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進に関するもの次のとおり︒

備堅粥性物質の輸送中の薯故防

強化︒︵ホ︶輸送緊急時体利の整

ど原子力禦鑑従業員の安全対策を

四︑新型動力炉︑核閣議などの

り︑国際秩序の形成に貢献する︒

料サイクル騨価垂垂参翻などによ

大型構

﹁むつ鳳遮蔽改

ントの廼設を推進し︑還心分離機

察機雛︑倉析施設の整幡など国内

五︑講論謬論︒核物質防護対策
の強化腱保薩描躍の実施のため査

核不拡散と平和利用の亟

︵二︶核燃籾サイクル問題の山際

広馳橘動の充実を図る︒

周辺住民の公愚亭旛設の整備描贋
などを拡発︒また普及啓発霜動︑

鋸鱈源三法の運胴を改善し︑施設

鰐﹁

一人醐︑このうち原子力局に九

入︑原子力安金局に八人の要求︒

蜀齋⁝十一世人︑安全研究上十六人︑

また原研は二百四十七人︵核融盆

二人︵高速炉八十六人︑新型転換

多少蜘叩炉十六人など︶︑難燃三酉

炉二十四人︑核燃料山中十五人︑再

藩え︑門調三塁﹂と﹁國際協力

﹁完全愈慧で績み残しはない﹂と

するため漂子方墨金局に﹁湯瀬安

め環境安全確保の実旛体制を確立

原子力委興会は索東電力の柏騎

原子力婁︑軸元欝欝人に

原子炉設躍欝欝が妥轟とする答串

階︶に再処理技術開発擢に五セ

醤Ψ方摺の建屡︵地よ鱈地下︸

ラス嗣化自験を行うもので︑千五

から出る翻レベル放射腔麗液のガ

再処珊技術の開発と︑再処理工場

分析器などの蕾察用機器の群鶴に

寵︑岡位体組威分析︑携帯驚波高

の際に収集した試料の核物質蟹測

原了力機関︶査禦鷺との共同査察

スやフードを備えた分栃棟などを

ニウム冨化した新型転換炉燃桝の 十翠方層の敷地にグロ⁝ブボック

れたもので︑安金審査と原子力委

元公聴金に代る描躍として聴取さ

炉の安金審議の過程で昨年憂︑地

による闘霊葦察や︷AEA︵国際 壇兀からの慧兇は︑柏騎・刈羽

設蔵する計鱗で︑傑三蔵蔵査察欝

員会の審議に反映された︒

二十期通の文潜懸見に対する報笛

元利欝関係蓄から霧せられた五蕩

今次交渉で︑欄三密羅が①原子力

原子力婁

せ︑五十蕊隼十

の平秘善用と核の不拡散を申立さ

開始にもちこむ織田︒

﹁原

﹁環境

蝦鑑欝は﹁発醒所の概要﹂

﹁地盤・鎌継問題﹂

えている︒

壁

郷緒鵜雛

一それは東芝のモットーです

昭秘五十三詩評科学技術庁簸要
灘策のうち︑原子力開発利胴の撹

五十三葎蕃に臨界を遷幽し︑起動

どの露備を進める︒新型転換炉は

原型炉は安全審査︑敷地造成な

研究開発の推進釧︵イ︶新型動力
炉 高速実験炉は定格運転を開始

黒︑核燃料サイクルの確立絃

試験を進める◎︵ロ︶核融盆臨

︵イ︶ウラン資源確保策の抵進

緊急晴体制を整備︒

一︑原子力開発利用長期甜醗の
止に万全を期し︑瑠故轍の処理体
改訂11畏期展望の下に実効性と整 制確立・瑠故対策算置の整備など
盆性のある故策推進のため獲期計
画を改訂する︒

二︑原子力蜜全対策の拡充︑強

〇︶の屠蘇を確保し︑同装置の製

界プラズマ試験装羅︵JTl六

化護︵イ︶原子力安全行敷体制の

る︒︵ロ︶ウラン縷縮技術開発の

動燃の海外ウラン調竃磁動を拡充
し一嚴禦錬法の研究閥発を推進す

笈全規制行政休制の整備と

強化

推進ウラン濃縮パイロットプラ

︵二︶原子力船

始し︑関遡研究開発を拡充する︒

造機器実証試験ループの建設を開

︵ハ︶藁囲的苺温ガス炉

作を進める︒超電纒磁石︑トリ
チウム技術の研究開発を強化︒

嚢優の明確化を図り︑頗子力安金
委では総禽的安金赦策の確立︑行
政庁安全灘査の再密糞︑禦董墓準

の策定︑公開ヒアリング腿など
安盒範策を腿開︑これを補佐する
購務罵体制を整備する︒︵ロ︶工
学的安全研究の髭進・二二灘準の

燃料サイクル賞讃施設︑輔送など

の醐性能化などを熟める︒︵ハ︶

屠龍漕手に備える︒

修工薯の羅備・安全性を総点検し

に各糧安全塁犠を整備し国際的な

再処理対策の織進動燃蕩処理施

どの安全研究を推進︑原予炉︑核

整備漂研を中心に反灘度薯故な

安国基準隊旗計画に参加︒︵ハ︶

核物質の不法移転対応体舗の整

備︑関連研究閥発を推進し︑核物

宣を逼るわが國の立場について国

六︑原子力施設の立地の罵滑化

質の防護対策を強化するQ

際的な理解を深めるよう努め核燃

﹁﹁﹁

︾道9誉二二誉三二三婆ご三婆凹石杉ほUロロ弓杉疹導DOσ瓢首誉

的澱応

策の強化線蒼黒録の一元的讐理
を行う二幅登録蟹理鱗業を驚荒

幽

し︑線上三塁評娠方法の野鼠化な

︵二︶原子力事業従業顔の安全対

探翼翼國体翻を拡充︑強化︒また

環境印金の確保低レベル放射性

設で安金確撮と保障避走に万金を
期しつつ試験的操業を進め︑再処
廃男物の團化処理などを棊準化︑
試験的梅洋処分の準鯖を行う︒濠

駆込み︑海外のウラン叢誌開発確

播から大きく伸びて三十五億円を

原子力麗係の概舞要求の主な内

幽幽

蕊陽︑スミス大使は門互いに譲歩

全課偏を︑それぞれ薪涙する︒

ル︑ガラス圃化ホット試験用に六

使われる︒丑十二無度予算では建

を二十凝議決めたが︑三十日︑地

セルの二列の試験設備を備える︒

子炉施設の安金性縣﹁放粥線被曝

の湿本原子力研究漸敷地の〜那を

蕾
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原子力は20・9％増
核融合︑ウラン濃縮に重占鋤
科学技術庁は︑二十九B︑原子力︑野鶴︑灘洋︑防災科学技術などの推進を骨乎とする昭秘澄十三
隼度後潔から工場の嫁鑑開始を苧

据えつけの遡加契約を進める︒来

資している趣溺済み燃顎の再処理

隼度一般会計概翼嚢求をまとめ︑発表した︒それによると︑同庁の要求額は今難度当初予舞より三強
八十一鱒⁝六千一力円多い二千六薫ニナ鶴億二千万円︵国難叩旨煮負担行為隈澄額庶千四十九億宏⁝千董翼万

は九±

億八千万円︵ほかに政府

円︶︒このうち原子力関係は玉十二病竃の千颪七＋鱒二壬一暫万円から二〇・九％増の千四颪十四億
黙読の鯖入れ九十四億円︑債・六
十八懸九千万円︶の要求︒ウラン

動燃については︑動力炉開発に

蝦源の海外調査は今年度のこ＋石

四繭五十閥億五千万円︵ほかに民

いる︒

理研の原子力研究八億円︑原子力

また︑原船事瑛団の﹁むつ﹂改

た放賑研の環境安全研究を推進︒

安全行敢の強化十億七千万円︑そ
器出資三十三億欝千万円︑籔︒二

修・総点検に五懲脳千万円︑放医

連施策には五根七千万阿を要求︒

円︑分析駈工難を愈む保陣描躍関

理技術の実藷と確立を麟る︒また
放射性廃藁物の処理分路術など
揖処理欄漣技術の開発を援進︒

の他八億九千万円となっている︒

資態九千万円︶を要求︒ウラン濃

研の低レベル放射懐影響研究に蕊

方︑機構改革に関しては①科

環境放射能監視にも万盒を期す︒

針ルの一三・流％増棒をオーバー

予舞比〜七・○％増︒大蔵雀

となる核溶炉研
縮技術の開発には蔭五型尊長二千

四千万円︑理研の蚤イオン頒速器 物の海洋処勿準備に工解六千万円

億円︑サイクロトロン鷹学利贋に 船準備︵委謁︶など低レベル廃藁

技量原子力燭の調遊園際協力課を

保に盆力をあげる構えQ

したが︑超過分の九＋鱒円は総理

究に酉蕊十八穏二千万円︵綴・践
万円︵畷︒置九十四偲七千万円を

の嬢設に六億一千万円をそれぞれ を予窪している︒さらに鍛金行政

圏玉

グプロジェクトのひしめく原予力
颪十八懸七千万円︶を投ずる︒こ

計上している︒岡出県・人形峠の

晃込むほか︑五十四難度から始ま 強化の観点から︑薪設される原子

原研は

關係に充当された︒

筆円︶が臨界プラズマ試験襲羅J ウラン濃編パイロットプラントで

のうち百＋瑚懸円︵償・五頁ナ一

の建屋の建設費が予算化された今

府金体の橡から調澄︑全部がビッ

容をみると︑饅水原子力研究所四

工し五十六隼の発成をめざす︒安

T⊥ハOの建設澱︒五＋︸鋸に蒋 は隔心分離機千禽と四千台分収容

ρ＝：脚W

牌

衝八十二億㈱千万円︵償・六百八

＝＝β需

再処環工場は︑日米の二曲によ

はあったが︑結論は対箸で禽憩に

報告書を発送

柏崎炉意見文書

なっている︒

や追入︑放医研九人の薬量要求と

一日をメドに発羅するのに伴い︑ 処理四十二入など︶︑土船薯業団

岡委の購務局体制を確燃するため

健用済み燃料四︒ニゾをはじめと

すでに搬入を終えた陳研JPD飛諜﹂を②原子力安全委綴会が四月

原子力安全局に門原子力安全調
きることになる︒二奪経過後はI 壷努一を③放射性廃車物処理処分

ほぼ田本側の希望する線で運転で
は共働決定の際発表される共測コ

NFCEPの誌果などを踏まえの
欝蜜全確係体制を強化し︑原子力

して二等間は画塾の融顧に沿って

ミュニケで明らかにされるとい

協議する︒記者象兇で寧野長官は

一

十七億九千万円︶︑動撤︑襲業圃八

四一用

照際協力業携の増大に対処して振
■︻冊

二年間既定の方式︑量で

再処理の運転にゴー
日米
合意

れていた菓海再処理施設の運転を

う︒宇野石窟の請来は＋二田か＋

〜十九田から外務憲で行わ

めぐる田来第三次交渉は︑九月一

三購頃になる毘込み︒

方式により概定躍処理する扁こと

り共岡決定文露への署名と岡時に

・刈羽︵かりわ︶原子力発露漸の
で臼米双方が蔵鋒︑決爲をみた︒

定貫要求は︑科技庁金蝿で征十
達した偏と指摘した︒

建設蟹は鰻膣︑内装を禽め八十五

義理﹂
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震で︑動燃蕊業隙東海事業所の繕

秋始まるINFC鷺P︵闘際核燃原子力委員会は鷺＋日の定例余

せることに最大の努力を払う②今

レベル攻射性霊鷲研究施設の設羅

塵建設擬二億二千万円が認められ

傑金﹂の毎墳に分け︑六十頁にわ

高レベル研と分

料サイクル評礪凝縮︶に積劇的に

と核漁獲管理センターの保護娼線

ており︑五幸三年度にはおよそ撃

大使︶は記者会見し︑宇野長醤が

霞献ずるとの点で倉慧︑この基本

鱒円︒昭和五十五隼罪ばに％成さ

払円を投じて内鼠工恥を完威さ

薫り上げ︑付属施設を含め七菖五

諮を各織綾捉出覆に郵送した︒

認鰍のもとに蕎処理施設は一輩

分折所の設楽について核燃料安全

せる計霞︒

析所の審査指示

闇既定の方式により︑既定縫処理

器奄を指示したQ

尊門密査会︵山本讐食︶に安全

廟レベル放射性物質研究施設は

たって安全審査に関する慧兇に答
燃焼度の高い隔速炉燃料やプルト

また︑分折所は茨城県・爽海村
訪米する際︵臼来原質力協定第八

することになり︑字野長癌が九月

ェラード・スミス米側首席︵移動

渉曙蔭席︵科学技術庁長招︶とジ

交渉終了後︑字野宗黒田ホ側交

ホット試験開始の段取りとなり︑

施設周辺の環境放射能の監視を盒
臼午前十時すき﹁二無間︑既定の

八月

三曹F卿﹁駒川刷

る海洋投蘂試験に備える海洋照日 力勝金建差響に閲して工惣九千万

十七億円︵便・二鱒五千万開︶︑

九手六蔚万円︑核融舎研究︑ウラン濃縮捜術の驕発に重点を躍いた要求内容となっている︒

科技庁の概騨要求は今鎌度当初
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指
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月には分析業務
と発衷した︒解体的内容について

条C項に基づき︶共同決走する﹂

式 会 社

浦電気株

東 ん
承 芝

e

禰

醐

全倣研究は建設中の大型ホットラ
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年慶の七十五億円から威少︑六十

四千万円︶︑B本原子力船開発二 ボが完成することなどに応じて今
業団二十三億五千万円︑放射性廃
九億八千万円︵腰・七十四億円︶

交渉終了後、貌者会児ずる宇野、スミス爾首席

原子力本部

惑

蔓物塑理処分対策四億円︑放射能

鶴
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tォックス委報告が骨子

一

豪州政府は八月二十五日︑国内
は同国の同意とりつけを義務づけ

移転︑濃縮︑再処理などに際して

ると︑二兎はウランを世界に供給

野に立ってエネルギー問題を弩え

なくなるとしている︒世界的な視

國

ウラン資源の開発とウラン輸出に

同様の措置を打ち糾している︒

るなどの点でも︑米国やカナダと

受け入れたうえで︑レンジャー地

わたる提案︑勧告をほぼ全面的に

フォックス委員会の百項目以上に

うに表明している︒

出政策の基本的な考え方を次のよ

ジャー地区鉱床の開発とウラン輸

フレーザー首相は︑今回のレン

炉開発を延期させることである︒

はプルトニウムの使周︑高速繕殖

ウランを輸出することはひいて

する︒採鉱︑精錬の費任を騙する

︸︑保障措置政策は︑国際場裏

四︑ウラン一躍契約締結に先立

下に置かれる︒

意③ウランを二〇％以上に濃縮す

移転については豪州政晦の事前周

ち二国闇協定を締結することとす

における検討の進展を励漏しつつ
の履行︒今後のINFC￡の検討

濃縮︑再処理の岡意とりつけ義務

㍑に学窓にレヒューされるべきで

置政策︵要旨︶
五月二十四日発願

IAHA保瞳措置によりカバーさ
されなくなった状況においても︑

五︑ウラン供給契約には職政府

と輸入先國との闇で命意された保

六︑豪州は︑国際核燃料サイク

降描置に従うという条項を含む︒

ル評価︵INFCE︶への参加︑

核物質防護に関する国際会議開催

への協力等を通じ保障描置強化の

クから出されていたが︑このスト

ため貢献していく︒

ックもあと三〜四年で底をつき︑

いる︒

定により︸層の輸出が期待されて

案も英国の保健安金庁が行ったP な要因にはならないと述べてい

﹁PWR︑安全がその安金性︒今園の蕪NCの提 電所としての利用を妨げる基本的

一！

ミ

足させうるかということだった︒

自身の安金性に対する考え方を満

審議会を設立へ

住幌との対応を進める

︹パリ松本駐在鼠扁ジスカール

ルプス山脈中のバルルイーズで演

・デスタン仏大統領はこのほどア

子力発電情報審議盆を設立する意

説︑この中で濃境閥題を取上げ原

年遷が支持している環境保全の情

図を明らかにした︒同大統領は齎

熱は正当で︑王国生塗に新しい展

望を開くものだが︑暴力は排除

ならないと述べた︒環境保全は人

類による囲然侵賂を排除するもの

だから暴力とは矛曙するはずだと

レイ︒マルビルで起った

スーパ

強調した︒この発雷は七月宋のク

ー︒フェニックス4建設反対の暴

動一アモ︵死藩二名︑負傷蕃同再囲数十

境派の反対運動は埋解出来るが暴

名︶に釜えたもので︑平租的な環

力をともなったことを非難したも

る原子力安全分野での経験と実践

イテリアは︑これまで英国におけ

がやや過激すぎたという反省も含

出動させてテモ隊に対処した動き

今厨の検討でN11が罵いたクラのである︒また三千人の驚入隊を
沸騰軽水炉の双方とも商業的に受

水炉1すなりち︑加圧軽水炉︑

局︵NI工︶が中心になってまと にしぼって轟及している︒

R︶の採用を提案するなど︑長ら 全性研究報篶は︑原子力施設検蛮

について英米間にある楓違点は基

ているという環境派の要請に筈え

供し︑諸種の鐡体や反対運動と正

噸

（発鯉所関係〉日本原子力発電（株）・敦賀および東海発躍所、東京篭力（株）・福島原子力発蹴所、中
国電力（株）・島根原子力発魁所、九州底力く株）・玄海原子力発魁所、四国羅力（株）・轡方原子力発寒

集

講・

〔原子力関連主要響愈先〕

奴．織護・

輩

所、中部電力〈株〉・浜岡原子力発電所、：三菱商事く株）、（関璽興業（株）、関西羅力（株）・美浜発蹴所）、
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中央研究所、日本アイソトープ協会、東大工学部・原子力研究施設、菓北大学・金属材料研究所、東
京都立アイソトープ研究所、放射線醒学総合研究所、羅気逓僑研究所、（株）東京原子力藏業研究所、
ライオン生物実験センター

る場舎の事前岡懲④再処理をする

結果はこれらに糠味していくもの

るQその内容は次の点を望める① 落命の事前同盟⑤核物質防護に関

豪州の保障措

NPT下における保障搭置が適嗣する保証︒

ある︒

盟国に限定する②核保有国の場

①非核保蕎購の場命︑NPT加

二︑ウラン輸出爾を選択する︒

である︒

さらに︑政府はウランの採堀︑

輸出︑核拡散︑廃棄物処理に関
し︑政府に優恕を与えるウラン諮

閤委員会︵UAC︶とウラン・マ含︑豪州ウランが蜀事館的︑核爆
立すべきてあるとしてしている

ーケティング公社︵UMA︶を設発用に転用されないこと︒および

核物資に申し保障描置の適用が確
俣されるためのフォール・バック

においてメリーキャサリンウラン

今後のウラン供給の晃通しが問題

れる時点から一AEAの保障措置・セーフガード条項②第三国への

三︑ウランが豊州の所有権を離

が︑UMAは国際的独禁行為にふれること︒

べている︒

れる疑いがないかどうかを規在調

ナのピークにまでもっていく﹂と

開発会社︵政臆四一一％出資︶が七

一方︑アンソニー副首相兼天然
資源相は過去のウラン開発状況と

六年から生薩を開始︑六百九十シ

輸出されたが︑七五年十二月︑自

なお︑豪州は五〇無代に七千八

の考えを示した︒

百六十ショiート・踏を米︑英に

由・地方の連命保守を申心とする

ンジャー地弾での採掘は豊千三

今後の見通しについて述べ︑﹁レ

颪ショート・ナ／奪で行う︒採

軍事用に供給してきたが六三隼に

ョート・ナが臼本︑米国︑西独に となっていたが︑今園の豪政府決

％︑ペコ／EZ社が残りの二七・ ウラン開発をやめた︒この間政尉

！

ーキャサリン鉱山と敷府のストッ
〆！ノ

原子力発電情報

掘︑精練資金は政府が七二・五

フレ⁝ザー内閣が誕生︒予想に反

〆ノ

≡

取るものとする︒輸出は八〜琿か

一！〆〆

委の二次報告の結果を蜀て北部準

ノ

でのウラン鉱床の発見で八六駕ま

ノ

ルランド海放射性汚染測定結累は
他の機関の規準と開きがあり注目

など反対運動があら

ことが予想されている︒そして再

ゆる面からの反対資料を提出する

地球の友

された︒これから六︑七凋⁝闇は

ムとアメリシウムの痕跡︒

し︑他人の権利は守られなければ

公聴会は八月中はBNFもが提びBNFLからの及ばく︵約二週

住宅や道路の塵埃中のプルトニウ

にわたって工場周辺の大気標ホと

いる︒同局が行う測定は︑一カ月

面的に公開していないと非難して

対運動は政府機関が測定結果を金

！

ら八二郊に二千沙のペースで開始

︻パリ松本駐在鼠︼萸ウィンズ

さ

ていた︒この閥︑既勲爵分はメリ

は善心二百五十ナのウランをスト

INFCE︵国際核燃料サイクル

ミ
！！

ケール薄処理℃場拡張に関する公

英︑再処理問題公聴会

出線量実測へ

国立機関が放

芝

州の開発について結論を出すとし

五％を出資していく︒ウラン売却

九七鷺年世界は
評価︶︑原子力供給国グル⁝プで

十五億が︵七七年価格︶の歳入が
あるとしている︒これはここ数隼

でに一万鏑以上を輸出すること

同地区の環境監視機関を設け︑住

を受けた︒頚州は十分な石
の発護力贈大は世界の保障措置︑

がウィットラム労働党政権下で決

しウラン開発・輸出に関しきわめ

ク

核拡散防止政策に影響を与えるこ

の主な輸鎧収入にあたり︑雇用問
題解決の策となる︒

し︑八五庫から八六年には一万ナ

利益の五〇％はペコ8Z社が受け ックした︒その後︑世界的にウラ

がその再開にあわせて︑五月二十
炭︑天然ガスを持ち︑原縮の輸入

とを司能にする︒レンジャー地区

に贈やす予定である︒その後九四

て慎重な態度をとり︑フォックス

五日に発表した核拡散防止のため
も順調であった︒今後世界はエネ

開発にあたってはフォックス報告

豪州ウランの輸出に関しては︑

であること︑駿州ウランが蟹事屋

聴会︵議長パーカー判事︶ではこ

間︶を経て十月中旬頃に結論がで
るものと期待されている︒ただ高

台わせが行われた︒その大単はB 行われていないため︑より時聞が

速主屋炉計画に関する論議がまだ

賊Fしの主張を支持するものだっ かかることも予想されている︒

る政府出題提出の翼付資料の突き
意見が一致しなかったので︑工場

L︶︑政府研究機関と一盤渉頬運 金の面からの拡張工事を正当付け

周辺で国立放射線保護局が実際に

動との間で放射線放難壁について
協定を結ぶ︒その内容はフォール

カバーされるよう確約させる︒ウ

・バック︒セーフガ⁝ド︵四丁保

測定を行うことになった︒〜離反

の実績にくらべ

保健琴歌庁がベン・エネルギー

あずかっている︒

原子力発電惰報審議会の設立は

から開発されたものだが︑評娠に

帽に提出した家憲の緒論は︑﹁P け入れられることを示唆している

まれていると解されている︒

WRの安全性研究の結果に大きく る︒報告潜は二つの概念による軽

出すなど︑米国の原子力発露はそ

英︑保健安全庁が報告

上問題なしL

の〃聾しい過去

とまこ

英国ではナショナル・ニューク

リアー社︵NNC︶が新型ガス炉WRには星本的な安全上の閣題は が︑上申央発曙庁︵CEGB︶が
あたっては米原子力安全委員会の
営業運転入りしたフロリダ︒パワ

くくすぶりつづけていた炉型問題

るもの︒それは科学番︑専門家を

︵AGR︶と加圧軽水炉︵P
ない
W一というもの︒このPWR安PWRに関心を示していることか塁準も適罵された︒
安全性に対する情報が十分でな
ら︑もっぱらPWRの安金牲評価 海苔羅は︑PWRの設計概念い︒あるいは住民との対話が欠け
ー社の﹁クリスタル︒リバー三号

本的なものではないと述べながら

始め環境派代表の参加も求め︑で

結論を出すには︑英国での知兜︑

められたが︑NIIは︑最終的な 検討は※ウエスチングハウス社

︵W簸︶の安全関係資料に巌しい も︑安全性陶上のために萸国が設
のところ英国で炉型問題が持ち出

きるだけ広範囲の鱒報を住民に提

ったが︑焦点は︑WHの安金性へ をほのめかしており︑これに下す

専門的霊堂を栄えることから始ま

計を手凝しする可能性もあること

が再燃のきざしをみせている︒こ

検討は必ずしも十分とはいえない

連けい

政権とカーター新政権の

の申し子︒運転開始以来

確な科学技術情報に憂いて協議す

ることを團的とする︒

る今後の研究とエ単的検討が求め

るとしながらも︑このこと自体

のアプローチがどのようにとられ

は︑英国におけるPWRの商業発ているか︑またその繕論がNIIられるとしている︒

異証性

七月までに十五億KWHを超える 門軽水炉﹂だが︑これは米国が開 面がありさらに究明すべき貞もあ

プレー

されるたびに関心を簗めるのが

機ほ写翼﹂は︑いわばフォ⁝ド前

が︑カーター政権下で初の全出力

としやかにささやかれもしている

響を与えているのでは

権交薔が許認可業務にも微妙な影

い︒フォードからカーターへの政

の色が濃

停滞

幽零＝＝篇二＝三一；＝営漏讐二日；＝需；＝＝﹁＝一＝一冊＝門闇＝＝一一一罪脚＝コ＝一コ一一鮒一＝＝一二一一＝；＝嘗一篇曹腎＝；＝一一＝一門一二一＝一二需＝︸＝＝＝一＝︸一＝＝；二冨；一一一＝＝P＝二皿曽コ＝＝響；＝篇＝＝一凹＝一冊コ冊

障描置︶の適用︑核物質の移紙︑

たが︑マン鵬政府が提出したアイ

ラン供給契約締繕に先立ち二国間

閲︵IA氾A︶の保隔措置によりのほど︑英核燃料公祉︵BNF出した技術︑経済︑雇用︑環麗保

いこと︑またそれが礪際原子力機

胸あるいは核爆発用に転屠されな

核拡散防止条約︵NPτ︶撫盟国

められた︒メリーキャサリン地区

ン需要が高まったこと︑北部藁州

く︒

の厳しい保障描躍政策をその家ま
ルギーの節約と代替エネルギーの

どおり原住民の生塗︑健康︑文化

年から九五無までに二万七千三颪

罠の安全︑健康をチェックしてい

経済的利益に関し︑フォックス

眠いている︒今園の決定は︑国際
開発︑とくにソフト・エネルギー

を巖重要項囲とする︒ウラン輸出

また国際原配力機関︵王AEA︶

的なウラン供給の安定化を逓じ
に力を入れていくであろうが︑そ

による利益は国内はもとより︑地

報告はウラン輸出は一九八一〜二

は遅らせる⁝iという母国の政策 れも十分な供給鰍ではない︒フォ

て︑プルトニウム利用を阻止また

ックス報告では︑今後同様の石湘

年ころから二〇〇〇庫までに百五

に墾調を台わせたものと受けとら
域住属に還元されるものである︒

石油ショッ

区の開発をすすめることを決め︑

しなければならない義務がある︒

けるウラン資源開発に関しては︑

関する政策を決定した︒国内にお

を開かにした︒

るとしている︒同時に︑ウラン供給国の壷任として咳拡散防止上︑厳しい保障措置を課して行くこと

年代の世界のエネルギー霜野に鑑み︑ウラン︑その他の資源を海外に供給することは周国の義務であ

する報告鐙を慎重に検討した結果である︒簸政狩は同報告霧をほぼ全面的に受け入れたうえで︑八十

月末にレンジャー諮問委員会︵フォックス委員獲︶から提出されたレンシャー地域のウラン開発に関
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十円︶にそれぞれ無様︑基

円︑水力は補習円︵揚水は従来照
業を対象に便用が認められていた

分の一以下︵特例一男の︸︶の弟

った

配慮

もあり交付金には建

﹁地元財政を混乱させる﹂とい

事業は従来通りQ

面的に認めていく考え︒法徳補助

業の暴富に譲り補助ウラ使層を全

が・凝しく当該学業が予算補助事

第三の改愚点は交偲金交付の対

準単価が引上げられる︒

象となる﹁発註鰐施設﹂の範臨の
拡大︒原子力関係で新しくウラン
濃縮パイロット・プラントが温煽
されたほか︑水力関係では従来の

﹁出力一万KW以上﹂から新しく設蟄と地元財政状況濫訴から一定

組織を担当
部制に改組
原子力文化振興財団

た︒従来の企画鰯報︑普及岡整で

東海臨務阪が置かれた糧織となっ

体制をとったものQ入事翼動では

からの要請にも一元的に対処する

これを業務部として⁝本化︑外部

勇即する部分がかなりあったため

ほど糖織を従来の担当窯制から握

田本原子力文化振興財國はこの

当都制に改め︑これに伴う人鵬駿

林弘蟻携局長が総務部獲︑腹海嘆

慢には棟方三郎氏が発令された︒

務所畏蟹務取扱いを兼携︑業務部

動を発令した︒

蔀と

これにより同財圃は新しく事勝
局長のもとに総花︑業務の

る国際的行事の︸つ︒原子力発宙

・
万円貧ずれも鐸額︶に引上げら

♪母

られてきたが︑これも﹁撤廃漏︒

﹁出力五千KW以上漏に範囲が拡基準に星つく﹁頭打ち﹂措躍がと
げられた︒立地促進対策交付金関

私等の製造茜ら多数が参加し原子

プラントの遼転蕎や設計者︑関連

力機雛紹介とともに︑それによっ

れ︑このほか︑交付期闇も一野業

を対象に︑従来の﹁最も畢い施設

て得た経験や技術の澱新雪報を交

れ倍増の計醐だ︒

旧離の初無殿から巌も副い運開年

換する

交付金交付の澱静聴証額もそれぞ

これら電源立地促進対策交付金

度の三黛後置で扁から新しく﹁

係ではこのほか︑交付時期が従来

関係の諸改蕪に加え︑﹃原子力発

から最も遅い運開蕉慶の三里後

つ以上施設を併設する場愈

作物設置許司の田﹂に繰上げら

霜起全対鐵箸交付金﹄についても

まで偏と延段︑別に特例も認める

所に︸

れ︑原子力発醒施設に限ってだ

都道府県向け企業融資に対する利

界の原子力産業発展に大きく灘窪

行璽であるにもかかわらず︑各層

︵鉦︶として交付金算定係数五が

展添会﹂と﹁技術会議﹂を併催︑世

として門原子力機器

が︑交付限度額も引上げられる討

子補給や助成を内容とした﹁礒業

場

覇︒後編は︑施設彊設期問楊当数

の﹁着工田﹂から新しく門欝気工
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八％増︶を大蔵雀に概算要求した
が︑うち原子力関係は嗣十

酉二十八万艦千円︒繭億度比二億
二千四百万円強の理髪要求だが︑

これは大型プロジェクト﹁高湿田
津ガス利用による磁擾製鉄の研究

＝＝

原子力製鉄研究が船卸整備衡係て

開発﹂︵陰影技術院︶︑いわゆる

＝＝＝

炉二野建設で大筋の方薗を岡めて

山場

を過ぎたため︒

原子力関係の主要購項別要求額

科目処理箸損失雌備制展創設の蔦

菖万円を含む原子力野鶏所環境保

禍参照︶および財政投三号も概算

て電源宣地促進対策特別会計︵別

問省はこれら一般会計とあわせ

え方を揖ち出している︒

金・蜜全確保対策⁝凱億二千億七十

資となる二子力発慮欄発︵東源第

要求したが︑うち原子力関係の財

二発電所向け︶薗六雪曇円︑原子

投装求額はB本開発鰻行からの融
万円︑核轡料蟻業等確立推進対策

力発日機黙九豫四十八歯円︑核轡

用新型炉等の実用化目糞㎜⁝億千燕

四千五強万円︑海水ウラン採取技

料三十二億円と︑海外櫟馬出融資

万飛︑立地調造千当寺乃円︑発電

八千万濁︑インドネシアでのウラ

術開発︵金鉱聯業団へ蚕託︶〜億

運用部費金繰入れによるナ三億円
の総計千穣七＋二億円◎発電機器

十九億円および電源購発金冠陶け

園二化融資は大飯一︑二轡など継

ン資源開発調嶽一惣五覆万購︑核

セスメント調査一億凹︑放射性麗

瓶十

燃料パ⁝ク設詩に必要な技術鵠ア

棄物処理処群言鷲︵原子力雛境整

わが国も蟻初から︑技術会議に

プしていることだ︒

てきた◎一九七五鎌の第騰回ニュ

論文を発表︑視察隅派遣など行っ

ーフレックスには政府︑臼本貿錫

協力し機器腿承会に初めて参加︑

振興金︑臼本鍛機工業塾︑原産が

罪に紹介したが︑かなり高謹で︑

わが国原子力塵業の技術水雌を世

園を飛ねる︸．届とに規換を拡大︑

増置わせも殺倒した︒

ックス︒窃来の輸出につながるも

密度も濃くなっているニューフレ

のでもあり︑このため原麓は前圓

の成果も勘案︑関係各界と協力し

ことにしたもの︒

九重も参加の方向て極道を始める

送ｿ文献案掬帽⁝

︵ユ業技術院分︶三億八千二落乃

x失敗したらもうダメ﹂︑そ 融禽や海水中ウラン採取試験研究

施設︑キ∀スク︑使用済み燃料輸

結露︒核燃料融資では従来の撫工

採の斬規﹇基を加えた＋二等分が
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と公只政策︵辮︐⁝︶﹂

①﹁リスク・ベネフィット分析

夏とこれに勧島第二原発餌

備センター委託︶九千蔚刀円︑核

ニューフレックスが民間ペースの

特別会説の歳入歳臨謝幽は別嚢

とも政府が輸出政策の一環として

してきている︒特徴的なことは・

の通りである︒うち原子力発電安

謝醐だ︒

﹁指轟嫉志津務交譲金﹂の新設

盒対顎箸萎習得は継続十五件に加

墓盤促進交付金﹂の新焼枠窪み︑

︵再要求︶ほか︑放射糠監視︑温

え新規に一件﹁鷹源立地PA吐気 資金面を含め強力にバック︒アッ

これまで用いられてきたが︑新し
くこの係数が六に引上げられ︑し

捌水影灘調査︑広報薄策各交付金

くこの基準を四蕩五十円に単価ア

たがって交付金も従來に比べ約〜

もそれぞれ単価アップを剰るな

れる兇込み︒

たがって来零度は原子力発電所の

用旛設の整備が対象だったが︑来

ップすることが要求されている︒

度ベースを大きく上回り五百五十
基華に交付されることになる︒原

場命一KW得たり四葭九十五円を 無分︑一型秀増しの交付が行わ

対簗委託鑓﹂が枠組みされている︒

昼準単樋に関しては五十二鋸度予

同補助金は豊熟偽頼性実誠試験な

億円と前年臓比葺O％近くの伸び 無度はこれに新しく都道府漿等が

ど︑大磯改裁を豊求︒広報紺策交

子力関連施設︵ホット・ラボ︶も

付金も交樗限麗額が一サイト千五

岡じ︒上撫せ分を除き火力は一所

交付金の補助ウラ箆粥も︑この

算で︑向こう三無闇を対象とした

舗度発足滋初からの問題︐これま

魎定的なものたが上乗せ︵原子力

ど継続分のみ︒

業墓盤蘭運の公共用施設整備も追

一

もいるが︑ともあれ︑門国を中心

もらわんことには﹂︒董認もσ

大叢書をあずかり︑櫃限ももら

円︑原イ力製鉄研究三十一億三千

迷船関係に加え︑新しくウラン続

②﹁得策ガス炉評舳一四￥期報

ったが︑反颪︑資任も大きい︒

＝

丙万円︑一都道附県二千一禽五十

行う工場団地や工業用通賂など産

胴

﹃もんじゅ﹄は一桁上︑﹁とても

建設瓢が今では倍増︑ところが︑

﹂︒確かに票には

は︑改艮標輩化讐調号一億九千八
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た感じ︒国際競象もあるしね﹂︒

じゃないが

九菖万円⁝⁝など︒機構改華て原

れ七億円が要求されている︒

蓄に俸う欝蔵施設関係が枠糧みさ

さんだ︒

来年も参加
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紹介文献に関するリプリントの

爾七田までスイス・バーゼルで開

敷府︑関係業界と協力︑活錘も同

惰報サービス事業部︵汲城廻那珂

お串込みは原研内︑原子力弘済会
ニューフレックスは一九六六難

郡虫海村︒〇為残二八−二⁝五〇

六三︶へ︒

にその第⁝回が開かれて以来︑三

した︒

兇本市に参加の謝画で検討を開始

かれるが︑日本原子力産業会議は

告︵〜九七六庫賜月〜六月︶﹂

二八近
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九七

子力部新設を再度襲浸しているほ

焦染海山設三三所長となり︑染擁
炉建設を手がける︒四牽葎原子力

部長D四十五葎蹴締役に就任︑原
子力推進木部黒癩部長を熱川し現

原子力壌業部長︑着十〜琿岡環境

在に堅る︒㈱十九卑電機箏災木部

二議ークレソクス78

か︑編制信認関係ては新しく核蜘

高各氏略歴

昭和十五年三月象

っと羅金筋辺りでエネルギ⁝闘題 れだけに慎礁さもひとしおの晶出

つながりにくい一画もあるが︑も

と莫剣に取っ組んでもらわんこと
にはと強調︑資金確保に賢鐘も︒
﹁いくらいい物つくったって︑も

まり︑だから独禁法に抵触するこ

機に入社︒川崎工場を羅て三十五

っていき先がないとね︑いずれ鴬 大工学部機械工学科卒後︑富一電
力連愈といった考え方も必致でし
よう一︒

て﹂といった段階︒

ともない︒﹁食祉化はまだ衷だ︑

新顎務所は文字遜り設副馬の集

はただ今︑六十人︒各社派遣の技

もあり公取と握談はしている偏︒

今は白紙︒でも先行き将来のこと

歳︒

装羅箏業部長︒愛媛県出身︒61 子力中業困際見本蒲︵ニューフレ

ックス78︶が来駕秋十月三田から年に⁝腿︑バーゼルで開かれてい

欝KW級の実譜炉一儀︑初期実用

い世構だけに︑とりまとめもま
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で補助ウラは予糞補助の贈爵が三

となっているが︑これは前年魔か

い﹂などといった
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らの繰越し劉余金百八十憾強が組

こうした
到︑麗源立地難の霊因の一つとも

蕾満〃が殺

いよう電源立地促進対策交付金や
なっていたが︑今團描置は︑これ

がな

原子力発電安全対策沓託費等々交
らに対処したものでもある︒第二

剰余金のふくれ

付で配懸︑趨用颪での大山改善を
点は基準懸樋の引上げ︒立地山止

対鍛交付金はこれまで躍源の種

硬写している︒

運用薗改善のまゲ第一点は﹃電
別︑鐵力規模に応じ例えば原子力

︻一W﹁

をまとめこれに二つく︻般忌引⁝篇
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通産総は資源エネルギー対坐な
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ど性とする昭和五十蕊鰯雲新政陥
■一層

講本に不司欠なことを皆がよく承

一

い︒エネルギーがなけりゃ﹂と開

喧嘩ばかりの磁臼だった四往が協

になった背農もこの

と知葱だけじゃ田本の将来はな

仲間

ATRは峯初三酉懸といわれたに一刻も置く 軌道 を敷設して

知しているからだという︒
﹁欧州なんか

蘭速炉に隈らず︑大陸一つといっ

て︑猶油も崩れる︒

口一番︒米国が費源を源蒋︑そし

需胃︐鴨瞬需

源立地促進薄策交付金瓢交付に係

凹一冊一彌︻︐一

発飽駈の場△罠KW当たり凹凹円

＝一：唱

る対象施設の拡大︒これまで立地

謄F一髄一一

を塁鵬に交付されてきたが︑新し

一︐一需騨曹騨一

促進対策交付金は道路や学校︑公
U
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地域が四酉五十円で二種地域三子

歳
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は四十五円︶が決まっており︑し

入
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み込まれたため︒通産︑科学技術

歳
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電跡窟地促雌対三

昭和五十三年度電源開発促進対策特別金謝からの歳入歳出腰が間まり︑業苦︑科学技術陶省庁から
大凶省に概箪要求されだ︒これによると来蕉獲の特別象計総額は促進税収入三蔚六書九倦円に酌無二
からの綴越し剰余金酉八十懸四千五語万円および雑収入を加えた総窓蓋額四十九億四千六蓄万円で︑
前庫慶蚤初日箪に毘べ醤七十四懸六千四蕾万円の増譲験求︒電源立地促進および原子力発電安全など

樋設の拡大︑墓準単価の引上げ︑発電嗣施設の範囲の拡大︑交付金交付隣期の繰揺げ箏汝運用麟で大

諸対策のための交付金︑婁託費︑補助金として歳出されるが︑来年獲計圃ではとくに交付金簗付鰐象

幅改魑の園られていることが特長だ︒

｛｝

設が来ても地域開発に役立たな

民館等々生活墓盤に閲運した公共
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の両省庁はこのため︑来年廣以降

概算要求によると︑歳入が平隼
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た︑大壷︒でも︑一体感はある︒
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昭和53年慶蹴源特別会謝芝葺要求土嚢

術陣を含め顧が争弁漫だ︒賜り愈

商布一家

わけでもない︒﹁まず気心を矧っ

といって︑そう性急に穣が趣ぶ

辺にありそう︒

難し

だ︒その所長︑高市さん︒﹁努力

早薩纏暴騰

高市利夫氏に聞く
臼立︑顛芝︑寓士電機と三菱霞

工四社共同の高速炉設計蜜務所

の日比谷国際ビル内に店開き︒原

協定四つくサも鍛終詰めの段階
などと抱負を語る高布園務所畏

が︑八月二十二臼︑藁京・内幸購

型炉﹃もんじゅ﹄の設計を霊に︑

三唱礪

「｝
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カーターが何醤つたって高趣炉が

株式会社イト目串 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扉部原子力課 東京都中央区銀座H3−12電話03（567）7271〜8

工場
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聞

業
産

立や高速忍野炉開発を中心課題にした原子力開発がわが国エネル

るよう頬擦の柔軟性︑多様化で配麟すること㊨核燃料サイクル確

ありかつ実行性ある計画づくりを急ぎ︑これらに伴う資金紺策を

降︑主として原子力開係の資金︑パブリック・アクセプタンス確

ギー政策の墓本路線として不鋸盤な

田舎エネルギー調査会原子力部会の墓本政策小委員蜜へ有沢広

立および当面の蚤分野興体策に焦点を絞り検討中だが︑八月二十

核不拡散政策への積極協力等々国際情勢への適切な対応1の三

確立すること︒この際︑長期計画は将来の不確定要素に対処でき

五日︑これまで検討の結果を八間報告の形でとりまとめた︒報告

点を窮視︑基本方向とすべきだなどと強調︑これらを踏まえた各

いものであっても︑蟹民に不安感

する必要がある︒各位の大規模実

二段階の一体的目標を早急に策定

を図る必要があり︑ひきつづき第

た︑環境影響講査の結果を必要に
応じ公開︑地元慰罠の立地計画へ

に計画的︑総禽的に遂行する必要

ベル廃棄物については︑蕩処理計

襖討することが必要だ︒また爾レ

民間による本格的処分の事業化を

画に灼煙し高レベル廃液の固化技

がある︒原子力研究開発は多額の

術および保管方法の研究騰発を促

研究開発の促進

性格︑民間における事業化の可能

資金が必要となるが︑研究開発の
自主技術確立のためには新型炉

充実化を図りながら原型炉建設に

だQこのため︑研究開発の〜層の

発を推進する必要がある︒

負うこととし︑そのための研究開

終処分等については︑国が責任を

課題となっているが︑これらは一

が国核燃料サイクル対策上の緊要

原子力開発利用を進めるに当た

核不拡散と調整
図るべきである︒このため︑当

っては︑燭際的な核不拡散の立場

燃料パーク構想としてその髭進を

体的に進められる必要があり︑核

その効潭垂垂遜を図るべきだ︒

わが国原子

技術を要するので︑富民が協力︑

▽璽水炉の活用化

高速増殖炉だが︑例えば高速窟殖

面︑再処理薯業を中心にその事業

力発電開発の墓策路線は軽水炉−

その確保策に大きな影響を及ぼす

開発の遷れがウラン所要騒および

湯および核不拡散条約に従い核不

ある︒すなわち原子力基本法の趣

からの璽謂に十分紺応ずる必要が

化のための原子炉等規制法の一部

岡社はサイトの確保︑再処理工場

瑠業会社を設立する必要がある︒

など核燃料サイクルh︑長期的な 改正法案の成立後速やかに再処理
不確定要素があることから︑璽嵐

の設計など建設準備に漕手し・国

路線を踏まえつつも︑多様な対応
手段を検討し不測の事態に備えて

ある︒

濃縮ウ

等について主螺的な立場をとるこ

の強化︑プルトニウムの国際管理

ど横極的に参撞︑また︑傑障措置

ての研究開発チータを提供するな

いことを前提に︑覆処理等につい

が国原子力開発利用が阻審されな

︵王NFCEP︶に対しては︑わ

国際核燃料サイクル評価翫画

の暗唱強化を図る必要がある︒

に︑官民における核物質蟹理体制

いて法令等の整備を進めるととも

ィジカル・プロテクション等につ

の墓本政策に従って保障描置︑フ

をます明確にする必要があり︑こ

対策を講ずる謡のわが国書本政策

利用を進めるため︑国際的な雄蕊

は︑核燃料パーク雪雲およびプル

フィシカル・プロテクション等の

のもとに傑陣措置︑輸鑛入管理︑

拡散に万全を期しつつ原子力平和
おくことが望まれる︒このため︑

トニウム利用についての具体的方
かつ高速繕殖炉論考をバック・ア

核獣料サイクルに柔軟性を与え︑

ントの実施等パブリック・アクセ

についての璽雌の整備︑アセスメ

策の確立︑安全性および保隔措置
ップする炉として︑蜀水豊麗発騨
入の検討が盤要な課題だ︒現蕉︑

▽ウラン潔縮の塵藥化

とが必要だσ

うとともに︑資金援助等を行うこ

薪型転換炉︵ATR︶とCAプN
タD
ンスの確保のための措躍を行
U炉を対象に実用化のための技術
的︑経済的側藏からの検討が進め
られているが︑今後も鋭悪検討を

パイロット・プラントにつづいて

あり︑動燃事業団で蝿在建設巾の

る国産工場の建設を進める必要が

ラン安定供出のため錫石技術によ

璽ねていくべきだ︒ATRは近く
原型炉﹁ふげん﹂が臨場に達する
予定であり︑さらに実証炉の概念
設計も淫められている︒原型炉の
運転実績等をみっつ︑実証炉建設

実証プラントの建設を進めること
とし︑纂業主体および蟹金の宮民

結論を得る必要がある︒CAND

について昭和五十年代畢ばまでに
体制の検討を進め早期に異体化を

U炉はカナダを愚心にかなりの運

▽放射性廃藥物の処理処分

低

の分担について検討する必要が
図る必読がある︒高速贈殖炉の開

転爽績をあげている︒

ノ

0

権射

照照

嘱

9

1

541−2

の反映を園るなどして環境保金等
で万全を期すべきた︒行政面では

進するとともに︑その事業化で検

原子力行政懇談会慰箆の興体化を

の分撹および資金確保のための翼

牲等を総舎的に配慮しつつ︑富民

野︑さらにはより長期的な観点か

討することが必要だ︒さらに︑高

の開発および核燃料サイクル各分

図るとともに︑蝦別に立地対策を

壁策を検討する必要がある︒

団体︑施設者それぞれの役割を明

早期に遊手︑実読段階の大型炉建

レベル廃軽物の長期保管および巖

らの多図瀬高濫ガス炉・核融愈箸

セプタンス遠類を展開するととも

確化し体系的なパブリック・アク

について検討することが望まし

の研究開発を長期的見通しのもと

確立し政府と地方公共団体二心の

立地に関する講整・推進につとめ

もとに各省庁が協力するなどして

る必要がある︒

新型炉の開発

が必要であり︑わが国は軽水炉一
窩速製殖炉を基本酪線としてその

発鱈所立地の円滑化のためには

3

長期視点に立ち講爾を
が︑このためエネルギー薯傭や原

い︒電源三法についてもその運漕

発と建設には多額の馬繋と高魔の

レベル廃纂物については原子力環

験託

曾〔06＞488−250

本社工三兵碑・県尼崎∫1】杭幽｝｛島1一三

（03）

畳

0−4

巳委員長︶は︑科断響の原子力部会中間報告を受けながら︑以

は︑まずわが国原子力開発利用をめぐる内外職掌について幾つか

分野の当面の具体策を葺ち出している︒以下は門当面の興体策﹂

の明確化と︑国際的

の解決すべき課題が生じていることを示しながら︑先行き今後の

立場

原子力傾斜開発の円滑推濫を図るには従来に比し幡段の国属合恵
原子力利

用の拡大に伴いウラン等核燃料資

▽寓速増殖姫の開発

和六十年鹿蕊千三百万KW︑同六十五年六千万KWとするのが望 策︑璽水難実嗣化およびウラン濃稲の各事業化については検討の
源の確保が一魍玉篠となる︒そこ

の概要である︒なお資金論題︑パブリック・アクセプタンス対

黙黙が承唆されたにとどまっており来隼八月をメドに岡垣委によ

を与えがちだ︒このため圏は︑原

証試験も継続︑拡充が蟹まれる︒

発の必要性︑安全性について正し

の拡大強化を績極的に検討し︑ま

各分野対策は柔軟に
い知識の普及等を通じ広く鰯蔑の

掌ψ

ひ官

とも検討し核不拡散に対する国際

重力に積極的に質騙すべきだ︒

概

東京養窪中央区銀∫勢4−1

兀占

支

堺

乗

のとりつけが必要だと指摘︒そうした努力も加味︑開発規模は昭

ましいとし︑この目標還成のため冬灼策は⑱原子力開発利用につ

子力基本法等の一部改正法案の學

速嘲殖炉を開発し実用化すること

で︑長期的には資源効率の高い高

期成立により原子力安全委顔会の
このほか運転・保守要員の確保お

理解を求めるなど広報湧動箸を強

るひきつづき精力的な検討が璽ねられる孟母だ︒

新設︑安全規制行政の礁立につと
よび︑定検時等における機器の点

化する必要があるG国︑地方公共 実現に欝民の総力を傾寄すべき

安全性の確保︑儲頼樵の向上およ

設についても開発説画および開発

立地の推進方策

いて国民的命悪の形成を園るためのパブリック・アクセプタンス

めるとともに︑今後とも簸璽な安
検︑補彫の的確化とその短稲化を

0

に︑そのための中枢的機関の脅成

また現在︑窟民協力の下に機器

る必要がある︒

実を園りその適切な濤罵を検討す

だめの申立的な検査專門機関の充

プラントの諸検査を効率的に行う

方策を弔慧に確立し異行に移すこと⑧長期的視点に立ち整舎性が

安全性の確保など
原子力技術は先端的な技術であ
り︑また︑高度かつ榎雑であって

スの拡大︑伶業性向上等を臨標と

び環魔の促全が大きな前提となる

した軽水炉の改良標準化が凹めら

全規制を行う必饗がある︒また︑
図るため︑ユ；ザーとメーカ⁝が

発電規模60年30︑

一般には理解しにくい等から︑原 儒頼性の向上︑格納容器内スペー

ブルは例えそれが軽微で外部の環

子力発躍所で時折り発生するトラ

今後益々盛大する審査︑換査錐務
協力し原子力発電プラントのアフ

れているが︑この成果の二極携進

に対処するため︑原子力発電の安

る必要がある︒

タ⁝サービス体制の整備改善を図

境や住民に支瞳を鐸える恐れがな

全審査および検査体制をさらに充

境整備センター等を活用し実証試

試委

人阪職業部大阪市北区承榮鰐46公｛06）345−626

鰍判要素4本入，重量25屯）

愈核燃料加工諸設備
⑰核燃料輸送容器
魯核燃料交換装置
㊥核燃料取扱機器
⑱P ，U，分離精製装置
噛放射性廃棄物処理設備

◎、

響騨木粒化コ〔機

KKlO型使用済核燃料輪送容器

財団法人放朗線照射振興協会

核燃料サイクルの一端を担う 璃筆順

放射線照射の利用

（凍研JPDR動鍬再処理工場間輸送用，

〒370−12

群馬曝窩最南繍畷町 日本原子力研究所内
TEL
O273−46−1639

力

原
実強化するとともに︑原子力発電

験︒試験処分を進めるとともに︑

高

晃 生璽

煙

る。カノコ内数値は百分率（％）；を示す。天
燃ウランはウラン・サイクルおよびプルニト
ウム。リサイクルによる節約を考慰。再処理
海外委託箸には国内貯蔵が含まれる。低レベ
ル廃棄物のうちセメント薫化および減容努力
は発電所から排出物のみを対象としている。

び再処理︑プルトニウムの貯藏と

㎡

70

300
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進
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原子力委員会と原子力蜜全委螢按の分離︑関係省庁の規制︸震化を骨子とする新しい原子力行政体

原賠法改正案な
ど四法案提出へ
科技庁︑次期圏会に

﹁凍子力損害の貼償に関する法律

置広の一部を改正する広律案︸

の一部を改賦する法律案偏︒

は︑継號審査中の原子力り木法筈

の・綿改ぜ案との艶合畦を保つた

の遡搬と同横に放曝瞬岡続元素の

め必敦となるもので︑該轡則物籔

趣搬についても編疋の整擶が必要

は︑廃蕉物投棄による

夏隠約批礁に伴う関係国内扶の
二三三雲

なことによる︒

科学技術摩は次期通犠田会に放

ン条約にわか国が批飛したことに

海洋内染防慮を取り決めた窃ンド

¶科技塚設置法改組法案偏は囚

鱈購損武改疋案など四つの広路髪

射穣曄鴇防虎広改ザ案︑撫子力損

津虜染防比法とともに郎子炉箸規

葉に関する規圃を整糖するため灘

湧設置に雛うものて︑禽縁研の原

泌と金冤材縦捜術硝究所の筑波支

︶防災科学技術センターの筑波移

提出予薦の法渠は︑一慶翼物そ

﹁原賠法改葺仏案﹂は︑従来除

子力礒究部門は下翼に移る計画︒

伊う団内法の整備が膿團︒海洋投

の他の物の投菓による海濯丙染の

鯛謀と放癖糠興奮防止法を改正︑

かれていた源子力事蟻者の従業員

提出するゐ斜をこのほど望めた︒

防止に関する条杓批彗に伴う関係

条約に沿って舞榮携だけてなく︸

多

多誓ノ 玉伊
二 ニニニ 冥ノ多づ

玉ρ二

二二

ビ

国内仏の擁備広案﹂︵疲礪︶︑

二一曜

方︑飼際的な伜組みの印で︑名酒

る濁乱幕準づくりに参頒する

を進め︑王A氾Aの安金性に関す

このぽか︑安全問題の国隙協調

る︒

ニニ

の東錺上受けた損害を膜子力鰻登

二

に追瀦するもの︒

る︒

玉

¶放恥線径乳防毒法改膨肉漿﹂

般人の放射性物質海洋投梨を禁ず

一多二5

多書ノニニ

﹁放射性同位泥素笥による放射線

多二

のレ
点からは難境安金︑塊棄物薄簾︑

対藷路線

囲台休との懇談︑地冊説明会の附
健を目︑依化し︑

るものとして燃樽詰禽体︑反応度

蟹黛委は︑原子力の安全間題を

総脅的な安全規制政策確立の縦

る︒

改配する法律案﹂﹁科学捜四二設

属田標津に関する指斜︵ALAP
隔悔の防止に関する法律の〜部を
周辺の根騒囲標値に対する評論指

指劉︶︑発禁用軽承型原子炉施設

委員会の勤務局的役購を果たすことになる科学技術庁原子力安全局は︑﹁原子力安全調資釜﹂を設け
斜︵圃評価指銀︶︑発電用原子炉

制は︑次期国会で関係法案が成立すれば︑来隼四月一臼にもスタートする運びとなるが︑原子力安全

て購務局添制を敷き︑ここを中心に安全審査︑審査指釧の簗定︑鷹民に対する安金問題の周籟緻臨な
馳設の貿禽解析に関する気象指墨

ころとなる棊本的な審査指鉛も策

広く潟民に知bせるため︑甘子力

ールを敷く︒

八のスタッフを配し︑初二度の捧

について貌一的にチェックし︑総

の只顧課題となりつつある放射性

核物質防護など安難癖の巫塞問題

委か行っているような破防や月報

麗藥物対策︑核物質防護措烈など

蔀故盛儀などを規精したパ件の安

盆的な耀策を策定する︒

を発行︑さりに鶴瀬帳簿欝や溺紋

全騨査銭内規がある︒安全委では
露下検討作夫の魔んでいる発電用

原子力行政懇談会が指樋した公

全局︵原子力濫掘調蒼整︶はこれ

・紋陣帳焦苫を作放するが︑安

定し整備を進める︒原子炉安全審

課金姿の実施業務は①安金審査
炉立地審盗指針︑発電用軽水型原

軽水型原子炉旛設の耐震設謝や圃

売関係著との緊謄な対話を図るた

開ヒアリング制度については︑地

議蒔石として麗存あるのは︑原子

②無実基部の整備③総禽的な安金
子炉施設に翻する安金設謝指針︑

施設の箏故評矯についての揚到彪

制圃めをする説画︒

一⁝のバ指餅︒さらに指到に讃す

どの実質作業を行うーーなどのぬ十三隼度旙策をこのほどまとめた︒

原子力蟹金局は︑原子力安全蚕
員会関係の事柄として︑事務局体

を行う︸方・安全局独廟には︑新
繰棚政策の確立④公開ヒアリング

寮全評価掘針︵ECCS指針︶︑を手はじめに順次チェックの も

軽水型動力炉の非常炉心冷風系の

制の確立︑安金無実麓飛州の補佐

型炉︑研究炉等の一騰規制体制の

知◎國際的協調の推進ーーが柱と

等の開催⑤黒金聞題の国民への周

め︑公開ヒアリングの開催︑地方

本原子力研炎所の山本賢三狸熟︑

相︑少目冨房聖誕らをましえて臼

らの実鞍作業を押給することにな

財顔確保蝦藻について蝋見を交換

対策やエネルギー閲係筋章魚金の

政府は館腰朝の閣議で電源聖地

原発許可権の

の検討を進める︒

横断

ングなどの対策を進める

確立︑放射性廃翼物環境モニタリ

核融盆の暇氷協力は福田書画が

森茂汐融禽研究蔀藻から研究開発

＝﹁篇罵監置一日﹁

は首叢論邸て字野長官︑田中通就
＝一＝︷＝：＝＝︷二一＝＝囎︷＝＝曽＝一﹁謹︸欄

ら米測関係薔と協議する︒

ュレシンジャー大統領特別補佐窟 ち写野長竿に横討を総覧︑七竃に

宇野長官訪米時に協議へ

機に核融合研究開発の駐米協力を

：諜膨匪﹂画＝＝糟一；一傭一弊＝滞＝雪諏＝風一＝一＝鑑；：冨璽9匪胴龍；＝簡︷＝＝舳＝一︷一一

で一滴した︒

癌

いては約六づ四件の政膚瓶隈があ

マク装概3Ti六〇との開の騰報 また原子力発電断の許認珊につ

とほぼ同粥に並ぶ原研の大震トカ

大学の大型トカマク袋鼠TFTR
もあり︑今後さらに検号すること

政

自治体移譲検討
第四回麟八開係民間会議で米側出

状況などの説閉を受けた︒この結

を揃えて行くことにな

席者の監聞に答えて門積極約に進

源箔置も考えるべきだとする慧冤

した繍果︑因漬に頼らない別の財

のさし

安全蕃査は︑行政庁が行う安全

めたい﹂と発轟したことからにわ

ップレベルにある米プリンストン

果︑核融禽の研究開発で世界のト

発芽朋軽水型原子炉施設澗辺の肝

審蕊をより隅度な立場からチェッ

で︑福田首楢は六臼の閣議に先だ

かにクローズアンプされたもの

なり︑安全局はこれらの貰務を補

このうち︑庄囲される安金委の

クするもので︑三業用発懸炉の照

ネルギー省長冨に内定しているシ

積極的に進めることについてもエ

政策の展開1！を施策の㎎大

刑務局体制については︑安金委の

覧だと︑出産省資源エネルギー庁
宇野科学技術庁慰留は†日渡米

的

行う安全審蕾︑安金慕準の整備な

し︑東海再処理工場の運転に閲す

佐することになる︒

どの某務を行政庁から中立の立場

出︑これを安傘委がダブルチェッ

が安全審査した築を蟹全委に提

資賎としている︒

で補佐ずる機能が必要となること

一ご﹁謄二︷一隅﹁：榊雛︷＝驚一＝鼎﹃曜﹂■一﹁＝噌一一一﹁竃霧酬一憎

核融合も日米協力で

から︑笈金周に蟹全委業務を難中

る日来共岡決定を行うが︑訪※を

︷＝柵＝＝開︷

また︑ダブルチェックの拠りど

クする挫組み︒

的に行う原子力安全調査塞を設

篇

るので︑これを極力地方強禽体に

闇を二職掌とした⑤第三次交渉で

運転しようとしている唖一の騨で

数か圏の中で鷺本が再処理施設を

局のキントナー核融々部擬と田木

に痕題する※エネルギー研究開発

われ宇野良宮の訪※協議や＋一月

に大きな関心を示しているとい

では甲野科挙授術庁長官が︑圓民

れた強調エネルギー対策闘僚食議

の詳細内容は字野長罵が諸米し擦

核融愈の臼米二困間協驚締結への

翻関係甚の話し禽いなどを逓して

て

的な織エネルギ⁝励行の方策とし

さらに︑閣譲に引き続いて醐か

※共栄コミコニケとして発表︑同

エネルギー節約メニュー

原子力学会長

決めた︒

に山本賢三氏

を

により岡目となっていた岡学禽の

繍晴総会で︑大山幾鋸会長の逝去

日本原子力学会は八月灘十鰹の
棺縞・刈羽炉の設躍許湖により

会長に由本総懸副会長︵日本原子

鎗

雛

留
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り

三菱原子力工業株式会社

御期待下さい一

原子力第1船粥燃料

三菱重工業株式会社

纏半獣縄

の三

世

あなたの三藻

三菱PWR燃料の時代です！

躍飛瓢

子嚢鰹鍮ザ。

三菱原子力クループは、二酸化ウラン粉末から
燃料集金体までの成形加工は勿論
複雑な核燃料サイクルのあらゆる部面に
満足のゆくサービスを提供できるよう
態勢を整えつつあります

サクストン原子力発鷺所用燃

置︑ベテランの蟹金審山窟ら十六
＝

交換を促進する方岡て米㈱と協議

の代表が出督して開かれた第．二次

二型聞艶命わせる④門国際核越料

する方到を晒めた槙様︒

原子力委農と民間の原子力関係
有識餐などで騰成する原子力委員

P︶﹂の成果を婦警にするため期 岡閤原子力協定を紹んでいる二十

の欝峯父渉は︑米麟からみれば二
サイクル評価計画︵工NFCE

は︑溺行の田来瀕子力協定の枠組

け行うためのものとなった︒倉意

あり︑㎝業同填足一を世界に兜が

米国もわが困のJT一六〇引醐 移譲して行くとの方鋒が難し盆わ
会の再処理問題懇談会は六摂︑第

み以外の新たな講論義務関係は蛋

れた︒

三次期米原子力交渉の経過につい

五圓会倉を開き︑一日終了した第

じない一1などの磯が明確にされ
すでに穿野科学技術庁長欝の記

て関係番から報告を受けた︒

た︒

購に︑R米原子力協心八条C項の 動きが具体化するとみられるQな 諮ったほか︑交付金の運用枠の拡

﹁榮磁再処理施設を二

政府筋によると︑米商は分離し

繋金麗で︑

線間既定の方式により既定環処理

共同決定を行う︒︵食通は第五園

が行われている︒

たウランとプルトニウムを混盒貯

れるが︑田本鋤は技術的に末確立

する﹂ことが明らかにされている
が︑この凹の報衡では・無恥の基

の方式に改造することはタックス

い霜源⁝︸⁝法の発難しを行うことを

本的禽慧内容として①再処理施設

ペイヤ⁝に過醍負握をかけること
五十年一工月の東応の設心止司曝講

以来二年五か月ぶりの白鳳許可と

わが岡の発電用原子炉の設澱許爾

なった︒

潟県柏晦市と刈羽郡刈羽村に謝画

は来難五月の総会まで︒

力研究所理壌︶を選任した︒任期

している柏崎・刈羽原子力隔壁所

軽水炉︶の面影を竹流した︒昭和

︵震気出力颪十万KW︑沸騰水型八十万KWとなった︒

は舎磁一十六星︑磁気出力千八爾

福田溢梱は一B︑白票醗力が新

炉の設置を許可

U刃
書画

大などに地死からの総懸要望の強

を二班間︑既定のプルトニウム単

になるとして強く反対︑結局︷N

に基づき核融盒研究蓄の技術交流

体抽出の方法で華華する②プルト

FC鷺Pの検討が行われる二鉦閣

お︑来ソ闘ではすでに二麟闇協定

ニウムの核不拡散とフィシカル︒

に限って唾罵抽出による運転を選

蔵する方式の採用を求めたといわ

プロテクションの見地から︑研究

めたいとする配本側の提案に沿っ

再処理問題懇談会のもよう︶

腿発用プルトニウムの供給確保

首相︑柏崎
を前提として動燃の酸化プルトニ

て講本的な禽意ができたといわれ

八月二十九日から九月一坐まで

ウムへの置換施設の礁設を二黛開

藁京で︑田本側十四名︑米側焔管

る︒

炉測角は︑わが国での研究開発が

頭舎わせる③プルトニウムの軽水

妨げられない隈り︑商業的利用を

Q
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日米交渉結果、再処理懇で報告
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日米再処理交渉の
合意と今後の課題
設に侮効な軍陣懇懇がかけ

み燃料を国内で処理する施

とりきめによって︑便用済

に取り糧む姿勢︑国内深魚島躍なとに

本の固角のエネルギー事晒︑核拡散防慮

うことができる︒そしてこの翠蔓に︑日

日米間の話高いが行われることになろ

ご耀後に再び東薩工場の運転をめぐって

合抽出法の簿能既が転戦された場命は︑

登録漏を実施することにより金矧

的に電算機に登録していく﹁当期

厩無一嫁鏡の個人被曝線鑓を定期

リック︒アクセプタンス鰐策に全

に確立する②このため資金︑パブ

もっていることから①安全規制行

的にみて最も大きな供給監製性を

被曝線

政の整傭拡充②軽水炉の改罠槽準
﹂力を傾照する必要がある⁝一など
化③再処理︑麗稟物処分の事業
の考え方を打ち出した︒

と

の従業員の

いて︑混愈抽出広などの隆替案採掘の可

秋十月の検討会最終答晦をまって

管珊舗度を補完していく計画︒今

介に応えるなどして効率的な被曝

し﹂にもとづいて︑これを現実の

の﹁罠期エネルギー需給暫篤見通

た総合エネルギー調奮会需給部会

基本問題懇談会は三月に承され

悪き︑強力に推進していく必要が

ぐる麟際情勢への対応一1なとを

燃料サイクル対策︑核不拡散をめ

化︑ウラン美点制度の確立など核

を＝兀的に杷握︑事要所の昭︑

ありか

う︒さらに︑約箭牽か属が参思するであ

こにも︑日来交渉の潜在的塗立を認める

という不安もなしとしない︒

能性が二葎間て結論づけられるかどうか

ろうとみられている工NFCEPにお
縫

対する※陶側の押解と認識の深まりがあ

岡決定﹂は︑わが国はもちろんのこと︑

られることを確認する﹁共

数多くの麟々と協定を糖んでいる来麟に

ったであろうことが容易に推測でき︑こ

東海再処理旛設運転をめぐる日

⁝

望⁝ 動 力 炉 ． 儀 舗 峯 薔 の
展⁝詣の暖いは・八月二＋召
もちろん︑今園の倉意に屡次るために

ことができる︒

この問題がどのような決識をみせるか

とっても初めてのことであり︑このため

から九月一日頃で東漿で行われた第三次

な定鵠業務に移っていく予竃た︒

替エネルギー︑新エネルギー瀕︑

ばよいかについて︑石佃︑石窟代

・アクセプタンス︑電源立地の促

りとして簑金の確保︑パブリック

滑に推進していくための基盤づく

また︑これらの翼体的政策を円

あると強調している︒

事態と状況にも対癒しうるよう描置を講

今回の実施は﹁規制法︸対象に

観点から今後のエネルギー政策の

資金対策︑立地問題なと天職的な

レールに乗せていくにはどうすれ

じておく必要がある︒そのためには︑原

限られるが︑科技庁ではこの成り

試難処事業に入り菜鋸から本格的

子力平和利用と核拡赦防dの両立する道

わが国としては二琿後以降のいかなる

を趨究しょうとするINFCEPに積ゆ
極きをみて︑将来﹁太始防止法一

際本丁は︑硝酸プルトニウムを酸化プル

を集めたのは離間である︒これにはカ⁝

用をいずれも二奪闇晃襲わせることをは

が︑珊米醐国のみならず︑世界釣な注演

は︑近く字野科学技術庁畏富が訪米し︑
ター大統樋が核不拡散の理念を高くかか

じめとして︑譲るべきところは最大瞑に

秘六十奪には六十八兆円にのぼる

進の重要注を指摘︒貝体的に︑昭

交渉で基本的な含恵に遠した︒その詳細

日米原子力協定第八条C項に定められた

りを強く戒めるべく︑麟内外に強力な啄

げて︑再処理工場などの不安定なひろが

もの︒

あり方について検討を量ねていた

トニウムに転換する施設の建設︑プルト

﹁蓋置決定﹂を行う際に共同コミュニケ

法一つを例にとっても︑それか王NFC 央登録制度﹂の完備を圏っていく

的に参艇し貢要すべきである︒混合抽出

ニウムの軽水炉へのリサイクルの衆論利

の形で発嚢されるが︑東毎再処理施設は

に支持する姿勢を明らかにした︒

議難し︑※禺の核拡散防止政策を積極的

薄象のものまで菰果するなど﹁中

びかけを行いつつある環状が大きくから

ために政策の緊要性︑暴民分担の

とみられるエネルギー資金確保の

んでいることも薦めない︒

王NFCEPの検討縮果などから︑漏り には︑臨からの議幽に沿った技術の開発

vとの対応体制の整備︑環境灼策

の充実などエネルギー政策を突現

レール敷没作

巣

名の係員を配置するとともにコン

る総命エネルギー政策の二進﹂と

はこのほど﹁整禽性と実効性のあ

基本聞題懇談会︵有沢広巳会長︶

国産化による漂子力産業の自立︑

化︑核燃料サイクルの確立︑機器

各部門のエネルギー消費の効率

ー広制定による産業︑罠蛋︑輸送

を愚ぐ必要性を強調してい
が必要だと指摘︑このため織エネ

ピュータ端来機︑テレファックス

題する中間報告をとりまとめ①石

産・計翻課まで︒

末田︒両会議とも甜細問引せは原

開催する︒会議の参加申込は九月

と運転−変化しつつある瑛境﹂を

でワークショップ﹁原子炉の建設

ら二十八臼まで︑米国ボストン市

まだ同AIFは斎月二十五隊か

関する現在の閤題﹂を開く︒

議﹁原子力発亀施設の環境規制に

米國ワシントン特別区で︑国際会

は今年＋月十一曝から十四漫まで

※国原子力産叢会議︵A至F︶

国際会議あんない

る︒封6面に関連記事

開発︑海外からの供給の安定化︑

をはじめとする代替エネルギ⁝の

ルギー︑国産負源の雄藩︑原干力

NG四千四鶯万ナなどの目標達成 していくための

韻︑街エネルギー一三・五％︑﹂

六千万KW︑石覆審入漁・五億詩

るとともに立地促進のために地元

ー・プログラム㎏と副題されたこ

と実証にも穣極的に取り組んで行かなけ

は︑日※交渉の努力の結果として︑運転

福祉対策の拡充︑関係省庁の立地

価は︑国際的に納得され︑雪意されるま

﹁明日の田本のためのエネルギ

二年間︑既定の方式によって︑既四緑を

EPの圏曲に叶うものであるか署かの評 讐えた︒

ればならないのは当鉄︑である︒そして︑

れることになろう︒もし東海施設にこう

ト試験を念めて酎画通り確実に運転され

が含態された集源再処理施設が︑ホッ

備蓄の強化︑立地促進︑技術開発
の強化を今後の総禽エネルギー政

があると強調している︒

策の﹁七本の櫨﹂としていく必要

なとの設備を整え︑対象事業藤と

の方策を実現する必嚢があると指

石油開発の強化︑備蓄の促進なと
どについて検討を行った結果︑放

住

原産に入

叡臓役社長酌四四貝田氏

会

敦賀セメント︵株︶
繁︵原笈協︶各氏の六名︒九月二

〈特

⑧検幽器は、大【前1積のガスフロー

幽響

牙

堪

ξ

で

⑳自動屏により、人τをかけずに

耀

ソトープ取扱施設において施設の

ことがてきます。

原イ力発屯所なと原イ力施；没やアイ

個所を知らせ、i華箋に記録する

は

AS麗0

鯖一1全身まく肉モニタ

処理しうることになった︒
腰米双方の協調と努力によって更羅再
処理施設は近く運転を開始し︑わが潤の

こうした闘難かつ微妙な条件や寡勢の
もとで︑藁海再処理薄白が︑原子力平穣

この閣題に関する臼※の交渉は︑四月
初めの第一回交渉以来難航をきわめ︑今
再処理活動は大きく前進することになろ

に︑米国の空慰する混禽抽出法が技術的

酌︑無闇的に新しい無題が感じることに

した改造を施すとなれば︑技術的︑経贋

ためには︑これを支えるエネルギ

にし畢急に必要な財源措置を講ず

利用と核拡散防此の澗立の方途を検討す

生まれるものでなければならないQこう

しうることになったのは︑日米隈係の維

に司能であり萄効であると爾国が認めた

たといわれているだけに︑今國の基本的

ー源として沼和六十五年度原子力

あり方︑資金調達方法なとを墨黒

回の愈悪に達するまでに五 か 月 を 要 し

る国際核燃料サイクル評価計画︵INF う︒しかし根木的な問題解決は二年後に

した努力を怠ればその評価をめぐって将

予定で検討されるINFCEPの愚論が
来に禍根を残すことになりかねない︒他

の申間報告では︑わが国が今後葺

た︒決着をみた第三次交渉も︑最後まで

の二隼聞︑既定のプルトニウム単体抽出

CEP︶の結論が出ると難待されるまで ある︒今回の禽意は︑今秋から二年聞の

で徹底的に究明された結果にもとづいて

予断を許さない状態が続い た と い わ れ

率六％の経済成長を維持していく

る︒この交渉はつまるところ︑プルトニ

持と発展を前提とした相互理解と両国交

方︑今後のあらゆる同勢に灼応ずるため

るを得ない隅と核拡散の防 止 了 し た が

渉当事蓄の努力に負うところが大きい︒

このためにわれわれかいまなすべき第一

出るまでのいわば暫定的なものである︒

ってプルトニウム利劇の圓避⁝を強く

場台は︑高騰旛設にはこの方式が適用さ

という方法で︑計醐された処理堀を処輸

提囑する濁との総懸いであった︒わが嫡
とくに交渉にあたって︑米国側はプルト

ウムのエネルギ⁝潤用に依存して行かざ

エネルギ

紫蘭は藁海施設の当面の運転という観点

八千人だが︑これが昭和六十雌に

中闇報告は︑これをどう貝櫓化

の間にテレックス︑または郵厘で

油代替エネルギー源として原子力

していくかについて︑雀エネルギ

連格網を設置︒全権の原子力耀設

開発を強化する②省エネルギー︑

通産省の総合エネルギ⁝調蕾会

をふ

繭代替エネルギー源として中長難

摘︒このうち原子力については石

これに対し﹁センター﹂では約十

はヒ万人程度に贈鱒する見込み︒

定の孚帳に統一的な

ついて総命エネルギー政策を累急

石細輸入︑石炭利用の推進などに

あと︑科技庁を中心に実旛機関な

る門論語登録﹂︑新たに著叢所に

について期海鞘簿をとりまとめた

射線彩再調査研究の助成︑関連知

従著する場合の﹁三二登録﹂︑

番号

法人放射振影欝協会が最適だと判

上安協が派遣

吊唱賑〇七七論ハi二＝
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取難役社長石田謙︸郎氏

入会
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所禰升毒中央三丁嗣三番二藩八穆

て原子力施設環境安全確深の問題

キア︑負軍の各国を歴訪し主とし

ポシウムへの出席後︑ユーゴスラ

＋四日まで隠釦間の隣理で︑シン

穣︑柚弁俊彦︵三菱重丁︶︑福山

識の普及などを実施している財団

断︑受け入れ方思し入れを行って

これに対し放射線影響協会では

いた︒

︸

曙を兼ね雍薄恥か翻を歴訪︑各国

で開かれるのを機に︑これへの出
ありか

産業科学︵株︶

琶出llに設置し、放射線質業空説者

幽入口扉の開閉や｛貝ll定かできます』

の全身に弱着した放射線を、測冗・

また、朽染が検臨された場，合には

監視する画期的な装置です。

厨がロソクされます。
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幽

には索海再処理施設の運転を

たし︑米国にはこれを 核不拡散問題

なる︒また︑もしINFC猛Pなどで混ることだといえよう︒
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業協力協定︵商業化段階の協

ス︵スペイン︶などの各発霜駈

工場の礒設開娘などサイトへのデモが頻発してい

カ︶の調印︑パキスタンの再処

歯並

が︑そうした各国の反徳を示しる︒参加蕎の数もスーパー・フ

運

使用麟み燃籾の翼処理をめぐ

の庄文や引合いが椙つぎ︑米国のほかに蝉騒諸政党の参加が園

エニックスの二万人をはじめ︑

る田米交渉が妥紬し︑二輝間の
ルトニウム管理体制への各園の

産業は孤立の危険にさらされて立ちはじめている︒

いるが︑礼会党の態獲来決︷疋に

が硫血の原園卒律つたとされて

見られるように︑左翼諸派に動

現在建設許司噌請甲の廃棄物管

に対する激しい反対運動を考慮に
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隅内と同様︑各属の原子力反対

ているし︑スペインでは産業相

入れて原子力発電所建設計鷹を減

原子力産業の発展に貢献する
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ラントの添乳・建設を手がけ

ド1旦紀にわたり石油精

は、約

の再交渉蕊で副題の本質的解決

揺が生じていることは誘めな

ルフなどの紛争

広がるモラトリアムー

派のなかに支持召を獲得し︑各

理センター︵穐処理工場を愈

が蚊令による局瀬打開をあきら

速することを決め︑近く新しい副
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む︶の成り行きにかかっている

め︑議会の討護に委ねることに

画を議会︵コルテス︶に提出す

国疋軸し申

は持ちこされた形だが︑それま

イクル評姫︶を通じて核拡散防
止の興休案を固めたいというの

享み車凝難耀

ある再処理︑⁝尚速増殖炉の商業

をもたらした︒それは各閃の原
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︵フォックス委

豪州のウラン政策は︑議会内都︑

しだ一九七六奪十︸月十一日以来

問委員芸一が第一次報告需を橿出

﹁レンジャ⁝・ウラン環境諮

は︑この梱違こそが委員会のいう

理虜を説明する予驚である︒政府

が︑これについては各大距がその

て︑委員会の勧告と梱避している

は︑甲．﹂くわすかのケースに隈っ

頻繁な再アセスメントが必要なこ

監視と開発にともなう冠期的かつ

ないが︑一方現扶では︑庄懲深い

を正当化するほどであるとは考え

ところ︑豪州の全藤的ウラン禁輸

﹁廃菓物に関する抜況が現在の

政府は放射性の強い麗授物の籔

つもりである︒

政府はいまや︑委員会によって

﹁原子炉の逓鴬の運転にともな

危険への対応も含めて︑われわれ

かしながら︑この間題はこうした

A︶による核物質防爆星羅勧儀が

国際的義務
弓田の国際的義錺について︑委

﹁︵ウラン︶供絵の全藤拒鳶は

員会は次のように縞冠している︒

豪州を核拡散一一条胸︵NPT︶
の第四条への明らかな一環に追い

の関係に悪影讐を及ぼす恐れがあ

によって︑蒙粥北部一州

地域てもあり︑固有の歴史的遺産

ー・リバー地域は︑原住践の罵住

レンシャー鉱振を含むアリゲータ

労働党政府によって設けられた︒

なんとしており︑肉由世界におけ

だけても三十万ショ⁝トナになん

ンド当たり十五妙以下の低腋資源

鼓州の確認ウラン埋騒騒は︑ポ

うした中で︑フォックス・レポー

運動も再三くりひろげられた︒こ

禁止︑ウラン輪出の停止を求める

どを中心に高まり︑ウラン開発の

声が反原発グループや労働国漢な

刀牛

オックス最．︑同鍼判争を長とする諮

に大きく依存する必要かなく︑産

内のエネルギー供給を原子力発電

関心薯であったといえよう︒

のような対応を示すかは世界的な

いわれるQしかも豪州は当藤︑国 トを受けた政厨がウラン問題にど

角

問蚕員金の製法は︑鉱尿開発かも

出ウランは海外甫場にふり向けら

今回のウラン政策炭定

にあるレンシャー︑シャ

や遺跡も少なくない︒R︒W・フ る同様の資源のこ〇％を占めると

り兄

ビルカ︑クーンガラの各鉱床は国

たらす一般的な畷境影響に加えて

国内ウランの開発とその輸出を認

道を選ばせることになるとして︑

委員会は木来︑レンシャ⁝鉱床の

てくだされたものである︒同諮問

した勧儀をほぼ全面的に受け入れ

十五日の一斗にわけて政戦に提出

六奪十一月十一日と七七無五月二

ラン環境冬芽委貴会﹂が一九七

この決定は・懲レンシャー・ウ

ンをなすものとなった︒

のウラン負源政策のバック・ホー

発の酒倉をはるかに超えて︑同国

勧告は・単なるレンシャー心際開

逓称される同諮問委員会の見解と

れだけにフォツクス・レポートと

に総倉的な検討を匿えられた︒そ

治的側面もふまえて︑ウラン政策

策︑核拡散問題なと︑国際的︑政

開発は核拡散に縫ひつく﹂とする

かし︑この間︑困内ては﹁原子力

定するとの態農をとってきた︒し

クス委員会の最終報告を待って決

はこれまで︑ウラン政策はフォン

権にその座をゆずったが︑現政府

九七五年秋︑雪目・地方党連立政

強化をはかった労働党政権は︑一

外麟資本のしめ出し︑輸幽制限の

いる︒

同意のとりつけなどを義務づけて

処理などに際する豪州政府の事前

撫えて︑核物質の移転︑濃縮︑再

散防止条約にもとつく二相措躍に

課することをうたっており︑核拡

散防止のための厳重な保障描置を

ウランの輸出にあたっては︑核拡

めたものである︒しかし同時に︑

多多二玉二 5玉

政府は国際的蚕任についての深

要とされよう﹂︒

っだ︒核冥器の拡散に反対する動

い自覚のもとに︑今回の決定を行

二多 玉

多

二で

ウラン輸出の決建をくだすこと

多二多玉

によって︑蝶貝は次のものを供給

しうることになる︒すなわち︑①

鉛ガラスで放射線をシャットアウト〃

量口

立公國予走地からはずされ︑まず

サイン

原住民の保護︑伝統的遺産の保存

エネルギー問題解決に果たす豪州

クス・レポートを背景に︑世界の

ゴー・

鉱床のように開発による環鏡影響

れるところがら︑岡国のウラン一

の役割を強調︑ウラン輸出の禁止

し︑ウラン探鉱︒開発における︑

資源保護の色濃い政策を打ら出

は資源小国にプルトニウム利周の

りを反映して︑対象重圏をひろ

が出された︒クーンガラ

をなお検討すべきだとされたもの

など特殊な実臆との関連を検討す

発は世界のウラン需給上に大きな

レンシでi鉱尿の開発に

もあるが︑同地域ての採鉱が順次

ることから始められたが︑豪州に

ウエイトを持っている︒

今回発表された政策は︑フォッ

開始される基盤が認められ︑北部

ル︑核不拡散などへの関心の高ま

おける原子力発電︑核燃料サイク

げ︑漂子力の安全全般︑資源政

一一ナショナリズムの台頭期︑

される﹁ウラン諮問委員会﹂なと

準州以外の資源についても︑蕨設

の働告にもとづいて判断して行く

込むことになり︑NPT加盟国と

という方同づけか行われた︒

開発にともなう環境上の影響を調

NPT第四条は︑豪州にΨ和目

る﹂

的の核エネルギーの生滝と利用に

重な保障転置のもとにおける豪州

協力するよう義務つけている︒厳

のウラン輸出は︑NPT第三条・
第四条に弘められた義務の履行と

査するため︑一九七五年︑当時の

が︑われわれは核兵器が朋発され

核エネルギーに関する庚定をくだ

ない方がよかったと思うことで︑

は︑おそらく五十奪にわたって必

つ︑世界のエネルギー問題を軽減
しようという団櫟は︑いまここて

ヨンは︑蔦及的速かに供給を継続

ウラン輸出に豪州が聡慧すること

い﹂︒マックファーレン卿はさら

す必要駐から逃れることはできな

するか︑あるいはこれに関する炭

によって︑最も効果的に達旗され

定を数無闇遅らせるかの一箸択一

いえよう︒なお︑NPTは三時の
労働覚政府によって批濫され︑同

れたことを上し添えておきたい︒

条約が課した義務を豪州が受け入

ウラン供給と
核拡散問題
撫して委員会は︑ウラン供給の

るという判断をくだした︒

たいと望まずエネルギー不足の世

きの中にあって豪州の声を強化し

界に対して供給義覇を感じないな

に次のように述べている︒﹁私は

しているQマックファーレン・バ くともある暫定的な期聞︑世界の

るということを決定しなかったで

らば︑われわれはウランを輸墨す

政府はある人びとが核エネルギ

ほとんとの国で核エネルギーの大

思慮深い人びとの大多数は︑少

ーネット卿は最近の生馴におい

同意すると信じている︒このよう

規襖な利用か不藤欠であることに

ーによせている懸念を十分に認識

ている︒すなわち︑﹁生物学蓄と

て︑こうした糎念をうまく要約し

あろう︒商業的考慮はこの決定に

である﹂と示唆しているQ

た︒商業的な考え方だけでは十分

おける支配的な動機ではなかっ

多rgLノ多
誓ノ
二

でないことは事実だ︒

︵日木とスウェ⁝デンはとくに必

多

ウラン輸出と

これを圓上させうるエネルギー︑

めるエネルギー⑧生盾水準を守り

職を与えるエネルギー②家庭を暖
豪州は西側世界の既知の低コス

ウラン輸出の決定をくだすこと

である︒

トのウラン埋蔵量の二〇％を保上

豪州の役割

多ニニ三

要であるが︶で今後二十年もしく

に︑原子炉はほとんどの先進国

玉

しての私は︑核興器の艶事的︑産

二

業的開発は絶対に行われない方が

玉

政斑は委員鼠の報告書とその他

二多

のすべてのことがらを検討したう

二亙二 玉
二 二 二 主旨ニ 二玉 二 多 玉

な誌果を生み出すことはほとんど

二

あり得ないと結論している︒この

一

よかったと思わざるを得ない︒だ
二二

えで︑核兵器の拡散を制限し︑か
多

玉

二多ξ﹂多

︸︑化石燃繕の埋蔵最がとぼし

の諸点は明白な事実といえる︒

い多数の国々では︑核エネルギー

課戸︑その他ーーを開発すること

の資源が今世紹にきわめて大規摸

の平和利用の必嚢性があること

を心がけている︒しかし︑これら

なエネルギーを現実的に提供する

一︑原子力産業の世界的成長が
あること

している︒こうした状配にあるた

核エネルギーは︑ほとんとの園

ことにはならないであろう︒

め︑われわれは影響力の強い特殊

により︑豪州は核燃料としてのプ

一︑こうした必要を満たすため

ルトニウムの利周を求める動きを

のウランが入手できるか否かにつ

緩和し︑その利周にともなって贈

にとって幾油危機以降︑自国の電

な確認を望む多くの国々の舗石に

大する核貝器拡散の危険を減少す

力誤訳を轟たしうる職一の現笑的

応えつつ︑核兵器不拡散に薄する

いるという基本的認識が深まって

こと

福徳を最穴隈に行なうという道義

をくだすことにより︑一麟効果的

ることができるQまた︑この決定

いる︒豪州は︵戦艦の︶エネルギ

世界はエネルギー危機に薩藺して

一九七窟年の石簡危機を遍じて

機と原子力

エネルギー危

有♪

緒論に棊づき委全会は︑﹁オプシ

全面的誘認は好羨しくなく︑有益

輸出がPU利用抑止導く

提案され︑政府によって了承され

﹁われわれの見解では︑核テロ

恒するものだが︑この危険だけで

力的な薄察と渋染の対象とするに

原子力発露

う危険は︑こうした運囁が趨切に

現在︑二十か国て百八ナ四二の

ウラン供給についてのこうした

的雪濁を博している︒豪州は︑エ

な保障措置を支援し︑かつ拡散の

な立場にあり︑ウラン供給の適切
窯危機の影響から隔絶されていた

処理を中心とする撃高力技術に驕

鑑容塗は八千八百万KWに達して 懸念ゆえに︑いくつかの圓は︑再

原子炉が運転されており︑その発

を向けつつある︒高速増殖炉︵F ネルギー危機を兜服するために要

いての広範露な懸念が生じている

が︑先細りする石濾の供給は多く

いる︒これは勢州の総発電容騒の

BR︶はウランのより衡効な利用 求されるエネルギ⁝資涼ーー石

代替負源てある︒

の国々か他のエネルギー源に切り

四催てある︒さらに多くの原子炉

儀険を最小にするための豪州の力

ー貸源の豊富な供給によって︑石

かえて行かなければならないこと

が建設中あるいは発注済みの段階

への道を開くであろうか︑岡時に 炭︑天然︑ガス︑ウランi一を供給

㌧

弄I11

﹂き

臼噛

量

㌃≧歪

蝉願

（日本電気硝子製）

豪ウラン政
策に関する

世界屈指のウラン資源団結州はこのほど︑ウラン資源の開発とウラン輸訊に関する政策を発

﹁レンジャー・ウラン環境諮問委員会﹈

表︑適切な規制と管理のもとにおけるレンシャー鉱床の開発と厳重な傑障拙宅を課したうえで
の対外輸出を認めたQこの政策は︑

員会︶の勧告をほぼ全目的に受け入れたものだが︑政策決走にあたって︑フレーザi齢梱は論
会でステートメントを発表し︑基本的な兇解と政策内容の骨子を示した︒ここては岡ステート
メントのなかから︑塁本的な罠解を中心に紹介するとともに︑痴情までの終若と概要について

民間において幅広い検討に付され
﹁岡じ翻的を達成し︑同じ原則を

君干の解説を伺した︒

てきた︒この聞政紆は・岡委員会

満たすものだと僑じている︒

満足すべきである﹂という要求を
とは明懲である﹂

ンの採鉱と輸出に関して入手しえ

存することに満足しているが︑国

理と巖終的処理に薄する技術が現

際的開発は引きつづき綿密に検討

の国際的研究に今後とも参加する

棄物処理の水準を尚上させるため

されるべきであり︑かつ豪州は廃
政層の決竃は︑委員焦の空な見

切に規制され管理されるならば︑

資源国の責任を遊行

解と勧告に棊いてくだされだもの

と政府の決定

委員会の勧告

の畏盤かつ建設的な報告韓とウラ

たすべての資料をたんねんに検討
してきた︒これらの徹底的検討の
糖果︑政府は厳しい籔理条件のも
とで︑ウラン開発を続行すること

この決定は︑すべての豪州隅民

に踏み切った︒

である︒

ウラン採鉱

および盆入類社聾に対する高度の
道義釣竃堅醸からなされたもので
ウラン採鉱について︑委員会は

﹁ウランの採鉱・製錬にともな

次のように述べている︒

ある︒それは次の四つの基本的考
瑠から出たものである︒

一︑核拡散の危険を削減する必

豪州のウラン鉱山を開発しないと

う危険は︑もしこれらの盾勤が適

一・エネルギー不二の世界へ重

要性

要なエネルギー資源を供給する必
テ員リズム

核のテ禦リズムの恐れについて

の環境を効渠的に保護する必要性

た環境コントロールと産業保腿対

リズムの恐れは図際レベルでの続

い﹂

いう決冠を正嶺化するものではな

一︑アリケータ⁝・リバー地域

策が︑遭切な規制と蕾理を生み出

一︑鉱出開発が実施される地域

要性

に署住する原住民およびこの地域

すものと確信している︒

委員会は︑次のように結論してい

に藩住するその他のすべての入び

る︒

と︑ならびに開発プロジ﹂クトに
従事する入びとの欝欝と利益のた

豪州がウランの薄塗を生むにたる

レンシャ⁝諮問議員会は︑前政

のウラン輸出かなぜ︑そして︑ど

幡生になるとは考えられない︒し

原子炉については︑委員会は次

膚によって設置されたものだが︑

規制され︑管理されているならば

こで︑政鰐が絶えざる安金と貿理

のように結論している︒

この委員会は︑ウランの採鉱と輸

︵原子炉用に︶豪州のウランを探

のもとにおくべきであるかという

必要蹉

めに︑適切な傑護鰐策を確立する

出にともなう世界ならびに鏡地の

当化するものではない﹂

照し︑売却しないという決定を正

ている﹂

ことについて︑別の間題を提起し

環境問題をとりあげた︒すなわち

これは政府畠身の晃解と一致し

エネルギ⁝不足国は︑エネルギ

にある︒これらの轡料として︑き

っているのである︒

は強化されよう︒

⁝を節約し︑石炭のような既存資

れているQこうしだことから︑次 なろう︒

わめて大容墨のウランが必要とさ

する義務を世界の国々に対して負

源を蔚効に利慰し︑新たなエネル

核桑器のリスクを勧めることにも
ギー源ーー太陽エネルギー︑風力

政鶴は国際原畜力機関︵IAEを意味している︒
放射性廃棄物

凝然政府の核テロリズムに対する

ている︒

原子力発電駈からの廃棄物の処

強力な防衛の塁礎となりうること
に論足している︒

囲について︑委員会は次のように
縞零している︒

ユ

亀

︑隻玉茎

q洛

◎カタログ及ひ資料連絡頂き次第お馨り致します。

鴨
．

量

…

①核兵器の拡散と核の保障描縄の

間題②世算エネルギー需要への原

与える経済的影響︑などがそれで

子力の貞献③ウラン輸出が豪州に

ある︒

政罵は委員会の報告書のあらゆ

る勧告を検討しだ︒政府の警護

断面図

放射線聖節物ドラム詰蜜覗窓

放身基線廃主物貯蔵庫覗窓

○ホノトラホ
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○サンプリングフート

物
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産

長期炉型 戦 略 な ど 論 議
核拡散防止問題にもメス
田本原子力産業金神・原子動力研究会の暇和葺＋一鉦度無会が︑一︑一あ両三︑験象・翼鏡購の都

さらに﹇エネルギー繕機をどう
粟り越えるか縣に罰点があてられ

KWと総飽力量の三分の︸に留法

のはソ学部墓︑※三麸︑ベルキー

蕩七十一万九千KWにのぼり︑総 ている︒新規建設諮訴となったも

始︑さらにスウェ⁝デンのバルセ

試運転中の伊方一町も近く運転聡

晒改正︵獺導鴇構成の変更︶︑一

％

環境げは発竃断︑石縮構製工場

針検討のための調査研究として新

等から放出される濫排水の規制櫃

たに①水温変化が生物に与える影

ュレーション手法の遅発一！に取

響調糞②深紐放流の拡散予測シミ

このうち﹁水温変化の生物への

り組む謝画だ︒

ては︑すでに拡散予測手法が開発

されているものの︑一方︑新小倉

一定の海中下で放出する﹁深輝放

火力︑飯方原発などで︑温緋水を

漉﹂方式が採用されはじめている

のに対し︑こうした方法による放

流の拡散手法が確立されていない

ョンを実施し︑

三次死

的な拡

ため︑新たに実際にシミュレーシ

散手広を開発していく讃画︒来談

滋緋水規制については環境庁中

度から実施したい慧陶︒

分科会︵桧虚撹湾刃叢︶を巾心に

央公告土筆審二会水闘部四温雛水

シミュレーション︑発電藤立飽前

昭和四十七毎設置以来湿引水拡散

後の生物環境の比較などの調査研

な現舗のあり方について検討が墾

鐘が実施されるとともに︑異休麟

は漏甥水の拡敬︑地先池駄の生物

ねられてきているが︑﹁現特点で

得られていない扁ことから五十一

麟の変化等について幸分な知亮が

でも異体的な撫鉛が示されるには

年宝鷲の圃分農会門巾間報憲﹂

って

休止

に入っているのが現

蓋らず︑事実上︑研究の進展をま

このため員雛的な規制ゐ紘につ

状︒

いても﹁巾閲報告﹂に︑最二神農

規制︑温慶差規制︑総量規制︑環

境容羅規制の四方式が並認されて

環境げでは今圓実施予庵の研究

いるまま︒

をもふまえ温撲水影響の解明を急

ぎ︑さらに一中闇報告鴫で瓢たに

いて︑笑際の発亀駈を例にとりそ

提葉された﹁環境容琶規制︸につ

の地域での一環境容琶﹂の試算な

ども術っていきたい考えた︒

脳資料文献塞縦

一九七七嬰薄糊峰︵MF︶

①hガス冷却炉の下燃︵引綱扁

②﹁臼動フィールト︒ツリー日

T−D上一鷹皿三九一S1

成用コードCATのためのテンシ

影響調査研究篇では実験蜜蝋で各

の条件を翼現︑石○％が死滅する

お申込みは原研内︑原子力弘済塾

︑

睡調

罰
種魚類を俺ってあらゆる温度下で

九七

2シ⁝ト︵MF︶ P

ョン・テ⁝ブルの開発﹂

七年一月

生物初期致死温度﹂を︑成魚︑

卵など旗罠段階灘とに解明し︑水

B⁝一一六万〇九八

情報りービス癖細部︵茨城漿那珂

紹介支鰍に関するリプリントの

爆変化と生物影響の相関閲係を駆

また﹁深層放流の拡散予灘シミ

九題中にも取りかかりたい意同︒

らかにしていく溺薗で︑早ければ

ュレ⁝ション手法の開発﹂では︑

嘱きh鷹「

た二田闘押後のシンポジウムで

るのに対し︑MSBRの作倉は万

百年後のシンポシウ

となとが響いているが︑反衝︑わ

団七掻十董箆六櫓騰菌九牽九万八

基壬蕩五幸八万KWーーとなっ 発三移︶が謝画面手となったほか

ス︶を対象に講駕しているが︑こ

ベックニ穆︑フランスのフェッセ

︵出力三十万KW以上︑発注ベー 飯中のもの譲八十三墨一億六千九

のほど今無六月宋現筏の各国の状

千五蕩賀十KWに遼したことが明 とブラシル各回塩︑イタリア︑韓

カオルソ炉も近々偶点入りの予定

ンハイムニ号︑韓国の畜里一号が

ーーー

など曙るい蜀通しもある︒このぽ

國︑スウエーデンおよび禽湾各⁝

これによると︑購表の通り︑こ

バの各〜量︒炉型別にみてみる

か︑来灘五墨︑薦独三基︑フラン

の大舎に達するものとみられ︵い

るQ

禽に皿本松聡磯翻会畏︵原電叡締

丹毒次長の両氏をオブザーバ⁝と

役楊談役︶︑那須速雄原電糊発議

九月ニナ六糊から約一週間︑ウィ

九七八会謝黛獲予算︑開発途上図

六三︶へQ

郡菓灘村・○二九二八一二一五〇

20万件

﹁総エネルギ⁝と原子力の世界﹂

と題して講犠した露橋実汲︵電中

エネルギ⁝兜通しについて︑総エ

一GCFRに導入することができ
研︶は︑濠す二〇二年菰年に塗る
れば極めて長期にわたってエネル
ネルギーは石燕懸口〜九・六二懸

・五五五僧KWに翻茄ずるものと

出一を篁熊に供給することが司能

⁝プの蕊宅餌也氏︵愚化旗︶は︑

ゾに︑さらに霞力エネルギ⁝は五

脚下の米田の核払散重字敵策悶題

いてFBRだけに頼った場愈こ〇

予測︒これを賄う原子力目弾につ

となろう﹂と捲摘︒また経済ゲル

をとりあげ﹁米翻の竃張逓り樽魑

になれば編来鰭寒の政策盤択余地

懲七百囲懲濁＋〜万KWとなり電

理︑FBRの開発を凍結すること二五蕉の規換は一甑八千六菌三舞

が大きく踊環されることになる漏

力臨要を全て線子力でカバ⁝てき

﹁増殖炉のもつ増熟姓能のあり方一﹁※騨における搬返の核
と述べたあと︑カナタ︑オ⁝スト

道府擬会館で約二酉人が参舶して畷かれた︒燃脳グループ︑プラント建設グループなど十定傍研究会
グループから﹁放射性麗旧物懲埋対策﹂

ラリアなと鵡川編の規制強化の動
る︑と播揃し︑趨長期を見通した
場倉将来ダイナ︑︑︑ズムに縫れた炉

Rにおいても扇増残比を照ること きに熱及して﹁こうした供跡職の

防政策駄など︑広範な問題について示唆に憲んだ研究成漿が報告されたあと・

藁物処理方法について欧※ではホ

ムでは﹁エネルギー危機をどう粟り越えるか﹂をテーマに海発な意見発表が癩次いだ︒

瀕峯動 力 研 究 会 は 経 済 ︑ 原 子 炉
動きは臨際保障猫礁法の社内でコ

のことが嫡実に反映︑これといっ

い︒氷雨で建設申︑発注済み各二

午KWが簸たに運転を闘始し︑ま た副顧拡張の兆候はみられていな

この嶺年醍に七基五衝三十六刀九

これを前鱒未と比べてみると︑

らかにされている︒

讐＝鮒二榊＝≡二＝＝⁝冊二酬謄謄⁝幣＝＝榊二＝﹁＝冊三＝＝︸謄＝憂コ一＝墜蕊；＝；；髄＝憎＝需闇謄π瓢竃冊＝ヨニコ；欝凱＝⁝⁝酬冊訟＝

ができることなどから﹁トリウム

麗；論＝需卿需

ウ幽静ガラス化法が主流となって

は磁接通電連続セラミック製炉溶

罰金︑燃料︑増殖炉︑謙装制御磐

融等をゆ心に商議化への最終段階

ントロ⁝ルされるべきだ漏と二軸︒ を嵐田鼠朝すべきた︑と遜べた︒
ーウラ ン 轡 科 サ イ ク ル を H T G R

メーカー︑大学︑研究機関など広

新規に七基が運転入り

世界の原発習性Kwに

いると前臨きしたあと︑﹁※国で

範な会綴会社からの参加を褥て・

に入ってきている﹂と指摘︑さら

十グループで構成︒毎妬︑霞力︑

麗在わが国の原子力開発が薩面す
に処分方法についてはガラス悶化
体を霊対象に池厨処分と海洋籔処

る技術的︑経済的問題について区

建設中のもの二穏三十一藝蔭二

報交換を図りながら総愈的にアプ

回︑六月末と十二月宋競在での世

千二万九千KW︑発注済み葭八基 れたもの箭基二酉三十皿万二千

墨千九薗十一万八千KW︑発注さ 塁︑讃鰻棊の副瞬中癒となったこ

九酉七十九万七千五藪五十KW︑ た新規笹熊義手となったもの＋九

界における薫転巾︑建設中︑発注

臼本原子力渡業金議は毎黛二

一方︑﹁窩濁ガス炉一高速炉投
済みおよひ認藩中の原子力発電駈

で進められていると指摘した︒

入システムにおける増殖性能﹂と

分の両方法の研究闘発が急ピッチ

今圓奪会では門核燃籾サイクル

︵索芝︶は︑トリウムーウラン燃

題して報儀した名古川文嬬算氏

ローチ︑問題解明のための自主的

の放酎能﹂・﹁核拡散防止政策と

な調査︑研究を行ってきているも

わが国の酎応﹂など広範な聞題に

料サイクル畷入を前提とした難T

の︒

ついて十グループから約三牽五名

GR−GCF飛システムについ況
てがまとまった︒

KW︑新たに刮瞬されたもの十益 が国では新たに一基︵福島第二原
二千KW︑鰻

がこの一無闇の研究成漿を報告︒
篶察︑トリウムは凱︑中性子領域中

⁝億千五菖閥イ五万

このうち﹁放射性麗藁物蟹理の最

と︑依然として軽水炉が圧健脚に

スとインド各二塁︑スウェーデ

運転が続けられているイタリアの

多く︑運転中のもので八○・九％

ン︑ソ連︑台湾各一夏の考課董塁

今無二月から六月にかけ隔界︑試

で九四︒五％︑発淳済みで九三・

がそれぞれ今隼後辛に霊界となる

l……一

問は今年中に設備容灘が一錨KW

獣國で︑世興で運転中の原子力発

二

二基が遡転賜始となったため運転

％に冷えた︒

化娘向にあるが︑今團調蒼でもこ

原子力発電謝灘の伸びは醗近鈍

％から一一マ

中に占める比薬も従来の︸

七％と高累︒ガス冷却炉は英翻で

を占めているのをはじめ︑織工中

ソ遮十墨と盲窓︑スイス︑キュー

八日

設備利用率は

平均49・3％
原産調べ
日本原子力濠業会議が調べた今
隼書評のわが隣撫子出発難所稼鋤
実績は刷表の通り︑購闘稼働率五
餐・八％︑老鴬鯖腿製織四九・三％
だった︒

運開十一也殖のうち八星の四丁入

備利朋率はともに⁝瓢○％台と低調

原産代表に一本
一AEA総会

松︑那須両氏派遣

して派遣することになった︒

ーンの本部で第二＋︷圃磁常総禽

嘲け援勧の闘題など牽欝議題が予

羅際糠子力機関︵王AEA︶は 今圓総会では蟻務総長滋優︑慰

を開くが︑同機関から民聞機閲で

る︑いわゆる門水軍放流﹂につい
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一方︑電力部門にとっても︑餌料

原子力など
強力推進必要

園りながら︑サンシャイン副幽に

︸長期工不ルキー需給鱈走見逓

止るエネルギー関係所要賀金は

昭損五十一年腿から六十薙度に

の推進を麟る必要かある︒

石炭は開発ポテンシャルの大き基づき黙認的︑積極醜な研究開発

副の充実強化を図るべきたQ

い化石桝引として世界的に蕗評嫡

されてお9︑わが麟にとっても女
足した園内生げを期待てきるぽか

安全で環：境に調和した原子力発電所

て大きな役割を期待されている︒

ことは電力の長期安足凧絵を維保

具体策

し﹂の薄金促進ケースを実現する

八兆円になる︒また︑今後の資金

疑していることもあって賢罵的な

薄雪は︑石倉

れ六千乃KW︑一峯巧KW等の開
ルギー源となることが期待されて

一それは東芝のモットー一です

の石油に対する依仔度を歎減する

するという見地からきわめて醗要

環太平浄諸濁に広くかつ豊r⁝に賑

LNG︑LPG火力︑六二およ
醜び
代替エネルギーの中で中長期的

原子力はわが国の利用しうる石

っており︑しかも今後核桝科サイ ギi源だ︒しかし

にみて最も大きな供総司二色をも

だ︒このため原子力︑石炭火力︑

性を深く認識し︑その解決のため

今後計幽的に進める必要がある︒

地熱の開発による竜涼の多様化を

発闘標の達威によって千万KW以 いるQこのだめ安全准に対する国 などの間題を濯えている︒今後石 ると荘十一冷汗二恩て約七兆円と

する資欝鰐策については︑当羨政

︑灰利用の二本約拡大を図るためになる︒今後のエネルキ⁝政策に関
は供絵闘における対策に湘えてこ

応えるとともに異添的な省エネル

懸たに昭狽六十署年展に葎万④／どを廼して国民の疑闇に積極的に

現段階では︑なお引続き横講を

遣りくる工不ルギー危機に対して

要する顕要顎項も少なくないが︑

〒100東京都港区三田三1廓13番12号TEL東京（03）454−7111（人代）

一九八○年代石油猶産限界説︑椙次いで警告されるエネルギー危機の到来1⁝エネルギー需給の
に最大隈の努力をいとわないとい

民福祉向上のために現在とるべき

困際的な核不仏散の蟄溺との調積

罠の儲頼の仁保に努めるとともに

ギー行動とその効學︑エネルギ⁝

西暦二〇〇〇無を欝途に相当屡の

翻原子力発羅設備一式（原子炉、核燃科、タービン、発躍食

ためには五ナ一葎度価脩で約六十

う決意を抱いてはじめて︑可能と

課題に取り組むか︑あるいは現状

転換することが斑能となるぽか︑

上の既存の石商火力を冤止または

について一定の仮走の下に菰鄭す

の蔵店になれ︑将来の混乱に至る

に比較して㈲溢︑燃庇︑後処理な対策の横甜の耳礎として公的支出

であり︑このため︑以下のような

道を選ぶか︑この選択に迫られて

との肖て利傾姐に劣り︑排醗処理

総合エネルギー対策を強力に推進

の利絹面における諾問題の解淡を策の繁蟹陀︑所要質憩暇および資

金の瞼格︑瞥民負掴のあり方︑資
一層猛進することが必嘆だ︒

を図りつつ︑原子力の開発利用を

図る必勲かある︒

での間において石曲火力の新設の

昭和六十⁝年占から六十五建議ま

に上襲の財源湯上を轟する必要か

金妻達方依などを明確にし︑軍急

利用について広く廓民各曖の理解

ン確深対策の搬進②ウラン備蓄制

日難度の塊油を追撫してわが岡に

価格をめくる藩間題などについて

隣貞源エネルギー庁の聞催な

度の確立③ウラン濃縮および再処

供給することを臼標とし︑続語対

蓄些しつつ滋画的に進められる必

新エネルギー供給を確探するため

営藁一毫

供給を期待しうる石油伏工エネル

二面所報の通り︑こうしだエネルギー危機を回避していくには今か6どういう総合対策をとるべきか

懸来について讐鐘が鴫るなかで︑通痩憲総合エネルギ⁝調査会基本問題懇談会︵蕎択広巳△養︶は︑

なるQ今︑われわれは︑将来の国 照和六十五年原子力︑石炭それぞ

推進が不可欠だといわなければな

することが必要だ︒これは︑綱民

エネルギ⁝対策を抵進ずるにあ

エネルギー資漂に乏しいわが国に

たって留飽すべきことは︑固鞠の

次に︑石葡政策については︑産

上田との団際協調によって︑麟際ある︒

融国︑消費賄およひ非配磁発展途
①蛍全規制行政の整備拡充︑安金

のメシヤi経由凍磁の確保の努力制約の兎服のためには︑エネルギ

石廊市場の安走を間りつつ︑従来

翼休的には原子炉の安金聾︑嬉

研究の推進なと安全鈴懸の充冥強

に撫えて日工的長期的安定傑給ソ⁝の礁保およひエネルギーの有効

頓耽の閾上のための購策としては

これを笑現するためには立地穴

化②軽水炉の改良︑標扇田︑償頼

約対策の確泣を図ることを柱としと協力を碍ていくことが前提ザ条

ースの確探に努めるとともに緊急

件となっている︒この全階から国

るQ

燕の強力な擶進︑石油代替エネル

陰笑調訊倹などの稜極的推進によ

は

必要性がなくなるものと期待され

ギーの利用基盤の整鯖などに鎧え

る慮塞技囁に巫つく繍木型軽水炉

て進める

万ゾ再度にまで輸入を拡大するこ

①各羅気事業蓄の年度別計画の促

の礁￥一などが必要であり・核

石楠開発については︑たとえば︑

千六酉万ナ程度︑六十五年度四千

進およびそのための助成などを内

蝶蝿サイクルの確意および新型炉

今後予想されるエネルギー供絵

こうした冤通しを踏まえわが図

容とする広的措置の検討②一般議

の開発導入に関しては①薩外ウラ

とを囲途として今後の政策展開を

は今後①省エネルギ⁝の推進②劉

事あ業煮の嘉業活動を補完するた

図る必要がある︒

総愈エネルギー調査会白人部会

ーの開発導入④海外からの供給の

産資源の盾爾③石趨代替エネルギ

めの電源開発︵株︶の積標的盾粥

鱗雲見適しなど

の門長期エネルギー㍊給質定見通

安定確保⑤備笛推進⑥立地の促進

泣Mーを

し﹂によれば︑照和五十隼代にお

⑦技術開発の促進ーーを柱に総合

まず省エネ

一人一人がエネルギー問題の壷要 いる︒

らない︒

クルの確玩を通して跡立的なエネ

に焦点をあてた中間報告をとりまとめた︒以下概要を紹介する︒

抜本的な総合
まえがき
とってエネルギーの安定供給のた
めには︑まず海外からの一次エネ
ルギーを確保する必要があり︑さ

転換して麟内に供給しなければな

らにこれを二次エネルギ⁝などに

らないということである︒したが

いて年率六％穆度の経済成長を維

理の事業化の措進⑳腹射性廃型物

地方福祉の向上などの施策を充実

い︒また︑笈全環境対策の准進︑

外ガスの狸藏騒か石潤の七割に達力をつみ兎ねていかねばならな

また︑改悟カスについては︑天きめ細かい膚報の提供︑啓発の努

顕などを強霞する必要がある︒

の開発心入の検討一1なとの諸樋

処理処分の蟻業化の推進⑤重水炉

教がある︒このため︑

持していくには︑嚢状のまま推移

﹁原子力対策強艦を﹂

省資源など総合政策踏まえ

策の搬進を図る必痩がある︒

し︑しかも石繭ほど地理的に編α
していないこと︑従来焼却されて

なお︑こうした唱対策は︑その
票茉藁囲︑機器礫鷺体制および研

し︑休系的かつ効率的な省エネル
ギー技術の研究開発を進めるべき

エネルギー政策を推進していく必
要がある︒またこの政策の暴弛性

とに工峯ルギー関係施設のα地に

こえる石翻の輸入を必要とするが

すれば昭和六十蕪度で五億菌拷を

スを得るよう努めることが必要

対してペブリック︒アクセプタン

通しわが国全休のエネルギー供冬

要がある︒

このため①電源開発に対する国

太陽エネルギー技術︑地熱エネル

昭秘四幸九無心以降︑わが國は

構進の安定化を実現するための必

方公廿ハ団体の連携強化などによる

しく液化技術︑お・よび水素エネル

ギー技術︑石炭のガス化技術︑恥

民的合意基盤確立②関係省庁︑地

須の条件だ︒

合意形成基
盤の確立急げ
立地対策など

立地地点ことの対応沐制の整備⑧

発隠所の宣地に関しては︑広大

な用地を必要とし︑まだ密然環

環境影握翫鳶および鰯葦の拡充な

原子力本部

対策不可欠
今臼︑世界は石癌資源の増産限

界の接近と︑これに岸う国際エネ
ルギー情勢の緊迫化という歴史的
試練に鷹面している︒わが国が︑
そのエネルギー所要蚤の七割以上
ってわが国のエネルギー政策は︑

ひとしく対外︑対内の両面にわた

る︒

る展開を要釆されているのであ

さらに︑エネルギーの分野にお
いては︑プロシェクトの山手から
供給開始までに長期間を襲するこ
とが認識されなければならない︒

たとえば︑実用化までに一段と長
い期聞を必要とする︒したがって

因によってひきおこされる町能姓

資源的︑経済的あるいは政治的要

クリーンエネルギーであることな

いた石塁駿伴ガスを利用することし地方題総体との竃馬な協力のも

どの長駈をもっており︑わが圏と

は資源の有効利嗣に資ずること︑
とが田螺た︒濠た︑最近における

しては今後ともその編入の拡大と

究開発のあり方を湾め︑長期的な
つ︑︐︑に︑石繍代替エネルギーの

核不拡散をめぐる国際去勢から核

安定輸入の確保を詣るへきであ

毘遍しのもとで計画的に推めるこ
開発︑導入の促進のうち電力は原

不拡散に刀全を期しつつ原子力軍

である︒

子力︑石炭をはじめとする石油代

議利用を進めるため︑購際脇力の

保対策勤麟罠的盆意形成i一の二
つの前提が擶たされなければなら

蕎エネルギーの主要な利飛都門と

ある推進を図るためには①資金礁

ない︒

して今後その導入促進を図るうえ

その確保は︑世界の石個翫給の展

街エネルギーについては︑﹁資

望からして多くの困難があると見

世界の石油舗給の逼遽化傾向にて

込まれるQわが麟としては︑今後

源とエネルギーを大切にする運動

のあるエネルギー危機を莞膿する
ためにも︑われわれは︑これが現

らし︑昭和六十黛度および六十五

ﾇ理法の改正を含めた雀エネル

省エネルギーについては現行の

ギー促進法︵仮称︶の制定などに

ど環境対策の充実④発電所を核と

幸 △ 社
箕

浦電気株

量 ぬ
尿 芝

を依存している石油は︑再盆不可
能な澗蘭性資源であり︑一九九〇
薙前後をピークとして︑この供給
に限界が生じる見通しが強い︒現
在のエネルギー需給構遣のま凍に
推移すれば︑わが国の国民生濡お
よび産業活動はきわめて不安定な
ものとなり︑将来壊滅的な混乱に
陥るおそれもある︒

今後わが国が︑蕉々の新規労働
人ロに対し適切な雇用の場を確傑
し︑老齢化社会に向かう中にあっ
て社会保障の充実を図るなど閣罵

爽のものとなっていない今田にお

年度における石曲の輸入糧をそれ

福祉の水準を向上していくために

六％程度の持続的経済成長が必要

ることが必嚢である︒

いて︑ただちに決断し︑行動に移

は︑昭和五〇年代において︑年率

だ︒石樒資源が溜渇に向かう中で

省エネルギーについては︑昭和六

度一三・五％軽度の省筆ネルジ⁝

が大きいことなどにより︑地縄調

境・社会環境に対するインパクト

ギー技術を中心とするサンシ〒イ
における省エネルギー目標などを

ン計画を叢記してきている︒

より産業︑民生︑輸送など各部門

どによる地元繍祉対策の拡充ーー

した地縫振興計醐の策定︑推進な

ルギー政策の展開を進める必要が

め近い将集︑一部の地域で電力器

整が曳航する傾向が強い︒このた

の発展が期待されるのみな︐︶す︑

石油に残る主力エネルギーとして

新エネルギーは︑二十一撒紀に
に馴した規制や誘醸助成などを行

明らかにしつつ︑それぞれの特陰

給の逼迫が危娯されている︒この

を図ることが必要だ︒

年塵⁝柔三景万KW︑六十五琿度 うことによって可能な限りエネル

そそれまでの聞においてもエネル

新エネルギーの開発については

てはその利用が大きな無味をもつ

ギー需給にゆとりのない状況の下

陰額の資金こ長い期間を要し︑濃
霧のリスクを伊うため団が主体と

の下に解決していくことは︑酸託

なエネルギーソステムの最塵化を

なって祉塗盆体としてのトータル

立地闇題を地域住蟹の理解と協力

甲張の要務となっている︒また︑

六千芳KW程厩の開発規模を贋隣 ギー翠玉の笹 駄を省き︑その効率

縄源立地の与論は︑薦源多援化を

﹁省エネルギー捜術研究開発制 生認の安定と経済の発展のための
度扁を創設し︑躍の試験霊芝所︑

鋸度⁝ニヰ万ナ程度︑六十五年度四

産業罪︑大学などの総力を結集

ものてあり︑今後とも田際協力を
外一般炭については昭翻六十年度

千四酉万ゾ程度の導入を図り︑海

し︑駈NGについては︑昭和六十 化を園っていく必要がある︒また

また原子力については昭和六十

ある︒

を達成ずることを團途に︑省エネ

魏、

だ︒

こうした経済成長を維持するため

十年度一〇・八％穆度︑六号五年

傾注することが必要だQすなわち のが現状た︒

れてきたが︑必ずしも充分な効果

る︒

圭7，600

薩エネルギーや石油代将エネルギ

推進︑歯内における核物璽管理体
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GWKも契約に動く
からむ原発許認可問題

霧

社も設立︑岡社はユナイテッド・

一︑地球の友は湾処理工場は商

在における

※国の原子力発電状

と︑米国内で運転中の原子力発電

況 をまとめており︑それによる
業用高速炉CFRl一と関適する

り＋二万樫というのは過大すぎる

設備能力は四千七百五十六万八千

︻パリ松本駐在員︼英ウィンス

ケール核燃料再処理工場拡張︵T として認めていない︒

いない︒

化の費用を含めるべきだと主張し

設備五億⁝二千六甲田四十⁝万四千K

KWとなっている︒これは全発電

が︑高速炉計薩の内容が示されて

束から反対側の陳述が始まった︒

一︑この四月から六月までにウ

HORP計策︶の公聴会では八月 また再処理コストにはガラス固

た︒

Wのうち八・九％を占めるもので

ィンズケール工場では二十三件の
事故が監麟豊凶に報告されたとい

九万KWを超え︑フィンランド︑

子力発電設備容墨は九千九蓉七十

ある︒ちなみに世界で還転中の原
う援摘に対し︑BNFLはこのう
ち議会に報告するだけの重要性を

処理をすれば︑核拡散の危険につ

で原子力が不要という主張に対し

一︑エネルギー節約と石炭開発

の憩大がうかがえる︒それによる

C︶の数字によっても原子力巻斗

エネルギー革命を展開する髄のバルブ

空庸になっていたためによるも

ズ離次長が︑同機関局長に弊格︑

は今年五月︑イアン・ウイリアム

A︶象務局次長に任命したQこれ

︒原子力機関︵OECD・氏E

を九月一日付で経済協力開発機構

長はウィリアム覧︒H・ハナム博士

協力開発機構︵OHCD︶鍛務総

エミール・バン︒レネップ経済

ウィりアムズ氏後任に

NEA次長に

W・ハナム氏

いるQ

界の原発依存はますます高まって

韓国︑台湾も今年申には原子力発

ながるプルトニウムが地球上に

ック製廃棄物コンテナ⁝のブタが

もつ黒鍵は一件︵圧力でプラスチ

の場倉︵三十一万五千団ン︶②未処

残る︑としてウィンズケール工場

ては︑エネルギー省は節約や石炭

億KWの大台に到達するなど・世

理のまま六十点間貯蔽の場合︵六

の開発は進めるが︑やはり漂子力

電国になる見通しで設備容壁は一

十七万五千穆︶よりもはるかに財

の拡張に反対を表明し︑サイト内

れた︶にすぎないと答えた︒

のメドが立つ家で許薄しないとの

に再処理しない核燃料の焼却貯蔵

堅し上げられ︑プルトニウムが漏

方向をうちだしており︑このた
政的に有利だと述べたが︑地球の

英︑再処理公聴会

が反対陳述

﹁地球の友﹂

一・いかなる措隅をとっても再

主な種見は次の通り︒

再処狸することは財政的に好まし

建設︑運転を中心とするKEWA 一︑地球の友は便用済み琳料を

的にも長期貯蔵が望ましいと述べ

リプロセッサー︵UHG︶の西独い解決ではなく︑技術的にも綬済
側参艇穫となった︒

ン当たり二十六万はンで①田HOR

た︒BNFLは再処理コストはト

りを反映してか︑政府与党の間
P計画よりも小規模の工場を建設

各国とも反対運動の盛りあが

でも︑新しい原子力発電所の建設

もいえるフランスの再処理能力が

め︑現状においては鐵糞上唯一と

も必要だと答えた︒

以来︑﹁原子力発毘所は国家の危

存率は︑この冬に金米の三分の二

機を防いだ﹂一等のことが多くの

月の熱波のため霞力需要が急轡︑

出版物でみうけられた︒さらに七

在まで︑各霞力鼠社総発罐量にし

が起き鱈力の馬要もうなぎ上り︒

ついに原発建設以来の記録となっ

〇％が二社︑三分の〜近くを原子

た︒巖近の連邦霞力委員妥︵FP

力に依得したものが暴落となった

穴五％一だった電力△諜社が一社︑五

調萱の結果︑原子力の依存度が

もの︒今庫は全※各地に巽常気象

める原子力発電の割舎を調査した

を襲った寒波があげられる︒それ

駈を建設すべきである︒

異常気象で急増

出し︑昨年八月から今奪七月末現

での未処理核轡料覆蔵がトン盗た

米︑原発依存度

は諄難叢未灘尉覇難業鞍壷
力余祇による協会である︒

関②公社⑧準公社④民間企業⑤電

米国各地の電力会社を無作為に抽

友はこれらの評価︑ことにプ⁝ル

は︑再処麗および廃棄物貯蔵管理

西独はフランスのCOGEMA︵核物質会社︶と再処理受渉をしているとの事実を明らかにした︒

らない︒今回の依託は核琳料パ⁝

約を絡んだからで︑顕独は今後鎖
社により一九六五奪設立︑さらに

一部地域では65％

注昌されつつある︒

スウェーデンも現在COGEMAと交渉中であり︑このところフランスへの再処理委託は欧州でちょ
っとした ブーム を呼びそうだ︒

の前提条件になっており︑さきに

西独GWK︵簿処理会社︶のグ ックエンド対鑛はいまや原発建設 雪害を乗り越えていかなければな

ンテール・ショイテン社長は︑こ

フと
ィリップスブルグニ号機へPW ク構想完成までの螺境期封策とい
のほどフランスのCOGEMA
一九八O年から八三年にわたり西 R︑齎二十万KW︶の藩工が許司える︒西独では︑巖近の国際情勢

理に関してCOG￡MA社と 成
九するよう計画を変更したが核燃

から再処理工場を八五奪までに完

繕センタ⁝建設の調蛮︑試験の実

されたのも︑健用済み燃料の再処

処理依託契約を交渉中との事実を
八五鋸〜九〇年に首五ナをラ・ア

独原発の使罵済み核歎料千ナの再

明らかにした︒その総蟹は五十一
施が始まったばかりである︒

ではこの悔報を肯定もしてい な
国の商業薄処理工場完成まで原発
関連五逆は商横揺再処理プラント

ｩら多くとも千黙思八ギガ汐ノと

ハナム博重は一九三三奪米国ミ

の︒

シガン州生まれ︒五四隼プリンス

ル大学で物理博士号を受ける︒そ

トン大学物理学科卒︑五八年エー

事務所長︒

トン事務所開設

原子力技術蜀込み強化へ

︻パリ松本駐在鼠︼フランスの

CEA︵原子力庁︶は︑※国への

るためワシントンにニュメテック

原子力技術などの売込みを強化す

社︵ニュークリア・マテリアルズ

局のフィリップ・ジラール参署宮

＆テクノロジー︶を設立し︑国際

場を調蒼し︑短期の亮込みの可能

を代表に任命した︒同社は米国市

牲を探るとともに︑カーター政策

ことを蟹的としている︒

を検討して中長期の対策を立てる

蝉

繍雛撃て轍欄された

AS麟置
・
1．・

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

億がに上るという︒COGEー
Mグ
A工場で再処理をするという契
い︒

建設に関し再処理依託交渉という

GWKはヘキスト社等︑閲二五

西独では︑核燃料サイクルのバ

・オン計廼によって追羽される工

しかし︑政潤機闘が酉接濃縮ウ

と︑七七黛の上半期において︑米

ン萬要を考えても︑上隈㈱の場含

みられる︒米国内だけの三思ウラ

ことが明らかとなった︒今年一月

場を管理する公社︵紹織︶を設立

かかるとの結果が出ている︒

関連業界も

％・設備利用率は六五・八％であ

属土の原子力稼働率は七四・七

させる④遠心分離法による濃縮方

今年七月︑ウラン濃縮に関して
二つの大きな出来甥があった︒そ
の一つはカーター大統領がオハイ

と︑約一二％が原子力発驚によっ

置らて月までの全米平均をみる

った︒

など種々の問題が膿み間題があ
600鋸には九千二酉ナS

年︑

て供給されている︒

ラン供給に携わることは予簾閤題
一九九〇薙に四万八千ナsWU／

会祇は独占にならないよう政府が

法は評価する⑤面心分離装置製造

ﾆ自に調査

オ州ポーツマスに八千八頁誘／年

WU／年であり︑下瞑櫨では九〇 る︒準公社の纏織では技術問題︑

へAEC︶炉物理研究箋畏︑七三

所を経て︑六八年米原子力塾員会

発局︵ERDA︶のアイダホ運転

て︑七六庫からエネルギー晒究開

ウィスコノノノーミノカノ。バ
ワー対とウィスコノノノ・エレ
クトリノクハワー制

35−40％

年原子炉安金研究所副所蔑を経
13％

45％
分

B％

ウィスコノノノ摺の人口σ）平
イ

テ不ノー、アラバマ、ミノノ

C蓬Aがワシン

ノピ一等

テ不ノー。バレー。オーノリテ

指導していく⑥今後の遺加計画あ

一

ラン濃縮問題︑オプションの評

5〔｝％

の分離作業能力︵SWU︶をもつ 一方︑関連業界もこのほど ウ

コロノビア1蝦ヒ部、舵力人

濃縮工堀建設を決定したことであ

レクトリノ舛i

なお︑AIFでは六月三十田現
の後・WH社・ロスアラモス礒究

ホートラノト

今鋸の貿状ともいえる原子力士

棲3％

〇年での下限魎は六万軒千踏SW る︒公祉︑民間企業︑電力による

繧3％

年四万一千ナSWU／無︑二〇〇利益︑運営など難かしいと悪われ

ミ不ノタの紋〕％とウィスコノ
ノノとタコタの 部

るためアド︒オン計画はオープン

ノーサノ・ステイノ・ハワーネ1

るいは各企業の参加のワクを広げ

bO％

と題する斬しい研究内容をま

65％

価

ノノの

とめた︒これはテネシー峡谷開発

52％

り︑それに閣運し上院が同計画に

T1％

れた運営が望ましい︒

う5％

府の予想を大幅に上醸っている︒

U％

U／年と考えられる︒これらは政 協会の珊者によってバランスのと

ちだしながらも︑原子力発猷も一

政府

ベノノルバニアの二部、南内
舶sブラスカの85巾町村

は二物の建設会社の参加で十分で

いく組織として︑竸争力のある総

政府のエ＊ルギi政策

つの重要なエネルギー源とした︒

組織評価

た︒

管理綴織

ロトロンによる共鳴を利用したも

の六項臨から

のが研究されている︒現時点で

44％

メト鷲ホリタノ・エノノノ報

公社︵TVA︶︑デュ⁝ク・パワとする⑦政府にかわって運旧して

技術アセスメント

カーター大統領は今隼四月︑エ

一つは︑上院がエネルギー研究開 ー電力会社︑エレクトロ・ニュー

技術評価は多種の濃纏乃至を検

ネルギ⁝計團と原子力政策を発表

濃縮関係では︑①米国は︑ウラン

ポーツマスに建設される薩縮工

鵬は︑一基二千二百跨SWU／年

⁝

麟縮ウラン贈要

42％

あると報告したことである︒もう

︵EE工︶によって濠とめられたする⑧その組織が濃絡ウラン供給

台会社あるいは独立採算の公社と

を潴える

した︒核轡料再処理や高速増殖炉

濃繕ウ

○自重に行われ

要望

討してみた︒四〇年︑五〇年︑六

もの︒同調葦は

濃縮サービスの要請に再び応じる

延期など︑核兵器に箔びつくもの

米︑匿Ml︑TVAらが調査たが︑それらは

②自国の核拡散防止に同意し︑条

﹁公社︑民間で運営を﹂

化学︑磁場︑機

件を受け入れる鼠に対してウラン

た濃縮の研究・

が出来ない等の不慮の裏故に備

発局︵3RDA︶設置法に ク
Sレ
Wオニクス︑エジソン露気協会
Uの商 業 的 敗 売 の 禁 止
修正案を無極にしたことである︒

い反対はなく︑鶏RDA筋は︑委

下院でもこの商業的販売に対し強

械︑拡散︑一心分離︑レーザーに

の売却を保証する③濃稲能力の拡

については厳しい規則の方向を打

よる讃縮方法である︒ガス拡散が

大④還心分離法の採用を提案し

開発を再評懸し

え︑亀力会社は保証を冒的とする

済的に不利なため現在では還心分

規制委轟会︵NRC︶は八○年ま主流を占めていたが︑大視模で経

協会を蕩えるべきである⑨原子力

離法に代わりつつある◎またレ⁝

今後︑原子力発電所の建設がゆ

ケットでの経済的︑技術的な力を

蟹
①ウラン磯縮は︑濃縮サービス

は︑ガス拡散︑遠心分離それにノ

ノヵコとイリノイ北部

コ不アカ／1とマサヂューセ

託濃縮料はsWU当たり六 ＋ 丁

のエネルギー政策

でに濃縷工場に関し安全︑技術︑

ザーとプラズマ︒イオン⁝サイク

三がから次琿度には約百がに上が

の能力をもつもの幽墓で︑魑 工

構成されており︑その内容は以下

確にすべきである︒

躍境︑傑障描置の墓準と規制を明

ることになりそうだとしている︒

は一九七八舞舞︒一九八六駕から

要

の騰り︒

技術アセスメント

八八年までに順次運転に入る予定

とウラン資源のバランスをとって

っくり進んでいくものとずると︑

部
イース

・ノェ塚・ラル。コこ

ラン儒要

である︒建設予籐は四十二億〜四

に参加するものとみられている︒

十五態がと兇横れ︑四千人が建設

行うべきである◎廃棄濃度レベル

に︑二酉九十ギガ町ノから五菖十ギ

必要な描置であった︒

拡散にハズミをつけないためにも

濃縮サービス薄曇は︑国際マ⁝

これには数往の企業が参加するも

与えるものである︒また濃縮技術

再びつけ︑核拡散防止にも影響を
②政府のアド・オン誹画は一九八

が︑霊なものに分ければ①政麿機

種々の形の組織が考えられる

管理総織

ズル法を候補としてあげておく︒

米国の主要地域における原子力発電率

のとみ ら れ て い た が ︑ E RDAの
はO・二％ウラン獅が適嶺である 来麟内の原発は二〇〇〇隼まで

共産闘を除く圏外では千三十ギガ

ガ障ノになると予想される︒また︑

巖近の調査では四社が参加⁝一各

きである③既存の濃縮工場とアド

社のみで完成するより三億が多く

基に一社が参加iする場舎︑二 ○年代の中頃までに完成させるべ

一・

コモノワェルス・エノソノ報

sブラスカ・パフリノク・ノワ
eィストリクト
ノースイースト。ユーティリテ

部
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産

原子力工学試

験センター

十一月初旬には着工
N唐鴻成︑耐⁝霊僻試一議開始へ

すでに八月二十七臼の漿土地利六十濾円を投入し総和五十五蕪鹿

大型原子力機雛醗憲繕頼性実証試験に新局面を拓いていく計懸だ︒

た︒遅くとも十一月上旬には建設に惣則し︑五十薫隼豪でには完成︑世界蝦大の振動実験袋麗として

が行われ︑申し入れから約一矩にわたった振動装躍立地問題に最終鑓に終廊符が打たれることになっ

蓋特別婁展象報告を蟹成多数で罵決した︒これにともない七田︑岡装磁建設に関する協定盤の調印式

いて横酎を麗ねていた喬川県多度津聞は六日開いた晦議金で︑門振動装麗立地はOK﹂との腿議愈調

原子力工学試験センターから昨日九月購し入れのあった岡センター大型振動実験装置受け入れにつ

55
大型耐睡実験装躍の立地地点は

営︑これに対し川繭段は終始嘗勢

対決︒圧倒的柵戸のこうつち陣

撫され︑選挙戦はさながら保輔の

い︒これは︑絵子

に科学的内容にとどまっていな トとして刊行されたものだが︑単説爵ではないが︑鯨門諾にはない

たが︑その論点も多種尾幌で︑単 理解を深めるための講座屠テキスが藪たっている︒淡して易しい解

三一唱いての論争が盛んになっ 子力矯識について國民レベルでの

新⁝刊

筆も漂研︑動燃など各分野の権威

力の全分野をカバーしており︑執

日本原子力文化振興財団発行

欧亜原子力視
察団を派遣

金＋巻三千円︒

引辮となろう︒

り・かっこうの手

︵原産︶︒

巻芯原子力文化激

酔冊胃癌冒一

船力工学議験センター︶︑足立孝

米原産が年次大会

質月27Bからシスコて

米原子力産業会議は十一月二十

界エネルギー会議がイスタンブー

ション・テ⁝マは新政権！転換期

度懲懲大会を開く︒岡大会のセッ

賭一を離調テ⁝マに︑︸九七七駕

ンシスコで﹁継子力⁝一決断の

七盧から十二月一購までサンフラ

ルで開かれるのを機に︑これへの

豊本原子力産業禽議は第十回世

出席とあわせイラン︑トルコ︑イ

関
力
子
原

ン ︷

関
力
子
原

連ソフトの開発と技術指導

＼

一

住友原子力工業株式会社

がら原子力隠代に即した鎖しい漂

に立たされての賭しい戦いだった

力という臣大科学

×十五綴︑簾娠方向は水平・麺直

@

凹

一1〜一＝瓢

にテキストとしてばかりでなく︑

購入希望の向きは東京郷蔭区新橋
文科系の入で︑〜歩つっこんで勉

二＝＝

大島患一▽副聞長

茂︵山九運輸︶︑岡耳翼︵神戸製

▽団擾

ほど多くを放流しいわゆる蔚然環

桑︵日立︶︑今野晒夫︵一翼贈

鋼︶︑片岡逸男︵関電︶︑吉柳潤

いるのが腺熱だ︒今暇計画は静騰

連機器及び材料の製造販売

近薙︑瞭子濫開発につ

が終盤唱い込みをみせ︑エネルギ

開発の社食︑経

読みやすさもあ

ー危機を︑そして斜子力開発不整

蔚︑さらに政治な

頻原子力の基礎講座L︵全＋巻︶

岡時＝輔方武で︑鍛大三千ナ・G 欠論を村罵に訴え︑こうつち氏の

炉内構造物︑BWRの再循畷配軽

はあるが︑志木的には︑漂子難問

どに及ぼす多面的影饗から嶺然で

秋︑選挙戦ここでも一⁝︒二牽

四⁝一三八一︶まで︒

興財団・総務部︵滝認Ω二一薫〇

風︑炉内構遇物については実規

強したいと憲う人やゼミナールで

五鷺には薄森済むつ薦の窮罠選が

題は科詳面での冷静な判断により

模︑聴力工商や絡納響器について

縛：一＝

﹁蔓礎﹂から懲行政偏まで原子

の使用にも適しているQ

処理されるべきである︒

＝＝；

繕薬殖覆暴漢のための試験は湿水

需二暫＝

養魚開発協会および樒井藥水産試

＝二＝

このだめ︑この日放だれたタイに

験場でのタイ︑クルマエビ︑ハマ

視察剛は大鵬恵〜藁大教授を団
は一匹︸薩にナンバー入りプラス

工︶︑松野元︵四麟慮力︶︑無残

書落弘η団員今井昇︵千代鑓化

をねらっ

佃

チック製の標識がとりつけられて

チ︑ウナギ︑ガザミなど対象魚種

長とする︑︸符十八名の構成︒

いる︒どこで︑いつ︑どんな方法

一︐

本灘はこうした覧地を踏まえな

に蜘出隅治現翼長︑薄野幸蔽苗甫

ある︒十五厳の露寒を待たずすで

長が立候補を慰慰芸示︒菊石氏は

試体をそれぞれ振動脅に設翻し︑

原子力発勉駅の基盤における設謝

も︑麗段階のあり方に疑問を投げ
かけむつ罵係薦に麗する照蓄協定

原子力開発を優定しないながら

振動訟験を実施︒機器の圃有周

も履行を憲張︒これに贈し河野践

儲に擢溶する四醤鷺＋カルまでの

期︑振動モード︑薫要部の地艘応

加速墨一薔ガルがら︑その一・五

は二分の一から照分の一程展の供

◇

まで加振河能Q引引ではPWRの
追懸をふり切った︒

A
は︑原子力闘発横丁化を訴えるこ

としたものもあるが︑海域へこれ

境の中での

力︶︑末松貞雄︵三和チッキ︶︑

べてタイの行嚢実態を知り︑将来

で︑どのくらい獲れたか等々を調

た側はなく︑これが初めて︒酵撮
をフィ⁝ドバックできるよう

栽培魚業

要涌遡では別に温水利用センター

︵曝気協貧︶︑蒼顔寅藏︵臼庫原子

中溝嗣郎︵冨山県︶︑中村難勝

成

でアワビについても温水糊膏を手

の増鉦殖事業化へ蜜心して

テストケ⁝スとして試みられたも

果

がけており三年度圏を迎える今年

工︶︑平井秀炎︵原研︶︑餉川立

力購業︶︑長谷川暢洋︵三麺磁

県︑同勲遠︑申醜が地元漁協と協

への薄霧︑原子力のオプシ灘ンを

の政策︑公衆の理解⁝原子力論象

サイクル上の諸問題⁝技術︒経済

採用ずる場盆の前提条件︑核燃料

⁝事檎と原子力開発現況を視察︑

タリア︑西独︑仏各国のエネルギ

調脅するため︑九月十六田から十

的側面︑原子力オプションについ

核燃料の転換成型加工及び販売

鯉

㎜

答加速度および変縫の測定︑制御

とになりそうといわれ︑ここでも
原子力を黒鯛に︑一大遺挙戦が展
開されそうだ︒

静岡県漁連

︒膳養殖とい

の︒タイが〜般家鷹の食繕を賑

度計醗では稚貝八千〜九千縄を地

わすのはまだまだ

ってもかなりの投資が必嚢だし︑

放流の予定という︒

元漁協に供給︑これから秋にかけ

タイ⁝万匹を太平洋に放流一⁝

力︑親魚から採卵し今喬人工ふ化

夫︵鷲⁝義原子力︶︑松本滋央︵漂

困る︒標識魚放流は先行き将来に

といってもこれは︑体長約十置型

したものを浜岡原発温排水を便っ

世暴エネルギー会議露加

第︷放流焦が逃げてし藤うのでも

ものQこのため解標識のつけられ

備え行動の実態を知るため行った

たタイが獲れたら通報を隔と神奈
刷から三四にまたがる近県漁適に

タイの寓臨とまでいわれた駿潤

連絡︑協力を求めているG

湾︑遠州灘海域も鍛近は乱獲で少

の稚魚︒愚綱県涌連が地元瀬協と

た混水秘用センター飼湾槽で成畏

ルギー禽議参加原子力視察団円を

原話では岡大象参加嚢の取りま

ての産業騨の挑判⁝⁝の六つQ

月踏臼濠で約三週闇︑﹁世界エネ

派齢する︒

とめを行っている︒詳細は原灘・

講蒼郡企闘竪蒙で︒

原子力学会が

抑月1〜3B︑北火て

秋の分科会

田本猿子力学余は十月一葭から

三際まで︑札幌南北麗の北海道大

会を開く︒炉物理など各分野から

学工学部で照穣五＋二隼秋の分科

る︒参加騨二千隣Q

総数五函六十一編の研究発嚢があ

東京都千代田区鍛治町2丁目6番1号
電話 東京（256）7831番

鰻1鱒

力
子
原

々︑すたれぎみ︒そこで︑こうし

協力し七日︑中部潜力下縫原子力

させ放流したものだが︑﹁稚熊は

た漁業可惜に一役粟たそうとして

発砲所から排出された漏水を利試

温水で費つたせいか︑成擾は鍵好

原発からの温熱水を利用した

し欝てたマダイとヘダイ各箭千匹

獲見顯しなどっかむのが闘的で︑

隠に使癒したリン酸ソーダから遊

り轟︾一
離したアルカリが磯踏︑これによ

このため遜該綱管を入管しプラグ

る影響を受けたものと考えられ︑

驚様・応力腐食顧れによるものと

蒸気発鷹器につ

蕩えられ︑当該領分峰取り欝える

腎機

こととした︒

▽高浜

なお︑鰯島第一康発瓢︑三号

リを除煮することとした︒

機︑晦阪︸轡機とも外部に対し放

簾工を施すとともに︑遊離アルカ

渦竃流探勝検齎により異常撫示が

いて晩食試験を行った結果︑さき

認められた±嵩本のほか︑漏洩細

なかった︒

射鮨の影欝を及ぼすようなことは

に発冤された漏洩細蟹一本および

に発毘されだものと同様︑試運転

「

@

を門馬灘に放ったものだ︒タイの

原発温水育ちの稚魚一万匹

だった一という︒

遠州灘にタイ放流

團遊範闘や成長暖叶い︑将来の漁

装養殖の事業化に刻処

鶯手本が発冤された︒原爾は以渤

N

産

欧亜原子力視察団一行

●

住友原子力グルー

原

和52年9月雀5日
中
｛第三種郵便物認殉

第893号
（3）

有

業

力

原

︾

難

時間︶発表された粟海再処理施設

ワシントンで十二臼午後︵現地

ンの供給を傑証するための仕縄み

国は天然ウランおよび低濃縮ウラ

本国と協力する用意がある︒命衆

際して︑豊国は︑使周済み燃料の

かかる施設に関する決定を行うに

ないとの恵図をもつ︒それ以後は

た了解︑原則および意図に基づき

衆国政府の解明において述べられ

れた日本瓦政驚およびアメリカ愈

一九七七隼九月十二田に発表さ

八条C項に基づき同協定第十一

との間の協定︵改正を盒む︶第

本国政府とアメリカ命聚国政腿

的利用に関する協力のための曝

二月二＋六Bの原子力の非罵購

殊核物質または照射を受けた燃

こでは行わない︒

れ得るか習かに関する決定はこ

処理施設一般に勅果的に適閑さ

性格に関する台聚麟の法律要件

抽出鷹による趙転の範囲および

がら︑もし上記施設の運転方式

は何らの変更もない◎しかしな

・団︻

一九七七琿九月十二嗣

ンェラ⁝ド・C・スミス

アメリカ愈老儒政府のために

栗郷支彦

宇野添紋

日本国晒蝋のために

る︒

竃的な共同決楚を行う用慧があ

および双方の合意に従って︑肖

れる白絹には︑禽聚国は︑短命

が全面的な混命抽出法に変璽さ

の運転に関する日米共岡声明およ

貯蔵の可能性︑並びにその他薄処
また日本国の核兵器不拡散に関す

料要累であって︑上記第一項に

国の約束︑取り扱われるプルトニ

条の規定が︑特

を確立するため日本国その他の国

理に代わる枝術的および制度的な
条が愈衆国から受領された九郵

皿両麟政府は︑緊急かつ現実
ウムの蹴が隈られていること︑工

掲げる照射を受けた燃繕要粟を
超えたものの再処理またはその

対し効果的に遭罵されるかどう

ロハート・W︒フライ

他の形状もしくは内容の変更に

き今後白蝋を必要とすることに

かについて︑第八条C項に基づ

一それは東芝のモットーです

3上記協定十

び禽衆國産血殊核物質の再処理に
と協力する用悪がある︒合衆国は
条約に対する変わらない支持︑
代薔榮を含め王NFCEPの結る果

◇

♪いての共同決定は次のとおり︒
その政策が原子力の軍稲利用の分
を考慮に入れる意隅をもつ︒

的な問題点および核拡散防比上で
程が庄意深く監視された実験的性

同条睡中の保障描置に関する田本

野で臼本国を差別しないものでも

粟海獣処理施設︵以下﹁本

きる限り効果のある撚料サイクル

保障措置がピューレックス湾

適周の規定および改罠された擬障

AEAによる効果的な保障沈丁の

田本国および台衆国は︑定期的

〒100東京都港区三霞三∫目13番12丹TEL東京（03）454−71工1（入代）

1

臼本国および命衆国は核燃料サ

九踏を隈度とする鰍料資材を含

冒

イクルおよびプルトニウムの樗来

格のものであること︑並びに工A

む照射を受けた撤籾要素の動力

＝一一

二＋六日の原子力の非軍畢的利用

を漂い出したいという両国政府の

炉・核燃料開発盛業醸の渡海施

2

協力し︑当初の期間中にかかる関

措置の実験の規定にかんがみ︑協

中︑本旛設に付設される予定のプ

される︒

より上記の事項の実旛および両国

7上記の了解︑養鯉および直 に︑または一方の当事誉の要求に
謝に基づき︑かつ日本国の核不拡

翻原子力発鍛設題一式（原子炉、核燃科、タービン、発日機

あることを確認する︒

に関する協力のための日恋国政府
の役調を評価するため協力する︒

用の規定および改良された保障稲

EAによる効果的な保障措置の適

国政僑は︑ここに︑︸九六八年

4既定方式で本鮪設の電たる 府が藩王するならば︑本施設の運

かなった牽備を行う用慧があるQ

連機器の縫用を容甥にする時竃に

工程が庄慧深く監視された実験的

転方筑は︑在来の蕎処理法から盆

協定の第十一条の規定が︑愈衆国

力協定の第八条C項に基づき︑同

ることに効粟的に適屠されるとの

3合衆函は︑新型原子炉の研 隅程度の核拡散防止上の効果があ

の聞︑延期する悪図をもつQ日本 ウムの必要騒を各黛毎に日本国と

5当初の運転期間が終了した A︶は︑該嚢する現在および将来

め︑INFCEPに提供される6
Q 国際原子力澱関へ亙AE
験の結果は︑INFCEPに共
提岡供
決定が行われた︒
將点において︑もし運転試験設鯖

の国際協定に従い本施設において
常購蛋察を禽む保障措羅を適用す

簗品目

施設﹂という︶を一九六八黛二月

とアメリカ禽衆国政肩との間の協

二年の嶺初期間︑礒本国の関係法

願望を考飛し︑本施設の運転は︑

設における再処理に効果的に適

両国は︑プルトニウムが核拡散上

置の実験の規定にかんがみ︑

重大な危険性をもつものであり︑

令に従い︑次の原則を指針とする

定﹂という︶に従って運転するこ
軽水炉でのそのリサイクルは︑現

定︵改正を念む︶︵以下﹁協力協

とに関する日本国政將とアメリカ

1

閑されるとの重岡四丁を行う︒

との了解に達した︒

巴本政府およびアメリカ導通

階点では︑商業利嗣に供される段

本施設は︑来国産使用済み

階にはなく︑その尚早な商業化は

1

において一九七七年八月二十九日

同衆国政府との間の交渉は︑藥京

圏的のため改良された擬障措置闘

び王NFCEPの結粟に昭らし改
︑善する慧圓をもち︑並びにこの

での実験作業の結果として︑およ

逮機器の試験のためにIAEAと
塁審のものであること︑並びにI

り完成していることを立謹し︑田
ルトニウムの不足も︑鐵添国の計

混命抽出法が技術的に実行可能で

燃料の大部分は︑施設が設計どお

画に不必要な遅延をもたらさない

あり︑かつ効果的であると両国政

共衛する︒両国は︑また︑高速増
本の契約上保証された堰利を確保

ことを保証する方法を探求する用

避けられるべきであるとの見解を

するため既定方武により処理され

意がある︒

側藩席代表は︑宇野宗惰国務大
殖炉およびその他の額型原子炉に

る︒この便用済み燃料の菅干部分

から九月一日まで行われた︒日本

関する研究開発用のプルトニウム

は下記第4項に記されている混愈

ニウムの璽が隈られていること︑

艶︑科学技術庁長窟兼原子力委員

の分離が行われる場禽には︑それ

本国の約束︑取り扱われるプルト

会委員長︑また禽衆国側首席代表

はかかる囲的のための実際のプル

ビリティおよび核物徽防護描置を

問題特糊代表兼移動大使であっ

は︑ジェラード・スミス核不拡散

へのプルトニウムの商業二面に間

臼本国および舎衆国は︑軽水炉

抽出法の実験のために痩用され得

2田本国は︑当初の運転期的 運転試験幽幽⁝︵OTL︶および他面的な混禽抽出法に遼やかに変織

り︑この保障描置の試験に参加す

禽衆醐は︑合懲された手段によ

る燃腿資材を含む照射を受けた燃

から受乏した九十九ゾを二度とす

トニウムの必要蟹を超えるもので

される︒本施設の必要な変更は︑

る用頓がある︒賑本国および命衆

た︒本交渉は︑金会期を通じて卒

含衆国は︑原子力の開発が

する決定を少なくとも︑今後二琿

郡分が稼働している間︑本旛設備

費用と時間の遅れがこれらの原則

国は︑この試験計画の箋施を容易

る︒

の施設において混命抽出法の実験

の目的を達成しつつ一槍限にとど

あってはならないとの霜解を共遺

が行われる︒上簗実験作業の結果

められ︑かつ本施設の運転が奔命

塵かつ友好的な雰囲気のうちに行

ルトニウム転換施設の建設を延期

は︑﹁使い捨て﹂燃料サイクルと

する︒

する蔵図をもつ︒

われた︒

亘

間続くと予想される国際核燃料サ

日本国のエネルギー上の安全保障

ることを認める︒含衆国は︑日本

および経済発展にとって重要であ

考慮する用意があり︑また︑前項

と協議を行う︒この保障措置の試

にするために︑速やかにIAEA
料要素を本施設において再処理す

展することを強く隻持する︒舎衆
国は︑この期閤中︑数菌樗のプル

に掲げるプルトニウム転換施設の

一NFCEPの努力を支持する僚
た証するような方法で行われる︒

抽出法で速やかに開始することを

国は︑繕殖炉の研究開発謙画を盒
トニウム分離のための新たな再処

建設の延期から生ずるいかなるプ

瓜

原子力本部

國

る燃料サイクルを早い出すという

む蟹本国の長期原子力計画が阻霞
理施設に関する主要な摘置はとれ

究︶
開発のための日本国のプルトニ
国の原子力平和利用が引き続き発 イクル評価計画︵IKFC8P

されないことを保証する目的で日

辮盤

瀦

繍

式 △ 社

浦電気株

東 め
承 芝

…騨
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安全で環境に調和した原子力発電所

第894号一
昭和52年9月22日
毎逓木曜Eli発行

購競料1舘分葡金4500円

1部100円（送料共）

初醐︑燃 醤
一体せん断

事麻 v ル ト ニ ウ ム 抽 出 へ

燃理薯︵高速堰殖炉︶︑川島鷲登

︵ウラン資源の駕給︶︑大山彰動

による研究会主査の分級を決め

露踏臼激務局痩

︵無護摩︶︑高市利雪FBRエン

躍︶︑岸田幸

臨管センター聯携理藥︵懸隔措

かれ︑同十九聞からワシントンで

第二團協議会は十月十二臼に開

た︒

設けることとし︑協議会メンバー

一NFC匿P対
策協が初会合
研究会分担決める
園際核燃料サイクル評価計画

の基本姿勢を協議することになっ

協議禽構成メンバーは次のとお

磁取締役︵縫用済み燃料の長期貯

プルトニウム利用︶︑盤睡琵敏策

濃縮・溝処理藁備金麟間︵再処理

︵濃縮ウランの賜給︶︑磁窟茂文

炉・翻︶︑爾騒洋一藥工大教擾

ジニ
国アリング嚢務斬展︵醐速繕殖
︵INFCEP︶に臨むわが始
国ま
のるINFCEPに備えわが
基本方策を協議する原子力婁員会

が︑二十一日午前︑科学技術庁で

新関欽哉原子力委員︑村田港原

り︒カツコ内は研究会握当霊蕊︒

た合
︒
の王NFCEP対策協議会初会

初会合では︑新里原子力委轟を

行われた︒

ルギー研究開発局︵ERDA︶畏
再処理工程で使われたTBP溶媒

供給保証︶︑今泉常正藁大教授

ル︶︑生田豊朗エネ研筋畏︵長期

捨ら
て燃料とその他の核燃料サイク
結果︑王NFCEPで敗り上げ

三聖獲績東大教授︵無任所︶︑森

︵再処理プルトエウム利用・副︶

藏と処分︶︑中村康治動燃理瑠

にこれに対癒する八つの研究会を

れるテーマに応じて同協議会の下

や解ヂカン溶媒受込液の廃液中の

子力姿農︑天野卿原研理薯︵便い

し︑英国とはウィンズケール再処

富代術に福田識相の葱陶を伝え︑

ルフィルター︶に吸物させて取り

癌分だけを活性吸瓢縦︵チャコー

座長に協議方斜を機討した︒その

十響のプルトニウムが含まれるた

理工場建設に関する公聴余など英

語し合った結果︑効果釣に予算を

程を動かす︒ニナを分離・精製し

め︑使胴済み燃料二鋤からは約二

国内の事偶で交渉が遅れている

の恵醐だった︒十一月にエドウィ

使うためにも協力して進めたいと

館米交渉の長いトンネルを抜けて︑茨城県・東海村の鋤燃禦業団璽海趨策所再処理施設で二十二臼

謎鰺のプルトエウムが生巌され

の決定が出るものとみて委託契約

が︑来卑三月には最終的な英政府

ランとプルトニウムを抽出して再処理工程の作動二重をチェックするもので︑年前十一時すぎ︑主工

場三階の機械せん断操作室前で︑この日を待ちわびた作業鰻︑王AEA蕉察窟ら現場瀾係煮約二十入
が見守る中︑宇野科学技術庁痩窟が赤白のテープにハサミを入れ門慮を祝った︒

溶液は八拐︒一認嶺たり約二百五

窒息処理委託調⁝印へ

再処理の二年後

の調印にこぎつけたい考え︒

ギー潮溜が来日する折に協力闇題

ン・キントナー磁気核融含エネル

つく総理府令と茨城興公憲防北条

大し︑水質汚濁防止法第三条に茎

ル稼働ペースでは廃液処理蜷が増

除く設備︒将来二額十沙の工鵬フ

一久原霧海務要理︵岡︶︒

燃料藥合体を一田四体ずつせん断

ニウムが得られる見悪しという︒

る︒十月下旬には初の抽出プルト

長が︑せん断開始を指示︒緊張の

て取り出される儲酸プルトニウム

ずる通常の作業に入り︑使用済み

からウ

始の恵義を強調した︒テープにハ

燃料二疏を一罪処理する湾処理工

燃えカス

せん断処理燃料は︑一一・六％濃

サミが入ると期せずして捲黍︒次

待望のホット試験が始まった︒実物の縫罵済み燃料を使って︑当切の計醐どおり

ジルカロイ︒2の被櫻管におさめ いで︑中鵬健太郎再処理建設所

縮の二酸化ウラン燃料ペレットを

た全畏約二譲︑璽さ百詩修の六行

を語し含うことになった﹂と述

例第二十八条第二項に定める﹁一

簗合体︒午前八時半から始まった
囲まれた機械処理セル内で鼠動せ

入れると︑一層五十弩の窺い壁に

なく既存設備で十分という◎今年

となるもので︑墨面は処理麗が少

藁海萬処理工場の運転に関する

馨落綿繍

東 特テ

撫欝齋

極

日本

丁1ヨエ、03〈454）8521

東京都港区三．田三r轡13番12屠

をi

齎持ちの担当操作麗がスイッチを
六列の原口JPDR使用済み燃料

べ︑協力強化の基本線で〜致した

作業で貯蔵プールから移動プール

態﹂だとし︑﹁たとえ単体抽出で

は︑﹁二心後の運転は白紙の状

規定に対応づけるため新設が必要

いた字野科学技術庁練踊は︑十七

日米共岡決定調印のため襲来して

は白紙状態に

撃中の蘭分は五PPM以下﹂との

電気無業重合会は十四日間社長

禽わせて約五千九百懲円︒このう

一方︑東海再処理施設について

ん断装置が始動︑燃料棒を五弛間

ち両属の再処理工場建設に融資す

鞭獅仏と月末︑英とは三月

ことを明らかにした︒

隔にブツ切りにするチョッピング

会で︑懸案となっている使用済み

宇野畏留が帰国談

に移されたあと︑コンベアに乗っ

燃料の海外蒋処理委託について︑

る計薩で︑総工費は約ニナ億円︒

十二月に着工︑来無三月完成させ

一31−3

ドrE！、03（372＞5002●8214

のシステムが構成できます。
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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

九電力の再処理薮負担は︑英仏

てスルスルと機械処理セルへ通ず

かすかに﹁ガチャン﹂と響き︑切

作業が始京る〇十一蒔八分︑鈍く

マナ板

に乗った︒こうして

の

るスロープを郷りつめ︑せん断用

もあらゆる核不拡散の努力をすれ

には共通する面が多い﹂と前躍き

グ浅は﹁費源を持たない点で両国

と現状を説明︒これに対しドムル

約もあまり効累が上っていない﹂

十分な成果が得られておらず︑節

リックアクセプタンス問題などで

子力の主要性が蕎まる一方︑パブ

国のエネルギー額悩について﹁原

懇談では森原鎌継務局畏がわが

などについて猫撫を交換した︒

蕎と懇談︑講国の原子力開発情勢

十︸田︑原産を訪難し鱗務局懇懇

評議会婁員のM・ドムルグ氏は二

仏経団運法制局次長兼経済社会

が原産を訪問

仏経団連幹部

ば︵混含抽鎧にしなくても︶いい
ではないかと思う偏と述べるにと

日午後羽田着の賦航機で帰国︑空

盆開発を日葡が協力して進めるこ

どまった︒

港澱蝿塞ての記蓄会晃で︑①核融

とについて米側の緑門を得た②二

が羅の輸銀融資を受ける計函︒
は今月来︑BNFL︵英核燃料会
英仏両国への再処理委託は︑一

琿後の再処理工場の還転について

る約
COGEMA︵仏核燃料会社︶
と二千五酉億円については︑わ

九九〇隼に操業開始を予定するわ

て溶解槽に落ち込んでいった︒こ

社︶とは来由三月をメドに︑それ

が国の第二再処理工場︵処理能力

り刻まれた小片がシュ⁝トを伝っ

ぞれ委託契約に調印することを決

式﹂︒

うして燃料簗合体を五二ずつ押し

めた︒

原子力婆が答串
原子力委興会は二十日目動燃襲
業國かろ肉請のあった東海三業所
再処理施設内の①ウラン第二貯蔵

︵通称C施設︶の新設の二件の計

動燃再処理旛設には丁六％の

ン貯蔵所︵建築面穂五颪山ハ十取方

劣化ウラン蕾ナを収容できるウラ

これに加えて一・六％のウラン五

層︶があるが︑勤燃の計画では︑

二五％を原子力で賄う予定だ﹂と

したあと﹁一九八五無には躍力の

計藏を説明︒門ただし立地問題な

の仏総選挙の結果も原子力開発の

どから暫定的な数字であり︑今度

う﹂と述べ︑パブリック・アクセ

今後に大きな影響を与えるだろ

た︒

プタンス問題の璽要性を指摘し

技術資料、力夕ロクは下記へ

独自に開発したAEC−NIM

本原子力事業株式会社

ADC8K、メモリー一4K

ミニコン付マルチ

準備が整ったところで﹁運転開始

テープカットに先だち︑宇野長

を同十五分に終え︑間日中に二依

出しては切断する第一回欝の作業

は白紙の状態である︑などの点を

＝＝一嚇

貯蔵所など安全

﹁再処理は核燃料

年間千五蒼野規模︶の計画が軌道

岡長官は︑門核融禽研究の日米

明らかにした︒

サイクルのカナメであり︑これに

再処理委託糧は英仏千六百ナず
つ含計三千二酉ゾ︒これを〜九八

電力桑界では︑仏とは今月朱に

に乗るまでの端境期離策︒

窟があいさつ︒

を処理する︒

勤撚の計癬では︑十月初めから

二矩から九〇隼までの九隼間にわ

一＝＝一ρ

大字領特別補佐嘗︑フライ・エネ

ジョルジュ・ベスCOGEM協
A力
社について︑シュレシンジャー

一目一一曽髄

のテーマは全世界が颪漏している

画が安金上闇題ないとして︑その

：一：一斤

世界エネルギー会議は︑十九況︑

問題解淡への今世紀鹸大の課題で

量を内閣総理大瞳に答申した︒

騨一隔＝一曜

たって雪国に搬送し再処理しても

一

長が紋日するのを待って正式調印
一＝髄＝

らう方針︒
＝一＝

トルコの酋都イスタンブールで開

的︑技術鮒な究明を通じて︑世界

あると強調︑その科学的︑経済

所の増設②放腐廃液趨分除査施設

会した︒会場のアタチュルク文化

の単和と人類の発展に賛献ずるこ

センターには︑七十七か国︑約四
千人がつどい︑わが圏からは井上

とを購濾する︑と述へた︒

日本原子力産業会議のエネルギ

五郎国内委二会議長︵世界エネル
ギー会議名滋副会長︶をはじめ︑

に先だって十七日イラン政府の歓

ー会議謬加原子力視察囲は︑会議

百沙を購藏できる上磯ウラン階蔵

日本原子力工業会議派遜の問会議

迎を受けつつテヘランに入り︑十

参加原子力視察圃︵大局患一団
長︶の一行十八人を含むエネルギ

る︒十一月にも旙工︑来無十月に

所︵同二千二蔭軍団屠︶を増設す

は完了させる方針︒工郭資金は約

研究センターを訪問したが︑エテ
マド原子力庁総鍼は︑岡国の原子

が再処理委託走の電力禽社の所難

九億円︑貯藏される三酸化ウラン

八日︑イラン原点藁薦︑同原畢力

力開発状況と計画を詳細に説明し

デミレル︒トルコ箇掘の開会竃
湯で鵜を開けたこの会議は︑一午

たなかで︑とくに耐下聞題︑淡水

ー関係暫六十人制出席している︒

三田までの五岩間にわたり︑エネ

化技術などの分野でわが蟹と協

一方︑放下廃液舶分除螢施設は

る︒

物となるため民間出資で賄われ
を入れ︑国際

にわたって

た︒

力する愈向があることを示唆し

メス

ルギーの供給問題︑利嗣問題全般

蕊相はあいさつのなかで︑今大会

一一 ｫ能、安定性、使いやすさで御好評をいただいております。

騨

的な対応を検討するが︑デミレル

特

｝

再処理のウラン

よりわが國は核燃料サイクル元年

︑参磯

﹁エネルギー資源の供絵力と合理

︻イスタンブールー−足立団鼠︼

覆窺島イラン経てトルコ入り

の元貝を払える﹂と述べ︑運転開

謄

端

業鱗
黙濁渡

戦轟繊

鹸譲

供給と利用テーマに

的縫胴﹂をテ⁝マに掲げた第十回
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一NFCEPで
各供給国の規制の闘的が︑核の拡散を

・内幸町のイイノホールで﹁原産

十四から十六日まで三日間︑東京

日本原子力産業会議は来年三月

認識が高まってきているものの︑

では原子力開発の重要性について

世界は大きく揺れ動き︑他方国内

ら︑平和利用に対する新しい国際

力開発の進め方に焦点を当てなが

の開発努力に加え新情勢下の原子

る︒

和のとれた共通の保障描躍を求めること

防ぐという一点にある以上︑国際的に調

料サイクル評価 計 画 ︵ I N
れ燗別に保障措躍を求めていることであ

止を両立させるための方途を輿体的に検

原産隼次大会は原子力開発利用

こうした保障措置の強化は豪州に隈つ
役務提供国の米国の双方に概別に同意を

ウム問題を軸に︑広く核燃繕サイクルが

討する︷NFCEPの場では︑プルトニ主目的に開催されるもの︒広く内
外各分野からの見解の蓑明︑意見

今回はその第十一回騒︒

国際的検討の場であるINFCEP要
に視︑在来炉定着化︑核燃料サイ

構成︶の東東総会が開かれること

政府関係機関の代表ら約五十名で

︵NPRCGほ撹界各国の原産︑

し栗京で原子力広報連絡協議会

は︑たまたま年次大会と機を一に

アクセプタンスの問題について

られることになろう︒パブリック

を絞った專門家による討論も試み

れた幾つかの演題の中からテーマ

会の討論会を発展︑そこで提起さ

センサス促進の立場から︑前圃大

の方向が探られよう︒また︑コン

発の現状がレビュー︑今後の開発

るとともに︑内外各国での技術開

態展開の方向を謡い出す糸口とす

による見解発表と討論を行い︑窮

仕紹みの貫体化をめざし内外権威

FCEP︶の結論を待つと だが問題は︑各ウラン供給国がそれぞ
して︑薯前同意とりつけ以

核燃繕サイクル評価計画︵INFC猛翼体的テーマや構成など検討を開

ため近く警備委員会を設け大会の

紀次大会﹂を開く計器だが︑この

P︶での検討はきわめて注目されるとこ

この意味からも︑近く開始される国際

は決して不可能ではあるまい︒

り︑隅一の核物質について二重︑三更の

例えば︑カナダ産のウランを※国で濃縮

ろだQ原子力エネルギー利用と核拡散防

規制が課される恐れがあることである︒

上の措置を義務づけること

受け入れ国側の今後に少なからぬ影響を
し︑原子炉で燃やした後︑これを再処理

を控えているものの︑これらの条件は︑

ウラン供給の枠組を
望⁝編政府はこのほど︑豊富な
順ウランを埋蔵している北部準州

展⁝でのウラン開発とウラ ン の 対 外
する場合︑原桝料供給国のカナダと濃縮

始する︒

与えかねない︒

取りつけなければならないことになりか

ゴー・サイン
たことではなく︑楽国︑カナダなど世界

ねない︒さらに︑票州産のウランとカナ

輸出に条件つきながら
を出した︒もっとも︑これには労働団体

ている傾向であり︑今回︑豪撰が打ち出

屈播のウラン資源国に最近とみに強まっ

に閲する理解と協調を得ることを

で発展しかねないが︑国際的には自由諸

が強く反発しており︑国内政治闇題にま

の交換など通じ長期的展望に立っ

を指摘︑その解決策を見い出すた

た開発利用金般にわたる璽要課題

られようが︑この問題の検討にあたって

ラン供給に関する問題も大きく取りあげ

は︑ウランが技術的︑経済的な観点︑さ

検討されることになっており︑当然︑ウ

どこからがカナダ産のウランかを確定す

らにはまた単なる攣的な供給保証や核不

エネルギー資源の乏しいわが国

ヌれた場倉︑どこまでが豪州産ウランで

る︒現に︑米議禽では︑政府の核拡散防

わが国をはじめとするウラン涌費国の

ることは難しい○

拡散構置とのからみからだけでは律しさ

にとって原子力は石癌代替エネル

ダ薩のウランを漣続運転する濃縮工程に

止政策法案をはじめ原子力輸出規制をめ

立場からは︑二亜︑三重の規制を課され
れないものを内蔵していることを認識す

ギーとしてその位置づけも益々重

に足なみをそろえたものと晃られてい

ぐる法案の審議がたけなわであり︑カナ

ることは原子力開発の計画的遂行に齪睡
べきである︒

した措置は︑むしろ米国︑カナダの政策

しかしながら︑ここで騰落せないのは

ダもまた︑輸出ウランの移転︑濃縮︑再

をきたすそれがある︒それは必ずしも規

もあり︑この機会に各国専門家も

ら興では今月下旬の県議会で核燃

自治省の内諾が得られたことか

国的な

ス︑マンガン︑コバルトなどの粒子

は︸運の整備措置が一応完了の予

グ手法塁準化で昭和五十三年中に

m︑キセノン獅などの放射性希ガ 込みで︑今回の放出源モニタリン

ところだ︒

29日︑工業倶楽部で

カーター原子力
政策で原産懇

8本原子力産業会議は九月二十

・丸の内の日本工業倶楽部で第五

九日午後二隠から四時まで︑東京

同田は神奈川大学経済学部教

十八回原子力産業懇談会を開く︒

の川上掌一氏が︑﹁カーター原子

力・エネルギー政策の背暴とわが

の原子力政策そしてエネルギー政

国の対応﹂と題し講演する︒米国

策がどのように展開し︑その習事

がどのようなものかIl講演では

最近※国に滞在しこの間題と取組

・米国の妻子力界をつぶさに調査

んできた氏から︑世界のリーダー

してきた結果が披歴︑国際核燃料

サイクル評価計画︵INFCH

汝ホットな肩身提供もあろう︒

P︶への米新政権の取組み姿勢等

甥

難騨

糖＼

薗

80

蜜挙1罷：＼

を占める響胴のウランが世界南場に登場

豪彊政府が今圓の決定にあたって︑ウラ

処理にきわめて厳しい保陣思置を要求し

制のはん雑さのためばかりではない︒む

反対運動の激化等もあって霞源立

八億円となり需要を上回るものの

かねない様相︒これに醸し囲治省

を採用し︑統一した測定基準を提

施設内の従業員被曝響理について

数十種類︒こうした放射性物質に

性放射性物質などを対象に︑主に

ぴδ＼鴬／∴．

国における比較的低廉なウランの二〇％

ン輸出に厳しい保障搭置を課すことを再

ていることはさきに数次にわたって折衝

クルの確立︑新型動力炉開発等々

実際はこのうち約八割分が地方交

料税新設のための条令を二上︑慮

では各県によって立地基数︑運開

原子力発蟷所から放出される放

示︒測定手法の橋度晦上を図ると

になる見込みニリング測定羨莚化窪めの検

ついては原子炉等規制法により

瀬総飛蹴1．

する可能性が開かれたわけだ︒

確認していることである︒岡国の保障措

され︑今なお巖終的含意に産していない

おいて︑ウラン供給上の諸条件が深く検

になりそう︒

交じえた討議の場が持たれること

十九億七千二語万円︑健康響哩対

七隠九千万円︑罠生安定対策⁝黄六

付税から差引かれ︑純期分は三十

ちに囲治釜に正式串請を行いたい

琿度︑電源三法の思恵の程度等の

核種ごとに放出源モニタリング・

射性核種はは排気筒からクリプト

は中央登録制慶︑周辺については

スの 〃 原 発 誕 県

設置脅に厳麗な放射線管理が義務

〜ン＼ぐ㍉ぐv

あの指針を得る場となっており︑

槽のステートメントで明らかにされてい

躍政策はすでにこの五月︑フレ⁝ザー首

しろ

地は難航︑原子力発電計鷹の大凡

として一定の国際ルールに

日加原子力協定改定交渉の経緯にも示さ

遅延を来たしているのが実橘だ︒

商品

るが︑とくにわが国との関連において注

ている︒しかし︑カーター政権に

各櫨施策強力推進の要請が高まっ

このため︑今回大会では︑従来

条件が異っていることからケース

うる合理的かつ効栗的な枠組みが確立さ

よる米原子力政策の卑属によって

・バイケースの検討を行っていく

れることを強く望みたい︒

が誕生するこ

約一年ぶり︑今秋十一眉上旬にも

討され︑輸出国︑輸入燭がともにムロ葱し

いることによる︒そして規鱗の重複はそ

核燃料税

際政治の異に供される危険性をはらんで

からは嶺然といえようし︑また︑輸入ウ
の機会を憩やすことになりかねないから

八十八億七千万が財政措置のない

第二号
財政需要となり︑興財政は原発立

今回の自治省の判断により︑福

ルが敷かれたことから︑茨城︑島

井方式による核燃料税新設のレー

＝≡二一隔三曽一一一一⁝二一瓢︷一門

とになりそうQ

核燃敷銀が実旛されれば︑この財

根などすでに自治省に予備的な打

政措置のない需要八＋六億七千万
円のうち八十五簿七千万円分を核

診を行っている各原発堅を中心に

迫られると計算︒

これに対し漂発立話による悪税

ている︒

錦帯徴収で賄うことができるとみ

億五千方円が県財政として墨費を

などにより冤かけ上五年間雷八十

贈収は固定資産税︑不動産取簿税

をめぐる動きが盾発

として環境保全対策費二十六溜八

福鵬以後
千三醤万円︑生業安定対策費八十

策費三億二千九百万円の計百八十

六億九千万円に留まることから沌

葱向で︑昨犀の福井県の実施から

今回の放電源モニタリング手法

マニュアル決定版を作成していく

も引き超こし

七億七千四百万円あわせて二百二

需要百二十三慮五千万円との差額

ルギーに応じた測定手法を確立︑

基醸化の動きは︑こうした各核種

連鎖反応

倦八千六百万円の総財政黒要が生

いるのも事実︒

化する可能性は高いとみられ︑全

測定手法基準化へ
放出源モニタリングで

ン85m︑串セノン瓢︑ヨウ素鵬なともに︑データ比較研究を健脚し

のが原則となっていることから︑

討を急ぐことになった︒異体的に

か
主要部分となるクリプトン85 ど改善描躍が今秋中に実現する冤

は原子力安全灼墨縄︑地域住民健

は原戦力委員会原子炉安全技術専

定︒科技庁では︑こうした放射線

取締役社長小原藤詣氏工数愛知

このため描写興では原発立地に

ガンマ線放出核極を対象とする機

について﹁環境放射線能白書﹂を

管理体制の整備に伴い︑その結果

よって向こう五無聞に運嵩的経費

づけられ︑これまでの監視体制で

せず機器分析法が適用されないス

羅分析法︑ベータ線だけしか放出

この三条件を中心に検討を行った

門部会放出放射性物質測定技術小

が︑これまで各核種ごとについて

十分カバーされているのが現状だ

結果﹁問題はない﹂と判断︑今回

委員会を爆心に十月からワーキン

原産に入会︑

として原子力関係啓発対策費一億

グ・グル⁝プを設負するなどして

県名畜麗市熱田区横温晦二丁囲三

中電工購︵株︶

の内諾となった︒

四千三哲万円︑原子力発電所周辺

トロンチウム89などの測定に暑い とりまとめ︑公表していきたい追

播翻県は東電福脇第一原子力発

遭駈一︑二︑一一再機計二百二万K 放射線監単費五億七千万円︑温掛

の十分な測定基輩が示されていな

電話〇五二⁝

各核樋ワ．﹂との測定手法のあり方に

六ハニー六二五〇

十番地︑〒四五山ハ

Wがすでに趣瀕しており︑続く四 水影響対策親里溜二千八蕩万円︑

それぞれの核種の特性と放出エネ

られる化学分析法などについて︑

払だ︵

施設で独自の測定が行われてきて

かったために︑細部については各
計ナ五億千二颪万円︑投資的経費

ついて検討︑来蕃をメドにマニュ

というもので︑昨無十一月初めて
となった福井

方針で︑今後の判断が庄鼠される
になると予劇︒島島県では今園の

地により大きな圧迫を受けること

したがって流通されるべきウランが︑国

濃縮する場合︑再処理する場禽には︑肇
ランが核拡散に結びつくことがないよう

による核燃料税新
科技庁

衝十万KWが地盤工箏中で︑さら 放射線モニタリング指針設定など

ど液体として砂出されるものはト

福田以後

補助金分などを差引いた筥二十三

たす﹁ウラン供給国の責任﹂という観点

州政府の嚢前同恵を必要としているなど
である︒

実現へ

ーニ＝＝ニ︷⁝三；一≡≡；︷≡一コ＝︷≡曹冊≡︷≡＝≡一﹇一暫≡二雪︐≡ニ一一︷：≡一：︷≡二≡一≡≡＝︷曽曹＝≡︸︷

措置することは︑利用国の義務でもあ

ゆ唱＝≡＝︷二謄憎二＝︷一≡≡

の点である︒再処理については国際核燃

第二号

福井県と同方式で
獅ﾉは

霞治雀は︑かねて櫨脇緊から打診を受けていた核燃料税の新設について﹁問題はない﹂との判断を
固め︑このほど岡県に対し﹁正式申請手続きを進めることを了屯する扁謡通知した︒同構想は課税率

福丼方式

を核燃料費の五％︑課税期間五隼と福井方式と同形式︒今月末の県議会を経て正式串謂となるが︑今
回の霞治雀の判断で核燃料税第二腎に事実上のゴーサインが出され︑

設の軸薩が敷かれたことになり︑すでに自治省に打診を行っている茨城県などを中心に

計画だ︒

では①課税対象に対し同種の税制

に二︑三︑四弩機屋葛二十万KW 原子力関係施設放射線管理体制の

リチウム︑ストロンチウム90など

放射線監視についてはすでに︑

について個々に鍛新の技術レベル

福麗墜の核燃料税構想は①原子

がない②各緊間の流通を阻善しな

秋から原子力発電所放出源モニタ

整備が進むなかで科学技術庁は今

従業員被曝中央登録制度︑環境

炉に装葡される核燃料費の五％を

の原発が林立するわが国最大クラ

い③国の政策に反しないiiの各 が計画されるなど完成すれば十基

環境モニタリングの雌針づくりな

条件を満たしている限り白土する

ょうというのがねらい︒

税期間は五箪③こ︐れによる収入

法定外普通税として徴収する②課

をめぐる動きが漏発になるものとみられている︒

じるものと予測し︑このうち国灘

れている︒こうした傾向は核不拡散に果

産

國されるのは︑豪州から輸入したウラン

新情勢下の原子力開発に焦点

を第三国へ移転する場△口︑二〇％以上に

近く準備委発足へ

アル作りを憲いでいく廠晦︒

工纂中︑第二原子力発同所一号機

螂一

原

五︑六弩機計二璽ハ十七万KWが 健康管理対策費五憾七千衝万円の
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鑛術の闘

詳・

・

年代を予察した

来春の年次大会に備え

康蟹哩対策費などに充当するーー

第一讐

を踏襲した形で︑今夏自治

認可され

方式

省に対し事務レベルでの接衝を開

始した︒

これに対し欝槍省では︑こうし

た法定外普通税について地方税法
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米電力協議会

カー野 老政策を批糊
着実な発電所建設計画を
コ

ステムが働く④近郊住属に放財性

吐

よって行われたもの︒NRCではに簸も近い鰯民︵アビラ・ビーチ

スの確率は少ないーーさらに岡地

物質を撰ぶ嵐などの巖悪条件ケー

〜

レムの全身被曝の確率があるとし

地区︶に七酉万奪に一度︑一一十五

米麟のパシフィック・ガス＆エ

・五の地腿が起きた蠣合を想定し

レクトリック︵PG＆E︶社は︑ 岡発電駈地域にマグニチュード七

発サイトであり︑人口被騰率に対

区は世界で巖も人口密慶の低い原

闘社が所有するダイアブロ・キャ

ニオン原発一無機︵百石万KW・ 調蛮するよう基準を設けた︒PG ている︒この二十五レムはいちじ

する数は少なくなる︒

原子炉安全研究

の手法に基づ

いて解析され︑PG＆E社は結論

ても加えられなくても︑公衆の健

として︑岡原発に膨正が加えられ

①甚大な被憲を与える地縷は葬

の結巣を以下のように述べている

きい櫨であるOPG＆E社は調憲 調査はNRCが韻塞まとめた

の政府が決めたガイドラインのし

るしい放射線陣憲を与えないため

M篇の地震
影響を調査
米︑PG＆鐵社

トへの被憲を防ぐ安全システムが

常にまれである②孟コンポーネン

＆E社側はこれほど大きな地醗は

PWR︶に馴し︑地盤による影響

も︑N8PルCよりかなり楽天的に
調査を行い﹁地震に伴う放射線も

している問題点を概ね躍めつつ

れによる

般住民への影響はきわ

蕩えているようだとマコラン会長
めて少ない﹂との報告を行った︒

五万奪に

あるとしている︒

康と安全は十分に守られるもので

NHRCの総禽評価は︑今後十 この報笛は︑ダイアブロ︒キャ

は語った︒

がらも︑○・七五多︵加漣喰︶を

ある雛放射線もれが趨ったとして

八彩にまでもっていくべき

年一三％の発魔鐙を示している

が必要となる︒原子力発電は七七

テムの細窟に分けて︑その必急性

蔵︑増近心︑原子力蒸気供給シス

の贋で︑ウラン供給︑濃縮︑貯

る◎このぽか報簿藩は原子力発電

される原子力発電所に関し︑再処

布された原子力法で︑新規に還転

スウェーデンでは今琿嘉月に公

一九八五年の電力購要兇通しが︑

スウェーデンの原峯力誹画は︑

に対しこの額を二十五無間にわた

三億五千万掲高くつくとし︑政府

＋億KWHに縮小され︑このため

千五頁九十億KWHから千三再三

みによる購要減のため二〇％以上

に爾独における原発建設の傭び悩

峯炉機器製造︶は国内︑海外︑特

くしている︒ウドコムAB社︵原

継続を潮提としているとして反ば

対し篭力会社︑労働組舎は不況の

できると計藏を変璽した◎これに

建設墨数を十三墜がら八墓に縄少

子力に対して三尺な態度とってき

ルセベック本窯機に了し︑十月一

力規制贈爵の第一歩であった︒バ

並立内閥が行なった興体的な原子

たフェルディン二相︵中央党︶の

り要求する愈向を喪わしたQ

であり︑これには現在の発醸設備

が︑一

理または廃藁物の貯藏を明確にす

回も超こらないとしな

に運転を予定している一房機の運

も原子炉にバック・アップ安全シ

異体的に試籏した﹁一九七七駕か

を説いている︒

原発反対デモさかん

＋万KWが必璽であるとしてい

能力の約閥倍弱︑一億六千四百五

るよう条件づけている︒これは申

ニオン原発の二基のうち明犀四月

定して外書されており︑これは翼

超えた加速度窪が加わった場禽も

黛問の電力の傭ぴを葺・七％と仮

力規制委員会︵NRC︶の要講に調べ︑これによると原子力発醗駈

転許驚を傅るためのもので︑原子

ら八六黛における火力︒原子力発

来宇内では化石・核燃料による

石佃の場合︑二弩機原発より隼闇

期における戦力ピークも含め算出

の縮小④米国経済の総禽的質の低

発電によって二九％の二次エネル

めである︒

した実際に則したものであるとし

下⑤来市民の健康と福祉の低下一

の厳しすきる墓準︑あるいは停止

エネルギーの内論士灘は一⁝石炭

は四〇％になると見られる︒一次

る約三十ナの燃騒を再処理しても

シドクラフト社は九月十五臼︑

らうことになっている︒

である︒

核燃料再処理

を十月に再開

フランスの

仏︑C◎GεMA

︻パリ松本駐在麟

先にした原子カプラントの設

勇躍石匙識金︵NERC︶はこのほど﹁第七園米罐力システム総念評価﹂を行い︑その輻告を豪と
れ

後のエネルギー需要に紺嘱してい

命令は電力不運を要すことにな
ギ⁝を得ているが︑八六蕉までに

炭︑ウラン開発を妨げている︑な

一九七九無始めに電力供給を削減 通のきかない環境瑳準は蟹留な石

〜万人が参撫するという大脇田な βまでに再処理または畏期毛色に

北欧及鮒運動のシン

七九隼秋に二署機から取り出され

一三機が運開した一昨日︑さらに 核燃糾食社︶社との協定に調印︒

昨無もなんらの反対もみられな
った︒バルセベック原発反戴運動

が︑早くも

は今隼に入ってからの出来翁だ

再処理問題もかたずいたとし︑バ
とみられるようになってい

ボル

ースペック原子力発電無二暑機の

ではラアーグ薄処理工場のHA

COGEMA︵段差核燃料会社︶

運転認可串請欝を提回した︒同社
は二導機の運転認可が得られない

ン内閣成立後︑コペンハーゲンの

場愈︑石炭または石蔽による発露

る︒この急激な動きはフェルディ

島民が原墨力の危機を再認識し︑

駈を蕨設しなければいけないが︑

O︵高放射憐酸化燃料再処理施

スウェーデンの環樋撮全グループ

理盾動に入ると発表した︒第一次

設︶で十月初頭から第二次の再処

のミュルペルグ原発︵三十万葺千

は昨庫春に行われたものでスイス

蔵が限界に近付いたのでその萬処

日揮の総合エンジニアリング技術 O

逡

瀞撫

難三遍醗械繍︑

と共同行働をとることを淡めたた

電所しか保補していない︒北西地
方はエネルギーを確保できれば工

O六ナを再処理した︒第二次

KW︑BW獄︶からの範罵済み核

が遅れたのは昨毎秋に三か月のス

予定だ︒バングラデシュの轡型

トがあり︑フランスの黒鉛ガス炉

KWの原子力発電所を建設するフ は︑イント︑パキスタンとの隔係

いる︒安全上の野田からHAOの

理を口受させたためと説明されて

である︒第二次の罵処理罎は五十

キャンペーンは後回しになったの

沙程度とみられている︒

使用済核燃料再処理1二場、療

めた︒岡報篠猫によると︑石炭と原子力による錯罐が今後簸も睨実的な方法だとしており︑さらに︑

政府の黙劇な規棚櫨米国の蹴力供給に︑蟹大な危機を呼ぶものであるとしている︒またNERCはこ
％〜七・五％であった︒

ている︒従来の米国の伸び率は七

けるものではない︒プルトエウム
電開発規模﹂では以下のように兇

・

の報艦にあわせて︑一九七七駕から八六奪における火力︒原多力発日の三二規慶に関する報告購も髭

第七圃来 由 カ シ ス テ ム 総 合 欝 価

1ということになると述べた︒

渋した・ ・ ∴

は毎回行わ れ て い る も の で ︑ 徽 力

利用︑増殖炉開発を急がなけれ
同報告轡は規制に閲して︑政府

今後＋舘間の米国の発電規換を

状況をレビューし︑今後の醗力界
ば︑ウランの探鉱︑採掘︑製錬を

べた︒さらに︑巖近の発電所建設
る︒さらに童櫻と矛醤があり︑融

横っている︒

の指針を見いだしていくものであ

は︑岡艀緬の結漿から︑﹁遡顯姫
と発磁所への燃料供給の抑制は︑

る︒W・マコランN聡RC金長一懸進めなければならない﹂と述
と再処理なくして︑今後のエネル

しなくてはならなくなってくる︒

パリ松本駐在翼によると︑スウ

発暫不況とのジレンマどう対処

きない︒カータ⁝大統領の鷹憲エ

ェーデン南部のバルセペック原発

ギ1翻蟹に 紺 罰 し て い く こ と は で

による発電は︑八六無までに四七

ついて満足のゆく契約も締結する

％を占るようにする︒これには現

デモ行進が展開された︒岡原発は

ている︒

よう指示︒このため岡原発を運転

ど発鰭政策の欠如を獲烈に幾無し

デン
︵BWR︑五十八万KW二天︶
でマークの葭都コペンハ⁝ゲン

近い将来︑※国はエネルギー統制

蕉四慰八千万ナの石炭を使ってい

もしこのようなことになれば︑①

シュレンジャー・エネルギー雀

うに︑代欝エネルギーの囎魏︑原
による縄済濡動を行なうことにな

て︑スウェーデン核燃料供給会社

しているシドクラフト社に代っ
は鍛近の週末に北欧人を中心に︑

いにしていることである︒使用
贋燃料の握期貯蔵やそのままで

釆は核不拡散のための発想であ

の処分が整われているのは︑本

とも受けとられる︒少なくとも

がいつまでも立たない恐れが出

ではない︒使屠輝燃料の廉まの

ろん﹁廃酢物処分技術の確立一

の二
者仏
を一聴解腿にするもよう
︵SKBF︶がCOG霊M
A三︵

の地点にある︒反対運動は今圓が

員会が判定する︶まで︑軽水騨

︵エネルギ⁝蟹源僚存︒開発委

畏宮は︑NE冠Cの報告轡が指摘るが︑約二倍の八億七千九蕩万ナ

器査︵一慶やればあとは形戎的
になる︶をやるだけになるし︑

している︒

一方囲の立場も強化され︑隈境 の建設を許司しない方針を関添
と露量するような発患所立地の

局︵温RDA︶は︑工匠試料の分問題を園発しようとする姿勢

るが︑見方によっては廃藁物処

一叢指轟がやり易くなる︒全来

採取を秘密にすすめるというま

ところがエネルギー研究蘭三

はそのためだが︑全体の許認司

知事会が上蓋を表明しているの

︵環境繍体︶や︑悶題は原子力

界の反響には建設促薩への疑問

あると︑

政府の態駐にAかBかの迷いが

な及対を買ってしまった︒そ

﹁安全処分﹂の見通し

に知れてミシガン州民の圧倒的

ひとつの問題はこのような政

てくる︒

季物処分地の選

使閑済燃料の﹁貯藏﹂はもち

れに趨い討ちをかけるようた︑

定に州の距喬権

趣邦議会には騰

臓の動きが︑環蝿団体との闇の

通しははっきりしない︒

ずいやり方をしそのことが住鼠

能率ではないかという︑この数

規制委員会︵暮RC︶蘭体の非 改正とのからみ禽いで蟹現の兇

無続いた機構いじりへの不蔭が
強くにじみ出ている︒

各界が強く反発

バングラデシュ
の立証に取り纈まねばならず︑

後国運幣を希望している︒順調に

業化を遊めることができる︒原発
う法案が提出さ

麗棄物処分に比べて容蜀だとい

︻パリ松本駐在鹸︼バングラデ

ゆけばさらにもう一塁を建設する

初の原発建設か
れ︑秀炭はされたが相巽の翼成

う保証がなければ原子力縛目計

シュ敵府はこのほどダッカ北繭醤

﹁処分﹂となると︑これからそ

︵4︶の環境審査について 微妙な食い遜いをひろげている

票を集めるという悩勢だ︒※国

画もすす濠ないという悪循環

を認めようとい

は︑別にNRCの紫で詳細な州ことだ︒耀境側は介入糎などの

は冤羅利閑からの割腹の廃棄物

ィ⁝シピリティ・スタディをフラ

られている︒ソフラトームはCE

め︑フランスに依託したものとみ

は発電・脱帽勲用で一九八○舘代

制限に敏感だし︑当蒔は建設促

ンスの原子力技術輸出会社ソフラ

の核燃料再処理が罵れ︑プール貯
本来の慧騒とは認ったさまざま

が多分にある︒カーター政策は

トームに依託した︒この契約は二

仏に調査を婁託

権限の強化案ができ上ってい

が︑いつまでも続くという恐れ

米政府の許認可手続き改正案一−

二回留︵この蕃に二千人滲加︶︒

の対津︑フエリーボートで三＋分

ネルギー敵策に述べられているよ

子力の利鰐には岡託するが︑エネ
り②薩業的繧動の磯難③雇業社会

／

ルギー簸約は露規実駒であり︑今

煙︑
カーター政権はプルトニウム
利用の慈麗を抑える︸方︑軽水
炉の建設は薩めてもよいという
立場をとっている︒しかし︑軽
水姫の建毅が上陶く兆爆はなか

この轡の新政策発義のきいの

なか現れそうにない︒

ュレンジャーは許認蔦手続改正

公約で︑エネルギー総餐欝のシ

蘂の作成をすすめてきた︒原案
が一旛でき上がり︑コメントに
付されているが︑政府部内をは
じめ騰業界・環塊団館など各万

藤から強い反対が出てhる︒原

もかかえており︑兵器生没にも

六十ギロのルップールに十二万五千

支障が出る可能性が取沙汰され

な結累を生んでいると雷われる

繋の内容は︵1︶敷地審査を単

る◎その穣子はNRCによる環薩策よりも廃棄物処分闘題など

麗に豪然資源千三三盆︵NR ているが︑原亭亭発電の万が解

が︑そうした混迷をよく兜究め

在六牽万から七＋万KW穆度の発 を推嬬することになるようだ︒

グループのテクニカトームのもの

から核拡散防止と関磁をもつた

どころではないとさえ言えよ

調整︵4︶環境審葦︵放射能以

諸機隣の審査をエネルギー雀が

の解決が先決だと蕩えている︒

ラントの使用の拡大︵3︶遮邦 渠をその家ま通郷政府の評緬と

譲明されるまで発醸所の建設許

DC︶は︑廃棄物の安曇処分が 題は切実で︑とても許認可改正

公社︶の共通金祉で嫡型としては

A︵原子力庁︶とEDF︵仏迫力

境蟹査をやめ︑州による審脚結

して受け入れようというもの◎

間にサイトおよび炉型の遭定を研

十万ナで︑ソフラトームは九か月

期に行なうこと︵2︶標漿化プ

連邦側はエネルギー省が州に協

ることが必饗だろう︒

しかしもうひとつ微妙なのは

可の停止をNRCに陳橘し︑そう︒

カーターの再処理延期故策が麗
毅物処分の必要性薗体をあいま

究開発する︒バングラデシュは現

れが却下されると提訴にふみ切

癖は﹁廃棄物処分技術の確立し

︵K・K︶

力︵駈懸︶し︑州に能力がない

なり︑標準化プラントの放射能

なう︒その結累NRCは身軽にっている︒またカリフォルニア

原子力産業の発展に貢献する

∬

蝪禽はエネルギー省が慰査を行

外の︶を粥に行なわせる︑など
の抜本鱗欝欝案で︑金体の狙い

の短縮に向けられているが︑各

は許認司の促蓮︑リードタイム

誌

耀

㌧

薩ケくツ臨画

一

ない、安全と環境保介を最復

象京都千代田区大手町2−2−1＜漸穴手町ヒル＞
TεL東京279一麟4i（大代衷）

詩・建設を行なっております。

あ力発電所の放射性廃棄物

，費核
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棄物処理システムの聞発をそ∫

∫力分野においても求められ、

恥』

∵鉱
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＠日葎i株式会社蹴押部

してきました。それら技術は原

趨㌻

．

開発においても各種放冷替廃

貫き1

豊富な怒験とノウハウを河積

㌧鰍

を残しています石日揮は技術

は、約半匿紀にわたり百贈品

ラントの設詩・建設をTがけ

総・合エンジ止アリング会社1君I13

処理装置など、数多くの実績
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／
一
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使

皿
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聞

は塗動郵触屋﹁核物質の盗難はなが︑パブリック．アフェアーズ

プログラムの

米政府・アンド・インフォーメーショ

環として︑

来政府当局沓はこのほど︑﹁こ

しこMUF発表に際し言明

ない﹂と述べている︒ また︑ERDAの国家安盆保障担当副次豊実H・B・ギラー氏は︑この誤差について︑プルトニ

ウムの算定蚤とその後事処理して

︑

が招いたものだとし︑今回の数値

れまで特殊核物質をめぐる蘂大な

％未満である︑とNRCとEる
Rた
Dめ︑誤差の40％は存在しな

ン
原子力に関する情報を収簗︑分
盗難は発生しておらず︑またブラ

UFの夕曇は在来型の軽水炉燃桝 多くが装置やパイピング系統の申

Aの当局習は語った︒当局薔はM い︑と握画した︒算氏は︑物質の

得られた測定値との聞に差異があ

析︑評価し︑その結果にもとづ
との見解を発表した︒これは政肩

ック・マーケットも存在しない﹂

に留まると述べ︑次のように説聴

究炉︑商業糀プルトニウム設備お
うのはこく普遡のことであり︑通

長五十瞬のパイプを通過するとい

分の

速かつ安全に簿止された九十万K

給不能になったGこの中には︑愚

アン・ポイント三号機の停比は︑

のインタビューの中で︑インディ

ほ二葎四十万KWの発電設備が供 は︑ナショナル︒パブリック放送

るかどうかという激しい論議のあ

会社が十分な発電設備を持ってい

ークの慶庵でもまた︑米国の電力

コネチカットの原子力発電所の写

真とメーデ⁝当日のシーブルック

原子力発電所建設予定地における

デモの写翼を対比した補足的な話

電所八十四地点が完成したとして

向う十年間に運開予定の原子力発

題の中で︑タイム誌は︑﹁たとえ
力発電駈にも類似した欠陥がある

も︑米国の発電設備は少なすぎ
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範囲内に部分的にはおさまるが︑

Pがいう分析上の誤差率六〇％の

っている︒もっともこれは︑CE

愚する︒

された保険料の九八・隔て％に相

Pの示した真相はすべて一門す

用率を採用したのであれば︑CE
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PU
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は転実績に基づく設備利
﹁原子力産業の操業安盒記録は盒

耐用年数期聞手七二︒八％という

万KW以上の石炭火力ユニットの

CEPが基礎データとした四十

る︒

国産業の記録と比較にならないほ
ど麗好なものだ﹂と述べている︒

開始されて以裏︑樹心撮失策はわ

設備利用率を艦成しているのは九

新しい報告諮の中で︑将来の原子

電所の設蒲稼働率は将来低落する

金に相反している︒

を維持する必要性があることと完

CEP報告轡は︑大容騒原子力発電タイプと発電燃料の適切な混禽
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る﹂と判断した淫邦動力委員会
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ついてポラード氏とは異った見方

ランドから電力を融通している二
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玉
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金や損尖経費として縫われない部

多 亙

中原子ほカユニット三＋八機のう

P分析の基礎データとなった運転

玉章

めの十字を切ることは可能であ

分は︑十年後︑当節険者に払い益
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し金として返済されるQ
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で
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る︒しかし︑最後の

今年返済された論義ナ五万が
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ルであるテネシー州のクリンチリ

ある原子力発電かわれわれの二恩

は︑一九六七年に留保勘定に記入

玉
バー繕殖炉とサウス︒カロライナ

にとって重要であることは明確に

よすが

州のバーンウェル再処理工場に焦

なっている﹂と結論づけている︒

ち︑三十六機がこの利嗣率を上回

によると︑双手のプロジェクトの

点を当てたものであった︒報告書

現実は金く逆のものであることが

議会における政策論議の結果︑

わかる︒

採醒している燃料サイクル確立へ

産業界は世騨のほとんどがすでに

の努力に振り向けるべき騰間と資

ずかに六十一万︸手一瓢白五十三が

一九五七奪に原子力の商業運転が

にすぎす︑しかも原子炉に関連し

±二機のうち︑わずかに七ユニッ

トにすぎない︒しかも︑この数値

た支出はない︒

はCEPが原子力と比較する葱図

CEPの経済的前提を受けいれ

で選択したものである︒

原子力発電所および関連設備の

炉運転成績に関する門経済的優先

％以上であれば︑原子力冬篭の方

今田まで原子力産業罪に賞任損失

と予測し︑石炭火力発露所より発

曽

忌

ノ

ゆ

一羅

︸ξ

奪ー浅愚

ふx

疑嬉

○ホノトラホ

は︑これまで処理された物質の一

ヨンとパブリンク・アクセプタ

いて︑全国的なコミュニケーシ

および民間の原子力旛設運転にと
した︒

サイクルとは無関係であることを

ンスの輪をひろげるために発行

F︶の累積暴に関する記番会見で 蟹︑高速中養子束施設︑若干の研

もなう﹁不明特殊核物質﹂︵MU 強調一した︒むしろ︑これらは海

MUF累欄羅の発表は︑ワシンよびその他のプルトニウムや高濃
過するパイプ壁に小量の物質が付

﹁処理設備でプルトニウムが延

は︑原 手 力 を め ぐ る 月 間 の 動 き

縮ウランを利用する一葦動におけ

明らかにされたもの︒

トン・ポスト︑ニューヨーク・タ
着することは避けられない︒サバ

は︑﹁私の判断では︑保障措躍システムは完全であり︑璽大な量の

UF全墾に相墨するだろう﹂︒
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政策と現実にひらき

戦略的核物質の盗難は発生してい

匁以下の付麓があったとしても︑その墾はプルトニウムのM

ERDAのR・フライ長官代ン理
ナ・リバーの場合︑内壁に二男

るものであると説明した︒

得て︑今回初めて明かにされた数

ついてそれぞれ要請していたもの

イムスが﹁鵠報の自由法﹂にもと

だが︑国家安全保障会議の承諾を
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許司を与えた施設で生じた誤差月
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いる︒

鍛後のよすが

つた報告露によると︑今葎前半は カーター大統領が凝立重工象ル

とば︵シンボル︶を冠したにもかかわらず遼成されたものだ︑とこ

原子力設備の見通しは長期的にみ

報告欝はまた︑カーター政権の
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ギーに
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利用率45％で
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はほとんどみられず︑しかも︑そ

魑コストが高くなると難論づけて

◎カタロク及び資柱連絡頂き次第お送り致します。

している も の で す ︒ こ の 略 報 に

爾W
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いものになる︑と揺塾している︒

一九七七薙の主題である大幅領 て︑今世紀宋までに四股KWに近
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会長は︑

そしてAIFのC・ウォルスキー

エネルギー研究開発局︵ERD寒中の経済節滞から榮部の一部を

二無二︑である︒

佃野との衝突がみられた︒四月七

賄いうるとの翼解を提出しようと

二二齎万賭の払い坐しを受けた︒

度影響を警告

が経済的である︒

ニットの経済性を唯一の根拠にし

れはきわめて小額であったことか

が全会一致の支持をえた︒
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力るとの結論を出した︒精別検討

炭火力ユニットと同規模の原子力

エジソン電気協会︵EE王︶は て︑かりに脱醜装置をつけない石

別な代替エネルギ⁝資源を勧告し

ように賄えるとするならば︑どの

ゆるやかにしたり︑災難払いのた

﹁われわれは成長曲線を

A︶︑原子力規矧委員会︵NRC︶ かなり救ったことになる︑とこの

は︑熱拡散の二つの大きなシンポ

当局は︑MUFの主な原魍は︑不報告讃は述べている︒
原子力産業界は薪たに三基の原

てはいないが︑次のように結論づ

ように︑いつ︑どの穆度︑そして

〜九七六薙十野曝に発

報告書は︑

によって満されうるとの確儒があ

か︒第三に︑ギャップが他の算段

ら︑原子力施設蕎側は払い倒しを

議原子力を支持

ネルギー会議で︑強力で竸象力の
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のおののエネルギーが環境に及ぼ
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す長期的な影響︑およびエネルギ
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中に悪影響i恐らくは破局的な ー資源をいく種類か強み合せた場

設者側が過去二十年聞に維持した
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に︑考えられる代薔手段によって

るCEPの患見は︑電力会社には
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磯

磯

騨

漏

考えるためのi環境づくり

㈱原子力PR館の企画・設計・施工

乗三都1モ〜谷［×丁篤ムヶ谷3576pho聡034027601〒15ユ

化を間る必要があるからで︑この

巻︑下北など各原発廼設が計画さ

原子力学会が
東北支部設置

ため隅報憲はさきに癒二四社が発

畏︶はかねて東北支部設澱につい

つ圏の支部をここに設け学界濤動

大教授が記念講演︑ひきつづき四

原産・葉北原子力懇談会内に躍か

として益

社運譜が司能な発通しが簿られ次

て検討を急いでいたが︑このほど

の︒同日の設立総会は午後二時か

拡充に乗り出すことになったも

々璽要な役離を嫌うことになる︒

拠醸

れるなど今後の

第︑新会報へと発展することが盟

準備を終え︑一︸十九日午後︑仙台

29日に総会︑スタート

楚させたFBRエンジエアリング

経験を後続炉へ確爽に反映させる
ましい扁などとしている︒実舐炉

市五ツ橋の仙台弥生会館で設立

るい

隠半から祝鍵パーティが開かれ

讃務所も門実証炉謙薗が間まり会

必要があるため︒しかし初期実用

であることを働案︑このためユー

がいわば

業計融など決めた後︑嶺面桶農と

ら開会︑支部規約や今鋸痩下期票

れる︒

炉段階では照期実用化が必要なた

総会を開催︑発疑の段どりとなっ

研究会はさらに︑的証炉以降必

設建設に必嚢な総資金は別衷の通

ついて安成弘超大教授︑篠原慶邦

一九七七奪三

ERDA1七

／

＼営
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F8R
発注主体
め︑実証炉の臨界を待たず一基屠
ザーである露気頭業態は﹁実証蝉

塞用炉に等しいもの

の建設に満潮するといったスケジ
た︒

日︑重日・平河町の日塞海運慣楽

学会と共同で来たる九星一十八

して支部罠に蕎田光雄東北大学教

の建設︑週転業務で運営管理に当

慰籍の権蔵でもこれを踏舞︒海上

部でシンポジウム門原子力システ

東北地域では福煽第一︑第二原

ュールが繕まれた︒実幣炉は一九

傑安庁が地質︑海象観測︑海水お

べきで︑初期実用炉も主体となっ
徐々にコスト︒ダウンが暴れるも

よび斜鼻の放射能バックグラウン

たる﹂など蛍体購な役割を果たす

とした弩え方を打ち出している︒

た休制で臨む必要があろう︑など

ントでもありなお割織なものにな

のの︑実転炉では初の実規模プラ

ム確立のために﹂を開く︒

九〇年代半ばから毎鎌一纂の翻舎

六茎が運転入りとなる勘定だ︒

までには初期実議題から数え五〜

濁の役謝は規格基躍の確立ほか︑

ド調査︑気惚庁が深麗流︑糟密海

で建設する謝画だから︑今世紀宋

こうした開眼スケジュールを前

洋観測︑気象研究所が漸悟付近鉛

要な資金規模についても立紙︵現

海洋環境のデータを開らかにして

教授︑河村和孝東工大教授の四

畷路能監視指針﹂

月︑㎜肴︵MF︶

⑧﹁核燃料翼処理工鵬における

七よ一四

放射性核分裂生成物としてのトリ

GERHTR⁝⁝五六

紹介文献に関するリプリントの

F︶

樹報サービス薯業部へ茨城県那珂

お串込みは原研内︑原子力弘済会

六蕊︶へ︒

郡東海村・○二九二八−ニー五〇

pトoneO37三｛｝1601平ユ52

スクノオ

菖業所

研究会

Nまでに明確化
新会祉設立し対処を

メーカー
わが騨における高射炉開発はどう遣めていくべきか一〜科学技術庁は今瀞三月から原子力局内に
﹁高趣炉開発の実施方策に開する研究会﹂︵一二鵬良繍委員撰︶を設け強討を彊ねていたが︑このほど

その蝦護難が議と濠つた︒それによると︑商繧炉開発は原型炉﹃もんじゅ﹄につづき各哲万KW級の
実証炉一基︑初期実魁炉複数墓を建讃︑実用炉へと継ぐ路線が盟ましいとし︑このため遅くとも一九

ビジョンが圓豪つたのは︑わが国ではこれが切めて︒政府は関係各界識養から旗る検討の堀を設け誌

ろうと推測︑建設単価は同規模軽

より技術︑後蕎により儲頼性と経

グ部門を総合︑罵兀化した新会社

在姫格︶しているが︑これによる

り︑約二兆二千億円に達する︒

海洋調査ではまず海底に投棄す

氏が講綴︒ひきつづき午後は一躇

における原子力開発﹂をテーマに

パネル討論︒安氏を総禽司会に︑

壇花秀武渠工大教授による蒸調

く海洋中に分布されるとの袴え方

半は海底の移漉︑拡敬によって広

一部は海憲に沈着するとしても大 半から五隣まで﹁エネルギー政策

る放射性物質は難溶性のものでも

原研主任研究貫︑近藤駿介策大助

と︑建設資金は︑実紀化段階では

譲

いく謝麟だ︒

ちうちできるよう技術基盤の定着

握

いるほか︑盛行炉での建設・運転

同工繕本部筋は﹁今園の

ノ！づ多！ノクー！！！ノ多ググ！⁝多！！！多ク！！

状態の

策霰は福島興下で二つの原子力

！タ！グ！ググノノヲ！多多多一！多ク！！〆！！！！ノ多！多多多タタ！多多5

﹁柏崎刈羽炉は安全﹂

発電藤建設を孚がけ︑すでに三機

を穂極的に行鋤で

が運転入りしているが︑労繕が康

承したもの﹂と強調︑このためと

御成
発問題と真草から取纏み︑冤解を

くに安金灼策等ではあらゆる労使

は内部に閉じ込もったままの

まとめたのは異例のこと︒公霧問

報告をもとに佐伯謡一野村総研社

闇協議の場を悪用︑その拡允を二

を前提に︑底纐︑中深繍での放射

機︵BWR︑出力百十万KW︶題
の︵火力︶が鹸を越い︑そして原

た岡社樒晦刈羽原子力発電所一議

穰極推進へ 東電労組が見解

藁奈鷺力の労働蟹族︵野村昭冶
執行玉葉長︑綴愈畏三万六千入︶

向坂正男総醗理購長各パネラーに

よる論議が展開される︒参加無料

闘資料文献案伽㎜

①門核燃料サイクルの経済性〜

ORNL一

九七七年

三月繊ぐ︵MF︶

九七〇⁝一九八五﹂
認し︑さらに観測によって拡散牌

TMl五七Ω二
どして灘浜での核種の挙動を求め
るデータを収量︒また中深溺の海
洋構造調査では一般海洋観測法に

②門ERDA施設における環境

均一懸での流速を明らかにするな

配から拡散溺︑均一爾の存在を確

でのラドンの分布︑海水の密度勾

は海底から数十〜薗塀程度の底懸

はじめ隊層での移流・拡敬調査で

レベルまで定常的に測定するのを

対する最大許容懸の百万分の一の

90︑セシウム餅について職業人に

中のコバルト60︑ストロンチウム 動轡理惣︑三井満男エネ研曖事︑

長︑豊田正敏策霞取締役︑大山彰

鐸︑牧浦隆太郎東芝原子力本部

性核種の挙動に麺点を軽いた調董

宮叢側に要求していく方針とい

までの海洋環境調査は安全評価を

を実施︒歯釜能バックグラウンド

子力発露は安金性を薫点に今がピ

働きかけ︑別に原子力発餓開発に

建設に関し﹁原子炉安養魯二審箆

批判的な諸邸体とも濫発を交換す

定の政籏婁員寒でとりあげるよう 調蓋として海水︑推積物︑二物禮
〇％が海外依葎のわが国にとり︑

るなどエネルギー確保にスポット

う︒電労連に対しても近く開催予

原子力発電開発に比璽をかけてい

を護てた議論を展開︑原子力発議

えながら︑﹁エネルギー質源の九
分評燭できる駄とした見解をまと

かねばならないことは必然鰐な条

ーク︒莞解はこうした現状を鍍ま

め︑発表した︒

件﹂とした基憲認識も明らかにし

会の考察内容は現状における亀嵩

粕騎刈羽炉は玉子力委員会原子

開発への愈慧づくりを急ぐ霧え

の技術焔冤によるものであり︑十

炉安金箭再審盃金による原子炉施

労使一

だ︒

ており︑關発磁極化へ

となった推進の姿勢を打ち出

ル放劉性幌謡物固化体の試験的海

昭和五十三年頃をメドに低レベ洋処分の繊境蜜金評頒﹂の﹁これ

鵬試験的海洋処分計画で

長期海洋調査を実施

している︒

体

設の安全評価︑平鯖時および購故
時の磯曝線量と災憲評価︑地質や
地盤の堅牢性等々各面にわたる禰
密な撰査の結果を受けこの一日︑
串講から二俸五か月ぶり設麗誇鰐
がおりた︒晃解は︑この設麗静可
に際し審竃に当たった安金導門審
査禽の検討結果について州十分評
価できる﹂と岡鍔組叢誌判断に墓

よる温獲︑塩分︑栄蟹塩の分布の

められるなかで水客雀︑気象庁なかったとはいえない﹂との考え方

チウム︒希ガス︑沃素の処理と分

つく考え方を打ち出したものQ兇 洋処分爽施のための準備作業が進 する上で必ずしも不十分な薦がな

ど関係庁︑研究機関による海洋環

測定︑核種を利用しての表暦から
暴はその中で︑安全脚病でとくに

境調査が投棄候海域B地点︵北緯期にわたる調査を行い万金を期す 測定などを実施し︑放射性核種の

原子力システム
確立のために

総研がシン求ジウム

だ︒

移動速度を明らかにしていく予定

深願に至る間の海底の混愈速度の
焦点となった地質︑地盤問題に関

にもとづいて︑さらに広範囲︑獲
しては﹁気比の黛断藺以外は無視

三十度︑東経首困十七贋付近︶欄ために行われているもの︒
試験的海洋処分のための海洋調

これは昭和葦十一犀十月に原子査については昭秘四十七一四十九
力安全局が低レベル放射性廃棄物種展の三隼間にわたって海上保安

〜九七五隼七月鵬否︵M
できる﹂と指摘︑﹁仮りに気此の

辺海域を中心に進められている︒

を海洋処分するにあたって蜜全の

溝運クラブで
総禽研究開発機構は臼宗原峯力

離﹂
窩断麗が酒断繍だったとしても︑

薦から環鈴にどの程度の彫響があが興趣となって太粟興の四候補叢

施設の耐曝設計はこれに対し安金

おり︑疑間が問われた断魍論争に

性で＋分余裕のあることを示して

るのかを謎語評価した﹁試験的海点について調査が行われており︑

庁︑気象庁︑気象研究所︑水薩庁

る︸と断定している︒

技術的な判断が下されたと謡え

飼ゾ1901fl

D∈SK襯AN［）C㎝S初願Tl（期

八○奪頃豪でには三盛ある発注主体を明確にする必璽がある⁝iなどとしている︒高島炉開発の長期
各橿の塁礎的研究開発と有効な財

水頓の二障程慶が必要になろうと

じゅ﹄建設へとひき継がれていく

炉と爽証炉が各一転つつとされた

済性をそれぞれ実証の考え︒原型

を設立するなど新たな体制を敷く

同頗は年前九蒔閥十五分開会︑

役割に遅し原型炉段階と実証化段 源描躍︑とくに原型炉から実読炉

提に︑隅報衝はその中で各機関の

ことになっている︒しかし︑﹃も

必要があると指摘︒国際競攣にた

めを慧ぐなどひきつづき計圃を軌遇に魅せていくための準備にとりかかる補えだ︒

三顧研 究 会 は ︑ 昨 鎌 八 月 に 膿 畢

んじゅ魅以降の実証化炉計画につ
のはこの段階ではまだ技術面で開

階に二大別︑とくに原型炉段階で

力婁員金川門部会から体制整備が

発分野が広くリスクも多く含んで

ケジュールを検討︑この幽間︑開

と

成など︒

必要な魯指摘があったのを受け︑
いては騨門部会報告で︻大型炉建

で︑興体的な開発方策は何ら固ま

設が必要﹂と指摘されているのみ

か︑主としてメーカー体劇のあり
っていない︒このため研究会は︑

発推濫を間るにはどうすればよい

方と開発各段階における関係機蘭
まず︑実証化段階における開発ス

鞍壷姫以降実薦化までの円滑な開

あるべき

の役調等に熊点を絞り

発は原型炉につづき実証炉一基︑

を検討︑このほど報告欝とり

姿

妥当な姿

初期実用炉二〜三棊を建設︑実用

まとめの還びとなったもの︒
わが國の高速炉際発は︑この四

炉へと継ぐ路糠を
して打ち出している︒実謹炉︑初期

実用炉は再万KW級炉で︑前者に は二十日︑さきに重重許可がおり

⁝

解

野鯨

業
産
月その第一段階となる認速実験炉

凹常陽駈が臨画︑一九九〇隼代楽

ぱの実糟化を還漏し原型炉﹃もん
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新

業
産

専F部会

緬研究はまだ緒についたばかり︒

今後効果的な核物質防護体制の整

核物質防護システム設計とその評

緊急事態の発生規娚で︑治安轟局

が必要︒このため研究開発課題の

備には関係研究開発の強力な推進

機の描躍について判断などを行う

の活動と並行して︑不法移転され

体系的整備を行い︑関係国と国際

⁝二二五の区分を採用することと

核物質防護の
充実強化方策

た特殊核分裂性物質の回収に際し

協力しつつその推進を麟る︒研究

辺または輸送の際の警戒濤動︑緊

核物質防護制慶の充実強化を図

技徳的助力などの対応妄動にあた

開発がまだ初期段階にあること︑

綴織体制を確立すること︒︵猟︶

るため︑政府は︑当薗︑次の方策

るチームを︑既存の関係機関の機

南場性に乏しいこと︑機微な悩報

した︒

を講ずる必要がある︒

おくこと︒

能と能力を踏まえて予め整理して

防護の要件は︑不法攻撃遥成を遅

備

核物質防護の問題は︑社会の実

4︑国際協力の推進

の推進を図る必要がある︒

ことなどから︑政府は穣極的にそ

3︑関連研究開発の撚進

ても︑濃縮ウランの輸入や使用済

を進める動きがある︒わが国とし

ら王AEAを中心に国際的な検討

Ψ

急時出動など迅速︑総合的な対応

要である︒

1︑法制爾の整備

滞させることを基本に作成︑不法

態に応じて検討されるべきで︑す

核物質防護措置の実施上︑侵入

一それは東芝のモットーです一

措躍のとれる対応体制の整備が必

核物質防護謝度の闘的実現のた

わが国では︑特殊核分裂性物質

ている︒したがって︑事業者等が

の関係法令に基づき規棚が行われ

攻盤を制止し鎮圧することは︑治

事業覆等が実施すべき核物質

実施すべき核物質防護描置に係る

安当局に依存するとの占え方に立

︵2︶治安当局の対応体制の整 を必要とする特殊分野を包禽する

規制は︑これらの既存の関係法令

に︑特殊核分裂性物質の国際間移

ぐれて地域的な周題であると同時

の管理に関し︑原子炉等規制法等

の枠縷みを濤園することが︑適切

脚している︒したがって象門番等

応措縢行動プログラム作成と対応

警報装置などの防護胴の設備︑機

干ユ00東回都港区三田疏∫鑓13番12弩TEL痕癌（03）454−7111（大代）

核物質防護の条件
裂性物質の輸送︵以下﹁輸送﹂︶
め︑審業者等が原子力施設や輸送

安当局に通報するとともに︑治安

かつ現実的︒このため︑既存の閲

による核物質防護措罎の実効を鰯

転の機会の著増︑特殊核分裂性物

係法令に塁づき︑遂次︑それらに

質関連の不法行為による影響の翠

プログラムに即し事業者等︑政符

総

鮮霧海雛

ゾ繕

霧欝．

原子力本部

原重力委員会の核物質防護專門部会が±︸百︑わが国の核物質防護の嚢件と充実強化方策について
に対する妨害︑破壊行為の発生を

分に応じ︑別表2の各項欝が藏た

で実施すべき核物質防護措置の要

が発生するおそれがある場合また
される必要がある︒この要件は︑

件としては︑刷表1に掲げる各区

は発生した場禽︵以下﹁緊急時﹂︶

原子力施設や輸送に対し︑不法な

と②不法な移転や妨審︑破壌行為

社会的影響は極めて麺穴となる︒

の遜恭︑総禽的な戴応書置を可能

未然に防止する条件を確立するこ

特殊核分裂性物質の防護にはより
攻黙があった場合︑その攻撃を速

こうした駿的を実現するための
当局の灼応までの間︑物的な防護

やかに把繁し︑その旨を適確に治

核物質防護制度の基本枠組みとし
手段をもって︑攻繋を遅滞させる

助が適確に提供されること︒

一層蓋然な考慮を払い万全を期す とするのに必要な偶報と技術的援
必要がある︒

防護制度の目
て次の構成が響えられる︒

すには密接な逮携が必要な槍安当
局の体制整備が不阿欠︒このため

雲的広がりなどから︑国際共通性
ノ
を強く求めら撫る︒特に近時︑核

いる地理的条件などの原子力施設

関係機関間での役割︑翼体捲置・

㈱輯y

安全で環境に調和した原子力発電所

︑搬

翻原子力発耀設備一式（療子炉、核燃糾、タービン、発躍毒

まとめた第一次報告趨を発表した︒社会的環境の変化に慮じさらに免思しが行われるが︑第一次報告

材の輸出国聞で進められている輸

的と構成要町

必要な要件を付加し︑法制面の整
備を進めることが必要︒不法行為

たは輸送の際の警載活動︑緊急時

治安当周による原子力施設周辺ま

物質輸出国が輸入国に対し核物質

は︑国際的にも信頼性のある核物

防護を強く要求している状況下で

層の拡充

の出動など対応能力の

︵3︶関係行政機閲の連絡調整

強化が必要︒

核物質防護は︑欝察

が︑核物質防護の特殊性から国も︑

の特性・各種輸送形態の特性その

一方︑国際間輸送の核物質防護

参蓄に︑わが国の核物質防護制度

盗難などの薯件が発生しないよう

方策を撮め弾力的に適用︑今後の

他特殊な薯情を考慮し︑代替的な

賦

鑓品鼠

は﹁緊急時には事業者が物的防護で治安当局の対応までの時間かせぎをする﹂報えを骨子に防護のあ

子力資材輸出入の条件の一つとし

さらに︑核物質防護の問題が原

り方をまとめ︑強化策を提言している︒同報告霧の概要を掲げる︒

核物質防護を

めぐる動向
てとりあげられてきたことは特に

ウラン︑プルトニウムなど特殊核
出ガイドラインの検討でも核物質

注國される︒一昨薙来︑原子力資

分裂性物質の取扱い遜が︑世界的

防護の問題がとりあげられてい

原子力利用の進展につれ高濃縮

に急繕し︑その輸送機会も署しく

ことを基本に一般的︑共通的指針

玉NFCIRC⁝二一孟の発表
を送で実施すべき核物質防護措
や輸

として作成︒また︑この要件は︑

置の内容を開確にし︑その義務づ

轡に対する特別な罰則体系など
防護矯設備︑機器などのハードウ
ェアと枢要な区域の設定︑当該区 は︑壁際動向を見極めつつ検討す

︵1︶国は︑側々の原子力施設

二月と⁝九七六鋸十二月にそれぞ
契機に︑内容がかなり明確になっ
けを行い︑その遵守︑履行を定常

核物質防護のあり方については

暴力簗団などの不法行為に対する
れ原子力輸出政策を発表し︑原子
たが︑まだ流動的な要素を多く重

る︒またカナダは︑一九七四年十

不安も高まり︑切歩的な核爆発装
力協力協定の改定交渉に入ってい

酬えている︒一方︑組織化された

躍の製造知識やプルトニウム不法

緊急時の対応描鷹につき︑迅題

︵1︶緊畳語の対応体制の整備

2︑対応体制の整備等

る︒

散布の知識が広まりつつある︒こ

域の人の出入の管理︑監視︑防護
関係組織などのソフトウェアを一

的に確認する︵規制の体系︶︒

体として︑茎本的考え方を満足す

んでおり︑今後のわが国の社会情
︵夏︶事業者等は︑義務付けの

るが︑その交渉で︑原子力資材の

遵守︑観行という形で規制の体系

輸出条件の⁝つとして︑輸入国が
動向を見極めつつ引き続き検討が

うした状況を背景に︑核物質の盗
適切な核物質防護措置を講じるこ

勢︑原子力利用の進展状況︑国際

取や原子力施設に対する妨害︑破

べきものである︒したがって︑こ

核物質防護に関し︑共遡的二項の

を賃現化する︒これは︑基本的に

質防護搭鷹を講ずることが肝要︒

必要︒現段階では︑難壁の第一歩

体制の整備

とを要求している︒豪州も今駕籔

調査︑研究麗発︑国際的ガイドラ

壊などの瑠仲の発生が危惧され︑

庁︑科学技術庁︑外務雀︑遜商産
の要件は︑原子力施設が置かれて

で総禽的に対応できる体制が整備

としてINFCIRC⁝二二は五
各を
薯業者等の資任でなされる

インの整備などの面で国際協力を

月発表した保随措置に関する新政

業省・運輸雀など多くの行政庁の

世界的に核物質を不法行為者の手

所掌に係り︑また核物質防護の内

策で︑同様の趣旨を明らかにして

現行法活用し整備⁝を

されることは︑核物質防謹体制の

から防護することの璽要性が強く
いる︒このように︑適切な核物質

確立に不珂欠の前提︒対応搭置の

認識されてきた︒

積極的に進める必要がある︒

については国の管轄擢︑防護奏任

容はその時々の祉会的環境に応じ
て整備が必要なことから昭秘五十

多くは︑政府図心にあたるべきも

年九月設置の核物質防護に関する

国際原子力機関TAEA︶は⁝防護描躍を講ずることについて︑

て実施体制を整備する︒このため

国際的に一定の約束を行うこと

ので︑政府が関係機関の協力を得

九七五年九月︑加盟各国の核物質

を検討することが現箋的かつ適

ことが必要︵笑施の体系︶︒

野業番と一体となり︑万全を期す

濃漿厳しい国際動向に対応

の移転︑相手國制度との調整など

が︑原子力資材の移転に当たって

特衡な聞題もある︒こうした点か

防謳制度検討の際のガイドライン

関係雀目連絡会議を酒用し灘係行

の不可欠の要件となりつつある︒

次の諸点に攣急な検討か必要︒

として﹁ザ︒フィジカル・プロテ

切︒わが国の核物防護制度の圏的

に支障がないよう検討に横丁的に

み燃料の海外再処理のための移転

は︑当面︑次のこ点を中心に警え

︵1︶緊態晴の程度に応じた対

政庁の緊密な連絡調整が璽要︒

また核物資防護に関する多国間の

強化の必要性

わが国の現状と

マテリ ア ル ﹂ ︵ 以 下 ﹁ 更 K FCI
協約づくりの動きもみられる︒

クション・オブ・ニュークリア・

RC一二二五﹂という︶を発表 し
各加盟国に︑核物質防護制度の強

の研究開発は歴史が浅く︑近隼懲

麗などは非鵠に有用だが︑これら

屡分！1（略〉

力

原

どに応じ今後引き続き見随される

技術的進歩︑社会的環境の変化な

︵豆︶緊急時の事業者等からの通

三選などの薯前調整を行うこと︒

︵斑︶規制上笑施の体系を円滑

．〈（㍗待御剣分袈牲物質の貯蔵は内部区域1勾設羅の貝亨蔵施

化を呼びかけた︒並行して︑来︑

に機能させるため︑蘭連研究開発

報受理嫁制の整備を降ることおよ

全量などによる不法な移転や特殊

＊放射線露的にイ撒騒以i・のものは免除される

る︒①特殊核分裂性物質の窃取︑

鼓の教台Jl麟①従業員に紺し、職務に応し核物質防護の

わが国では︑核物質に対しては

教台談1練を行う

英︑西独などはそれぞれの国内華

の締論までの間は︑ケース・バイ

概の詳細帖報はイ：必要に分散されない （8燦急時の対応
体制確立①治安 1三局等とチめfj合せた1て緊急時の対応
｛本制を確立しておく 19設備、機器等の・験保勺①核物

・ケースの処理が肝要である︒

区分無（略）

参加︑対処が必要︒こうした検討

備冨との間に通報手段を確保③弊備写から治安 呈〜局への
逓報丁段を確保④冶安 1看局への通報手段は無線等を薦み

遼に努力が払われっつある伏況︒

繊写）との問に通報手段を確保②区域内のL要箇所と警

また︑各原子力施設レベル︑国レ

に設：置④総掘装置は警備入の連続的猛視トにわく （6＞連
絡通報｛翻・匪の整錨①勤務中0）警備入と警f篇入の詰所（鰹

び受理通報内容を把握し︑状況に

酬愛入警帳畏躍等は重口頼暫があるもの②蓄要侵入警報装
解等は、 一次電源喪失の蝪合、独立電源から行動てきる
伏態に保つ③衣示技羅は1）ぐ域内又はこ4tに接近した場駈

べきものである︒

終報装滑を設置⑤貯蔵施設の出入茜はF掛搬午可者に茸」嘩阪
⑤貯蔵施設は警備人か巡視 （5＞侵入警報系統σ）確立維持

の推進を図る︵支援の体系︶︒

設内てのみ行う④貯蔵施設は堅陣な構造とし、錠、侵入

核分裂性物質の取扱い施設︵以下

質の使用は内部【メ域内てのみ行う②使用中の特殊核分裂
財1物質は常時rメ域娼入者又は警備入の連続的滋提トにお

原子炉等規劇法など閲係法令の実

内部区域0）入ロに今属探知脹、幽口に核物質検知器を円
陣⑨警備貴のいない出入目に錠と必要に目し侵入驚報装
撒等を設蔵⑩錠は穣製の可能鱈を最小とし、適当な聞隔
て取換ん又は構造変更⑪鍵に級隔てきる者は極めて少入

ベルのトータルシステムとしての

は燐1⑦区域の出入口で荷物・中両を検査⑧必要に応し

区分の設定は︑INFCI応R
じC
必要な関係機関へ連絡し︑臨
六界

1 使ナ霧中及ひ貯蔵申の核物質防護の要件
q）核物質防護区域の設定①区域を設定②設定は二品訳
し③外部区域はフェンス等の障壁て囲う④外部区域境界
に照明装備測轡⑥内部賦域は堅固な構造の障壁て開う
く2）区域の監視①区域は驚備人が巡視②心添核分裂性物質
取扱者は累常の櫓無を士級者に報告 （31区域の出入管理
①職務ヒ常時区域出入蕎は事萌誹言者に制限②常時区域
出入者の出入は許可証明滅て管理③臨時区域出入者は事
前許可者に鯛限④臨1寺区域出入者の出入は許可証明物て
管理⑤鶴時区域出入者の内部区域立ち入りには常時区域
出入蕎の常時付添いて管理⑥区域内議贋自動暉の立入り

九六九鑓に原子力規制委員会︵N

?１0kg

麗を講じた︒とりわけ米国は︑︸

@一

一方︑冶安当局の原子力施設周

臥孫王

﹁原子力糎設﹂︶または特殊核分

@＝

q10kg歌

施運用により︑種々の防護措置が

姦1kg＊

?１Gkg

RC︶規則︑10CFRパー講ト
3︑わが国の主要な原亭力
じ7
られ

田

q1縦：業

組織体制の撃繍1①拳亥物質防護の組織体棚を整備

旛設の防謹状況はINFCIRC

@地内
尢A送中

⊥一こ葦の核物覧防護の要件に照

@地から離

﹁フィジカル・プロテクション・

巨

@設

オブ︒ブランツ・アンド・マテリ

しかし核燃料を海外依存せざる

Hく謝済

ﾝ燃料

らし︑概ね満たしうるといえる︒

を得ないわが国として原子力利幣

○厭チ炉敷

アルズ﹂を制定し︑その後数次に

わたり改正を行うなど核物質防護

た︒今鎌 肩にはIAEAがI
N進には︑核燃料の安定供給確
の推
二 五 の 見 臥 しのた
像が極めて重要で︑この見地から
国際的儒頼性を確保すべく法制面

@れた貯国庫

○再処理施

帑U輩∫炉敷

措躍の強化を欝欝的に進めてき

FC王RC⊥
殿界各国でガイドラインとして好

の整備を進め︑箋施すべき核物質

わが国の核物質防護制度に対する

意的に受けとめられ︑一 国闇原子

防護措置の内職を開確にし︑対応

5kg》1Rg

東京芝浦電気株式会社

鞠

亀

＝

醗

分
区

（10｝

∫し、1、，頼轍を維持

質防趣設備、機器等は庶検、保

（7鯖慰脚①核物質防礎措
合わせた孫のものとする

めの專門家会議を關催︒同文諮は

力協力協定にも引用されている︒

︵例えば火薬︶または有憲物質

核分裂性物質は在来の危険物質

パート73に原子力発電所に鮒する を払う必要がある︒また特に特殊

また欝欝は︑今無三月に10CF体
R制を確立するなど今︸魍の努力

件を追加したほか︑七月にはこの

一盗難などが発生した場合には︑

︵例えば毒物︑劇物︶に比べ︑万

（4メ待丁目分裂督物質σ）管理σ〕塒殊核分裂韓物
数に制製

核物質防護の要件
別表2

皐5kg

孝2kg

≦5009＊

2kg》5009
≧2kg
ｷへての化学的撫肩
Q33

木照射
ウラノ

ｭ109＊

@20％未満一一濃縮度10％，艇満

≦5009＊

n9》109

ウラノ
Q35

妨警︑破壌行為に対する防護の硬

呼

輸送申の核物質防遵の要｛ノ1一（酪）

2

パートを大鎌に強化する改正築を

提示した︒

木照射一濃縮度20％以上〜濃縮度10％以ヒ

2kg》・5009

e2kg
齊U逸しやすいもの

?ウム

末照射一散逸しにくいもの

プルト

1

讐
形
質
物

核物質防護の区分

別表1

（6）

第894号
（第三種郵便物認可｝

子

昭和52年9月22日

第895号一
H召不口52年9月29日

毎遍木曜Ei発行

購饒料1年分葡金4500円

1部100円（送料共）
臼

第2臨時

墨﹄

政麿︑承認へ全力投入

科 技 駐

日韓大陸ダナ協定それに鷹鉄︑健

しかし今国会では三論越しとなる

移管協定による隅際原子力機関査

もとづき輸入された核物質に対し

田加︑日仏︑日籔各原子力協定に

認が得られなければ︑これまでの

での協定承認へ政㈹による全力投

国際儀母上の問題もあり︑今国会

設定箸々がそれらだ︒しかしこう

も水泡に黙してしまう︒

入が望ま期されている︒

ぐらいは貯めこめるよう能力アッ
プしょうという貯蔵プール増強の

る︒このほど田本原子力二本上社

動きが︑このところ園立ってい

一八○％を一

三〇％にする設躍変

菓海第二発電所のプール貯蔵能カ

ソトープ周﹂﹁保障措露闘﹂のそ

国際原峯力新開︵IAEA︶は
業務周﹂﹁蟹哩局﹂﹁研究・アイ

ことが等厚業務︒

野で研究開発を進め技術覆諾する

療へのアイソトープ利用などの分

チウム分科会屯査を務めている︒

門部金器門委員︑核融合八議トリ

委員会の原千畳施設等安全研究蝉

圃が異体化している︒

含め大半の発電所のプール増強計

安金チェックをクリアーQこれを

に主題ないとして原子力委員会の

更が耐霞設謝︑零度上玉対策など

れぞれの運懸魚任を負う五人の蟹

垣花氏は大正九葎六月生まれ︒

野馬は︑臼本円にして約葭三十鱒

していっでも一〇〇％収容できる

弾燃科全蟹を取り出す事態を想定

ら四分の一︵三〇％〜二五％︶を

提︒加えて装荷趣繕の一一︑分の一か

所教授︒この間四十七無六月から

授︒三十九葎から原子騨工学研究

傾向の改蕩につながるものとして

今園の高位ポスト確保がこうした

る︒

蔚数十％への引上げを図ってい

盤繍

長〉

卿

カウンタを採用。曲感渋で女矩

したβ（zl線

購定がてきます。

＼

ことができます。

扉がロソクされます。

＼

また、朽染か検出された場合には

監視する画期的な戯i習です。

＋月五︑六の両繍パリで開催の

れまでに大型実験装躍灘画と強力

の照射損傷実験を行うもので︑昨

子源となる加速器を建設し︑材料

臼ロンドンで開いた会合で原子力

⑱検娼器は、人融積のカスフロー

力の纂鰭であ歪縫嘉整

薩の参加㈱が実施協定に調聞︑開

委農会漏︵FPCC︶が進める国
IEA閣僚理購会でそれぞれの副
際協力計醐︒超電導マグネット計

る︒わが暇は今庫度には予算の襲

発三岡に向けて国際通帯を深め

付けがないため参加慈岡を表明す

両は︑楽オークリッジ研究所で六

する超題轟大型コイル開発︒米︑

に調田︑参加する方針︒このため

るにとどめ五十三黛農に協力協定

つの大型コイルを澱みたてて試験

ユーラトム︑スイスが参加︒六つ

科技庁では五十三無度の予篤確保

のコイルのうち米国が三つ・ユー
ラトム︑スイスと原研による参加

に万全を期すことにしているQ

中性子源計画を実施に移してい

IEAの核融盒調整委農会はこ

意向を表明している鐵本が各一つ

○蕉に実験開始にござつける睡

すっコイルをつくる方斜︒一九八

臥︒

欝はユ；ラトムが悪顔し︑各國が

鋸五月︑わが国も協定に薯名︑原

研究暫を派追する計画︒米︑ユー
ラトム︑トルコ︑カナダが参加︑

研が加盟したが︑肝心の米園で予

機器・資樗の輸出ガイドラインを

算がとれず頓座を来たしている︒

わが繍も原研と大学を申心に参加

ールが建巖内にあり︑聴器炉では

府筋によると︑内容については議

プールそのものの拡大ができない

長図の英国が近く合患難項をまと

設定することで命懲に達した◎致
配闘する増強対策となる︒すでに

めた諮簡を参加国政縛に送付︑岡

ためラックを問題ない範囲で密に

三号炉が二二五％に︑中部電力浜

報告︑発表される予定という︒三

意を纒たうえで国際漂子力機関に

梁張醒力福島第一発電所皿︑二︑

〇％︑中国鱈力島根炉が︸九〇％

でINFC露P︵国際核燃糧評価

月十九︑二十の両田︑ワシントン

岡〜弩炉が二〇〇％︑一一弩炉﹂一二

の能ヵアップを進めている︒これ

ており︑発表はこのあとになる児

誹画︶会派が開かれることになっ

らはいずれも一五〇％からの増

慰柏騎・測羽書は二七〇％のプー

ウラン輸入圏側から要求の強い輸

また沼本︑ユー7ム諸国など

込み︒

強︒また先に蔚櫓許可の下りた菓

ル贈蔵容職を計薗に組み込んでい

一方︑プールが原子炉鋸盤の外

命でスウェーデンを議長国に作業

出多琢規制の防比についても今尊

る︒

にある加湯水型発電所では増強が

た︒

グループを設置することが決まっ

比較的容易︒貯蔵能力増強計圃が
すでに出揃い︑興休化している︒

二腎炉二三〇％︑尚顔一︑二弩炉

関爾電力美浜一︑三帰炉二七〇％

に供給してFP︵核分裂生成物︶

初めて溶解液を分離第一サイクル

圏のせん断作業を行うとともに︑

使摺済み燃料四体を用いて第二園

藁源村の再処理旛設で︑JPDR

動燃顎業団は二十八日︑茨城県

動燃再処理施設

初めて溶解液を
二七〇％︑冷飯 署炉ヨ七〇％︑
九州霜力玄纏一意炉一石O％︑二 分離工程に供給
一δ○％となっている︒穴子の

層炉〜一一罵一〇％︑四国鱈力伊方一腎

炉

計醗が二〇〇％からの拡大である
ほかはいすれも〜三〇％からのア
ップ︒

輸出基準で合意

に照体ずつ禽計約ニナをせん断ず

の挙動を調査した︒十月半ばまで

る︒柚出工程金体の試験は十月中

十月末公表へ
qンドン先進国会議

旬から︒製織取り出しは同下灘︒

原子力輸出先選国会議︵通称ロ
ンドン会識︶は二十︑二十〜の羅

〈特

24｛1田神戸」業㈱において放射線

遷重藤醤

i六〇︵田︶︑TFTR︵来︶︑

る︒大型実験装置の謝画は︑JT

臨の交流︑轡門家籍會などの協力

瀬戸際の保障搭置協定

一方︑プラズマ蟹面梱互伶用謝

査察が適用されることになる︒こ

を行うもの︒強力中性子無計画は

画は︑西独ユーリッヒ研究所に建

第八十二臨蒔園会は二十九日召集︑十一月七日まで会期四十厨間の日程で審議入りした︒原子力関
のためわが畷は交渉に際しその簡

疑を利㎎して︑プラズマの不純物
の一転として︑08CD国際エネ

により同条約で交渉開始から十八

保等々璽要案件の審議に多くの時

障描躍体制下では核燃料サイクル

察を受け入れてきたが︑NPT保した多くの 改良 も国会での承
努力

貯蔵プール能力増強
鯛五年分確保に照準
馬済み轡料ラック︶の数を増や

設されるトカマク装謂T鴛XTO
JET︵EC︶の間で研究蓄や照

係では原子力墓本法等一部改正︑原子炉等規制法一部改正︑康船環業療法〜部改正各法案のほか核兵
素化と命理化を強く主張︑モデル

スタートさせる超電蠣マグネット

科学技術庁は︑核融合国際協力

器不拡散条約︵NPT︶に伴う保障描躍協定承認の四案件がいずれも前国会から継続審糞となってい

烹細鱗

計画︑プラズマ壁醐網鷹作胴計画

提案を採用させるなど

米ロスアラモス研究所に強力中性

に全力投入の構えだ︒しかし今国金では屓韓など間題法案の審議も多く︑このた

もので︑八○隼の実験開始︒建設

成立

を擬ってきた︒国体的には国ある

に穫樋鮒に参加する方剣を固め︑

五十三蕉度に祠謝画参加のための

いは地域贈館による保陣描置シス
テムの積視︑査察活動における統

か月以内の締結が義務づけられて

闘が劇かれそうで︑このため協定

これまでわが麟は臼来︑日英︑

う︒

いるもの︒数慶にわたる国際原子

の承認は先行き予断を許さぬ状況

ダキ禽わせ改正されることになっ

原子力発名所敷地内の使用済み

両琴芝は王EAの核融命研究協 の懲醐を褒明している︒

力機関との予備交渉で実質命愈を

にある︒傑津島置協定承認は撮障

予籏化描蟹を愛志する︒

みていたが︑これを踏まえわが国

描躍国内体制拡充の趣旨から岡騰

躍協定もできあがり三月四日調
ていることもあり野党反発は必至

の萄効化︑蔵察の場所と業務騒の

は六月四膿から正式交渉入り︒し

に国会に提出されている原子炉等

計的手法の導入︑機密保持の一層

たがって︑今葎十二月三日が締結

規制法一部改正法案とも関運をも

印︑国会に提出済みだが︑岡協定

で︑こうしたことも協定承認に大

艶福に対し︑それもかなり厳しい

交渉で前文と本文全山牽八か条お

は衆院外務委員会で趣旨説明が行

し︑これまでの三景分から五奪分
傘立て

︵使

燃料貯蔵プールの

二十三鎖開いた理購会で︑岡機関

昭和十九奪九月東京帝国大学理学

一＝柵＝＝︻冨開二二＝二＝＝営一＝＝甲＝一＝一＝＝＝冊曽一噺二＝一＝＝瓢＝＝一＝ニ＝＝一肌＝＝＝＝鑑冊＝＝＝一︻補＝＝一コ＝階冊隔一一一一二一＝＝＝ニ＝＝一：＝＝囲雛

きな影饗を及ぼすことになりそ

研究・アイソトープ局担当箏務局

国警千四颪人︒置花氏が優命され

務局次長がいる︒職興は五十数か

円で︑わが国は来ソに次ぎ第三位

円を分担しているが︑競在課長級

﹁空縮﹂を備えておくことが萌

以上の士級ポストに就いているの

毎年使用済み轡料として取り出す

にあたる七・四％︑約九鰐六千万

〇

i七年名鑑歴大理学部助教授︒

は金ポスト西二十人のうちたった

とも原子力発贈計画の三郷に比

の容癒がいる︒しかし︑電力各社

ため再処理工場搬入︑糊の一階貯藏

徹探陣描置鼠施第二部長玉織菱金

三人︵俊捌誠道ライフサイエンス

属︶︒わが国の場含︑一般的に困

ておけるようにするには齎数十％
二十九鋒ストックホルム工立工業

べ︑再処理副薩のメドづけが遅れ

の使用済み轡料を工︑三奪分貯め

大研究員︑蕪十一黛ウィ⁝ン大化

際機関に対する分握金の割に代表

として当初謙霞の颪数十％から一

ているため︑いわば霞衛上の対策

部属1一科学技術庁︑深井麟之助モ

学科客員教授︑三十二無米工⁝ム

れてきたが︑政府関係者の闇では

数の少ない点が従来から問題とさ

ナコ海洋研究所異水増庁︑荻野谷

¥三矩索京工業大学理工学部教

ス原口力研究所客員研究員を経て

わが国初の高位ポスト

垣琵武︑温次長に

合︑ライフサイエンス︑農業・医

部化学科粛︒工十六矩理学溝十

轟

とに﹁技術擾助・出版局﹂﹁技術

および︑エクランド霧蕩局長のも

IAEAの加盟国は二十か国に

の高位ポストを得たのは初めて︒

が国が丁AEAの﹁蜘務局次長﹂

伴うもので︑臼本政府の推醜︒わ

・グレブレヒト博土の任期切れに

任期は二矩Q任命は西ドイツのH た研究・アイソトープ周は︑核融

︷AEAの一九七七庫度の黙認 原子力発鱈所の貯蔵プールは装

を任命することを承認した︒当初

次長に垣花秀武索京工業大学教授

＝冊一＝鞠＝＝一一御＝一隔一＝＝一＝欄＝＝＝柵＝冊一一＝＝一一脚二扁一

ゆれただけで継続審査扱いのま

よび議定霧から成るNPT保障描 つが︑岡法案が﹁罠閤再処理﹂を

期隈日となる︒すでに今春までの

月わが国がNPTを批准したことための 簸後の機会 でもある︒

NPT保障描躍協定は︑昨年六ま︒今國会はいわば同協定承認の

め原第力関係案件は協定承認を含め兜行き全く予断が許されない状況にある︒

今国会での

ルギー機関︵1氾A︶が今秋から と壁面との相互作用の研究をする

r

協定づくりでも七割近くにわが国

超電導、プラズマ作用の二計画

沸騰水型蝉の発熱所の場倉︑プ

＼︑

畠士全身表面モニタ

一

るが︑とくにNPT保鰺描躍協定は締結期限が十二月三日哀でとさし迫っていることもあり︑政府は

来年度参加めざす

歓迎している︒

融人ロ厨の開閉や1；lll走ができます、

掘！に設置し、放射線作業従事名

退

㊥自動厨により、人亨をかけずに

．ソトープ取扱施設において施設の

り染

⑧全身を11iメ分して、｛固別に

に裏づけされてきています。

櫃所を知らせ、岡納に記録する

は

ASMO

今富一1：全身衣［白1モニタ

留A核融合国際協力
1

贈

三年間同研究所長︒最近は原子力

三
三

富

凸畿の覇

O

の全身に付着した放射線を、測定・

＼

撒舗、麟灘斜撚貌職謎畜・⑤畠

槻

測瓦器の製造を開始していらい、

今日まで長脅の歴史と指頼ある技術

高感度な測定ができます。

藍1泉イ力発1し所なと腺∫力施設やアイ

＼

畠1・屯機の放射線轟掃lll技術は、昭和

／

国産で初のガスフロー方式

撚騨島謝

t
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カータ 一政策と対立
米大統領︑拒否権行使か
※下院本会議は九月二十日︑ブラウン議員︵罠主党︶が提出したクリンチリバー増殖炉︵CRB
R︶建設停止のための修正薬を二百四十六淋璽ハ＋二の大濫で否決︒さらにトット議員︵民主党︶が
折夢案として提出した七千五面万談の予算案も二酉七イ七対頁二十九の大差で誇決した︒このため下

しているが︑これは建設推進派の

院歳出委員会が計上した一且蓋千万妙がほぼ認められた恰好になった︒
る七八年度予算︵七七隼十月〜七
上院 本 会 議 は す で に ︑ CRBR

両院禽岡会議は上下爾院で同計画
に対する承認額が自走されれば︑

ことができ︑再び予算措置を講ず

その後に構正歳出法簗を起案する

ることができると掲訂している︒
今回の下院での四丁は︑事実上
建設抵進のための予算〜日石千万
がを認めたものとみられる︒最終
的にどのような決定が下されるか

繊55

する︒EC委員会はさらに八万年 発彪所建設の遅れをカバーするた
上園る予算をCRBR計画に与え

わりに天然ガスを大幡にふやす・

次換算︶にもつていく⑧石油のか

しかし︑ホワイト・ハウス寄り

るQラアーグでも同様の手続きを ーで短期聞に説簿に灘きつけたと
し︑法案は米国の原子力輸出を妨

ているが︑その関係蓄や新聞記者

ン蝿に再処理工場建設が計画され

核拡散防止法案は下院議員によ

た︒

核拡散防止政策法
に墓ついている︒大統領の狙

単期韻盟を促し︑各国が独密の濃

EC委員会はさらに一九九〇黛

使用政策の継続と強化

のエネルギー政策目標を箪惣に作

成するよう勧告した︒

濃縮契約をしている︒

大規模な廃棄

物処分を計画

OεCDが報告魯

OECDINEA︵経済協力開

発機構−康子力機関︶の専門家に

よりこのほど﹁原子力から生じる

圏的︑観念︑戦略﹂と題する報告

放射性廃棄物の取り扱いに関する

これによると︑ほとんどの放射

濫がまとめられた︒

き︑低︑中レベルのものについて

となっている高レベル廃棄物を除

の廃棄物貯蔵は安全である︒問題

現在行なわれている限られた坐

う︒

いレベルでの処分になるであろ

る範囲で将本来孫にも影響の出な

で︑この処分については許容でき

後問題となるのは高レベル廃棄物

術は今贈十分に確立している︒今

散防止条約︵NPT︶未批機国の性廃藁葺に対し取扱い︑処理の技

にある︒

渠たす役剛を堰大すること︑など

むよう原子力供肇国として米国の
ル地域原子力反対委員会メンバー

の訪問に際し︑ラアーグ工場では

縮︑再処理能力を持たなくてもす

ためには必要がない︒それはCO の一員︶は︑フランスが最近︑日

にし︑干渉するものであると伝え

GE M A が 諸 外 国 と 契 約 し た た め
本や薦独と使用済み核燃料再処理

一︑繭独ては二iダー・ザクセ げ︑他国の原子力平和利周を複雑

モノリ工業桐は交渉妥糖の一片の

る︒COGEMA︵フランスて
核通
燃報があることを期待したが︑

空気中に選出されるのは窒素と酸

カーペンハー
スト工場運開
アルメロも畢月に

︹パリ松本駐在鍛目URENは
C︑地下貯蔵︑海洋処分を行なっ
一︑ガラス固化を行うというが

ので︑これらの技術を早う国を米

工場の増加を禁止しようというも

工場一⁝英国のカーペンハースト

O最初の超遠心分離法農学ウラン

核燃料の転換成型加工及び販売

忙

︾

原子力関連機器及び材料の製造販売

原子力関連ソフトの開発と技術指導

ヒ

さ

メ

住友原子力工業株式会社

εC委厩会

エネルギー政

策に新目標
一九八五年までにECのエネルギ

EC︵欧州共同体︶委員愈は・

ー対外依存度を滋○％以下に畷き
下げる圏標を溝確認するよう勧告
した︒一九七四簿には輸入エネル

よう提案したが︑その闘標は達

ギーへの依存を四Q％に引下げる

った︒一九八五矩の圏標輸入騒を

成不可能てあることが明らかにな

め火力発註所向けに石炭利用︵二

かる﹂という慧見と大統領提案の

の観測によると︑カ⁝タ⁝大椀領

ロになることも予想されている︒

の新しい闘標として︑次の諸項目

ようとしていることはこの決定か

中間をとったもので︑さしあたり

から国際核燃料サイクル評備計懸

伝案は︑今年四月カーター大統領

していた︒

ることに決定︒公共塾業費からの

ているからである︒さらに﹁米鷹

案

が提出した

なお︑ビンガム議貞の提案した

予算三壬⁝欝万がを握案した︒こ

は他国の罵事利硝類題に関し︑十

輿体解方釧が決定されるとみられ

の開発推進を決定したもの︒ 同
支出は

分に介入できると思う﹂としてい

いは︑核拡散を防ぐため原子力エ

となった︒これは

れは米国のみならず︑海外の今後

EC︶会長は︑核拡散防止法繋に に等しい扁との轡簡をバンス畷務

ネルギー利用を立際的な傑障描置

ゼロ

予算がどのような規模になるかは

予算をつけないかわりに︑大統領

愈同会議がCRBR計画に対する ホズマー崇原子力協議会︵AN 的に既停の再処理を禁止すること
関し﹁嗣法案が再処理に関し

カラハリ砂漠でひそかに核実験の

る︒この例として︑南アフリカが

適

が否定的見解を持っている水資源

撰窟に送った︒ホズマ⁝会長は識

着工した︒住民は詞工畢について

と管理のもとに置き︑国際的に共

簡の中で︑核拡散防止法案は基本

︵タイムリー・ワーニン

なんらの通報も受けなかった②C

勲する舗垂雪置を織り込み︑核拡

時通告

ており︵社会党三十四名︶社会党

た︒この議会は左翼遼禽が支配し

フランスの破射性三二物再処理の

OGEMAによるUP⊥＝建射設
論は
理染反対委員会︵シェルブー

墨筆を進めていたことをあげ︑ソ

的に二つの誤まりがあるキ指適し

一九八二年から九〇庫までの九

のシェルブール帯畏ルイ・ダリノ

趨︑米国︑フランス箸の逮携プレ

グ︶条項を設けていることは実質

させるために妥協した結果だが・

などの公共事業支出の一部を認め
上院本会議は七月︑CRBR計

ルの審議から院囲されてきた︒

錘予算として七千蓋醤万メを可決

年闇に︑臼本からの使用済み核燃

氏は﹁綴本との再処理交渉につい

踏むべきだ︒

一﹁＝コ一＝一＝＝＝隔﹁＝＝＝﹁コ；冊＝＝一一＝需一冊＝；曹；＝＝＝＝＝冊＝幽＝＝需＝﹁＝

料三千三薦ジを興仏に再処理委託

料会社︶ではラアーグ再処理工場

協定を臓んだことに反対し︑次の

り大幅に修正を加えられ︑法案提
必要になったもので︑プアーグを

葉番であるビンガム下院議員︵民

通知をしただけだ﹂と強い不薦

素︑海中には水とトリチウムだけ

主党︶も修正案を了承した上で︑

を拡張し八O年には欝欝ナ／年︑

にするものだ︒従って︑フラ

徴界の放射性廃長物の捕き溜 趣騒のコミュニケを発甕した◎

下院本会議に送られた︒ビンガム

を語った︒ラア⁝グ工場は斎堂地

で放駒性はなく︑℃場は支障なく

議員が提出した当初の法集は︑核

八四黛︑八六無にはそれぞれ八語

一︑ラアーク酸化物燃料再処理

運転されていることが強調され

拡散につながる再処理工場や磯観

ウィンズケールではその技術的困

規模に行っていくべきであるとし

関して研究・開発︑実証を今後大

報告督の結論は︑廃棄物処理に

ナを実験的に再処

ており実稜を上げている︒

理したにすぎな

国の規制下に黒くこととするとい

工場︵チェスター近郊︶がこのほ

うものQしかし︑熱処理︑濃縮技 ど運開した︒還了したのは二百菌

ンスのエネルギ⁝独立を危うくす

棄物によって長期にわたり破損が

るわけでもないし︑原子カエネル

難が認められており︑高放業姓廃

の決定はなんらの拘東力ももたな

い︒澱本からの千六酉ナ︑西独か
い︒だが反対の議決はフラマンビ

らの千ナを再処証するというのは

フランスのシェルブール南議会

一︑プアーグ工場の拡張にはあ

千ゾSWUに拡張することになっ従来より強化し︑よりよい手段の

政論の佐民の健康を無視した軽は

SWU施設で︑一九八四無までにている︒このため国際間の協力を
ずみな行動にすぎない︒盃盤のウ

おり︑寺家のエネルギ⁝問題を累
ではない︒コタンタン半島にはフ

ギーや書斎理工賜穽難に茎く反対

術はすでに各繭において矩られて
ル原発についても行われており︑

はこのほど﹁政雇はコタンタン半

関連機関として畏期にこの問題を

累の篇理下に進んで置く隅はない

検討と続一をはかる︒さらに政府
くまでも反対する︑このため︑穐

ペンハースト岡楡二百ナSWUか取り扱う機関を設けるべきである

ロ工場も十月中に運開予定︒カー

ィンズケ⁝ル工場では語二十沙の

ということから法案は議会の支持

ている︒一方︑オランダのアルメ

ラマンビル原発が建設され︑さら

業︑港湾︑週輸︑荷役の謁労維に

くさせている︒シェルブール布議

酸化物轡料を薄処理したが従業員

島の北部を住民に相談することも

にラア⁝グ工場が拡張される︒北

ら手ナSWUに拡張の予定︒Uと
R提案している︒

会の議決では次の諸点が捲摘され

を得られなかった︒さらに磁歪に

世界の放射性廃棄物の掃き

おける原子力魔業の課外輸出は低

なく

の取扱い・輸送を拒習するよう呼

られる③コタンタン辛麗の住民だ

た︒①CEA︵原子力庁︶は建設部は安全上間題がある晦設で占め

対して外印からの骸燃料・廃興物
許可も公益署業認珂もなしでプア

汚染紮故があり七三年以巣操業

にするつもりだ﹂と非 難

黒藻中である︒その再開と拡張に

溜め

醐

r

…一

超こらないという保証もない︒

市議会︑反対委らが反発

め

た︒だが︑実際には放射性汚染が

の外にあるので︑法律的には議会

施設は昨毎︑一会

あり︑また薯故も多い︒

沙／年の工協を稼働させ各国の処

の低照漿燃料十五

遅れでスイスから

理霧要に応えようとしている︒し

一方︑フランスのラ・アーグ放

する交渉も大詰めを岡かえて い

筋が通らない︒

一＝＝＝二鼎＝＝鷺需＝＝＝＝＝冊ニニ＝幽＝；＝ニ＝二＝胴：＝︸＝二＝＝＝＝＝膚＝＝置＝二＝；＝＝一二甲＝＝需皿二≡一F需露＝＝≡二幽¶；階；需＝一＝＝＝＝需＝＝﹁＝一＝＝臨＝＝P＝腎＝＝

もので︑上下両院の同計画に対す

上の敷策と翼っ購うから対立する

は︑カーター大続領の核拡散防止

のとして︑上下両院の委員会レベ

議が開かれ︑核拡敬問題について

︵INFCEP︶に纂つく躍を際
持会
っており︑岡多黙に強く反発

ち原子力輸出規制になるとの考え

期間は短い臨︒これは十月十九B 塵業界は核拡散防止法案がすなわ

た︒一つは﹁同法案が有効に働く

域内生産およひ輸入の別なく︑千

れをECエネルギー政策の夏礎と

厳高五悠ナ︵石醸換算︶とし︑こ

1450

千万ナ訳解換算を追加︶を促進す

下院が上院可淡の七千五蔭万がを

は今後の動きいかんにもよるが︑

B

をかかげている︒①石炭の域内生

包含︑カーター大統領がこれにど

同計画を継続するために必要な予

ら明らかだ︒

璽期休会開けの別件に関する下院
のような対応を示すか︑きわめて

﹁大型予算をつけて早期着工をは

19〔｝

を五加する④エネルギーの合理的

注目される︒

八年九月目が調整され︑固められた

う

190

ENCのは十鶯算聞に十燈肇分の

し︑ラアーグ再処理工場拡張工事

政府の行動はこの地方との溜を深

仏再処理

拡張工事で事前通達なし

ろ猛発になってきた欝議会とシェ

かし︑拡張工事に対し︑このとこ

ルブール地域原子力反頬委員会の
動きが︑パリ松本駐在員から伝え

1，282

i100）

圭8

迷をきわめ︑今年の売貿契約はゼ
ついては現在公癌会が開かれてい
蝋

︵週辺五町村を含み定麗κ十名︶

られてきている︒

608〜673

i52卜474）

％

万ないし二千五酉万︵石掴換算︶

二十暇︑繕殖炉推進の決定が下さ

鋭く構えで︑上下両院の決謡いか

はあくまでもCRBR建設延引を
うると伝えている︒

審議の段階で決定しようというも

本会議の審議がまたれていたが︑

予算七千五百万がの拠出を承認し

10（l

る②域内石煽生産鍛を一億四千万

o〔｝）

ゾ︑天然ガスを一中皿ハ千万ナ︵野

58
16

産瓢を二億五千万沙︵石縮換算〜

2〜

542
156

億七千五酉万ナ︶とする︒原子力

費i％

の憩殖炉開発にも影響を与えるも

米下院︑修正案を審議へ

もめる核防法案

んによっては撞習纏の発動もあり

算として︑建設和工は次期の予舞

拡散を憂慮し︑
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今後の上院との調整にゆだね ら

串業 費 か ら C R B R 予 算 を 分 離 す

目印会議は水資源開発などの公共

さらに七月二十一日・上下両院

のであった︒

囎殖炉︑再処理

設停止を求めて提出された三千三
工場の建設無期隈延期

れた︒これはCRBRの実質的建 カーター大続領は今無四月に核

このため当初計上されていたCR
B冠建設続行のための〜億玉千万

を提案︑

に出された上院と岡額の継続のた

百万がの箏算案を習決し︑その後

めの予算七千灘百万がも薔決し︑

仔；油換算｝■iカトノ）

れるが︑いずれにしてもこの決定

より大 き な 予 算 を も っ て CRBR
炉をとりさげ︑建設陣止のための

1985年におけるE：Cのエネルギー予測

びかける︒

けが羅の政策の代鍛を支払うのは

N訣
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N−RA︑原
子力学会壮ハ催

図式

能力の向上などが蚤要な要園とな

進めていたが︑このほど舎懲に達

を日本で行うことについて交渉を

頽結

し

されたせいか萄瓶蒼の関心も筒

ノ

O

射射

照照

㊥放射陶発棄物処理設備

管（06）樋5−62b｝

の当舞薔の一入︒噛むつ脳はその

後︑修理港も決まらず

く︑投粟率は八五・一一％と前同

を濠成︒そのフィロソフィーが襟

﹁ふげん﹂が粛呈臨界の覚込みだ︒

界に注目されている新型転換炉も

取得に欠かせぬ大洗工学センター

各種研究の基盤を隻え独自デ1タ

核燃料開発では︑プルトニウム

も世界注視の的となっている︒

生産ラインが完成︑東海再処理施

二日から試運転入りとなった︒逓

設も七黛と滋藤億をかけこの二十

たことは︑まだ記憾に新しい︒ウ

転入りをめぐり田米交渉が難騙し

ット・プラント建設着手でこの八

ラン濃縮研究は遠心分離法パイロ

月鍬入れ︑人形峠鉱業所ではこの

に大きな役

験託

試委

㊥核燃桐輸送容器
㈱核燃判交換装置
㈱核燃料取扱機器

原子力船暗躍港存置派

こう趨状態の﹃むつ﹄の行方を占

た家まで︑それだけに今圃越挙は

結局︑定係薩脊薦派の洞野並が一

査派の菊池漢治現南長︵58歳︶の うものとして癌霞されていたが︑

瀧臨河野武︑返り咲く
原子力船﹃むつ臨竃係溢の禅麗

万四千齎七十八票を偲票︑菊池氏

にと定係港を横隊誘致した人︒こ

疑祉は昭和四十八年以降︑3NF
からの受癌を一手に引き受け年無
エアを住友金属榮源工場の施設を 数ゾオーダ⁝で処理に嶺たってき

ほかウラン︸貰製錬のためのPN

先行調査

Cプロセス実証設備も完成︒探鉱

開発でも

︵ニシエール︶はその好例︒

割を果たしてきだ︒アクータ計画

鵜木︑瀬川両副理窃畏による総

猛難儀ではこうした各分野研究開

発の歩みがスライドも交じえつぶ

さに披繊︑今後への展望が訊みら

⑲核燃屑加『L諸設備

成長時代の到来は不可欠﹂としな

があるとして︑この開

執行

がらも︑北雌︑アラスカの石痛に

猫予期闇

より一九八丑黛ごろまでは

に概要課題に離脱を傾注する謡講

甫獲選はともに無碍属ながら保

再選を隠蟹︑嶺選した︒

四十七票の差をつけ四年ぶり爾選

の一万千ヒ鶯三十一漿に二千四酉

う膏森県むつ商畏選が工十五日行

か敬芸かを争点に︑任期満了に伴

われたが︑即躍開票の結梁︑存罵

これに対し牧浦隆太郎氏︵東

があると捲無した︒

派の澗野影戯前灘長︵54歳︶が撤 現市畏爾蕾の一騎討ちとなった︒

ると揺姦したあと︑國民気位懲を

動力炉・核燃繕開発嘉業団︵庸
成麹理事長︶は来たる十月五繊︑
藁票・大手町の経殿連会同ホール
で第十回報億と講演の鼠を開く︒

テーマに特別講演︑これまで十薙

れることになろう︒

住所榮京都千代細区内藁町二丁闘

曾ω3）瀦レ2191

蜘｝・耐〜中央§ζ針乏座4−10−4

徊

にした︒

用化システムの

芝︶は講習にいった場禽を想定

守系の河野前南畏︑革新系の閥池

しても︸九八五庫の原子力開発規

また︑午後のパネル討論﹁エネ
ルギー政策における原子力開発﹂

れに対し菊池氏は原子力船購期尚

だった︒

の七八・三二％をナ滑る過蓋最高

蒲長選はむつ問題に焦点があわ

帝長の座に返り咲いた︒

襖は工千六蕩万KW程度がやっと

名論をひっさげ︑﹃むつ﹄放鮒線

とめ︑この聞︑下北開発のふみ台

河野氏は四十隼からご雨乞簾をつ

では︑まず鋤花秀敏氏︵東工大︶

であり︑エネルギー危機圓避には

と述べ麗田正敏氏︵東霞︶も門昭

漏れ薯故を契機に謬論と県︑県姻
家およびむつ布が結んだ四二協定

化による軽水炉稼働率の岡上︑中

トム社のR︒ハレー社長は・臼本 国とは日立︑東芝皆式とBWR技 へと継ぐための準備も進行中など

わが園には臨空︑この種関係プ

このうち最低一億KWは原子力で ない隈り新しい技術が誕生したと

得ていくうえでの肇曾姓ある技術

ている︒アセア・アトム社はスウ

手法の確立の必要性も強調され

の歴史をふり返りながら︑今後＋
鎌を展乏し所感を述べる︒ひきつ

住所

原産に入

取締役社長優然鉄也氏

日本羅子機器︵株︶
会

眠話〇三f五〇〜

F臼Rエンジニアリング工務所

予一〇覧

棄禁都倦区虎ノ門〜丁臼十七番︸

原藩に入会

二八

型動力炉そして核燃隅開発に着々

開発ではナショナル︒プロジェク

所長局箭利央氏

成果もあがっているQまず動力炉

電話〇三−五〇二一

二番三号磁比谷国際ビ鋤薄館内

二四〇一

干〜OO

ト推進の巾核体としてこの四月筒

み︑さらに岡原型炉﹁もんじゅ﹂

遠実験炉﹁常陽﹂を錦界に持ち込

u，分離精製袋議

㈱Pu，

﹁整合盤ある開発を﹂
早急に具鯵策着手が必要
が墨調報告で﹁世界が一九七〇黛
翠懲に強力な取り糧みが不司欠扁

など広範な分野で大きな転換点を
租五十五︑六無には電力危機が予

疑︺

桟を軸心に衡源︑煙毒︑国際環境

八日︑東京平河町の海運ビルで約圏名が参加して開かれた︒現状のま濠いけば由来のエネルギー猛機
通過したのに対し︑原子力は新し
想される扁と興体的計画促進の黙

融解研究開発機構︑碍本原子力学会叉催のシンポシウム門原子力システムの確血のために縣が二＋

の到来は不動避との現状認識のもとに軽水炉︑パブリックアクセプタンス︑核拡散三舞など総倉的な
い憐勢に十分対応しえていない︒

危機

散防止闇題をはじめ綿誘な原子力

立附置鷺機関直隠等による許認

ロセスは住友金属だけにしかなく

はいえない﹂と指摘︑今日の不儘

用い抜きとり再生処理しようとい

ェーデン巖大の璽畿機器メーカー
であるアセア社の子孫社で︑わが

た︒さらに︑来國︑インド︑西独

男笑話理著罠による動力炉開発と

づき十一時から鵜木丈夫︑瀬川正

核燃料開発に関する総揺報簿があ

を収曝している段階だが︑原子力

の技術購入も行われており︑譲本

高速炉開発では庭騨の伸問入り

システム作りの研究を進める必要

たものが装荷されるが︑こんどの

梅として一部にガドリエアを使っ

感の背票には︑核戦争への恐怖の

した︒近く契約調印︑政府に認可

うもの︒

術交換契約を結んでいる︒

の原子力捜術が琶界的に高く評価
されていることを強調︑今圓契約

刺・検査期間の短縮︑核燃料サイ

瞬欧のそれに比べ馨れていること

ュー︒垂垂画一氏︵野村総研︶も クル確∬︑化学分野への対応を畏

力に取り罷む必要があると指摘し

も住友金属の製錬プロセスが北米

て門罠期的にみるとエネルギーの

がわかったからだと語った︒将来

からノウ︒ハウ提供の可能性があ

するようなことになれば住友金鴎

錬プロセスをスウェーデンで実施

アセア・アトム社が住友金属の製

た︒

ウラ ン製錬で合意

制約によりエネルギーひつ迫︑低

低成長下のエネルギ1予測につい めたメーカー体制の整鋪などに強

がある﹂と茎本的な闇題点をレビ

一九八竃黛頃までを卸売して核拡 黙性を強調︒このために改良標確

を回避していくためにはどのような興体策を展開していく必要があるのか︑に焦点

観点から
があてられ門政府の莫篇性ある強力な三三が酌堤となる痛﹁信頼の厨復には軽水炉稼働率の向上︑規

欄行政の整簾など総舎政策が急務扁一などの慧兇が樒次いだ︒
﹁むつ﹂闇題などによる鱒輪作臆

総命的に捉え︑根本的な眠留要略

単なるP飛や住民説得だけでは十

同シンポ ジ ウ ム は ︑ 総 合 研 究 開

これを受けて歓井薦男氏︵田本

画の推進︑行政改革等を強力に実

分でなく整倉性あるエネルギ⁝㎡

などが存在すると分析し︑こうし

エネルギー経済研究所︶はパブリ

を明らかにしていくことが不祥欠

力システム研究委員会﹂が約二年

ックアクセプタンス問題について

発機構と日本原子力学会が共岡で

にわたって原子力トータルシステ

施するとともに祐鼠心理的に業軟

た不儀感を払拭していくためには

ムのあり方について行ってきた検
倥民通動の歴史をふりかえりなが
な対応を行っていくことが不司欠

だ︑と問題提起した︒

討をもとに開かれたもの◎
ら﹁一九七〇糊代に入り普濾鮒な

昭租五十年四月に設麗した﹁原子

町場では︑まず安成弘氏︵璽大︶

住友金属鉱山とアセア・アトム

一方︑近藤駿介氏︵典大︶も︑

だと揺摘した︒

自主技術開発問題について︑初期

社︵スウェーデン︶はかねてスウ

ることについても協議が行われた

故障の克服︑稼働率君上のだめに

賄う必璽が あ る ﹂ と 指 摘 ︑ こ れ を

開発の亜致骨を強調︑忍術︑民間

を磯請する︒

という︒

のかかわりあいについて﹁新技術

は衡機的な研究開発の強化︑規制

蕪辞炸近く契約調印へ

二〇〇〇年の総エネルギー重要

を保つようなシステムが確立され

が社禽に受け入れられ︑バランス

達成してい く た め に は 軽 水 炉 自 震
原子力平稲利用への王化︑自並技

社会の蕎機叢叢触を否めフィード

るスクラップの申からこのガドリ

技術の確立 ︑ パ ブ リ ッ ク ア ク セ プ
術のたち遅れ︑分析研︑原子力船

BWR系核燃料には普通︑誠速 契約のため来日したアセア・ア

長のあいさつの後︑原子力委員長

三日は午前十時開会︑碕成理譲
きているようだ︒一方︑環境モニ

代理・聖上五郎氏︵前脳導罠︶が

測定分岐の段階を終え︑各測定デ

等からは放出源モニタリング縮緊

門動燃の十年と新たなる十年﹂を

タリング技術の鋼上にともない隠
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る箒画が発表され︑環境放射線モ

かれたIAEA寵催シンポジウム
タリングデータを収集分析評価す
参加後︑ユーゴスラビア︑ルーマ

ータを中央機関が一括収集し︑評

線にあった経済的なモニタリング
欧四腿を歴訪︑各政府関係機関︑

聴していく段階に入ってこようと

ニタリングは︑単なる一機関での

国原子力関係機関奪門調査団﹂の

子力秘話︑エネルギー祷勢など調

原子力発電衝を視察し︑警固の原

ニア︑榮独︑チェコスロバキア東

研究竪長︶は

究所環境衛生部第

の公表についてのレポートがなさ

東欧諸麹は原子力開発を蕊実に

り︑午後は正午から零丁映煙﹁動

象などについて﹁公衆の三三を得

だいに報繕撮をとり濠とめていく

蜜金性についての法諸系は高度に

価の背斜として各環塊放射線モニ

いた︒

との情報交換の必要性を強調して

号

燃十蕉の歩み漏︵三十分︶上映が

ていくうえでの環境モニタリング

計画だ︒

魅で︑とくに米国︑仏等で進んで

タリング手法の叢叢化の動きも鎖

⊥

はエネルギー資源に恵まれていな

集︑評価への動きが二型になって

体制整備の董要性が強調された㎏

シンポジウムでは来国︑ヨーロ

動燃争葦囲が発題してから今牽

計醸されている︒

きている②東欧翠霞は着実に原子

と述べ︑およそ次のように語っ

ッパ先進国を中心に︑硯在のモニ

で・ちょうど十周無︒この聞︑新

いこともあって原子力に大きな期

進めていく計画だが︑とくに霊宝

すでに米国ではE飛DAを中心にれ庄罵された︒

してきているのが匿界の趨勢だQ
嫡孫は︑まずシンポジウムの細

東欧も原子力に期待
講離阿部団長が印象語る

待をかけている︒環境安全につい

力開発を進めようとしており︑日

一部収集︑分折に入っており︑し ては現在バックグラウンドデ⁝タ

読との露髄交換を求めている一

た︒

岡調査団は九月五〜九四︑ユー

整備されているようだ︒浅側から
などの点を明らかにした︒

基準化︑巾災機関でのデータ収

中心に環境放射線モンタリングの

ついて①※︑英︑西独︑仏などを

際シンポジウム﹂のもようなどに

体放射牲廃棄物の監視に関する園

﹁原子力施設からの気中および液

二十四日帰国し︑IAEA宅蓋
催に出たった︒

阿部史朗囲長︵放射線医学総倉研

原子力安全研究協会派遣﹁東欧諸

璽欧の凍子力噴惰調蓋にあたった

九月三縛から約⁝一一週闘にわたり

黶∴鼈黶＝♀K＝讐腰＝冊嘗曹＝柵戸＝＝＝需鱒＝㎜＝＝縛四一

バックしていくという葎大技雍日

タンス︑核 拡 散 防 止 な ど の 闘 題 を

ェーデン巌酸化ウランの化学製錬 両社契約は成型韻工の際緋出され

ネルギー猛 機 を 回 避 す る た め に は

た輪と述べたあと︑技術と社会と

反対勢力が確立されることになっ

勘

慨（（｝5＞488−2501

痴腎r紳L瀬f正島1一三

本社」．場よ当課1

氏
野
海

は石演換鐸九・三偬釣となり︑エ

ﾜ％ の 節 約 を 行 っ た と し て も

が野瀬エネルギ：予側について︑

ぜ／・

ゆ

ゴスラビアのホルトロージェで胴

こうした各測定データの比較評

燃

1墨生蜜多難な今後も展望

癌墓支瑞

O273−46−1639

報告と講演の会

人阪．業部大阪巾北1×水桑町4b

鰍昌要素4本入，項猛25屯）

TEL

動

響ホ麟艦工機

KlO型使用済核燃料輸送容器

財団法人放射線照射振興協会

「一

、寵益欝

核燃料サイクルの一端を担う

放射線照射の利用

（腺研JPDR動似1与処理工場聞輸送用，

ぞ370−12

野饗原子力礒究駅内

群罵晶晶晶帯綿貫町

一幽

力

原

総含研究開奨機構、原子力学会共催シンポジウム

10年の歩みつぶさに

昭和52年9月29B
二
産

子
（第三種郵便物謙酌

第895号
（3）

炉の実用化を円滑に進めるために

姫≡︸⁝一誇

雁

数を決定するーーの三点に留慧す

この結菓わが國の高速遡殖炉開

る必要がある︒

発は衷のような計画で進めるのが

は昭和六十駕代半ばまでに実証段
階における大型炉の建設が必要で

すなわち︑実験炉から原型炉へ

最も望ましいものと考えられる︒

あると考えられる﹂と︑実証炉の
必要性が指摘されているものの︑
興体的検討は十分になされていな

70

一＝

一
一

産

＝
の︑あるいは原型炉から実証炉へ

げ

研究会報告書から

積極的推進に全力を
中核的新会社設立踏まえ

することが必要となる︒

ントに求められる高度の聖霊性を

くに長期にわたるものが多く︑こ

について行っている規制研究のよ

現在日本原子力研究所で軽水炉

に︑なお改良のための開発研究や

研究開発については︑この期間

盤を確立する必要がある︒

プラントであることを考慮すると

れらの成果が実証炉の設計︑建設

実証炉が百万KW級の実用規模 確立するための試験を行うなどと

将来のユーザーである電気事業音

うに多くの研究開発雪乞があると

芸業者がそれぞれの役翔に応じ分

に十分反映できるよう︑できるだ

担︑協力していくことが必要だ︒

は︑その建設と運転業務について

の性質等に応じ鷹と民聞がそれぞ

施にあたっては︑その規模︑研究

予想され︑動燃︑メーカー︑電気
動燃は原型炉に関する研究開発

については︑同時期における軽水

い︒なお︑これらの研究開発の実
必要があることは馨門部金で指摘

たなメーカー体制を確立整備するに努める必要がある︒

炉と比較して公益事業番として負

け學期に着手することが望まし

とに︑メーカー︑電気事業煮をは

を進めるにあたってプラント方

を果たすことが望ましいσ建設費

じめとする関係各界の協力を穏て

所は製作蟻備設計の段階から原型武︑スケジュール︑葉山璽などと

しているとおりだ︒このため事務

運営管理にあたるなど主体的役割

行うとされている︒原型姫﹁もん

8●聯8．．．・tb．o．︒︑8・．．9

じゅ﹂は昭和五十九年度臨界を目

の●薯・．㌦．曹・

段階に建設される実用規模に近い

59．．ψ8●．・し．

れることになるが︑これらの問題

燃を中心に閣係薮蘭が横極的に協

プラントであり︑この段階では動

9︒9

については幅広い研究開発を進め

に対しては︑動燃が十年以上にわ

まとめと試運転播導⑤全体工程の

たって培ってきたプルトニウム取

新会社は実証炉

る必要があるが︑今後とくに︑還

●．℃・︒卿．9●．．・竃．8﹂ミρ監．9ノ．t8㌔の辱 8．．8㌦曹9τ．．9竃●﹁7・．8．．﹁亀驚8亀8乳． 亀事8●3●塾．8㌦・●ゆ．．9牲．．9亀箋・；亀︒9．︑・齢㌦8●

隔操作︑自動化箸に関する大雨取

この実証的プラントの規模として

力して開発にあたる必要がある︒

9零◎

の発庄主体︑研究開発主体︑資金蟹理調整◎研究開発に関する受注

今後の研究開発を一層強化するこ

扱い技術や再処理技術をベースに

新会社の設立

源など開発体制︑企業としての存とりまとめと自主研究開発一⁝な

だ︒また︑使用済み燃料の再処理

扱い轟轟開発を行うことが重要

﹂

語

哩

鶏︑

乱さ

い∴㌶欝欝

説明書、兇本をお送りします

途に研究が進められているが︑わ

いては原型炉段階から整備するこ

六兆円を要する︒開発資金は今後

カラス、金属、フラスチノク製品等の放射
能汚染は容易にバノククランド・レベルま
て除染できます。特に放射能汚染されたク
リースの洗浄等は非常に効仙洞てす。

が国の今後の高速炉開発にあたっ

ロジエクトの円俗な推進が弼より

ては︑この原型炉﹁もんじゅ﹂プ

及的速やかに設立されることが蟹

続性法の見通しが得られ次第︑司どとし︑このうち必要なものにつ

を持つ七十ナ／年程度のものが適

は二〇〇〇琿までの瀬瀬処理能力

も璽要だ︒そのため開発芋体であ

るものと考えられる︒

とによって十分技術的に解決でき

る動燃は今後電気事業者箸の積極

については︑照和六十蕉代初めに
研究開発

とが望ましい︒

実証炉以降の総開発費は

の開発には七割に相蛋する約一・

船宿・二兆円となり︑そのうち炉

寅金

当と考えられる︒

ことなど現在の状況を勘案すると

燃料に取縄む機運が熟していない

まだメーカーにはプルトニウム

揖処理パイロットプラントを建設
展に応じ︑その機能の拡充強化を

ましい︒新会役は高速炉開発の進

高速堰殖炉のための
確保にも配懸して機能を充爽する

進めるとともに高速増殖炉プラン

70トン級の再処理必要

動乱増殖炉

用核桝料サイクル産業体制への円

八六年頃から毎年千億円以上の資

漸増し実証炉の建設が始京る一九

将来民間を空頭とした

滑な移行を果たすためには炉の開

金規模になるものと予測される︒

することを顯途として研究開発を

二三面分の建設費に再処理プラン

発段階と＋分整禽腔のとれた開発
方策を早急に立案することが重要

進める︒

総開発費二兆二千億円に
ント信頼性の向上︑プラント稼鋤

だ︒

電話（572）8851

干104東京郡中央区銀座8−11−4アラタビル

協力のもとに運転技術面の混成︑

よう翼体的な方策を甲期に講ずる

ンジニアリング象社として長期に

トを一編受注するわが国職一のエ
原型炉の設計製作にあたっての

ある︒

わたり継続的に運営される必要が

必要がある︒

メーカー体制についてはすでに新

くプラントの一委細庄②轡料︑炉

新会社の機能は①土建工事を除研究開発としては今後とくにプラ

型動力炉開発専門部会により﹁人
材の確保︑資金の集癌化︑開発の
効率化等の兇地からメ⁝カーを中

率の向上︑保守江島性の筒上等に

高速贈殖炉の核
心設計︑安全設計を含むプラント

燃糾サイクル
心に高速増殖炉のエンジニアリン

取扱うプルトニウムの騒が多く︑

燃料サイクルの場合︑従来に比べ

トの建設が加わる一九九一年には
いくと岡膳に︑並行して塁礎的な

無点を鷹いた研究開発を爽施して

菓海再処理工場につづき今後建

コンポーネントのメーカーへの発

百億円種度になる︒

開発資金はピークを迎え約二千五

設計の実施ととりまとめ③機器︑

ための諸施設については将来の本

設される実証炉以降のプラントの

ことが望ましい﹂との報儀がなさ

したがって臨界蟹理やプルトニウ

グ会社を設立するなど一元化する

ムの環境放出の防止策などについ

技術とより畏期的観点にたった三

注︑検収︵必要に応じて高速炉に

てより高度の取扱い技術を要求さ

れており︑その趣旨に沿ってこの

ほどFBRエンジニアリング事務極篇な機器︑コンポーネントの製 究開発も着実に進める必要があ

格異用化段階に至るまでの過渡的

所が関係メーカ1の協力により開 造も行う︶④麗地建設工事のとり る︒また︑高速摺殖炉の燃料製造

放射能汚染の除去

詔
のスケールアップに伴う技術的課

「もんしφ」

い︒このため︑まず今後の開発の

初期実lll

こあたり
ノこ証炉の建設

75

実施方策を検討するうえで︑その

経済個確窪の六二めに初郷茶IH炉は2〜3基建投ずる

@

高速増殖炉開発計画

力

原

1㌧炉は実証か臨界の2fi斑から箸Eダる．

寒証炉の符【錫1型炉ての運脚隔離を設1μこ杖鋏ヂるブこめ

L，π型炉の臨界1言1後とfる。
腸1型炉オ」よO欠誠炉は各11轟とヂる。

2
3
4
5

アイソトープ部

7賦ζコ＝ス嚥ゼづ難弛＝ン繰i試歪錠就

犬証炉の設斜建殴に反映させる。
文規模棚当の人型試験装置による一発甲州を仔い

1
ん乃

㎜
1995

へ →

1影，一「轟一一「監一轟
＼」1禿・

子

昭和52年9月29日

＝胸

