強かった︒

術セッションでは特にその傾陶が

難局︑核不拡散という隠標その

してアヌリカが興休的に提示しだ

ものでは無く︑政策実現の手段と

方策を批覇するという形であり︑

7日（杓

鴛

第−臼

第3日

第5目

16日（の

蓉

9日㈹

定

・時宜を得た

・

国際会議に
・
各国論文
ザルツブルグ会議に提出された

になり︑今や完全に爽用化の産業

法だと高濃縮ウランがつくれない

成を発寒するに妾たって﹁この方

暁代に入った原子力発露に国連主

力会社が運転することである﹂と

たまたま︑四月末にロンドンで

なると︑プルトニウムが誰にでも

開かれた﹁供給国会議一︑同じく
三哲数十篇のぺ！パーは招待論文

会期も半ばになって私がザルツ

催の大規模会議は必要無かろうと

ブルグに着いた時には︑開会当初
ロンドンで五月︑七︑八両臼開催

いった形のまま発嚢されるわけに

予定論文と全く違う話になつだ

の翼目しだ報道ぶりもやや団匪っ

はいかなかったことは︑当然であ

の分野では︑田水︑英︑仏︑繭独

ニウム利用︑再処理︑高感炉など

これに対応するように︑プルト

なってしまった︒

煎じのような歯切れの悪いものに

から核不拡散の冤地からも飯適﹂

容易に手に入れられる状態とな

蟹一期﹂という形で

アメリカの縛来計画に関する部分 り︑誰にでも核兵器が作れる晴代

eーマ

も︑そうでないものも︑だいたいのば再処理や高遡憎殖炉部門での

懇親改悪めぐり澱論

團連主催の会議は門環境﹂門人

の意気が強くなった︒

いうドラマもあってのことであ

のあり方

と寛伝したのも一つの例である︒

された七か國首脳会議と時期を同

原子力の将来を展望する﹂べく平
る︒世界各国から集求つた二千人

具添策

それも側汝の国が影響を受ける程

度に応レて︑ニュアンスにはかな

問題は

ろう︒フライ長窟代理の話の二番

じくし︑霊要国の総理大臣と大統
領が七人集まってプルトニウム問

て︑会場入口や憲要ホテルを警瓶

帯しさを除けば︑会議は本来の性
題で卓を叩いて激しく応酬すると

する機関銃を持った兵士たちの物

格である﹁技術の現状を把握し︑

静さをとり簾しつつあったといえ
目原子力専門家たちの駆心が︑
﹁プルトニウムのエネルギー潤罵

る︒
学術的な論文発褒とラウンドテ

吉

りの違いがみるれた︒隅じように

隆

測定技術

日本原子力産業会議・業務課轄蟹攣乙1皆

井

など国友の論文発表に灘たってエ

と核拡散防止のどちらがより大切

6日（胸

お織込み、詳細は次にご鵡絡Fさい

理瀞灘今

⁝ブルの討論を中心にして二隼も

強い言菓つかいではあっても︑自

か﹂をめぐって原子力の将来展望

ネルギー源としてのプルトニウム

前から計画された国際会議であ

会議をどんな形で開くことになる

懸盤蒲

ユ5口（胸

醗第1．2種志望者のため…放射線取扱技術講習会

となってしまう︒プルトニウムを

ーの政策をいじりまわすのは止め

かも決まって来るであろう︒

◇

て欲しいとの筆者の発琶に粟感の

に馳け鰹でB水に帰って来だ︒

8眠胸

團6・13〜17圏原産会議室圓22，000円

で︑これは当然のことであろう︒

給の原子力讃画は進めていくつも

概況報告的なニュアンスが強い︒

の重襲性を強講ずる口調が強くな
論文そのものは昨年蒜には全篇提

る︒特に予稿無しの自由討論に近

口﹂門資源﹂などのテーマに移行

秘日の全体セッションでは露R 分離しないで原子力の多蟹利嗣を

させ︑原子力も個々の技術は黒門

か問題になっている西独︑確確再

りの英国と仏︑ブラジルへの輸出

のことであろう︒

ッションが﹁燃料サイクル産業の

い形で進められたパネルディスカ

をどう癌くかに簗まったのは嚢然

界全体の平秘と安全探障を確保す

DAのフライ長窟代理がカータ1図る技術を開発していくことが世

り︑本来政治的な性格は持ってい

新敷策の線に沿って︑再処理︑プ

なかった筈のものである︒それが

出済みで︑長治的な禽みは薄く︑

興体的量的をかかえている上本で

処理工場から欧州委託契約までの

技術開発の現況と見通し︑原子力

総説解熱立﹂をとり上げた晴など

て︑原子力そのものについての倣

は︑その製陶が﹁なま扁にみられ

の国際学術会議に委せることにし

ある︒

る道につながるという例の議論で

一週聞︑ザルツプ

ルトニウム利用︑溜殖炉商業化の

五月二瀬から

ルグで開催と決まったのは︸昨年

推進を延期し︑プルトニウムを使

今年初め以来のカーター米新大統

領核政策のあおりを受け︑﹁何か

の王AEA︵国際原茅力機関︶科界の認識を揃えるための会議をI の実績と今後の計画といったとこ

いるQ

は︑それぞれお家の曝情が逢って

このようなあとを受けて︑﹁米

﹁ ︐

ザルツブルグでのこの種議論を

た︒

一人十分から二＋五分程麗の割当 わない燃料サイクル開発のための

の会場は超満員だつた︒パブリッ

が原子力聞発の工事を討論した時

辱

岡における高速増殖炉の瑚況と開

に︑より高級にするためお金と人

クアクセプタンス︑開発途上醐と

9

国際的再評価を進めるに灘たって

してみて劇記のコ葎背反の減資﹂

を注ぎ込み努力を続けても効渠は

身

てなので︑論文金体を通読するわ

したことになり兼ねない︒このよ

のようなものを身にしみて感じと

れるのが工A践Aの保障描腿であ 長はじめIAEA幹部が※麟の政った︒技術に関する堪り︑保豊麗 瞬いであろう︒核拡散防止のため

ルツブルグ会議の成漿と反雀がま

原子力など全部の問題についてザ

8．

不拡敵とエネルギー利周という

うに考えると︑エクランド熟務総

に保障劇毒の技術蓄が穂み璽ねて

．

二恩蕎反の仲をとりもっと装えら

来だのとせめて同じくらいの努力

への配慮が欠ける

﹁保障措置の完備を﹂
防止

意を表してくれる人は多かった︒

ェンの二人のノーベル賞物理学巻

測

懸第2種志望者のため……密封職親取扱技術講習会

産

力

原

学諮問委員会︵SAC︶でのことAEA主催でもっと小規模に開くろが主脹である︒会場での発蓑は
ようにしたら良い︑ということに

なつだQジュネーブを避けて閣議
地を︑夏の音楽祭の都ザルツブル

ジの豊海を狙ったものである︒

グに移したのもイメージ・チェン

会議のメインテーマが﹁核燃料
サイクルを垂心に池のエネルギー

えられるし・まだその線に沿って

ザルツブルグはローマ將代から

置の効率を高める孚段は幾つも鰐

あれば︑プルトニウムやその技術

三つの書場で朝から晩濠で︑十

い街であるQはるかにアルプスの

栄え︑芸術の保護で知られた美し

て強く批判する感じのある理髪が

が世界中に拡散しても核兵器が作

二字間も行われた会議である︒と

山々を眺め︑モーツァルトの隻家

策の急転回を﹁非現実的輪だとし

る﹂ということになったのは一九

られる心配は無い筈である︒カー

り上げられたトピックスも多岐に

た︒保障描置が完金に行えるので

七三隼の石細ショックの後を受け

る︒しかし︑傑隠搭乗の騒朗があ

わたり︑議論の内容も広い分野の

り︑この分野でも議論は白熱化し

た縮渠である︒石窯の供給が価格

ター核政策はその乱塾でプルトニ

して来る︒げんに会場の外︑ロビ

る以上︑﹇発冤﹂から異際の﹇防

くまでも世事転罵の卑期霊智にあ

であろう︒それによって︑第二回

の上からも維記事の点でも厳しい

ウム旛設に対する探障措躍の穐効

ーでの話合にはそういった気配が

べて一粟醐はそんな階聞も無し

を訪れ︑渓流の鱒のバタ焼きを食

とまるにはまた多少階聞がかかる

謝約の下に置かれることが晦らか

る︒これと︑プルトニウムを中心

性を頭から否貸しだかの妬くにな

強かった︒

問題をカバーしている︒アメリカ

を政治の分野でも発揮し︑単に思

になって︑原子力の比重が相対的

に﹁微妙な﹂技術の国際移転を禁

止﹂に至るステップは国際政冶の

のべ！テ︑スウェーデンのアルフ

の研究開発も各醗で進められてい

に秘鍵︑これに鮒処するためには

止しようという蕩えは︑技術三助

保障措置そのものについて︑筆

分野の仕事になる︒この努力が欠

あらためて納簿できるような気が

かつ全世界図鑑換で実施しなけれ

燃料サイクルの整備を本格的に︑

の哲定につながるかも知れない︒

けていだのでは︑授術をより精緻

いつきのような形で原争エネルギ

ばならない時期にいよいよなって

って籔も竃硬な二つの役割を哲定 の質格で三つのセッションに参加

アメリカの政策は︑IAEAにと
蓄は議長︑論文提出︑パネリスト
であっだ︒

5日㈹

［璽7・4〜8圏原産会議室［鋼25，000円

14日㈹

7U鱒

魔6・6〜11囲都道府県会館画27，000円

11日（±）放射線取扱技術実習

測定演習

法令演習

物理・管理技術演習

放射線関係法令

技術

放射線生物学

化学演習

放射線物理

7月／

6月／13Bσ｝）

原産主催の放射線取扱技術講習会を次により開催いたします。

技術

放射化学
管理技術

S目σD

懸第1種志望者のため……放射線取扱技術講習会

U口σD

0〔、

5

｝昼食
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oo

g

間

時

〈新刊紹介〉

来た︑というのが基本的問題懲識

との蘭遜で原子刀の位置づけを探

．

墜立った政策的見解が発表される

のきっかけをつくったインドの原子ヵ発躍所

のではないか﹂との期待が自然に
膨

核随ブーム

◎

6ル〆

一流講師陣と独自のテキストにより総合知識の短期修得をめさしております。

今井氏
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