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現在同旨が筋目している原子力行

も引継ぐことになる︒

いる実用発言炉許認可関係の簗務

象発電所の特性に歎じ大気汚染︑

うにする⑬環品品査に嶺たり︑対

周知撤底︑懇願の把握に努めるよ

するなどして計画の地元佐蔑への

愈される国大な局面を迎えてい

す難航︑中擬的な電力危機さえ懸

もかかわらず︑逆に立地は族すま

進への爾い役会的要講の高濠りに

Wが新規融手に期待されるとして

あり︑残りの二千二膏五十七万K

ち継続地点分が購千八十八万KW

選転開始が必要だと指摘︒このう

駆本計画は︑このうち老朽火力

いる︒

るとして計画期間巾の増加設備を

等八十六万KWの廃止が毘込まれ

つともなっている住鷹対策の改薔
は醒璽襲課題の一つだとの認識か

る中で︑礪源立地遅延の硬賑の一

ら今圃の措麗となったもの︒環

等についてさらにさめ細い審齋を
行う④環唖影響調査︑環擁審燕の

水照汚濁︑愚心︑振動︑地盤沈下

実施について地方公共団依との遷

調覆から︑こうした新しい環境行

將に︑住民からの懲見反映の道を

張り

公關︑説明象の開催など

＋九万KW︑火力六士芳KW︑

和五十二隼慶分として水力二酉八

十九万KWと脇込み︑このうち昭

百九＋九万KWの時計六千二蕩五

千二蒼二十九万KW︑原子力千六

政がスタートすることになる︒

広げ︑こうした懲兇をも踏まえた

水力重董雫一万KW︑火玉滑

このうちとくに注團されるのは

うえで環塊審査を三徳するなどし

携を強化する11など︒今秋の醒 境影響調査欝︑環境禦薇報告番の

今回の強化策で環境露査の徹底な

原子力一酉万KWの愈団七菖五十

ガラス

どとともに関係資料の公開をはじ

て震源立地の促避を麟っていきた

の環境行政を実施すると岡

めとする畳目対策の改蕩が菌穰に

い考えだ︒

繕果昭萩五＋九無肢宋の原子力発

一万KWの新規碧箏を二目︒この
打ち出されている点︒璽源立地日

なるものと計鱗している︒原子力

磁設備は二千四頁四十二万KWに

は七←︸％から一四・七％へと構

れにもとづいて総需手事力麗は鎌

五十九隼には七千⁝二言七十四鰹K

平均六二％の伸び羅で増え昭租

年長均僚

び華華︒二％で六千五哲

一方︑これを賄う必頭資金につ

WHに︑露気郵講罵御要三眠騒は 成比は二簸以上の伸び︒

六万KWのための二兆七千九筒四

いて現裡継続分原子力千闘葭四十
¥八懸KWHに︑八月二大贈力

讐神び一万三千七酉三十九万K 十六惣円をはじめ火力︑水力を含

は黛軍均翫び箪七︒一％のペース

し蛋薙八〜一〇％程麗の供給予備

たあと︑想驚される郭大躍力に顕

いる︒

八蔚六十三億円の支出を聞込んで

二二十二無度分として原子力二千

葭七億円の総工匠資金を二一︒昭

Wにそれぞれ達するものと予瀾し めた継続分︑紙規分に淑兆八千七

に六千三齎照十五万KWの電源の

関係筋によると︑藻州の保障拮

針だ︒

率を保萄するために向こう八黛闇

ウラン輸出で簸州

灘新規制はカナダから要求され交

渉中の規制内容と同誌︑糟灘に厳

規制︑柔軟に

しいものだが︑運世説ではかなり

曝

謡︑蹴

覇響

熟難

欝叛

働灘贔鶏

エネ庁に安全課発足
範囲︒原峯力日賦諜に顯かれてい

鷺に関する安金の確保一⁝がその

糟糠規剃行政さら に懸盤
通産雀は一臓︑岡雀目織の一部を改干し資源エネルギー庁公益禦藁部に原子力発鱈安全諜を新設し
た︒安座規舗行政強化の一環として設けられたもので︑発醒溺原子力施設の工購認可︑核燃料物質の

政の中から安金規制行政を分離︑

W以上の地熱発飽勝︑三万KW以回磁源開発調整審議会で昭租五十

対処の意向

ているだけに︑既契約分輸入も楽

を要求してくるのは必璽とみられ

原子力本部

た統括安全審薮窟も蜜金繰に移さ
れた︒原子力発磁譲は発電振興︑

広報︑改良標準化︑新型炉開発な

なお安全課は先行き犠開庁送金

ど業務を電撃する︒

を担当してきたが︑安全諜新設に

所常する謝醸で︑①発蹴用原子力

上の水力発電所まで拡大︑握出義

だ︑滋藤間で賦しい原子力協定が

対象から除外したい旨を腰明︒た

藤政策は必蟹に臨じ罵検討する④

式 △ 社
訟

配電気株

検査ほか原子力発醗の安全確保に関することが霊たる所髪上務︒これにより岡省の原子カ所管は原子

体制は弊備︑当時の旛策推進が園

より︑今後は一二諜体制のもとで開

る段階で科学技術庁駈蹴となって

旧劇行政の一貰化が実施に移され

て︑結局︑認められずじまい︒し

発︑西面規制︑核燃料各行政をそ

畏は才分の間︑醐橋自発懸諜諜獲

ことを決め︑今秋をメドに①耀境

弾力鮒︑叢叢な対処の慧岡とい

滋藻協議ひらく
原子力Ψ租凋矯に関する日藻定

ン長期購入契約を結んでいるが︑

食詰と約九千ショート・沙のウラ

う︒わが國購力論難は磯州の鉱山

塁塞計睡はまず背漿となるGN 礎レベル雪篭が︑一書︑上州側か
P隼平均悌び率を六％と想定︒こ らハンフリーズ外務総第 次官補

協議は︑フレーザー鞭州欝欄が

外国に比べると︑わが瑚の曙黙

ウランの第三掴への移転︑濃縮︑

ターヒ：ン、鍵盤欝

闘原子力発羅設鵬一式（原子炉、核鰍料、

力産業謙︑原子力発鍵層と原子力発生安金課の三郎体制のもとに︑嶺薦の開発︑二二多雪など諸施策

ー庁の社告宮騰原子力藍漿諜と公
られることになった︒

推逸が國られることになった︒

通産省はかねて︑公益嚢業部と

炉の踊発と規潮および核燃料行政

益謝業部原子力発話諜が寅一発羅

かし︑五十二鎌慶予鱗編成に際し

旛設の工禦︑維持および運爾②発

が兼務︒

原子一発躍安金冠はさしあたり

求してきたが︑行蟹の恵岡もあっ

並ぶ原峯力部構想を計画︑予騨要

原子力発電安全規制行政を強化す
れぞれ目撃する︒原子力郎構想は

鷺紹核燃麟物質の検壷⑧原子力発

安全課には蕪十六島が配閥Q螺

るとの大きな方鋭のもとに原子力
見送られたものの︑これで〜絡の

れとあわせ各雀庁行政も一一化︑

今回の強化策の内容は①環境影

ことになった︒

響調査欝の提崖礪務のワクを金て

の原子力発鴬筋︑十五万KW以上

原子力発囎湧宣地が階礁に乗り

関連資料の公開も

上げ︑住民対策のあり方が閥題化

と蛾賛して議明禽を聞催する一1 務を成文化する②環境膨響調甕馨

影響調蕉澱を公開する②環境審葦

の公蘭︑説明金の麗催を実現させ

通細川

ｫ保全対策強化へ

安金婁腿会の新設が翻められ︑こ

通薩省は薪しく実馬嬢に係わる安
全規舗全般にわたる璽任行政を進
めていくことになったのに伴い︑

安金譲設躍がな決まりとなったQ

には大筋が圃濠り︑関係予錬も計

織づくりを惣いでいたが︑二月初

するなかで叢叢雀は四繭開いた省

などを内容とする環境影響調査要

るとともに環擁審査報悪書も公開

挿物蟷源論叢基ホ計画を決定し

上︑この日のスタートとなったわ

議で発醒所の立地に関する函嶺影

綱︑環境講箆指針を策定していく

五月に発濁したウラン輸繊に伴う

発効となった際にはその蒔点から

今回協議で鰻軸側は︑新規制は細

田本の場盆︑声色︑幾聖︑公開

傑鰺描蹴政策に関し脱明したいと

こととなるもよう︒嬢州政府は近

既契約分にも凝規舗は適用される

しい契約分から陰膳︑既契約分は

の原則があり︑田水の響え方に逓

いう凝州劇要港にもとづき開かれ

霜で開かれた︒

じる窺柄には朗際的に豪胆をもっ

たもの︒煽上︑ウラン輸出に関し

参饗密ら関係響門鑑が出庸し外務

⁝安全審査の馬齢短縮化など効

て対処すべきだ︒放射性廃平物の

ブリンク・アクセプタンスについ

率アップを求める欝もあるようだ

処分には安全哲についての心際的

慮じて贈えるとすれば︑石縮出費

原子力の開発利用を進めるうえ

ての抱馨

で︑一隅大士なことで︑原子力の

儲る②ウランの使周に際してはI 隔描蹟など禽んだ資源政策をまと

羅州側は①輸出はNPT煎盟困にく︑ウランの操鉱開発︑輸出︑餓

にエネルギーを生み出すのは原子

くなる︒またそうでなければ原子

るように︑そのバックグランドの

昭和ととも

た恰妊︒濃縮や薄処理に際しての

観は辞されず晒影が投げかけられ

行欝欝凍子力協定改定で交渉入り

て驚十︸奪科技庁︒

挙窯業科卒︒商工省︑通産雀を経

が必襲⁝⁝等々を強調︑岡国の核

再処理に際し二瀬政府の鱗蘭岡愈

察適用が義務づけられる③係蹄繕

A鷺Aによる古柳描灘のための査 めあげる考えだが︑これを受け曲

期闘は長くはない︒慎灘に安全溢

歩んだ︒趣

都出身︒昭秘二十三卑菓京工策大

大正十四奪生遜れ︑粟票

◇

を郷えようという時代に︑大墨

力が圏践に受け入れられるように

中での原子力規制の役躍は大き

不侶感をとり払う努力は礪だけで

にん科技庁とともに

が︑鰻州政府もカナダ陶横︑この

いう︒

間題で岡際協議を持ちたい意向と

覆轍同轍とりつけもかなり厄介だ

鞭州ウランの照甥転用厩肥で協力

不拡散問題への取り羅み姿勢を明

を叢︑確約をとりつけていく方

らかにした︒核撮菊國に対しても

味は醗馨︒興に粟じた酒鰻ぶりは

入︒

角名︒獄威は友子央入と子供二

容強化は逐次整えられていく︒こ
劇化が図ら

血を行う︒スタッフの斎垣とか騨

れ︑鍵金糟鷹もより隻態に沿った

一核不拡轍への対応をはじめ国

ものになると恵う︒

れからは安傘行政の

れぞれの分野に慾じて努力してい

猛雨は瞬金で設膿編纂が継続審

後の対応は

一驚全規制行政を展為して︑今

かなければならないQ

なく霜力︑メーカーにも必聴︒そ

規制行政の役割増大

凶夢

原子力蜜全周はまだできたばか

ならないのではないか︒当面︑日

が

芝

一一

ら︑闘ホ側から小林外耗総活性周

た︒

け︒

響調葦︑環境審査を強化していく

通産省はこれまで資源エネルギ

プされているが
篇
一

りだが︑その懸隔性は族すます高

備することが中心︒

際的視野ての協力がク魚期ズアッ
＝
＝

な協力がぜひ必要だ◎

i安全行政とも係わりの深いパ

議となっている原子力安傘猛禽護会

政府はこのほど開いた第七＋二

電調審が基本計画見直す
を瀬して安全確擬体制を充実︑整

の火力発薄鼠から︑さらに一乃K

1700万KWを運；開へ

受け継いでやっていきたい︒

これにより同省は新設安全諜の紐

原子力、向こう8か年間で

く需要性も高い︒輪講獲の方剣を
臨｝

力しかない︒何とか受け入れられ

二
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仏︑フエッセン
ハイム原発臨界
六月二十七巳
︻パリ松本駐在鼠︼フランスの

の間題について議論が戦わされて

隈延期

纏わる次期の重要なエネルギー供

いる︒増嬬炉については軽水炉に

していることから議会の反対理

化︑再処理工腸の箇理などに開す

上院資源委で建設継続案︵七千五

プト︑イランの二国に原子炉輸出

子力開発に協力を示唆した◎これ

たがカーター大統領が四月に出し

は上院議員十二人が商工︑中東︑

場の所有蕎であるアライド・ゼネ

＋二対五で建設継続レのだめの

対九で流れたが︑六月二十七日︑

に関し報誓書をまとめ︑三鷹の原

している︒したがって同委員塵で

菅巧トル︶と摩懸案がそれぞれ九

は︑薄処理工場の巽証工腸として

る研究・開発および渠証を行うと

設は︑運邦政癒から激励も︑薄金

うトリウム・サイクルの司能注

討を打ち出しだ頸には︑こうい

︵AGNS︶はゼネラル・アトで
ミ バーンウェルにある再処理施
ック社とアライドケミカル・ニュ

検討一が打ち鷹されたことであ

再処理・プルトエウム路線の再

る︒露HDAはカーター瓢原子がひとつの動機になっているこ

た︒

だ︑という新しい観点を示し

三︑カナダのトリウム・サイ

力政策が出た四月から軽水炉i とは確かだ︒環に核拡散問題の

が︑見のがせないのは討論のな

制︶に建設するケースの共岡研

国内の敷地︵したがって米国規ウム・ツイクルは袴力な代案の

炉については酉十万KW炉を米

ひとつという性格を帯びること

詳しく紹介し︑軽水炉〜増殖炉

ィネーチャード・サイクル﹂を

︵プリンストン大学︶が︑﹁デ

営︑
クルへの関心が※岡側を改めて

剃激した︒このうちCANDU増娘炉賂線の代案の検討を急嘱
き目家でカーター大統領に近い

少し古い話になるが︑一九七
かから今臼の橘勢につながる新

究が進められ︑最近燃繕と重水になった︒とくにすでに実用化

よ開始したが︑その関違でトリ とみられる門R・ファイブソン

四年の璽︑コーネル大学で三人

る︒すなわち

上がる可能性が

魎として浮かび

まで発展するかは今後の間題だ

こういう米国内の流れがどこ

している︒

しているCANDU炉でのト
路リ
線再検討論のひとつの論拠に

しい動きが生まれたことであ

を除くプラントの建設費が軽水

の学者が簗まって議論をし︑あ

一︑会議の終りにエネルギー

る会議を開くことで意見が一致
した〇三人の学者とは物理学者

工業化にはなお難問

が︑カ⁝タ⁝政策の大きな弱点
は︑そのブレーンのなかに産業
問題の馨門家が少ないことだろ
う︒理論的にフィージビリティ

ウム・サイクル等に対する来国

の問題とは劉であるQ現にトリ

の中心は︑ウランi二三三をウ が証明されても︑それと工業化

・サイクル評価

@愚拙瞭貰

米︑トリウム忽論活発

炉よりほぼ一六％高になるとい ウム・サイクルが米ソの共自計
のH・べーテ︑紘学者で蜜縮問 研究開発局︵ERDA︶の代表
題馨門家でもあるA・ロング︑

工学姦でエネルギー研究家のD
・アウアー︑三人の合愈で開か
れだのは全米科学財園などがス

と華増殖炉しに関するラシン会

ポンサーになった﹁新型転換炉

う結果が幽ている︒またトリウ

二が二〇％以

が︑カナダが開発をすすめてき

︵ウランー一二二

ムに
・サイクルは︑E鼠DAが書ランー二三八とミックスした形
ているCANDU炉を米国
誤から評飯侮業を開始し︑高温

ン州︶である︒

灘入する司能性について共同研

議︵七五無五月︑ウィスコンシ

会議の本来の園的は︑増殖炉

る︒カ⁝ター火統領が代案の検

に魅力的な燃料サイクルにみえ

はないとは言い切れまい︒

拡散について調べた結果を報告諜

陣および侮外の外交政策︑特に核

炉︶が六月二十七日年年十時五十

月五日まで低出力で試厘凹し︑七

四分臨界しだ︒現圧の計顧では七

スラエル︑エジプト︑イランの三

にまとめたもの︒同報告書は︑イ

国は電力の不還を原子力発電によ
る電力供給でまかなうことを決定
しており︑米国としては三絃の串

向で検討した方がよいと述べてい

入れに対し︑原子炉を売却する方

イスラエルは自圏にエネルギー

る︒

を減少する必要がある︒エジプト

源がまったくなく︑化石燃料依存

業開発︒イランは石掴王国ではあ

は工業化のための電力︑さらに農

ルギーが必要となる︒ヨ国とも異

るが︑石縮も袴限であり代替エネ

月末求でタービンの検奮とエ撃を

続ける︒七月来運転再開し出力を

八月末には鍛笏のタービン・交煽

漸次定格の二〇％まで引上げる︒

発電機の接続を行い送露開始︑秋

同一号機︵八十九万KW・加圧

には定格出力にもっていく予定︒

水型炉︶はすでに今琿三月臨界・

︵写翼日フェッセンハイムニ霧

四月︑運転に入っている︒

機の燃料装構作業︶

多くを依蕎していく方針だ︒また

スのフラマトム社から九＋万KW権の支持と同国の友好的関係を進

ラン原子力庁︵AEA︶はフランことにもよるが︑米国がデサイ政

なった条件ではあるが︑原子力に

核拡散に対する米国の二念に対し

務雀は語っている︒

購入する懲図を固め︑少な めていく上での外交配慮︑と米罵
くとも陽基の購入を石油とのバー

薰

ターで検討しているといわれる︒

て︑三国は購入した原子力発電施

を褒明している︒イランはすでに

設には三障措置を受け入れること

西独に原発
二基を発注

一〇％増に

発電電力量

いる︒

に四基を発注する恵図を表明して

W原発一璽を正戎に二二し︑さら

ランスのフラマトム社に九†万K

︵総工費八ヤ半乾︶︒イランはフ

三＋万KW原発二基を建設中だ

でにペルシャ湾岸ブシュールで首

発思する蟹内示した︒KWUはす

︵クラフトベルク︒ユンオノ︶に

建設する原発二基を西独のKWU

子力機関はこのほどイスパハンに

︻パリ松本駐在鼠︼イランの原

イラン原子力庁

て激しく︑今回の上院議員の報告
は米国の販路拡張を慧題したもの

来国以外の原子婿売り込みは極め

准国である︒十二人の上院議員は

が︑イスラエル︑エジプトは未批

核拡散に関しては原子炉を供給す

とみる商きもある︒

核拡散防止条約を批准している

ることについて間日はない︒むし
ろ一一工場と再処理工場が間題で

力発秘所一弩︑二号︵各十九万K

は六月二十九曝︑タラプール原子

米原子力規制委員会︵NRC︶

米NRC

インド向けウ
ラン輸出許可
ある︒しかし穰縮ウランの供給と
再処理サービスを多国間核燃料セ
ンターなど第三者の手で確実に孚
当てしていけばよいとしている︒

エジプトはすでに原子炉二日に

ついてはウエスチングハウス社 W︑加圧水型炉︶用ウランの供給

国で再処理をせず使閑済み核燃料

︵WH︶と契約しているが︑次期許可を出した︒これはインドが自
の四〜獲纂についてはフランスか

を母国に引き渡ずことに同惑した

ナダとEC︵欧州共同体︶の交渉

ればならないと予測している︒カ

なかから庫閣五千沖を引出さなけ

らの購入を考えている︒さらにイ

戦略備蓄用から

ブルガリアの一九七六無の艦首

ランが運れているため戦略備蓄の

ク社が供給するナミビアの天然ウ

れていない︒

ため設備投資が遅れ︑十分拡大さ

る︒

颪＋三億KWHが予想されてい

炉︶によるQ本堂は一三％贈で三

対EC諸國への天然ウラン供給停 蟹は昨年比一〇％増で二蔦七十七

件設定で檸濡しており︑昨年から

ブルガリア

産業界の反応は非常に冷たい︒

イ原発︵四十四万KW︑加圧水型

億KWH⁝その一八％がコズロド

盗難に対して防護されだ形で利

問題はこのトリウム評価の進

︵K・K︶

行中に︑米国の政策の大転換一

は核拡散防止の危険を掛除する条

下︶で衡う﹁ディネイチャード

米国では今︑兵器の技術的可能

︻パリ松本駐在鼠︼英国はカナ

止が続いている︒ナミビアのウラ

ウラン引出しか
・サイクル﹂に向けられてい

計画に採用され︑そのことが蟹

性が生まれるとそれがすぐ国防

ン鉱の生塵騒は・当初予想の魚雷

ガス炉︑盛水炉︑高速炉︑軽水

る︒これは明らかにゼブロスキ

ダの禁輸でリオ・アルゴム社が毎

がの開発費が二一千五百が膨張した

究を提案し︑カナダ代表が応じ

炉のいずれについても技術的︑

ーの篶え方を受けついでおり︑

年供通する天然ウラン工千五酉ナ

の実用化︵紀元二〇〇〇年︶ま

二︑電力研究所︵EPRI︶経済的に爾能だという報告が嵐

縮を困難にしているという問題

が停止され︑リオ・テント・ジン

る姿勢を示した︒

のE・ゼブロスキーが︑プルト ている︒九月までにはその総舎

同位体分離をしなければ爆蝉を

が握玉されているが︑同じ偏向

用するような新炉型︵新燃料︶

カナダの禁輸影響

を開発する必要溢について検討

ニウムにせよ︑ウラン︵二三五 評価を終り＋二月には何らかの

が平和利嗣にも及んできたので

あるので︑軽水炉以外の転換炉

することだっだ︒会議にはその

作れないという点が︑来国の核

炉をもつカナダが招かれた︒会

を見つけることが会議の目的

いという情勢だ︒

拡散防止論者にとってはまこと

でにウランが不足する可能性が

ヨーロッパを訪問し米国の安全保藍︵八牽九万KW︑加圧水型

の操業は﹁核不拡散偏と矛震する

上院予算小委委員会は六月十五撰

フェッセンハイム原子力発醒筋二

米上院12議員が報告

ものではないとしている︒なお︑

すでに同丁田援助のための予箔を

承認している︒

プルトニウム二三︑高

カ上土⁝大統領はエネルギー政
策の中で

虹下露院の委員会レベルでは旗色が悪く独立記念日の休暇明け熱論の本金議の動きが庄醸される︒

の醇利用として︑特にバーンウェ

給システムとして︑再処理は駄料

とし︑

輩O％出資した金納である︒同工 これに対し同工揚は︑米蟹での

ークリアプロダクト社がそれぞれ

は属際再処理センターとなるよう

デモンストレーション工腸あるい

援助も受けないであろう

六月二十七臓︑バーンウェル再処

七蒼五十隠匿︶をかけ駆用済撚料

場にはすでに約二層五千万騨︵約

に対する千四蔚π談の政麿助成案

上院エネルギー委の政府助成の
由のポイントになっている︒クリ

ルの腸命はすでに施設がほぼ完成

決定はバーンウェル総懸の運転を

ンチリバー高速腿殖炉︵CRBR

分離設備︑六フッ化ウラン転換設

通じて︑保纏借躍技術の開発︑安

傭とこれらに関連する既蔵設備お

コールド︒チェックに入ってい
ｫ︑ 臨興沈法︑一アイ乱不ーチャー

をヤ一鰐五で司決しだ︒このうち

A︶が同工場の異証のための醗究
だ︒その後脚賑に入る予短であっ

千三頁万がは還転のため︑薫陶が

「売却に問題なし」

だ猿芋力に関する大統領覇明の中

はエネルギ︸研究開発局︵ERDよび工場懲帯設備の建設が終り︑

中東三国向け原子炉輸出

︑三＋五万KW︶の問題もさきに 米上院議質がイスラエル︑エジ

費とする予定であるσ同爵処理工

希望・議象の動きをみていた︒

理工場︵処理能力無間千五菅♪︶

米上院エネルギー資源委員象は

R︶建設予算一陶冶千万がとともに両案を上院本書議に送った︒カーター大続騰のエネルギ⁝政策は
を提案︑上下両院でもこ

工場に対して千四薦万談の助成金支錫案を可炭︒さきに可決されたクリンチDバ⁝階殖炉︵CRB 速増殖炉︑再処理上場の建設無期

来上院エネルギー資源黍員象はサウス・カロライナ州バーンウェルに建設中の商業用核燃料再処理

カータ 一政策と対立
CRBRにも建設 継 続 予 算

＝

ラル︒ニュークリア・サービス社

傘ず

政策決定が行われるかも知れな

議の結論は︑新型炉の必要性に
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CNA年次大会に出席して
水力の麗蜜なケベック州︑ニュー
︒ブランズウィック州でも繕来に
そなえて開発が進められている︒
水力発露については︑地域によ
っては塞だ大きな未開発包蔵水力
をもち︑大きな今後の開発計画が
あるが︑なにぶんにも広大な国土

N働788×4780×4

国内

1973

1974

1975

1976

1977
i5月4Hまで）

利用皐

835

743

61．9

87ほ

925

は第二衷の通りであり︑世界でも
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ダグラス・ポイントが完成した︒
これらの開発︑経験をベースに一

九七一から七三葎にかけビカリン

転を開始し︑幾多のトラブルを経
験したものの︑それらを克嚴し︑

きわめて擾露な発罐をつづけ︑経

までの間は︑およそ＋名の技術蓄

品についても︑例
えば蒸気発焦器は

る︒

オンタリオ・ハイドロの進めて
いるブルース発電所の建設は︑七

に︑一︑二号機は完成︑三馨機も
完成に近い︒またブル〜スのサイ
トには重水工鵬もあり︑八百ゾ／
年の生産を行っている︒さらに八

らに百二十万KW︑二酉万KWが

万KW級が稼働に入っており・さ

の上昇などを湾えると︑将来は軽

77年版講評発亮中〃

電力人事

電源三法はあなたのそばに

術的にいろいろトラブルがあるよ

かない︒かっての研究開発のプロ

うで︑その開発計画については聞

も言葉を濁すのみで︑PHWが非

縮に比べれば比較的簡単な技術で

カナダの電力会社のこの炉に対

ある︒

はまったく破損燃料はなかった︒

スタディされている︶︑多数基の

水炉に十分龍門できるものと考え

に依頼すべく準舖を進めている︒

（送糾実照）

￥12，000

ジェクト・マネージャーに聞いて

常にうまくいっているので開発の

隼錨

三種灘

CANDU⁝PHW型︵以下C

要なしとのことであった︒

ANDU炉︶は︑巖も特徴的なの

が︑減速紡︑冷却桝とも量水を

べ二〇一三〇％効率よく燃やせる

使うので天然ウランを軽水炉に比

の申には︑同じ出力の軽水炉発電

ということである︒使用済み燃料

所の約二倍のプルトニウムが残る

が︑ウランは響く燃え︑ウラン獅

で︑騒下のところは経済的に再処

がO・二％程度になってしまうの

にそなえて貯蔵することにしてい

理を必要とせす︑高速繕殖炉時代

っ臨界響理も不要なのでドライ貯

る◎貯藏も発熱密度が小さく︑か

ウランが不必要な代りに重水が必

カナダが生産しており︑一度重水

嚢だがこれは天然ウランとともに

インベントリーを購入すれば補給

あろう︒いずれにしてもウラン濃

はある規模の圏産を蕎える必要が

もちろん次々に建設をする場舎に

羅は年間わずかな鰯なので︑場舎
否ナ／隼二塁の建設も行われてい
る︒また︑六十万K笛w級標準機は によっては簡単に国産もできる︒
国内二か蕨︑擁外二か所で建設中
であり︑酬いものは一九七九無に
三二の予定である︒

CANDU
という炉

による経費増は燃繕費の安いこと

るのはPHW型︵加圧董水型︶ でカバー︶としており︑とくに稼

類あり︑曉在数多く建設されてい

量水管理についても署しい向上が

建設などで建設費の低下が考えら

ようだ︒

で︑もう一つはBLW型︵沸騰軽働率については尺玉をもっている

後留霧はすでに季五二KW

水型︶である︒

みられ︑嶺初⁝墓当たり無二ナ程

れ︑また︑ウラン価格︑濃縮価格

の原型炉が建設されているが︑技

ピカリングの鎚繍

度のリークが考えられていたが︑
躍源開発が翼施した

ており︑次のブル

は四ナ程度になっ

CA門DU炉

られる︒

なお︑電源開発はひき続き安

ースではその約五

全性︑耐騒設計︑運転傑士実鮎

分の一となった︒

経済性の点は︑嶺初の建設費

に関する調査
分の蒸気発厳器を通じて︑二物混

ピカリングA四藩

などについて継続調査するととも

に︑プラント全般にわたって日本

は︑田本商け設計変更を加味すれ

ているが︑カナダではすでに八十

容鍛の増大︵六十万KW級を考え 語け予甘言謙をカナダ原子力公計

ったのみであり︑ピンホールなど ば若干劇高となろうが︑ユニット

入でわずかに一本の纈籔破撰があ

の燃料の破損輩も過表四蕉間で○
・〇三％で︑しかも一九七六年に

火力や軽水炉より安い︵重水俺用

る経済性評価としては︑石炭
照︶このようにNPDーダグラ CANDU炉はカナダが開発すし

済性を発揮している︒︵写翼参

かつ建設している︒

二段階︑十

輸入炭を鰭匂する火力発置所を大

五無間の経験を生かして︑技術的
研究用動水炉︵ZEEP︶が臨界

ケベック州の電力供給は州鴬の

をカナダ原子力公社︵AECL︶うな好成績をあげ

その精果︑耐麗設計については

ビカリンクA発公所（50万KW×4）の利用率

ス・ポイント︵原型炉︶iピカ た経水炉であるが︑それにはこ種

オ州にできた遡称ポーター委録会

石炭は欝離的に離れているため︑

島に建設している︵カナダ爾部の

いる︒

うな建設が国の内外で進められて

改良が加えられ︑現在第︻表のよ

リングA︵商用炉︶の

を利用する必要があること︑とく

と呼ばれる州の電力畏期計画を・

に達し︑さらにいくつかの実験炉

すなわち︑一九四五庫︑二輪の

州民参蒲のもとに検罰しようとい

来国炭の方が安い︶︒すでに水力

九六二年には初めて

一九七〇重代に入って︑原子力の の常磁用試験炉︵NPD︶が発露 ピカリングA発電所の運転実纏
開発が憩速に進められ︑現存傘設

ック・アクセプタンスについての
議論が高まっていることが感じら

わかった︒

巣︑CANDU炉の調蛮に取り組運転実綾については︑歴壷的に

鵬源開発株式会社は昨隼三月以
憲すその比璽を高めるべく︑盛大

備の十四一五％を占め︑今後ます

カナダの

み︑とくに昨隼十月から今隼四月

は多くのトラブルを経験しながら

な建設が行われている︒

に派遥し︑この炉の安全性︑耐震

電力供給

ハイドロ・ケベックにより行われ

性︑運転保守実総︑経済性などの

も︑それらを克服しで第二裏のよ
カナダの国力供給は︑第二次大

ている︒この州は︑オンタリオと

いくつかの設計変更が必要であり

ている︒瀟々の部
は異り圧倒的に水力発鱈によって

っていたが︑現在においては︑総

戦蔚まではほとんど水力発電によ

さらに一千嚢W級の關発が可能

調査を行った︒
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下し︑水力発電の代替として主と

隼︶のうち︑水力は約六三％と低

系の墓準を便っているとはいうも

開発水力があるといわれ︑さし豪
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討論の形で実施したり︑オンタリ

㏄撮良好な運転実績示す

して発表が行われた︒三臼目は各

ウラン︑石炭およびオイルサンド

代り︑将来はカナダに墨蜜にある

聴

の発表にあてられた︒雛者は秘
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易

週間にわたって行われた勤燃窮業國東海再処理施設に関する日米命岡調査は十一日外務雀で報告

せず︑技術的見地から検罰詳価データ
醤特別言書会議を開き︑わが国の

られ︑週内に酋相をまじえた核燃

るーーの二謙りの耕処方法が揮え

め︑そのあとの第三次交渉で詰め

一二嗣両政府に政治離断委ねる

各種運転 方 式 を 検 討
一

推奨

爾を作成︑すべての作業を終えた︒粗同調財団は同碍発表したステートメントの中で﹁代乙案のも
つ政治的悪味づけの検討は避けた﹂とし︑特定の案を

米国側は国務畏窟とERDA︵エネルギー研究開発局︶実益に皇尊澱を提出︑調蚕精果に棊つく政治

を揃える形で報告灘をまとめたことを示唆した︒日本側調蚕団は科学技術︑謡講︑外務の三閣僚に︑

日米合同調査闘

運転のために睨仕準備中の方法お

それに俸う澱用︑計画の進行への

の高速炉・新型転換騨・軽水炉へ

て再処理工腸からの盗産物の講本

の澱用の趨含性を愈め︑縄来の日

膨響︑要興への影響︑曝承におい

とともに︑それにともなう技術︑

本の核撚料サイクルおよび日水の

よびその桟鋳案となる方法につい

て︑また︑田本の原子力開発計照

蛋金︑時期箸の関連諸問題に対し

て︑それがもたらす核不拡散効渠

昭租五十二駕六月二十七瀦から

原子力計画金体に対する影響︑と
いった点に力点を置きつつ︑体系

ステートメント
七月十一日の期聞︑日漁公口同専門

に対して︑それぞれ持段の注慈を
水調齎団は︑樋汝の代山野のも

かに両国政町に提出され︑政策灘

仏つた︒

つ政楡的愈味づけの倹討はことさ

徐調蓋邸は両国政府の会愈により
いて索海再処理施設の運転のため

らに燈けることとし軽水炉利用計

去る六月に行われた躍楽協⁝議に墓

の既存および代醤方法について検

画において︑再処理は延期ずべき

調蔵の間︑調査団は東海再処理

うな解決策を兇出すという観点

点において両国ともに満足するよ

びに田本の原子力躍発駕画という
施設および栗海にあるその他の関

か進めるべきか︑という点につい

調鷹紬果の共岡報告講は︑速や

的な険討を行った︒

調竃を行った︒

討するため︑集票および東海にて

圧者により︑索海施没の運転に関
し日来共趨の核不拡散の欝的なら

本躍査國の婁要な邑的は︑鑓本
いう津山の共通の圏的に疑った形

で︑換罰されることになろう︒

ては触れないこととした︒

で進められることを確保するため

た︒

趣施設への広範な撮入りを許され

の原子力開発戯画が︑核不拡散と

に︑簾海再処理旛設のための既存

調談団は︑幾つもの伐藩案につ

て︑璽要な頁献となることを深く

米当国問で交渉を継続するに際し

本調査齪は︑その報告欝か︑紹

および代麟唖転方法に関する駆実
関係を示すデータを明らかにし︑

いて︑各汝の核不拡散上の内容と

儲じている︒

そして︑その調査賎果を両圏政府

必要となる研死暴発︑工腸改造と

勤果︑技術的実現蔚能性︑鮨たに

木調査団は︑爽海爾処理施設の

に報告することにあった︒

ム溶夜の形でプルトニウムを

溜分ずつの捌禽︑㎝対雛の劇禽で

燃料搬入を認可

首相︑使用済み

れる︒

術論的見地から日本の主張の正当

体

遡転モードは︑硝酸プルトエウ
ある代醤の運転モード習わせて約

に用葱した既停と技術的珂能性の

十荘橿類について︑それぞれ約十

にした︒

方針を決めるとの考え方を購らか

益男調査報駕欝の内容について

判断を田※交渉の次のステップに委ねたG

は公蓑されていないが︑関係蕎の

性が印象づけられた︑とも推測さ

答えて今後の臼※交渉について①

院科技特派閉会中審査で︑上聞に

単

閣燈が︑動燃再処理施設運転に関

細にわたってファクトファインデ

それぞれ混晶抽出する方式︑プル
トニウム・ウラン分離工樫から︑

ィングを試みたものとみられる︒

として︑プルトニウムとウランを

抽要する累累の力法をはじめ

する日来合岡調査結累の報告羅を

報告書は︑付属資繕を禽め四再ペ

口叩調査終了後︑外務欝で記蕎

治決薦を閉る②先にハイレベルの

ージ以上に及び︑臓来双方が品別

会見したシャインマン米側調責國

極類の

開発課畏︶から受け取り︑愈見の

政槍折衝で解淡への纏慰みを決

を対応づけ詳

話や観潤筋の兇方を総漏すると︑

交換を行った︒その繕果︑愈同調

評価基雌

第三次交渉のあとハイレベルの政

かかるか︑との質問に管えて﹁二

査報鑑については︑今後日※両政

内照曝本側団掻︵原子力局動力炉

〜臨カ月を考えても妥当性を欠く

長は︑簸終決葱までにどれくらい

まい﹂との兇解を示し︑賑本田が
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原

も︑エネルギー資源に乏し

いる米国にはそれができて

料やウラン質源に修まれて

議で示された婦く︑化石燃

臼※台同調査のスタートと日を隅じく

問題解決への手がかりとなるであろう︒

貫くことが︑日木のみならす︑国際的な

はすでに明らかであり︑その基本姿勢を

再処理丁場の運転に関するわが国の態度

ていない︒高速聴殖炉開発のキメ手とし

しても︑米議会の反応は足なみがそろっ

もいうべき高速埴殆炉実用化の延期に出

たカーター原子力政策のもう一方の柱と

さらに︑プルトニウムの利点を否定し

リット鉱区については十〜二十詩

ル鉱区については四〜五二テッサ

ていることか解明され︑イベルベ

は基盤摺中にウラン鉱脈が位置し

北方︑テッサリット鉱区について

す世界の原理力関係轡が注興︑大

B本原子力産業会議もこの会

きな関心を集めた︒

て寝國されてきたクリンチリバー実謙炉
れていることなどから︑動燃では

にもわたりウランの存在が確認さ

主催の﹁原子力発電と核燃科サイ

ブルグで開かれた国際原子力機関

五月二日から十三日まてザルツ

丁をつぶさに記録した同視察団の

会議のもよう︑ホットな各国の符

の調査にも当たったが︑このほど

ストリア各国の最近の原子力事情

遣︑英︑仏︑西独︑スイス︑オー

カータ⁝※大統領の核拡散防止

に︑二千人を超す参加者のみなら

く対立する中での開催だっただけ

された暫後︑各国の思わくが激し

憂︵送料二酉円︶︒

は原産・業務課まで︒一部千五喜

わ 今年二月には十五年ぶりにジスカ

取る②五年間の法人所得税を免税

場禽全盛を優先的にわが羅が買い

とのウラン探鉱契約は①生産する

リでのウラン探鉱だが︑昨年±一

まで手をつけられていなかったマ

しかし︑動燃が探鉱に乗り出す

だけにとどまらず経済援助などを

おり︑わが国としてもウラン探鉱

性試験など各種の凝性試験を実施

立が不可欠となっている︒

する④アルミナ・シリカ系繊維︑

㌔撫凋遭聯答

ザルツブルグ会議参加

欧州原子力視察

して︑来上院のエネルギー資源委員会
計画は嗣大統領の建設延期︑許認可業務

今回の調資に約十億円をつぎ込

理凍縮︑高速炉開発延期など盛り

クルに関する国際会議﹂は︑再処

子力視察団︵堀一郎隅長︶を派

議にザルツブルグ会議参加欧州原

が︑カ⁝ター大統領の新原子力政策発表
の停止の提案にしたがい︑米エネルギー
み︑これまで最大のプロジェクト

団報出週日が刊行

以外に現実的な引立解決の道がない︒し

されていたバーン

として同国のウラン探鉱に取り組

などではこの案をそのまま承認したもの

にカナダが日加原子力協定改定交

を中心とする薪原子力政策を蕎景

っていることから成功すれば

のこの国にも

に反発する血色がかなり存在することを

避を踏み入れる必要はない﹂という主張

するliと極めて有利な内容とな 月には仏コゲマ社が調竃に着手︒

として将来の

トニウム燃料加工︑廃簗物固化などの関

表わしており︑同大統領の原子力政策の

のきざしが訪れてきて

未知数

連施設への連邦政府資金の投入を拒否さ

行方にはなお予断を許さないものがある

關発競争

とする澱初の具体的ケースであり︑富岡

れ︑立径生を余儀なくされていた︒上院

ことを示すものといえよう︒

温還元ガス制粥による論難製鉄技

石英ガラス系の両高温断熱杉料の

ス化テストプラント試験設備の設

トプラント試験設備とピッチ︒ガ

受座額は約三十億三千万円︒内訳

円︑耐熱合金七千百万円︑高温断

大型プロジェクト第一期は︑四

十八年度のスタート嶺初六年閣に

五十三年度で終了する予定になっ

七十三億円を投入する計画とし︑

れたことなどから計画が遅れぎみ

隼程度の期聞延長が必至

となり︑五十三年慶内の完了が困

の情勢になっている︒

難視︑

難蘇蜜

米議会の動向と

い諸国はプルトニウムのエネルギー利周

たがって原子力エネルギー利用と核不拡
以来︑事実上

の一の記壬一藩万がにまで削減されて議

研究問入目の要求した子算案は︑約七分

凍結

散を両立させうる方途を求めるべきだ
ウエル再処理工場に対する政府予篇支出

う︒

一ということに要約することができよ
案を可決したことは︑皮肉なめぐり合

再 処理交渉問題
望⁝覆再処理霧に関する昊
⁝ 禽 岡 調 査 が 終 っ た︒この調査
一展⁝ は︑再処理を核燃料サイクル確

立のかなめとする日本と再処理と核拡散
の結びつきを懸念する来国とが︑動燃事
業団が東海村に建設した再処理工場の運

な意味をもつ︒岡工場はアライド・ゼネ
で︑下院科学柔術委員会がこれを︸億五

ラン供給を停止︑オーストラリア

渉の遅れから今年初め以降対日ウ

B5判︑92貧︒購入希望の向き

報告書が刊行された︒

んでいく予定︒

ムへの懸念はきわめて強く︑

GNS︶がサウス・カロライナ州バ⁝ウ 千万がにまで復贋させた︒上院資源エネ

ラル・ニュークリア・サービセス社︵A

ルギー委員会もカ⁝タi予算案に難色を

込んだ来著の新原子力政策が発表

会に送り込まれた︒下院国際関係委員会

止

示し︑決蔦は本会議に持ち込まれてい

ールデスタン大統領が岡国を訪問

わせではあるが︑われわれにとって重要

出すための基礎づくりの〜環として︑技

あらゆる國にあらゆる機会とチャンネル
エルに完成した年三処理能力千五穏ゾの

が国独自のウラン

するなど

調齎の糖果をふまえつつ近く再開される

委員会が今回大差で可決した同工場への
隻田予算千四百万妙は︑保障描置技術の

つまるところプルトニウム問題に帰す

術の研究開発﹂の委託研究を進め

度には原子力製鉄システムの枢要

︵藤本一郎理事長︶は︑五四奪 特性試験を行う⑤水蒸気改質テス

ている原子力製鉄技術研究緕命

部にあたる熱交換器と愚元ガス製

四十九年度に設置したシャフト炉

計・製作・建設を継続実施する⑥

シミュレーション装置を使用して

造についての大型実験設備の建設

実験を行い︑還元条件と生産性︑

終了をメドに作業を進めるなど穴

計画によると︑五十二庫度事業

か年計画の最盛期を迎えている︒

いて検討を進めるほかコールドモ

操業ノウハウ︑成品性状などにつ

デルによる研究として装入排膨装

として︑①塵接製鉄パイロットプ

設計を行い︑システムエンジニア

の冷却方式基本設計を行う︑とし

置の棊本設計とガス流れの三国類

ラント︒トータルシステムの概念

リングなどの検討を諮める②申間

五十二年度の同組合の研究開発

ている︒

熱交換方武による高温熱交換器の
設計黍法︑構造安全性評価手法︑
覧視試験法を確立し︑高温ヘリウ

在︑ひびの発生原園など詳細調責

なお︑いずれのケ⁝スも外部へ
の放射能の影響はなかった︒

株式会社イ恥圏串
札幌、仙台、東京、新宿、横浜、名古屋、大阪、広島、九州
詳しい御問合せはイトーキ鉄二部原子力課東京都中央区銀座1−13−12電話03（567）7271〜8

しかしカ⁝ター来大統領のプルトニウ

術的な検討を行ったもので︑日米両国政

商業周酸処理プラントで︑すでにコール

もこうした動きに詞調しょうとす

担うものと期待されている︒

ウラン供給への酒番を招く一翼を

原

示唆する璽要な先例となろう︒それはこ
開発や安全性の確認など研究開発に重点

る繊米再処理交渉に際しても︑世界の動

コレット・リテーナ

十八体︶についてシッビング検査

▽二号機11綴御三駆動水戻りノ 中だ︒また︑燃料榮命体︵五酉四

が発見された︒

ズルを点検したところ︑ノズル部
ひび

▽三号機

原子力特殊扉

転をめぐって双方の満足する解決策を見

府はこの結桑をふまえて︑東海再処理工
を通じて進められている︒璽海再処理工

ド︒テストの段階にあったが︑プルトニ
る︒

状況が表爾化するなかで︑マリ国

るなどウラン確保をめぐり厳しい

核拡散防

場の運転をめぐる巖終的な交渉に入る予
場の運転問題はこうしたカーター政権が

ウム鼻聾を打ち出したカーター大統領に

核不拡散

の旗じるしを掲げての原子力外交は

定だ︒

ウラン濃縮サービス供給国として︑ご国

よって︑AGNS社が期待していたプルー大統領の掲げる﹁プルトニウム時代に

＝凹二＝＝＝＝＝需＝一口＝隔＝闇＝二丁＝＝二＝＝一一圏；＝；＝一3認＝μ＝曹；＝＝一印＝；＝鼎二一＝＝；＝

この交渉の推移と結論とが国内の重大

の再処理活動にその影響力を行使しょう

間の原子力協定にもとづき︑受け入れ圏

ルギー問題解決の通を持たない資源小国

との擬点を轡界に

こうした動きは議会の中にも︑カータ

のエネルギー利開に依存する以外にエネ

な関心事となっているのはプルトニウム

臼本の実情から嶺然だが︑同時にこれが
田米再処理交渉は︑

再処理の凍結や高速増殖炉実用化の延期
のごつの問題の両宣をはかるためのもの
を置いたもので︑実証工場としての性格

要がある︒

向とともに来國の世論も十分兇極める必

通じた政府ベースでの対応策の確

子力エネルギー利用

など︑プルトニウム綴蓋の原子力路線を
として︑ロンドン蔭脳金談で禽顧された
を強めたものである︒本会議も同様の意

と

なりの理由がある︒来国内における商業

打ち出したカーター大統領は︑核不拡散
核燃料サイクル再評価計画にも微妙な影

統領の薄処理凍結を宣持していないこと

向のようで︑議会が必ずしもカーター大

を中心

施︒ウラン鉱脈の深さ︑広さ︑品

製鉄組含

世界的な注讃を集めていることにはそれ

を原子力平和利嗣に優先させようとする

日米交渉のあり方と結論は︑世界的にも
を物語ってもいる︒

響を与えかねない︒したがって︑今後の

大きななかかわりをもつものだが︑藁海

その憲図を働騨に表明し︑同調を呼びか

先のロンドン首脳会議︑ザルツブルグ会

けている︒これに対する各国の反応は︑

角望地域

功しているニジェール・アクータ

実施︑放射能異常地域について地

りの地域についてもエアボーンを

位などを確認していくとともに残

ウランメッ
カ

の翼中に湿球︒このうちギダ

区などに囲まれた

地区︑アルジェリア・ホガール地

に延べ一万層のボーリングを実

で発毘された

車四十三台を投入して昨年の調査

し︑ボーリング試錐機五台を含め

発︒マリの現地隊約八十名と墨流
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ギダル鉱区など中心に
わが国最大のプロジェクトへ

表調査を行い新たなウラン鉱脈を

はトータルシステム七千七薗万

ル鉱区について一九七五年十月か

ムテストループを設計︑製作する
し
③七樫類の超耐熱命金について金

探っていく計画︒昨年の地層携造
発足第五耳食に入った通産省工

調蛮でバラコーエ︑イベルベル鉱

円︑熱交換器十八億七千五葎万

背望な放射能異

属経織変化︑高温衝盤試験︑溶接

装罎九億二千八否万円︑還元鉄製

と︑超音波探醗による

置をカバーしているチューブ︶の

造装腰五千四頁万円︒

︒チューブ︵制御棒の位躍圃定袋 熟樗二千五颪万円︑還元ガス製造
異常揖示が発兇された︒詳細調査

液体漫透探聞検査を行った紬果︑
経億性のめやすといわれるO・一

中だが︑応力腐食によるものと薯

％U308をはるかに超えるウラ

通麗︑科学狡術の両省庁は十二

コストエスカレーションに見舞わ

ていたが︑研究開発機材の著しい

が発晃された︒現

鉱区は一九七煕年九月に取固した

ン鉱脈が各地に露出しているなど

を行ったところ︑うち一体にピン

ひび
ギタル鉱区の十万平方十三と一九

極めて萄望な結粟が得られたこと

に微細な

えることにした︒

ホールの疑いがあったため取り替

微細な

七六薙九月に取得したテレムジ鉱

田︑藁票電力福島第一原子力発聖

このため︑ひび割れ鄙分を醐り取

えることとした︒

区︑七万五千撃方㎡耕の合計十七

から豊富なウラン鉱脈が存在して

るとともに︑当該戻りノズルをノ
ン・リターン方式に系統変量を行

岐配管の点検を行ったところ︑

▽一号機11原子炉再留口系の分 うこととした︒

検概況は次の通り︒

遡産︑科技玉山庁発港

万五千平方詩摺で︑これらの鉱区

状況について発表した︒各炉の定

断一︑二︑三図機のその後の定検

名で構成︒先発隊は九月十六日出

役を國畏に地質騨門家など二十四

調査団は菊地滴動燃資源量調査

いる訳註性が高いと判断︑今園の

えられるため︑当該部分を取り替

にじみ

業技術院の大型プロジェクト﹁高

福島第一

区については推階層中に︑ギダル

ら約一無間をかけエアボーンを実

施したところ

藪アフリカ・マリ共和国でのウラン探鉱に取り粗んでいる動燃事業団はこれまで行った探鉱結果か
ら同地区でのウラン開発の司能性は極めて有望と判断︑今秋にも超大型調査団を麗地に派遣し︑動燃

常

が発見されたため昨年九月︑

巖大のプロジェクトとしてウラン探鉱を本格化していくことになった︒現地では開発のボーダーライ

ンといわれるO・一％U308をはるかに超えるウラン鉱脈が多数確認されているうλ︑間口との探十徳からなる調糞団を現地に派

熱交換器と還元ガス製造
探糞嵐格化となったもの︒

の定検概況

で最隅○・四八U308をはじめ

遣︒バラユーエ︑イベルベル︑ギ

大型実験設備を建設
ス地区は︑周辺をすでに開発に成

動燃が所有するマリでのウラン

ダル北方︑テッサリットの四地域

鵡踊

鉱契約も﹁発見された場△口︑全蜷を日本に纒先的に輸出する﹂と極めて有利︒動燃では今回の調盗に

鍵

原子力製鉄研究、佳境に

が存在するアドラル︒ジ︒イホラ

塊嚢に露出するウラン鉱脈︵イ
ベルベル鉱区︶

茨城県岩井市鵠戸423TELO2973（5）5711

工場

約十櫨円をつき込んでいく予窺だ︒

・㎜辮禦綜灘欝轟灘

蕪

騨
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第884号
（第三種郵便物認可）

新

子

昭和52年7月薯48

台

業
産

聴・独を中心に薪会社
特許︑情報の交換でも協定
︻パリ松本駐在鼠冒フランス︑西独を中心に︑イタリア︑ベルギー︑オランダが紬束して高速増殖
炉の研究開発を横極化し︑一本化した炉型にまとめあげていこうという﹁筒速増殖炉研究開発協力協
定﹂が覧臼︑パリで調印された︒堪殖炉に関する窓口を一つにするため︑話術情報を収集・提供する

印︶鐸巖初の契約は西独のINB

許権契約の藷種のモデル︵仮調

︵インテールナチオナル・ナトリ

ウ・ゲゼルシャフト︶とフランス

ウム・ブルートレアクトールバ

のノバトーム祉に特許潅を供与す

ム︑ベルゴニュークレエール︑ネ

るもの︒INBはインターアト
ラトーム三又で構成し︑島速繕殖

許権︑ノーハウなど︶を第三巻に

フランス原子力庁︵CEA︶に高速増殖炉︶とSNR⊥ズ西増嫡炉に関するあらゆる知識︵特

遡じてこの規運にはイタリアの炉

識楚講1ーノバト⁝ム祉との協定を

炉工業化協力規定を実施する追加

九七六隼五月十八田の．圃速増勲

四︑王NBとノバトーム社間の

炉の工業化を進めている︒

システム寒社SERENAが設立されることになった︒これによって欧嬢はカーター※大統籏の高速

独︶の建設を約束する協定を工業
販売することを國的とする会社で

︑≦

きr

ミ

ノ

警醒会はエネルギー担当のEC

うしたエネルギー問題を解決する

薙間から五無間凍結する要請を議

で新しい原子力発霜駈の目撃を工

で拡大しなければならないと空張

リップスプルグ社がこの契約を締

木やスウェーデンと交渉中︒フィ

の追簾施設でそこへの受入れを日

から一九八五年には一工千万KWま 炉澗放蛾牲酸化物琳料処理施設︶

《種類・寸法険

るQ

とす

の簸をみず︑結局︑これにかわっ

化したものとみられる︒

の貯蔵か再処理せずに完全に安塚

ロン当り一が高騰すれば消螢が大

だけの資源を有している︒来議金

・ザクセン州の岩上鉱の選定は進

してきている︒西独ではニーダー

傷を防ぐことかてきて長時間の御使用に装えます。

②嚢子力エネルギー公聴会への

公開

で経贋政策および成長率︑エネル

る︒それがカバーする分野は広麗

をもつという意味で

表明された艶艶を開きとめる役剛

③EC委員会による原子力エネ 隠匿が慧冤を聴取し︑質問をし︑

HC委員愈の参加を保註する︒

十月︑原子力
公聴会開催へ

環境保全闘題も含まなければなら

民憲的管理︑さらに安全性および

ギ⁝政策︑福野興亡の変化および

①ECのエネルギ⁝需要の観点 ルギー研究政簾における優先曲

末に開き︑その後も随時開くこと

ない︒公賠会は第一回を今奪十月

EC婆餓会

弾︑すなわち新しいイニシアティ

温炉について西独の技術とフラン

ン︶計画が登場してきた︒今回の

て政府による追加設備︵アド・オ

仏聖間の轟協定はこれに灼抗して

再処理後の貯
蔵許可を要請

スウェーデン︑米に

︻パリ松本駐在鼠目スウェーデ

ン政瘤は放射性廃棄物を英国とフ

ランスで再処理してから融内に持

ち帰って貯藏する許町を米国に要

長官・ヨハン・リンド総號局長が

請した︵外務雀レイフランド宮腸

訪来︶︒スウェーデンの新原子力

法は新しい原発について再処理後

な方法での礒擾貯藏の取決めを義

確立していない⊂

携付けている︒後者の技術はまだ

独原発︑ラアー

グと再処理契約

COG建MA︵原子力庁一〇〇％

︻パリ松本駐在麟︼フランスの

ップスブルグ社から︑フィリップ

出資食社︶はこのほど彌独フィリ

幅に減るというケースもある︒法

セン州の岩蟹鉱内に使用済み蝿料

決した︒謝由党は二重ダー・ザク

め｛q頼のおける薄コム手袋を手にはめておいてからGLOVESを装着することか雄奨されています。

︻パリ松本駐在鍛︼EC︵欧州
共闘体︶委員会はこのほど→月に
漂子力エネルギーに闘する公賠会
をブリュッセルで開く方針を磯認
した︒委澱会としては公開調査が
国別で行われているが︑闇題の性

質上︑ECレベルでとりあげる必
硬性を認めたものである︒その目

ブないしはさらに大きな努力が必

的は次の逓り︒

から原子力エネルギー闘題につい

要と認められる分野の選出を助け

スの資金力を綴愈わせる建設体制

としている︒

る︒

て世論に別報を提供する一助とな

ンス鯛の出資比率を五一％京で引

の確嘗を要呈している︒

ウ

下げ︑懸独側も閥九％とし器用料

る︒この組倉わせは結局フランス

既走方斜で進む惣同を示したもの

決定はこのアド・オン堅調を興体

を折半分配する︒

統韻が新原子力政策のなかで米国

③INBが蕊茎嗣の原子力発碁 筒速増殖炉は米国のカーター大
所を受注するまでは使用料は全額

の技術と西独の費金力を結び付け

と解されている︒

るが︑八○庫代初にはこの能力が

︵SWU︶の濃縮能力を持ってい

年間一万七壬一望ナ分離作業単位

楽園では現在︑醜記の三工場で

示唆していた︒

採用してきた拡散伝からの転換を

テユーカ︑ポーツマスの益工場で

して︑これまでオークリッジ︑パ

ガス遠心分離法を受用すべきだと

たことを悪味する︒西独側では謡

カ出面⁝大統領はさきに発表し

遠心分離法を採用
米政蔚は十一田︑遠心分離法に

N運醐

米︑新町黙縮⁝工場建設へ

②この額に達した場禽にはフラ

︵1蕪Bが原子力発罐淵源基を販 フランス側︵CE氏︶に支払われ 内での開発中断を握唱しているが

払う特電権使用料は一定額濠では

おいて︑仏・独を中核としイタリ

あり︑中期酌には仏独間の増殖炉

四協定は以下の通り︒

面から襲付けするものである︒

提携している︒

これらの交渉には二王余りがつ

概念の憂目を調整し一本のモデル

ア︑ベルギー︑オランダの各国が
参加する欧州高速増殖炉工藁化体
制確立を目指す四煽定が羅名ない

︵ジーメンス社の子会社︶︑GF にまとめあげることを想定してい
いやされたが︑高速増殖炉ではフ

し仮調印された︒

K︵カールスルーエ原子力研究 る◎闘接的に参薩する株童は次の
ランスが原型炉

これらの協定は一九七六隼二月

所︶︑フランスのCEAが薯名し通り︒

ス
縮工と西

独をかなりリードしているので

ーパー・フェニックス

運転し︑クレー・マルビルに

︵二士秀三千KW︶を三琿近く

フェニックス

の仏独工業科学相金談︵ニース︶

クルゾ⁝ル・ロワール社四〇％︑

ノバトーム社薩C鶏A三〇％︑

た島回増殖炉研究開発協力協定
︑欧州ナトリウム高速炉シス

テム振翼会社︵SE戒ENA︶ア
設ルストム・アトランチック祉三

力の原則と︑岡五月の仏独原子力
協力協定︵ボンで調印︶に基くも
立に関する定款︑内規および協定

〆

逼迫することになるため︑カスケ

たエネルギー教欝をはじめ︑さま

〆

ミ！
〆

ウランの十分な供給保証が︑核轡

ざまな機会をとらえて︑来国のウ

〆

ミげ

建

開始する計画︒建設幾は約四十五

︵CEA六〇％︑ノバトーム筏四
ポーツマスに建設することを決定
メンスの子会社︶・GFK七〇九八二年︑SNRI二は研究開発

ァーリシェ・エレクトリチテ ー

ミノノ

三︑SERENAが提供する①
特西独諸社がSER冠NAに億
支がと晃積られている︒

黒球次の通り決まった︒

憲VG1ーインターアトム︵ジー ︵原型炉SNR三〇〇の兜成は一よるウラン濃縮工場をオハイオ州
RWE︵ライニシェ・ウエストフ到SERENAはフランス側株K

きノ

ランダ︶一五％︒

ラン濃縮サービス供絵国としての

さ

ード改鍵計画︵C王P︶︑罵出力

したと発表した︒新工場の建設は
蟹も決まっていない︶S鴛R2N

ノ

料蔚処理ならびにプルトニウム利

％︑ベルゴニュクレーエール︵ベ

ト︶︑フランスEDF︵国訴電力〇％出資の共通子会社︶が六五

一−

の世翼的鋸要に対応するためフォ

増強計薗︵CUP︶を逓じてその

国際的累歳を強調しており︑濃縮

％を繊資して設立する︒これは磁

ノ

に技術顛蕨を助侵させ︑それが採

同時にカーター汰統領は︑米国

ード醗大統領が提案した山踏藏業

用に対する陵界的なインセンティ

Aの利益処分方式が難問だったが 七八奪末に着工︑八六年に運転を

スーパー

ミ♂

︵函二十万KW 路および間接園主が提供する島速

璽力公社︶が締凹した

・フェ ニ ッ ク ス
﹁

ミ〆

ギー政策を歌選実施し︑代替エネ

掘比率の改鍵と増麓に反映されよ

のウラン濃縮容鍛の拡大にあたっ

界による第四のガス拡散工場の碓

能力を二万七千ゾにまで繕晒する

見遜しの根拠として岡教摂は︑

う﹂といっている︒

ては︑ガス拡散法に比して格段に

少なくとも一掴はエネルギー危機

ルギー塞源開発のため時間を稼が

このようなエネルギー開発促進

設㎡画は︑議会の反発にあって陽

ことにしている︒しかし︑その後

九七〇隼に策定された一九八五庫

なければならない︒その貝体第と

を囁える一方でマケッタ教授はエ

電力消費を節約する鰐能性をもつ

た︒

による生痴水準の

までの来圏のエネルギー生麗は︑

場を虚実距格制に戻すことであ

を経験

するであろう扁とし︑門もし当局

それぞれ天然ガス一兆立方ぼ︑石

門手段の一つはエネルギー市
九万五千兆BTU︵千兆BTし
Uては

ネルギーの効果的利用を逓じた節

炭四千六齎万ナ︑石癩一懸八千

る︒石融および天然ガスが讐理価

べた︒これはテキサス大学のジョ

で原発凍結決定

自由党︑党大会

スブルグ原子力発電所二野機︵八

ゆ︑電気ご千閥醤三十億万KWで 格体制下にある限り︑これらの価

べき十五無間にわたるエネルギー

約の必蟄性も強調︒さらに門来る

ン・マケッタ教授が圃紙の認霜と

格上響を食止めることはできな

の属饗と供給のギャップを取除く

十六万四雫KW︑沸騰水型炉︶の

一問一答彩式のインタビューの中 欝られる︶と晃通されたが︑この

い︒この手段は選挙的とはいえな

べきでないと認だしたのである︒

麗通しは群く︑実際には六万二千

この決定は連邦政府のなかで︑こ

で述べたもの︒岡教授は﹁仮にエ

の御使用に際しては

出力規模を現在の六酉五十万KW した︒UP⁝豊AはHAO︵軽水

理工場の酸化ウラン再処理施設U

に酉五十ナ受入れてラアーグ再処

には今や陪遅しの感があるのは盃

の需要を一臼彫り二蕩万ゆ減らす

西ドイツ

︸方で︑供給を一田塗り益〜四語 ミット連立政権に駈属する自由覚

P⁝三Aで再処理する契約に署私

便削済み燃料を一九八五〜九〇年

兆BTUに過ぎないであろうとしいが︑需要をスローダウンさせ︑

めない︒しかし八五年までに石繍
るという二つの蟹味において介在

万㊨増やす方法はあるQ来田はこ はこのほどザールで開いた党大倉

い込んだ︒岡相は西独経済の成長

とに擦趨党出身のハンス︒フリー

ネルギ⁝問題を現状のまま放出し

国内のエネルギー開発を促進させ

のエネルギー市場の麓みを是製す

を支えるためには原子力発電所の

ドリッヒ経済相も湿しい寛場に趨
ている︒

こうした必要熱蹴を確撮するた

るものと恩われる︒ガソリンがガ

い︒こうしたGメンは各家庭を訪 後二十年間は天然ガス︑石油︑石

ン

炭に頼らざるを響ないとしてい

き︑現囲みられるエネルギー問題

が園罠の利益を最重点項隠に躍

︻パリ松本駐在凪︼蕩独のシュ

が行われなければならないが︑今

ある樋のGメ めあらゆるエネルギー頒源の開発

れて︑冬の暖房︑愛の冷房を厳し

の曲・ガス田の再採掘を酒瓶にし

た石翻や天然ガスの尚価格は既仔

燃科の再処理および放射性廃翼物

結したのは︑満懇できる使翔済み

る︒しかし︑※凶のエネルギー状

ます︑反対蓮動で漂子力発墨勝の

況の転換を図るためにはエネルギ

の薄笑埋および放射性廃葉物貯蔵

コンセントをはずして圓るであろ

を解決し衛るものまで

識藏の解決策を示さない限り建設

引下げ
ーの需要・供給ギャップを埋める

姥設も停滞しているが︑尉曇日の

ょうが︑現在の技勧ではこれら曲

うQ臨動東のエアコンディショナ

施設の歩初の部分的誌町が下りる

ズ社はこのほどウォール・ストリ

る

懸盤的なエネルギー対策をと

ことが必要で︑例えば一九九Q銀 ・ガス田のわずか豊強％がそれに
ーは全醐的に使用禁止となり︑マ

認識が得られないため︒

ート・ジャーナル紙上に二ページ

好︒

湊定はさらに追い打ちをかけた恰

く注難し︑洗濯物のドライヤーの

を大量に魑わなければならな

況をチェックする

米敷府は團罵のエネルギー消費状

ておくならば︑一九八五奪までに

悪化

態を招巣しようUとの毘溢しを述

が拳をこまねいていればオ︑惨な郭

ブを減少させるものだとしてき

％︑西独側株霊︵KVG︶が三五ルギー︶一五％︑ネラトーム︵オ
公社︶ ︑ イ タ リ ア E N E L︵国有

〇％︒

の︒また一九七三隼十二月の西独

一

で淡塞つた高逮増殖炉に関する協

一︑西独のインターアトム社

売した額に根無する部分︶六五％
メ⁝カ︑NIRA︵新型炉社︶も
の比率でCEAに支払う︒

皿鉢炉実馴化延期政策にひるむことなく既定方針で進む慧向を確認したことになる︒

蔵独35％

は︑新たに原子力発霜摂を態設す
石繊や天然ガスの一︑囲働格時代は逆

価するにすぎない︒それだけに︑

85

＄賦RE≡NA

と予想されている一九八0無まで
たうえで石油や天然ガスのエネル

までといった短娚聞の設定を行っ
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ることにある﹂と訴えている︒
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受難のカータ ー政策

二さr

シャージー・セントラル・パワ

的障霞は存在しない﹂と述べた︒

蔵所を開発することに里大な技術

一九七八会謝奪度のエネルギー硯 は︑金加盟国を包めた国際原子力

廃棄物貯蔵は

十分に可能
米物理学会

究グループは︑﹁一九八五奪まて

〆ニニさ

！〆

二

二

きノ！〆〆ニニ≦ノ！

二

ノ

芝ノ！

ノ

！

！多さ

続達転時間は二醤六十六鷺︑送

ノ！多一

原子力規制委貝会︵NRC︶はた︒フロリタ・パワー・アンド︒

シー郡にセント・ルーシー二原子

ライト社はフロリダ州セントルー

許司を得た︒出力はおのおの颪十

るQ

無︑八三黛に運開が予足されてい

NRCはさらに五月初旬︑フロ万KWであり︑それぞれ一九八
リダ州とオハイオ州の原子炉につ

に研究グループは︑エネルギー研

ニノ

！♂＼〆

期燃料装荷のた
め︑四月二†三
日︑運転を停止

な恩恵をもたらすかもしれない︑
と述べている︒

廃棄物貯蔵所
敬遠の動き

R

へ手続き改正

N

原子力規制委員会︵NRC︶は

いとした新規則を採用したQこの

規則に墓づき︑電気事業者は建設

許可申請に先立つ五年前までに︑

の地名をNRCに提出することに

原子力発電所のサイトにつき︑そ

なるだろう︒州政府もまたその検

するNRCスタッフの審戴を請求

討に役立てるため︑予定地点に関

することができる︒NRCの公聴

会やサイト適性の環境調責は進ん

※エネルギー研究開発局︵猛R だ段階で行われ︑電気事業暫は数

モンタナ州など

C

き︑三つの新規建設許河を交付し

究開発局︵ERDA︶の現在計画

立地問題緩和

な軽水炉轡料サイクルの場合をと

二

原子力発電所許認司の迅速化を狙

だが︑研究結果から︑﹁どのよう

を備えているといえるであろう

れている岩塩層は満足すべき条件

っても︑既存ないしは現在の能力 に慕つく最初の貯蔵藤用に提案さ

さ

た︒岡原発は定

七百五†六万五千KWHに達し が︑花嵩轡や貰轡はさらに長期的

電端発電職力冠は三十三億四千

二

﹁戦争に匹敵する道徳の戦い﹂を ク事件以上にこの必要性の好例は

ませる方法を誰が御せるのかわか

認可手続きの混乱の中にもつれ込

および廃棄物処理工場の立地を禁

れない姦濫︑同州内の廃棄物処分

議会で審議されている立法措置を

短縮化しょうとして︑現在︑連邦

核廃棄物処理を扱う法累はさら

の規制手続きである︒これが異議

る論議であり︑未調整の機関相互

東京都千代田区大手町2−6−2 日本ビルTEL（03）279−1874㈹

発小委員会で聴聞会が開かれる予

四月オハイオ州オタワ郡のデービ

な仮定に基づいていることが明白

ノ

力発竃所︵八十万二千KW︶を

ス・ベス原子力発電所一号機に

た︒この九十万六千KW加圧水炉 残設する許司を得た︒運開予定は

対し全出力通転の許可証を交付し

である﹂と批判した︒同議員のこ

r

画を事実上奪い取り︑外国を増殖

冤られない︒クラムシェル同盟は

この論説は︑シーブルック発電

ルイジアナ︑ミシガン︑ニューハ

に︑コネチカット︑インチアナ︑

遅延の原因は︑護国かつ手間ど

を批判したウォール・ストリート︒

所の建設に係わる窟僚的形式主義

現行規制を引きも切らず変更し続

黙し立ての手続きを引き延ばし

有能な人材を求めています∠／（お問合せ人事担当中田まで）
炉心解析に経験のある方・核燃料に関する知識のある方・その他原子力に広範な経験のある方

冠である︒

マコーマノク下院議員︑﹁新原

マイク・マコーマック下愚議員

子力政策の仮定は間違い一と批判

る大貫領案について︑下院科学技

の見解は︑最近のワシントン・ポ

クリ⁝ブランド・エレクトリッ

はNRCが運転を許可した六十六 一九八三年である︒

術委員会はその態度保留を蓑明し

スト紙上で明らかにされたもので

米有力議員らの反発呼ぶ
はカーター大統領の原子力政策を

るフランク・チャーチ上院議員

た︒五月十一暇︑岡委員会はクリ

ある︒

ク・イルミネーション社は︑オハ

は︑政徽を︑﹁原子力孤立キ義の

ンチリバー・プロジェクトの建設

所有権をクリープラント・エレク

四月に発表されたカーター大統

ための処方箋である﹂と呼んでい

資金拠出を削除しようとする大統

を直線的に外そうした技術によっ

番国の原子炉であるQ同発電所の

領の原子力政策に対する世界各圏

る︒このアイダホ州選出の民主党

て︑安全かつ偏頼できる放射性廃

﹁立証されないいくつかの基本的

の痛烈な反応は︑そうした政策が

議員は︑マリチューセッツ工科大
領修正繋を擢否し︑満場一致で︑

機関によって厳電な監囑を受ける
このグループは︑大部分がこの山

棄物理理と放射性排出物の制御と

子力発電所一︑二号機を建設する

核拡散の危険性を弱めるどころか

学での講演の中で︑﹁カーター氏

究開発予算薬の中にクリンチリバ

鼠に関する分析経験を持たず︑し

が可能である﹂としている︒さら

イオ州ノースペリ⁝に︑ペリー原

実質的に刺激することにもなりか

の計威は徴界の原子力政策形成に

地域的再処理センターの設置にあ

かも︑広範な教脅と泣訴を備えた

トリック・イルミネーション祉と

ねない︑との認識を来国におい

及ぼす来国の影響力を弱めこそす
ー繕殖炉関撫予算として一億五千
ろう︑とマコーマック議員は述べ

人びとの中から特に選ばれたもの

共購保有するトレト・エシソン社

てますます深めさせている︒日

万メを確保することを決めた︒な
ている︒

ミ！ノ

タークマク連続運転の新

※国物理学会︵APS︶の新し ー・アント︒ライト社のオイス

廃棄物は現在の捜術で︑畏期間安

再処理しようとしまいと︑放射性

調蜷勲記録を達成

ついた増殖炉の開発を要請したQ

ニノ

を求めることができる︒

二

全確実に貯蔵することができるQ
力腿の来国玉記
オイスター・クリーク
士 名で構成されるAPSの研 録を樹立した︒この発霞所の麗したQ

到達するための新たな努力と精び

下院科学技術委員会︑増殖炉建
設資金の拠出を承認

クリンチリバー高速実証炉︵C

ノ︐︐さ！二

RBR︶の建設を延期しようとすにパイロット︒プラント規模の貯

が運転を担当する︒

本︑フランス︑イギリス︑西独︑

れ強化することはない﹂と警告

お︑魍殖炉と咳拡散の諸問題をさ

ニニ

核拡散間題の盆理的な解決方法

ソ連なとの国々が︑長期エネルギ

し︑﹁来国の鶴己犠牲的な制約

らに審議するため︑原子力研究開

チャ⁝チ議員は︑米脚は原子力

さ！

所の適地調査を場舎によっては揖

発電所建設の

DA︶による高レベル廃棄物貯蔵 地点を一篠串請してNRCの許可

饗することができる州法が︑モン

﹁チェスにたとえ
れば︑プルトニウムというチェス

カロライナ︶

盤の上でのカーター氏の第一手

津南している︒

外野は単に米国山続領の布

ツルサ・ワールド︵オクラホ
マ︶

﹁増殖炉技術の棚上げを正当化す 要を満たせるということを仮定に

リマ・ニュース︵オハイオ︶

導くものだろう︒あらゆる不確定

手を素慮に用意すへきである︒

これはニューイングランド地域

実際に﹁はまぐり﹂を保護しよう

解や不正確な情報が増加し︑大
衆の原子力に罵する純粋な疑問
や素朴な不安を誤った方向へ増
幡させかねないという案構もう
かがえます︒この惰報は発行以

ンプシャー︑ニューメキシコおよ

いる︒

けている︑とこの報告書は述べて

びオレゴンの各州で提案されてい
る︒

原子力、環境問題およひ新エネルギー源開発の各分野て経験豊富な
コンサルティングならびにエンシニアりンクサーヒスを提供する。

﹁ニュークリア・インフォ﹂

は米原子力藤築会議︵A−F︶
が︑パブリンク・アフェアーズ

ン・プログラムの一環として︑

・アンド・インフォーメーショ

原子力に関する情報を収藥︑分

いて︑全国的なコミュニケーシ

析︑詳価し︑その結果にもとづ

ョンとパブリンク・アクセプタ
ンスの輪をひろげるために発行

は︑原子力をめぐる月間の動き

しているものてす︒この惰報に

がたんねんにまとめられていま
す︒

ー計画の一環として贈殖炉や核轡

という容易ならない危険をおかす
ことになり︑それは原子力の無秩

は︑国際的な真空状態を放置する

序状態を招来させることになる﹂

ている一方で︑来国内における増
殖炉や核燃料再処理を無期限に延

技術の流れを押えようとする無益

と述べた︒

ー大統領の計画に対する反対は︑

な試みを放棄すべきである︑と述

二

へ︑国際的な拡散に関する愈意に い研究によると︑便用済み燃料を

原子力産業界に頒えて︑議会︑い

二

によって︑新技術1一多分︑核融

利用しているような種魏の原子炉

危険であるQ石炭はさらに米国の 三曲︑天然ガス︑石炭それに現在

亀よりわすかながら脇高であろ

モントの州議会で制定され︑その

大部分の地域において︑原子力発

は︑兇たところ巖終的かつ確定的

地七つの州議会にも提案された︒

不必要な原子力発電萌の建設遅

るためには︑今世維末に米国のエ

なるだろづ︒

炉計画の推進に駆り立てる結果に

る電力を生みだすために︑現在︑

遅延を批判

タナ︑サウス・ダコタおよびバー

禽プロセスの動力化一1が確立す 告をのみ理晦にして増殖炉を放棄

トーマス・ジャッジ知事が三月

延はニューイングランドですでに

米国が持っている選択は二つしか

要素を考慮するならば︑この仮定

う﹂

な手と誘うより︑多くの余地を残

二十一日に署名したモンタナ州法

難渋している電力事情を悪化させ

ネルギー資源開発にギャップが得

る︒そして多くの専門家もこれに

は危険なものであると考えられ

の承認を得て摺めて廃棄物が貯蔵

ニューイングランド

するとは患われない︒大統領の決

は︑他州で慶み出された大騒の放

ない︒米岡はより多聞の石炭を焚

成しなければならない︒これは︑

るまでの闇︑翠雲のエネルギー需

すものであると思われる︒大統領

射性廃棄物を同州内で処分するこ

舞千万がの翻合で︑発霞所の最終

るばかりか︑一年の遅延につき鶴

在しないと判断するシナリオに賛

﹁増大す

定はおそらく︑米国から増殖炉計

は︑国内外で広く議論し︑代りの

リチャード・ナイプ知薯が署名し

とを禁止している︒四月十六日に

ヤ⁝州誓事メルトリン・トンプソ

＝＝＝一二＝齢＝＝二一凹＝︸冊一胃一冊＝一隠＝一

ン氏は物理的乱入を御することが

の結論であり︑長期化する遅延を

評議会のエネルギー検討作業部会

＝曽︻一二＝＝凹＝；西国；冊＝；＝一＝御7＝腎＝

いる︑との発表であり︑原子力の

モント州は︑州議会の潔認が得ら

できるよう義務づけている︒バー

蜜二面した函後に︑同発電所地点に

建設費を埴加させる︒

プロセス改革が明らかに必要であ

できることを立証した︒しかし︑

響くすることによって︑デモ隊が

とするものではなく︑原子力発電

たサウスダコタ州法では︑州議会
に感謝したい︒とくにカーター大

クラムシェル︵目はまぐり︶同盟

このような発露所を果てしない許

＝＝＝＝＝ニ＝＝帰一＝冊＝＝二丁一墜＝＝噛一二一一一累︻一＝一覧一一P讐＝＝冊幽一＝篇二篇一障一＝開一一＝酔閥＝＝＝冊＝＝闇一一冒；謄︸＝冊＝一一冊一

シ⁝ブルック

る︑との表明である︒シーブルッ

＝襯

くか︑より多くのウラン燃焼原子

っては来世紀に︑他の技衛が出現

熱と地縁発電になるだろう︒しか

するであろう︒それは多分︑太陽

統領がエネルギ⁝問題について

示したタイミングの巧妙さに敬意

時代を限止しようとするものであ

のデモを批判
メーデーの週末にかけて︑ニュ

を表したい︒というのは︑シ⁝ブ

る︒

し︑今後二十隼ぐらいの間︑来国

ーハンプシャ⁝州のシ⁝ブルック

ルック闘争はカーター氏の高尚な

のである︒

ジャーナルの一遮の論説に続くも

W・＄・ジャーナル

来国が首尾一貫した国家エネルギ

原子力発慮所地点でデモを縄織し

美騨麗句が臓面した最初の試練を

決方法によっては︑この屠的を成

存することを期待すへきである︒

これら二つの燃料︑石炭とウラン

ー政策に向けて努力するにつれ︑

ル・ストリート・ジャーナルは次

た原子力批職番に対して︑ウォー

就できないので︑いかなる機会を

鋭化するにつれて︑一方的な見

を璽視することが必要である︒健

のエネルギー計画の申に深く隠さ

上演して見せたからである︒政府

麗付けるものである︒

康︑安直および菌然環境に及ぼす

た︒

のような皮肉混りの謝意を表明し

来︑原子力関係者のみならず議

止している︒

それぞれのリスクはどうであろう

いるのである︒ニュー・ハンプシ

も捕えて他の方法でやろうとして

らないままである偏

か︒現在立証されていると二うに

発許認司研究を行うよう命令して

れているのは︑大統領が完全な原

通常︑米国を続治している多数

会︑連邦・州政府︑マスコミな

﹁われわれは︑シーブルック原

はすでに手中にしている資源に依

コqンビア・レコード︵サウス

炉を建設するかである︒場倉によ

ワシントン・ポスト

新聞論調

︑！ノ！

期委員長になるものとみられてい

の縣門家で︑外国関係委員会の次

上院における指趣的な国際間題

統領の核拡散防止政策に反対

チャーチ上院議員︑カーター大

◇

も出されている︒

くつかの州議会および報愚界から

な反対が袈明されている︒カータ

期しようとする政簾に対し︑重大

料再処理の技術を継続して開発し

3原発にも建設許可

子力発躍藤に金米の関心を呼んだ

原子力閣発への批判や反対が先

全出力運転へ

て運転される現世代の原子炉より

JANU＄

CO。，LTD。

JAPAN NUS

テービス・ベスー1

よれば︑石炭は濃縮ウランによっ

ンフォ﹂を発行した背鍛には︑

A−Fが門ニュークリア・イ

＠
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科学システム開発へ
難邸月末から業務を開始
核物質を盗難あるいはテロから守る︑いわゆる物的防護の要謂が鰻近高まっているが︑こうした票
謂に対論︑響胴︑関西︑中部三電力と曝本三拝傑瞳の各祉は共問で近くそのための轡門会社﹁臼本原
子力防護システム橡式会社﹂を設立することになった︒新会社の当薗の室要藁務は康子力施設に関す
る科学防護システム確立のための研究開発ほか︑科学防護機鴇の設計︒旛工および傑守点検など︒今

討中だが︑問題は︑とくに原子力

会の一等で﹁防護のあり方﹂が検

わが国でも原子力委綴会專門部

あるからに他ならない︒

いるのも︑こうした山勢が背墾に

月二十一厳発避︑業務開始の段どりだ︒資本金は二億円︵授櫃資本八至極︶︑社撰には榎本稗氏︵東
電原子力開発本部付部畏︶が就任する◎
ではこの狸論議が数望月から四竃
化︑社会問題としてとりあげられ

二月には薪しく規則を改正し安全

るようにもなってきており︑今年

確保へ駈要職躍を拡充︑強化して

め︑科学的︑騨門的知識を必要と

灘い放射性物質を扱っているた

施設の場命は一般の工鵬やビルと

同様といわれ︑物的防護の必要性

いる︒竈傭は欧州先進各国もほぼ

は今や国際的な関心の高まりを示

に対処︑醒力業界が防誕体制の強

すること︒新金被はこうした要請

土金弘治巾醒審端部次

遡隠男関電黒部開発瑠業墜調査役
▽敗締役
長︑土金賢三前懸察庁刑珊局長︑
田中薩総論策露敗締役橿談役▽監

査役伊藤俊央関當副社疫︑渡部

轟・

当無

の．鷹重

石曲億機を契機に原子力への
要講が高まるなかで︑原子力行

本蟹備保瞳社長︒

薪会社薯務駈は東京都港区薦久
政の行く手には門依頼の國復扁

躇也中鱈常任相談役︑垂井一郎沼

保明掲二十∴ハ第十五森ビル内︒さ

問題を薩接の契機に原子力行政

という名の高い壁が︒﹁むつ﹂

いく弩え︒設立時資本金は二億円

しあたり総務︑システム技術︑安

など分野へも業務範囲を拡大して

保陣が一懸円︑混酸露力が五千万

全防護の暴評が躍かれ︑順次︑機

︵授権費本八伝心︶で︑日本警備

力が二千万円をそれぞれ出資す

行政懇讐串も門漂子力蕪本法箸

のこうしたジレンマが表二化︑

円︑蘭西露力が三千万円︑中部魑

B本瀕子力防護システム設立発

構︑人員も拡充していく︒

改正法案㎏という現実の姿とな

二名を含む取締役七名︑監萱役三

る︒十三臼の発超人禽では非常勤

り

俺取

のレールの上に・

田蕉敏︑那須翔爾藁樋取締役︑飯

起人は飯田亮︑石崎照夫両氏と麗

濁建

役員人薯は次の通り︒▽会長避

﹁開発と規制の分離﹂を

蜜源エネルギー庁公益灘
藁部原子力発羅安全課初
代躁畏になった

逢坂愚心

あいさかくにかず

行政のあり方についての深い洞

単に開発︑規制というのでは

察がにじみ出る︒

なく︑あくまで得られうる最高

∴・い

り

的見地から安全性を判断してい

の技術基準に従って純絹に科学

斗

岡取締役︑石黒莫醗︑涯依禅一両

全周に続いて通産省も原子力発

して科学技術庁の原子力安

中電取締役の八氏︒

くことが肝要︒﹁そのためには

田正実関電轡務厳締役︑浜口俊一

葱の新会社役員入畢も決まった︒

榎

高

石崎照央日本蟹備

難亮田本警備保障会長▽社長
本穣▽副社長
傑障常務厳締役▽常務取締役

鵠安全課を新設︒安全への万全

場合によっては多少の稼働率の

ば発電炉の開発・規制は一手に

腰子力行政改革が実旛されれ

る︒

低下もやむを欝ない﹂といい切

術墓準をふまえ明確な規制行政

通薩雀に︒わが濁原峯力開発に

鵠扁では当面の問題点として自主

を実施していきたい﹂︒静かに

低下させているーーなどを七口︒

予舞の擾期的運周︑国と罠間の情

的技術開発の必要性が強調され︑

語る麹負のなかにも新しい安全

本︒騒高の知識にもとづいた技

﹁安全確保は原子力開発の基

ることになったQ

確保体制へ新しいスタ⁝トを切

微として︑民間は短期の環境変化
に影響されやすい体質をもってい
ることなどからの國の畏期的なエ
ネルギ⁝戦略が確立されること②
環境行政︑安全管理行政など規制
のあり方が国レベルで累期に調整
されること③園が蓬期的な予鋒制

ていると指摘︒このあと︑原子力

パイロットプラント以降の計画で

度をもつこと一⁝などを強く求め

の罠間と政府の協力体麟の確立︑

職爵鞭

@

原子力開発の進展につれ︑核物

してきているのが爽摘だ︒カナダ

関係については海水からのウラン

間際共岡關発における政策の調整

報交流の円滑化などの実現が出講

など十項について民間の技術開発

されていると指摘している︒

抽出︑原子カプラントの耐叢構造

が必要と述べている︒また﹁放射

岡調査による罠間の康子三関逮

の境状を明らかにしている︒

技術開発の現状は別蓑のとおり︒

性草藁物の処理︒処分扁でも政肩

ックな対処が必ずしも十分でない

の戦略が不明確で︑システマティ

二二縞111

@〒319−n

円本原子力産業会議・企画室認麟

J淋

零撒腰馨鰹鷺開く含ハ蝋〉

@財団法人原子力弘済会翻サーヒス事業部

質は使用騒が贈加︑利照も原子力

が原子力協定改定交渉で核物質防
化を麟るため設けるもの︒かねて

でと各種多退化するが︑他方︑そ
護対策の薪規条文化を強調︑山州

発躍所はじめ核燃料加工施設等々

れだけ盗難など危険な顯態に閣面
官爵︑関西︑中部の三電力と二本
警備保陞が協力︑甥備を進めてい

が同じような遭え方を打ち出して

たが︑このほど食意︑十三日の発

このうちまず還心分離法による
ウラン濃縮技術については還心分

ために民間が明確な技術開発体制

書Uうツ澱認饗雑

新

土
産
する機会も多くなる︒すでに米国

監視カメラ開発に成功
起入会で本決まりとなった︒

新禽往は態き登記など手続きを

少などの開発課題をあげたあと民

離性能の陶上︑遠心機コストの減
科学技術庁は十二瞬︑政策科学

済浸せ月末には正式発足︑業務開
始の段どりとする計画だ︒原子力

を線めないでいる姿が浮き彫りに

原子力原発分野におけるコンピ

訓鱒界紗イクルと鵬脇力＼含iも跨ハイ編禰〉

軍機1轡砂ル蝋1／1ハ汐端1」加
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来国において検討が進められた︒

防止と保障描置の観点からどのよ

い︒︸方︑現蔽瞬間五十沖を超え

／〆＼

国単独樋設と比較した場禽のRF なっているわけであるが︑この点

性および廃棄物蟹理に関して︑一

﹁講論酷縮轡灘

る使用済み燃料擁出国は五か国に

視野から検討することとし︑ダウ
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核燃料サイクルセンタ⁝を多角的
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スは深刻であり︑とくに経済規模
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のための準簾が整うことになるが︑

今回輸送計画の対象となるのは
ラウンド放射線墜である○・〇三

ヤスク表面でも東海村のバックグ

搬入

岡蜜でジャーり一・アヒムサー

ル止まり︒

納作業︑運搬台への取りつけ︑封

三詩の道のりを走り︑八二三十

躊速十五㎡の超完全難事で工・
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だからだ︒

のための

騒藁薦沙の使矯済み核燃料が搬入

され︑

〆

嚢

口

技術的

融備は全て整うことに

なるが︑問題の臼米交渉がそれ濠
でに決漕するかどうかは極めて微
妙な彌勢︒搬入された便用脩み核
燃料と五酉億円︑十二隼の歳月を

蔵プールでカーター大統領の

休

最

かけた再処理工場の将来はこの階

をまって不定期の

後の審判

み核燃料の初搬入につついて九月
巾旬までには十八園に分けて残る
穴十七体の使用済み燃料簗合体湿

てを運び込み︑今圓の輸送臨画

γ線エネルギー橡傘イ刻・F／γ線の放出痙／比放射能／中iゾ1予

題原特会

政府︑施行令を改正し追舶

輸送容器の安
全性実証など

部を改正

政府は十九日︑電源開発捉進講

策特溺金計法施行令の

行う放射線藍視の結漿を収繁して

する政令を公布し︑①都通府県が

行う放射線に関する調査委託費②

原子力発電施設等から生ずる便用

の安全性または放射性廃盤物の廃

済み燃料の運搬容器︵キャスク︶

費または補助金③水力発霞施設の

棄に係る安全性実証のための委託

調査委託費一⁝をそれぞれ岡特別

設蔽が水産動植物に及ぼす影響の

会計枠に新しく追加︑交付するこ

放射線調蛮は環在都道周県が行

ととした︒

っているサイト︑地域ことの聖中

線蟹や環境放躰能など調萱の縮累

を一か所に集め︑バックグラウン

ドなど調査の絃聚ともあわせ分析

周辺建民の被曝線画低減鰐策に役

して牧園規模での知兇を得︑施設

立てようというのがねらい︒五十

キャスクおよび廃棄物廃棄の安

二鰯度分委託蟹は二千万円Q

全性実証には五十二年度分として

を待つ

MeV）による放射化分析の検出感度／山迷粒イ1こよる核反応

方遊説の行われることが十五闘決

これは宰野長官白身の発案によ

らず︑このため要望は︑縄制贋の

審判
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まった︒

るもので︑遊説のテーマは﹁原子

賊本の立場漏︒第一圓は八月十露

電気石業連禽会︵加藤乙三郎象

鮒象に新しく再処理騨業も加えて

る引画︒キャスク蘭係では落下白

はここで

日刊工業新聞社出版局

原子力問題で

各地を遊説

仙禽市で︑第二國は八月中旬福岡

宇野畏官︑8月実施
原子力発題をはじめとするエネ

力の平稲利絹をめぐる国際醗勢と

ルギー問題について広く口論の理

定︒

市で行う予定で︑第三園以降は未

多出処理投資損笑輩山金制度﹂を

地

製など各工樫の作動性︑安金性な

た︒

劉産するよう要掬する方針を臨め

原子力間題

解と協力を得るため︑宇野科学技

どを確認︑昭和五十三庫から本格

術庁獲密による

操業に移っていきたい鼻綱だ︒

蹴力業界は一九七九ないし八○
無から向こう十蓬田にわたり合計
三千二菖ナの使用済み燃料再処理
を英︑仏爾国に委託する計灘で︑
現窪︑契約交渉が進められている
が︑新制度はこの委認再処理に俸
う網羅業界負捌の軽減をねらった
もの︒

委託再処理で露力業界は︑受託
側による蕩処理工場の建設︑改造
に俸う費嗣の相当額を融資︑薦処

とがとり決められている︒しかし

理料金の中から返済してもらうこ

現行のウランなど資源開発に利絹
されている海外投資箸損失準備金

長︶は捷周済み燃料再処理難業に

を終了させる予定︒政治決愚がつ
き次第約八か月にわたって︑今圃

添い政府の殿極支獲を求めるため

制度は再処理婁景を対象としてお

を実施し︑酸終

て
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搬入される使用済み核燃腿を綴っ

干衝塑性の耐火性︑耐ふ食性など
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衝することになるが︑折衝日程は

哩没したようなケース等も想定︑
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堅牢性が霊亀Q火災時の安全性ほ
が強欲化していることなど考慮・
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でもある︒こうした議会の動きに
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論をみせるか︑ことしは懸際的ヒ
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ところだ︒
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増殖炉に七千五百万
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をねらって︑委員会レベルでも検
念むもので︑商業胴再処理工場と
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討されていた折衷案七千五百万が
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われ て い る E R D A の 国 家 ウ ラ ン

米国
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きた時には︑すでにその時の実証

を脅やかすものではない︒増殖炉

︵WH︶社のパワー・システム禦は核燃料の国内供給を十分保証す贈殖炉や他の原子力炉の使用を蟹

これに対しウエスチングハウス

一＝＝7一

万がを計上しようという隠見がか

一＝＝一︐

ル工場の今後に遂を開いた︒もつ

口ρ齢一＝儒一 一

六月十六日付︑ニューヨーク・

タイムズ紙は高速増殖炉に関 し

炉は︑クリンチリバーの建設籔よ

るものであり︑避殖炉を使用しな

理する国際協定こそ︑核の拡散を

業本郵のゴードン・ハ⁝ルバード

社長は六月二＋雛百︵七月七日付いとすれば︑照際間で化石燃料の

﹁クリンチリバー計画は経済性︑

りもはるかに高いものになるであ

外交政策︑技術の三つの問題を絡

のニューヨーク・タイムズ紙に掲供給節減に関し紛糾が増帳される

べき推計によれば︑増殖炉による

リンチリバー増殖炉︵実証炉︶の

視しているということはない︒ク

ない︒核兵器製造の謡的で壇殖

になろう︒

り⁝タ⁝としての役割を失うこと

であるQ米國が轡殖炉の技術際発 ろう︒

防止する唯︸の醗実的な解決方法

めた不必要なプロジエクトで あ

義的轟がある︒

いので︑軽水炉や石炭火力による

発電は燃料サイクルのコストが低

W購社長︑N・Y紙に反論

高速増殖炉の必要盤説く

警料を縫う場盆より低い︒儲頼す

一︑磐殖炉の発電コストは他ののような紛糾の司能控を減らす道

ことになりかねない︒米国は︑こ

敬︶以下のように反論した︒

転

る﹂との社説を掲誠︑その主な論

点は一
一︑高速繕殖炉および熱処理工
場の建設は他のシステムよりコス

二︑高速繕殖炉は核拡散につな

上簡である︒

三︑産業界は核拡散問題を軽視

がる︒

四︑クリンチリバー建設は初歩

している︒

的技術にもとつくもので︑今後の

いものである︒二＋一世紀に入る

る発電と比べて経脩的に遜館のな

炉︑あるいは他の原子炉をを設蹟

五︑ソ連︑フランス以外は本格

までに実用覇能な発電源として︑

することは不経済であり危険でも

技術に影響するものではない︒

的に憩殖炉開発にとり組んでいな

鱒殖炉ほど技術的にも経済的にも

ある︒さらに時聞の浪籔であるこ
兇合うものは他に見られない︒

とは明Bで︑この点は︑これまで

2玲
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o晦タ勝∫力建測｝業〉

≡

なり色濃くでていたが︑チャーチ

施設など総連施設の軍国に政府の
ギー研 究 開 発 局 ︵ E R D A︶が要

ては︑フォード政権下の米エネル

社の再処理工場は︑プルトニウム
係苧算 黙 の 採 決 ︒ C R B Rについ

提案のバーンウェル翼処理工場関

予算案とホーリングス議員︵岡︶

を提案︑可決された︒
チ議員 ︵ 民 霊 迎 ︶ 提 案 の CRBR

したが︑焦点となったのはチャー

米上院は十一霞︑宏会議を開い

はカーター大統領の原子力政策に議会がかけた大きな

ード前大統領が議会に送り込んだ予算にくらべてかなり縮小されてはいるが︑上院本金議のこの決定

ニュークリア︒サービセス︵AGNS︶社のバーンウェル再処理工場に対するもので︑今上一月フォ

繭者はクリンチリバー高速実証炉︵CRBR︶計画に対する予算措置︑後蓄はアライド・ゼネラル・

いた再処理事業に鰍し︑それぞれ七千五酉万妙︑千四酉万がの連邦支出を認める予算案を岡決した︒

米上院は十一田︑カーター大統領が

ノレ

い︒もし※国が繕殖炉開発を進め

二︑増殖炉は国際間の安全保障
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唾

建設工事順調に進む
三 年後脚九百万KW が 運 開
わが国では運転中の士二基七百四十二万八千KWに続き現筏＋墓九酉十八万鷺千KWの原子力発露
所建設工購が進められているが︑総じてほぼ頗調︑この秋の伊方一号をはじめ今年から来鋸にかけ東
海第二︑福翻第一原発四︑凶弾︑浜岡二︑大飯一︑一一讐がそれぞれ営業運転を開始︑続々戦列入りす

詫

ρ騨男一

ペーパーワークの多い大蔵関

動力炉・核燃料關発
事簾心理瑠になった
きみよし

西沢公慶

にしざわ

﹁ふげん﹂の臨界︑高速増幅原

昭和二十五年菓大法学部政治

学科卒Q大蔵備入省後︑小牧税

総領郭館領肇︑礎京税関羽田税

務署長︑外務雀伍ニューヨーク

関支署長︑総理府人賦翌旦薯窟

上の体操﹂とも︒そのフィニッ

働という開発段階を迎え︑千園

ン探鉱の拡大︑再処理施設の稼

祉監理警︑五十一無一月同雀銀

七月大蔵雀大臣上房二本鯨売公

ア開発銀行総務燭長︑四十九無

などを経て︑四十八無六月アジ

シュをピタリと決めて︑物をつ

の将来はウランしかない﹂とウラ

現地政厨関係看も﹁ニジェール

一塁近くもめ抜いた﹁酒・たば

に醗愚なキャリア︒中に国会で

こ健上げ﹂のソロバンはじきの

たまにゴルフ︵ハンデー9︶を

経験も︒

やる程度という霞称﹁無芸大食扁

派︒家族は明子夫人と三女︵国

女権家

際塾薇教大二人と中学一人︶o

である︒大正

︵国立公害研究所

所長︶十六口H年前四特十・五分︑急

性心筋こうそくのため東奈都芭黒

区の東邦大学病院で遜宏︑73歳︒

露一七の一〇︒十九日午後︸時か

自宅は栗商都世田谷区上野毛二丁
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灘
趣沸
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㈱原等力機器類・プラントの模型制作

し運開も九月からに二か月闘ほど
ズレ込ませた︒
玄海一一号機⁝秋を

〇％強のほかは雌備段階︒これか

㌶
▽九州蹴力

メドに格納容器薄板の網立て中Q

予定︒二讐機は原子炉部分︑ター
ら各種工襲が煎格化する︒

昨隼五月の魑工後︑土木関係が五

ビン・発電機ともに八里方を終え

くり光を生み出す原子力開発へ

型炉﹁もんじゅ﹂の着工︑ウラ

醒所建設の総台進賃率は九二・二

の転覆︒物をつくる⊥初めて

係の仕薯︑例えてみれば﹁紙の

▽中部電力浜燗工罎機の踏台

が︑点検に時閥がかかり川上から

％︒発装調整段階を迎えている

の経験で短田が楽しくハッピ

藥海第二警

進払率は約八五％︒大型機雛据付

と予定されていた運開は来蕃二月

ー﹂︒﹁全身全霊を捧げなくて

▽田本原子力発電

け︑配篶工慕をほぼ終了︑これと

以降にズレ込みそう︒五月中に初

た段階︒

並行し㎝部機器単体の試運転も行

装萄燃料のサイト内搬入が終了︑

滋紀に光を求めるのは原子力し

行周検査部長︒金融・財政分野

われている︒概略二月には燃料を

は﹂とはりきる︒

周辺

嵐

装荷︑簸終段階へと追い込み態勢
六月にはドラム衝二万五千本が収

せるなど︑

一五％増枠で生せられる予鱗

酉億円台の予算要求を量込む︒

麟灘雷撃

に入る︒

てきている︒

かないQ時間と費絹のかかる研

族の孤独な澱様

多数淡でいつも負ける

身︒

十三無三月生まれ︑榮票螂出

食
購制隈

研究開発にとって劉実上の

嚢求のルール適用は肴ち盛りの

はないが将来の国民のために光

入れを﹂と︒

究開発先行投賞に蚊麻は十分潤

今葎度八蕩億円台の動燃予算

九月中旬から来書の瓢月末までに

／
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る計画だ︒このところ立地難打開へ政府は強力捲進簾を打ち出し︑資金確保へ対応姿勢も強化の要覧

響から試運転入り︒七月逸開の畢

﹁二十一世紀に光を﹂一就任

定だったが︑出力上昇試験にかな

納できる圃体麗物画き場も完成さ

現在︑一号機は金工程の九四％を

伊方一署機が昨奪

終了︒燃料装荷︑臨界を経て無末

▽四国総力

五︑六弩機と岡第二原発︸弩機の

だが︑そうした折︑開発一千万KWの新規戦列入りはエネルギー安定確固に大きな力となろう︒

四機が建設中︒うち五弩機はこの

来のモットーである︒﹁二十一

現在わが国で建設工禦中の原発

も魁々︑整っ

は別蔑の逓り十棊九菖十八万蕊千
りの時間を巻く計画など懐旧を期

より岡祉は蕩砂地区での八千沙

から試酵母︑来慶六月から運開の

今︑明臼中に五買四十八体全島の

燃料装荷が続けられているが︑

規模︒五十三湿度には︑逮心分

ウラン鉱脈の浮嚢露出が確認され

ASME認定は︑当該工場で製 神戸製鋼所はすでに瑚砂祷鍛鋼

ら東京・難山葬儀所で国立公憲研

索大工学部薬︒東工大教授を経

葬がとり行われた︒

て三十七無から四年聞岡大学長︒

四十九年︑公審研が設立され初代

所長に就任︒化学工学の権威︑ウ

ラン濃縮や再処理の研究でも懲懲

があった︒原子力船むつ放射線漏

㌧

fll、r190正！1
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KW︒傍方再︑爽箋二震発三田初期臨界に劉達︒ひきつづき
込ませたほかは金野的にほぼ順調

が慣蛮を期し遮開晴期を若干ズレ

級プレス大型鋳鍛鍋素材から璽諾

︒﹁今田あすのことで

約九酉ゾの単品機器まで原子力分

ASME規格に合格

装荷を終える冤込み︒九月中旬に

一鞭四隼のうちには約九百二十万 併入︑来春四月の運開をめざす︒

な進捗状況をみせており︑向こう

も今銀繊月の電源開発調麗審議会
原子力機器製遺肉声として認定を

と︒諸社はこれを機に今後︑痛罵

が圃はもとより盤界的にも稀なこ

ン朋発に積極的︒一九八O年代に

︵K・0︶
を﹂と政府の

を
離パイロットプラント三千鹸分

用資格を取響した︒認定範囲は原

とから開発に成功すれば有利な条

首縄の小鎚

野における一議製造体制が整っ

求めてやまない︒

神土製三所はナ四目︑岡社員機

ト

KWが新規戦列入りの兇込みだ︒ 璽芝が主契約番︑国産化率も九三

の遠心分離機製作︑新型輪換炉

％強と高い︒この五号機に単年遅

器の贔質保証体制が増強︑製造能

件で磯実に五〇％のウランが所萄

原子力機器︑一貫製造へ

れ篇継した四号機の総盆進拙郭は

子力発電用圧力容器︑タンクの完

的にも臼歯とみられることから昨

できるなど門独自開発﹂の面から

には試運紙入り︑秋十月の運開へ
受けた︑と発零した︒

工場が鍛造昂︑長府北工場が箇︑遅

ているテギダン︒テズム地区騰辺

一通の原子力容雛および周辺機

これらに加え福覇第二原発一 讐︑

械導音部蕩砂事業所内化工機工場

力が盤界的に認められたわけだ

矩四月以降地表探蓋も行ってい

で欝欝組込みが承認されたことを
と持ち込む段どり︒六織機建設も

造される機器あるいは雲高に贔質

に隈らず広く海外葡場への心墨も

大由灘年氏

た︒

柏階刈羽︑伊方二号︑川内各炉が
九二％︒大型機器据付けがほぼ終

が字面機械学食︵AS蟹E︶から成贔およびこれらの罷業︑コンポ

が︑一つの会社がこれほど広範に

の期待も大きい︒

受け近く原子炉設畷で許認可串講

最盛期︒第二原発一腎機の総合進

順調で︑現在は主要機黙据付けの

発工場が溶接棒についてそれぞれ

は参加蕎が協力してアーリット︑

に連続する地域に位麗︑地蟹

安金審査中で︑福脇第二原発三号
了︑建醗も仕上げ工鶏中で︑来春

ーネント・サポート︑配管のプレ

ASM￡認定を受けているのはわた︒同社ではこれまでの分も含め

の運び等々︑立地難にもかかわら

僚証を与える盤界的に権威のある

タウラ間六酉五十謎の還搬馬道路

ハブ︑ポンプの部贔など︒

ず電力各社は原子力発電を傾斜開
捗率は一八％︑原子炉建塵の璽礎

数詩論を中心に延べ二万厨をボー

行き交うことになりそう︒

れ薯故に際し安全処理のための騨

門家禽議座長もつとめた︒蔭本原

子力学会会獲︒三十一二琿紫綬褒麟

蘭︒

四十八痒鋤二等旭置賜璽光璽を受

原産に入会
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Z
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発︑エネルギー安定供給へその比

リング︑鉱瞭の最位や埋藏蝋︑深

らに化工機工場が禰わったことに
るN︑ 付 属 機 器 に 対 す る N P 7 な

路も

されており︑八○駕代にはこの道

ニジェールは仏︑米︑英︑薦

機関︑企業が入り乱れてウラン探

としてウラン

独︑イタリア︑スペイン︑イラ

を満誠した整準の輸送トラックが

鉱競争を激化させているアフリカ

ウラン道賂

辺数詩摺に嚥点をあてた本格ウラ

ン︑カナダ︑闘本の九か国の政肩

請に応えていく方針だ◎

強化するなど︑内外顯客からの要
ASME認定を受けているが︑さ

大飯一︑二号機が

もの︒原子力蘭係では容器に対す

▽開西電力

ど中心 に A S M E ︒ ス タ ン プ の 使

を建設するなどの設備投資も計画

コンクリート打設が続行中だ︒

建設中︒わが国で最大規模︑それ

罵が認められるが︑今回︑同社化

さなどを確認していく予定︒

重を高めていこうと懸命の努力を
続けているのが現況だ︒

電力各社建設中原発の建設現況
も珍らしい双子型タイプの原発と

国際資源が所了する鉱区は南西

ン探鉱を実施することになった︒

アイール地区の壬蕎平方㎡層の

専門課程で募集
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霧の中をさまよい続けた米国のウラン濃縮能力増大路線の行方にようやく晴れ間が見えてき
た︒米政艇が十一濁︑還心分離法ウラン濃縮工場をオハイオ州ポーツマスに四十五億逆かけて
建設︑七八年末着工︑八六年運転開始をめざすという計画を決めたことによる︒七〇年代を通
じ湧発だった米国のウラン濃縮第四工場をめぐる議会︑産業界の論議にひとまずピリオドが打

決め孚

公約
はどこにあったのだろうか一︒オークリッジ︑パデューカ︑ポーツマスに工場を

実現への足がかりともなる︒これまで米国で有力視されていたガス拡散法採嗣を押え

﹁核拡散防止政策推進の見地から外国への核燃料供給を十分傑証する﹂というカーター政策の

たれそうな形勢だが︑この政府決定は﹁将来の濃縮ウラン需要を満たす扁螺翼であると岡時に

た
もつ現行のガス拡散技術から新しい遠心分離技術への転換の背禦を︑米原産誌﹁ニュークリア

エネルギー所要蟹は岡能力のガス

じ

拡散工場で便う蟄の五％以下にす

作業単位︶の新しい濃縮工場の建

ウランのガスが遡心分離機を通り

いる︒ほんのわずかの璽の六弗化

て確かに納得させるものを欄えて

試験施設は第二拠代遠心機設計に

濃縮分野でのごたごたのむしか

を産業界に与える︒このアプロー

の工場の建設や運転に必要な知識

五社に送った︒これは産業界の役

新来圏遠心分離計画ハードウェア

離機製造︑施設設謝︑材繕供絵︑

る︒

社を選定︑自らの意向を翼体化す

あたる企業またはコンソーシア三

有能な人材を求めています〃（お問合せ人事担当中田まで）
炉心解析に経験のある方・核燃料に関する知識のある方・その他原子力に広範な経験のある方

四千万沙︑加えて遠心機と施設に

基づく初試験にこぎつけた︒次い

えしを避けるため︑遠心分離工場

五二が契約を求める書簡をエレク

産業参画計画折衷案評価のための

大勢は鉦RDA方式支持世代遠心機を出荷

娚のスケジュールと駈要資金コス

割分担︑機購概念の探求︑濃縮工

二千五百人︵延べ三千三百人︶が

などに小さいながら重要な工業ノ

JANUS

える︒ウラン濃縮戦犯の翼評価に

でいる︒

冤通しに対応した新しいウラン濃

心分離法事業化進繊を偲したのに

法案が政鰐の保証により民間の遠

およそ一年聞︑これらの還心機を

ウハウがすでに存在する﹂とカイ

アエロスペースとエクソン・ニュ

またエクソンは

立ち入りを認められた︒機密技術

コンサルティングならびにエンジニアリンクサーヒ：スを提供する。

三二七千万炉の資金投下を兇込ん

﹁テイルアッセイを低くとったう

縮南場ポテンシャルともバランス

︑澄

︸暴

カイザー副部長は﹁C？Fの能 産業が三つの後続モジュールを政

なく︑上院でも反対のないまま通

会が異論をさしはさむことはまず

始まった︒議会ではポーツマスの

え︑遠心分離工場が八○年以酪に

対し︑今度の新しいアプローチは

設計条件通り動かし︑そのあと還

は各二千二百ゾSWU能力の四モチは︑リスク要素を最少隈に抑え

は︑核燃料保証法案の条項下で民

統領の遠心分離計画発表から三郷

ザー氏は語る︒四月のカ：ター大

ュールを建設し︑基本的には民間 をもつと琶う︒

る寛込みである︒岡施設にはカス

営遠心分離濃縮工場を串請した三

ークリアの両社は還心分離機製造

クソン・ニュークリア︑ボーイン

トロ・ニュークレオニックス︑エ

近く取醤嗣遠心機の出荷を始め

関与を認められた主力八社の中に

今鋸宋︑ERDAは︑特定のモ

奪宋に完成︑運転に入

原子力、環境問題および新エネルギー源開発の各分野で経験豊富な

あたっては︑ポイト氏によると

ネントは分離作業のコストの約七

フォルニア州トレーンスにコンポ

でテネシー州オークリッジとカリ

七一琿初め︑ERDAの遠心機

七％に相当する︒遠心分離法の場
させた︺という︒﹁この二つを舎

え︑原子力発電計画の巖新の成長

含︑ガス拡散工場に要する分のわ

ーネント準備研究所が建設され︑

術を評価︑改農︑実証し︑製造工

の能力はいらないことが分る︒遠

わせると︑八八年の時点まで新規

なる︒ERDAでは総総分離施設
い技術進歩を二︑三琿のズレ込み

程の△口理化が設計にいかされるよ

で︑総力コスト分欝欝％を含んだ

ずか四％程度の電力便用だけなの

と対比させてみた結果︑新しい能

遠心分離機の大蒜生産に適する狡

力は時期的にも需要に見台って達

心分離開発計画が成し遂げた署し

のコストを七八年価格で陽十〜億

主要運転コストが残りの二三％と

メ毘当と予想している︒

七工年︑オークリッジのコンポ

ーネント試験施設︵C7F︶で︑

うになり︑開発の様椙は一変し

験と遠心機上頼性試験ができるよ

力はすてたものではないQ年聞 鳴設計に沿って建設するIIこれ

かなりの数の還心分離機の運転試

り返ってみる一︒当初まずガス

た︒この計上に参翻し政府との間

た間︑十年以上にわたって還心分

原子炉が一碧間に消費する濃縮ウ

三五＋ナSWUないし五＋万Kが
WERDAの弩え方である︒
ラン棺当墾を生産するからで︑こ

に議

に契約を結んでいるユニオン・カ

れは目下運転中のどの単一の遠心

折衷案
ーバイド社とギャレット・エアリ
サーチ社は︑七六年半ばまでに還

門折衷案は核燃料保誕法案のアプ

ガス拡散工場増設着工資金の承認

いくつもたちはだかっている︒そ

商業運転に入るには大きな障害が

CTFの冤還しが明るいとはい ローチとは全く違う︒核燃料保証

る﹂と播駕する︒

が求められていた時期だった︒二

築いた︒六八庫までの遠心分離計

心機とカスケード系統の設計外試

け︑その経験をいかして︑その後

政府が工場建設などに先鞭をっ

るとすれば︑エ場を操業させるの

画の研究開発総投資額はざっと三

ジュールで構成︑政臆が第一モジ

うることから︑財界に対し説得力

に新規に三百九＋万KW︵二三＋ と智証する需要を満たしきれなく

験を行い︑生産規模の大魔の遠心

ERDAの遠心分離計画に永ら
間産業が濃縮工場を建設できるよ

ケード装置︑駆動系統︑配管︑バ

E鶏DAは開発研究に総額約二億機を使った運転経験を積む予定︒

うにする目的と両立する︒数矩の

はこうした需給兇通しだったとい

く携わってきたグッドイヤー・ア

社と民話ガス拡散工場を晦請した

二言五千KWを購入すればすむ﹂
と説明した︒愛心分離法への変更

がテストされるQ同施設の機器の

ルブなどが組みこまれ︑運転条件

遠心分離謝画の開始以来︑米圏

り︑グッドイヤー

と運転試験の能力を確立してお

そ百三十五の企業もしくはコンソ

る︒

ス︑ギャレット・エァリサーチの

ーシアが何らかの形で機密技術の

けに取替用第二

はすでにCTF向グ︑グッドイヤー︒アエロスペー

産業の広範な領域を代表しておよ

もたたないうちにERDAは醒間

エロスペース社のジョン︒C・フ 聞隔をおいたあと︑この種の事業

のダニエル・デーベス安心分離計

一直が含まれる︒グッドイヤー︒

は三億二千四颪万がの資金威らし

画部長は︑計画が縮少ぎみだが・

手当ては今年夏には始まる︒

ェルシャー営業部長は︑産業界が が政商許可され︑産業界にとって

ら︑経済性について﹁底心分離工

発・計画副部長は︑別の兇地か

塵業界が参加することの魅力は薄

使う遠心機を一

い扁という︒

腸の挺定資本蟹はポーツマス工場

が参加して飛躍的な発展を期す機

れていない︑とみる︒﹁民間産業

すでに運転中のパイロット施設

にガス拡散工場を増設するよりも

せるとともに︑遠心分離濃縮工場

段と品籔商上さ

の

ジュ⁝ルの設計︑建設︑運転につ

や実証施設のほ

約二二％高くなるが︑遠心分離工

料保証法案の保証条項に明記され

会は先に延びるが︑計画は︑核燃

のカスケードごとの

取扱いに関与してきた︑とカイザ

トなどを内容とするものだった︒
た

運転性能を試験する﹁遠心分離工

いて直擬管理費務を負い︑実施に

施設が八

められており︑六千万騨を投じた

建屋群
程度低いと毘横られる﹂と振摘す

るという配慮があるため産業界に

りの技術能力を備えているのに加
場実証施設﹂︵CPDF︶を建設
ー氏は語る︒薩業界ではERDA

このことは産業界の資金投入なし

を避けて通
る︒同氏の試籏では︑ガス拡散法

対する説得力をもっている︒この

の建設はすでにオークリッジで進

しなければならない︒CPDF
施設内での会議や打△馳せのため約 えて︑潜在的な工場運転︑還心分

の妓術実証につながる︒これは民

とげのある問題

の分離作業コストの約四五％が資

することによって園避されよう︒

問題は政府が出資し︑政紆保袴と

とで均命をとっている︒一方︑心

﹁政府契約機関が非公開のかな

それにその他の運転上の諸コスト

本回収分︑約五三％が電力分で︑

年に実証施設完成
聖﹂綴駅81
はガス拡散工場のそれより三〇％

場の単位当たりの分離作業コスト

所のアーウィン・B・カイザー開 と話ている︒まだ︑ギャレット社

魅力あるものになることが望まし
ERDAの折嚢案方践を支持する
ERDAオークリッジ運営事業

になるともいう︒

散法のわずか三％程度にあたる＋

を還心分離法で建設するとガス拡

建設しなければならない︒同能力

千万が︒そして︑七八年末までに

様な実証も始まった︒FRDAは
を昨隼掻んだ議会である︒

月には代替設計になる還心機の同

の第一は︑核燃料保証法案の成立

分のカスケード運転は今年一月に

完了した︒第二世代還心機の約半

るとの毘方が強い︒ボイト氏は︑

心分離機の製造方式を開発︑昨年

年の実証段階スタートへの避場を

十月にはCTF用還心機の補充を分離濃縮施設の公称能力をも上回

六八奪に︑この計画は︑大容認の

ERDAのこの

れたのは六〇琿になってからだ︒

離法は棚上げされていた︒再開さ

ノ
拡散法に全幅の儒頼が置かれてい

米国の遠心分離法開発研究をふ

主な変更要困となった扁︒

成されるとみたQこうしたことが

うになった︒

エネルギー経済に拠って立つ新
政策の拷え方は︑他の同じように

みである︑

重要ないくつかの要素を見過しぎ

遠心分離の著

﹁艘縮技術変更の大きな要素と

しい技術進歩

カーター・エネルギー政策発表
なったのは鶏給状況全般の見毒し

は震う︒ガス拡散工場を八五隼ま

オークリッジにあるガス拡墨差縮工場

万KW三墓︶の石炭火力発電所を なる一︒これまで支配的だったの

でに完成させフル操業に入らない

政府一民間のリレー開発

﹁需給﹂﹁妓備﹂から判断

﹁もしガス拡散工場の建設を進め

計データを得るまでになり︑七〇
ロバート・W・フライ遷宮代理は トERDAウラン資源・濃縮部長

だった扁とウィリアム︒R・ボイ 還心分離機の儒頼性試験施設の設
ルギ ー 研 究 開 発 局 ︵ E R D A ︶ の

後の報道関係者への説明で︑エネ

ぎない利点をもつ︒

晃方が支配的だったからだ︒

﹁新しい逮心分離技術が鏡存のガ

離法にくら替えした理由について

にあたってガス拡散法から還心分

大統領は︑新原子力政策の説明

大統領が最後のとどめをさすとの

・インダストリ⁝﹂を通してみてみるQ

ガス拡散法の5

％の電力消費
﹁国内外の露要に対して十分か
つタイムリーに核燃料を供給する
ため米国の濃縮ウラン生産能力を

﹁エネルギー経済﹂に漕出して接

指摘した︒つまり両濃縮技術の

のエネルギー消籔ですむ﹂とだけ

膨大させる﹂ll︒去る四月七 ス拡散工場のたった十分の一程度
日︑カーター大統領は新しい原子
力政策の一環としてウラン濃縮能
力の繕大を高く掲げた︒原子力発
心分離法を選んだともいえる︒

設ーーそれを還心分離法で︑とい

抜けていくだけなので九千ゾSW

年間八千七百五十ナSWU︵分離 還心分離技術は数字の面からみ

露容麗の拡大に伴って必要となる

う大統領の決断は少なからぬ驚き

Uの能力の濃縮工場には︑およそ

をもって米産業弊に迎えられた︒
オハイオ州ポーツマスの濃縮工場
九万台もの還心分離機の据えつけ
が必要になる︒が︑一方で︑その

にガス拡散施設を楢恥しようとい
うそれまで傾きかけていた構想に

騨
騨
附鳩艶

難纏
幽

幽
逡臨磁

心分離法では︑資本回収コンポー

東京都千代田区大手町2−6−2 日本ビルTEL（03）279−1874㈹
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電事連会長に
平岩凝を選任
電気薯業連命鼠は二十一田の電

に平籍外四栗票纒力筏畏を選繊︑

集京︑関姫︑中部の電力中塞二

新体制をスタートさせた︒

映︑蟷嚢連も体制一新を図ったも

社経懲トップが答返ったのを反

平岩薪会長は加藤前会長ととも

の︒

儀点が絞られることになりそう︒

にとど濠っているのが通常だ︒こ

のいわばデータ・バンク的な役麟

した索話︑電算機は各種診断縮更

ムは﹁各種検査⁝データ作成⁝健
康診断﹂といった流れの申に電算

った点が大きな椿毯︒一般健康診

曝線騰と白艶琢数劔減の関係が一

原電はこのシステムを今秋の定

ある︒

期健康診断時から本格稗働︑社員

るとしている︒この二十露には本
店に保健軍全筍硬塞︵西川漕之塞

大阪市象日本町4−29
丁猛LO6（踏2）3512
東京都中野区本町1−31−3
TELO3（372）5002。8214

eンセイ株式会社

力九社社畏会で岡垂垂会の新垂垂

の趣転はプルトニウム単体抽鵬が

に岡臼牛後会見︑東海湾処理施設

醒力業界の考え方だと述べるなど
磁力霜給や再処理問題嬢々電力業

て所儒を明らかにした︒

界が蕉過している経鴬課題につい

多づ一

従業員健康面理のために電算機

ムの二つから成っている︒

送金間題については別途︑星本間

を導入している例は多いが︑そう

四千九百慰問︑多色的湖醗ガス炉

題懇の資金鰐策分科会︵石原周尖

鷺を含めると︑さらに二兆六率億

談余︵湯沢広巳座長︶や競輪部会
︵円城寿次郎部会畏︶などで総露

円程度が加鐸される冤込みだ︒海

八月をメドに

康診断の結果を一本化︑同︸帳票

断と放射線傑業に関連した峙殊健

藏でわかるなど彼検者の健康状轡

に認録することによって鋼えば被
だが︑この再濃縮技術はその濠ま

が総台盤に評緬てき︑時系列的に

燃購煮繭が開発を進めている新型

﹁ふげんし重水情理設繊は八月

に設けられた錫務課と連絡をとり

長︶を起稿︑東海︑敦賀両二二所

ながら健縫籍理について集中処理
する休制も整えた︒

せていただきますので︑あわ照

日本原子力蔵業会議

せてこ了承下さい︒

奉戴難∵趾：：：：∴

ー調査会

来年八月メドに報告
官民分担に焦点
蔭惣円︑五一／日規模工場礒設な

固め審議入りするが︑ここではさ

調達13兆円
総禽エネルギー調齎会原子力部会の基本政策小委副食︵田沢広庭委員長︶が二十一騰初会禽︑原子
ど再処理二千穴薫億閣︑廃薫物対

しずめ所要資金の調達方俵を含

三 多多 二一多多一二 二 多 ︷ーノ

力産業政策確立のための原子力四魔規模想定とこれに伴う核燃料サイクル聯業化資金の確保など中心
策二千二頁懲円︑新型動力蝉開発

ゴニニ 一二多二

とした諸旛策について検討を開始した︒長期︑主食的な新しいエネルギー政策づくりへ岡調趨会が今

千四鶯懸円︑核融禽五千億円等々

春から見隠し作業にとりかかっているのを受け︑原子力部会としてもこれらと載行︑綿弓施策の翼検

総噸エネルギー調査会原子力部

華︑斉自性ある政策づくりが進め

あげる方餅だ︒

会︵松根宗一部会罠︶は昨隼暮︑

一兆三千藻億跨︑核燃籾対策一一兆 め︑とくに国と属聞の分握周題に

がその主な内容だが︑過去十琿問

灘長︶でもわが国全般を晃渡した

討に乗り出したもの︒基水政策小婁は近くワーキング・グループ設置など今後の審議スケジュールを

のそれが累計一兆八千五百億円規

エネルギー資金︑財源問題が検討

機を繕み入れデ⁝タ年成に際しそ

固めて審議入り︑来年八月をメドに報告霧をとりまとめの段どりとする計画だ︒

ースで今後十隼闇に必要な資金は

模だったことからみると︑ざっと

での検討状況も踏窪えながら来黛

中で︑政策小委はこうした

られているのと並行︑そのゆで原

躍など今後の検討スケジュールを

月中にもワーキング・グル⁝プ設

分を除

れに対し今圓開発された新システ

総計十兆一一千四頁億円︑研究開発

十簡︒こうした膨大な資金雪占に

による再処理第二工場建設など含

ウラン探鉱の馨門会社構想︑民間

ラント建設などウラン艘縮三千幽

外ウラン探鉱千八玉垂円︑実認プ

再々糖

盤水製造時の高濃度城墾水濃王法

も把握できる叢々が翼体例︒入力

いて金騒を海外に依噛している形

として使えるうえ︑これまで睡水

滅電が動燃から受注

が少ないことからコスト蕩にな

製造をはばんできた原脚は﹇需襲

ノー・コード方式の採剛は診断の

する情報に制限がない︑いわゆる

に建設することになった︒

この設備は趣転により劣化した

る﹂ためて技術的にはほぼ問題は

昭和電工︵鈴木治雄社長︶は動

転換炉︵ATR︶原型炉﹁ふげ麩水を﹁無隔膜威容鵠解法﹂て再

ないといわれるだけに

の行方む繕蟹次第︒昭
露では今圓の並水構製設備で﹁ふ

いるが︑ATR路線の今後︑Cお
Aよひ請負い業覆のきめ細かい健

げん﹂の再濃縮分は賄えるとみて

迅速化︑効率化に画期的なもので

濃縮︑九九・七％の極めて純度の

ーー︶国ーー

ん器用璽水補職設備を辛煮をメド

は約五鋪／奪︒

昭和蹴工は昭和薫十二奪ころか

り︑医擬スタッフの効罫的な労力

ふ譲墨摺をめざす方針で︑これによ
︑舗要Lを冤極めな

げん以後

NDU炉轟入間麺の行方など
の

それぞれ分離係数の鑑識を利用し

運用ほか被曝に関するトラブルの

勇水製造の潤産化

中に詳細設語を終え︑磁らに機器

がら

誘／凶猛の処理総論を使って研究

術として独臼開発︑すでに昭瀟四

用に便われた劣化虫水十五ゾ程度

製幽にとりかかり来年いっぱいを

な兀ていきたい考え︒

を再濃縮した実績を持っているこ

メトに完旗させる予定︒

十八奪ごろ法でに瑚崎工場内の五

となどから今圓の受庄となったQ

電算機で健康管理

原水爆禁止統
一大会を開催
原水爆禁止遡動⁝1世界唯一の

体化し
新システムは吉沢康雄藁大漁学

原水禁・原水協
臼水原子力発電会社は二十五欝

ので︑約千名の岡社全社員を対象

部教授碧羅のもとに揮発されたも

権覆被曝管理と

防禦転々各面で大幅な改慈が麟れ

にもそ

て濃縮する﹁魑解法﹂を純属産技

ら水中の璽水と軽水を73気分解し

帯水製造
高い重水に変ん︑威速材として再

の国産化

ふげん自

場

どう菰えていくか︑政策小委は八

の処理機能をフル盾凝する︑とい

笹力の位醗づけなど新しい原子力

について甥務当局から概説︒遡薦

あり方

をまとめ

む中闇報告をとりまとめた︒しか
産業戦略を求め対処方策を煮望め

の研要資金︵原子力︶についても

環在璽水は︑

し︑先行き長期見避しに立った原

政策小委はこうした残された諸

資源エネルギー庁予測による試算

重水精製設備⁝建設へ

ていくことになる︒

臼田の初会禽では︑エネルギ⁝

子力発鱈開発規模と新型炉藤入︑
これに伴う核燃料サイクル諸墨や

襲業化計画の擾期ビジョンぽか︑

課題を中心に︑すでに胴体策が打

が明らかにされたが︑これによる

として残されたま

鋼絵量定発通し︑核燃料サイクル

宿題

所要資金︑その調達方法などにつ
いては

ち出されたものについても再度見

と昭和六十態度三千三欝欝KWベ

法改正の進捗状況︑国際動画など

沸しながらその回航へ詰めを行う

まだった︒

醗醸だ︒同じ調査会の基本問題懇

使用しようとするもの︒処理能力

策海処理施再設の運転入り⁝

八月申には日
米政治決着へ
1宇野畏窟︑マ駐巳大使と協議皿
マンスフィールド※駐田大使は
¥六寺門離⁝科学技術庁に影野畏

鴇を表敬訪問し︑田※再処理餐渉

した︒

など墨要案件について恵兇を交換

に

マンスフィールド大便はこのな
かで〃集義撃茎処琿レポ⁝ト

ついて﹁七月末までにはカ⁝タ⁝
大統領に輻告され︑八月雨霧には
判断が下されよう﹂と掴摘︒八月
中旬には環在訪欧中のジェラルド
・スミス核拡散防止闇闇特別代衷
が来田し宇野長窟と金談すること
になろう︑と述べた︒

放慰撫作業従肇篇の健康笹理と個

これに思し掌野長富は﹁八月中

人被曝データ処理に関する璽算機

には結論を出したい扁との鴨撃を

動は︑社会党︒総評系の門原水爆
禁止出本鶴死金議﹂と共栄党・一

被爆国円本の悲願をかけたこの運

叢篭も禽めた個入被曝蟹理システ

にした健康管理システムと謂負い
入ったと発表した︒

TELO3（454）8521

東京都港区三鐵三丁目13番12号

社
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ミ瓢コン付マルチ

日本原子力事業株式会社

ADC8K、．モ，一4．

のシステムが構成できます。

基本政策小
委が初会合

処理システムを開発︑実施段階に

独自に開発したAEC−NIM

鑑

^

社（多気三繰＞

本

壱

極東貿易株式会社

規格モジュールに基づき簡単な測
閭Vステムからミニコン付マルチ
̀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

店

約

特

窪

糠制
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醜欝鞠

7

﹁協力したい﹂と述べた︒

性能、安定性、使いやすさで御好評をいた：だいております。

ツ

表明︑マンスフィールド大矩も

、。ごど潜撫するの 、せ
ま講そ不か順集 。た爾来

岩会畏

幹

マンスフィールド駐日大使の爽敬を受ける宇野科技庁畏官
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騨

一
@

今後の軽水型フラ〆トの研免開発はその
延墓化と権動マの向1を目縛と1て①燃料
の韓能向」②運転
保1関連技術の協発③
汝全1強の氏、』卜④施設

機器の槽二化なと目
ヨL的研死開発を弧力に推進することかZ装。

これにより①フラノi運転鮪ヒの向i②伯
業時の搬は くの低滅③籍1修時間の節約④走
期期liiiの知輪⑤汝全、没。1裕度の磁認、なと

の効果力期待てきる。

わか曝の天i妖ウラ／瞬裳砿を削減．誼面
プルトニウム福化炉内を用いて二水炉の橡
働に伴っ プルトニウムフレ／〆識一βを
緩秘。凸転炉か犬胴化されれは微濃緬ウラ
〆を用いプルトニウムを凸蓬炉に伊給でき
るよつにする。
新型転換炉の失ナ｛1｛ヒて2000flにフルトニ

ワム蓋秒恥を釣32％に緩和てきる効果かあ
リ ノウハウの蕩秘効果もあるとされる。

酬鞠1妓侑的にメトカつき

剤会の側

｛支｛有醗1発にニメ トヵ・つき
コマ＿
⑧時期
〆ベル へ一スにのるのはともに198魑以
窒鰍撃梶B封会の醐かりみた人民化1時期は1976鳥

か＆）みた失用fヒB吾｝聡はとも1こ1980〜1985年、

i現イま〉。

ｺ。

⑤三」凶1の技循目糟

卿判縫全hの郵51｝わ

よひ負何笈動に酎えっる設謁の偉》

梅動

施1没汝全「没ロiの砿、な、フラ〆iの

率1でIH
轡ご｛

漣駈保〕、

Rマー！ヘルへ一スにのるのは1985〜1990
⑳ム薗1の技潮目樗

燃判と辛馳1

1

，

輝層

噂

＝

ﾜ

甲

HTGR氏溺r炉建設「、ii繭｛足王亘．、
導人「1∫能門の検pl

化一各10−100億円

女全設5！1一各100〜1000fし1｝lp

択転の払人、か期待される。

⑧時期 技侑的にメトカつくのは1985〜
1990ゴ1、コマー／六ル へ一スにのるのと
ﾐ会の側力りみた夫用化iiう期はともに1990

酬1期 技薪∫的にメーカつくのとコマー
／ヘル へ一スにのるのはともに1980ぞ1以

CANDU

の開発、為赴炉材判 占1開設rrl技砺の進棲
⑤資全 擢鳳累且1i額1〜2」し円，

木岡は軽水炉技愉の本拠て多くの研先口
発力質われ、 1972脅4月本膓ゴ力委工ミ会の
1序∫カフラノ ト槽痙化政策に沿って秒撒的
に摺薫化が近めりれている．

西独は去初本田かり技衙鰐八したル述や
かに二三L開発にa配し、西独型樗摩フラノ
の開発に成功、轟外曳rlに竃ずるにかっ
ている。

わか11iは耐ぬ設崩技釧∫は栂外より優れて
おり、膝∫力Jジ！試験セノターの人型飯動
台試駄μ1画かブラノト創鹿、没、、iに人きな只
鰍をもたりづ と期待される。（なお、氏闘の

①擦」炉湖発L貞捕る1♪入クの吸収砺1
ゴ舞3鰯発のりベクけ41巾に人きいのて、明
顧な三く1りlr、h由iのもとに少なくとも夫講炉ま

式

狭い国」を真〜体ゴi勺に活用する

イカ発rL激の①大型振動台による実規枚人
モテルの曜。失罐、氏鰍の失施②y地鼠・㌔の

せ長謎・離屯力込窺に｛iっ胴∫也の障∴をfJ｛せ
て緩和し、晦蹟i望1の脹頼度ド・月にもつなカ

、没。1用地ぬ霊力、，樺｝汀法の硬ウ③晦擢．設。i

る。

丁法の薙瀦、か緊要な研究諏題。これbの

⑧脅正式 、ム地難の解 11三、パフリノクア
クセフタ〆ス向｛の匹［＝かりほ迦式 イ1游If

Y、掃会の側かbみた失用化時期は1976無
i現惹〉．

⑤幽面の技備目榑 監没 、i地成動策ノしん法
の磁、ノ 剛喪監没掴1子法の前1皇」化、耐直｛口救
附の人dl，
⑧責＝全

匡没匡封ま也慶動策亙．一1〜10f｛二円、

耐ぬ没1」丁法一10〜100｛卵円

耐巌｛口頼晦

力発屯フラノトの聞発力袈請される。

⑧時期 技侑的なメトは地i・式、爾【式
ともに198傭燐ヨlj、コマー／ベル ヘース
ﾉのるのは地i・式1990−2000年て禽1式1よ
P985〜19904、村会の棚かりみた人用化時
期は地卦式1990〜20θ0斜で淘正式は1980〜

で

1985壬1。

⑧碁1蜘の技謝巨樗
の汝止i湘向［

地卜式一人型構心物

耐ぜ謂，，il曲、

F

Pの地1

ての挙動。｛鋤なと。画i式一100力綱級踪
発の式設。1。

一100〜1000億円。

㊤資争

⑧II面の問題1㌧①氏闘条f費負招の埠1人と
圭く場貿ヒ②超人塀目i技仲∫開発7ロノェク｝

に好つる諸王休（1，、〜、PNC、民問と

ﾄは政1台は報」1のイ篇〆アティフとサ寸一

焉jの永歎さ③先允炉（軽水炉）のこ・

Pを竹って技衙の循vを図｝1

痩ﾆ食全丁年農了算に臼つ3隊か州政1⑤舞、・型

民｝illか目・る

ﾄきるよ バ『する）③開発爪冠者の鰯発u
畝の凸拐（7ロノ＿ク｝の成否は開発従｛g
ｼのu欲による1サゆ人きく新型転換畑の醗
ｭの場合、この問題は人型か二人口｛画の明
確さにかかっている〉③機動糾あるフロ／
エクiγ理。

雛短聾㌦li喬貝は地1・式一10〜100

滞④

Fサイ1およひ建設責全雌保の問題
⑧総体的目的ヌェ成まての問題凸①L（期∫
sルキー対策かり見た決断と蔵択のイ・1う｝
A人。ユi炉（曲業炉）発r【体霧｝趨，よひ￡r玉体
鯛③夫匡、ll炉段階に才メナる間脳山門援助の問

⑳且油の問題占①

鵯r層の11i｛i肋

掴に

⑭地｛・式

技侑掴てはμ1カまづ濃力50ノ」

lI訂っている②醐畝全i脳こ対する確争「の

描も度のハイロ／！フラ／1に穂助全を出

考えん導人に対づる合冒③ブラ／h歯iへ
ﾌ構坦∫の啄悦④摩ノ∫炉宏全盛査乃劃の

して建試し

ｾ磁化およひ番介資料の公開。
@⑧総体的目的丈舷まてグ）出髄・㌔①蓄1に
おいて木知の分野を女胃病として処理づる
J、づへてをノ調塗よとの風潮力ある②女
ﾊ益査全般かアメリカ流て日本の麗質との
整合i

｝に欠ける。

技f4f開発を先そユ曝占的に人日

ﾃへき時期てあり、世渡または替技月に委
演?を臼って矧進ずること力望まれる、
@⑧撫｝式 技鮒面ては動狂に耐えるフラ
〆トの開発

込屯乃式の1｝ll発、海洋め染と

ﾌカカわリカ問題となる。擾会的には、ユ
[スの盛りiカリカ矢け 遭用法現や脱赫

の
工

の」功llllカイ・明佃なことかあけりれる。

題④桝けイクルの碓V⑤ハフリ・クア夘
セプタ／スの獲鍔。

カナター①カナタ1ウ∫力公列が圭力t「型
重水炉の開発を山巡②四型彰換炉と1ロ1型炉

（CA握DU−BLW）ノエノテイ1ち機（25

／八W＞か71彗11月臣。、界く塁）CANDU−8L
Wの人型炉はわか1王i綜覧フルトユウム輌化
入鉄ウラノを用いることにし 慨念設 」を
ノLゴ④婦人二二の建設はカナタて肖処理」
場力決まる際、伍せて検，達決定の妊止。
イキリスー①イキリス厨∫力公引が新型

転換炉と「・Pll」炉SGHWRを開発、67彗9
月臨界にし、脇澗に稼動②74年7♪1央政磨
は次期か型として同炉を採用、400カk、〜（66

NSRRなどの夫験は海外て置く、冒曲され
ている。〉

いる。

「房∫力機爺（軽水炉関秤）」は払い技伶
分璽｝∫にわたっており、①民間企業の目1的
な研究開発②政班のも政指灘による研先1㌃｝
発③政府の委。L費、補助全による研究開発、
なと多くの開発項肖を含む。属に望まれる
削ま①研究開発費に対する国かりの援助

、

1之円、海i式漏100〜1000燈円．

乃贈6基）の建設を決めた③66ノ八W炉の設
μiか進んでいるか建設肉検けの動きも出て

機関ではないか、最近の静研のROSA

1

地1・ゾ地ん式は屯力ゐ要地に屯御を按ヌ血さ

く」

転哲」，とともに 機温の田溶化に努めて
ｫた、舞外技術への依イ∫度力人きく目王技
E1♪開発はなおざりにされていん。取滋の連
]り、況かりみて各種国画門下力Z茨とされ
るカ、遂臼にあたっての深題は次のとおり
ﾄある。①爽全の九夫（田の資冷温脚」かピ
夏）
@（2）へ貝の玉茎（公的機閉の研究砂r、∫
仮努かりの人材の二流、人材の憂成〉（3）技
争i∫llt｝報の允失 （国内舳先機関の狛轍の父菰
ユーサー、 メーカー各獄の晴報提｛ji、海外
との副筋的な韓闇闇換）

7嘱

層の｛口頼柑夫泌言上よさ角しる。そのため原

人検匹、」岸1〜10fζ円。いすれも建設費は除

わか田は木ll｛かりのフラノトの鰍人 技
酌援助契約により、軽水炉発屯1り1の建銅勤垂

④地可

原∫刀フラ／トには醐農設撰に対する一

人きい。

￨2000∫1。
＠［1面の技侑目今 占り義実駆炉運転によ
る抜騰の失1111 凸述糎聖1か建設 高違人ロll
炉設蟹、1と研先開発推】色、燃判サイクル技侑

鍾

（2）

一

夫施により①合理的経ゴ斎的匹没1；1了法の砧》
②膓・r力汝全胞こ鼓する認謙ρ」揚③・ 地越

多目的か建設匹由薩玉1の促

㊥凹凹
ATR失、」｝炉
HTGR人鰍炉
多目的炉一各10〜 100｛こ1王1、CANDU導

＝

，

，．

目t技鮒により開発された高達増殊か発
屯所を屯力系統に投人して汝定連転ずるこ
とにより、わが則工不ルギーの自Tl哩を飛
躍的にF㌧め、国民弓活を汝叱かつ向1させ
ることか総体的目的。失用化により①失際
i｛賑眠の工不ルキーを磁保てきる②入鉄ウ
ラノ価格両騰の影響をさけ発屯価絡を汝短
てきる③［｛殉技衛向量の波及効果力極めて

ATR夫pll炉およひ

進。

化。

⑧資念

猶・

欄

第886号

（第三種郵便物認可）

問題占の項と1・・麻

アメリカー①汝全番査丁川肋看的してい

木、仏、内独 久とも開発の人事を二曲
予舞て紹い屯力介恒もこれをハノクア／フ
している．f∠はフラ〆！建設て取も近んで

公開されているため研死開発の革復かさけ

おり

りれる。

軽水炉一FBR銘線を越択、張力に

るた朔矧燗発卜鵬か》てやづい②餅助

雛選した成果といえる。木も軽水短と全く
異なり 政κ1中心の一発f二胡をしいている。
基本的チータの積1けを・驚見し 規格、基

カり画聴く1ずiは弔視され設闘1に組み人れ つれ
てきたカ、フラノトの入型fヒ、・し貴地 廟畢取

型、基礎妓謝（材科とも〉の体系化のξ㌔ては
lll界て最も進んでおり （しかも日本と異な

得の囚難さかb一層の畷庭i4の人罐の裳本
力口まり、1111∫力の1∫試験セノターにお

りこれりにも100％滋く政府責全力投入さ

ける入型抜動台の匹没締刀失現され
旗果力期貧される。

れているL西独もμ同様工不ルキー目、ムi／i

わカμ1は地成国てあワ、煽∫力開発ム初

今後の

目i開発のん遂のため心夫、合珂1的なステ
／フを歩んでいる。たたし本司ては凸蓬炉
の開発r＝1画を核払散、工不ルキーの全体闘1
画の中て見爵しを図うっとしている。

ル
⑲地i・式
アメリカ 734カリフオルユ
ア堀力木綜∫委員会と共i「・1て地トゾ地のフ

イーノヒリテイ調査をわった。フラ／ス
63ゴ1にヘルキーと共idて25二日の藺業繋校
の地二二允を建設した。スイス 60年代に
ルガノに夫験かをつくった。 スウェーテノ
63脅にオゲスタの5ノ」民W人用二軸の地1・1巧1
発をつくった。最返再ひその羊】用質につい
て研先中。日本 80無代に200力民Wの1…1界

取人の地卜海発を失現させるへく屯力中研
て技偏｛仙丁払の開発を」鋲めている。

⑧撫i式
アメリカ 回目堤による閉門
海域てあるカ 4基の建設E重i画力ある。第
1基目は85肇糺開∫瓦て現ぬ汝全雀「査中。

隙．よ・て縮IIさ九るへき・眠して①開
発資金の碓操②λ、曲1開多巻ノ魂の係V③F

田の技祠1開発に睨みこまれており、袖助
争力出されている。①一尺設，」撫介指銘郷1

⑧地卜式 国の技朔∫聞発との鈷ひつきは
現擁ない しカしIliのμ1画に組みこまれ

BR燃引サイクル技祠醐発の朝畑④rBR

♂く）の㌧二期嬉ゾ②1｝｝1fノ」の目」閉発ノノ釧の

ハイロ月フラ月建設への袖助全の出さ

；、nぎ11f基イ1

の磁v、かあけりれる。

価ム③1。己に関し原ゴ炉i諸のみなりず
描危」〜名の当初力bの参幽、も望まれる。

φ藪

れることか望まれている。
⑰海1式

現イヒ；零i）に権i！助全力出ている

舞

カ、さりに国のレヘルてやりれるへきこと
として、環境規r｛fの㌧茎期明碓化と

（鋪助金委。し飯の増額およひ墨く期的連用、

屯力二二への研究開発費の組み込み乃釧の

魚業桁と

の融秘対策 ぽ遊描遠点（」⊥輸省）とフラ
／1（通漕省）に関し 肉各ので飯マ発屯「リr
設、／に対する法境胡んのためのフィー〆ヒ
リティ調杏力ある。

陣払化）②公的買先機関の研タヒ開発資橿の
民間への閂滑な受1反し。

國

8

働
̲

れる場合。

⑧雪下二野①研究開発資金の増人（画一
委託費の増額、屯力糾全への組み込み）
@
アクセフタノスに対する政
Aパフリノク
{の積極的支援．
全、

⑲スローーダウ〆要畷①原ゴカに対するハ

ブリ／クアクセフタノス、持に原∫乱発屯
所の敷地難②政策的加∫π1の不当ノし霞。

⑧促近豊因①イ謬油1曲箔の1男とぬ油の汝
凡磁保の問題②人燃ウラノ｛曲格劫農柚ウラ

〆勲格のL昇およひ入鉄ウラノの門閥磁保
ﾌ問題。

⑧入ロータウノ装囚①ナ〆ヨナルフロ／
エクiてある現μ1i町の起延②企某収益の丑
化により民隅研先費、罪証磁保か國朔な時
③li堺的な凸辻炉開発 プル1ニウムるll用

目転

東，乙一

弗雲水炉念般

日本聰∫力研究所4多目的r、〜温カス炉
埠∫力製鉄組合繍高温才す料の開発ノステム

O尊一二「τ水炉全般

ﾔ．み開発一発屯照HTGRなど

嵌凝メーカー一軽水炉燃料の幕議開発

日本原∫力三江＿発屯用HTGRなと

ｭ屯用欽機関協会一葦頼ド紅丸近試験
ﾔ力中央研究瞬一安全性研究なと

?灘雲列に協力
動轡一AT8全般

（スロータウ／蓋囚〉①国の開

iの建設の遅れ③FPの地中ての挙動につ
いての研先の遅れ（促進蒙囚〉①二二V地
の勇 廻②エイルキーコストの増人③ム屯」
ストの増人④国L樋1画の警5備。

@⑧海1式 工不ルキー環境そのものと外
曹ﾄの成功の11∫舎、地仙の動向、v地難の
ｮ向かあけりれる。

「

動二一全般

東基屯カーFBR商業炉慨念なと
三雲3」ま∫ノ」⊥業一全般

屯力各判一地ぬ動。i価 1醇力｛口頼1臭
メーカー 建設判射♂ミ設掴1丁法の開発

屯力中央研先肋忌一人，1王地1・構△物なと

ｨ∫カ1業式騎セノター一人型娠動チπによ

l人ゴ木およひ

る平成失，1｝。二品

ﾚ立製漏りr一全般

腫
素人騨1卜式験など
@ゴカユム二心セーター一向塚《などの｛口頼

⑧地1式

発1π｛画への拝用の遅記し②ハイロノ1フラ〆

⑧促進裳囚①趨⊥1な開発灸全の磁保②屯
ﾍ会召を含んだ失二二開発、建設体制の碓
･③ウラノのll醗り、ウラノ伊給1橘眠によ

部承三一一全般

雪雑所レ＿ナ。プ。．。ク、

政冶およひ企業経6

とによるもの。

多甜1しの気運。

骰H不ルキー不足。

屯田各社一全般

とくに亟艮なのは

者の問題冒勘iシ1、あるいは低i弓るこ

＝

地二黒危物、F

Pの挙動一下乎」嵩フラ／iの最適三二め、10θOMW

ﾔ力中央研究所一耐♂乏穫人謹式敷なと

国煤p瓢灘溜恥

@フラノi試設、、1

Bゴ燃糾エ二一フラノケノト燃肝
右川紡播磨亟L一冷却系設備

@プラノト、塩町。i

ﾖ臨屯カーフラ〆1の最適配誼、1000MW
中部屯カープラ／トの最遍酉青煮、1000MW
フラノト。式、没。1

東示屯カーフラ／！の概附設μi
（

刎式）

諾菱重．L一全般
イJ川島播鷹重コー全毅
川崎承ユー海洋構迫物
【」y辿船一〜緬羊鍋鵡物

原子・力、環境問題および新エネルギー源開発の各分野で経験豊富な
コンサルティングならびにエンジニアリングサーヒスを提供する。

闘

調幽翻鯵s
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iANUS

（お問合せ 人事担当中田まで）

有能な人材を求めています〃
炉心解析に経験のある方・核燃料に関する知識のある方・その他原子力に広範な経験のある方

東京都千代田区大手町2−6−2 日本ビル

受腰

（地卜式）

綜∫工不ルキー二心班

来』と一全般

働

汾ﾐか研

」境鰯の悪化などて騨

f力芝屯の地ly二人軸に亥史を余儀なくさ

︑侮魂

⑰スロータウノ鼠円①蜘1債全援助のlllj
減およひ中断②国際白

TEL（03）279−1874（代〉

航りの

第886号

（3）

昭和52年7月28臼

貫

80

璽
11

纏

＝＝

る。

とすることか望

鰻水炉中心の源∫力開発の乃向にとって、
仮用済み燃判の再処理、憾収ウラノおよひ
ブルトエウムリサイクルイ「1用により新規螺
入3べきウラ／黄瀞の節豹はZ殊的な敬，｝く

ましい。

・膿釜

▲＾

紋∫独斉み燃料を掬処理L場へ、替身粥廃
東物を員｝威肋へそれぞれ輸送する外心の開
発は題・イ力発電所りし成を在肱する。すてに

輸込規淀か整伽、各品の牲能条斜なども

た。仮用済み燃料のままのlb蔵は妓術的に

小されているか、技衙基エ｛

も経済的にも望ましくない。高畝々・時代の

詳細に失験、凶日研究なと行なつZ装かあ

技術的基盤をつくるためにも軽水炉燃料サ

る。

についてさりに

核燃料サイクル礁」！に際しこのハノクエ

〆ドの媚勃サイクルをん溢させ、轡∫力
開発利用の円滑雛慮1こ小可矢。ひいてはわ
か劉の工不ルキー政策セ宏知化オる 1い1レ
ヘル廃改とハルおよひその他の抵 中レベ
ル廃東物の処理 処分か対象。

イクルのμ紅蓮は不蟹矢。

技術開発の議標・寅金など

o日壱其》i

妓引∫脅

Jにメドカ・つくのは1980自

⑧i辱紺」

技盆泊

」にメトかつくのは王980彗

坊lll、コマー／ヘルへ一スにのるのは1985
〜廻90年湘会の側かりの人用化時期は1990

以前、コマ＿！ヤルベースにのるのは198G
〜1985碑、争1会の側かりみた自用化時期は

⑧晴期 技殉的にメトかつくのは1976年
（現イ9、コマー／ヤル へ一スにのるのは
1980〜198鈎、材会ク）側かりみた失場化時

〜2000ζゼσ

1985〜1990奪。

其碧｛ま1980〜1985｛1。

◎適面の技衙臼樗 遠 い機分離円能の向
i、遠 L機故障寧の滅少、遠 い機コストの
減少、カスケート辿転による制侮咽向1、

転ご灘綴禦竺ル激醗懲設二二

0蜘漁の技術目糟

高い囲版穿の辻成、

よい立地の灘辻、阪薦剤の輸込、吸孝；剤の

機微的弧硬の増加、トータルノステム醗発
⑧資金 吸着剤の開発罵1〜10fじ円、ト
ータル／ステム開発一10〜100蜷Fl。

⑧責金
fさトlJ。

技衙目檀それぞれて100〜ま000

雀資刻L総舞も；i舎∫ミ｛ま6000｛｛｝「1∫o

輸込脅嘉の製偽（80

1〆級、33000厳WD／MTU＞、輸込外〜》
設

，【基轡の砥ウ、プル｝ニウム用介嘉グ）開

技徳開発の問題点

し、，

⑧国家的劇業なのて国の研4ヒ醗允機関か

り濡業化にをるまて細執的に人群づるよい

◎当1雌1の技衛目橡 低レヘル1売東物の両
￥・陸地処分、気体廃象物の瞬化処理 地
層処分、超ウラノ廃東物の処理。
㊥命浄 低レヘル廃衆物伽￥処ク〉一10〜
100億糊高レヘル廃象物の地層処分言一鋤00
億円以i、飽は100〜1000｛ご円。

技望lr開発の現恢かまた小さい、国の女全
基淳か決まり、それかまたあまり変動しな

技衛駒発冴題がhiレヘルご戚略カイ・明個
なため、II輔顛1のみに指向している占かii

機渕かまんない。

いものでもないと

設1τ1の基本か1・1・iまりな

、ムつΩ問題・1・を明磁にし、かつ調解抽眼の

外國との技術水準の比較

し㌔

ある撚織、機関をつくll、貞狂分担体鯛を
磁ゾするZ装かある。

木Dl一規制ま抹りにサ童力な縛谷、汝全暴 ｛
の抜本的見i白しと政κ1糠助による人緻r；il由1
の失施などて馴係規則の浸、制fヒカ冗了。

闘発に際しリスクを負わず専り技侑導人
を他組に先かけ 勧政機関も失訓あるいは
見濾しの得りれたものてないと丁かけない
など独特の考凡かあり、〆ステマティ／ク
かつ職略的対処灸勢に矢ける。1㌔問機関は
全般にわたる経駄、ノウハウ、歌貝食溜な

轟鵡食金依召呂か薦く、農全［ロミ転『1の＆い
｝喋て民闘介業の協力かもつかしい。

⑧k期契約により、見かけiの余鉛かあ
る。このためk期構想が疏てりれにくい。
⑧田際マーケノiまてを丹象とするかど
，かで政策濃定かZ装となうり、

爽rr！需Piぶ機関か研究夢多1発をイ」つたが、

本国篇民話化政策か笈史。既設い人施設

現イ1は工不ルキーゐ給の減退、右炭や北灘
融田なと資源かみつかり、他乃趨点な海流

かあり、遠心法開発も【白謡ん式【こなろっ力偉
英【ki舗内独、蘭と組んだ三国共i監蔀i画あ

かをいなどから1辮発は中1［。

巣、仏は国氷機関により 促堵、の経瘡1
技術王の彪積の圭に肇業化を推進中、本て
は民話化乃剣か四鮪に1『1面、賄用て総働中

のものはない。カーター政権は肉処理の籍

り。政府機関直くて、輸勘穿業として国か

仏翻豊赫なウラノ食瀞を保有、FB決開

期延期を決めている。

援助。

発に力を入れていることもあり興味なし。
木〜海承認ウラノ回収はあまり経済的て

西独淵蕊［嚇｛画のほか、ノスル法も研允
中．国の政策として軍曹、輸出の双ゐをみ

をいとしている．
酒独蹴ユーリノヒみ」1研、ウラノエルノベ

ている。
間鴨三国輩；1画の千等し内て、国の機関に一韻

ルクハウもどで欽いに研免中たか、1業化

民陽iが餐厩。濃繍事業は1コ入確業て、繊の
問題や国際政イ1のll｝1題とかbみもあって、
各国とも政侑か積鍬的に政策を指恵。

には凹地に問題あり。

どで歓めで力く、技｛桶ヒカの厚みは濾い、

国への要望

国の技禰∫開発5Jl由1と資令ご動燃レ剰肋

田の妓で1γ開発i、1画にご1≧い動燗力東諏施設

醗発無産中たか、ハイロ／iフラ〆1以野

の椋働型｛制中。第ご炉易は民間か1体とな

なるの（

溺矧ぐは民隅と穂懸協i5犀1の体制の傑ゾ、国
際共珂開発ては政策の講整が概要となろっ。

1［iの技衙開允1；1陣1に綴込まれている力

継観的なf勢娼と誘が望まれる。

環境要因

にカリも焼制問題、1司際巾場でのみ給動向、
ウラ／資内海イ1国による濃愈IJ場設鼠なと
力入きな要図となる．

田が製f乍所隅吸着剤の翻発
fl友島

フル｝エウムの危険1／iと妓拡散に関する

団際的な取り沢めの動向で、今後の肉処理
。！1鋤、殉処理技伽かんぬされよ♪σr旨蔑炉
のr葬1働も影嗣をりける。

スローダウ〆麦閃として！ステマティ／
クぬ鯖報収集、解携、組》ての季足は力
ケ i胃か低い讐々があり、池ノ」促進要閃
には企業闘の分悪化、費全強助なとかある。

B、ム辻緬一輸ヌム合黙
三ノ1〕点船淵で毎中落卜ll〜の軸込〜rの挙動
ij本アイノ｝一フ協会一一般放射【！1物望
日本機微！会一1昭手［142 卜琴もカム♪1堪IJ力1和

目4・碍∫一焼ノP炉
｛携ノ鰻稿痂ヂヒチふ一一メノiJi化なと全般
H》製11｝り「一気体処理、廃液濃編なと

姦全の刀・カリすぎ、人詞期間か主くい、マー

li4魂1∫ノ月」蒙一BWR廃東物処理全殿

神戸製鱗耕 希カス処理
新謁鉱．1瀕一ノラスチ／ク両化なと
引造船一白レヘル廃液i占i化
詳舞全属〜曲レヘル地層処分

木村化工機一一般放秀型物質

夜なと

人成建設一トータル／ステムの設，d
継ぎエノ〆ニァリノク薫トータル〆ステム
の設計

【猛力中央研允肋一ll乱中レヘル固化体の麟ざ1儲1

企
業

鉛ガラスで放射線をシャットアウト〃
（通覧呼気硝子製）

＼

3帰

…以

／＼

》
脳翻穐㊥痢

飾。収

浮

「終

轟く

メ〜

○放射姓廃果物トラム論室

＼ミ3・（

／〉＜

Oス

沖

v榊研1．き又漁

雰n

縣
炉触

﹀

灘瓢磯上蝋2
㌧

／榊

○放射線廃；菓物貯蔵庫

○放：射牲廃垂物運搬薦フォークリフト

○サンプリングフート

畑

／

HQ1、11〕卜
、「目し、（日
〔〔，ID邑m卜

沖

○クローBox遮へい用
○ホ／トラボ
○ターヒン室覗き窓
○その他

日本電気硝子㈱総代理店

㈱岡部製作所畿囎嘗麟駕ゴ詔
◎カタロク及び資秘達鎌継き次第お騰り致します。

放射線廃棄物貯蔵琿覗窓

いし

スロータワ〆鼓西・＿一か之収愈註｛ヒ
開発資金のかカリづき 調外卿介相∫〆ノ）田
内遼．出なとカあけりれ、 寿促慮擾瞬 ほ
国の輩11画蛮史、外illての成功 1卜場の褒化
なとカある。

ξ1｝用委。し研先

ゴカ」停業一トーータルノステムの設輻1！

三菱金属一吸着剤かりの脱ざ津51収

一ん期開（5年も度）、技lll開発に久

てとり紺めるよつな謀迦の分押娘を明磁に、
帖と厚みのある施策かZ愛。

るか、これに剥し団は恭lllの弊備G1触謬1罪∫

a揮一フラノi設雪riなと
サ／コハ／繍ブラ〆i設∬i
神戸製鋼一タリフ｝ノ回収
＝月述船嵩莇レベル廃 夜繊化

二旋亟L篇雌 い勿・離機の設餌1袈偽
束芝嵩」虫心分離機の設1｛1製作
日泣製伽りr＾遼心分離機の設1‡1製作

関痩拭焼の努姉1、現腿能力の九人、開発
姦金の援助なと。

業務迅達化〉、経瘡1の援助（リスク負担を
脅め）なとて配慮力Z契。

国際的な技街移転の呵能門、核払赦問題

エ不ルキーあ袈の滅穀、あるいは増人、
楓f力開発の進展度合、ウラノ黄あ蓼の坦1威
超の発見の面心、簡赴増殖炉醗発の動向力
ん向をんあする。

襲国嵩本とほは同様。貯ゴカ開発は団み
工業てあり、B民のへたたりカほとんどな
し、o

研先名数はまだ少ない。長期の研允課題と

三菱レーヨ〆一級層剤の開発（繊牟｛1扶）

施

処理はB木澗の父渉待ち。技術掴一施設ヵ
藺コス1なほか、設齢ぎ概きも複雑。社会
1自1一保障繕頑、助護なと基型かない。経謄

コマー！改ルフラノトのスケ！乳一ル、規
枚か木磁比（メーカーの醐発 欲を甑1ぐ昆

継続帽をもって、失施ぐべきたが、ノ鮨1醗力

徳鼠iノーダ計吸着剤の醗発（掴f鼠）
旭化威一級着剤の開発（わ∫沃〉

実

本核政策で骸初散への配噛かり絢処理沖
糺か｝ヒめbれ、このため薫ヨ吻、わか国の拘

中レヘル1980〜1985砕、轟1，レヘルは1990〜
2000flΦ村会の側かりみた人用化1痔期は低
中レベル1980年以刑、高レベルは1985−1990
舞9

r言i6000｛｛ぎFIJn

＠遮心技歯は田ぶ機批としてとり扱われ

中

⑧糞金 硬用済み燃科輸込、高放射貿廃
衆物の輸込ともにそれぞれ1〜10億円。

〜10001ご醐、趣心機1霧；蒋技四一10〜1001聾

綱際父流かない。機拓保持を条ゴ1に国易ミ闘
協短を粘ひ外iil妓徳の導人力図りれないか。
⑧ハイロノiフラ！トかりう「Lフラノト、

技鑑幻にメトがつくのは低

発、爵中落ひ時刈策。

円、萌報能機微開発一王0〜100億琳、テモ
プラノi建殻一1GO〜10GG燈円ウ雛定総累

⑧近い碁暑、に』業化され経繕rlの成Vつ
μ∫能哲力少ないのて、私企業の中てはこの
研死開発はとりしてもイ1輯には扱われにく

⑲時期

レヘル玉98時以｝lil、高レベルは1985〜1990

孟1。コマー／ヤルベースにのるのは直

ζこ王980窺曳ノBi」。

㊥∫湘1の自門目標

ヘル廃衆物の［占i化、藺レベル脆集物の処分。

SWU鋤絡の滅少。
⑧費金 ハイロノiフラ／1建設一100

⑧時期 技衙的なメi．コマーノヘル
ヘース、斜会の側かりみた九用化時期とも

放射線廃棄物ドラム詰整覗窓

瀕面園

辱

蓋

画収かβ目。瑚辺の梅水〜鮭か置く、海耐縁
もkいなとわか国は疏∫也条f ｝に壱まれてい

ρ
濃緬ウラノは鋪石、永r】1その他かり拶給
を受けることになっているか、先そ∫き将取
笈定碩保の潤て不汝もある。摂界的にみて
も198G奪窯初ごろSWU、孔」給ハラノスか崩
れると指摘されており、自i二開発か払蒙た。
新規需要の入部分を国内で賄っことを目橡

面輔250〜300万｝ノ程度といわれるウラ
／責源、次第に輸出制随も塘π．bれる杁イ兄

になりつつある。そこて、濃笈は薄いか磁
界に40億1ノもあるといっ栂水中ウランの

的

原子力産業新聞

（第三種郵便物闇闇

聞

土
産

OECD
理事会
茜ろ

米国の技術評価局︵0TA︶は解決することはできないQ各州と く利用できる経済的な代替原子炉
システムも可能であろうが︑増殖

公衆の協力も必要てそのため柔軟

カ⁝ター大統鎖が提出した﹁函録

冤稜りの下限をとるとエネルギー

炉を利用しない場愈︑ウラン埋蔵

はカーター大統領により四月二十

なお︑﹁宮家エネルギー計画﹂

う︒

供給は窮屈なものになるであろ

力発電は循渇する資源を考えると

とウタル下院内務委﹁只盆委貴長が

国家エネルギ

エネルギー計瑚﹂に対し不十分て 性をもつべきである︒さらに原子

技術評価局に購国画の評価・検討

ィ⁝グ下院科学技術委︐摂会委員長

ある旨の評価を行った︒これはテ

臆視していこうとするものだ︒

ー計画不十分
米OTA報告

数年後には既存の再処理工場だ

り一部施設の実現を妨げている︒

けでは不熟が起こり一九八○年代

なかばには再処理能力が隔袈を下

ンスを解決しないとECの原子力

回る見通し︒この隔給のアンバラ

の推算では腺芋力発砲所の貯蔵能

刮画の目標は達成できない︒現任

一・二が︶の投資を必要とする︒

茎て十億から十億UC︵一UCほ

加貯蔵施設は千ナのもの十一十五

るQECが九〇年に必要とする追

塗することによっても解決でき

決できる︒また中央貯蔵施設を媛

貯蔵する課題は一九九〇年には解

九B発表されたものて︑これは四 力を侶増すれば使用済み核燃科を
珪鼠にのっとり米国の計画と政策

月二十日に出した﹁エネルギー教

考えられている︒その償えに沿っ

ウム利用は核拡散につながると

て︑該拡散を防止し︑ウランを広

トニウムを軽水炉にリサイクルし

曽︸需脚幽句
﹁︐
＝一
曽：

一＝＝

の詳細を貝体的に示したものQ

題する報儀潜の申でOTAは以下重要である︒憎殖炉とかプルトニ

﹁国家エネルギー計画分析﹂と

を依頼していたもの︒

らの諸基轟や手続を定め︑実施を

原子力発巌窟や核燃料サイクル
の各工程︑送籍な分野におけるア
イソトープ︒放射線利用などの結

政府が光体的に行動しなければ

のように報告している︒

衆智間題︑社会覆轍︑環境問題を

果生じる放射性廃粟物のうち︑高
レベルのものはガラス固化などの

二＝＝

て天然ウラン需装を年平均二〇

炉によって対外依蒋を脱却でき事

域センター︵二〇〇〇年までに五

が参加して放射性廃嵩物除去の地

に折込むことができるQまたEC

︵国際核燃料サイクル評価計画︶

※国が提案している王NFCEP

置を予定している︒その成果は︑

い技術を詳細研究する作業部会設

て委員会は単体抽出が絶対できな

％︑南浜加工︵SWU︶を一五％ 放射性廃菓物の研究開発につい
程度節約できる︒しかし︑再処理

ては︑新型炉でリサイクルできる

実上独立が可能︒高放射性物襲お

一壷の建設を成約している︒

纏

睾t

基準化や手続設定へ
NEA中心に協議と監視
経済協力開発機構︵OECD︶理事禽は二十二田︑放射姓廃棄物の海洋処分に関する多国間協議・
一

再処理工場建設を提案

εC委

年闇二千六百トン処理

躇幽＝謄＝㍉4HhほHレ㌧一
：＝： ＝：讐一

措澱を施して一般環境から隔離し
た状態で貯藏されることになって

で遮蔽されドラム衝に請められた

の低い廃棄物で︑部厚いセメント

当醤問題になるのは放射能レベル

っとった国際原子力機関︵IAEA︶の勧告にしたがって︑中・低レベルの放射性廃彙物を深海へ処 いるが︑これは蹴的には少ない︒

監視機構の新設をきめた︒新機構は︑︸九七五隼発効の﹁梅洋汚染防止条約﹂︵ロンドン条約︶にの

分する場含のより詳細な墓準や手続などを薦め︑その國際的な碩守と実施をはかろうとするもの︒O

ECDはロンドン条約舶盟国を申心に岡機構への参加を呼びかけていく無相だ︒
れを実施することも予測されるよ

低レベル放射性固体廃棄物の海

供給が因難な課題を捉起している

と最初の商業炉へのプルトニウム

に与える影響はほとんどないが︑

処分は ︑ こ れ ら の I A E A 勧 告 に
状態で傑管されているため︑環境

いになる︒

一︑エネルギーの対外依存を軽

そって行われることになるが各国

が持つ原子力資源は将来の簡要を

めていかなければならない◎EC ので︑実際の節約比率は半分ぐら

た︒再処理工場の規換は段間二千

核燃繕を捨瞠ることはできない︒

満すためには不十分だQECとし 一︑長期には再処理は醤油増殖

のいずれを選ぶかは︑国情や地勢

ている︒ECが必要とする天然ウまた︑現在の査察制度および作成

六翼鈴で建設費は六億膠と見種っ

を理事会に提申することを決め

減する一環として原子力開発を進

が実際に海洋処分を行う場舎︑た

資源の対外依存度を引下げるため

︹パリ松本駐在員︼EC︵欧州

うになってきた︒

量的に大きく︑その処分が問題に

使用債み核燃料再処理工場の建設

共同体︶委員会は︑このほどウラ

廃棄物などによる海洋汚染を防
機構の原子力機関︵OEC D ・ N

洋処分は︑現在︑経済協力開発

なってくる︒大きくわけて地中処

などによって異なり︑一部譲劇は

分と海洋処分が考えられるが︑そ

詳細な基蟻︑海上輸送や処分作業

海洋処分に反対しているのも箏

ンテナーの規格などに関するより

とえば処分海域の選定や処分用コ

発効︶は︑放射性廃棄物の海洋へ
などの標準化︑さらには海洋処分

た﹁ロンドン条約﹂へ一九七五年

の処分に関する麟際的なルール作

実施しており︑︸九六七奪以降数

EA︶が加盟国の共同票業として 燃するため〜九七二年に署名され

次にわたって行われた深海処分に

に関する手続の国際的なとりきめ
りをIAEAにゆだねており︑こ

よひ原爆に痛工できるプルトニウ

ウェ：デン︑オランダ︑スイス︑

ムの生産・貯蔵に関達するリスク

四銀行︶が一九七七年一月から七

デファン
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リースの洗浄等は非常に効課的てす。

て除染できます。特に放射能汚染されたク

能汚染は容易にバノククランド・レベルま

カラス、金属、フラスチソク製品等の放射

轟放射能汚染の除去

響

は︑萸︑仏︑西独︑イタリア︑ス

中の体制によって再処理が住民の

はユーラトム︑1AEA︵園際原
盟国に解放されている︒

誌は現

格︵エスカレート条項付き︶はフ

して格安の二十七ザという規準価

在孫ン四十がの国際市場価格に対

ス︒エ・ディプロマシー

六八年以降原産理事︑62歳︒

パワー社長︶が選ばれた︒岡氏は

長に︑B・パーカー氏︵ディ⁝ク

月近く空席になっていた来原産会

九臼︑航空機事故で死表後︑二か

クライド・リリー氏が四月＝十

1新会長を選出

米原産︑パーカ

る︒これらセンターはすへての加

実︒しかし︑こうしたなかでOE ランは八○％を域外からの輸入に

安全︑環境保全および平和利用だ

か所必要︶建設が検討されてい

望まれ る ︒ 今 回 ︑ O E C D 理 事 会
CD理事会で源洋処分の協議・監 依存しているが︑再処理工場を建

れを受けて王AEAは一九七四黛などを翼体化︑普遡化することが

が設置をきめたNEAを中心とす視機構の設躍が認められたこと

ベルギーなどが参加している︒し
海洋処分を禁止する高レベル放射

ロ⁝ルできる︒委員会は原子力施

性廃棄物の定義︑処分する廃棄物

かし原子力利用の拡大にともなっ

設保護調整措置を提案した︒再処

いる住民保護の措置で十分コント
一︑理事会には暢来の原子力技

理をしない場含には将来︑放射性

子力機関︶の査察と各国がとって

術の合理的アプローチとして①爾

特葱関係で格安

ラン購入契約

仏︑南アとウ

の問題が国によって起こってお

た︑パブリック・アクセプタンス

題から困難に直面している︒ま

および廃棄物除去技術の工業化問

現在︑薦処理は技術的︑資金的

物質の危険性はさらに尊大する︒

けに限定︑という課題と矛盾しな

ウムの魔神はびんから出てきたの

の二三再処理施設はユーラトムの

処理事業に参痛する道を開く︒こ

う④域外︵とくに近隣︶諸国に薄

を提供する③財政貧金援助を行な

有利な纐格条件で再処理サービス

を設立する②加盟国にできるだけ

処理旛設プロモーターと原子炉運

設すれば一九八五〜九〇奪には需

を︸五％程度節約できるという︒

は・低・中レベル固体放射性廃棄

る協議・監視機構は︑﹁ロンド︒

委員会の結論は次の通り︒

この観点に立つと︑カーター政

である︒この事実を悲しむよりも

転会社でジョイント・ベンチャー

要を二〇％︑濃縮癩工︵SWU︶ いことを確認した︒

て︑海洋処分を指向する国が楢蒲
のE
限慶蜀などに関する勧告を行っ
する傾向にあり︑OECD・N

ン条約﹂の梢神にしたがい・王A 物の海洋処分に対する蟹際自認講

される低レベル固体廃唄物の海洋

EAとの協力︑協調のもとにこれ のたかまりとして注隅される︒

で︑あるいは数か国が共同してこ

Aの共同二業とは別に各国が独自 ている︒したがって︑今後に予想

権がプルトニウム増殖炉の代替と

状態へ導くことになる︒プルトニ

多一∠！ノ萎！グ多5⁝多一多多！Z！グノノグ！グ多多！！クゴラノグ！グ！多多！5一〆グー多チ！多！！！多グ多！ク！！！！！！！多！！グ多量

チャーチ議員は︑王A鷺A︵国兵器拡散の億険を一三増加させてことである︒

従来の智憩では︑化石鰍料に取

基本的銃口を認識することこそ璽

いる︒

現存する国際保障描置体制のうえ

ってかわるのは原子力以外にない して︑濃縮ウランの供給保隔をす

際原子力機関︶加盟国と協同し︑

に︑プルトごウムとともに生きて

り・OPECカルテルによってコ
為であるtに賛成である︒毎朝核

た︑再処理工場の数を限定できる

厳璽な査察制度の下におく︒ま

のでコストを軽減し︑安全関趣リ

一︑委員会は理襲会にこの戦賂

スクを縮小できる︒

ランスと南アフリカの特態関係

二〇〇〇犀にはHCは世界の三 エステーツ鉱山から天然ウランを

フォンテーン・エステーツ鉱山に

八璋七月置で三園に分けてランド

・リヨネ︑インドシナ・スエズの

イエローケーキの形で一九八○葎

アフリカのランドフォンテーン︒

分の一を占める巖大の核燃料消費

は南アフリカ向けにはフラマト；

済︶ためと報じている︒フランス

開発融資を行う︵八三奪から返

〜九〇年に受壷万ぜ購入する契約

も否定もしていない︒

COGEMAではこの報道をム
肯祉
定が九十万KW級加圧水型原発

膠に付き二十七炉という安値だ︒

る︒その規準価格は金属ウラン一

地域となろう︒現在消費ウランの

る︒

︵対外貿甥銀行︑BNP︑クレジ

︵武器輸出先︶から説開できると
て欲しい世界ではない︒翼実は︑

はあるがままの世界であり︑あっ

的な政策

されるよう提案した︒

一︑中期︵一九八五〜九〇琿︶

の素鑓が認められる︒

には再処理によってウランとプル

ｽド

力

原

要なのである︒

戦争の危険を負わされていない世

るという提案に各閏が同意しない

い︒コンルドと岡様︑原発の経済

ントロールされている国々が︑第

とされている︒しかし︑経済的問

いく方法を闘えていくことを齢す

性については判断を下せない状況

界の中で圏をさまし︑二万年の問

私はバルチ氏の発解⁝原子を分

益を共存させ比較的調和をもって

であるQしかし︑コンコルドと異 二の櫨渇しうる資源であるウラン

いかに放射性廃棄物を管理したら

割することは史上最大の汚染籍

行動することが出きる唯一の国際

に新たに依存し︑それによりまた

よいかという悩みから自由になり

のには驚くには櫨いしない︒現在

機関であろうとし︑以下のように

なり︑従来の経済とは金く別の圧

別の国にコントロールされること

たいと襲えている︒しかし︑徴界

櫨渇する資源の石屈に依存してお

述べた︒

力が働いている︒すなわち︑一九

を選ぶとは霧えられない︒

ぐ始める以外に道はない︒IAE題により原発建設の延期︑キャン

一英・仏の超音灘機コンコル

七三隼のオイルショックは︑海外

Aはおそらく︑米︒ソが軍等に権 セル︑あるいは新規の注文がな

と核兵器拡散の危険につい

原子力時代が国際的規模で取り

ド

扱わなくてはならない拡散の危険

我々が時窟に旛じた行動で避けら

している︒ことに今回の契約につ

資源に過度に依益する危険性を実

れるであろう将来の脅威を叡り扱

デファンス・ディプロマシ
証した︒石癌の場台に生じた例を

司避的な結論が残されたわけであ

性をもたらした︑という不幸で不

︻パリ松宏・駐在鼠︼仏團防奪門

て生じている問題は非常によく似

避けるためには︑原子力によって

々に与えられた条件を取り扱って

かっているのではなく︑現実に我

誌

を研究・実施する作業部会の設麗

ている︒これらは︑人類の技術革

米国は中規模の﹁翻意経済﹂に到

る︒一が的な放棄が他国において

を提案する︒作業部会は加盟国が

新が究極まで到達したためのジレ

も進んで受け入れられることはな

いるということである︒

いA
てはフランスの銀行グループ
はフランスのCOGE賑

ベーカ；上院議員は︑F・チャ ンマである︒一方において高速増

見出せなかった︒

達するしかないという解決策しか

いであろう︒これこそカーター政

原子力を平租囲的に利画する国

八0％は輸入に依存している︒再 に署名したことを明らかにしてい

︵原子力庁一〇〇％子会社︶が購

のエネルギーを提供することがで

殖炉は潜在エネルギー劉の嘉催も

上院の小委員会での酒毒で︑米

権の溝処理放棄と増殖炉計画の廃

際的に有効な体制を弩える場含︑

ー

きる︒急調だけで既にウランニ三

国がどうであれ︑エネルギー依存

止に反対する理由である︒核兵器

産業から三人の蓉門家で構成す

核拡散を防ぐためのより現実

⁝チ議員がロンドンで行った演説

八を含んだ数万ナの劣化ウランの

の高い他国は増殖炉謝画を中止し

指名する関連政府機関および民間

であると敗り上︑出版

貯藏塞を持っており︑もし増殖炉

処理政策の確立は中期および長期

は

この内容は︑七月一日付ワシン

米職はりーダーシップを取るべき
であり︑そのためにも原子力の道

拡散の効果的管理の推進にかわっ
て︑自らが課した放棄の行動は国

ないであろうと指摘された︒この

トニウム世紀に入るか否かではな

ように︑この問題は撹界がプル

を歩んでいくべきである︒

を産み出すことが出

倍以上の

犯すことになり︑それは核無政府

際的輿空状態という深刻な危険を
ルトニウムは兵器原料であり︑核

く︑すでにこの世紀にいるという

で利用すると︑中藁の全石油の五

ニウム世紀に入るか否かではな

して掲載した︒

来るであろう︒他方において︑プ

トン・ポスト紙も門世界がプルト

チャーチ米上院議員、英で講演

く︑すでにこの世紀にいる﹂と題

O273−46−1639

TEL

〒370−12

日本原子力研究所内

群馬娯高鯨市綿掘：町

熬c法人放射線照射撮興協会

辱

、

増殖炉の必要を説く

睡

ﾍ淫酒

劉麟

募熱舞

璽灘珍

放射線照射の利用

，。一

濾N・

すでにプルトニウム時代

（4）

第886号
（第三種郵使物認可）

新
子

昭和52年7月28日

摩

