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地域の推進母体に
現窪の構成は法入千百二十七︑

議案を了承した︒

藁億円を興撮する一などが霊な

処理役効料など総計五千八臨七十

めの

雲という門プラス露鋒薄舞﹂のた

イソトープ利用研修の雌備調査l

決まった場命︑さらに薮函億円程

ス固化エ場の建設スケジュールが

内容︒質金関係では︑将来︑ガラ

外経済環境変化やこれに伴う内外

の役剛を果たし

会員懇談盆の開催②原子力施設発

Iなど多彩な類業を実施・罫線組

勤陶の兜行きの慰留が極めて難し

経済の不安定性の増大により購給

下耀え

学鼠⑬原子力セミナ！④ラジオア

織の確立を第一に︑〜般への原子

だ︒

魔の糧煽融費が必要となるもよう

をピークに導爆装躍を中心とする

行っている鱈力は昭和五十一奪度

して︑長期約観点から設備投資を

い水藁に圏まる莞込み︒これに紺

は前隼度比四・六％増とかなり低

葎度の設備投資計画も滋叢全体で

くなっていることから昭翻五十二

不況の長期化︑篇縮危機後の内

た︒

の中心的原子力開発利用促進母体

力知識普及などに努め︑北陸地域

としての休制づくりを懲いでいく
計画︒これにより原産は︑新たに
五地方継織体制をふまえ︑盒凶的
な原子力利罵捉進に新しいスター
トを切ることになった︒

また設立総会では議事終了後袴
沢広鷹曝本原子力薩業会議会長が

となどから㎜瓢五︒六％という前癌

隠密対策籔がマイナスに転じたこ

のの対雛隼度比二五・三％増と︑

度の高い俸び率は期待できないも

依然全業樫では極めて高い伸び率

こうした電力の無勢は昭釈五十

を維持するものとみられている︒

三年農設備投資計画でも61きつづ

化技術開発が不成功の時は貯蔵契

が︑万

ナスを記録したのに対し・篭力は

般機械︑石網靖製箸が軒並みマイ

るのに対し五牽三欝欝には二千五

三醤四倦円︑二千三十一懸円であ

設備投資も五十一︑五十二嬢が千

七億円へと惣増︑核燃料対策関係

び率を達成Q全業種平均O︒六％ 頁三三円に達する︒

力委員長代理も︑まず世界のエネ

ついては︑発足以来十難問にFB ルギー騰勢の現状について︑IA

らも︑目標達成への具体的謝画に

り︑多少の相逢はあるものの・原

については実験炉の臨界︑ATRに一大転機を迎えようとしてお

まえわが圏原子力曙発は実証︑商

に便命があったQ今後はこれを踏

欝欝臥父．轟

義舞ド

ト

欝毫毯
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駅

三菱PW盈原子力発電プラン

あなたの三嚢i世界の置菱

安全性と信頼性に定評ある

会長に粗銅︵金沢商工会議所会頭︶號任
日本原子力麗業会議・北陸原子力懇談会の設豆総愈が四日︑石川県・金沢荊の中小企業金団で約四

と題して認念講髄︑

抽上の楼閣

隙体二蔭十三︑個人十九の計千三

ともいえるエネルギー構造から脱

﹁エネルギ⁝政策と漂子力開発縣

たもので︑象擾には冨太郎金沢商工象議所論頭︑副会機には京藤睦重金沢工大学畏︑黒川誠一福井径

酉五＋九金員︒懇談余の瀦務周

百五十名が参筋して開かれた︒同池域の原子力蘭発︑利用の発展に広く貢駁することを圏的に発建し

濱同友金代表膠嚢︑原谷敬吾塞山径済同友会代蓑幹事がそれぞれ就任︒練馬︑中部︑藥北︑茨城の各

強調したあと︑パブリックアクセ

︵菊網正之事携周長︶は金沢商工会 申するうえでの原子力の嫡嗣性を

議藤内に新誌︒まず今震度禦業計

プタンス対策について﹁電源三法

り組んでいく体制が整うことになった︒

懇談会︑協議傘に次ぐ張番囲の原産地方組織として︑北陸地域での原子力開発︑利用偲進に強力に取

画では﹁エネルギー源として原子

の改薄など立地問題解決のための

と利用の促進④原子力に関する国

内外の騎報謝簗iなどを事漿内 力利用への関心が五宝ってきてお

北陸原子力懇談会の発懸は︑こ

うした状況に同地域関係蕎の総

仏と再処理委託契約

なかでも康子力関係設備投資は

に対し五十三無には三千六醤四十

円︑一一千五頁六十七億円であるの

約にきりかえ七十無まで貯蔵する
われてきた︒BNFLとは︑競在

て三五ニハ％増と金業醗鰻高の伸

前里度の低い伸び率の反発もあっ

会場ではまず清滅迫理嚢蔑があ

れた︒

子力︑とくにプルトニウム利用は

ていくとの当初謝画に対しFBRら﹁世界はエネルギー問題を申心

についても来駕原型炉臨界程度に

R︑ATRの原型炉程度までもっ
EA総会のもようなど引用しなが
確な開発姿勢︑核燃籾サイクル確

留まっていることから﹁核腿料部

いさつ︒飼立十年を迎えるに憂つ

立への社会的頭講の筒まりなどに

た動燃の成累について﹁致府の明

よって世界鮒にも高い水準を達成

つつある﹂と述べたあと︑十岡年

不司欠とのコンセンサスが得られ

と動黙の役鵠の瀬瀬甑を強調した

業化を鷺扱の幾標に撒いた新しい

﹁これまでの十庫間は蒸礎づくり

を迎えた動燃の慧蔑づけについて

門をも含め園標達哉率は七〇％程

は﹁原子力技術の将来はわが畷の

あと﹁罰民襲職悪の形成︑資金・

死盾に関する問題になっている﹂

人材などの問題への対応が今後の

段階を迎えることになる一とその

麟
原子力開発のカギになろう扁と述

ると揺解した︒

強力な推進を曙っていく必要があ

う船難性ある嶺初計画にしたがい

璽嚢性を強調︒商主技術開発とい

る十隼一と題して特購急信を行っ

このあと﹁動燃の＋鋸と新たな

べた︒

た動燃初代理箏長の井上五郎原子

PWR原子力発電プラント
PWR船舶用原子炉設備

裡井︑石川︑帰山の北陸三豊で
は︑福井県がすでに五基の原発が

役禽約条件も整いつつある﹂と

き鰐前無魔比二三︒六％増と二〇

り︑積極的に一般の理解を求めて

％台の陣びを維持︑五＋一年の大

容とする規約を満場一致で斑決︒

繋留興業銀行が三田発表した昭

郷マイナスから一転︑二〇％禽の

葱を結碧して対応︑原子力開発利

和五十二薙腱のわが鰯設備投資計

となっ

原発先進興

画によると︑今飯度の電力設蠣投

業種の伸び率を六・九％程度へ押

増加へと移る石山精製と並んで金

運開済みの

資は支払いベースで繭鋸慶比二五

指摘した︒

係筋によると︑①五十七銀から六

・三％髄の二兆五千六頁惣円へと

いく必験がある漏との認識から①

十五嘩まで陶こう玉転間に英仏各

僻びるものとみられている︒この

大きく伸びてきており九動力の五

さらに騨業計画︑穫海難畠などの

千六薦鏑つつ総羅三千二蔚ナの使

調査はB本興業鍍行が毎鋸二圓童

一多多多一！ーー！一華ノ多グ！！！多グ多多グ！■！！／多だ

用済み燃料を引渡す②圓阪ウラン

嚢企業を対象にアンケート調蒼を

用の健進を図ろうとするもの︒四

について蟹頭﹁原子力は動力利用

とプルトニウムは日本への返還を

し上げる血膿を顧たす盛込み︒

原則とするが︑プルトニウムは鹸

ているのをはじめ︑石川興でも能

をはじめ賑療︑麗業︑工業など広

まり︑調田となったもの︒鍛力各

鶏羅57年から船積みへ
わが國醗力十社と組総台核燃料

四十九箪秋以降予備折衝に入って

調査によると︑まず昭和五十一

投資がそれぞれ二千二欝八十六円

み撚料罵処理委託に関する契約

銀度の設備投藪実績は︑鉄鋼︑一

間︑英仏で貯蔵する③放射性廃棄

金社COGEMAとの間の便用
社は
済当初︑BNFものみを対象に藩法駕または賑ホが要求する間

︑返選のためのガラス固

いたが︑昨奪になってCOGE蝋
物も日本へ返激することとする

④露力各社は英仏による如露池・

Aからも受託意向が表明︑結局︑

に先行き鑛斜開発は必肇で︑貯蔵

開催中の公聴会の結果を待ち瑛蕎

齎九十三島物を融資するほか︑再

爾処理工場建設に俘う騰用二千四

ト

ーーーーーー裟〜ーー

﹁英仏共同受託﹂として交渉が行

容騒を蕎慮しても昭秘六十五銀ま

契約内容は萌らかでないが︑関

契約締結の段どりとなるもよう︒

第二工場を建設するよう謝闘を進

鰯間処理能力滋藤襲踏規模の國内

方・六十石葎の操業際始をメドに

み撚料再処理をカバ⁝していく一

への委託によってこうした使用済

ため電力三蓋は︑栗源再処理工場

八節万KWが蘭発済みだが︑さら

済み燃繕が排出される跡定︒この

でには少くとも七千三酉踏の縫用

わが国ではすでに原子力発電約

が︑九星二十日︑締糖された︒

いるもの︒

十一︑五十二葎の発霞施設用設備

日︑設立総会で設立発起入代表の

しており︑さらに広い分野での放

馳な分野で多角的に軍秘利下され

の普及︑啓発②地域諸士二等との

爽施し︑設備投資の動向を調べて

登を中心に計画が進められるなど

射線動勢をも含め︑原子力開発利

ている︒懇談会設立を通じて北睡

を迎えようと 窩太郎氏は︑同懇談会設立の趣旨

用への期待が高まっているのが環

に住む人たちの來爽の繁栄のため

原子力発電時代

ギー政策などから原子力開発の必

状︒しかし︑一方では総合エネル

原子力に関する情報交換︑遡絡提

このあと引き続き①原子力知識

に質籍したい一とあいさつした︒

ど多くの問題に窟灘し︑抜本的な

力への十分な理解を簿られないな

携⑧放射線利矯に関する技術教育

門むつ﹂問題などを契機に︑原子

要性が高まるなかで︑原子力船

対策が求められているのも甥実︒

日本興業銀行が調査
度扁と指摘︒今後の展望について
宅

題

肇

あいさっする漕成理事畏

蕊菱金属株式会社
三菱躍機株式会社
三菱商蘂株式会社
三菱原子燃料株式会祇

高速増殖炉プラント

原子力、四千億円に
することができた﹂と評価しなが

無三輪欝璽

めている︒しかし︑典海工場は無
間蔭七十ノをべ⁝スに総照二千三

嚢

鮮π呼

首鏑穐度しか期待できず︑すでに

ホールで約三蔭人が参加して粥か

盗難難

委謁済みのURGとの契約黛も千

として残さ

たもののうち︑仏との契約がまと

て
醜鞭盤難レ

八蔭踏にずぎない︒このため三千

魅ぎ

二薗ゾの轟然頒儒嚢が附内第二工
場完成までの

れることになる︒

動力炉・核欝欝開発難業団創立

今園のCOGEMAとの契約は

十鮒黛記念﹁懲懲と講濃の会﹂が

井上五郎氏が特別講演

三菱璽工業株式会社
三菱原子力工業株式会社

難

『

この残された未手麺て分三千二薗

実用化へi新スター
鋤に関し二品各社が英隅核燃脳会

動燃が十周年記念講演会

批BNFLも禽め交渉を覆ねてい
五賑午薗・豪京・大手町の経隣連

もノ

き

昭和52年麿の設備投資

研

および国際萬処理共岡会社URG

樵 蟄
灘浮鯛響艦醗麟素躍㌔灘
原産・北陸原子力懇談会の設立総会
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農団擾はとくに途上国の

ナマ

の声を聞く機会が多かったとして︑

ルコ︑イタリア︑西独フランスの

らヤ月切旬にかけて︑イラン︑ト

加原子力視察団偏は︑九月中旬か

原産の門世界エネルギー会議参

り越えられるにしても︑発展途上

り︑いくつかの兜進国はこれを藁

れば石油エネルギーに闘力がかか

れ︑原子力の出入が予測を下まわ

かなりの時間かかることが承さ

懸を除くと︑消覆の一〇％達成は

点に立っていた︒

設︑自転するかが悶題だとする視

は︑それをどのように能率的に建

ら安全駐に闇題はなく︑これから

れは︑軽水炉はその経験と爽績か

強く打ち出されたことだった︒こ

二は︑軽水炉の標準化の必要性が

﹁発展豫上国の多くは再処理︑

各国を訪問︑トルコでは九月十九

国は強く圧迫されるとして︑先進

高速贈殖炉路線に強く期待している﹂など︑その印象を語った︒

目から二十三日までイスタンブー

国と発展途上國とを区分して考え

スは得られているとはいい難いが

畏が︑必ずしも各界的コンセンサ

高速増殖炉と再処理は十分やって

マリ国キダル

鉱区で試錐へ

発︑横浜懸から象牙海岸アビジャ

三人︑それにポーリングを請負う

ン港向けに藁繭︑ブルドーザー︑

イエ︑キダル︑テッサリット西部

このため︑第三次調査では来年

試錐藁など約瑚十ハロ︑四蕩五十ナ

傾部隊︒すでに第〜陣が八月宋出

三月までこれらの地域で地質鉱廉

佐鉱コンサルタント＋三人の大規

を調べ︑置か所で延べ一万綴にわ

の資材を搬送中で︑マリ共和国の

の四地域で極めて有望なウラン露

マリ共和国キダル鉱匿で第三次

たって試錐︑ウラン鉱の分布状況

ガオを拠点に十一月宋頃から本格

頭を確認している︒

ウラン調査にあたる動燃纂業同の

など情転調責を進め開発への題が

しい圏然条件下だが︑探査屋にと

調蛋に入る方針︒菊地麟長は﹁凝

初の大型調査団出発

大型調蕾団︵罰長・菊地渚禍源部

ホーン調萱も行い︑葎盟地域の発

かりを築く一方︑未探蕾域のエア

動燃は︸九七四奪九月に探謹権

調査役︶が棚田出発しだ︒

トを尽したい﹂と掴負を語ったQ

プロジェクト︒百標に向ってベス

っては穽常にやりがいのある大型

調蛮団は︑動燃十三人︑岡祁鉱

見に努める︒

業︑大手開発︑両雄金属鉱山︑粟

を取得した＋万平方爵綴のキダル

過去二度にわたって実施した繕

が︑期待と懸欲はきわめて強い︒

研究を中心とした段階ではある

く︑とくに技術纏入から始めて九

原子力産業に対する関心は大き

語っていた︒日本の原子力開登と

長岩本多実︶◎インパイルガスル

ープ︵OGL⁝1︶の開発︵桝料

試験姫部照鮒第一課長松永朔郎⑦

政策における高温ガス炉の位毒づ

特別講演・アメリカのエネルギー

け︵エネルギ⁝研究開発庁経済︒

ド・ハンラハン︶︑閉芸ほ五時︒

環麗・システム解析茎長エドワー
後一時楽から栗京・内幸町のプレ

国際会議案内
は熱出力五MWの多黛的高温ガス

IAEAは次の陣地シンポジウ

スセンターで第︷ハ園多躇的高温ガ

日本原子力研究所は︑十四環午

︵写爽はキダル鉱区第二次調査︶

鉱区で欝欝がかりのウラン調戯を

り権を得ている︒

邦亜鎗︑石原産業など民間企業十

は原料として利用されるべきもの

累︑同鉱区のイベルベル︑バラコ

イランを訪問し︑エテマド原子力

だ︑と述べ︑﹁そのためにわれわ

産縮国であるイランのエテマド総

〇％以上の国産化率を占めた実績

れは懸子力開発を進めている﹂と

庁総裁らと悪冤を交えた︒罵畷は

裁は︑石藺は二〇〇〇銀には欠乏

に学ぶ点が多いとしていた︒

鱒日︑プレスセンターて

原研が多目的
炉成果報告会

する資源であり︑したがって今後

っている︒全般的にみて︑発展途 核融愈研究にも籔極的で︑墓礎

いけると述べていたのが印象に残

上国は︑薄処理から猶殖炉につな
がる路線を志乱しており︑重大な
関心を密せていることは明らかで
ある︒

エネルギー会議繊席に先だって

手︒数多くの鉱区について三⁝五

ス炉研究成粟報告会を開く︒原研
のウラン探鉱を推進しており︑今

▽ライフサイエンスにおける放

炉の建設に岡けて設計研究を進め
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開会一1一騰三ナ分①挨拶︵副理 田②参加串込み締切78奪2月10B

果を各担当蕎が報告するQ

ており︑報告会ではこの一撃の成

実施する書芸︒

スカチワン鉱山開発公社︵州政府

チワン州のニプロジェクトではサ

日本とデニソン社の他にサスカ

ループによる五つのウラン探鉱プ

とになるQ

ロジェクトが並行して逸行ずるこ

膝の計函によりカナダでは一二井グ
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新たに四が弩に着手

﹁ノースウエストウラン

?累加の@22フ探鉱で新会社
万陀︶︑

カナダでは巖近になって申西

研究開発の要塞︵動力炉開発・安

一〇〇％出資︶︑マニトバ州プロ 薯長村田湯︶②多事的高温ガス蝉

ジェクトでは州政鰐がそれぞれ参

①77奪10月20日②78琿3月10田▽
力

月掛日⁝15B・コロンボ︶①78年

控

文春別館内

ルで開膣された第十回匿界エネル

る必要があるという照もあがって

原子力問題について強調された

いた︒

点は大きく二つあった︒一つは︑

開発偏︵嗣工千万鰐︶1あ三新

カナダでのウラン探鉱に取り組
んでいる三井物産と三井金属鉱業

覧が相次ぎ︑ウラン探鉱も盾況の

部を申心に梅望なウラン鉱床の発

全性研究讐理部部長武谷清照︶③

ソトープ︒放射線の釈胴へ78無12

土壌と作物の関趙性研究へのアイ

出資比率は︑いずれも三井物産

会社を設立した︒

多隅的高撮ガス炉の設計研究︵同

ニトバ︑ノースウエスト川州で四

の両社は新たにサスカチワン︑マ

空掻研究員安野武彦︶④多園的高

シンポシウムの詳細聞合わせは

2月10田②78隼9月30円︒
ニソン祉と共周でオンタリオ州で

曹

、東京芝浦耀気（株）・原子力本部、三菱原子力工業（株）GE・敦賀および福島建設

i被臨地︵裾保湿四︵圏所外瞬瞬︵・甲﹂尽ラ

六〇％︑三井金属鉱業四〇％で︑

〇％︑二五％︑二五％となってお

漏ガス炉の計装の開発︵原子炉工

一途をたどっているところ︒計画 加︒臼本の参加比率はそれぞれ一

つの本格的ウラン探鉱プロジェク

ではテニソン社と共同でサスワン

トはデニソン社が三分の一﹃日本

り︑ノースウエスト・プロジェク

客舎主任砺羅馬蕾山暫照︶⑤多目

﹁マニトバウラン開発﹂︵岡二千
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場などの﹁使用篇旛設が約百七＋

ワ
に︑設置者︑事業養などが核暢料

センター

ギー象議に滲瓶した︒

大島氏は︑この醸の総合企画委
員会で︑闘調奄腰の団長として報
告講演したものだが︑随所に假人
的印療も禽め要旨次のように語っ

いうことだが︑二〇〇〇箪ごろの

高速炉は将来どうしても必要だと

今回のエネルギー宍議は︑﹁エ

二Ω一〇葎になると︑灘入の成盃

購点ではその影響はまだ少ないが

た︒

をテ⁝マに掲げたものだったが︑
が顕著に響いてくるとされた︒第

ネルギー供給とその合理曲遡源﹂

省エネルギーについては︑輸送分

社長には三唱物産常務の斉藤健民

州でノックス︑クリーレイクのニ

的高儘ガス炉服被獲粒子燃料の開

子
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トに乗り翻す方針を決め︑両社倉

プロシェクト︑マニトバ︑ノ⁝ス
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発︵燃料工学轟燃料照射研究竪室

想漏︵轡波書店︶などの新刊番を

集された﹁核照縮への新しい購

りあげ方なども紹介している︒検

か所となっている︒

の恰好の対象に一︒エネルギーや

討の対象は︑単行本︑経済誌︑田

物質の受け入れ払い出しのつど・

殖実験幽門常陽一面科などの

正子力を扱う欝籍︑記廓のすべて

一このテ⁝マは

とに鯛末細庫璽︑憎減などを記入

品

を読破するのは至難の業︒しかし

誌にも丹念に膣を通しているが︑

﹁読んでも役に立たない﹂などの

詑事によっては﹁新味がない篇

蕪

り組む﹁サスカチワンウラン開

上の分についても一部優先的買取

とレビュ⁝を試みている︒さら

紹介︑経済評論八月号の特集懲エ

プロシ

エネルギー・

に︑ともすれば晃過されそうな情

ネルギ⁝政策と原発問題﹂をレビ

ウェスト両州でそれぞれ

漂子力ブーム

報︑地方紙のエネルギー・原子力

発﹂︵資本金二億円︶を中心にデ

核不拡数の見地から画工される

問題への敗り組みやニュースの取

発﹂︵資本金五千五菖万円︶︑

プルトニウムに関しては︑高速贈

を離れて︑いまや一般論︑大衆誌
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ふおめいしょん
蓉える会が刊行
刊紙をはじめ︑

ギーを考える会﹂の会員を対象に

保有縫会計を五十一年下期へ十

日ジャーナル扁から解熱石﹂﹁平

岡誌はいまのところ︑﹁エネル

評価を下しているのが面白いQ

しているヨネル十三いんふおめ

発行されているが︑その存在はも

﹁朝

百六十四ナ︑生成プルトニウム四

楽誌にまで及んでいる︒
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ューするほか︑ニューヨーク大陣
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科技庁︑柔膚蝿を発蓑
科学技術庁は慧百︑わが国の原

り︑二覧表﹂はこれらの報告を

とは購に︑原子炉運転の楷
子力施設などに六月一瓢十・躍現在で

弩える会篇︵代車幹事・荒正人氏
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発省の一部機能を総合したもので

会︑国防省︑商務雀︑住宅都田開
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の収集と詑録︒

斯甥署項の円滑突樋の調整︒情報
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冨︑醒長宮︑次獲を垂垂︑敵府と
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保護庁︒企薗総理撮当次心懸︑大
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連郷エネルギー規制婁縣会委農
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卒︑USA鶏C契約蕾理想︑環境
境境保護庁黙黙︑連邦エネルギー

次窟錘デェイル・メイヤーズ

統領エネルギー政策・企醐に陣頭

ーティスマサチューセッツ大

コ⁝ネル大理学修士︑唾壷

岡委員ーージョ⁝ジアナ︒シェル

トン

いる︒

著しく阻註しないよう一図されて

麿は近いうちに長期麗棄物処理に

・スペス委堤は九月二十九礫︑政

炭⁝軽水炉に傾注するのてあれば

らも満足しうるものではない︒石

りあげられ﹁石炭︑軽水炉はどち

議が申立てられているが︑工鱗続

第二次躍司晦請に反対運動から翼

蚊府はライブシュタット︵原発

︹パり松本駐在幽︼スイス趨邦

警瓢＼灘1擁響ぎ

擾欝

ワシントン大学卒︑ノース・アメ

コロラド大

獲ロバート・ソーン

次宮補︵エネルギー技術担嶺︶

醐掻当︑スペース・シャトル訓脚

リカン・ロックウェル・アポロ謝

響携所憂︑ERDA原子力握嶺次
闇︑遮邦話題委員会委員長

学卒︑鷺鶏DAサンフランシスコ 卒︑下院彊闇・外国蟹埼委員金暁

︵九月幸瓢一日︑大統領が公式に議禽に握出した十名︶

ンターナショナル統播副社長兼ノ

損傷副短長︑ロックウェル・イ

筥補代理

ハ⁝バート大学卒︑経薦
ース・アメリカン航器機部門社長

長窟ほシェイムズ・シュレシン
ジャー
学博±︑ランド・コーポレーショ

アムハースト大学卒︑

行政機関委員会副委員優︑同委員

エネルギー研究周長裡ション・
デュッチ

エール大学

ー︒バ⁝ゴ⁝ルド

長代理︑元二等二三婁轟会二二

ア大学助教授︑AEC安金・許謂

バード大学経済学博士︑バージエ

ハー

マサチュ⁝セッツ工大卒︑同大教

佐宮︑ヨーロッパ・NATO挺当
授・化学部長︑国防科学委員会お
経済規制庁長官月デビッド・バ

よび陸瓢科学諮問機関の委員

同委員臼ショージ・ハル

卒︑経済腿題擬嶺麟携次窟特別補

ン戦艦問題研究部長︑C王A長 次懲補︵国際閥題振嶺︶撲パリ

窟︑羅防長窮︑大統領特別補佐憲
︵エネルギー担嶺︶

副長竃睡ジョン・オレリージ

ョージ・ワシントン大学卒︑磯廻 無国務次数補︑大統領エネルギ

許認斑局長︑タイマーコーポレー

動力委員会天然ガス周長︑AHCー政策および企緬スタッフ顯間

価局長墜資源分析擬淺次獲

斑委鍵会縫済券面︑醗防欝食薩評

出規制立法化の動きに対応して出

博士︑イスラエル研究開発国家会
議法律顧問︑ニュ⁝ジャーシー環

されたものであり︑厳しい三編条

⁝ディンコロンビア大卒︑法学

くてもすむように︑※国が二子力

︵国際間題︶

ルビン・アルム

供給国として果たすべき二一を増

デンバー大学

技術損嶺都長︑連邦エネルギー庁

名が園題講麟を訪問中で︑露本に

次官補︵政策・評働撹当︶巨ア

る︒

は十月ナ一欝東田し︑側聞題につ

ション・エネルギー資源・環境部

なお︑エネルギー雀では︑間門

は︑再処理工場や濃縮工場の増加

広範囲に受け入れられる解

潔⁝または節縛が可能駐をもたな

代愚エネルギーとして太陽エネル

株式会社イ恥圃串
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）727ユ〜8

エネルギー政策に抽車

ができ︑今後の動きが注霞される︒

露には残っていた纈織と人噴を公

畷︶雀目行政組織として︑長窩︑

ある︒︵エネルギ⁝雀の構成参

件や制識規定が認り込まれている

を強く規制しようとする色彩を大

四基が三百億

イギリス印央電力庁︵CEG

CεG＄隼報出る

KW臨を発電

きく打ち出したものだったが︑他
國のエネルギ⁝計薦や政災を※国
の管理下におくような単二を法律
に厳しく盛るべきかどうか︑また
そうした縦走が蕎効にはたらくか

と︑マグノックス型原子力発電断

B︶がこのほど出した隼報による

関し

を胸快し︑その解決法を実

齢一串 原子力蒋殊簾

七八年度予算は百四億ドル
米エネルギー鎗︵DO旦︶が十月一欝発題した︒同雀は約二万人の職員と︑ヒ八仔の初日度予鐸衝
四億がという膨大なものである︒カーター大統領が提案したエネルギ⁝雀畏窟の権限は議会によって

孚疑

一部修正を受けたものの︑シュレシンシャー大続領補佐窮を慢宙に縫え︑空要スタッフも決まった︒
大統領のエネルギー政策を円滑に進めていくための

田︑﹁エネルギー雀の新設はエネ

式に提出︑上院に送った︒︵塞要

境︑防衡︶経蟹の監督︒舗約謝薦

ルギー政策推進のだめの璽要なス

人事参照︶

窟︵エネルギ⁝握幾︶がエネルギ

テップである﹂と述べ︑罵備新設

カータ ー 大 統 領 は 今 薙 三 月 一

のための法案を議金に送った︒こ

大することも求めている︒

をかけようとするもの

が︑麸塞的には闘盟国との関係を

いて悪蝿を交換する︒十三繍には

副巨富︑次冨︑法制踏臼宮︑次曇

核防法案を可決
米下院

ハドメ

ビンガム法案の調整なる
来下院は九月二十八照︑ビンガ

ビンガム附図らの口重の提塞

となっている便絹硝み核燃料の貯

大統領が出したエネルギ⁝省設

独立した租織となる︒大統韻は

FERCはエネルギー省から

のとき門エネルギ⁝政策ほど改組
日︵八部門︶︑監寮総雛︑エネル
長憲の駈羅に価格決定権など多く

原産を訪閤︑難縢は牽四日の予定

麗法により︑一九七七葎十月一田
ギー研究周長︑そのほか別にエネ
の権限を踊り込んだが︑議禽はこ

蔵と奇蹟についての調蕉を︑工鷺

と統合を必要とするものはなく︑
に発建︑行政蟹理予算庁は必要な
ルギ⁝憶報庁︑径凝焼制庁を設け

れに反対し︑FE飛Cに一部桁隈

である︒

移蟹描躍を行なった◎これらは資

をあたえたものである︒岡婁嶽会

同省の霊要な所懸盤項は︑エネ

輸送締金︑天然ガス料金︑心気料

どうかについて︑議院内外で大き

決法

れている康子力施設建設運転に対

行を認めた︒政厨は明黛に畢定さ

国罠投票の結果を心配

建設を認める

スイス︑第二次

ったとしている︒

愈わせると三闇層KW薮以上とな

ている︒運開以来四月の発霞懸を

は一般化石麟斜発電筋よりも優れ

琿に運開したが︑これらの発亀藤

万三千KW︑GCR︶は一九六二

とバートウエル丁二留︵答十七

・二弩︵各十六万KW︑GC獄︶

英国初の商蒙炉バークレイ一

を上陰った︒

の石翻火力発駅所の総発懸噌力鍛

九献による総発慮騒は︑二十一璽

な論議を艀び︑委興会レベルで手

で︑核物狐︑原子力技術・旛設の

続領が議会に捉出している核拡散

暮露は︑職工利用國的に限り︑國

防止政簗法案と多くの点で建並み

カーター大統籏の紙寮は︑議会
が核拡散に精びつくおそれのある

ラトリアムなどを食む徹臨した輸

し︑米法街協金︒米法蔵協会共催

側に高まっていた漂子力輸出のモ

廃頂物処理

による会議の講癬て明らかにされ
た︒この勧簿は行政川内に圓付さ
れているが︑カーター大統領には
まだ送られていない︒

証ずべきであると鋤目した︒もし

いことを曙らかにすべきである︒

講顔では石炭依符への繕大もと

解決法と実証の期限が明確に出来

に星礎を響く続済を国の蚊策とす

さもなくば瀬次︑太陽エネルギー

ることがないよう運動している︒

する国民投粟で原発計画が俸滞す

する住民の権利と笈全性傑証に関

︵BWR︑九十四万KW︶建設の

を出すべきではないとしている︒

と語った︒

なければ︑今後原発の建設許認両

×贋塊審議蕪︵C猛Q︶のガス

米環境審議会委厩語る

ば原発停止を﹂

解決なけれ

濃編︑再処理施設を独圏で持たな

描齪も盛り込むとともに︑名国

ては米纒の慧図が効累的にはたら

ム議員︵民主宛︶ら提案の核拡散

＄10，432．4

くよう措卜している︒岡階にこ

法餐を傘会一致で可決した︒この

エネルギー省の構成

各役職の職務は以下の通り︒

託した︒このためグレイ綬長ら六

これほど包括的にエネルギ⁝聞題

盆旨人要︑資産︑鱗務︑契約︑土
荻たに通邦エネルギ⁝規制委農会

それぞれ長円をおいている︒また

A社︵コンサルタント会社︶に委

を扱う組織もない扁と議象で語っ

地等である︒

ルギーに関する節約︑資湶閥発と

盆︑水力発飛計画の許認可にあた

住宅都市部開発省

をそろえた蛤好になった︒

果︑ビンガム法案は︑カーター大

急務省（ICC）

れらの条件に避反した場含の制裁

幽しが加えられてきた︒この結

ρヂ業エネルギー節約に関ヂる機能

！9，792名

際的な傑障描躍と籔理のもとに聴

新建設物の飾臼基準に関する機能

き︑鋤三笠への薄移転などに関し

＄

一÷
＄

30

めに※個の原子力輸出に厳格な

＄

Ll
海軍の石油関係統摂の機能

八月三臼にはエネルギー翁新設

ている︒

法案が議会を通過︒翌欝大統腰が

生産︑研究・開発︑購蝦処理︑規

る︒さらに︑州間通商蚕員金が行

研発

業
署名︑五か月という短い期間で米

帯下撲省行路の総監麟︑代表と

︵FEaC︶が設けられる︒︵は
糧磁邦勤力姿員余の多くの機能を

圏第＋二番圏の省として設置され

ネルギ⁝憲︵F￡A︶︑運邦論議 して密なエネルギー政策の決定を

制である︒これらの機能は運邦エ

田ウ郁f虎

引き継いだもので︑価格の設楚︑

ることが渓まった︒省の職轟数と

￠ノ、ド弓工イノレキー

ってきた︑石懸移送レイト設定も 法案は︑核の世界的拡敬を防ぐた

＄
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海再処理旛設運転に関する臼米共同決定を行うため訪米した宇野科学技術庁長窟とシュレシン
ジャー大統領特別補佐宮︵現エネルギー省重傷︶ら米政府関係蓄との間で︑これを墨打ちする

予籏と技術を中心にその推移と現状をレビューした岡誌﹂・R・ワーゴー氏の記事を掲載して

鍾凹いが持たれている︒こうした聴︑米誌﹁ニュークリア・インダストリー﹂は︑核融台開発

る電力に転換することの凹凹性を

︑

評緬するという三隼間の計画に対

いる︒以下はその要約である︒

核融含の講究開発は︑五十〜六

要な水華として︑毎年二億がの予

合の墓本的な理解を進めるのに必

核融台発電システムはいつまで経

このぺ⁝スが続く繋り︑実用的な

算を要求するというものである︒

第一案は︑研究開発を磁気核融

十隼の道程のうち約二十五年を過

究開発予算で酉十万がが認められ

して︑一九五一年の連邦政府の研

説明しだ︒

の研究開発の結果︑多くの国のエ

核融盒計画に圏する議会の委農会

二十丑琿後の現在︑連邦政府が

て以来のものである︒

になるかどうかは︑まだわから

までに工百十悪がである︒

︸の巖も濁要な欠点は︑今臼のわ ーラスを利用したテストにより︑

い方俵が考案されており︑これが

ド・ロスを少なくする二つの新し

ナー局長は︑﹁ミラーの中のエン

の予算は四千四百五十万がである

プラズマ物理研究所へPPPL︶

が︑その相当部分はTFTR用で

込めば︑プラズマ柱の蔽径の二乗

大型のトカマク装躍における閉じ

バ暮雲⁝実験装置に多額の支出が

あり︑その他にポロイダル・ダイ

れわれが核融合エネルギーを実用

今後理論的︑実験的に確認される

化する方法がまだわかっていない
に比例するということが確認され

相当鰻の核融倉エネルギーを鑑

九八一年までに完成する予定のこ

型トカマクについての研究用に三
窟塞験炉︵TFTR︶である︒一

に︑オークリッジ国立研究所が中

一九七八年度予算ではこの他

する実験用である︒

のに磁気ダイバータ⁝装置を利用

融禽システムの申で不純物を除く

予定されている︒これは︑大型核

ということである︒実黒化のため

さらに魅力のあるものとなるだろ

ならば︑この概念は動力炉として

イオン所長は一年石度に達し︑

た︒

心な努力が必要であり︑資金と優

の開発は難しく︑多奪にわたる熱

ト﹂として必要な巖低温度︑換霞

産することができると考えられる

﹁プレーク︒イ⁝プン・ポイン う﹂と述べている︒

すると運転に必要なエネルギーが

次の世伐のハートウェアは︑プリ

ある﹂︒

れた入柑を投入することが必要で
ERDAの磁気核融倉エネルギ

門第二に︑多少の放射性物質が

回収できる濃度までに︑あと三倍

ー筒長キントナー氏は︑ハーシュ
次官補に続いて︑核融愈計画から
生産されるということである︒わ

た︒ミラー・アプローチは︑︸部

込めのミラー概念も大きく進歩し

ンストンに建設中のトカマク核洞

れわれは︑設計によってその影響

についてさらに研究し︑︸般公衆

を最少隈に止めるようその管理広

へと迫った︒また︑プラズマ閉じ

説明しだ︒

得られる利溢について次のように

﹁第一に︑その基本猷料はどこ

資源である︒核融合は︑燃焼生成
るよう努力しなければならない偏

がその意味について正しく理解す

を許しつつ︑最初のパルスの後運

のプラズマ粒子が端から逃げるの

入射システムを備える︒台計で二

子を生産することのできる申駐子

出力を持つた高エネルギー荷電粒

断面を持ったトカマク型装置の研

め法と呼ばれる罪円型のプラズマ

三十万がを得てダブレット閉じ込

のTFTRは︑合計で八万Kネ
Wラ
のル︒アトミンク社は二千五百

千八三差がを得ている︒また︑ゼ

ででも簡単に安く得られる無隈の

物を放出しないので環境面でも魅

ンド装置を利用するものである︒

続運転を可能にするオ⁝プン・エ

無尽蔵

究から︑核融禽は他の

一九七六年末に︑ミラ⁝装置の

れる小型装躍は現在運転甲であ

万KWの首二＋キロ・エレクトロ 究を行う︒ダブレット紅Aと呼ば

﹁また︑われわれは今までの研

の放射性麗翼物よりも少ないし︑

中のイオン温度は︑ご十ヨキロ︒

力がある◎放射性廃藁物も核分裂

なエネルギー源と比較すると経済

ン︒ボルトの中性電水素原子を巖

的に有利であると減じているが︑

低O・五秒聞ト1ラスの中に入射 り︑ダブレットHと呼ばれる大型

畢減期も穴幅に短い一︒

エレクトロン・ボルトと二倍にな

システムは建設中で一九七八奪に

その経済性はまだ実証されていな

運転に入る予定である︒

を必要とし︑実際の発電所建設に

一九七八年度のプリンストン・

で建設できる︑といっている︒磁

は﹁億ジュールが必要だ︒

ト・チェンバー内での十分な反復

第一一の大きな聞題は︑ターゲッ

気とレーザー核融合の必要性を比

ず︑しばしば戴立する軍需と民需

ーザー・エネルギーが得られると

点火率である︒藩万シュールのレ

較する前に︑政府と産業界はま
一九七五隼にロチェスター大学

用核融禽の利嗣についての妥協を

して百万KWの出力を持った核田

レーザー・エネルギー研究駈長モ

麗在のレーザー技術は︑最終的

ッシェ・J・ルービン氏は︑下院 園らなければならないだろう︒

磁気融合炉と
レーザー装置

の一一倍以上の渥度である︒キント

ったが︑これは点火に必要な数値 することが可能である︒

これらの要因が生む習定的なイ

い偏︒

﹁さらに︑核融手炉の中では一

不確定要素と
技術開発現況

第二案は︑﹁漸堰型﹂と呼ば

メーシを打ち消すために︑キント

っても建設されないだろう︒

時に燃料物質が大量に存在するこ

る昨年の成果をあげつつ︑﹁今ま

ナー局長は磁気核三盆計画に閲す

で今年度予算として要求している

とがないので︑核物質が漏れる確

金額は巖初の黛に認可された額の
れ︑資金を順次摺額していくもの

率が少ない︒物理的な故隔があれ

ない︒他のエネルギーに関連する

ているものの予算は認めるが︑新

である︒すなわち︑すでに決定し

研究聞発計画よりも核融愈の誹画

予騨総額の三分の二に鞘当する

百十三倍である︒

て多くの不確定要素が残っている
三億︸千九十万がは︑﹂幽幽︸隼

での進歩の状況から判断して︑も

ことは確かである︒他のエネルギ

ば炉は邑然に停止する︒その懸味

テ；マである磁気核融合計画に対

以来政騎の核融翁研究開発の中心

議会︑予算を上積み

しい計画は曽算が認められるまで

ー関連の研究開発計画は︑実用化

するものであるQ残りは︑まだ比
較的新しいレーザー核融禽研究計

政府委員会で磁気閉じ込め炉は実

用性に欠けている︑と語った︒

舎炉は毎秒四十五回のペレット爆

画に対するものであるQ今無の予

台頭著しいレーザー法

なレーザー核融△口発電システムに

しかし︑核融△口計画は事情が違

算も饗求額が認められたという点

同様に︑圧縮率も商業用レーザ

発を繰り返さなければならない︒

う︒議会は︑さして緊迫した誕琶

は十分ではないQ基本的な効率を

ー炉に必要なものよりはるかに低

ザー炉は十万〜二十万KWぐらい を越えるには︑酉万シュール以上

でも巖近の開発で達成された二菖

われているが︑その低い方の数櫨

いうことを認識する必要がある﹂

ネット︒コストの競争力であると

られても︑資本費が高いために核

からプラント設計の巖適化がはか

その可能性が実謹され︑運転爽績

パーキンス氏は︑﹁核融倉炉は

一九七二奪にゼネラル・エレク

実験結果を発表しはじめた︒

謝算レベルに留まっていたのに︑

るといえる︒しかし︑レーザー計

決も同階にはかることが可能であ

であり︑物理的に残った問題の解

ニアリング面の研究に入れる段階

磁気閉じ込め法は︑炉のエンジ

昨黛︑プリンストン大学大型ト

﹁その主な理由はサイズである︒

要である︒科学的分岐点を越える

達成するためには大幅な進歩が必

では従来と変っていないが︑他の

例して大きくなる︒装置が小さけ

放射線障害は︑装置の大きさに比

もなかった通常の聴聞会が終わる

はや成功するか否かが闇題ではな

い︒実際に必要な条件は︑千から

のいくつかの欠点をあげた︒﹁第

次にキントナー局長は︑核融愈

で︑核融融はフェイル・セイフで

篇魅しないというものである︒こ

には︑一万ジュールが必要である

来︑この予算手続きも変ってくる

と考えられている︒工学的分岐点

点では変化があった︒また近い将

れば小さいほど︑それは本質的に

開発予算として四点五千四百四十

安全である扁ル！ビン氏は︑レ⁝

ー研究開発局︵ERDA︶の握当第三案は︑﹁積極型㎏と呼ばれ

と述べた︒パーキンス氏囲身の計

トリック︑エクソン︑ニューヨー

けでなく︑ERDAがまだ理論的
五十よりもはるかに大きい︒

算によると︑現在の技術水華に塁

融愈の寒湿化は実現しないのでは

ク州︑さらに索北部の電力会社二

禽炉の建設課を八＋六億が弱と計

のコンソーシアムを形成した︒澱

エネルギー研究所を支援するため

社がロチェスター大学レ⁝ザー・

フスタッド氏を長とする特別レー

る︒ゼネラル︒モーターズ社のハ

画はその段階よりずっと遅れてい

密保持の問題
エネルギー豊門家の中には︑核

つく数魑はあまり楽観を許されな

ないかという心配が電力会社の関

反対意見と機

一万と大きな幅を持って推定が行
・

会︵JCAE︶の任務を引き継い
だちに取り組むというものであ

蜜が︑廃止されだ原子力食岡委員

る︒予簾は︑適当に制限される

るかが尺玉である漏と述べた︒

く︑いつ︑どこで︑だれが成功す

た四億三千二筥九十万がより五％

統籏のエネルギー計画で提案され

が︑十分に提供される︒この計礪

ごろに還編となるだろう︒

の水葦では︑実嗣炉は二QO五年 ある﹂︒

多い額である︒他のエネルギー計
だ新しい議会のすべての委員会と

は︑一九九八奪までに総額で頁五

鍛も大きな変化は︑※エネルギ

画が︑いつ止むかわからない嵐を

うことである︒

交渉しなければならなかったとい

融愈計魎を進めることに関して疑

いものである︒岡氏は︑電気出力

るもので︑多くの問題についてた

乗り越えるために帆を降ろさなけ

十五懸がの予籔で一九九〇年代の

酉七＋五万KWのトカマク型核融 係者の間で次第に広がっている﹂

ERDA五つ

る︒しかし︑その官禄は研究開発

問を持っている入もでてきてい

努力の放藁を要求するものではな

算している︒総資本費は︑四千九

初の三年間は︑予籏が三百万がで

ことを欝標としている︒

終わりに実証炉を運開に持ち込む

く︑計圃を今より拡大する繭に︑

深国費を無視しても︑発電コスト

百十が／KWとなる︒運転および 研究は︑一九六〇奪代に垣立の研

の選択案提示

れ︑実証炉運開までのりード・タ

さらに多くの要因について検討す

本費を次の通り示している︒

九七五灌

あったが︑一九七八零度にはER 的なレーザー核融含発電が実親す

えるわけではない﹂という結論を

トロニクスの企業から約二千五書

M・シーゲルは利益の多いエレク 出している︒解決しなければな

るが︑それが不司能だと明確にい

は︑大型のレーザーを水爆の弾頭

題と非常に違った性質のものであ

らない技術問題は︑他の計画の問

アン・アイバーの数学者キープ︒

を励起化するのに利用するという

ている︒AECからの援助は︑主る︒したがって︑レーザー核融禽

て成功する可能性もある︒

はその他のアプローチとは独立し

置ザをレーザーの開発にまわさせ

のものだった︒

として兵器分野の秘密を守るため

ことであった︒しかし︑一九七〇

エネルギー利胴に関心を示しただ

産業界がレーザー核融會の商業的

妬代の初めに︑大学ならびに民間

ってこの計画は厳しい秘密のもと 四千万がに増大した︒ミシガン州

は十一・九聖／KWHとなる︒比 への利用に隈られており︑したが DAからの三颪四十万ザを盒めて るということには大きな疑問があ

ョナル・ディビジョンの研究技術

石炭火力︵脱硫塔戴き︶

較のために︑パーキンス浅はその

部長ウィリアム・E・パーキンス

他の大型発電所のKW当たりの資 に実行されていた︒裏向きの蔭的

ERDAの太陽・地熱および改
呼ばれるもので︑必要な人材・施

氏がいる︒パーキンス氏は︑﹁電

ロックウェル・インターナショナ

設︑資金を巖優先的に利用する計

力会社が核皆皆発電所を採用する

ル社アトミックス・インターナシ

究所でスタートした︒團的は兵器

レーザー核融着に関する政府の

といっている︒

イムを五器間短縮することを圏的

そのような批判者の一人として

ることを要求しているのである︒

﹁頒速﹂計画と呼ば

少なくとも磁気核融△篇の予舞につ

としたもの︒一九九三奪までに総

第四集は︑

いていえば︑議会が認可する多算

額で百四十七簿励を必要とする計

予算要求手続きの第二の変化は

成功ずれば︑他のエネルギー・シ

水華によって︑核融盆実証炉の運

画である︒

その答は︑核融舎はその開発に

ステムに内在する多くの問題に対

開時期がどのような影響を受ける

を議会に提出したことである︒

かという点を示した五つの代替察

良エネルギー・システム担当次富

炉を運開にすることがこの計画の

画である︒一九九〇隼ごろに実証

第五覆は︑﹁巌大効率漏計画と

ど環境︑社会︑経済梅造を爾かす

現在のところ反対継織ができるほ

このクリーン︒エネルギーを大

補ロバート・L︒ハーシュ氏は︑

七八Oが
上院と下院の委員会でこれら五つ

て八二〇が

液体金属高速贈殖炉

軽水炉

二つの軽い顧子が高温のもとで融

麗に供給するというイメージは︑

は︑生産される電気エネルギーの

この計画の謝謝額は︑一九九〇駕

ものはない︒

ザ⁝核輪台諮問委員会は︑﹁経済

る︒多くの不確定要素はあるが︑

する回答を持っているからで あ

だろうか︒

かな海を航行できているのはなぜ

なくとも現在のところは比較的静

ればならない時︑核融合だけが少

Aの要求額を削減しようとした大

万がを認可した︒これは︑ERD可能性があるように懇える︒

と︑一九七八隼度の核融合研究

されることが少なくない︒

も短いが︑それでも大論争の展開

までに必要な資金も少なく︑期闇

には技術的︑経済的旧藩性につい

な鷺力を商業的に生産できるよう

ネルギー問題を解決するのに十分

ぎたところである︒五十〜六十年

ニコ

欝標 で あ る ︒ E R D A が 試 算 し た
か否かを決める際の最大の問題点

鉛ガラスで放射線をシャットアウト〃

毒・灘
ノ

核融盒に関する碍来協力問題は︑さきの日※関係臨問会議でクローズアップされ︑先月︑藁

6
の異なった予算水準によって発成

◎カタロク及ひ資料連絡頂き次第お送り致します。

國
時期がどのように変るかを詳細に

断面

放射線廃棄物ドラム詰窪覗窓

放射線廃棄物貯蔵庫覗窓

○その宇
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難淋ヅ

轡講営
助

あ

に学んだ後関鍵臨力ニュ⁝ヨーク

議︑熈からの建設健蘇方空し入れ
となるちのがでてくるなど︑三密

で工鵬は落籍・学校も無期限休校

中心に解説したもの︒ホ文全七蠣

してきた米鷹のエネルギー聞題を

策薔が・そこでの体験を通し熱眠

てさえ票態は深灘︑まして

ルギー︒資源が騒擾な米国におい

ともすれば忘れられがちなエネ

めている︒

などあった伊方原発一⁝漁叢補償
は多方面にわたり

駐在員として長く※鶴に滞在した

などもほぼ順調だったが︑それで
まさに非常壌態︒

紹一介大蒲波・芙然ガス不建

武︑岡規模の伊方二君機を溺繭︑
爾け懸黙肋襲撃
建設にとりかかっている︒

も地元と交渉を始めてから完成ま
尖業嵩は米国聖体

べき道は何か︑そ

！癒機一締へとる

ながら︑エネルギ

轡は兜行きに門不蜜﹂を擾げかけ

﹁エネルギーと未来社会﹂

して何を為すべき

か︑未来社金のラ

刊︑一部千円︶

︵A5判︑⁝⁝台︑二本工業新聞社

の皇軍を試みている︒

イフスタイルも予想しながら独臨

礒本工業新聞社怠

がる海難砂丘地約四雨二十万平方

︒本

で八黛米という長瑚がかかった︒
で二蕩万人に達し

規に齎万KW級炉六〜欝欝を躍き

この醐︑市役駈周辺では柏縞刈

懲ぐことになった︒

一十

灘

∵・ぎへ糠

会

〒100東京都霧隠三田三了珂13番12弩「HヨL康京（03）454−7111（大代）

地元︒写方町議会による誘致決

この聞︑原発反対灘争も伊万原発

されよう︒これに加え試運転串の

原研・研修所

日本原子力研究筋ラシオアイソ

月二層八日から↓二月十閥聡ま

トープ︒原子炉研修所は来たるヤ

て第八圓﹁核轡料工学短期講座﹂

を開く計画で︑受講生を勢幽して

乃円︒繭込み締切りは十月

いる︒勢繁入翻四十入︒受講料⁝⁝⁝

︵露轟藁海〇二九⁝一八一一⁝署六

暇︒受議細込み︑詳細は同研修瞬

六七︶衷で︒

㎜資灘藁猷黎繍

鵬介︵MF︶ 鷺

①﹁﹂MFBR金体計畷︸ 一

九ヒ七奪一月

睡原子力発躍殼備一式（原子炉、核燃麟、タービン、発躍機

一本松幹雄著

建設及対八麗連絡錫議盆を中心に

る︒大寒波の聾来︑その教訓は何構戯︒石繊・天然ガス︑石炭闇々

たともいわれてい

各種エネルギーの展望とあわせ︑
爵と駆出さ籔この火﹁原子力篇の行方も趨つ

福島五羅および単玉第二︑大飯餐

＝二嘗扁＝3＝㎜謄一＝＝闇＝＝彌二瓢二＝冊＝潔﹁＝＝謄隔二軸冊＝騨闇＝冊二＝＝嘗＝一＝認＝＝＝濡＝瓢齢二幽＝冊湘一僻凹二一轄幽二幽＝冊認冊一醗＝幽一＝一冊＝露闇＝＝二＝

れた本瀞は︑コーネル大学大学院かけ︑世界の醗給動向へと難を進

門趣薬園避への握

だったのか⁝〜︒

激しく展開︑四十八無八月には松

訴訟も捉訴︑安金性をめぐる技術

山地戯にわが重事の本格的な行政

◇

論鍋が続けられている︒

繊鋭〜騒機の戦列入りに伴いわ

このほか原子力文化振興財団主

②懲公衆の保健︒安盒に係わる

RDA⁝六七︵ドラフト︶

髪簗品葭

伊方一号が丁寧入り
翻轟着工から四年余ぶり
回国電力︵山口償瑚社授︶が愛媛県酒字和郡伊方町で建設を進めていた三社伊方漂子力発電所一疹

機︵PWR︑出力五十六万六苧KW︶が︑九月三十鰯︑窟庁による使用削検査に禽格し二業運転に入

織癬掘
9

30
が国の原子力発醒は︑過転巾十四
月

医研腸院部長︑梛願文子テレビレ

催による﹁巾・高校億からの作文

﹁鳥校理科クラブ員原子力講座偏

︵金沢︶などもそれぞれ計薩が晶

︵MF︶ 3NWL一二一五八

ュー﹂

囎締

と⁝1︒まずハイライトとなるの ん﹂撲滅へ放射線がどのような役

かねて蟻備を湿めていたPR展示

めの段階を迎えている︒岡財國が

一

九七七窪飛2ドー︵MF︶P

念−棺対鴛険ポテンシャル﹂

③﹁筒濾炉の安金品摩の窪川概

〜九七六難論閑月

のか︑是非も盒め滋発な論議が展

割を果たし︑果たそうとしている

規制描網野懲に対する決定法レビ
は中央行騨の一つ・索泉・銀座の

一般に開放される︒

十墨一十七田現地藁海村で驕館︑

館﹁欧城原子力文化センター﹂も

ヤマハホールで開かれる﹁原子力

開されそうだ︒映画士映の後︑帯

﹁政党座談食﹂を刮画していた

後六時米から開金︒財団は嘱初

紹介支鰍に閲するリプリントの

郡爽海村︒〇二％二八一工1五Q

六滋︶へ︒

るQ

社

式

った︒玉饗璽工を主契約蓄に照十八年六月懸工してから四無難か月ぶり︒総工費七齎七十四億円を投
入して完成︑この日︑運魅開始の運びとなったもの︒瞬社はもちろん㈱畷地域初の原発で︑国全体で

は昨隼十二月の美浜三辱機に次ぐ商業炉として十四塞隅の戦列入り︒これでわが躍の総原子力発露

融

中一茎七十八万四千KW︑硬設中 試趨転入りの予定で︑来丁度上期

設備容麗は七菅九＋九万四千KWとなった︒
いるが︑これらが盒て完成したと

会は午蘭十一離すぎ開金︒審議の
瓢蕉

原子炉設翻許可がおり︑五十

二十一一

後︑薩ちに採淡に移ったが︑蟄成

た○諏霧は近く売蟹契約を結ぶ︒

多数で市衡地払下げは議決され
断

今圓の市議金議決は︑この原子

︑環対一︑欠階＋の圧倒的

メトに建設準備を耀いでいるQ

十月趨工︑五十九奪十一一月運開を

蔑ら千入坂くが帯議会開催陽比を

しても五十五隼度には適江予簾力

みられそうだ︒

東電へ市有地
払下げを議決

タ⁝をつくる蕩えだ︒その第一期

増に対処︑腿社は五十四曳船まで

兇込みだ︒このためこうした露要

最終八灘乃KW規換の原子カセン 羽原発建設に反対する一部地元往

に三菱原子燃繕と大成︑竹巾︑鹿

り︒三菱璽工を主契約蕎に︑これ

基七晋九十九万懲千KW︑試運転 炉も薪規に轍興に加わりあるいは

伊方原発は当初この四月からの

岡︑美浜三号︑廊根密炉が竃峻入

五︑山風紳星が運転申といった状態も

運転開始が 茅 定 さ れ て い た が ︑ 昨

KWとなった︒

十一基千二万ヨ千KW︑震源開発 申には十ふハ︑七基が旗開︑うち十 総画分のうち⁝弩機︵BWR︑出叫ぶ抗議行動に出るというひと幕
力齎ナ万KW︶はすでに九月百 もあったが︑機動隊が携除︑帯議

に伊方

田︑伊方

上期平均4⑪％割る

りとなったものの︑これとは逆に

っていた市街地売却問題に

を下したもの︒これで繋属市関係

の日を中心に傘妬も求た各地で︑

鮒線の霧嬉などめぐり討論する︒

ポーターが出職︑がん治療への放

饗纂﹂︑

核燃料短期講座
で受講生を募集

力センター建設に際し未解決とな
新潟県樒崎南は塩田の臨時市議

柏崎市議会

会で︑束票縄力から串入れを受け

繋累定検中の敦襲︑福島一︑二︑
謄躍それに高浜一網各炉が起ちあ

ほぼ半減といったところ︒騨方一

がる予定で︑ほんのちょっぴりだ

臓本顕子力専業寝撃が調べたわ

原発設備利用率

調弊黙議会承認済み一⁝墓三酉九万

万KWの新規電源開発を計画して 五十董琿膜運転賄始を頃標に罵型

ひっかかり週日するというトラブ
際し地元関係番の協力に謝意を表

が保てなくなることから︑類しく

圏産化率は九四％Q由口社長は同

翻各建設会社が協力︑建設した︒

ルが発生︑この修復に加え機器点
すとともに︑﹁ひきつづき安金運

弩を含む水・火力約轡黒日

蜷が輸送コンベアのストッパーに

年十月燃料装荷作業の際制御樺先

検や調整に慎墾を期したため︑工
転で全力を投入︑万金を期してい

弩機の蟷業還転開始に

程が若干遅れた◎しかし隼茉まで
きたい﹂などと語った︒

これで岡祉の霞源設備容照は水

には燃料装荷も終了し︑一月宋に
は初臨界︒一一月から試送電を闘

の許認可はぼぼ終了︑ひきつづき

署機が鴬業運転を開臭し新しく戦

ていた市有手躍卜八万草方層の払

力四十五万四千KW︑火力三頁十 が瞬原子力発電飯の今犀四月から

鴇塗壁．則対策に僕灘が期され定

が稼鋤実績は島まりそう︒

始︑順次繊 力 を 上 げ な が ら 各 段 階

嬢期閥は便期化しているが︑今後

転用︑傑箕林解除︑璽過︑水路払

開十㎎基申︑山ハ盤が定検などでず

列入りしたものの︑これを含む塵

東霞は残す県および国関係の農地

七万千KWに野方原発五牽六万六 九月まで上半期の運転実綬は別表

下げ闇題を犠議︑賛成多数で議決

千KWを潴えた総計四菖十九万千 の通り︑襲爵で時間稼働率四二・

下げ︑県道つけかえなど許認虜を

した︒

での賃荷遮断など諸試験を纐り返

康霞は︑柏縞酪と刈羽村にまた

を対象に︑報道関係嶺が康子力開
発のあり方に三二を建て論議する

を

ものQ岸氷康共綱玉僑論説副委員
長を芝屋司会に︑朝田︑毎団︑読

繕来の姿

売︑日経の雪国紙と薩二本新聞の
一線記轡が出席・

嫡く︒十分二乎六日年後一時から

原子力界の祭典にふさわしい多彩

下火になったとはいえ﹁がん﹂の

予定︒

な行饗が催されそうだ︒

死亡率はまだ高いQそうした﹁が

福騰殻斗央区の天神ビルで購催の

これまでに固まった︑あるいは

﹁原子力施設発学禽﹂︑

予定された行薯趨噸を拾ってみる

十月二十六購は原子力デー0こ アイソト⁝プ協会理智︑榮栖明放

議会﹁がん治療と放射線﹂など

今年も催し多彩に

獅Q6日は原子力の日

は門この経験が生かされ短縮化扁

していたが︑順調に経過︑この脳

っと郷氏︑塒該三塁を通し遡転中

KWとなった︒しかし岡地域で八％︑設備利罵率鷲八・九％と低

はわずか万年に過さなかったとい

が嘱故に起重した

ーーー㌔

通産釜による鰻終検査にも倉格し
調だった︒昨鋸の同期実績がそれ

は︑葺十黛度実綾鍍大二薦困十万

うことが大きく響いている︒

関係筋は讐まったく不講足な結

低調さ

果だ扁としながらも︑しかしこう
した

ものではなく先行き将束に対処︑
定峻に慣重を期し︑このため趣転
陣二期閣が艮びいていることでも

はしていない︒このこと

あることから︑数字が示すほどの
落撹

は︑定検を終えた尼寺がその後い

ることからもうかがえる︒

ずれも好調な越娠実績を示してい

上等期突績をみてみると︑粛
海︑玄海繭炉は︑直ったく好調︒

にかけての定演期間巾を除き超転

とくに玄海炉は胆嚢嚇から今節初

映画とパネル座談禽﹂︒十月二十

る一翼をつぶし新作原子力皿盛十

漂研︑動蝉禦蝶鐡︑放陵研︑金

お晦込みは漂欄内︑漂子力弘済会

六醸朝十時から午後八時暴までま

一張の上映と座談会がある︒座談 が︑蔦葛開会中ということもあっ

材研など施設の一般公開や翻意工

雛捲している︒浜澗も好調だ︒美

てこの座談会は臼を改め十二月二

憐報サービス麟業部へ茨城興那珂
のパネル座談鼠﹁これからの欝本

B⁝二六論ハ六へ七

会は﹁がん治療と放射線扁がテ：

央助労蓄衷彰なども顕子力デー題

遡瓢穆︑蕩顔二弩も稼働実績は高
く︑戦列復婦となった央颪二号︑

例の記念行嚢として三四されてい

の殿子力篇︒九州地区企藁襟幅脅

今〜つは九州原子力懇談金開催

能ハ蜘超ア朝騒新聞記蕎︑加藤寅戯

院付属繍院核隊学放配線翻長︑十

サーを総愈照会に飯罷鰯朗都養齎

田開かれることになった︒

だったのが︑上

マ︑欝木霊博テレビ朝澱アナウン
る︒

総じて

低講

島櫻各炉も順調な推移をみせてい

を縫続︑設備利鋸率も九〇％台を

開始後ずっとほぼ一〇〇％で趨転
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置据では︑いったいどのよ
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醗

たわけである︒

はやはり・来国の外交政策iとく

ーを選んだかであろう︒その理由

闇題は外交審議会がなぜカータ

いうふうにみている︒プルトニウ

富由化︵商業化︶を進めてきたと

令が非常にル⁝ズに原子力発電の

多くの敷治学肴は︑これまでの政

るべき政策を理論的に検討するこ

うテーマをとりあげて︑米国がと

ムの響理体制もないのにリサイク

ばならない︒

ρ核拡散詩篇を中心に激動する世界の原芋細網勢︒その

始めた︒その狙いは八○年代に米

て政策を指灘しているのかを・で

んな人たちが︑どんな著えをもっ

ルを奨励したし︑ウラン濃縮の民

どの政治学暫グループの中心的存

ループ︑フォード財団は子供のグ

この点はMITを訪問した際︑まり外交審議会の方がいわば親グ

※国社会の要求をうまく捉えたわ

ているが︑この薦でもカーターは

考えはじめている︒第三は︑南側の開発途上圏が北側︵工業先進國︶に対する交渉力を強めるため

不拡散の捜術的な﹁歯止め﹂をかける︑いわゆるテクニカル・フィックスの考え方だ︒カーターの新

されているのが︑原子力発電に核

ていることである︒彼は技えず変化するものであるし有への技術的な手段はいく

テーラ⁝たちとは逆の考え

ば・その後の開発期闇を入れても

八五隼ごろまでに方向を決めれ

に︑その辺の認識が丸ごと脱けて

視したのでは成功は寝つかないの

性質がちがう︒産業的合理性を無

器とエネルギー産業とでは聞題の

やり露し︑日本も再出発するのだ

るので︑それに応じた態勢固めを

カーター政権がこれからどうな

自儒過剰ではあるまいか︒闇題は

米国自身の問題としても︑やや

存になってしまう恐れが大きい︒

南北寒造︑エネルギー問題︑環境

防一本槍のせまい考えではなく・

る︒また︑米国は︑必ずしも核

射射

照照

験託

試委

トノ

鞭パ

同文轡院

嫁するために核兵器を持ちたいと

二〇〇〇蕪ころの端境期には十分

燃料の保管を引受けることだと思

組んでいるQ日本が︷NFCEP

能力を動員して段案の発見に取り

ためには︑研究開発の実績以外に

などで来国の革張に対抗していく

善かれ悪かれ︑米国は研究開発

今無から来隼にかけてカーター政

拡散防止策になる︒間題もあるが

どうかを注署する必要がある︒

権がその政策にふみ切ってくるか

とくにトリウム・グループは昨

3500四

鶏経産蜷

ティブ︑ディスインセンティブを詳しく調べた結果︑今の世界では核保有へのインセンティブが著し

に出している︒編在︑この縮果が

れば︶と重水炉という精論をすで

間に合うと考えている︒来国のは

在することを指摘して技術

代案詳価グループの方へもちこま

カータ⁝政権に対立している原因

政築はこのテクニカル・フィック

れ最終検討が行われているので︑

得しながら八五鋸頃まで各国を引

らはINFC猛Pを通じ各国をい
説るような気がする︒米産業界が

に︑核兵器保有への悪欲を高めて

今年の転覆でにはさらに工学的検

の四用に発足したばかりなので︑

でも少ない︒カーター政策には全

の覧通しを肯定する暮門家は来国

の政策は一方ではINFC氾P原
︑子力発電を抑えても今後二十無

でに誘明しているように︑濃縮ウ

能性が強い︒ナイ国務次富補がす

で︑日本のような圏が来国の路線

体として罪常な危なさがあるわけ

ぐらいは※国のエネルギー供給は

ランの供給保証︑ウランの安定供

に乗っていく方がよいという根拠

大丈央だという前提があるが︑こ

京でに捻われた代巽は︑ワンス・

託発注しようという段階だ︒これ

給︑使用済み燃料と廃棄物の貯蔵

の奨励という形で︑推進される斑

スルー方式かトリウム・サイクル

が米政策の三本柱として打ち出さ

他方では再処理抜きの軽水炉発罐

につながる炉型が選ばれている

れば︑これまでのプルトニウム路

はほとんど冤出せない︒淡いかえ

ループという麗係であり︑テーマ

で︑この種のスタディは今後前署

というぐらいの気構えが必要だ︒
ー研究開発課ではこれまで原子炉

年閣と区切っているが︑それほど

イクル評価計画︶の期間を一応二

でめやすがつけられるものかも

急いでいるわけではないし︑二年

本にとってプルトニウムは将来の

毎から作業をしており︑各樋の炉

のものかb，三石開発段階にあるものまてを，工不ルギー変換の基礎ぬ程の恭盤の．i一に
L〆って、呈した，斯界彷望の名著／ 姉妹輪「原∫力の執ユギ」の訳名が完訳！ 8500円

ちは現実に作用しているインセン

く鱒大しているとして三点をあげ

基本姿勢は技
術的防止方策
規状

討を進めようという同らかの勧鑑

この両論を念頭におくと︑現実

に核政策一の転換を求める世論の

のカーター政策は︑最初はテクエ

要求にあったと考えられる︒カー

またカーター政策には︑かなり

の掛る可能駐が大きい︒

もその辺りにあると器ってよい︒

カル・フィックス路線で進もうと

もしそうなら︑これからの米國

営移行についてもよく蕩えないで

張っていくことではある震いか︒

ターの選挙公約はその要求に応え

したが︑各国の反発に出会って一

とにある︒麗在テーマ別に十の分

る︒実にタイミングがよいので︑
在で︑彼を通してもフォード財団

そのアセスメントをこれから委

が︑そのうち﹁エネルギー・セン

のだ︒とくに便用済み燃料の貯蔵

れているのはこの方向に沿ったも

線の継続が︑製本にとっては恐ら

とりあえず有望な代渡を拾い上げ

著書の中で擶給している﹁トリウ

ター﹂という黒桟は︑テイラーが

政策は︑わが国などの立場からも

る︒ただ従来の路線の継続とはい

く唯一の選択だということにな

フォード財団報告のライターであ

グループとはつながりがある︒つ

一方の代案評価グループは上面

この第一分科会︵核問題︶の委
無理押しをしだ︒こういう政策は

り︑第誼分科会︵繭北問題︶の委

ド財団グループにも属しており︑

ム・サイクル・センター﹂の構想

注意を要する︒政策原案はすでに

書本︑PU路線が唯一の選択

重航するグリーンウッド路線に傾

歩後退し︑今のところ国瞭協議を

によく似ている︒外交審議会のグ

るネフさん︵原子力工学・政治

りたいと思った︒

カーターとの運携のいきさつを知

麓惧グはらむ親政策

たので︑選挙戦を通じて大幅に支

科会が縷織されている︒

いるのは例のフォード財鋼グルー
プであるが︑このグループの作業
は四年前から始まっており︑その

係はなかった︒ところがカーター

両グループの継ぎ屡の役割をして

員長がナイである︒ナイはフォー

が大統領に当選すると︑その蕗後
いる︒また第九分科会委員長のス

明らかに聞遍いなので︑プルトニ

いているという二方もできよう︒

ループはU㎜︑U鵬︑トリウムの 大統領の手許に出されたようだが

コルニコフ︵MIT国際問題研究

ウム・サイクルを一度ストップし

しかし来国は今研究開発計画の方

その選択﹂︶が完成し︑カーター

た上で︑核燃料サイクルの総点検

向転換を慈いでいるので︑その颪

二十五年閻ぐらい外国の使螺済み

米国が今〜番やりたいのは︑今後

幸

聖壇を増やすことができた︒カー

をやるべきだというのが彼らの主

があることに魅力を感じているの

混難燃桝が核拡散に対して抵抗力

︵﹁核拡散﹂︶という本を出版し ているとみなければならない︒

藁薦羅零部馨ハ上

タ⁝を当選させたのは︑もうひと

張になっている︒

然テクニカル・フィックスに向い

からいうと︑米穀の恨嵐姿勢は依

所畏︶は︑MI？︑ハーバ1ドな

つは環境主義薔の支持だと君われ

外交審議会は今奪の二月にニュ

けである︒

共通認識といってよい︒しかし今

われる︒これができれば︑プルト

戦略グループが主導権を麗ってき

ウムが凍結されて一番確実な核
来襲はINFCEP︵核燃料ニサ

する可能性が強い︒

クトの議初の成果で︑T・テイラ

た︒高話増殖炉九〇％︑軽水煙の

周知のように︑※国のエネルギ

れたので︑米国はようやくラショ

ンストン大学︶︑グリーンウッド

ー︑A︒ファイブソン︵以上プリ

た︒
臼ではA鷺CもJCAEも解体
さこれは一九八○無代プロジェ

ようになった︑だからここで思い

ナルな︵理性的な︶政策がとれる

このグル⁝プが准題してきたもの

安全駐その他一〇％という路線は
︵MIT︶の三人の黒門家が共岡

防止方策

の二方式

技術と政治

の点でも︑核問題のなかの核不拡

た︒その話によると︑フォード・

学︶に会って薩接聞くことができ

グループとカーターとの提携がで
きたのは昨隼の日ごろで︑委員畏
のブラウン︵前国防長筥︶とメン
バーのナイ︵国務次官補︶の二人

である︒しかし今ではこのグル⁝

が橋渡し役をした︒両者が接近し

で執筆している︒このうちの二人

プは開店休業状態で︑それに代っ

切って出超しをすべ鷺だと彼らは

力委員会︵AEC︶という大統領 薔っている︒

に参加しているので︑この本の内

はワシントンに出て政策立黙に現

十五年闇︑原子

彼らのいうラショナルな政策と

来国では戦後一

対する批判的立堀が一致したから

は︑ひとつは核環縮である︒躍縮

有効な武器はないと愚われる︒田

た︒議会にも上下両院合同原子力

臨属の強力な機闘が存続してき

的な政策という印象が強い︒他国

で︑カーターの側には思想はあっ

トピア思想だけではだめなのであ

準国慶桝料だという程度の︑ユー

つの概念を使って議論が展開され

が※路面でも存にな米国

が※路線にうっかり早ると︑技術

ている︒インセンティブはある鶴

しながら政策を進めている︒日広

闘題などとの独話性も十分に意識

今後

は︑少なくとも三門家の閉では認

いること︑つまり男乗器をつぎつ

今の政策の等張が核問題から出て

冒険的色彩の新政策

識されている︒それは軍縮交渉を

かの兇通しはむずかしい・ただプ

るか︑はたして成功するのかどう

てふたつの新グル⁝プ︑トリウム・サイクル・アセスメントとオルターナティブ︵代案∀アセスメントの短グル⁝プが盾躍している︒

であり︑開発の推進には好都含で

型にトリウム黙料を装荷した場含

この承では︑インセンティブとディスインセンティブというふた

あった皮面︑比較的少数の人間が

を核保有へ向かわせる動機であ

容はカーター政策の応え方に非常に近いものとみて間違いない︒

ており︑これらの政治学蓄がカー

やる︸方で︑新興器のアイデアが

が進まないのはソ運という門物わかりの悪い﹂相季がいるからだと︑大ていの米躍入はいうが︑米国の側にもその原稿があること

面でも政策面でもますます米国依

タ⁝を堂持したという点に意味が

政策を左右することを許してしま

ある︒

にした核拡散転出の理論と政策固

もプルトニウム・サイクルを前提

の三農腔を評価した結果︑どの炉

ぎに発成させてきた自儲から︑米

り︑ディスインセンティブは核を

ルトニウム路線の転換というよう

つぎつぎに持ち出され︑その効潮

野型でもトリウム・サイクルはフィ

い︑その精桑︑核政策と原子力発

電の路線転換も司書だと思いこん

国の科学妓術力があれば原子力発

めが差し当たって必要であろう︒

なことは︑来国のような科学技術

フォード︒グループの背後に

⁝シブル︑とくに有望なのは高樹

力がなければ歪難なことで︑蟹険

いと思わせる動機である︒著脅た

保鼓しなくていい︑しない方がい

蚕員会︵JCAE︶があり︑AECと呼応して原子力政策をすすめてきた︒こういう強権的な体制は民霊室義國の米国では異例のこと

ても政策のディテール︵細冒︶が
なかったのを︑フォード・グループがタイミングよく提供する形になった︒グル⁝プにはMIT︑ハーバ⁝ドの政治学看が数五加わっ

たのはプルトニウム・サイクルに

っても︑周りの情勢が〜変してい
ークリア・プロリフェレーション

政策に理論的墓礎を提供してい

に報告露︵﹁原子力発電の問題と

ころにはもちろんカーターとの関

員長がバンス︵現国務長窟︶であ

きれば確かめたいと思っていた︒

国の璽要な外交疏薄になるであろ

國

カーターと の 関 係 が は っ き り し て

代とほとんど入れ変っている︒ど

ρ

が宣伝されるとたちまち予舞化さ
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沢4200円
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680円
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核に関係研究機関と緊鶯に協力し

たって︑同罪業隙が題久性のある

薯業団法一部改正法案の審議にあ

ついて要墾講は︑﹁今甲乙の漂船

かどうかは極めて微妙︒この点に

党のコンセンサスを得て成立する

学的錫箔ガス炉の実用化に町能樵

低く抑えられることがわかり︑多

ーティングを施すと透過を極めて

止実験から︑金属にカロライズコ

箋が行った熱交換器の水累透過防

院の関係議員らに手渡した︒

化時代が訪れるとみて︑世界的な

って原子力化が進み原子力船実用

に璽油燃焼の在来機関にとって代

な圏騰から大型コンテナー船など

力船実閉化時代に備え乗員養成訓

究開発を推進すべきである③原子

定め︑政府主醐のもとに強力に研

る多野的な研究開発の莫本籍画を

子力船三編化までの自主技術によ

便命を完遂すべきである②圏は原

延長する難船嚢業団法︸部改正法

どを得うため︑厚続繊麗を十一年

を総点検・改修し轟力上卿試験な

開会中の臨賭総会では﹁むつ﹂

長期的視野から本腰を入れて原子

団に﹁研究開発﹂機能を付与し︑

とを強く蟄要する﹂と訴え︑融業

れ︑同法案が今蟹会で成立するこ

子力船開発に政府の積極的な打開

との考えを明赤︑僚講している原

力船の研究開発に取り綴むべきだ

八O年代後半には石油価格の大幅

造船・海運不況にめげず︑魑実な

スプレイ系は︑冷却秘喪失蟹故で

安金性実証試験の一環︒格納容器

策を迫っている︒

原子力船の研究開発を進めてい
練の充実強化が望まれる④原子力

格納容器拶系効果

る︒三年蔚の﹁むつ﹂放射線漏れ

生じた格納容器内の高温蒸気によ

に十年程度の

要がある一⁝と指摘︑﹁これらの

ールづくりに横極的に参薗する必

や嵐入港の円海化のための国際ル

作動し効果をあげうることを実証

失のような万一の掛盤時に確実に

のスプレー系が︑軽水炉冷却材嚢

科学技術庁は十一田︑格納容器

九月に完成︑十嵩酉から試験に入

高さ二期綴︑容積七否立方綴︶が

鋼内張りの炭素鋼製︑颪二七胡︑

ル格納容器試験設備︵ステンレス

婁託していたが︑東海研究所モデ

を︑五十四薙度には放射性ヨウ素

と︑五十三奪度は普適のヨウ累

去試験を今年度いっぱい続けたあ

防護装躍︒

と洗浄作用で取り除く工学的安全

シャワー状に水を驕入して熱除虫

㈱蕪原研が実証試験開始

といわれ︑絡来にわたって世界の

課題に頬処して原子力船研究開発

ると発酵した︒この試験は霞源開

国際協力を図り︑原子力船の運航

船の研究開発にあたって纐極的な

開発競争

以後頓挫をきたしているわが国
は︑これら諸国との

遊船・海運の霊纒的立場を保つに

を強力に推進するには︑国が原子

するため︑実物の七分の一規模の

発促逸灼策特別会計による工学的

る上記圧力と旧遊放射駐ヨウ素を

はできるだけ早く先進諸国との技

モデル格納遺草を使うスプレー効

をあけられた

術格蓬を詰め原子力船建造と運航

力船研究開発基本計画を定め︑原

疑実証試験を艶本猿無力研究所に

は︑わが国から大川外務省罵蓮局

二帥コ一＝＝＝冊＝冊＝＝＝一冊＝凹二脚需＝二一＝糟曹一コ口＝一冊鼎＝鼎＝驕一丁一＝＝幽一＝一＝＝＝階冊＝＝＝＝讐＝胴＝二謄二謄噺＝＝

動︒二度にわたるパリ七か鯉濃鮪

を舞い出したと発聾した︒水素は

になり︑経時変化もほとんどなく

比べて六十分の﹁と極めて低い傭

施さない金属題材の水素透過難に

◆

き

性質がある︒多感的高源ガス炉で

れた︑としている︒

健全樵に熱れていることが実証さ

高漏になると金腐材料を透過する

は︑製鉄プロセスに賑う選元ガス

高温ガス炉研

の中の水素が熱交換露を還して一

が︑その麗が多いと一次系のガス

次系のヘリウムガス中に透過する

原研とユーリッヒ研

鍵昏

響・

田癒・

鑑

〒100果宗都港区．と田三1目13番12号TEL東京（03）454−7111（人代）

究協力で覚書

日本原子力研究所と西独ユーリ

ッヒ研究駈は︑今無末に予定され

晶まるというトラブルが生じたた

でにせん断を終え月末には硝酸プ

め︑その復剛に手開どり︑中旬家

スケジュールが一︑二遍闇遅れる

ルトニウムを撚り出すという作業

発通しとなったことを︑牽二日発

ネルボックスの板状せん断片が燃

表した︒ジルカロイ製轡繕チャン

のが詰りの原因︒動轡ではせん断

料分配器内の流路にひっかかった

ル・ガンマ線モニターの監視を強

間隔を五怨から三田とし︑インセ

化するなどの対策を講じる︒

翻原子力発醗設備一式（原子炉、核燃料、夕一ヒ：ン、発璽機

精製コストや燃料要素の黒鉛梅造
物の腐食が大きな問題となり・透

一つのカギ︒

協定の締結に先立ち︑近く覚謁に

る日脚多露激高温かス炉研究協力

過を低く抑えることは実用化への

カロライズコーティングは金閥

ーーなどについて規定︒原研では

③共岡研究での成累の取り扱い

炉関係憾報の交換②研究蓄の派遣

覚講は①雪国の多目的高猛ガス

調印する︒

母紐にアルミニウムの拡散厨とそ

の表面にアルミナ叢体の騨を形威

月二十二日から三週間︑大型葛温

させる高温熱処理法︒原研では八

ヘリウムガスループと水陰ガスル

正式に協力協定締絃を酬う謙画︒

運くとも今月中に調印︑隼末には

ープとの中聞の熱交換羅を用いて
騰十気圧︑摂氏千度の水素の透過

ライズコーティングすると︑何も

減少率を調べた︒その結累︑カロ

︵V一﹀

鑑

ヨウ素除表試験は世騨でも初めて

圧水型炉熱除去試験と沸騰水型炉

で︑成果が注闘される︒

を使ってヨウ素除去効果試験を進

現在便っている熱除表やヨウ素除

める計画︒また試験浩菓をもとに

去の計簾コードの妥鐙瓦を検証す

轡料のせん断作業のあと︑せん断

で六日行った第四園圏のJPDR

動燃事業団は︑東海再処理施設

せん断でトラブル

ュールに遅れ

再処理スケジ
る︒来麟とイタリアでモデル格納
容器の建設例があるが︑原由の加
瓢一丁一一隔＝＝＝＝一＝＝＝騨＝

扇︶︑中村康治動燃硬群︵同︶︑

田爾原子力委員︑田中科技庁核燃

長を政府葭席代表とし︑新関︑村

高上贈憩炉研究盆農大山下動燃理

萢木孝雄原産鞠発部長ら十五人▽

工煙FC封P対策協議会を開き︑会談で艦勘づくりなどの原案がで

事︵主奇︶︑高市利央FBRエン

野恕原研蜜金性議験研究センター
環境安金部疫︑上田俊彦三菱重工

術部長ら八人置

片約三闘詩傍が燃料分配器内部に

料課穫︑山本通薩雀原子力塵粟課

曝までの

一入▽鋳礪済み燃料動顛研究倉臼

三臼闘ワシントンで開催されるI 招認に慮じてソ趣︑藁欧諸羅を含

のメンバー構成次のとおり︒

τNFC冠P対策協議会研究金
讐田薫敏桑醜取締役︵前門︶︑天

の出席が内定している︒

ジニアリング義務所長︵岡︶ら十
る︒政府関係筋によると︑米国の

長︑矢田部駐オーストリア公使ら
評価謝画︶の設立総会に臨むわが

作業グル⁝プを設け︑それぞれの

握曝が受け入れられれば︑八つの

▽資源研究醜美今禦無二東大教

国の墓本駅頭腸について意見を交

どINFCEPの八項謡の検討
作希馨国と議長を決め︑グルー
参湘

核燃料サイクル罎究余鐸天野野原

原子力技術部次撰ら十︸人▽代替

慢気駆︵密査︶︑石川寛原研藁梅

料窯長残煙ら九人▽磯縮研究金毛

高鵬洋一藁工大教擾︵霊査︶︑下

象流川鵬湾郎核物質轟哩センタ⁝

研副所畏ら十︷入▽韻鏡措麗研究

授︵甕︶︑大坪知雄二二商箏燃

委員会を設けて行い︑二二以内に

山竣次原磁経理部長ら七人▽核燃

に︑グループ間欄互の調整は調整

めた︒同露の協議会では︑原子力

結論を出すという晴閣的制約か

エネ忠義駈擬︵主査︶︑秋元勇巳

料長期娯絵撮護研究会三生照騒朗

プことに検討内容を詰めると同時

の平和利爾と核拡散の防止とは両

ら︑各議獲麟が十〜月にも第一回

る周協議会研究会のメンバーを決

求める方向を確認︑これを踏ま

立しうることを各国に訴え岡調を

の作業グループ会含を招藥する手

蓉携理裏︵主謹︶蔓穂隆吉原電技
筈という︒わが濁は関心の衛い再

H金属原子力部長ら十一入▽再
え︑原子力婁穏会が遅日中にわが

業に沿ってわが爆の対処方策を練

換するとともに︑艘縮︑再処理な

NFCEP︵国際核燃料サイクむル
三十数か国の参加が憶込まれ

来たる十九磁から二十

きあがった︒設宣総会には※国の

原子力委員会は十二日目第二回

幽二一榊＝＝一一一一齢翼禰＝鱒＝聯榊＝＝一二篇二一一雛一一鰍■＝鯖＝＝嚇＝二＝＝＝篇榊＝皿噌需二＝＝一＝P一鼎＝一一＝扁＝＝闇＝葡＝＝＝＝＝＝必用＝＝＝一下＝＝一＝＝一二＝一＝一＝＝一＝齢＝四二；＝＝冊＝

亙

原研ではまず加二水型炉の凱︑除

の技術基盤を確立するための体制

機関として強化拡充し︑これを中

船窮業団を永続性のある研究開発

繍．騨

こうしたことから︑要望轡は︑

たて塵しに迫られている︒

水

裾

茂文膿縮・再処理華備金顧問︵差

営藁品囲

原産・船主・

﹁原船窓故亜法成立を﹂

温覚原子力研究所は七日︑同源

て一署した研究体制を確立するこ

研究藤原子炉工童部伝熱流動研究

の原子炉特性の解明︑儲頼性の確

①﹁むつ﹂は︑雨勝の運航状態で

とがとくに必要﹂としている︒

いこともあって聞改正法案が与野

興が継続慰査されるが︑会期の短

硯露華牝の塔要証訴える
日本原子力産業会議︵有沢広巳会長︶︑霞水船主協会︵永芽典彦食長︶︑一本造船工業会︵旗藤橿

会擬︶の三団体は︑わが国の原子力船開翼の中枢である日本日宇力舩開発肇業獺を頃日性のある研究

米︑ソ︑西独︑英︑仏など原子

認︑改良研究など実験船としての

金で成立するよう強く褻望する︑との連名の要望蕩をまとめ︑十三臓︑科学技術庁︑運輸省︑衆参両

力船の研究開発兜進諸国は︑一九

研究驕発機関として強化拡充さ

開発機関として強化拡充すべきで︑この趣謡にそった沼本原争力船暴発事業団法一部改正法案が今国

原研、金属処理の比較実験で確認

処理・プルトニウム研究会寝田臨

圃 △ 社
園

浦電気株

東 ゐ
泉 芝

多目的炉に実用化見通し

処理か高速炉のグループの国警国

ｺ

原子力本部

懸

一それは東芝のモットーです一

遡灘

水素透過を抑止

王NFCHPは来國の提囑での始
地位を得たい袴え︒設立総会に

国の方針を淡める︒

安全で環境に調和した原子力発電所

磯
三重

▲

轍

魎

即言鯉灘尊威熱

、

建殴鋳のモデル格納容器

｛
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「対策協」対処方針を審議
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第二回門対策協﹂のもよう

一二

NFCEP
19日から

1郵100円（送料共）
購醗料豊年分幣金4500円

期待される助成強化

度を改藷︑この十月からは金利も
従来の六・七五％から六・五％に

たことも大きく働いているQ

ーからの発書︑質疑を含む慧見交

しかし肝心の岩内町瀕協はまだ絶

段階にまで漕ぎつけた恰好だが︑

ーの必要性については意見が一致

必ずしも絞りきれず︑雀エネルギ

ったこともあって︑論議の焦点は

三氏のコメントが各十五分と短か

ひろげられたが︑問題提起を含む

こうした政府助成策の充実化と

が期待される

対反対の態度を崩しておらず︑町

換に移り︑濡発なヤリトリがくり

並行︑民間企業も﹁エネルギー確

長による

北海道地域初の原発として共和

保へ﹂探鉱開発を穂極化︑相次ぎ

泊原発はようやく一歩を踏み出す

薪プロジェクトを発建させてい

引下げられた︒

る輸出政策の厳しさも︑こうした

やオーストラリアなど資源国によ

る︒しかし各プロジェクトが先行

が検討される一方面四十八年から

買鉱方筑の採用など多舞的な対策

伴う探鉱資金の供給あるいは融資

このためわが国では安定確保に

が︑煉餌︑価格︑政策各齎でウラ

た中核企業づくりを進めている

え資金︑技術など強力塁盤をもっ

がつけ難い︒政府は電力業界も蔵

きどうなるか︑その行方は莞通し

り毫選︑大多数町罠も条件凹き賛

で長浜町長が対立候補を大差で破

けだが︑これに加え七月の町長選

回答のあったことが瞳接のきっか

に対し北電から

所を建設する計画だ︒

万九千KWのPWR型原子力発う
電るか︑などについて︑共通の

約颪五十五万平方層に出力五十七

和町および古宇郡泊村にまたがる

北電は後憲支庁管内の岩内郡共

いのか︑廃棄物は安全に蟹理され

のかどうか︑代替策はなくてもい

は石細を喰いつぶすだけのものな

での突込んだ討論には至

工に酬え蟻備工事に入る︒

や用地造成など来秋からの本格着

菓電はひきつづき保安林指定解除

売買契約が締繕されたのに伴い

四億五千八函万円︒

決議から八年ぶり︒契約総額は約

たもの︒四十閥年の同市原発誘致

を受け︑この日︑契約締結となっ

時市議会で払下げが議決されたの

ここだけ残っていたが︑四日の臨

と山林︒すでに民有地買収を終え

綴の六％に当たる荒浜海難の砂地

電所建設予定地約四百二十万平方

計画している柏崎・刈羽原子力発

を締結した︒当該地は聚京電力が

所有地二十八万軍方綴の売買契約

柏崎市と菓京電力は七日︑同南

柏崎富と棄蹴

契約を締結

市有地売買

らなかった︒

土俵

ーはいらないのか︑本嶺に原子力

は成功払い融資も制度化されるな
ン資源をめぐる国際情勢が大きく

成の立場にあるとした判断があっ

一方︑十二月の漁協定期大会の成 したものの︑これ以上のエネルギ

橋渡し

情勢に輪をかけた恰好︒

ど政府による誘縣助成策を拡充︑

変化しようとしているだけに︑さ

資増が必要となり︑卸売物価上昇

り行きが注囲されている︒

れまでに合計十九プロジェクトが縄まれてきたが︑継続中のものも盒め成功しているのはニジェール

とくに成功払い融資ではこれまで

ている︒

らに強力な体制︑搭置が期待され

隼度で︑それぞれ一億一千万K 十年の電源欄成は水力が一九・二
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茄が獺コンと訟一つζ

ほぼ満足いく

でのアクータ計画のみ︒リスクの大きさ︑収益性の低さに加え資源ナショナリズムが萬まってきたこ

に十九プロジェクトに対し七億三

子力は昭和五十年慶末の六・九％

W︑一億五千万KWに達するもの％︑火力が六四・一％に対し︑原
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ウラン探鉱がここへきてまた︑活発化の気運をみせてきだ︒先行き葺闇所要麗の三分の一自主確保が

と等によるためだが︑昨葎から今年にかけ薪たに六プロジェクトが発足するなど一時沈滞ぎみだった

巖近になって出資も可能なよう制

千八百万円が拠出されているが︑

率を年鑑〜六％程度と見込んだ鵬
台名目設備投資規模は累計で昭秘

の政鰯不安︑ナショナリズム高場

度は十五兆一漏千六百億円︑五十六
十一兆一瓢千五百億

頭外部資金調達額は五十一〜五十

を懸念する一部漁民を中心に

それによると︑まず総罐力鱒要

五年度十・二兆千五︸白億㎜ロ︑五十六

北海道電力と籍内町は︑七日︑

あったが︑この日の覚灘調印で計

については昭和狂ヤ〜五十五年度

から薫ハ・七％に上昇することに

技術の開発利用には︑それを可能

班田〇二五七四五一二
かと述べ︑わが国における原子核

北海適泊村原産に入会

住所東

鷺山〇三⁝八六三

ゆれ
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わが国企業によるウラン資源探鉱開発は昭和四十一︑二年頃から非鉄金属業界を申心に本格化︑こ

わが国の屠標︒海外各国が欝欝な技術︑資金を駆馨し探鉱開発と愈欲的にとり組んでいるだけに︑政

電力︑外部資金

府助成策の拡充なア各方面にわたる施策の横難化が望まれている︒

依存度増大へ

なども加わり︑困難な袈業︒各国

りまとめた門電力業の設備投資と

〜六十繊度は＝

四十六〜五十年度六兆千五酉億円

り出しているが︑途中で門止ある

における原子力発亀開発計画の進

資金調達﹂によると︑今後適正予

一方︑これを賄う資金調達につ

円にも達するものと予測される︒

畏銀が調査

いは撤退するものも多く︑現在継

備率を維持するためには九電力の

比べ収益性が低く︑さらに資源国

子力欝欝の開発は至上命題でも

続中のプロジェクトはこの十月か

設備投黛は昭和五十〜五十五年度

いては五十一年六月に向こう十年

まれ新会社が発足︑探鉱開発に乗

あるが︑そのために不可欠なのが

展などによりウラン資源も今後は

士

には隼一八∴％︑五十五〜六十

法が成立していることなどから必

間露里衝発行枠を二倍とする特例

歩前進︑実現へ向け動き出

〜六十年度二十三兆六千三面懸へ

成決議採択に際し付された①生盾

と予測︒これを賄うためには五十

長近藤光央氏

原産に入会
を絶て漏と求めた︒森一久氏は原

五一○蕊

刈羽村大字刈羽一〇二六

釣縄粟刈羽村

子力利圏は必要だとする見地か
田敦の二氏に加え︑招かれて参撫

ならしめる新しいインスティチュ

代表取締役社長豊野房氏
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ウラン資源の確保︒わが国はすで
ら発足した四プロジェクトを含め
需給が逼迫︑鉱石確保も単なる長

原子力発電所建設健進協力に関す

反対意向が強く︑このため原子力

るものとみられている︒

焦度年七∴％の繍びが必要にな

の実績に対して五十一〜五十五駕

に蟷力各祇が海外各国の探鉱会社
＋三件︒うち現時点での成功プロ
期契約ベースだけでは歪難な惰勢

ない藤ま申断︑行き詰まり状態に

発電所建設計画はさしたる進展も

たいきさつもあるが︑四十八年に

画は

と急増し︑内部資金調達のウェイ

B本長期倦用銀行がこのほどと

と短・長期契約を締結︑先行き十
ジェクトは海外ウラン資源開発会
となりつつある︒自由圏の原撃力

る覚書に調印した︒両蓄はかつて

岩内町議会が反掌決議︑このため

には年七％︑五十五〜六十年には

五十年代は二〇〜ご五％台へと落

トは四十年代の五〇％台に対し︑

隼五・五％の伸び率で自大し︑必
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の霞︑静観の口軽をとっている遵
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て覚書調印となったもの︒

条件付き翼成の態度をとってきた

佐賀興玄海町原産に入会町

長寺頒寅男氏

なるとみられている︒
＝一騨＝＝僧＝二輔＝ニニ＝＝一一匿＝二幽

八四七⁝一四霞話〇九五五五二

郡玄海町大字上浦三三〇一二

五〜六十年度隼七・五％の設備投

には石徳の代薔能力はない︑原子

償︑地域開発への協力など九唄圏
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§

く

婁

霊癒

騨

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

ll闘年齢・タ遭（044）833−2311臓識腱（・6）313−2367平田バルブ工業株式会社

千KW︶が建設申Qさらに一九 フランス原子力発影野画関係閣

五欝万KWの原子力発箭所を着工

僚会議において︑一九七八無申に

することが決定された︒EDFと

八五銀までに五猛を商業運転させ

長期謝爾としては八六年以降︑毎

＋万KWを墓︑の計懲画数＋万

しては︑蔚三十万KWを三棊︑九

る予定である︒二〇〇〇無までの

とも二十一基を還転させ︑韓罵総

年一二の勧で原発を建設︑少なく

でこの政雇決定とつじつまをあわ

KWを＋二月後半に艦回すること

せる︒ただし︑サイトの問魎があ

発電艶の五〇％を原子力によって

るので︑必ずしもうまくいくかど

賄っていく一画である︒原発建設
に総額三蔚五十億がが必要とみて

還れている︒一九七五無の冤通し

全体として原子力の建設は二二

うかはわからない◎

いるQ
原発建設が計圃通り進むと核燃
糾としてのウランが開題となって
くる︒核燃料サイクルのコストは

占める舗台は︑全発電縫の七〇％

一δOO年までに酉五十倦がを見では︑﹁九八五無に膿子即発曝の
秘っている︒コスト以外に講処理

が︑核燃料の安定供給ほど決定朗

ないことは開らかである︒しか

千八瓦葺十鋳KWHにしか満た

と廃藁物無罪問題は臼5．褻である 三四灘五＋億KW狂であった

に対する投資はウランの不罵によ

なものはない︒臣大な原子力発露

このために猛DFは︑九十万K

る︒この九月七日に﹁一九八○奪

Wのガスタービンを六理博設す

ANDU炉を一部轟入した︒
実験規換の成型加工工場は姥心

まて亟油だきの発電所の建設を実

中であるが︑さらに国内技術︑あ

のて︑この政令をいかにしてくぐ

犠鰐に禁止する偏政令がでている

るいは海外との協力によって商業

必愛があるとし︑一δOO卑まで 規検での工場を建設する討醸であ

から種々のエネルギーに転換する

る︒原子力関係に従事する局級技

小さいということと︑ピーク時に

に約二十露猛の原子力発電所を建

専門家︑毎外での研修︑さらに国

また︑巾秤陛の繊力の水力発電所

誘の石炭重畳三哲を辻旗できる︒

は改厨が求めている隼閥千五費万

に建設する︒これでEDFとして

だき火力を奥仏海紋のルア⁝ル捲

号︵PW 際原子力磯関︵王AEA︶の協力のみ稼達する条件で認められるで
あろう︒藤た︑六十万KWの石炭

設︑二千五蕊万KWを供給する計 術者が不足がちてあるが︑海外の
画を明らかにしている︒

環荏韓困では︑古瓢

R︑墨画九万六千KW︶が今奪十を得ている︒

一月に逸転に入る予足であり︑古化石燃料︑水力
墨二号︵PWR︑六十五万KW︶
で目標をカバー

と月城︵CANDU︑六十七万八

仏︑原発藩工遅れる
九月三十田結けル・モンド紙に

よると︑EDF︵仏身力公祉︶はを推進する︒これらによって卑間

ことができるQ

量義義費購の1阪千巨万鏑を守る

62352

臨力確保のため以下の方舞で進む

エネルギー革命を震開する趣のバルフ

貼

蔦

鼠︑

駅＄玉7

60

欝現状と計画をまとめる

リオ州北部全域をおおっているカ

調資は十奪以ヒ続けられるものと

0

梗穣である︒

原子力バルブ懸
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駅

幽

が順調に行なわれた場愈の数鑓で

も︑今後の推進および来隼の酒工

大台に乗るのは時間の開題とも一漏

とから凝編サービス耳金が蕩がの

からだ︒濃縮ウランは特に不蜜定

り価値のないものになりかねない

か四國にわたって引きあげられて

だが︑それだけに濃糖料金の上響

iスでの所有を抑える力釧を打ち をもっことを志険しているところ

きたが︑その上げ編がいずれも大

出し︑そのためにも米国が齪縮サ

の開心をひかずにはおくまい︒

傾同は発展途上国を含む自応講職

来エネルギー研究開発局︵ER これは遮適が予想される米国の濃

来飼は現在︑核拡散防止の観点

ービスや鍵用済み燃料の引き取り

DA︶は十月から新設されたエネ 縮能力の計画的な繕強を朗能にす

から︑ウラン濃縮︑使網済み燃料

なと︑供給曝としての義任と能力

収
億上げも過崇の平均値上げ鰯にく

われている︒

確定欝方銭料金は現在でもキロ・

委員会︵AEC︶は︑長期確定羅当時︑三塁六がに設定された長期
グラムSWU遜たり︑六十一∴一⁝ 再処理などの技術や施設の各国べ

短期かつスポット契約的な門嚢求
カレーションを考慮して両方式料
らべかなり大細なものであり︑こ

ナダ擬状地に多くみられる︒火舷

思われる︒二〇〇〇庫までには冗

﹁灘醐範駕螢雇鍵凝結薫縫税

岩層貯薮訓画は初めての副腰とし

全な認鰐と経済的なベースの士に

この扇闘には︑各事業休が共同し

で︑このため天然ウラン幽晦のC ある︒

求羅方式から新な確定鷹方式に切

Oが︑三十八・五〇炉だった寝違

きかったところがら︑⁝九七三黛

の一つとされている︒米
りかえるよう糊要暫に呼びかける

酸方
後式の料金を低くして︑従来の要

が︑今回の値上げは九月末に決め

の仕購

られたもので︑ERDAの
国が行う濃縮サービスの料金は︑

麗方式﹂一本やりから︑獲期朗な
金とも半無︸．﹂とに〜定率を自動的

れが実施される十一月来︑菜隼三

で上熱している︒今國発熱された

必要墨をあらかじめ確定しその引
に引きあげることを明示した︒以
月には︑両方武料金とも倍増︵七

て園際的にも注同を浴ひつつあ

て参糖するとともに︑大学その他

安定な要素が多いので︑石磁隔日

殴方式料金は六十九︒八O逮にま

取りを保証する﹁長期確定量 方
来︑濃縮料金は窟動麟引上けのほ

満たすものでなければならず︑情

主義を瞬確に打ち出し︑エス

九七三年に︑それまでの比較的 とともに︑この時点で

式偏との二本立てに変更された︒

庫という駕が計画実行のタイム・

原発で50％以・上を計画

原価回

ルギー雀︵D鶏0︶に統合された るための描縢で︑嚢蒔の来康子力

の両方式が採用されてから約四年間で灘縮料金はいずれも一徳を上まわることになる︒

睡以降︑七十鰹・八五が／計鰐SWUにそれぞれ引きあげられる︒一九七三琿に要求墨︑一期確走量

一五がに︑また畏期確定騒契約方式のそれは現行の六十一・三〇妙／詩樗SWUから来鋸三月二十九

濃縮料金は現行の六十九・八○斌／詩惇SWU︵分離作業単泣︶から十⁝月一⁝十九日以降︑八卜三・

米政府はこのほどウラン濃縮サービス料金の娘上げを発表した︒これにより︑要求騒契約方式による

確定攣契約

上げ幅13ドルを超え る

鍾⁝葦

聞
新

業

カナダのエネルギー鉱山資源量

とされるような地

質学だけである︒さらに地質学上

短い聴間

報を捉供してくれるのは酉万年

期二十弧万年というものもあり︑

の条件を野来に向けて推論しなけ

が

︵EMR︶の動向にくわしく︑リミットとされることが魑通であ
ネルギー麓源関係の寄橘をしてい
子孫にも影響が及ばないよう考慮

EMR発行の雑誌にもたびたびエるが︑放射性物籔のなかには畢減

るハンス・クラッセン氏が﹁核燃
ればならない︒

立って︑核轡料廃棄物酬うけ入れ

〇〇〇年までにフル操業にくるこ

の購究機関に対しても︑さまざま

鷺M飛とA麹CLは山岡で︑二
る態勢になっているはずである︒

AECLのピ⁝ター・ダイン博
る︒

しなければならない︒

現在カナダではオンタリオ州と

料廃棄物の地下貯蔵処理﹂と題す
る論文を発表し︑カナダにおける

士は︑蜜竃地霊内貯蔽を求める動

ケベック州で原子力闘飽勝が運転

地下賠藏酎璽の概要を開らかにし

きは二つの圏的からなされている

開発計爾を策定

つ

185

1

とができる貯戯設備のための長期

とになろう︒総コストは聾千万が

な角度からの調査が幾嘱されるこ

から一搭がの聞になると兇穣もら

した︒雛蔵開は

由綴から二千酵
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おそらく深さ三

2ユ8

1，776

露麗Rの放縦輯洗葉物処理委員
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れている︒

象委澱長てあるション︒スコット

266
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のあいだに格子

されたトンネル

博士は﹁われわれはその趨源から
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723

叉986

状に張りめぐら

から成ることになろう︒これは西

多様な放樹線の存在を驚えれば︑

放寮線に取り闘議れてきた︒多種

無視できる秤滋のものであり︑こ

核燃料廃戴物から生じる放射線は

れている方法と嗣様である︒

ドイツの二ータ⁝ザクセンで行わ

オンタリオ州の十数か瞬の候補

の状態を保つためにあらゆる努力

100

3う5

た︒それによると今後二〇〇Q蕉 されており︑その総訂は四濁二十

性物質を蟹金な状態に傑つための

を続けているQ廃灘物を地下に埋

地がすでに選ばれており︑そのう
ち六か藤ほどが今隼の菱の熟地調

葬

見越ウラン

一万六千KWである︒二↑〜三＋
と指摘している︒その一つは暁棄

OO年を目途に実施の第一歩が始 ンタリオ州はその電力の約山分を

努力や配溜が将来の磁代にとって

査によって検討を受けつつある︒

Q5，000

までに核燃料廃縫物の地下貯蔵の

物や放射租威藁物について︑その

原子炉から響るようになるはすで

澱小瞑になるようにする︑という

些まれた大地に選冗することが一

めることによって︑放射性物質を

玉57

130

814
510

火成岩層貯蔵も検討

無間に︑カナダの原子力発電の総

危険牲が無視できる形で管埋しな

㎜年からの実用に備え

調査・検討を進めている︒轡塩厨

われる︒一δOO薙までには︑オ ければならないこと︒さらに放射

出力は現在の数寄になるものと思

廃棄物処分

それに簸近注醤を繋めてきている

ある︒ケベック州ではおよそ三分

ことである︒

八○琿京でには貯蔵駈の候補地が

S0，000

安全実証を行ない︑今後増大する

」」「一輪、

淡定されるかもしれない︒貯蔵層

170
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EMRとカナダ原子力公 祉 ︵ A

火成審灘を中心に調査をし︑一δ

も︑謝圃全体のサイクルに二十五

まるといったものであるQしか

の一の電力を殿町力で賄うことに

件質があり︑廃

憩裂が生じにくい
なろう︒

熱を吸収する

岩塩魍は

こういつた擾期謝画立案作成の時

今後増大する廃棄物を永久に地

S8，000
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万年もの期間が冤込まれている︒

間尺度は︑二〜三年あるいは二十
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新型動力炉

9

・琶・亀うノ︑∂
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本柱の一つである動力炉開発も︑今琿四月には﹁常陽﹂が臨V
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璽が完成したのは昭租四十九年で
る︒五十年から原子力委員会が高

ど多くの藤で十分成果を得てい

単に臨界するだけでは十分でな

三月には臨界達成の予竃だ︒ただ

統機能議験に移りつつある︒来無

は︑すでに機器据付けを完了︑系

たのは昭和四十五年だった︒全工

五黛の工事期間が必要だった︒四

アンド・レビュ⁝を開始︑能瀬八

魎原型炉建設のためのチェック・

麟

ことが多かった︒しかし︑こうし

遥かに超えているものであり︑国

核燃料の転換成型加工及び販売

原子力関連機器及び材料の製造販売

動力炉・核燃科醐発鋼はこの

十月︑創立十周年を迎えたQ高

昭租四十二年十月︑動燃が発翻して以来︑今年で十庫︒一一い

k〜︑〜︑ζく〜︐くく〜ン．〜．〜ごく︒：︑〜︑．︸き〜κ
叩

聯製油鑓懸綴泌誰欝欝
丈夫副理事長の報告から動力炉開発十年の軌跡をふり返る︒

・常陽︑ふげん
＋九年の工事完成將には天皇・塁

く︑発電炉として鞭ちに使えると

たQその反蘭︑軽水炉からのはね 少なく︑逆に︑配管とかポンプな

CCS実験などに疲及していっ比較的トラブルに遭遇することが

コロージョンなどがそれで︑その

子炉部品ということで華想以上の

た部分への対応にも︑これらが原

定され︑出入りも盗難になり︑小

とは︑開驚推酸の大きなファクタ

インセンティブを与えていくか︑

ン

社場

住友原子力工業株式会

速増殖案験炉﹁常陽﹂の完成︑

始は︑この間の成果を 象徴

東海再処理工場のホットラン鯛

してあまりある︒さらに︑新型
転換炉の開発︑資源︑濃縮︑プ
ルトニウム燃材︑廃棄物管理な
ど多岐にわたる同事桀団の十年

あゆみ でもある︒このほど

の推移は︑わが国原子力開発の

念﹁報告と講演の会﹂からその

着々と成果

催された岡庸艶果団創立十周年詑

足跡をたどってみた︒

后両陛下にも︸．﹂視察いただいた︒

月に﹁建設為手ゴー﹂の精論が出

今年四月から欝欝試験も開始︑現

の蕊本姿勢本來の成果として諄価
されるべきだ︒技術開発の前途に

は突如として遭遇した予期せぬ闇

横たわる予期された困難︑あるい

た隠の落胆︑克塾した時の感激・

題Iiこうした困難に対し失敗し

がない︒

などのエピソ⁝ドは枚挙にいとま

ための設計変更︑工程の見直しな

晴間を用する結果となった︒﹁常

ATRは軽水炉技術が一部基礎反りもあった︒BWRのストレスどの方面で予期せぬ故障が起こる

どを行って対応した︒こうした孚

陽漏は︑ウランの盆萄璽の少ない

となっているが︑安全審査に際し

あった︒このため︑多くの装置に

直しが出張を長引かせる大きな原

ては金て自ら証明していく必要が

ついて実物大実験装置を作成し︑

FBRではナトリウム︑プルト燃料を便慶しているが︑燃料が装

園の一つとなった︒

小規模のものから除々に実験を行

安金性の実証試験を行ってきた︒

興し︑糞点的な研究開発を行っ

期の時闇を要したためだ︒

さなトラブルでも︑その対策に長

ニウム技術という困難な問題に薗 備されれば法的に︑蟹理区域が設

た︒しかし︑いざ実施してみると

っていったが︑例えば讃故の状況

に遡遇するなど多くの間物に蔭面

を作り出すこと圏体︑困難な場面

した︒こうしたATRに開する実こうした重要な部分については厳
証実験は︑このあと︑軽水炉のE 璽にチエックを行っていたためか

したわけだが︑今思えば︑この段

との対策をも蓄えていく必要があ

の指魯により︑どうメーカーに
さらにもう一点大型技術際発を

ーとなる︒

推進していくうえで重要なファク

ついてとり謹とめている︒重要な

のは漂型炉段階だけでは同の意味

もないということで︑攣憩に商業

のために総体的にどういう方策を

化を実現ずることが不可欠だ︒そ

とるか︑分握はどうするか︑財源
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動燃の矯業のうち動力炉部門の
いうことを示したい︒

こうして動獣の十年聞の駅にみ

成 果

感慨深い自
主開発の道

された︒立地についても敦賀市の

計画は高速潮殖炉︵FB兄︶と撒 在︑巖力上野試験を行っており︑
て調蒼を開始した︒地質等の立勉

今後のFBR開発に役立てていく白木地区を候補地点として選定し

の開発で進められてきており︑F だめの研究を進めている段階だ︒

水を便馬する新型転換炉︵A？飛︶

ることから︑地元の了解を得たう
えで︑建設のための輩備作業を慧

条件が牽分適していると判断され

ぎ︑皐悪に着手していきたい計画

炉のステップ︑ATRは軽水炉技ているようだ︒
﹁もんじゅ﹂は︑現征︑実験炉
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工学センターをはじめとする各研

世界的にも高評懸されている大洗

える成果は﹁常陽﹂﹁ふげん﹂︑
新型転換炉の開発は︑技術的に

だ︒

軽水炉に近い部分もあり︑比較釣

ているが︑原型炉では機器の大型

自主技術蓄積に大きな成果

商業化へ全力傾注を

での技術を踏まえ研究開発を進め

BRは︑まず実験炉︑つぎに原型 全体として約二年は鎖鎌が撚れ

に移るというのが計画だった︒現

術が応用できるため鞭ちに原型炉

在のところ︑高速繕殖実験炉﹁常
陽﹈︑高速増殖炉原型炉﹁もんじ
ゅ﹂と新型転換炉原型炉﹁ふげん﹂

の各計画が大きな樫となる︒これ
に必要な研究開発は︑宙主開発で
全て自ら確認しながら︑その成果
を開発政策に反映していくという

その第一の﹁常陽﹂は︑今琿四

験炉の上をいく狡術が要心され

化︑高湿対策などすべての面で実

早期に霞標を期成できる可能性が

究施設などに要約することができ

る︒現在︑安全性︑蒸気発生器な

る︒しかし︑その背後の狡術の薔

非畠に厳露に注悪して開驚を行

階は雀いても漫かったのではない
かと思う︒しかし︑こうした試行
鎧誤によって蓄題してきた多くの

した大きな基盤のうえに立てば開

発従箏者の愈欲も大きく増大する

ェクトの各部分では︑メーカーあ はどう手あてするか︑などを十分

ことになる︒確かに︑このプロジ

こうした蘭については︑科学技

技術︑知識こそが︑この十無闇の

術庁﹁高速殖炉腿発の実旛方策に

る︒

面もあり︑今後十分軽愚深い開発

ができる︒

成果だと今ではハッキリ競うこと

ターとなるのは懲懲のコンセンサ
を進める必要がある︒﹁常陽一の

スを得ていくということだ︒こう

場舎︑まず各機器について空気

関する研究会﹂が︑その進め方に

大型技術に挑戦していく巖大の

具体的戦略明確化ふまえ
認試験を行ったわけだが︑ここで

開発に直接従事する蕎に愈欲闘上

つまりバトンを受ける体制を確立

つめる必要がある︒先をつなぐ︑

ポイントの一つは︑阿といっても

るいはユーザ⁝が中心となるべき

も茅期せぬ困難に盧面した︒ナト

部分もあるが︑この開発は多数の

う︒

することが今後の欝欝といえよ

こと︑そのために目的悪識をハッ

ェクトで︑離職の企業のレベルは

人興と罠毎月を議する一大プロジ

のインセンティブを与えるという

キリさせるということだ︒将来に

し︑アルゴンガスは熱伝魯率が難

リウムは熱伝瀕率が高いのに対

ではなく︑まずアルゴンガスで確

最初からナトリウムを随うの

た︒

まずアルゴンガスで実験を実施し

中︑常温でテストを行い︑さらに

実用化体綱整備急げ

から炉の監能としてはマイナスの

めに過大設計を行ったこと︑など

ってきたこと︑余裕をもたせるた
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積こそ︑膚主技術開発という当初

「もんじゅ」建設候補地での気象調査（敦賀）

いために︑アルゴンガスの温度を

開けた大きな展望を持つというこ
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ウラン資源の探査︑濃縮︑再処理︑廃棄物処理︑薪型燃料
の開発など動燃珊業団の核燃糾サイクルにかかわる盾勤につ

いては︑瀬川正男副理瑚長が﹁核燃料開発の＋隼﹂と題して

総括報告を行った︒ここでは︑局報告のなかから︑開発のあ
ゆみと現状を中心に︑その凹凹を象とめた︒なお︑同報儀の

動燃璽錐団は一鑓製錬法を磯宣

資料によれば︑概定遽加資源を加

するとともに︑海外調蓋︑探糞に

えて︑約五菅三十万ショートナと

らざるを得ない︒このことは︑わ

加えて民間への技術協力︑開発途

に対し圏内のウラン鉱照は少なく

が国の原非力利用計画の纂礎が︑

万ショートナが必要になる︒これ

海外ウランをどれだけ確係できる

いる︒

上国への技術援助などを行なって

冤込窪れている︒

かの予測の上に躍かれることを恵

法について﹁昭和六十無までにわ

外の動岡などを細謹え︑遠心分離

わが国の原争力冤電規横兇通し

ウラン騒は︑開発中の新型転換炉

・プロジェクト︶としてとりあ
げ︑動力炉・核燃料開発購業団を

機の設計製作にまでこぎつけた︒

を渓めた︒同副画にもとつくパイ

中心として強力に推進する﹄こと

ロット︒プラントは︑今日までの

研究出発成果を結集し︑三期に分

点にはその第一期分の︸部工箏が

けて建設される計画で︑丑十二銀

岡山県で蕊累されている︒

核燃料再処理
再処理が興体化したのは︑昭和
四十奪十二月に動燃蜜業団の前身

バン︒テクニク・ヌ⁝ベル批に再

である原子燃料公社が︑仏サンゴ

処理旛設の詳細設計を発注した騰
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物の発生段階から処理・処分ま

的因子濠でも貸馬した統一した灼

璽任制度︑食用負撮のような社会

策として警える大きな放鮒牲廃棄

物管理という概念が国際的にも主

流となりつつある︒わが国でも︑

検甜を経て︑放射姓廃財物対策に

昨鋸︑原子力委賢会響門部会での

関する研究開発計画の理想報告が

いても処理処分技術確立のための

だされているが︑動燃瑠業鐡にお

技術開発が進められている︒
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必要羅のほとんど全懸を輸入に頼

味している︒匿界のウラン埋蔵騒

は︑OECD／IAEAの今年の
四十七爺や月︑原子力委員会は︑
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わが国のウラン濃縮に関する研

ウラン濃縮技術懇談象の報儀︑海

究は︑昭閨閥十四難八月︑原子力

ラン濃縮工場を稼働させることを

が国において国際競争力のあるウ

ウラン濃縮

特竃総合研究としてとりあげられ

囲標に︑そのパイロット・プラン
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高二二殖炉の憩入時期によって異

トの建設︑趙転謹での研究麗発を

W二謄⁝﹃

るが︑二QOO年豪でに︑三十万定総禽研究の巖終犀慶︵四十七牢

原子力特別開発計画︵ナショナル

と予想されている︒これに必要な

は︑現在兇薩しが行われつつある

ム魑頼腔試験の越転開始︑標雌化

一四十万ショートナ︵U308︶慶︶には︑高性能機およびシステ

一三千三百芳KW︑二〇〇〇蟹 と見込まれ︑さらに炉の碍命に対

ト

である︒この設計は四十四琿一月

終了︑動轡襲業団は安金審鷺を経
て︑四十六無六月その建設に着手

したQ建設の兜了は麹一葎半後の
四＋九鋸十月︑建設の規模は︑建
膠延薗襖⁝万坤︑コンクリート六
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廃棄物対策
原子力における放射性廃簗物は

ステップによって︑その放射惟核

発催源である核燃料サイクルの各

種︑放射能レベル︑総状︑塞がそ

技術的にはこれまで︑それぞれ

慮懸を少なくする方岡で進められ

減数・濃縮処理をし︑環塊への放

てきた︒しかし近駕︑放射性廃棄

物は発生源でその発生囎の低減を
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が︑一九八五庫までに二千六百万

でに一億〜一懸二千万KWになる 応する瞬を含めると六十万一八十
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万立方凝︑換気ダクト延長十鶴鏡
規︑機羅数︸千点︑ステンレス配

解を聡始︑ホット試験に入った︒

郷︑同二士感量

圓のせん断溶
をまって︑せん断開始の許可を

造技術のレベルアップを墨ね︑今

葎をおって取扱蟹の増大︑燃料製

に童っている︒本滅度中には﹁ふ

﹁ふげん﹂燃料の騒醜を担うまで れぞれ異なる︒

陰では︑生灌技術的にも原型炉

燃料公叢叢代に研究聡発を開始し

が︑この間三十孟夏にもおよぶ混

げん﹂の炉心側燃料腰造も終る

禽酸化物鰍料製造実績は︑耀境を

て以来十二鋸聞にわたり仏心努力

設計︑建設による燃料蟹造実証施

を続けてきた︒この結累︑自らの

プルトニウム燃料開発は︑原子

新型炉燃料
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動力炉開発と並び動燃業務のもう一つの大きな一翼を担っているのが核燃料開発だ︒ウラン

鉱石 蚕 製 錬 の た め の p Nc法を独羅術で開発︑濃縮分野ではパイ ︒ ッ ト プ ラ ン ト 建 設 撃

の対 処 は ー ー ︒

⁝基盟整いV多

⁝大な成果も⁝

及ぶ内陸へのキャラバン輸送を行

また動燃単独の本格的海外探鉱

けで︑露ちに核爆発装置に至りう

料から抽出されるプルトニウムだ

燃焼率の高い軟水炉使用済み燃

るという論は技術的にみて比良と

トニウム取扱技術の不葭葺な世界

い︑糟密な探萱作業が開始されよ

今年はこのように核燃料開発の
的拡大は核不拡散に対しリスクを

・現状と今後の対応．

去る九月十三臼早朝︑ワシンン
分野のそれぞれで飛躍的な展開を

考えられるが︑再処理技術やプル

ンで東海再処理施設のホット運転

藁合体の第一回せん断︑溶解を開

技術のように開発研究に融手しょ

整舖の未了のものや︑廃棄物処理

れが構成されたわけでなく︑技術

︸

げ
＝＝

一三

マ

繍

とが原子力技術蕎の齎任である︒

エネルギー需要を満たしていくこ

ラン資源で露盤︑一省年の人類の

用化によってこの隈られだ天然ウ

求であり︑さらに罵速増殖炉の実

核燃料サイクルの実現は必然的要

た資源を巖大限に盾罵するための

偏在している︒したがって限られ

限られだもので︑しかも世界的に

一

誕

難業螺翻瀬

て利用するだめには高あるいは中

の技術ではトリウムを親物質とし

期待するわけにはいかない︒現在

る︒再処理技術は転用生薩炉燃料

を機械的に混覆して成型してい

単体を抽出し︑加工工程でウラン

術は再処理においてプルトニウム

婚資の六大さをあらためて

痛感している一1と︑核燃料
濃縮ウランを必要とするし︑U瑠

トニワムおよび核分裂生成物濃度

湾ってきたもので︑ナ当たりプル

鉛ガス冷却炉燃料の処理用として

原子炉までの流れの間で転用の危

価値高まった
回収ウラン

燃料サイクル

核燃料サイクル論では核拡散性

の流れについて議論されてきてい

の観点からもっぱらプルトニウム

の方が高くなりつつある︒一部分

再処理で回収されるウランの価値

るが︑最近︑経済的︑資源的には

至って再びプルトニウムの登場す

O3または硝酸ウラニルの形で書

のウランは混倉抽出や配盆調整用

はプルトニウムとウランを完金に

に便われるとしても︑大部分はU
分離する必要はないし︑工程や施

に変換される以外の大部分のトリ

む結果となり︑照射済みトリウム

も有効に利用するのは徴璽のプル

置される︒園収ウランの価値を最

トニウムと混合して新型転換炉用
しれない︒また︑このような混合

再濃縮して軽水炉燃料に用いるこ

や同時成型加工の方が経済的かも
このような技術上および経済上の

質の流れにおける核物質防護の点

抽出や蓮台処理の流れの方が核物

設の選び方によっては部分的分離

効果を評価し︑実用に璽りうる期

とになると思う︒

の爾利用はすべて璽遮蔽の遠隔作

闇とその間のエネルギー需要魑大

で硬球になるかもしれない︒しか

影響を与え︑環境安全管理に支障

随伴する廃棄物の処理に署しい悪

分変動をどのようにカバーするか

縮と再使用に当たってこれらの成

きマイナーな成分も異なる︒再濃

なるため︑U麟濃度も一篇のごと

済み燃料の経歴がロットごとに異

再処理に搬入される軽水炉使罵

の実用化が還れている段階では︑

燃料とすることだが︑新型転換炉

との閣係など広い判断資料をもつ

工では臨界管理が最も緊要であり

し︑再処理やプルトニウム燃料加

業でならなければならなくなるQ

めて高い放射能をもつ？h㎜を含

ウムは︵n︒2n︶反応によって極利用核燃料サイクルの流れの中で

したがって︑素朴に考えて平秘

る︒また︑わすかな割盆がU鶴 ているともいえよう︒

の高い軽水炉燃料処理に転用され

険は少なくなるが炉から再処理に

てサイクルさせれば︑薄処理から

に供しうる︒U㎜とU齪を混食し ウムリサイクルの成立しにくい黒

概況報告する瀬川副璽欝筑
瓢織．

開発十年の歩みをふりかえり

う磯

もPu船U蹴と同様核爆発用桝料の処理および︑経済的にプルトニ

套

燃もわれわれの立場からの実綴や
技術開発成票ならびに兇解を提供
して国際的に寄与していきたいと
臼も

欠くことのできないエネルギーで

思う︒璽主なのは︑問題が

このように考えると︑現在成熱

て十分考える必要がある︒

サイクルの中で︑核不拡散のリス

技術に近いウランープルトニウム

い︒そこでわれわれは︑関隣する

を与えるものであってはならな

にかなりのリードタイムを要すこ

あり︑技術開発や産業体鱗の整備

規榎が悪激に拡大しつつあるの

とであり︑原子力エネルギー依存

クを最少にする国際的機構および

理に対する園収ウランの形態と性

新しい技術が必要だ︒また︑再処

技術を探究することが必要である

のあるものから漸次基礎試験︑工

諸般の研究と評価を行い︑現実性

状をいかにして再濃縮用のUF6

にも︑高速炉燃料︑新型転換炉燃

えている︒

学試験︑実証試験に及ぼそうと考

とも技術で解決しなければならな

製造に適応させていくかというこ

と考えられる︒痩用済み燃料の中

料および︑もし利用しようとすれ

索海事業所には再処理主施設の
ほか︑付属の小型試験設備もあり

ば軽水炉プルトニウムリサイクル

トニウムが共移している︒ただそ

ケード試験設備での試験から︑パ

燃料にも︑いずれもウランとプル

があり︑基礎開発を担当︑支援す

プルトニウム燃料部の施設と能力

男

れぞれで核分裂性元素の灘度︑ま

逮心法ウラン濃縮におけるカス

いと蓄えている︒

たは核分裂生成物の組み台わせが

で︑無為な傾止や思いつきのよう
これは工業先逢国にとっての期待

の中でこれらの諸問題の実証研究

イロットプラントの操業試験計画

ればならない石癌資源について︑

る狡術部の能力がある〇一貫の核

題としてのみ対処しうるものでは

異なるだけだ︒つまり核燃料サイ
トリウムサイクルの選入は核エ

ことである︒

な計爾の変更は許されないという
であると終盤に︑外蟹事憐の思う

響酷試験を行ったのち︑わが国独

数年闇 に 及 ぶ カ ス ケ ー ド 試 験 や

今後楢大する露要に代暫しうるの

を行うべく︑UF6製造パイロッ

なく︑広く国際的係わりを︑ます

をもっているわけで︑この体験を

に任せない非産抽︑非産ウラン諸

燃料サイクル技術研究の総禽能力

は核エネルギー︑それも今後数十

国の希求でもあろう︒

クルはこれらの農度の調製および

ます深めつつある︒

無は核分裂エネルギーに受禅せざ

再調製をくりかえし実施し︑核物

わが国内では臨調力基本法や葬

この一⁝つの課題をめぐる論争が

自の開発を逸めてきた直心法ウラ

いる︒

ここ数か月来の再処理をめぐる日

トプラントの計画も現在逢行して

るを得ないという実彌から︑原子

現在の世界の核燃料サイクル技

えている︒

にも展開しなければならないと考

高速炉核燃料サイクル体系の実証

力利用は乗︑欧︑環のごとき先逢

ムを避けるとの理由だけで蜜務に

とに反苅はないが単にプルトニウ

きる︒

糟来の再処理工場の計画に反映し

らも核の蟹鰯転用は全く考えられ

核三原則が存在し︑国民的体験か

米交渉の主題であっだわけで︑さ

り出す作業であるということがで

ン濃縮技術は︑山回的爽証の域に

工業国で飛躍的に拡大する一方︑

らに技術論を含めて広く国際的に

質のフローの闇にエネルギーをと

成熟したと認められ︑数千台の遠
ないが︑全世界的にみて核出拡敬

討識される機構がINFCEPで

ネルギー蟹漂の拡大という点で長

心機からなるパイロットプラント

されていくであろう︒しかるにこ

ますます多くの諸国によって計画

期的課題としてとりあげられるこ

ノ

国際協力もさらに輻広く

民間参画︑より強力に

な化学原料として温存を計らなけ

れ︑エネルギー源としてより麗璽

しかしながら︑榿渇が当然視さ

憩醸することは諸語できない︒

料サイクル元年と呼ぶにふさわし

しかしながら核燃料サイクルと

いものと考えられる︒

験を実施申である︒

われの麗務の大きいことをあらた

うとするものもあり︑今後のわれ

料部で製造した一ゾ弱の混合酸化

さらに︑先般の臼米交渉を契機

めて痛感する︒

二

の平和利用の両立はかなりむつか

として︑核燃料閤題は単に国内問

ミ鯛鷹γ甲懸
繊遜

あるいは核兵器廃絶の理懇と︑核

た︒

の臨界が四月二十四日に逮成され

わが国初の斑還増殖炉実験炉常陽

物燃料のうち六±二体を装荷して

また策 海 璽 業 所 プ ル ト ニ ウ ム 燃

始し︑現在計画に沿って一遡の試

十二日にはJPDR短用済み燃料いってもまだ本格的に核物質の流

ホットテスト準備を進め︑九月二

この決定に基づき動燃は薗ちに

項の共同決定が行われた︒

に係わる日米原子力協定第八条C 迎えた蒔期であって︑まさに核燃

うとしている︒

として︑マリ国で延々二千詩層に

を踏まえいよいよ本番態勢へと移っていくことになる︒瀬川副長甥長による目鼻の十年と今後

させた︒数えあげれば成果に枚挙がない︒だが︑獲糟糠はこれからで︑開発十三の墨盤づくり

旧にまで漕ぎつけた︒七隼ぶり再処理工場も試魍転へ︒そしてプルトエウム燃料研究施設も完成

一

､

を建設すべく八月十一日︑人形峠

し︑その闇に生物環境への影響の

物をさらに十〜二十年保讐貯蓄

今後の問題はなお多岐にわたり︑

このように当面する課題および

◇

！！5多4多！ノ多多ク！！グ多！委グ／！一〆グ！多グ多！づ！多グ！多多！グ多多多！孕

れているが放射能の高い高レベル

ない状態への処分技術が探究され
この核分裂生成物からなる高レ

放射性廃棄物である︒

！！／！！グ多多！多グ／づ！！！！グ多

．責務の重大さ

ざるを得ないが︑一方︑核蝉料サ

イクル分野における産業界の参画

ますます国際的な係わりを総懸せ

その蕩万KW・年当たりの発生麗 であれ︑海洋薩処分であれ︑核変

限られているようだが︑科学から

はウラン燃料の鎌継事業などに

る︒過去三十無難の人類の技術の

換処分であれ︑儒頼できる新しい

ベル放射性廃棄物は再処理によっ

は溶液として十五立方規で︑再処

技術に到達しうるものと十分確儒

進歩の窒績を考えると︑地閥処分

理の聞に短寿命の放射性核種の腰

する︒

て使用済み轡料から分離される︒

変によリグロス放機能の約岬桁の

所感など

あらため痛感

最後に︑放射性麗棄物の処理の

減衰をまった後︑ガラス固化すれ

る︒同じ謹聴KW・年当たり石炭 ずれも単にその地区の響胴に留ま

ばその容積はさらに十分の一とな

らないから︑国際的研究や国際的

よび極低レベルの環境影響も︑い

高レベル放射性廃棄物の処分お

薩業界の参入が望まれる︒

の約十年であり︑そこには強力な

ら産業に定着されていくのが今後

めてきたと考えられ︑今後工学か

動燃が先駆的役割を懸盤十薙間進

実証化への段階にもってくるため
緊要な課題の一つである︒

間題は原子力の定着のために澱も

燃焼の場食約三十万ナの灰を生成

方が原子炉側で

生する放射性廃棄物の処理処分に

軽水炉核燃料サイクルの間で発

おける課題は︑

な墓準が必要であって︑協力関係
の樹立が望ましい︒

することと歓べれば圧倒的に量が
多いもので︑惣方は戸閉には隈ら

小さい︒固化された高レベル罷棄

発生する︑放射能は低いが鰍の
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しい問題を琶蔵している︒
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燭おもな内容・唱 発電規模とエネルギー戦略／原子力開
発の基本路線／国際原子力商戦の激化／米国の薪政策と
割米の核燃料サイクル／エネルギー需給と原子力の割合
／環境モニタリングと廃棄物管理／内外の原子力発電所
の動向／高速増殖炉・重水炉・高温ガス炉・稼融合／核
燃料サイクル（ウラン資源・濃縮・再処理・プルトニウ
ム）／R王。放射線の利用動向／原子力産業の実態／日
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懇

自主技衛 開 発 に 力 点

子力協力協定を結びたいとの提唱

原子力関係法産
案成立を要望原

ルの確立︑核不拡散への圏際的な

の醗蔑の儒頼鰹復と核燃料サイク

協力が大餉提であり︑原子力安全

法案﹂︑核不拡敬をめぐる厳しい

ための﹁原子力墓本法等一部改正

委新設と原子力規制行政一鐡化の

ら葭脳は︑今国会に提築巾の原子

門核兵器不拡敵条約に関する傑瞳

国際露礁に鮒嘱して求められる

田本原子力窯業余議の萄沢金長

力関係三法案の審議健進と成立を

であり︑岡貼に再処理事業の属懲

描融協定駄︵批准︶とその国内法

求めて︑十七日︑公瞬党︑十八田
には自民党の関係議員と懇談︑協

消籔より大きいと儒ずる﹂と答

業で︑検討するが︑発電の方が

﹁バランスシート作成は大変な作

のに対し︑宇野科学技術庁長嘗は

番の闇にあるがどうか偏と追った

には問題があるとする控え方が詰

の収支バランスからみて︑原子力

に係わるエネルギー消費と生麗と

立がぜひとも必要︑とするもの︒

船開発旗災醐法︸部改琵案駄の威

一部改蕉薬扁および﹁日本原子力

化への道を開く﹁原子炉等規制法

力を要請した︒引き続き各党とも

わが国のエネルギー安定供給の

話盆う予定︒

確保にあたって躍視される原子力
発蹴の計醒的な腸発には安金性へ

原発エネルギー
収支などで質疑
鍵院線簾婁
十嵩菖の衆院予算委盛会で︑石
野久鱈氏︵社︶は︑エネルギー・
原子力問題を取り上げ︑政府の考

石野氏が門秘隠圏発蹴所の建設

えをただした︒

次に﹁五十黛代に実質六％税度

弁︒

の解決にはならず︑失心率一・六

楽になり︑いい︒しかし腿用問題

う少し低い方かエネルギー間題が

か﹂と質問︒蔚梱は門実際にはも

畏なら自虐対策に窩僧はあるの

の経済首夏なら追議するエネルギ
れ︑茎塞的な盆意に達した︒協定
⁝確俣は両能﹂とした墾田直感の
はペトロシャンツ議襲の来蟹をま
って︑萄沢広巳原産会農と岡議長 発畿を受けて︑石野氏は⁝六％成
が調印︑発効のはこびとなる︒

ペトロシャンツ議長をはじめと
するソ連魂祭衷団は︑原子力利用
圏家委員会のセミョーノブ巴蛾局
次長︑ステコルニコフ設出国長︑レ

実

ベル放酎性垂雪物処理施設と岡一

があり︑原魔と聖子力利絹岡家委

％成優は必要だ﹂として経硝と羅

％を裏金耀㎜用ラインとすれば︑六

字野畏竃は﹁むつ﹂鍵盤選定問

嗣との関係に見解を示した︒

題の質闘に答えて︑﹁三年の修理

える河野氏は十一月にむつ粥畏に

期間申に決めたい︒母港存置を嘱

就任するので存蝦に関してはが式

な話を聞いてからにしたい﹂と述

織つ難燃講

敷地内に併設する核燃脳パーク方
践の採照を検討する︒

プルトニウムの軽水炉利用につ
いては﹁薄霧は実証試験計薙を推
進する﹂と述べるにとどまってい
る︒

嵩レベル放躬幌廃錘物の処理処
分技術の開発と永久的な処分は︑
圏が灘任をもち処分経費は使綱済
み燃料の発鰯網が賃撮する原則︒
使薦済み燃料の輸送体制につい

ための諸旛策を行い︑落潮はキャ

核不拡散との調翻も図る
場を設けて爆睡︑資金など異体簾

スクや輸送船などの技術関発を行

ては麟が困隅の理解と協力を嬉る
原亭力委員会のもとに設けられている核燃料サイクル問融懇談会︵座配・石原玉酒海外経済協力墓
を詰める︒そして国は動燃再処理

核燃料サイクルを確立させるに

金総裁︶は十三爲︑原子力軍和利罵と核不拡敵を両立させる国際動向に繋処しつつ︑わが国の核燃料

は研究開発と饗業化のため二〇〇

サイクルを確立していくには①国がウランの安定供給確保の三際愈意づくりに努め︑動燃の海外調査
混台抽出法や放射能放出低減化技

う︒

術などの研究を進め︑第二工場の

〇鋸までに総計三兆七千億円にの

丁場の運娠を通じて技術を確立︑

探鉱を強化する②国はウラン弘誓国慶技術を確立して実縮化計画をつくり︑翼翼は遠心機の製造体制
を整える③国が鰐処理技術を確立︑混舎抽出法などの研究闘発や法整備を進め︑民聞は第二工場の建
設に核燃料パーク構想を蓄える⁝などの諸旛策が必硬︑との絡論をまとめ︑十四臼︑同婁三会に報告

ための法定髄︑建設資金に対する

ぼる臣額の翼金が必要︑との試算

とも原子力平和騨翔颪での開腹に

所裂燐長ら数名で轍威される予

ガソフ︒クルチ∀トフ原子力研究

定︒

鍛扁の設闘逸興を支持する︒隅委

員鼠の霊謎掛務は技術事項に蹴
り︑運鶴の璽襲鱗項は総鼠で淡定

べた︒

瀬藤象二氏逝去

一⁝二四一一灘︒

?檀羅礁

ｴ了・力発奮し所における［徐：染の実際ピ倉後の動ψ」
@
痕、・電ノJ 林
勝 しル帽1 曜く場規矩雄

抵利融資などの対策を検討する︒

理体制を確立するためには︑まず

4謝に報儀内容︶

今後の大きな課題となろう︒︵賢

した︒これらの施策は来薙蜜月に改定予定の原子力開発利嗣罠瑚長齢に盛り込まれる︒

同懇談会の結論は︑国と罠闘と定供給確保のための閣際愈憲の探

プルトニウム燃料加工施設や筒レ

処理饗業を組織化し︑第二工場を

一方︑民溝は潮力業界を中心に再 もあり︑これをどう確保するかが

業界と関係政府機関の連絡協議の

民間による第二工場建設のため薩

相互に簡まった︒三無翼︑土党氏

設けることが望ましいとの認識が

に進めるための翼体的とりきめを

て︑澗園の協力を円滑かつ効果的

の役目分担を明確にした昨年九月求︑動燃灘業団による海外調査探

藺ソ協定近く調印

の﹁第一次中間とりまとめ﹂と基鉱の強化︑探鉱成粟の民闇移転に
本的には岡じ︒新たに設けた﹁国闘する逮絡協議推進を国が行い︑

一九八○三代の一部圏魔化をめ

隻匿品の引き取りを係証ずる︒

ペトロシャンツ議長来日か

努めてきたが︑昭和四十八無六月

が︑今鋸六月︑森一久原産常任理

員会の聞で交渉が続けられてきた

レジネフ羅漢長から臨接︑日ソ原

に派遣した訪ソ原予力視察醸︵土

ら経國速首脳が訪ソした際も︑ブ
にもとづいて締興するもの︒簾産

罵国慰留畳食が結ぶ原子力平和凋

本原子力産瑛雲議とソ連原子力利

光敏炎団長︶︑翌四十九隼〜月の

ソ運原峯力利照圏家隊員会のA

用分野での協力協定に調聞するた

︒M・ペトロシャンツ議長は・闘 はこれまで欧来讃国と今様にソ連

め︑十〜月には巣田するもよう︒

の方法一と題する文欝︶を原則と

て八つの樗託魯贋に対応して

︑蟹務周的サービスは︑主と

されるべきである︒

して瀦際原子力機関︵IA鷺A︶

露本原子力産業金歯噸問︑日水

によることとするが︑議長隅がそ
の作業部金について︑必要に応じ

︵電畿入学琿郭長︶はかねて擁立

原子力蕩渠櫛談役の瀬藤象二氏
妨げない︒

追加的サーヒスを提供することは

分︑紬炎のため蔽去された︒寧黛

たが︑十月二十凹午幾一時二十四

一︑INFCEPの期間はは
ガっ
ンセンターに入院業繋中であっ
きり二奪間とすべきである︒もし
それ以上の期間とすると︑不確定

ﾎ︒慮宅は東灘都世田谷区北沢

十一壕菖藁蟻・弩由摺場で︑

敏イlj

林

瞬、嵯ρ瑠ノい

際動陶への対応﹂の中で︑国際核民間は醒力業界が羅内企業による

な参加や保陣描躍︑核物質防謹鮒

燃料サイクル評価計画への積極的

簾の強化峻討などを通じて原子力ざす遠心分離法による痙縮ウラン

産技術を確立し︑さらに寅証︑爽

潔ットプラントの建設を進めて国

卑租利用と核拡散防止の両立をめの確保に麗して︑麟は︑砂山パイ
ざす國際的努力に協力する一方・

資源の自主開発︑供給源の多様化
閑プラントに起る計画を策定︑民

性を肉上させる︑とのわが国の墓間は選心機の製遊体制を整備する

などにより核燃料サイクルの自己

また︑天然ウランと灘縮ウランの

とともに絡来の事業化を進める︒

核燃料サイクルの確立方策とし

本鮒立鵬を明示︒

ソ逮訪賦原子力視察団︵1︒○︒

隔発成漿を撮供する⑤原子力技術

多一多多一多量ー多多〆！多多多多ノチ多一多多！タ多ノ

って︑協定内容が詳細に煮つめら

事︒園務濁長のモスクワ訪問によ
この協定は︑磁ソ間の原子力協

モロホフ陸長︶の交換などを遜じ
多多多ノノ

力の墓礎として︑棺互軍等の原知

核爆薬散の方策を検討する園際

CHP︶の設立総会が霊十九か国れるべきで︑代暫技術の検討に

国は傘部会に参加する︒

八作業部譲が設置されれば︑わが

して支持する︒

実演化の難難度︑所饗期聞︑銭金

は︑核拡散防止効票だけでなく︑

核燃繕ツイクル評難計画︵工NF 開発の歴史醗継続性は十分訓蒙さ

の代表を薄め︑十九臼午前ワシン

一︑第一︑第二︑第三作業部食

﹁濃縮・再処理に保証を﹂

一NFC猛P設立総会開幕

も重視すべ港である一とのわが麟

トンの※柱聯省金議蜜で罵酉閣の
臼程で始まった︒総蕪は︑胃頭カ

敷を披託する基琴歌説を行ったあ

ーター※大統領が核不拡敬への淡

大川沼本政鰐残表︵外務雀陶題

と各国の代夷が藤蔓を表撮した︒

大川日本政府代表が演説

FCEPの成功のチャンスが少な

牛後〜聴から二聴まで騨儀︑二時

Z工

山粛業嘗漸耀聞磯社咽設巖‡局

@ると含でA
@こくむあ5

@
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Gネルギー問題と原子力の位1摺論議∫好力アクノチ仏
ｴ子カエネルギー欄発への寄国の戦略〔3〕
@一轍界のエネルギー霧給と西トイノの版略一

特価1200円
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日〜廿
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ウランや灘網役霧供給閃のみで独

大川代籔の演説は︑＋四四に原

くなることを憐れる︒

行われる︒

摺業︒臓機大学倉織騨としてとり

から露時まで告別式が日木懸子力
子力翠蔓余決定した﹁王NFCE

に沿って行われたもの︒

Pに臨むわが國の巫本的振え方﹂
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の墓本方針を述べだ︒

②わが圃は工NFCEPに積極的
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さらに岡代表は︑心立総会の議

費国もこれらの部会の議長隆とな

国訴は検討期間聯継続を勧められ

について︑わが緻の墓本的脅えを

るべきである④露添政鰐は王AE 題である付託劇項︑手続き︑組織

一︑各作業灘会の活動を技術的

A保陳措躍︑核拡敵防止のための

に調整するための﹁技術調整委員

るへきである︒

一︑付託禦項については米薗提

次のとおり明らかにした︒

薬︵﹁技術的︑経済的範園と作叢
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原子力船開発体制の

P久化と強化拡充を

幕議鷺擁護錨

驕蠣懸酷熱騰

望⁝㌔呼野議鶴麗 製瓢漉纏粥謡講無難

﹁むつ﹂の今後は︑技徳的側面のみをも

会的衝繋はきわめて大きく︑それだけに

っては論じられない︒今回の見解もこの

れを強力に推進すべきである︑間時に︑
その遂行の中軸となるべき原子力船開発

点について︑﹁

問題の解決には︑

して強化拡充すべきである︑というもの
むつ

薯業団はこれを永続性のある恒久機関と

をふ京えた

安金確撮の徹底と原畢力船実用化の展望

また︑このあと質疑で安横義朗

広報について国がもっと積極的な

藁北原茅力懇談会理事は﹁原子力

力協議会が︑また蜜月には藁北原
子力懇談会がそれぞれ改縷︑また

理事も﹁国の役割が璽要﹂と︑こ

山田幾夫茨城興原子力協議会奪務

響動を行う必要がある﹂と指摘︒

十月には北陸原子力懇談会が発足

へと成長︒原産としても︑新たに

するなど︑新たに五地方緻織体制

こうした新地方組織体制とふま

と鰯十六駕の二回にわたり︑その付則に

大きいとして︑原子力船﹁むつ扁を所期

に﹁むつ﹂の果たすべき役識はきわめて

証的に確認し︑運航経験を蓄横するため

いる︒

る﹂として︑政肩の一暦の努力を求めて

国民の理解が得られることが不出欠であ

紹介︒このあと︑機動的な活動を

開発の悪義について

である︒見解のなかでとくに円盤される

示された廃比期隈の改正手続がとられて

行っていくうえでの中央と各地方

むつ

のは︑原句力船の設計︑建造の成果を実

きた︒四＋穴年の改正で常法の施行期闘

いる点である︒

の方針に則して完成させるべきだとして

力船開発を確実に進めていくためには︑

性を対象としたエネルギー教室な

説法とのより緻密な通絡を保って

に対応するためにも理論武装のた

は匹雪間延長され五十一年三月三十一臼

原子力船開発事業団を憤久化し﹁むつ﹂
日本原子力産業会議︑醤本原子

子力工業実態面罵を行った≒地域

ども計画している﹂﹁地域での原

れを隻持し︑さらに門原子力論争

る恒久的な機関が必要であるとの見解を

船開発には長期醜な研究開発の中核とな

までと改められたが︑その後の延擾手続

現在もなお︑放射線漏れを超こした

をはじめとする技術約蓄積と経験を墓礎

北︑茨城︑北陸の五原産地方纏織

力文化振興財圓と関西︑中部︑東

え︑全国的な原子力利嗣促進活動

まとめ︑現在︑国会で継続審議申の日本

﹁むつ﹂を﹁廃船にすべきだ﹂﹁原子炉

に︑広く内外の関係研究機関と協力して

一展⁝業会とともに︑わが国の原子力

原子刀船開発購業団法の一部改蕉法案を
は﹁むつ﹂放射線もれの不詳嬰とのから

をはずして一般船にすべきだ﹂などの

購買技術の確立をはからねばならない︒

たっている各地方組織から﹁理工

線にたって漂子力利用促進にあ

これに対し原産も︑情報の提供

が望まれる扁と指摘した︒

部改正がこうした見地から審議され︑立

今国会における原子力船開発事業鐡法一

の旧習震ビルで開かれた︒各地域

との懇談会が十九日︑索京︒新橋

点を置いた﹂⁝など︑広範な渚動

により密蒼したミニ講演会に重

三回程度地方纒識との会合を開催

いくことの重要鑑が強調され︑鋸

公共団体会員達絡会などの活動を

ており︑改膨と総点検の手だても整って

能であることはすでに科学的に立証され

の︸端が紹介され︑きめ細かな

原子力セミナーの地方開催︑地方

して六十二年三月宋までにしようとする

の恨

系教鑛だけでなく社会系教員をも

ものだが︑巖近の国際無勢とくにエネル

の漂子力利用

対象とした原子力セミナーや︑女

と予測されておりすでに原子力船を有し

の笑照期は一九八O庫代後半に到来する

広範な活動を行っている原産地方

た︒
轍ロ＝騨瀞

含悪した︒

鵜冒葡瓢一嘗一

認薄を義務づける予定︒しかし︑

蛋AEA搭置傭輯処理部︑上級職鐙⑤研究

一

施行時点で輸送中のものについて

③軍陣物置萱蓄財開発

は従前の規難が適罵撫来るほか︑

国際原子力機関︵IAEA︶は
およびアイソトープ局研究および

▽職員

わる璽要法案﹁原子力基本法等一部改正

簿理区域内の雨露は一部基準の適

一一囎一一一

法案﹂が提出されている︒﹁むつ﹂が残

題を除外︒また︑特殊な強調につ

一

的渚動の璽要性が指摘され

一備一一一讐︐

遡携プレイを強化していくことで

しながら︑岡法案の成立は﹁むつ﹂問題

法化されることを強く期待したい︒しか

組織も︑昨葺七月には茨城県原子

草

に投入された巨額の国家翼金と技術開発

いることは野畑の票実である︒﹁むつ﹂

を契機として省筆された原子力行政改革

として

勢からみて︑﹁日本の原子力船開発はこ

ギー情勢や舶用炉︑原子力船開発のすう

の成果は︑これを完成し︑自主技術の成

1︻轄陶一一︐

てはならない︒今国会には︑これにかか

のための三雲と不詳分であることを忘れ

されることになる︒そしてこのことはわ

した課題の解決なくして︑わが国の原子

樽一﹁鞠槻曽7

って︑はじめて漬かされ︑実証・確認

菓は︑これを完成し︑運航することによ

推進母体

ているソ連︑米国︑西独をはじめ欧州諸

れでいいのか﹂という疑闇が出ている︒

今回︑原子力産業会議︑船主協会︑造

が国における原子力船開発の新しい出発

力船開発は円滑に進み得ない︒

船工業会が打ち超した舞鶴は︑原子力船

にとって欠かせないものといえよう︒も

羅下北半島の大漫港に係留されて三鋸に

放射線騒率などから危険性の度台

まず︑輸送物については肥壷巖大

燃料サイクルの総愈的安全規制体

づけを規定︒とくに︑核分裂性物

たに危険物との混載の禁止︑穫載

次の要領により縣門家と職員を募

らびに華職員︒

研究所部核データ課︑二等職員な

十七日︑⑤が十一月十一日︒詳細

購込み締切りは①〜④が十月二

集している︒

は原産調製部企画塞までQ

局案を一二キ台として意見を交換

稲艶美一二▽委員

堀

第十一園原藍次大会準備委員

した︒

▽委員畏

会委員は次の通り︒

税を正式申請

霞治憲に

福農緊は十四日︑引治雀に対し

核燃料税の新設を正式申請した︒

同税は︑五庫間にわたり同県内で

消費される核燃料費の五％を法定

もので︑昨秋実施の福井県の核燃

一郎東電常務︑飯田正実関電騨務︑ 外普通税として徴収しようとする

田中好雄四国電力常務︑井上力感

料税と同方式︒

の新設について惣治省との箏務折

福鵬粟では︑今憂以来核燃料税

発理甥︑浅田忠一原電取締役︑畏
橋尚電事連喫緊理薯︑瀦永守之三

金野労郎東芝顧問︑島暴利尖FB 衝を聞始︑九月には黙劇省の内諾

菱重工常務︑神漂養母日立専務︑

原産年次大会は原子力開発利用

化振興翼翼理薯︑柴田俊一束大原

武井満男エネ研理薯︑上野敏夫文

事︑川鵬菊郎核管センター連連︑

村康治動燃理事︑山本二三原研理

などから︑遅くとも十一月上旬の

大蔵省の内諾も得られていること

の正式申請となったもの︒すでに

税新設のための条令を可決︑今回

Rエンジニアリング膿野駈長︑中 を得て︑十月十二霞︑県議会で閥

に関する理解と協調を得ることを

騎勢︒向こう五塵聞に八十五憾

核燃料税第二号の施行は確実の

的テーマや編成など検討にとりか

主目的に︑広く内外各分野からの

子炉実験筋長︑岸本康共同通儘論
つπ開発利用全般にわたる瞳要課 説副委員畏▽オブザーバー

見解表萌など通じ長期的展望に立

児玉

かった︒

福島県︑核燃料

ドと星準の瞬発②薔産製品への放

岡獲の準備委員会初会命では大

射遙伝学の適爾

▽馨門家①原子力施設のコー

いては﹁例外規定﹂が設けられて
おり︑科技庁長官の承認により柔

今園科技庁の放射性物質運搬規

み︒

則改正と並行して運輸雀でも﹁陸一

会顧程を確認した後︑今後の準備

鎌IAEA規則にもとつく改正作スケジュールとテーマ︑セッショ

に準拠した閣係法制の整備を勧

を行い︑一九七三年IAEA規則 一方︑輸送方法については︑薪

究所理薯築︶が縷縷︑大会の黒体

準備委が初会合

Q騰︑二葉
の皐撫しが行われなかったため︑

ン構成のあり方などについて署務

型は︑一層の距離でモゾレム／毎

驚から科技庁関係規則とムロわせ

には公窃される運び︒来薙一月一

業が進められており︑十一月上旬

面より施行されるが︑それ以繭に

性葡送物については科技庁の審琶

なる見込み︒
い︑BM︑BU型輸送物と核分裂

て新輸送規則が施行されることに

科技庁では新規則を来年一月一

時を条俘づけている︒

票故時の場台︑門BM﹂﹁BU﹂ 臨海﹂﹁聖﹂関遡規則の一九七三

率が十︑︑野レム／聴と規定︑さらに

頁ゾレム／時︑一規の距離の線蟹

U扁型容器は︑通常時それぞれ二

軟に対処されることになる冤込
ム／時以下︑﹁A﹂﹁BM﹂﹁B

いては﹁簡易容器﹂は○・五︑︑野レ

一＝塾＝働＝嚇＝圓乳璽一＝＝≡酵覧﹄＝＝酔ヨ饗乳舞≡︻＝＝磨嘉コ＝＝＝二玉＝⁝＝需漏恥魁営＝＝⁝墨≡鵠＝需玉＝ニニ一季二一＝⁝B乳璽：響二讐；鱈覧欝幽＝＝＝讐墨＝■＝≡玉髄＝＝一：§頂≡鼎＝二歩乳到＝＝≡阿貰血塁；﹁謄辮＝需玉ヨ髄幽；冒罵

N黙規麟に準拠

に癒じて﹁簡易容器﹂﹁A型容器﹂

はいずれも一九六三年の一AEA舗の完備を凝ろうとするもの︒昭

ら別途に﹁第一縫﹂﹁第一⁝櫨﹂﹁第

質については︑臨界防比の観点か

も今回の改定に伴う﹁人達﹂を行

﹁BM型容器﹂﹁BU型容器㎏一
⁝の四種類の容器への納入区別に

分類したあと︑それぞれA型容器
については①九層の高さからの落
下②五︑ゾ層毎階の繭璽に相当する

水を一聴閤吹きつける一など︑

四四︑放射性物質の輸送につい

和三十三一月原峯力委員会が﹁放

三種﹂一に分類︑それぞれ危険

原塵年次大会

委員長に稲葉秀三武
BM型容器については①摂氏八面
度の環境に三十分間醗える②九層

ては科技庁が﹁弾子炉箸規制法﹂

放射性物駿輸送国際規則にもとづ

射性物質の輸送に関する技術的墓

海外からの輸入︑国内からの輸出

個数の制限︑特定核燃料物鷺運搬
が生じる司能性も出てき
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勝距科学技術庁長窟窟⁝腸参事竃︑

れ︑原子力安金対策饗︑地域佳罠

七千万円が核燃料税として徴収さ

題を指嫡︑原子力傾斜開発を実現

ための捲針を褥る場として原産が

一回﹁原産年次大△蕊を開く計画 していくための解決策を冤い出す

み︒

健康籔理費箸に充当される冤込

だが︑十九躍にはこのための準備

事宮︒

票・内幸町のイイノホ⁝ルで第＋

︒技術援助部︑上級職員④購保陣

に取り組むべきであり︑そのためには︑

の開発にはより擬期的な観点から計画的

ちろん﹁むつ﹂の放射線漏れが与えた社

専門家と職員募集

て墓本計画を定め︑政癒霊麟のもとにご

国が自霊技術の長期的な研究開発につい

瀬瀬線漏れを趨こした﹁むつ﹂は齊森

の申核として﹁むつ﹂の懲懲︑建造に蜀

なるが︑この間︑わが国の原子力船開発

に一腰強まっているようだ︒

た各国の原子船憲向は︑石壁危機を契機

を魑実に進めつつある︒そして︑こうし

国などでは︑これに備えて顧問力船關発

生じているといわれているわが国の原子

めの申央からの假報提供の績極化

この趣雷にそって審議し︑今国会で成立
みからいまだに描置されておらず︑曲折

節が聞かれる︒しかし﹁むつ﹂の改修が︑

懇談会では︑まず地域での最前

させるよう国譲︑関係雀庁に求めたQ
を経て今国会であらためて審議される︒

技術的にもまた安全性の面からも十分可

の強化に取り纏んでいる︒

わが国の原子力船開発は︑﹁むつ﹂が

同様︑付羅二条の廃止期日を十一年延長

政府が提議している改正案はこれまでと

先進諸国との閲にすでに十奪の格差が

続けているが︑撹界的には︑原子力商船

国民的合意形成めざし

放附線漏れを趨こして以来罷踏み状態を

連携活動強化へ

毎隼開いているもの︒
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輸送の安全盤向上に藍鼠
科学技術庁は十五日︑放射性物賢輸送に関係する﹁核燃料物質の触読の薯業に関する規覇﹂﹁原子

新たに遡搬饅示を制定した︒放射性物賢輸送の憩大を背禦に︑新たに一九七三庫IA豆A規劉に藥

炉の設躍︑運搬等に関する規則﹂﹁使用済み燃料の再処理の事業に関する規則﹂の三総理府令を改定︑

拠した改竃を実施︑輸送安全性の向上を園ることになったもので︑新たに①容器の大きさ②懸数の舗

隈②還搬記録⑬特定の核燃料物質運搬の際の騨門家の周行一箸を薪たに追籍︒現在煙輸省でも関連
規則の改定作業が行われており︑来黛一月一臼から新規劉が統一盛行される︒

にもとつく﹁核燃料物震の加工の

いて制定されたままで︑その後の

性に応じた輸送を規定している︒

の爾さからの落下⁝などの条件

蜜業に関する規則﹂﹁原子炉の設

王AEA規則改定の際も国内法規準について﹂と題する委員会決定

しかし︑これらの各曲淵︑府令

置︑運転等に関する規則﹂﹁使用

済み燃縛の再処理の肇業に関する

告︑このあと今年八月の放射線審

の場含の笹森家の同行1などが 十照日から十六藤まで鷺幕間︑藁

捻聯ぜ盛響

規則﹂︑運輸雀が門原子炉等規制

の驕命など各国法規との

議会虫垂を受けて改正簿業が進め

追加されたほか︑核燃料物質箸の

また︑運搬物の表薗線鷹率につ

ている︒

闘本原子力産業会議は来年三月

法﹂﹁瞳轡防止法﹂にもとつく﹁放

ャップ

られていた︒

国際ギ

射性物質車轍運搬規則﹂︑ ﹁船舶

ているのが実情︒今回の改正は︑

えの規制となっているのが特微︒

鰯②輸送方法の規舗一と二段構

一九七三年IAEA規則に準拠し
今回の敬正規躍は①輔薫物の規
て欝欝関連法規を整備︑こうした
国際墓雌に対慰するとともに︑核

還搬の際の運搬認録をも義務づけ

安全法﹂にもとつく門難険物船舶

にもとつく﹁航空施行規則﹂でそ

運送および賠蔵規則﹂︑﹁欝欝法﹂

れぞれ規制しているのが現状︒
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イタリアも参諾しており八二無︸．﹂
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八五年をめどに
リスト敬残霊党︑浜面党︑蔑社

トリウム・サイクルのフィ⁝ジ

とさらに大統領の厚面鐡という

議会徳ちになっている︒そのあ

下院では認められず︑藺院協
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熱︑太陽熱︑石炭など︶麗発が纒

強化と代赫エネルギー︵水力︑地

西ドイツにおける萬日増嬢炉関発

および生薩懸での独立を避成す

米霊要各紙

原子力に関

する論調
今8ほどエネルギー問題が話題

原子力に対する兇解を社説でとり

各紙の論調を米原子力産業象議

あげてきている︒最近※国の室要

SBK＝Sc｝me目＿爲ruter−Ker楽照εtwerk GmbH
INB扁豆瓶emat匹onale濁飢rlum Br凱er Bau Gmb臼

れるだろう︒

発はこれまでと岡持の進歩がみら

ある︒これにより気圏の原子力開

政策よりも冷飯不通を補うもので

；大統鱗が篇つたどのエネルギー

マほ原発許認司の簡素化はカータ

オクラホマ︒シティ・オクラホ

戴処できる異体策である︒

である︒麓足るエネルギー危機に

講可の三舞化法案は響ばしいこと

カータヨ大統領が提出しだ原発許

ジャクソンどル・ジャーナル

交問題である︒

灘帥

ンクリバー高速増殖炉︵CRB

※の砺院禽陶協議委齢食はタリ

栄両院合同婁が妥協

千万ドルを計上

高速炉予算八

べきだ︒

るだけでなく衡益な幡報を提供す

る︒相互の藻潮をたたき舎ってい

だとするようなものばかりであ

子力発露と原爆は隅じ趣険なもの

託し互いに競いあった︒主張は原

力推進派と反対派が気球に主張を

ス翻ニュージャ1ジー州では原子

︵AIF︶次のはように伝えてき アトランチック・シティ・プレ
ビジネス・ウィーク鎧核拡敬防

た︒

止の唯一の道は国際協定によって
のみ選成できるものである︒原子

く伝播している︒ウラン供給に対

力に関する技術はすでに各麗に広

ものではない・

ニューヨーク・タイムズ嚢﹁ニ
ューヨーク帯内の焦酒から郊外で
の生盾を夢見︑移ったがそこにあ
ったものは蕩圧線の建設︑漂子力
発電所建設計画であった﹂とある

石炭から等羅のエネルギーを取り

い︒さらに石演︑石炭火力から生

出す時発撫する放射線よりも低

の危険からニューヨーク市民は守

じるばい煙︑膨大な燃糾の輸送等

は捜術への挑職であり︑後端は外

制と矛組するものではない︒前蕎

処理と増殖炉の開発は︑核拡散規

L︑CNE簸は協力して技術工学モンロー・ワールドH核燃料再

ければならない︑ENI︑ENら旦
れているのである︒

依篠から三次独立に漏って進京な

成・発展を期し︑楽国特許権への

一︑民族蟹本の原子力塵業の穐

ればならない︒

地域の協力閲係強化が國られなけ

し︶
原子力発年所から嵐る放購線は
EL︑CNEN︵原子力婁興会

地方公共鐡体の積極雑益鑛とEN 読者の不満の投稿があった︒しか

ナ三辱に難き︑サイトについては

〜︑〜九七五隼の法律錺三百九

継続も必要である︒

ーバ⁝・フェニックス計醗謬鑛の

子力てもキャンドウ炉の鯨入やス

級四⁝六麗︶の建設も必要だ︒原

力︶復読火力発鍛筋︵六＋万KW する魚鋤は核兵羅開発を防止する

熱発磁藤の建設︵仏︑西独と協

けでなくシシリア暴における太陽

場が擦読される︒しかし原子力だ

進めれば︑十無間に十五万人の職

一︑これに薄して原子力政簾を

を大きく圧迫する︒

な資金は六野り顔に達し︑国際紋支

上ることになる︒その輸入に必褻

漉依存慶は八五年に六五・一％に

魔されない場禽にはイタリアの石

るように要説したQこの翫画が実 にのぼった時代はなく︑各紙とも

プに叢誌〜月士庶鼠までに慮正す

麺︶についてイタリアの葱グルー

八基︵颪万KW級︑四か駈各二

ることを認めている︒猛NELは

四墓を発注し︑騰墨を発注内示す

が爵ちに百万KW級原子力発鱈所

一︑露N践L︵困荷露力会社︶ 莞的な課題である︒

の諸点を掲げている︒
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自由党︒今暇採択された決議は次

30％

一︑エネルギー政策では節約の

獣

（製本電気硝子製）

は興隅中央贈力庁︵CEG8︶も
謬凹しており︑SBKの出田比率

ダS冠P︵一㎎・五％︶ベルギー

は西独RWE︵穴賢％︶︑オラン
l︒五％︶C鶏GB︵一隅％︶

西独は原型炉に引き続き実讃炉

となっている︒

SN況一買を設翫ぬで︑すでに蕊

無ナ万KWに︑航窒機等の墜藩も
門門し︑建歴の屋根の部倉誉円織
型にするなど随所に変更が行われ
ている︒

岡プロシェクトにはフランス︑

イタリア

会は︑このほど︑一九八五葎まで

OOの建設蟹理︑に
運原子力発羅所十二墓︵八焦慮K 党︑父和党︑反灼員慧進党︑プロ

政策に乗って慈路を鬼出そうと

ビリティ評緬もまだ謡まってい

閲門もあるが︑セーフガーズの

レタリア属主党︑棄権翻素食覚︑

いう構えを見せている︒ガルフ

ないし︑ガルフに将來の空サイ

実証絹ということなので︑カー

クルを託せるかの検討も必要だ
ろう︒ガルフもその点を慧識し

タ⁝も捲謡権は疑うまいという

レインによる実写ののち︑照事
転用がむずかしいとされるいわ

てコンパッション・エンジニア

観澗が強い︒

ゆるディネイチャード・フユ⁝

ガルフの動きは今の所︑蕃境

すめるにつれ︑麓業界の反応

︵！︶総括済燃趨の購灘センタ

ムのリサイクル簿止を打ち出し

いるが︑ERDAではまだ樒当

b5％
る︒

O落

◎カタログ及び資料書置環き次第お送り致します。

西独初の爾逮繕殖実駐KNK⁝叢︵畿気出力一一万幕KW︶が隔月＋磁臨界に達した︒茨エネ
ルギ；の海外依蒋慶が高い西独は︑天然ウランの価格上舞︑闇闇エネルギーからの独立を考え︑ウラ

して建設されたものを︑プルトニ

えていたが︑嶺講の闘標として薦

ンを有効に利幣できるFBR︵高遼増嫡炉︶開発を積極的に進めている︒KNK⁝狂は現量建設中の 直間にわたり襖討が続けられてい
る︒容蟹は滋初⊃一齎万KWを薄
FBR原型嫡SNR一三〇Qの研究・開発に欠かせないものである︒濃國の呼びかけているプルトニ
ウム利用抑舗策のもとでの今回の臨界艦成は薩独の今後の方陶を示すものとしで注露されている︒

は︑ソ遡︑フランス︑※國︑英圏

の高遼姫炉心に改造︑名称もKN 手丸で︑薩独のインターアトム社

ウムーウラン戸隠酸化物山科使用

る︒

日本に唄え六番國の高速掴彌炉保

KNKl頚の臨界によって瀬独K垣K炉は麹初︑熱中性子炉と

有匿になった︒※国が核拡敵との

王無からカルカールに建設中のナ

K一質と改めた︒KNK⁝亙は七 ︵KWUの子会社︶鐸七〇％︑ベ
ルギーのベルゴエユ1クレアー握

えようと内外に提顕しているなか

SNR⊥一

る︒

︵三NB︶が建設にあたってい ︻パリ梁髪呂イタリア赤髭の縫は次の通り︒畿鼻

る国際ナトリウム髄殖炉建設会社

五％の出鶯で設立された三園によ

トリウム冷却型原型姫SNR⁝三 一覧％︑オランダのネラトム勤一

ジェクトのために燃料の製造︑縄

原発十二基を計画

からみからプルトエウム路線を抑

で︑逝独 が こ の 臨 界 を 聚 た し ︑

としていることは原子力エネルギ
立と試験︑コミッショニングや出

九八二琿臨界華定︶プロ

ー利罵︑とくにその究極の菌標で

ルスル⁝工簾子力センター︵GF

力運鰍などの経験を得るためカー

一︑一下月後に発懸を闘聾しよう 〇〇︵

あるプルトエウム利用を目指す西

が︑トリウム・サイクルには罰

の謝霞はフォ⁝ト・セント・プ

K︶で進められているものであ 転を術うため設立されたSBKにW︶を建設する計画を採択した︒

独の強い意志を表明するものとし
て注欝される︒

謹︑
︑

カーター政策は原華力発磁に

すめ︑ぼ来書器面や販．犯機能の

にある岡祉の財務対策という磁

TGRがもっとも有墾という結 エル ︵ U ㎜ ︑ U 翻 ︑ T h の 混 含
リングとの提携の話し難いをす
論︵中闇︶を出し︑R孚GRの燃料︶による大型嫡の建設をめ

強化をはかっており︑斐援の霞

変さ澄

ざすほか︑付随的に発生するプ

商業化の隣密を除宏すへきだと

いう響きがすすむと難界も〜

られるかはまだ不鰻だが︑こう

枚轡てはなくなるわけで︑今後

の揮営煮︵アラ

も複雑になることが予想されよ

線にそっていることは︑E汎D ルな黛場に立たされている︒岡

う◎鷺RDAの第一次代案は

イド・ケミカル

ェル再処理∫場 敗府側が各樋の代築の評備をす

ほか︑バーンウ

ガルフはこの

ム︒サイクル支持派の勢力も強

している︒

愈いが濃陞で︑提案が受け入れ

騰発も暗んでいる︒

ルトニウムのU㎜への転換炉の 力△羅グループも発足しょうと

サイクルの代壌の検酎を急いで
いる︒そういう鱒勢のなかで︑

理工堀をもつかルフ︒ゼネラル

趨溺ガス炉︵H？GR︶と再処

・アトミックが微妙な立場に立
く金出力運転の見顯しが立つた

ガルフは薮TG罠原型炉のフ ので︑ガルフにとっては逃せな

たされている◎

たときから︑各論の提案をして

数の代案が横討中である︒どれ

ォート・セント・ブレイ ン 炉

クルの︶検討グループがアセス
同社はERDAとの十分な連

稼働させようと努めてきたが︑

なかに︑プルトニウムのU脇へ せっかく発熱した再処理工場を

メントを委託する巖初の囎件の

現在は保隣人隠の実証用に運転

ー︵2︶それにプラス再処理施

の騒換嫡とディネイチャード・

するという案で敢府援助を要費
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携のもとで︑フォート・セント

フユーエルの燃工施設が含まれ

いチャンスが訪れたわけだ︒

・ブレインに濃縮ウラン︵二Q

ているのを見れば分るが︑ガル

の試験運転がもたつき︑せっか

た︒騒TGRのむずかしさが改 〜四〇％濃縮︶ートリウム燃料

く受注した大型炉の契約も失っ

の装荷を提案し︑政府の補助金

筋の光明を投げたのがカーター

めて印象づけられた矢兜に︑一

︵紙︒醒︶

が有鐙かはまだ阿璋も先の話で

○その他

（オランダ

吻
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核拡散ショック

も︑今秋藁海再処理施設のホット試験移行で一応沈静︒今璽に

は︑濃縮パイロット・プラント建設が始まるなど︑わが国原子力開発は︑いよいよ核燃料サイ
クル完結へ潮け重要な局颪を迎えることになる︒がその前塗には国際核燃料サイクル評価計画

︵INFCEP︶での検討など楽観を許さないいくつかの問題点が残されているのも事実だ︒

なお︑これらの堤董鷹国体化す

今團は猿子力委興会核燃料サイクル懇談会がとりまとめた馬標達成へ向けての出立方策を紹介
する︒

るにあたって必要となる臣額の資

防護澱策の強化及び核拡散防比の
勲燃懸銭団の行う調葦探鉱唇動の

外探鉱開発に対し︑金属鉱業事業

ある︒なお︑海外再処理委託に鎧

送体制の整備︑強化を図る必要が

必要な技術癌発と︑專扇港湾︑陸

ク等の輸送開孚段の安全性向上に

送体剃の強化を図る︵ロ︶キャス

炉から発生する使用済み燃料の輸

の成累︑経験の提供等を遜じて協

討に聾しては︑我が国の技術開発

的に参加する必要があり︑この検

の経済協力を推進して友好関係を

一︑国は︵イ︶ウラン資源国と

備蓄を行う︒このため︑

もに︑供給の不安定に備えるため

は︑鉱山業界などが行う海外開発
に協力するとともに︑わが国企業
が開発に成功したプロジェクトに

︵ハ︶ウランの確保︑探鉱開発の

ついて生薩昂の引取りを行う︒

よび電力会社が運絡協議を進め︑

実施につき︑探鉱開発関係企業お

必要に応じ協力して異体的出塁を
実施する︒

露︑ウラン備蓄の三体的濫め方

について窟罠共同で検討を進め
る︒

き実証試験計顧を推逸する︵ロ︶

ム燃料の熱中性子炉での利用につ

多ノ多多多多ノ⁝多ノク⁝≠
工場を建設し︑新規聡要の大部分

安心供給を図るため︑将来は国産

プルトニウム燃秘加工の薯箕化に

っき︑調査検討を進める︒

を国内で賄うことを目標として技

術開発を強力に進めることとす

屡購処理処β

る︒また︑供給の不安定等の甥態
に備えるための獲縮ウランの備蓄

いての検討を進める︒さらに︑ウ

ては︑動地処分︑海洋処分に関し

低レベルの放磁性廃藁物につい

を行うこととし︑興隆的方法につ

ラン資源国との協力等の観点から

せることとし︑その処理処分は原

て阜期にその処分の紘系を確立さ

則として蔑閤において婁施するこ

の国際共岡購業についての調査を

一︑国は︵イ︶關発を引き続き

進める︒このため︑

ついては︑試験的擁洋処分箸の結

ととするが︑本格的処分の依制に

国が中心となって技術開雛を逓め

高レベル放慰性廃棄物対策は︑

漿を踏まえて検討する︒

獲から愛心分離法ウラン濃縮パイ
ロットプラントの建設を進め︑国

捲進ずることとし︑照臨五十二年

自由世界で唯一の濃縮役務供給

産技術の確立を図る︒︵ロ︶実証

濃縮ウラン対策

国であるアメリカの現有三工場の

供給能力は︑一九八O年代前半に プラント︑実物プラントに塑る計

る経凝は使用済燃料の発生響が負

ることとする︒なお処分等に要す

︵永久及びこれに代わる賠臓︶に

抵することを原則とするが︑処分

二︑民間は︵イ︶還心機の製造

面を策足する︒

体制を整備する︒︵ロ︶将来の事

め第四工堀の計画が逢行中であ

隈界に淫するものと見込まれるた

り︑まだ欧州各国は︑濃縮技術の

一︑国は︑︵イ︶粟野の理解と

このため︑

依縫方簾を検討する︒

ついては国が灘任をもつ方向で翼
いて検討する︒

︑窟民豊岡で濃縮ウラン傭蓄

業化にあたっての畢業主依等につ

＝

に進めている︒

合愈を得るよう努める︒︵ロ︶動

自由撹界の中で濃縮需要の大き

開発および工場の建設計画を独留
が国の立場が反映されるよう努め

燃箏藁団による先駆的な海外調萱

の員体的進め方を検討する︒

処理エ場の運転を通じてわが国の

設する︑いわゆる核燃料パークの

ル放財性廃棄物処理等の鯉山を欝

もに︑新型転換炉原型炉の建設︒

利用技術の研究開発を逸めるとと

する研究開雛を推製する︒︵ハ︶

備︑基準の作成︑安全評緬等に関

の処分に関して必要な法規の整

等を行い︑低レベル放射性廃藁物

制を確立していくこととし︑第二

規︑各種墓蠣等の整備︑用地取得

技術の開発を強める︒︵ロ︶関係法

る産業騨は協力して技術基盤の湖

あるが︑藪該再処理蟹業に蘭照す

団においてプルトニウムの燃料加

響評価等を行う︒︵ハ︶励燃霧業

究を進めるとともに︑環境への影

及び環麗上の安全性についての研

懇歎に関する国際協力プロジェク

に研究開発を進める︒︵二︶技術

究開発推進体制を整備し︑計画離

理︑貯藏︑塵藻処分等に関する研

棄物の発生騒の低減化︑銀簾の減

所要業務を進める︵ロ︶放尉性廃

ノ

O

誤射

照照

験託

試委

⑭放射性廃藥物処理設備

び防護王手に関する諸書鹿の一腰

の整備を図る︵ロ︶使屠済み燃料

これらの国際協力と平行して他
団の成功払い融資などの助成制度

う海外への輸送体制についても整

の輸送につき︑国民の理解と協力

使用済み燃料輸送

ともに︑民聞は︵イ︶発電閣原子

を得るための諸施策を行うf一と

期すため︑両薔の間の連絡協議を
使用済み燃料の輸送船等の輸送

成田の罠間への円酒な引きつぎを

推進し︑人材の交流︑情報の交換

孚段︑設備の増強を行い︑安全輸

ための技術開発︑糊度的検討を通

止との両立をめざす鷹際的努力に
を行う︒︵ハ︶民間企業による海

じて︑原子力平和利用と核拡散防

協力していくこととする︒

方では︑自らの手による資源の探

備を図る必要がある︒このため︑

上施設等の輸送の安全確保に必要

ン鉱利摺技術開発を織進ずる︒

な施設の整備Ilを進める︒

の強化を隅る︒︵二︶低配位ウラ

︑核物質防護三門部会等の検討結

国は︵イ︶核燃料安金專門田奄会

また国麗化︑供給源の多様化箸に

二︑聴聞は︑︵イ︶鉱山業界な

鉱・開発︑技術の開発等を進め︑

どにおいては︑略力業界と協議し

ウランの長期購入契約を引続き捉

動燃再処理旛設の運転に関する

力するとともに︑核燃料サイクル

強化するとともに︑ウランの蜜語

不安の問題は︑未だ解決を見るに

ることが肝要である︒

いわが国としては︑麟縮ウランの

⁝多一多多一華！一多一！4

探鉱を一号強化拡充する︒なお︑

そのほかに︑無煙措醗︑核物質

ーン！ーン

果を踏まえ︑輸送の安金確保およ

より︑我が國の核燃繕サイクルの

所要資金の確保について国民曲三

日米交渉は︑このほどようやく合

供給が確保されるような国際的な

至らず︑また使用済燃繕の再処理

目する︒︵ロ︶電力業界において

自塞性の商上に努めることが必要

金については︑その確保のための

立場が貫かれた糖果︑核燃料サイ

﹁第一次中聞とりまとめ﹂として

特段の措罎が必嚢とされる︒この

クル磯立のための方策として︑

明らかにした諸点は︑基本的にこ
ため長期的な視点に立って原子力
ウラン資源の長期にわたる安定

まえがき
﹁︑エネルギー羅嚢の燧大にと
れを変更する必要はなく︑国際的
利用の基本計爾を策定し︑これに
供給の確保を図る観点から︑海外

つつ海外での探鉱開発を強力に推

もなって原子力発罐への依存度は
動膚への対応および継続して検討
基づいて︑原子力開発の璽要性と

である︒

急速に高まりつつあり︑これを支
を進めた蒙項をも覚えて︑国およ
び民聞において講ずべき興体策を

進ずるとともに︑年間所要鐙の三

天然ウラン対策

える墓盤の整備が望まれているが
特に︑原子力発電システムとして
悪を求めることが望ましい︒

て確保することを團標とする︒ま

分の﹁穆慶を海外自主開発によっ

明らかにした︒
多ノ多！ノ！！！！！多！！！！ノ！ノノノ考

力を得ることが必要である︒

発利用長期計画に示されている諸

態に毒し︑冨処理の操業が開始さ

を確立することによって︑原子力

た︑
とくに︑INFCEPには積
極供給源の多様化を進めるとと

点をはじめ︑核燃繕サイクルに間

発券の円滑な揺進を図るとの︑我

国際的懸応

ン！！多多！多！！！〆！！多！多！！！！ノ〆！多5ノ！

麗舎性のとれた核燃料サイクルを
籍能な譲り露主性をもって確立す
る必要がある︒

本懇談象は︑核燃料サイクル確

する璽要累々について︑石油危機

等ウラン資漂国の政策による供給

れたが︑カナダ︑オーストラリア

立のための方策として︑原子力開

展に灼応ずる冤薩しを行うため︑

力政策の転換︑カナダ等ウラン輸

の婁託も︑国際動向が不確竃要照

国際動向への対応ふまえ

第二再処理体翻確立を

以降の構勢変化と原子力発露の進

関係産業騨等の悪冤および各方面

つつ審議を行い︑この結漿を昭秘

における検討の結果等も四四にし

灘十一犀九月︑﹁第一次中間とり
濠とめ﹂として競らかにした︒

一﹃その後︑核鋲器の拡散防止

出国の規制禰強化の要求等︑わが

となっている︒一方︑核保有の潜

を欝的として︑米国における原子

ぼす動きが相次いでいる︒

国の核燃料政策に璽大な影響を及

再処理技術の確立に努めるととも

採尾を考黙する︵ハ︶再処理技術

遼転帰を通じ︑プルトニウム利用

高レベル放射性廃蘂物の固化処
の解淡は︑発展途上國を禽めた多

難処理工鵬の建設・運転は︑電力

養に努める︒︵二︶第二再処理工

に環境への影響評価︑計画の作成
に混命抽出法の研究を黒む再処理

に関しては︑動燃襲業団等によっ

のための鍵証試験を行う︒︵ロ︶

協力を得つつ︑国際的な協調の下

技術の改農︑大型化等の研究蒸発

て得られた経験と︑研究聞発の成

プルトニウム利者に伴う生物学的

三︑しかし︑数次におよぶ巳米

数国間協議の蠣に移されることに

場稼働までの描醒としては海外委

一︑国は︑︵イ︶プルトニウム

を進め︑また放射能放出低減化技

の技徳轟入も含めた槻討が必璽で

果を試用するとともに︑海外から

ため

プルトニウムを薄び核燃料とし

術︑化学的転換技術︑圏レベル放

再処理体制

原子力の平租利用を推進する方途

て便爾することは︑ウラン資源に

異性廃蘂物処理処分難論等の関運

に灼処して︑核拡散を防止しつつ

期限を定めずに延期するとの米国

を検討するために︑立際核燃料サ

芝しい我が国として必要不胃欠で

蕉的能力を持つ国が魑点すること

の原子力政策は︑ダウンストリー

イクル評価謝画が近く発足する予

あるので︑国内における再処理体

特に︑本矩四月に発嚢された再

ムの畢期確立を灘酒すわが蟹の核

ルに影饗を与えている公認の悶題

定であり︑我が鎧の核燃料サイク

処理︑プルトニウムリサイクルを

れを建じた︒

燃料政策に蟹大な影翻を及ぼす恐

閣の交渉によって原子力平和利薦

る低利融籔等星霜の紺策を検討す

等に寵する協力︑建設資金に撫す
って行う方針の下に︑その建設の

藁界を中心とする民間が主体とな
このような國際樋勢に対処し︑

なった︒

二︑民間は︵イ︶原子力環境整

トに参加する︒
ップのための研究開発を進める︒

開雛を進めるとともに︑所要の法

となり︑試験的海洋処分等に係る

備センタ1を中心として国と一依

高遠繕殖炉の実用化以前でも新

制面の整備を行う︒︵ホ︶プルト

三︑巨星は︵イ︶蹴気購業界を

︵二︶プルトニウム利用に伴う核

利開の実証を行うとともに︑軽水

型転換煩においてプルトニウム

Puの利用

工施設の実用規模へのスケールア

と核不拡敵とを爾立させることは

エネルギーの安定供給をはかるた

中心とし︑その他闘回する薩業界

いて所要の華備を進める︒︵ロ︶

悪闘防護と保障描置について研究

第二再処理工場の建設計画を逢

物の共岡処理肱制の整備を図るQ

旛設等からの低レベル放射性廃藁

〒370−12

盤（⑪6＞545−6261

群馬照高議市綿貫町 日本原子力研究所内
τE工」 0273−46−1639

像（03）5四一2191

東暴都中央区銀座4−10−4

寮京支店

繋（⑪6＞488−2501

兵療県尼蘭rf1杭瀬ぞ！島1−1

工場

u，分離糖製装置

㈱Pu，

財団法人放財線照射振興協会

醇寒翻艦工機

Kio型使用済核燃料輸送客器

奉挫

く原研JPOR動桝再処理工場間叢濃用，

大阪議漿部大難厳北区水梨町46

鰍料要素4本入，重量25屯）

朗能だとするわが国の二本的立場

めに原子力の開発利用を推帰する

を艇えて︑再処理鶏業の主体とな

託により対処する︒

という方針を貫き︑NPT第四条び関係政厨機閣から成る遡絡協議

る艦織を設立し︑萬処理票業につ

る︒

となるわが国での再処理が実現す

は蟹かれ︑ダウンストリームの要

の場を設け︑動燃事業団再出理工

工堀建設のための翼体策について

用地・身金の確保など第一止処理

一︑電力業界︑蘭運産業界およ
ることとなったことは︑わが国核

において保証された雰核興器国の

霧の成果の濡用︑採用技術の選定

華備を進める︒このため︑

燃料政策を大きく潮濫させたと評

権利を確圃たるものとするため
価できる︒わが国は︑この成果を

に︑我が隅の墓蹴的立場︑すなわ

二︑民闇は︑︵イ︶プルトニウ

証試験を行うQ

ニウム燃料の熱中性子炉利用の実 容濃縮等を推進する︒︵ハ︶加工

ち︑原子力の平和利用と核拡敬の

ついても箋証試験を進める︒この

炉へのプルトニウムリサイクルに

もとにさらに核燃繍サイクルの確

めるに当たっては︑同︸敷地内に

立のための方策を推進させていく

プルトニウム燃料の加工︑高レベ
二︑國は︑︵イ︶動燃累業圃再

検討する︒

ついて繍極的に譜外国の理解と協

防止とは両立し得るとの響え方に
四︑このようにわが国の墓本的

必要がある︒

轡核燃料加工諸設備
⑭核燃料輸送容器
㊥核燃料交換装置
⑭核燃料取扱機器

放射線照射の利用

核燃料サイクルの一端を担う 鵠憲響

（4）
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のあることがわかった︒このため

ちょっぴり

だが効

原研が発表会

以来今蕉で約八年︒報告会ではま
ず村配浩翻理購畏が︑実験嫡建設

イタリア炭化水嚢公社︵￡N1︶

のフマンチ企睡開発課罠︑ティリ

アコス岡螂長補惟は十八譲︑原濾

に森常任理事︒事勝局長を訪ね︑

核燃料サイクル︑原子力鷹業聞題

フマンチ氏は臼本の原子力発

などを趨心に懇談したQ︵奪爽︶

飛剖画︑濃縮︒再処理など核燃料

分野における産巣の参踊状況︑と

くにエネルギー低成長が原子力産

た︒また岡氏らは核燃料サイクル

業に及ぼす影響などに関心を添し

てはどうか︑などと提繁した◎

聞題に関して掴互に憐報を交換し

施々と進みつつある研究費桑が報

層ガス炉研究の現状について﹁耐

づけ﹂と題して特別講演を行った

ー政策における醐瀟ガス炉の位躍

また︑最後に﹁※圏のエネルギ

告された︒

熱食料︑設計研究など広縄な分野

価されるようになっており︑磁︑

での研究書籍が麟際的にも騎く評

※︑西独間での国際協力も照臨化
しつつある﹂とあいさつ︒このあ

と門設計研究﹂﹁略装隔﹁OG﹂
⁝1の開発﹂など各分野から﹁調

技術︵来G巴社︶目璽鼠▽岡︵同︶

が終了する畢定だ﹂と述べた︒

一それは東芝のモットーです一

をあげはじめ︑原子力発憲開発に

纏えてきた︒能登︑痕江︒小謡︑

新羅勢など贋映してか徐々に持ち
益してきた︒しかし購購に︑開発

ったより一罪の努力が望まれてい
る︒

格納容雛讐の構造設計や規格︒塁
準の解釈等に閲する技術擾助契約
を締結︑講社におけるこの分野業
務の強化に継り出した︒

鱈志津▽BWR雲箔に関する設

軸繊

喫麟臨

安全で環境に調翻しだ原子力発電

難打開策が

のの︑このナ四田から燃料装荷が
神田︑下北︑角海難︑珠洲︑齊浜︑

霧
拙肇がかかった恰好︒灘崎刈羽︑
伊方二轡の蔚工は間近か︒女川︑

開始︑年内には試遼転入りできる
繊高︑久美浜それに浜溢︑蒲生田

球戯鶴見工場

三井造船

三井遮船はこれ康で同門の大

えうる核分裂計数管FX12の一
発に成功した扁

社︶ーー酉踊襲作所▽原子力礪制御

計︑製適技術︵墾田クラフトベル

住

電話○蕪一五八六一

瓢譲葉︐

．戦

干100嬢京都港鷺三三田川r撒三3番王2弩TEL東京（03＞454−7111（大イざ）

共穣︒濾薩原発にも明るい兆しが

巾にはこの四星が運転開始となる

麗込みだ︒そして浜騰二攣︒上期

穴千万K認附発へ撒けそれぞれ

など各甜懸も順次︑﹃六十置無度

このところ鈍化傾向が続いてい

興体化が図られることになろう︒

計薩だが︑順調ならこれでわが照
原発は運癒申とあわせ十八鑓千百

八＋九蓼年KW開発が達成︑

島第一原発四腎と大飯二母の二纂

薦孕五号九千KW︒これらにつ の進展につれ便紺逓動も次第に激
化の様根を標わせながら拡がりを

制纏棒反慮度の抑制などの改饒を

整設計を行い︑停止余裕の二藍︑

づき福島第一原発六興︑玄海二讐

行い恐妻性の向上を間つた﹂﹁六

へと璽嚢な局藤を迎えつつある高

田本原子力研究筋︵察像英二理

みせてきているだけに・窃地難打

甥長︶は十照日午後︑藥京︒内幸

が後を追うなど先行き五隼聞に二

型餓歯釜を常い各羅化学プラント

筥度の商温下で数＋無の使罵に耐

会﹂を開いた︒

門蔦温ガス実験炉フオート・セン

政策の刊本方針を説明したあと︑

ト︒ブレインは順醐な運転をつづ

けており︑新たに拡散防止の観点
梁芝▽閥︵岡︶鐸棚立▽放射性廃

弁︑蒸気変換弁等の製遭技術︵豪

会長稲壇學苗氏

鑓本アイ・ピー︒エム︵株︶

干一〇六

所藥東都港区六本木灘一二⁝十一

式 △ 社
∬

髪

かかった瀾 発 推 進

が電源開発調整蕃畿会による承認
原罐は擬鰯ポンプをメーカーであ

や原子力機舘など対象とした構造

町のプレスセンタービルで第六回
ビスを行ってきたが︑今磁の技術

いては性能試験を終了︑近く笑劇

援助契約によってこれら分野の業

炉期部分燃料体確性試験を目的と

日立および渠芝▽轟速増殖炉製造

原子炉システム技術︵来GE社︶羅

ネルギーの推進︑核拡散防止築の

虚接製鉱︑水嵩エネルギーなど

した照射を開始する扁iなど昭 強化などを中心とするエネルギー

※エネルギ⁝雀エネルギー技術局
﹁OG﹂11につ
のE・﹂・ハンラハン浅は︑憲エ
務は単なる外藩サービスにとどま

原子力利用多様化への高い抵会的

ッド▽BWR原子ボイラおよび原ッド︒テンショナー蟹作技術︵薩

十

ルコ装躍および処理法︵来WH コープス・バルカン社︶錦ガヂリ

液等の処理要求に鮒するインフィ

ク・ユニオン社︶錦原子燃料工業

▽使用謹み燃料集禽

ハーン＆クレイ社︶1一三昇造船Q 原産に入鼠

︹乙種M

スニュークリア社︶ほ丸紅▽原子

体輸送容盟の研究開発︵仏トラン

取締役社

〒九三〇1二一⁝

倥所冨撫衛験翻字

北陵登羅工轟︵株︶

照鰯四一一一一一一

長長坂外次氏

懸垂〇七六四⁝響一五10七六九

亀田一〇二一五

営二品屋

六基が棚次ぎ運蘭へ
拍車
伊方︸弩の新規戦列入り︵九月三＋日︶で遡転串のわが羅原子力発電は禽計十四墓︑設備容磁七額

原子炉格納容器を採旨しているこ

ことになる︒下期の戦列入りは椀

千万KWの大台堂挙に突破する る康子力発電開発も石紬危機筏の
九＋九 万 四 千 K W と な っ たQ※国の撃八議九士芳五千KW・英国の 八 嚢 八 ＋ 四 万 K W に 次 ぐ 世 界
第三の原子圏発購保葛糧︒わが圏で警らに騨塞約三蕩九＋万KWの戦列入りも闇近かで・束薙上

験開始の段どり︒索海榮二はわが

方反灼運動も激化傾向にあり︑立地難打開へ闘係筋による一騒の努力が期されている︒

期中には一千万KWの穴台を突破することになる︒ここへきて兜行き明るい兆しも萎えてきたが︑他

わが國における原子力発電闘発

麟初の函万KW級炉︒蜜初この十 と︑十七×十七格子集倉体の薪型

三島立地捉進法の旛行など立地

業還転闘始の運びとなる計醐だ︒

は別嚢に示す遡り︑運職中が十四

る︒滋初予定が着干遅れはしたも

燃料を使うことなどに特徴があ

あるいは原子蝉設置許司済みなど
る※バイロンジャクソン鋤に送り

鼓爾援助契約
る原子カプラント機器の島質撮証

米園 機 械 学 会 ︵ A S M E ︶ の 定 め
に輸賀する際の必須条件であり︑

となっているQ

っても薄襟の鰹秀さを添す大きな
瓜濃

また三＃難船はこのほど︑米燭

﹁多隠鯛高湿ガス螺研究成果報告

解析について広範な技術謬算サー

十二基千五蕗流十一万千KWが蛍 開へ︑政府はじめ闘係筋一丸とな

墓七百九＋九万四千KW︑建設申 二月から凱陣運転開始の予篤だっ

建設麟備段階にある︒建設中各康

に他の輸入部贔も総点検するなど

返し原因調査に当たる一方︑同時

AS隅E認定

が十藥薄曇ナ閥万一千KWで︑こ たが︑燃料装荷潮の試験の際︑薄

発の塑近鑓魔圏点をみると︑欝藁

のほか五墓鰹菖七十践万六千KW 循環ポンプ軸受け部ボルトに損傷

遡転開始は来薙慶に嬢中︑六墓五

改鰹も終え環在調整運転中だが︑

得は︑原子力機器を来園やカナダ

特に聞題もなく︑懸には燃料装荷
システムに台格︑容器などの完成

藁芝は十七霞︑同社鶴川工娚が

発流弩︑藥海第瓢︑大飯一号︑浜

りする◎上期のそれは禰鵬第一原

にとりかかれそう︒二讐機と双子

品を二三とする門Nスタンプ﹂と

菖八十五万九千KWが新規戦列入 締密にチエック︒九月初にはボン

陶二号の四基三否八十九万九千K

万五千KWと嵐界の最大級のユニ 部品を対象とする門NPTスタン

型の大飯一型は蟷機容羅が薇十七

簸近では欧州などへの進出に当た

に待蜷の臨界︑九月二十臼から試

W︒うち福鰯第一原発五穆は七月

プ﹂の籐鰐資格を取得しだと発表

嚢講を曳けて昭和四十購鑓原研が

和践十葎代宋の実験炉建設へ向け

層強化︑より安金性の高い

らず

多冒的高温ガス蝉研究に懸凹して

子炉システム技術︵※GE社︶睦 独クレツクナフェロマティック

に比べ乙糧が十三件凝となったも

ウス▽炉内中燕子藥測定装慣用駆

目立つ放出低減化技術

隅温ガス炉計爾に関する評劉洋洋
のの︑甲遽は五件の増︒内容醗で

社︶稚誉原インフィルコ▽漂子炉

▽圧力容器腿どン・ク瀞ージャお

から注鷹を集めているQ来年には

は放射韓廃棄物や再処理分野を鰻

動装蹴および駆動ケーブルの襲遮

▽放射性気道廃棄物

めの学報握供︵来GE社︶間曲鍛 六 干九七九⁝一一一 眠話○二四

住所福島

▽放射性ガスろ過装暇のハウジン

原産に闇
ッション︒エンジニアリング社︶

輸送捜術︑原子力施設の保守点検

一1佐笈璽機械▽沸騰水型原子炉シ 熱細論▽放射性廃繕物讐の処理・

グに関する製作麟作成︵米CV−

福麟藁相馬郡小隅町

購冷却桝喪失典故階の試験データ
塩▽原子炉格納容器内可燃性ガス

ステム技術︵スウェーデンのアセ

および一

帝徳︵西独クラフタンラーゲン社

県相馬郡小匙曾爾小潮字荒町二七

制御技術︵米エナジー祉︶薩用崎

ァ・アトム社︶鐸東芝▽プルトニ

︵楽NRC︶薩原研▽BWR
6擬鈴木璽郎治氏
雲−町
璽ユ▽放控性廃液アスファルト固

ウム製愚賠槽の建設技術︵仏サン

本鋼籔▽BWR原子ボイラおよび ア・アトム祉︶薩頭芝︒

一般技術燭報︵米8＆W社︶釧豊
ランプ試験︵スウェーデンのアセ

灘を日本の要件に難燃せしめるた

化技術︵ベルギ⁝のべルゴエユ！

アトム祉︶鐸薦立▽マルチ・スタ

ユーケム社︶難ガデリゥ

クリア社︶鐸日揮▽隅ニッケル禽

社︶睡住友商購▽カール燃料出力

ル社︶鐸臼本ウェルディング・ロ

︵※インタ1ナショナル・ニッケ飛技術︵スウェーデンのアセア・

・ゴバン祉︶鑓動燃壌紛議▽BW ス▽軽水炉原子炉部材等に関する

技術︵※テレフレックス社︶蓋無

よびシールの設謝︑襲作技術︵米

機器の設計︑襲作枝術︵※コンパ

件︑乙種気件だった︒潮蕉度

わが國企業等が五十一年度中に
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みられている︒

サ⁝ビス︵THS︶社と康子力機機甲製作に大きく憲与するものと

テレダイン・エンジニアリング︒

伊E：Nl関係者が原産訪問

止とした故出低減化関係が囲堂っ

五十一薙度に念入された原子力

ている︑

関適技術の内容︑外国投資家︑日

下襲今回

本側企業等は次の趨り︒

盛況だった種目聡褒会

原子力本部

産業轟轟など懇談

灘饗した脹子力班点技術は甲種一

単＝扁＝二巴扁＝＝＝＝＝＝＝鷲＝謬＝一躍＝＝一＝帰一

認︑配管︑プ控セス容雛︑貯槽︑

国際協力も具体化へ

金平擬極製造技術に関する特許

処罷術︵※C￥社︶荏蕎

…
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にはユーロディフに一〇％︑コレ

協議もしている︒またウラン濃縮

して国内のウラン探蕉を計画した

到着の十七日の夕刻︑歓迎ディ

力視察団の受入れは初めてで︑異

ナ⁝・パーティーを受け︑翌十八

り︑外国の礫鉱開発事策の参頒の

購は原子力研究所の見学︑その後

例の歓遅を受けた︒

◇−イ

エテマド総裁と約二時闇にわたり

先行き再処理
分野にも進出
東票からの夜行便で長い夜が明

懇談した︒

イランは現夜の石油輸出のみの
確保が壷要点で謡本との技術協力

地上の問題としては鼠姑設計︑水

分編憶を矧ってもらう点に慧義が

一藻準型として九十万KWを十六

五霊鑑KWを叢叢にしており︑第

展途上国の翼翼な細濁である︒す

の臨界︑ATH建設などについてほか︑ヨーロッパとアジアの仙界

太三郎氏の臼米交渉の経緯︑常陽

けられた︒この中で︑田本の蜘醗

ては遜恭的な問顯として討議は織

といわれるボスポラス海映観光船

統領別邸大庭園の晩さん会などの

なもので︑蒼興的な民族舞蹄︑大

鼠議中のトルコ測の配慮は大変

W八三の計噸をもっている︒

基︑第三標準型として暫三十万K

て肇肇型孕万KWを＋三

策を麦持しつつもプルトニウム利

間半にわたり︑夕臼に映えるモス

素晴しく︑夕方から臼没まで二川

は︑ロワール河の上擬に位噛し︑

第一標準型PWR九十万KW四墓

七九隼下挙期︑三号一九八○隼上

半期︑醐暑︸九八一駕上半鰯とっ

撫騨凱喚鰯脚n纏脆鵬一聯5

㍉熱鞭驕毯翼錠霧論就鏑蘇齢監罐
なわち︑先進国が頁薦囲にエネル

などへ招待された︒この観光船は

三岡聴に認司蒼漏し︑ひきつづい

ギー簾舞をしなければ開発途上国

の鏡状説明は多くの参測蕎の温臣

の上掛が目立った︒

用には同劃するといったかなり神

クや古城の眺めは特に印象的であ

a等︵MF︶

会情報サービス箏業部︵亀誕〇二

ム〉／RI・放射線の利用動向／原子力二業の実態／謹

あったように思われる︒

にしわ寄せがくる︒特に原子力の

を纂めた︒※園代表はカ⁝ター政

プルトニウム利廻の円田会議は

プルトニウム利閉阿卓墨蹟は︑新

経を便った発語をしていた︒この

訪問したダンピエール発電所の

ービス員を配し懸命にサービスを

途上隅になると︑インド代表など

開発が遅れれば異質的な被警蕎は

西独のマンテル氏の提案で会議の

今回の芸議主題は﹁省資源とエ

してくれた︒

國から約四千五署人が参加し︑梶

薩蘭に決定したものである︒※

た︒各ユニットそれぞれ闘二曲三

ついて言開の予定で建設中であっ

一霧一九七九年上坐−期︑二丁⁝九

出論文も召四十編に及んだ︒製本

たな結論を得るというよりも︑原

ネルギーの有効利周﹂で七十五か

からは井上団畏以下約六十名が参
麟︑カナダ以外の各国からは︑プ

った︒

加し︑提繊論文は七編であった︒

十五層︑高さ無謀十五層の冷却塔

技術のPCCVを採属している︒

を設け︑格納容器はフランス在来
ビブリス発諸所は︑むしろ誘致

ンスとして工夫した点は罠当たら

機器はWH社の設計で︑特にフラ

あげつつある︒

されて建設されだもので︑ライン

動に蕩労している︒その改堂堂と
して二選前から︑属内二十一の各

原子力の立地問題では︑反対運

子力以外のエネルギー関係蓄に＋

着実に進展

標準化計画も

ルトニウム利用の電鍍欠なこと︑

会議は開会武でのパートリッジ
会議代表の演説などのあと︑トル
コ葭相デミエル氏の開芸窺議がな
され︑資源︑雀エネルギー︑エネ
ルギー変換︑新エネルギーの各分

モデルとしてシュターデ六十万K なかった︒

堂堂崇に位羅しているQ薦独は︑

Wの薫掛型PWRを開発し︑その EDFの地区代襲雷のマイラル
ことにし︑ENELは候補地点を

州に州営治体が地域コンセンサス

世界エネルギー会議を終えて︑

前もって二地点以上用奏して︑安

を得て少くとも二地点を決定する

イタリア︑薦独︑フランスの杢と

◇餐團の環状

石油︑ガス︑国際協力︑原子力と

して軽水型原子力発電駈を中心に

ド氏の話では︑フランスも反対挙
後ビブリスA落二十万KW︑岡8

についての霞堪会議などが行わ

薪エネルギー︑プルトニウム利用

一九九〇琿までの大半の舗璽を確 科会およひ細螺と雀エネルギー︑

経済から脱却するため工業化を図

像しているというQこのほか︑立

ン燃料採鉱鄙長はじめ美人の渉外

来保守的な国柄なので︑政治的に

頁三十万KWを完成した︒二型格 動が次第に激化してきている︒元

発展する胃能性は比較的少いが︑

全審査を受けておき︑鰯網治体の

納容器が特認で︑優用済み燃料プ

視察した︒イタリアではイタリア

ールも鹸も天金な場鮨としてその

れた︒

電力会往︵ENEL︶と建設中の
決定した地点から建設を開始する

中に収納している︒今後はこのB 冷都塔によるブドウ園など麗地の

今圃の討議の特徴は︑従来一九

方法に法体系を孜正した︒興味あ

源として一九九Q隼までに原子力 海水淡水化設備は日本の笹愈機械

カオルソ発電断︑西独では研究技

箋から顧接甫内入りしたが︑郊外
九〇庫ないし二〇〇〇琿墓でのエ

颪三＋万KWを標準として建設す 日照の減少など素朴な感情による

を二千万KW開発すべく︑環在南 とのジョイントベンチャーを検討

る安金性のほか︑テロ行為からの

る語としては︑今後の立地に単な

は随所に醐魍ビルを建築中で︑さ

フランスでは建設中のダンピエ三

炉二璽の建設を始めており︑この

部に西独KWU枇製語二十万K中
Wである︒核不拡散については︑

出ているとのことであった︒

門二〇〇〇年に簗る米国のエネ

㎜三三藁墜薬襯

ものが人畢で︑蓉干開発に運れが

術省と遜転記のビブリス発羅所︑

すがオイルマネ⁝の国と懇じた︒

ほかフランスのフラマトム社の九

は二！ダザクセン州の嶽塩麗坑を

一九七山ハ葎二月

ルギー濡給華測のコンセンサス﹂

九工八−二⁝五〇六三︶まで︒

リプリント串込みは原子力弘済

ORNLiTM⁝五三六九
フランスは簸も積極的に原子力

年使用開始を閤標としている︒

けていて︑二年後着工︑一九八八

構想がある︒現筏︑安全審蕉を受

便った門鰍料サイクルセンター﹂

料の再処理︑廃戴物処理について

その他︑西独では︑鑓用済み燃

川水の少い時のみ使照している︒

る慧向である︒冷却塔が各一基設

ネルギー問題を論じていたのを︑

しかし筋内は商籏街も狭蕾しく︑
灘路垂垂も悪くて︑粟っている自

＋万KW炉一撮︑KWU歓の百二

弘
防護のため地下原子力発遜所の検

員

ル発甲所を訪問し︑各濁の現況に

討を誉めているとのことであっ

願撫臨部勧仙波

だが︑反蟷運動にも苦戦

障重増す各國の醐発

動璽は擾氏三十慶を超えるのにク

ハンに高等原子力技術センターを

術要員の訓練などのためイスファ

ている︒また研究開発︑原出力技

十万KW炉二纂建設の華備も進め

イラン原子力庁総裁のエテマド

ーラーもない状態であった︒

残がこの四月︑わが国原子力蚕員

フランスと共嗣で設鷹することを

会の招きで来臼しており︑われわ

検討しており︑核燃料の手当てと

けられているが︑魏在は憂畢の河

イランはNPTを批准しており︑ 二〇二〇薙までに延長して論じた

課長の出迎えを受け︑空港YP っている︒その有力なエネルギー を期待していて︑水確保のための

捲に覇いた︒原子力庁のアラビア

ラ

けてから︑二時間も雲一つない砂

ディフに二五％の資本参加をして

漠の上を飛んで︑漸くテヘラン空

ン

∴黶＝∴鼈黶＆ﾑ一＝＝曹＝一＝一需響＝＝＝＝欝＝旧＝冊＝＝＝一＝＝

?雛避難卿麟麟耀はζつか−今回は⁝

⁝たり派遣した・各国は と も に 撃 力 肇 議 警 ポ 昆 薯 増 し て き て い る も の の ・ 他 方 反 対 ⁝

⁝調難難離鷲幽幽離鞭膿羅闘論

p瞑

れはそれに対する嚢敬訪問を行っ

ことである︒すなわち︑経済成田

直接触れることができた︒

の開発に取蕾み︑︸九八五鰯四千

日本原子力産業会議

娠替東京5895

東京都港区新橋1−1−13曾591−6121代

題i・

たわけであるが︑日嵐からの猿子

軍薯用に核の利用は全く考えてい

ないQ将来は再処理も行いたい薯 率が現在の濠ま推移すると二〇二

西独は︑現在ビプリスB︵百三

た︒

の電力規模で︑その大半をE聾E

イタリアはわが国の約三分の一

しが供給しているQ原子力として

（送料共〉

脳用輝亀構蝋畦廉棚鑑WL」

1

えで︑王NFCEPにも横丁的〇
に年にはエネルギー講蟹は世界全
体で三倍〜謹言になる晃込みで︑

ガス炉一撃︑PWR一諾︑BW
原子
R力発電斯を発成しているが︑

＋万KW︶までで約七蔚万KWの
これに対処するには︑省資源に努

KW程度しか開発が兇込めないと

蟹騙

罰

【

轍ρ酌

膨彊唱㍗の㌔

定価5，700円

襯 ，嘱四脳潮齢ししε 廊臨画蝉h
猟惣罫 野礫徽講蝉よ蝉鹸幽闘甲潔融幣

並製箱入

硝＿諾繍

選原子力外交の実情／世界の原子力動向／内外の原子力
開発体制／資料（世界の原子力発電所など）／年表

笛礎繍帳や蝦▼謳職堆▼｛尉、して丁摺馬

リースの，先浄等は解織に効課的です。

参籏する算えであるQ

めても︑従来のエネルギー貿源と

一曇罫丑＋八万KWが蕊転中だ今後 九八五年までに工千八葭万

日本原子力産業会議崇欝轡斎鍬義義

総じて︑原子力の開発について

して石炭の開発のほかオイルサン

五十万KWの原子力開発を煎込ん のことであった︒当切一九八五毎

が︑さらに一九八○無告でに五詣

年に三千万〜三千五頁万KWに変

でいて︑睨菰カオルソ発罐所BW に五千万KWの予楚が︑︸九七煕

ド︑オイルシェール︑極地石抽な

更︑さらに論叢二千八暫万KWに

どの開発等が必要であり︑また薪
エネルギ⁝資源として太陽エネル

毒害ルソ発電所は北イタリアのポ

挽八イ四万KWを建設中である︒

は主として反対協動や訴訟決窟が

変更せざるを得なくなった︒これ

あるが︑いずれも饗用と蒔間を要

問した隠は鏡袋荷燃料袋荷の寸話

ー川中流威の農業地帯にあり︑訪

ギー︑核融会などの騰発が必要で

するので︑結周︑エネルギー驕要

ネルギー聡達の一賀％を原子力で

遅れるためであるが︑ただ︑全エ

の増臓には︑原子力の麗日なしで

で︑麗学には絶好の時購であり︑

年間講読料……・4，500円（送料共）

は外鷹の技術を十分に自国のもの
にする点では全く日本と嗣じ立場
にあり︑臼本の原子力開発状況を

った︒

工皐ルギー会識

は対処できない︒原子力が電力の

は来国GE社で︑書画思想は従来 確保ずる罎標は︑経済成長率の低

いQ最近原子力のPR不二を覇感

下があるので︑当初と変っていな

炉心の輿心嚢で案内された︒設謝

通りQ醜縷設謝は水軍加速度が三

中で南めるシェアは︑二〇〇〇隼

〇〇ガルでなされている以外は︑

で四五％︑二〇二〇年で五七％と
なる兜込みである︒その他の電力

特にイタリアとして工夫した点は

し︑政臆自ら︑控民の対話︑教
であろう︒原子力の開発には︑プ

は石炭と水力を開発して補うべき

ンフレットや説明署などで理解を

会︑企叢︑学校などとの接触︑パ

〜冠話（572）8851

甲10廷來京都豪爽区銀座8−U−4アラタビル

大いに参響にしたいとの亀鑑があ

ヤ◇

の真剣な発言
テヘランとは打って変って︑緑
の多いイスタンブ⁝ルへ蔚いた時
は︑正鷹言ってホッとした︒会場
のアタチュルクカルチュラルセン

し︑ホテル墓で公園の中を逓って

見受けられなかった︒今後は鰯霞

原子力問題の論評・原子力動向の解説

斡構躍鳳ザ伽｝臨口恥

説明轡、見本をお送りします
；；翼でづ勢｝鹸武璽維アイソトープ部

衆

ターはなかなか近代的な建物だ

ルトニウム利罵円麟会議でも強調

毎週木曜日発行4ページ．6ページ三三

踏阻【牌触で静

カラス、金属、フラスチノク製品等の放射
能毒染は容易にバノククランド。レヘルま
で除染てきます。特に放射能湾染されたク

一

ルコにとっては︑おそらく勤めて

設討として三六〇ガルに統一︑標

内外エネルギー情勢・原子力産業ニュース

B5半ll・640：萸：

謹罫

行ける落着いた濃境にあった︒ト

準化する恵向のようである︒

深めるようにして︑徐々に効粟を

されたように︑便網滅み燃料の再

国内、海外における原子力の動き

講論翻

放射能汚染の除去

垂
璽
処理は不可欠であるQ

朧子角産難塁壁

蝿おもな内容山 発電規模とエネルギー戦略／舞子力開
事の基本路線／国際原子力商戦の激化／米国の新政策と
斗米の核燃料サイクル／エネルギー需給と原子力の割合
／環境モニタリングと廃棄物管理／内外の原子力発電所
の動向／高速増殖炉・重水炉・高温ガス娩・核融合／核
燃料サイクル（ウラン資源・濃縮・再処理・プルトニウ

20日発売〃

響

R

の鹸大級の口際鼠議で︑多くのサ

わが国唯一の専門紙

難・
w逮

民
波

内外の原子力動向を的確にとらえる

療

纐

醗馨翻翻翻
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目立った途上国

ダンピエール発蹴概（仏〉を訪れた視察鐡一行

仙
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原子力発電計霞の蹴界酌な繊がりとともに増大する潜僅酌な核拡散のリスクを最小隈に抑え︑各国
の原子力利用計画を隻障なく進めるにはどうずればいいのかの峻討方針を淡める麟際核燃料サイクル

針を確認した︒

約を阻憲せずに行われる︑との方

濠た︑この国際評価の性格につ
いては︑技術的︑分折的な研究で
あって交渉ではないこと︑参加国
機麗が作業結果に拘榮されないこ

と︑で禽悪が成立した︒簸終的
に︑作業結果は参加羅政府に送ら

撃

霧▼董．

受講生を募集

原

原子力の基礎から応期まで全般

日本原子力産業会議は来たるぐる原子力の国際動向さらには

ある︒十一月二十一日には頂岡

な憐報をまじえたレクチャーが

臼間︑藁東・港区新橋の原薩でにわたり斯界の権威からホット

十一月十融解から十八臼まで五

カセミナー﹂を關く計画で︑受

第十匹團﹁薯務系職興対象原翠

鑓藥人興四十名︒滲加賢六万

原発の菟学禽も行われる︒

めて原子力関係業務に携わる人円︵兇学金滲加巻は翔に八千五

本セミナーは劉務系職墨︑初

講生を藤集している︒

として利用されるこ

特断材料

とになり︑核不拡敵への国際的な
コンセンサスづくりのための廻が

︒業務課︵電話東京五九一一六

かりとなる︒評価の拘束性などに

を臨的としたもの︒今回は︑鍛

会に報告︑各グル⁝プの共陶議長

Pから﹁計画扁にあたる﹁P扁を

照らし︑名称は当初の三NFC8 を対象に原子力総禽知識の影響欝円︶︒受講希盟の筒きは原産

祭り︑﹁INFCE﹂︵蟹際核燃近特に謡題を集めているエネル 一二一︶まで︒踏込み締切りは

心に核燃料サイクルの確立をめざ

ことから︑隅係筋では再処理を中

このあと会議に委員擬謹告・参

と修正案提案鰹由の中で述べた︒

に移行するために必要な期開だ﹂

富強氏は門窮業麟を研究解発機関

謡本学術会議は二十七臼︑棄票

原子力旛設等での取放︑故隙や被

立されていない︑と捲黙したあと

にはこれに対応するシステムが確

設けられているのに対し︑わが国

的に科学憎報として公刊する﹁原

の報鰹を而立し︑整理︑分梼︑定期

の被曝データをも含む瞥翼常蠣態﹂

しない独漁機関として原子力上道

優︒興体的には特定の窮庁に藤属

備確立について﹂の勧告では・こ

保存および公嚢に関する体制の整

施設等の事故構報の紋集︑整理︑

ところ︒しかし︑今回の門原子力

則にもとづいて①懇故悩報の報告

べ︑原子力棊本法の﹁公際﹂の原

いることは哲足できない︑と述

対する國民の不信の一園となって

らせ︑原子力行政︑原子力閣発に

数︑故陣に対する趨切な描羅を遅

報は︑食業概密やノウハウの有無

罷の山南︑健康︑安全に関する憶

げられることになる﹂として︑麟

が阻密され︑闘民的鐙瓦形成も妨

なら︑縄果として自主技術の確立

を理出に︑民報の公開が阻まれる

まず窩塙氏が膨正案の提案理懲を

て︑会議蟹頭に採決が行われた︒

会を設け芳針づくりを驚け﹂なと

も問題がある︒騨門際による審議

いまま灘発を慧こうとずる姿勢に

︑今園の修蕉案司

今園の総芸ではこのほか︑主に

炉等規舗法一部改正についても器

衆院科技特は二十七日から原了

再処理は除外

改正案も可決

科技特︑規制法

あり︑同法案戯立はなお微妙︒

期来まで審議総数が少ないことも

すことになるが︑十一月七日の会

延長法案羅議は舞台を参院に移

しさだった︒

禽葱・決薦をみるというあわただ

れ︑前田役の理事会でやっと最穫

朝︑昼︑夜と院内外を耀し行b

決の運びとなった︒調整工作は

大意で合慰

題久化するとしだ蹉集に与野党が

し︑転業団を研究機関に衣婚えし

での成立も勉ぶ謹れていた︒しか

となったいきさつもあり︑今鰐会

論議が紛糾︑緒局︑蔚聞切れ凝案

案されたが法解釈の問題をめぐり

同延獲法条は第七十九岡会に提

た︒

の縫成多数で修正動議は呵決され

蔑︑罠社︑新慶由クラブ各党鮫威

後採淡が行われたが︑纏周︑自

の討論を行った︒この

と

改正法璽に関する見解﹂では︑ま
す﹁懸罠の生命︑鯉膜︑安全を厳
璽に簾障するための安金規制行政
と麟民経衛の発展を坐商とする原
子力の開発︑利用のための行蚊と
はおのずからその観点が巽なるべ

にしたあと︑﹁およそ︑原子力開

きだ﹂と島本的な考え方を開らか

蚊金規制をそれに従属させ︑規制

発︑利周を強力に推進するために

の緩租を図ることがあってはなら
ない﹂と強調︒安金を巖優兜する
立場から学徳会議がこれまで荷っ
てきた譜勧告の思量を取り入れ︑

原子力以外の効率的エネルギー利

り︑岡改翻案から﹁再処理関連部

︵外務海難会︶とのからみもあ
エネルギー翼源議題について翻霊

したQ

分扁を劇除した膨正篇を岡賦町決

議入り・NP7深願描腿協定承認

エネルギーに関する研究駈﹂︵仮

的に総食研究を行う門鉱物資源︑

用技術研究を行う﹁エネルギー工

心し

学研究所﹂︵仮称︶と鉱物澱源︑

再検討を行うよう求めている︒

抗議

説明︑ひきつづき修正塞と︑これ

によって何が変るかだ︒反省がな

ことは延長の誤聞ではなく︑それ

を投げかけながら反対︑﹁乱心な

して開発の必要性︑経商腔に疑念

軌に舶え開発のビジョンもないと

て反対︒公明︑其薩爾党も入材不

的にも開発機遷は低調だなどとし

船開発の体制も整っておらず羅面

診体を含めわが園ではまだ原子力

隈立法のそしりは艶れず︑箏業応

行われたが︑その中で褄会党は暁

を除く他原案を一括し蟹沓討論が

ギー需給発証し︑米核政鑓をめ十一月七日Q

なっている︒総会は少くとも隼一

面秋また技術調整婁初会台は今隼

わが国の主張がほぼ皮映された

料サイクル評価︶に改められた︒

十二月十二撮︑それぞれウィーン

すわが国にとって明るい兇通しが

衆議院・科学技量振翼対策特薦

議院へ送られることになった︒膨

この日の科技特は前田京でに犠

・六本木の同会議で開いた第七十

曝データは笈金姓確保のための技

子力安金甲悩報センター﹂︵仮称︶

のうち原子力施設類故︑徳川潔

にかかわらす遼やかに溜塗される

称︶の新設も勧鍛した︒
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麗

にあたっての拠りどころとなる

れ︑各圏の原子力政策の立案など

霧

園︑技術調整婁は半決心に〜曖開

郭価︵INFCE︶役立総盆は︑二十一日︑ワシントンで三疑聞の討議を終え︑﹁参加圏・機関が簸ープ間の作間を調整する仕組みに
良の方法を探求するため國瞭核燃料サイクル評価を行うことに合悪した﹂とのコミュエケを採択して
閉幣︒①参鎌継と機麗は八つの作業グル⁝プに分かれて撲討作業を行い︑二隼聞で作墾結果をまとめ

る②INFCEは研究であり︑交渉ではない⑧参加国と機関はINFCEの箔果に拘束されなか
いれ
一るな
ことになり︑次期総門は盤

での開催が内定した︒総会は評価

開けた︑とみている︒︵四面に殴

どで無縫した︒わが国は一二とともに第四作業グループ︵再処理︶の議長国に選任された︒

各グループは︑それぞれのテ1

が客観的に︑そして各国の核燃料

立総会合憲内競︶

ルーマニア︑韓圏︒

マを技術的な観点から調査︑分析

サイクル政策や国際協力︑山際契

十一月三十償に改め

した作業結果を来秋と一道後の総

く五十五無

る﹂というもの︒原薬にいう十一

笠間の延長が突質三曲間に短縮さ

婁翼会︵岡広範央叢興長︶は二十

面は函南茂一委饗ら三厩から提案

党質疑を金て終了したこともあっ

延長期間三年に短縮

原盤法案修正し可決
遠藤院

ヒ一年餉十階半過ぎ開会︑日本原

の六十二無三月三十一沼から合し

されたもので︑﹁延長購隈を原察

科版画

子力船開発饗業団延撰法案を一部

れたわけだが︑この期間について

修正の上︑賛成多数で弼決した︒

﹁原子力安金性情報センタ⁝一

術確立にとって不司欠な千川源で

いては﹁もし金芙機物やノウハウ

の設踵を提薬︒その公褒範囲につ

グ蓼グ！多ク多〆多！！！〆多多⁝多！一多多多多⁝

︵仮称︶を設召するなどして原子

あることを強調︒こうした制麗の

チー多多！多5ク！多タノノググ！多グ

力施設事故記録公表制度の確立を

遅れが鞭近の原子力施設での薯

三回総象で原子力隠題について︑

本広等改琵案について︑安金性を

の籔料公蓑については︑米燭をは

義務を深す法鮒機船②収錐された

よう求めている︒

獺講基本法等改正でも見解

事故記録公表を勧告

園るよう勧告︑さらに︑原子力茎

した︒

最優先するよう求めた毘解を探択

原子力関係資糾の蟻聚について

開費定窯が開設されるなど︑その

は昭枳四十八駕に斜学技術庁に公

じめとする欧米諸国では曲目記録

び公立を行う機腿の設躍一⁝を勧

購故偶報の整理︑擬篠︑稗用およ

また︑﹁原子力韮本法婚の一部
鎚︑整理︑保禅︑利照する体制が

資料もしだいに充実してきている

レ

魍からなる技術調整委員会がグル

㈱識核不拡散借置を操求

醐本．再 矩 理 議 長 国 に

諏

公表システムを設魑︑橘報を収
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︑産蹴兼黒月も歓遡⁝

に︑方針がきまるまで︑各虜で貯

書について何ら確定的な謬画なし

のゆくえも庚まらす︑塘用済み叢

来国の電力会社は︑再処理工場

および永久的な処分のために必要

金は︑使用済み核燃料の暫竃貯蔵

れることになる︒前払いの跨蔵料

司の下聞の貯蔵サイトへ引き渡さ

された範用済み側腹繕は︑政鳴認

ない

かつ

貯蔵サービスが＋分礁冒しえない

の驚異施設を増設する︑としてい

協盆︑政府は暫定礎用借み核燃料

スイス︑仏と再
処理で原則協定
米︒加の承認が必要
︹パリ松本駐在鼠︼スイスのエ

る︒

八一〜八二奪には始動の計画であ

フランスでも暖房用エネルギー

らはプアーグ工場のUP一二︵現

るQ

政府に要齢する︒長期的には再処

レメントとして三・五％濃縮ウラ
ン三・七沖を装荷する︒核燃料の

次回路の

楓獲は七醤度をこえないよう︑四
憐のポンプで作動する

水中に沈められている︒一次回路

鳶

︑袖

給している︒

4

せ評

毒審峯奮

・騰

ψ糠灘疑

灘脚

鞭畢
爾羅日

は︑このところウィルリッチ︑会

廃棄物処理問題の解決について

を考える︒

百万がとするが︑将来は独立採算

いくようにする⑦局の予算は当初

協力で解決していく方向に持って

DA＞と噛み︑廃棄物問題を国際

輪灘購
廃棄物管理局
設置法を提出
処理の早期実施をめざす

︵C￡Q︶から早期解決のための

計検査院︵GAO︶︑環境会議

上下両院に廃棄物管理筒を設置
するよう法案が提出された︒法案

ト自ージヤン原髭は無冠

過激派︑原発情報
センターを爆破

報告轡が出されていた︒

は﹁核廃棄物管理法⁝一九七七﹂

ティアス議農︵共和党︶が︑下院

と題し︑上院にはチャールズ・マ

にはジェームズ・ジェフォード議
員︵共和党︶がそれぞれ提出︒

三燗の中間回路に伝えられる︒中

心の熱は四個の黙交換器を通じて

されるであろう﹂と答えているが︑

二〜三無もすればこの問題は解決

心配はない︒解毒策を検討中で︑

る︒一次回路の水に伝えられた炉

型回路の水の温度は九十七度から

ら出されていたが︑実施にいたっ

いない︒岩塩層貯蔵の誕も当時か

ていない︑と語った︒提出された

今駅まで貝休的な実施がなされて

に伝えられる︒二次回路入口の水

内容は以下の通り︒

十バール︒この熱は二次熱交換器

の温度は八十展︑出口では百二十

薔二十八度の間を変動し︑圧力は

度になる・

過蜜三十年間︑原子力委員会

八議層の安全防護地域外にある︒

WR︑筥＋七万八千KW︶から約

センターはトロ⁝ジャン原発︵P

繋部隊が爆破したと発表︒瞬報

︷︶は︑新慢騨解放戦線の環単襲

オレゴン州趨邦捜査局︵FB

乃騨とみられている︒

ス・舗装用れんがで護憲は千二百

一部破損した︒損審は霊に窓ガラ

日︑外に仕掛けられた小型懸蝉で

ジェフォード紅鱒は同築提出に
の圧力は約八・野気圧︑湿度は闘
米オレゴン州トローシャン原子
¥度から酉九十度の間を変動す あたり︑旧原子力委員会︵AEC︶力諸臣駈回報センタ⁝が︑十月十
はかって帰塁葺物に関してなんら

ンレス鋼製容器に密封される︒水

は︑高さ六層︑醸径六層のステ

工場へ約士秀ナ／臼の垂水を供

たに建設されるUPl三で再処理

の原則契約には米国とカナダの二

一

ると思う扁︒

一の短朔的解渓策である︒瓠括 約からみて︑多くの人の意莞であ
的︑長期的な管理政策を讐ぐよう

百二十度の温水を供給

一膚膚需一一

消．負薪が一次エネルギーの四〇％

近くを占めており︑その節約が壷
大な課題になっている︒都市緩罵
無用の原子炉は代替解決策として
重視されており︑撲熱利用研究の
ルロワ委員象︵工業省︶もその開
発を勧告している︒

この炉の安全引子俣のためには

した︒

ていく②安全な処理方法を研究し

来野景となる廃棄物と別けて扱っ

フラマトーム祉はナ月十六臼イラ

︻パリ松本駐在貫︼フランスの

原子力産業の発展に貢献する

へ＼

灘灘懸焦目建

脇

撫

磁麟．

§

︐綴

蝠ﾕ鎌

夢・撫

嚢ヰ鴫 ご

鞍

饗撫

日揮の総合エンジニアリング技術 O

在試運転の施設︶八五無からは新

エレクトロワット社はラアーグ

を行う︒

藍の承認が必要だが︑成立した場

による溝処理保証を希望したが︑

の使用済み核燃科五百ナをプアー

︵フランス核燃料会社︶と一九八

レクトロワット社はCOGEM
Aに資本参加して実際のコスト
工場

グ工場で再処理する原則協定を締

フランス側は受入れなかった︒こ

エネルギー雀による貯戯およひ

倉にはかなりの額の雨払い金を支

一年から十論蔵にわたってスイス

処分コストの雷前回定では︑金料
面した︒これは一九七九葎までヘ

る︒

金は原子力紅霞コストに対して一

︵BWR︑三十二万六千KW︶
にか
は欧州だけで核燃料サイクル難

十六万四千KW︶ミュールベルグ 予定た︒※・加が承認しない場倉

KWR楽だり一ミル︵一千分の一 ズナウ一︑二下機︵PWR︑各三払ってUP⁝三の実現に参加する

る︒現在の原子力発露コストは︑

再処理契約に縫くものQ八一卑か

語に乗りだす意向といわれてい

轍︶以下の追加鰻となると思われ

詳細な貯蔵およひ処分コスト螺定

KW冠嶺たり約四十ミルであるG ら出される二否六十ニナの核燃科

新政策を㎝産業界にとっては歓織

理および高速増殖炉の開発を含む

爽蕉初めには公表できるよう作業

は︑各方面の評噸に付するため︑

核燃料サイクルを実行していくこ

一

における原子力エネルギーの平野
利用について︑また同年六月十七

とが︑エネルギーの利用および節

語った︒﹁新政籏は使澗済み咳燃

費も含めると聴瓦全依で庫二二百
万妙程度になる模様であるQ

楽原子力産業会議︵AモF︶の

フランス

暖房用原型炉を勧請

カール・ウォルスキー理事畏は・

脳貯蔵容艶の不足を圓避できる唯

核拡敬の埴険が を進めている︒糞垂KW扱で輸送 すべき一歩﹂とし︑以下のように

と放府が甥癒しだ場含の

経済的

み︑適切な貯蔵料金の払い尻しを
するか︑正味の燃脳吐口に毘台う
形で返却することを響えていると
いわれる︒

エネルギー二筋では︑新政籏実
施のためには大騒の欝藏能力が必
要であるとし︑契約ベースで政簡
が遍切な暫定使用済み核轡料貯蔵

府はすでに安全性隠士に着手して

︵CEA︶は子会社のテクニカ
おり︑公益事業認可のための公認

︹パリ松本駐筏籔図式原子力庁

テル

究所構内に熱出力十万KWの都市 彫されれば明蕉にも着工して一九

調竃も近く始められる︒予算が鋤

累急に碗確にするため一⁝①離業

罎

トームとともにサクレー原子力研

サービスを提供できるかどうかを

み核燃料を政瞬に移瞑する

騨と皐慰に検討を始める②嬢絹済

一8幽讐曽営曜曹

建設の認灘を晦請した︒敷

モス

膠冊一画甲︐

を決定するため

一

暖尻騒的の原型プール型炉

時期

冊冊一曹﹁曹

の想定と

一

に亀力会社に調薫依躾する③院間
一齪一幽膠圏

の謝画やとりきめの爽施が妨げら
れてはならない︒

明を発表した︒これらの蘇明に則

βには原子力輸出政策について声

し︑豪た七七難五周のロントン葭

研究開発扇の鍬科につ

いてはこれを入手しうるよう配慮

脳会議において決定された一面の

スイス

すべきである︒米国の鑓用済み燃

テクニカトームか開発している

たる政麿の原子力監督贈当局は廃

原子炉はC露Aがカダラッシュ猿 諸極の墨型がとられており︑運転
特は1蕊FCEに籔極的に参湘ず

分析の結粟をふ旗え・薦ドイツ政

料貯蔵政策がかかえる闇題か解決

開発途上国の

されることを期待する︒

ユーゴスラビア

は簡単で夜間は一一人の職員です

イラン︑仏に原

発を正式発注
てばかりでなく︑地墨暖房︑工業

、，｝・建設を有なっております。

貯蔵料金のツメ急ぐ

聾しなければならないという状況
な政將費岡に陶ける︒引き取りに

が陽憲されないよう考慮されるべ

子力研究駈で開発した原子力潜

棄物管理になおざりであった︒問

からエネルギー雀︵DOE︶にい同センターは十一日︑業務を再開
る︒爾ドイツ政府は︑有効な不拡

水艦用原子炉︵PWR︶を基礎とむ︒故障があった場愈にもきわめ

題解淡のためには廃棄物管理局を

用蒸気供給︑海水淡水化など多囹

ンからの原子力発電駈︵PWR︑

f力発電所の放射性廃棄物

米エネルギー雀︵DO鷺︶は十月十八田︑痩用僧み核撚料に関する難燃を示した︒趨邦政轡が縫用
済み核黙料を亀力会社から引き取り︑蟹理していくというものである︒核臥脳サイクルのうち鍵用薦
み核轡料開題は緊葱事であり︑カーター大流領の原子力政策︑今回の国際核慨科サイクル評緬︵︷NF

ともなっている︒米政府はこれらの閥題を取り除くものとして新政籏の詳細をツメており︑農鞭ウラ

C￡︶総金の中心事項でもあった︒さらに原発建設にまつわる不確定要纂として︑難燃を来たす誘囚

である︒このため原子力発露の陰
ついては︑政鴨への塔隈国印を強

ンの政府管曜心様︑ダウン・ストリームでの使矯済み核燃料も政府管理していくものと漆照される︒

暗計算も正確にできず︑計画の策

さらに︑新政策が核拡散防止に貢

制するものではないとしている︒

今圓の政籏はこれらの噸を︸歩
献するならば︑一定眼礎内で海外

定も困難となっている︒

解輿に近づけるものであり︑従来
の嘆用済み燃秘を貯蔵するよう壁

同雀はさらに嫡晴済み核燃籾に

備するとも発義一．vている︒

含まれているプルトニウムやウラ

からの﹁政鰐による高レベル廃棄

であるとしている︒貯藏のための

物係管﹂の蓄え方を延獲したもの

料金は前払い制をとり︑輸送費︑
ンについて︑樗来︑商業曙再処理

一﹁＝曹曽需噂

衡源國の過度の規制は好ましくな

A︶の果たす役割か医心であり︑ あるQ二瞬間の検討期間中︑既葎 月七日︑蒋効な非拡散政策の枠内

一卿二＝一一

または他のエネルギ⁝憾収方法が

＝ ﹇ 鱒冒嘗

する︒艦力会社から運邦政時に移
一

俣管聰麗もすべて電力会社賃撞と

セ離一＝停■槻

十九日から三鑓間ワシントンで
開かれた﹁国際核歎料サイクル評
い︒
価︵︷NFCE︶﹂設立総会に

より多くの国が参膿

し︑誠意をもって︑客観的な積討

西ドイツ

供給國︑消三国など四十か困がそ

には騒槍的︑政治的な霞頼感が必

を行うべきである︒核燃料の供給

は︑先進国︑開驚途上國︑漂子力

を胸に参歯し

思い

た︒設立総会における各圏代表の

れぞれの

フランスにとって原

散政策の枠内で︑原子力エネルギ

て簡単に修理できるよう設計され

は当初摂

している︒

テルモス
⁝の進展が得られ︑また︑無差別

に退引が変磁された︒覆羽二十万

ていく③廃棄物処理料金を課し︑

約欝に署名した︒この総工費は醤

九十万KW︶一墓の正式発庄の契

総工蜜は百五十億湯
の国旗謬脂できるような︑容観的

さらに廃棄物優理墓金を設置する

きである︒①廃別物は原子力に将

かつ核燃料サイクルのすべての観

テルモス〃開基を建設す 的に利用︒研究が進んでいる︒ス

④核物質と廃棄物の在庫量を定期

原子力エネルギーは発電所とし

設製し以下のことを行っていくべ

氏召度の温水発生罵に設計された

ている︒

の原則のもとに聞観され︑エネル

ギdの平和利用に関心あるすべて が︑暖房用としては不十分と認め
骨子力開発に関する権利が妨げら

KWの

ウェーデンはオーゲスタ原子力発

られたので葭二十度の温水発生用
れてはならない︒原子力の利周は
一NFCEは技徳的

点を罰括する研究が行われるべき

電所︵閉鎖︶を利用しファルタ団

各国のステートメント

璽NFCE総会から

ステートメントからINFCE要
にである︒各岡のエネルギー政策
フランス

臨む態慶 を ひ ろ う と i 一 ︒

子力開琵は細殿欠であると同蒔に
フランスは核拡散の防止に壷任を
脅している︒このため供給国と消
欝欝の幅広い紬ぴつきが必要であ
きだ︒

核不拡散は両立しうる︒︷NFC イタリア

り︑この上に立って原子力開発と

独占あるいは製占化されてはなら

暖房用エネルギーの八五％を供給

れば入欝匠万の都帝が必要とする

なお︑飛ドイツは今國のτNF が現窪行っている原子力エネルギ

ない︒

に依頼される廃棄物処理︑ディコ

的に報告していく⑤DOEは岡局五十億漏に上るが︑イランは四〇

％を現金で近く前払いする予定︒

二十度︶を供給︑ソ連ではシェブ

地九千戸くの温水︵七十五度〜筥

だと考える︒検討の期寒中︑各国
る︒核保有国と非保筒国を鑑別す

Eへの参加の苗提は︑①フランス 襖討であり政治的映定には皮鰐す

は灘縮︑再処理計画を継続する②

る︶︑心誤四万ゾの塗趨を節約で

し︵補助重油ボイラーと縄盆わせ

みである︒

完成は一九ムニ俸と八四葎の見込

窯にした原子カプラントの設

ラ・アーグ再処理工場

⑥三局は核兵器制限躍縮局︵AC
BR︑熱出力誤答KW︶が市周辺

使用済核燃料再処理工場、原

@灘

鐵懇灘灘

蕪

チェンコ原発涯BN⊥二五〇︵Fミッショニング等の研究を進める

ない、安全：と環境保全：を最優

▼

CE設α総会開催にさきがけて︑ ーの平和刊用計画を陽齢するが幽

きる︒

の炉には核轡料エ

子力分野においても求められ、

鰻注脚磁

一二

きいかなる鞍置もとられてはなら

要旨次のような暴悪を発表してい

テルモス

棄物処理システムの開発を行

▼《
ないQ

してきました。それら技術は原

舞∴愉謹

@

7「淵

⑳トイツ政府は︑一几七七駕四

開発においても各種放射性廃

遍

砂
る︒

鷺富な経験とノウハウを蓄積

繕憩薪触
@

気礫

るような解決策は受け入れられな
INF C 遍 は 予 め 結 論 を 予 測する

ものでないこと③IKFCEはい
技︒各国のエネルギー政策︑核燃
料政策を妨げるべきではない︒
検討はオープン・マ

を残しています、目揮は技術

窺

術的検討の暢であり交渉の腸では

イギリス

ラントの設計・建設を丁がけ

使用済核燃料再処理施設主工場

は、約半世紀にわたり石油簾

｝

〆

ついては国際原子力機関︵王AE インドで客層的に行われるべきで

ないこと④核拡散防止上の措躍に

ヨ揮株式會社構纏

処理装置など、数多くの実績

（i【i社名・日本揮発油株式会社）
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原

﹁機器安全で親機関を﹂
翻秘放幽限界植の設定急げ
ラジオアイソトープ︒放射線利用のメリットは大きい︒近隼︑使用馨業所も懲磐︑瀦期分野も広範
多岐に拡大しつつあるが︑他方︑法規制の過重感︑事務手続きの複雑さもあり︑ともすれば利用を避

四月越ら﹁アイソトープ・放樹線利照安金対策グループ﹂︵由賄文男委澱長︶を設け間題魚摘出と対

けようとする傾向があるのも薯実だという︒果たして寅態はどうか一i臼木原子力塵業会議は一昨年

策など検討を腫ねていたが︑このほど︑①法規の整理続愈と行政指轟の一欝化②機器規格化と蛍全性

機器の規格化も緊塾劉Q現在は

としている︒

試験などのための公的研究機関の覇設③放射線販扱い霊任蕎試験制曵の改酋④放射性嗣体廃四物の環
境への放出限界値の設定など盛り込んだ報告欝をとりまとめた︒
止法や労働安全嬉生法︑臨離放射
線感電防止規則あるいは医療法施

時により変動があるなどと︑問題

い違いが生じ︑田暇塁準の覇断も

解釈に蟷があるため行政指導にく

規制を受けたり︑京た︑各法規の

圏的︑使屠方法の遜いにより醗複

制度の噸入は不嘉応だと指摘︑圃

出

め︑万一の製故の際の責任や

まっていない︒調査蝦告はこのた

るのみで︑安全性の判断慕準も陽

メーカー独闘の対簾がとられてい

が密封小照明証鯖機器のみ使尾し
のためにも規格化や型式承認

て潅だ用聞では渠種や規揆別に主
佳暫試験を細分化するのも一驚だ
などと提案︑現行試験制度の箪期
再造をうながし︑求だ︑一度の試

辱えられる

にも疑問を

験禽格で半永久的な虫琴鳥三揃が
上に愚大な規制が要求される例も
投げかけている︒

あり方

あり︑これらも現実に蝿酬うよう
便扇済みのいわゆる放射性廃棄
物は規在︑希釈廃簗されたり保管

規制蘭の改認を求めている︒

利用に伴う安金魁理は蝦獄襲課
処分されたりしているが︑麗纂業

や劇物︑馬原菌︑核面罵となり潜

蓬による豊強対象とならない毒物

るプルトニウムなどは財蔵せねば

任囁避僅が制度化されているが︑

しかしこの烹薄目選任は目利耀分

題の一つ︒現量は放二線取扱い董

野に共瀬した台詞試験で山口夢判

気休︑液体は一定二士儲以下の濃

ならす︑その羅は貯まるばかり︒

蒙電への霊貨料の楽額冬芝菖八十

エネルギー価格︑常給︑代醤燃桝

そして経済成長︑政策など各彌に

原

核融合研究で

臼本原子力研究所は猛たる十一

11月綿B︑全共連ビルで

成果報告会

月十八磁午後一環半から藁東・千

傷を防ぐことかてきて長時開の御使用に謡えます。

畷種類・寸法

妓

ルギーの将来予測を試みている︒

わたる影響を蓼欝した分折は興味

が︑放射性廃忌物は酉万年にわた

その管理を子孫に強要することに

って子孫に毒物を残すものであり

なるとしたのに鮒し︑楠原氏はウ

塞で第三回﹁核商工研究成果報儒

代田区平測晦の全共逓ビル大会議

1．GLOVESに万一機械的三一なとによる破損かみられたとき、素手のままては汚染肇故の危険を生じます。従って、予
め三一のおける薄コム乎袋を予にはめておいてからGLOVESを装着することが推奨されています。

点から展藍︑先行き予想される困

検認している︒すなわち第一部で

の法規によ

利糀後管理すべき放射性廃爽物の

罫紙既報の通り︑世騨の漂子力

ニュークレソクス78

文募集始まる

技術会議の論

釘貫﹂がある︒

﹁エネルギー戦賂と核融禽開発の

禽エネルギー部獲による特別講疲

AのE・E・キントナー磁気核融

など六つの発表のほか︑※聡RD

岡嗣は﹁JT⁝60謝画の現状﹂

会﹂を開く︒

ラン獅を鍵わずにおいた場禽と︑

放射能は同じケタだ︒いわば灘物
を灘物に変えるものであり︑この

は地下で鉱床中に田定されている

意味では鰐じだ︑と反論︒槌繭玉

ウランをとり出して利用すること
に聞題があるとしたが︑応酌はこ
こで階間切れ︒楠原氏は門槌田さ

お論議の余地のあることを示唆し

んへの私の贋答は俣留する﹂とな

た︒

門経済性﹂に関して室旧氏は︑
原子力発慮所を作るのに大白の石

﹁ニューフレックス78偏が来隼十

罷業展⁝第五圓原子力産業兇本甫

原纒では十一月十七日まで発表

PR◎T置X GL◎V置Sの併用をお奨めします

本讃は︑来マサチュー

慣界のエネルギーは畢ければ一九

セッツ工科大学のC・ウ 難な箏態にいかに対処すべきかを

ィルソン教授の提嘱に慮

一九八五無頃を

深い︒

つの転機とする

二〇〇〇璋までの

将来像を把握する

ための恰好の報俊

書Q一つのケース・スタディと

一九八五⁝二〇〇〇﹂

﹁世界エネルギーの将来

日本A圧S機構訳

じ一九七四隼十月縞成された国際
的粟同研究グルー
プ﹁エネルギー戦
略選択機構漏︵WA

ES︶が二年聞を
かけ今春まとめた

八五隼には石細に帳れなぐなるだ

えよう︒

して関係者の興味をひくものとい

調葦報告を翻訳し

たもの︒米︑繭独など先進工業

部でそうした購態への対処方策を

ｧ出版社刊︒

B6判︑謝て一部千煮蔚円︒

ろうなどと結論︑これを受け第二

概説︑難認なデータを一路しなが

麟そしてベネズエラなど途上国

ら原子力をはじめとする個別エネ

も禽む想界テ石か圏のエネルギー

界のエネルギー問題を長期的な視

スソ切り

の禁止を訴えている︒

設は土地権利の侵憲だとして建設

棺騎刈羽原発建設に関してはこ
れまでも原発反対守る禽連禽など
による反短運動が展開されている
が︑訴訟は今圏が初めて︒十万田
には国を媚蕃どり原子炉設日義可
取消しを求める累議繭立てかあり
棄却の場食はこれも訴訟に持ち込

反対通動は今後︑舞禽が法廷に移

まれるもようなど岡原発をめぐる

されそう︒

原発建設に伴う訴訟は四竹電力
伊方︑原亀東灘第二︑東賑禰島第

油エネルギーを必蟹とすると指摘

月三田からし田までスイスのバー

二各原発を対象とした安巻尾技術

るエネルギ⁝を曙えると原子力発

とくに核燃料サイクルに投入され
施設との薩設などをめぐるものに

の授術金訊部門での発表論文につ

給における原子力の位脳づけを毎

技術会譲は﹁総命エネルギー娯

いて募集が始まった︒

ゼル南で開かれるが︑このほどそ

にはいろい

電はエネルギー駁支の麟で慧味が

計算

刷購価値の拭いエネルギーを得る

ろなものが謡えられるが︑臨的は

は︑そうした

なくななると宏合した︒武到氏

論箏︑耀設の集中化および再処理

次ぐ四つ罰︒

消費者連盟が
原発公開討論

研

唐門家が欄入の立場で参頒︑世

このため岡報簿では核種とその使

憲︑しかも試験は直物や化学も念

度での環境への放出が認められて

﹁経済性偏に瀾逃して注臨された

む高腱に耳門的なもの︒このため
大学二二ゆの籍が簡噴に禽格︑逆
いるが︑五体廃棄物には蒙だそう

のは放射性廃棄物問題︒槌田氏

実上放射能ゼロ状態とみなし得る

ら

軍方規を市議食の議決を褥て東電

の共待地入会権かあったとした主

建設の禁止と不野利鎌返覆を求め

万円は水粟地元住民に糞払われる

状に臨じて糧み酔わせ縫いわける

談叢窪﹁必要性扁の三つ︒

に実務縫験が長く更践薦で力をも

筐領以下になった

用蟹に応じ欝農期閣を定め︑かつ

いった一画がある︒阪師や薬剤師

ものまでも保零せねばならず︑騒

いわゆる

放射能照度が

った苔がなかなか品格できないと した墓準がなく︑すでに減褒し薯

が無条件愈格なのも遺題︒岡轍告

の聰頒のみならず・新しい問題を

る皐輩化が必要だとしている︒

東蝋宙力車騎刈羽原子力発電駈

に売却した︒今回の提訴は︑この

市と東電相手どり

建設に反薄している地元荒浜勉区

葡蒋地の約半分には荒浜地区住民

入会権めぐり
反対住民提訴

町内鼠会畏ら±嵩人は

張に基づくもの︒閥十五母からの

の池鑓米

研究を実滋する一方︑これとあわ

二十一

が細心となって規格化関連の試験

手とり新塚地裁叢岡支部に岡原発

いるか否か蛋種試験を行う公的機

る訴えを趨こした︒

鷺︑榮京電力と柏崎窮を稽

せて安全性なども規格に擁拠して

関を設けて薄処すべきだと提．一繭し

利偲返耀を求め︑痢電には原発建

べきのものだとして市に対し不潔

合性をもったものにする必要があ

地の一部として南有地義塾牙八万

鎗崎毒はさきに始騎刈羽原発蔭

ている︒施設も握懸寝により許虜
璽準が濠ちまち︒このため必要以

した法

ると強調・行政揺導も統
解釈のもとに行われるべきだなど

秘腰﹂と指摘しなからも︑がんの

いがたい﹂と︑レースの徽後に驚

しかないか︑いずれも完全とはい

般物質と岡等に扱えるよう︑

はこのため︑アイソトープの便紹

提滅する堪能性もはらんでいる︒

いて一翼JIS化されたものもあ

例えば密封線源の場禽︑容器につ

点を高岡︒このため︑規制は放射

ている禦業所︑雰機上検査箏業所

方法やその規襖︑種難が避着化し

て規制されているため︑場台によ

および総台病院など白濁約六酉の

線隔寓防止法に一本化することが

柏崎刈羽原⁝発︑法廷へ

行規則など多くの関達広規によっ

ラジオアイソトープ・放鮒線利解

望ましく︑これが圏難ならば少く

っては訓じ核極を使いながら無期 るが︑その材質や密封状態などは

黒酒駈を対象にアンケート調萱を

とも璽擾規制を排除し法規相互閲

原産の実態調査は山崎クループ

実施︑ここで擶摘された闇題点を

の内容のくい違いもなくすよう整

輔

の対策について検甜を頒え分祈し

もとに蟷広く罪状での諜題と今後

たもの︒

調査報告はまず︑法規制のあり
方について︑現任は放射線障霧防

亨

織囲理詰は曝遙月歩の堀代医学を

外科︑放財糠︑化学の三療法を症

もってしても極めて附辮︑という

的生物学的原濾によるものは覧％

座談会では︑まず大熊女礎が︑

母
出続︑急展聞するがん稔療の現状

がんの歴史について﹁凸田代の恐

と今後を浮き彫りにしたQ

笑うかのように健診な網胞を蝕

ことで冤解が〜致したQ

四月26日︑原子力のB
田本原子力文化振興財灘艶催︑

竜の骨にもがんが確認されており

学の限界を指摘︒こうしたなかで

新型炉の概念一窩速蝉と高瀞ガス

粟穂氏は﹁速中議了線滲耀ががん

れるかを考睡すべきだと述べた︒

につ

がん撲滅法

田本騰費者連盟は二牽六臼︑東

③原子力発醒擁の運転経験④原予

炉②縫罰済燃料処理と廃菓物管理

一方︑各国でデットヒートが続

京・市ケ谷の私学金点に約二醤名

甕婦︑学撫など多彩な参加音の

力技術の環境・安全問題の四つの

けられている

る扁と︑従来の放剛線治療では猛

を簗めて公開討論盆﹁原発は必蟹

されたが︑それぞれの持つ

なかからも滋発な質間︑葱艶が出

経験・展胡点をトピックスに︑①
きのこり︑再発の原閣となってい

か安全か﹂を開いた︒日本エネル

全体セッションと︑各図体セッシ

藤しての原芋力技術の開発状況・

た低酸累性がん継胞にも威力を発

ギー経済研究所の獣丹満男研究理

の欄避やバックグラウンドの違い

ネル剖論で構成されることになっ

ことにあるとして︑とのような

揮︑難治性のがん治癩に新周磯を

などから︑歯車がかみ愈わない面

安全性︑経済性なとめぐり

拓いた放屠獣サイクロトロンを利

ぶ︑栗辣ニュークリア・サ⁝ビス

もみられた︒とくに門必要性﹂の

ている︒

︵形態の︶エネルギーが必要とさ

甘した速中性子線治療を紹介︒さ

の槌購敦研究員︑田学院大学の品

社の柿原集二祉畏︑岬化学研究所

問題については︑多捜にわかれる

という高いカベをつき崩しつつあ

欝

二項箋・︑︑轟

ーーーー審

らに︑今後について門患部だけを

価他観や成餐論評価がからんで論

情報

集中的に照射する陽子線治療技術

題武講師をゲストに︑桑田蕎速盟

顧釜憲で︒

論文を受け付けている︒詳細は企

ョンの下の四つの分科象およびパ

の附属に取り組んでいる﹂と指摘

の憶内画⁝氏が剤会して︑四氏に

難しさをあらためて印象づけた︒

点は転々とし︑犠点を絞ることの

いては飯編氏が﹁環状では一般に

って苦境に立たされている現代鷹

︒新兵雛として登場した

み︑猛威をふるう入類最後の宿敵
がん

通鷹雀︑科技庁後援の第十四圓原

サイクロトロンはどの程度ガン撲

禰霧職蹴がん対策でパネル

期待されるけ己晃治療

爽人類はがんとともに歩んでき

数齎巧腰縄︑アフリカでの発礁以

子力の日謁念門最新原子力映画の

上映とパネル座談△藷が二十六
田︑索崇・銀座のヤマハ・ホール

で開かれた︒この口を中心に 関
灘︑中部︑九⁝州など全懲懲に謝画

された多彩な記念行裏の一環とし

た﹂と

を紹介したあ
滅を達成できるのか︑その樗来は

と︑榮栖氏が﹁臼本傘体で十四万

縁の深さ

して﹁核燃料サイクル﹂門生酒と

ーー︒座談会では鰹木売博氏︵テ

人秘度のがん眼福が三三してお

し︑難局に敢然と挑戦してや塞な

よる討論と参加褐との質疑臨答を
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とが極めて璽要であることを認識

援することを決定したことを原則

参籏国と機関は︑かかる支援の

として歓迎した︒

本件評価は﹁国際核燃繕サイク

する︒

第ニグル⁝プ

第ぞグループ

イツ︑イラン

フランス︑羅ド

オ⁝ストラリア

会の参籏国および機関は︑世界の

間国際核燃料サイクル評備設立総

ェリア︑ノルウェー︑パキスタ

国︑メキシコ︑オランタ︑ナイシ

スラエル︑イタリア︑隣塞︑韓

シア︑イラン︑アイルランド︑イ

参加国と機閲は発展途上国の燗別

に詑された線に沿って行われる︒

びに作業方法扁と題する別添文書
ことを希望ずる旨表明しだ︒

の適当な組織によって検討される
第万グループ

第四グル⁝プ
ベルギー︑イタ

田本︑萸国

ニーズと条件にも特別の袴囎を払

AがINFCEのあらゆるレベル
第六グル⁝プ アルゼンチン︑

オランダ︑スウエーデン

一一︑各グループは︑適豪とみな

ア︑※国

せば︑他の関連グループの議長と

一︑国際作業グループが各項圏

参加国の政府機関または産業界の

．毒礁

これらの報傷と調査は︑主に技術

二年以内で終了するものとする︒

で開催されるものとする︒調査は

輪回

冷却炉の場舎④高速摺殖炉の侵食

水炉の出郷②璽水炉の場舎③ガス

きるようにするため︑全参加者は

捨て利用を舗やす方法︵鹸瀬燃料

る燃料使い捨て利用①燃料便い

る︒次期総象は約︸風後ウィーン

の貯蔵能力の評価②日大する便用

ンスと経脩性確憬︑および環境問

便い捨て利用のエネルギー・バラ

クル︑スペクトラル・シフト︶②

スが袈明されるが︑日参瓠国は希

に到達したところで︑コンセンサ

望すれば二藍または巽なる量見を

提出することができる︑これらは

るものとする︒参加国の鍛終総会

作業グループの報告讃に記入され

は今から約二年後に開かれる︒

五︑作業グループの共岡議長で

携成される技術調整委員会は穴か

集され︑技術的冤地から各グルー

月こと︑または別に盆意のつど招

事者はオブザーバーとして参加で

プの作業を調整する︒他の参撫当

の窃会禽は一九七七年十二月十二

きるものとする︒技術調整委員会

日から始まりウィーンのIAEA

は総会に報告を行う︒

施設で開かれる︒技術調整委員会

六︑評価の作業はIAEAの能

価に参加して金てのグループとサ

力を行使して行う︒王AEAは評

他の関適する国際的な政庸機関お

的サービスの提供を要講される︒

よび国内政府機関は作業グループ

に参加するよう招請される︒

雲

ーー

ユー1 1−i

（通産省

ル評懸1技術的︑経擬的範囲なら 度禽いと範囲についてはIAEA
フィリピン︑スイス

エネルギー需要を早急に満たす必

周隠に参加国と機関は︑IA避 リア︑ソ連

要があることおよびその目標のた

勤を促進するとともに保障措譲を
講ずるという二璽の盈優を証して
いることを確認した︒

第七グループ

と機関は︑王AEAが原子力の癌 第八グループ 韓国︑ルーマニ

る雷表明した︒この問題で参艇国

フィンランド︑

の作業とくに技術的調整の分野で

ン︑ブイリピン︑ポーランド︑ポ

技術的および分析的研究であり︑

スペイン

うことを確認した︒

めに平和囲的の環子力が広く利用

ルトガル︑ルーマニア︑スペイ

交渉ではないことに台懲した︒作

業結累は︑参加蟹政溝に送付さ

参加国と機関は︑INFCE積
が極的役劃を渠たすことを期待す

に供されるべきであることを認識

コ︑ソ座︑英國︑米国︑ベネズエ

ン︑スウェ⁝デン︑スイス︑トル

参加國および機関は︑また︑エ

する︒

ラ︑ユーゴ︒

設立総会には︑1A建A︑欧州れ︑各々の原子力政策の立案と原

ネルギ⁝供給あるいは平曲呂的の
原子力開発を附害することなく核

共同体委員会︵EC︶︑原子力機 子力協力および関趣する規制なら

協議し︑サブグループを設けるか

関︵NEA︶および国際エネルギびに保障措罎に関する国際的な討
評価の実質的作業に関する文講

めの効果的措置が国レベルおよび

兵鋸拡散の危険を巌小限にするた

盃かを決める︒サブグループは作

汐
業グループに報告を行うものとす

る︒調査の共通基金はないものと

は関心を表明するすべての政府と

されない︒評価は︑客観性の精神

加経費を負指するものとする︒各

し議長を憾む参加各国は自国の参

し︑INFCEに参羽する用轡と
が機関はlNFCEの糖果に拘国
束際機関の利用に供される︒
により行われ︑本分野における各

ー機関︵王EA︶の代表も出席 議の際の検討に付される︒参加国

国の選択と決定に対する相互尊璽

山際的台悪を逓じて可能であり︑

参下国と機閲は︑すべての関心

かつ︑とられるべきことを確印す

を有する国と関係国際機関が︑工

ある旨表明した︒

従って︑設立総会に参膿した次

る︒

の諸国はこれらの圏的を進展させ

ことに設けられ︑それぞれの年業

業をそのメンバー間で分抵する︒

グループまたはサブグループは作

適用されている隈り各国の原子力

間の共同作業は可能な範囲で組織

のもとに︑合愚されだ保障措罎が
NF C E の 偲 来 の 作 業 に 参 加 し う

箪祁利周のための核出料サイクル

化される︒参加国による貢献は歓

る巖良の方法を探究するために国

の参加国と機関がこの作業に震献

に翼献を希望する全ての園で構成

C￡︶を行うことにムロ糊した︒

際的核燃繕サイクル評鰹︵工NF ることにムロ悪した︒また︑すべて

される︒これら八作業グループの

評価盾動の完了に必要なデータの

および契約を阻害することなく行

政策あるいは国際的な協力︑愈愈

交換を淀避する︒

︵一瓢︶熟中性子炉でのリサイク

一網開膣の参加国総会に報告す 的︑分析的なものとする︒決意点

四︑各グループは少なくとも薙

ル①産業規模概念の技術︑経

設計と装荷設謙︑タンデム︒サイ
②リサイクルに特樽な保障描麗閤

硝み燃料貯蔵の莞趨し③立地と輸

題︵軽水蝉︑多望炉︑ガス冷却炉

︵二︶短期・中期貯蔵

題⑧ウランだけのリサイクルの可

璽のより効果的な利嗣⑤燃料保全

︵二︶他の原子炉と燃料サイク

に対して︶

ンの生産利用と保障措置②研究炉

ル概念①動力炉駕の高濃縮ウラ

代替案︶③トリウム⁝ウラン鵬サ

︵高濃縮ウランの利鴫と考えうる

イクル④軽水瑚蟷炉とトリウム増

廃棄物管理と処

殖炉概念⑤醐濃炉⑥核融合炉︑壇

7

︵三︶発展途上国の特別矯要

⑦法律関係

境︑保障猫闘︑安全聞題◎コスト

問題と付帯リスクを愈む制展︑環

送の間題④既禅の使用済み燃料容

︵一︶薩業規模概念の技術︑経

5高速増殖炉
ンタ⁝または地域燃料サイクルセ

済︑環境︑エネルギー閥題の凋奮

能性④発展途上国の特別黙要

済︑期中︑エネルギー問題の調奮

①現在

野で十分に実際的な情報を販集で

三︑各グループがそれぞれの分

迎される︒

①産業規模再処

ニウム取扱い︑リサイ
︵一︶再処理

クル
理の技術︑経連︑環境︑エネルギ
ー問題の暴動②再処理特有の保障

ンタ⁝もしくは同様な調整④代習

措薩登呂

▼聖

︵一︶取扱いと処分の技術①

殖炉を含む将来の新型炉概念︵核

便用済み燃料②取り出された廃棄

燃料サイクル段階の検証と︑核

可能︶

兵器転用可能物質が分離されうる

能性またはリスク③貯蔵駈撮全聞

に代表を送ることができるものと

︵三︶発展途上蟹の特別需要

する︒IAEAは︑特に︑事務局

ブグループおよび技術調整委員会

題︑商業懸りードタイム⁝安全間

拡敬リスクを最小にする袴えうる

①立地閥題②再回収の司

ネルキ⁝問題の調董②高速罎殖炉

防止④コスト⑤法律関係

新しい燃料サイ

︵三︶発展途上羅の特別垂球

8

クルと炉概念
︵一︶現筏の熱中性子炉に対す

季段︑経肩・環境・エネルギー問

︵二︶貯蔵所︵永久ないし團双

樗処理に特脊な耳隠措躍問題⑧多

題を組む緋度︑環擁︑安全閥題と

処理方法

核分裂生成物の溝えうる広がりの

国間または地域燃料サイクルセン

模再処理の技術︑経済︑環境︑エ

︵三︶再処理モード

凹燭

︵二︶高速摺殖炉に特有な保障

麟国

略と経済性に関する再処理機構の

彫雛

︵二︶プルトニウムの取扱い
①高燥綴プルトニウムの適切な貯
蔵︑輸送︑利用のための条件と制

の入手可能性墨嬉を含む︶③放射

︵IAEA監督下での貯蔵と口タ
切ーもしくは同様な調整④墨黒再

約②分離プルトニウムの国際管理

①産業規

再処理方法⑤廃旧物処理︒処分戦

描置問題③多国間燃料サイクルセ

カナダ︑エジプ

選定された議長国は次のとおりで

⑤

われる︒

とが合悪された︒

参加国と機関は︑核拡散を防止

ずるための平等な機会を穐するこ

アルジェリア︑アルゼンチン︑
オーストラリア︑オ⁝ストリア︑

ベルギー︑ブラジル︑カナダ︑チ

当な技術的︑薯務局的な助力を提

核不拡散に沿う

第一グル⁝プ

傾止させ︑これを押し照すための

ト︑インド
供することにより一NFCEを支

参羽国と機関は︑IA冠Aが噸ある︒

ィンランド︑フランス︑東ドイ
効果的かつ緊急な描罎を講ずるこ

ェコ︑デンマーク︑エジプト︑フ し︑核兵器保有国間の憲備競争を

ツ︑西ドイツ︑インド︑インドネ

︵五︶多国間燃料サイクルセン
タ⁝または地域燃料サイクルセン
タ⁝ないしは岡嶺な調整

3

︵六︶発展途上国の特別儒襲

︵一︶供給︑罵要︑緬格など市

各国の需要に照らした
技術︑燃料・墨水︑役
務の長期供給保証
腸安定化に影響を及ぼす要素を含
む供給蓄と顧容との間の長期商業
契約の助成節理
︵二︶各国の輸出入政策︑核不
拡散政策に関愛した確実な供給の
保証

4再処理︑プルト

︵三︶各種満月方法の核拡散リ

︵四︶濃縮に特有な保障繕置問

スクの評価と比較

国際核燃料サイクル評価⁝技術

核燃料と重水の

的︑経済的範睡ならびに作業方法

1
入手可能性
︵一︶燃料サイクル戦略ごとの

①

猿峯力の准定需要と関礎するウラ
ンおよび重水の需要
︵二︶ウランの入手司能独
資源と生産能力の評価②爽同事業

論と励奨策③箭町政築と企業の探

を菖む探鉱・生産促進のための謬

鉱︒生産投資に対する販売保証④
市場政策と躍力醜業巻に対する供

の技術開発

給の保舐⑤探鉱︑採掘︑構錬方法

︵三︶量水の入手司能庄
︵四︶トリウムの入孚可能性
︵五︶発展途上圏の特別囎至要

濃縮入手可能性

︵三︶供絵の齪れや削績の場命

2

︵一︶燃料サイクル載略ごとの

タイムリーに出樹を傑証する多国

︵四︶発展途上国の特別需要

濃縮温順と入手薄能性①将来の能

性物質の混入︑混合酸化物の形で

華または国際的な機携

6

︵一︶貯戯戦路とコストの軽

使用済み燃料管
のプルトニウムの輔送︑畢前照射

︵四︶他の核燃料のためのプル
トニウムの交換またはプルトニウ

力についての共岡計画化②互恵投

の選択の宙由

方法

した燃料要素︑を欝む代替取扱い
︵五︶発展途上国の特別鳴要

ムのクレジット

@

吉沢〉

（東大

50G

〔x｝

際イ力全般について

﹂

趣

〜

ﾌ質疑懇談

日本原子力産業会議・業務課雑野土囎驚琵？

山本）

原子力産業政策

ﾇ理

（東大脇目

！ノ

（科技庁月i崎）i

（金〉

鍵盤力蜘と財嚢

11／18

お申込み、詳細は次にお問合せ下さい

11／16

！〆

放射線障害と放射線

i原予力施設の安全対策

i

（木）

窒㎝一一

（脚しテキスト、昼食代、見≠会は昼食代、税祭、ハス代繕

（水）

〈見学会＞8，500円

〈講義＞60，000円

ll／17

集合から解散：まての一切を含む）

原子力論争とパブリ／クアク

原チ力映画

山｝王D

（原産

Zブタンス

竹越）

蝦撚

原産会議室

中部電力・浜岡腺チ力発電所

11月2！B（月）

原チ力映画

核轡料問題の闇闇と課題
@
（動思 中村）

武井）

昼食

エネルギー一論給と原イカ

登食・

高野）

（手引／兵「蒋大

（月）

や問題点さらには屑未の展望にいたる総・舗翼，、敵を知時間て修得するセミナー

ビカの基礎

①

》

小林）

RI・放射線利用の現状懇

@

11／14

③

②UF6転換

（隙研

㎜…

…瓢……………………

原子力の国際動向、安全対策、環境闘匙を中心に原子力の基礎から開発の現状

核燃料サイクルの概略

③ウラン灘縮

②

製錬

①採鉱

主。〔1

120〔｝

暁

L竺

（エネ研

（火）

会 一
見学会
参加費

罵
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、

④廃棄物貯蔵
⑤廃葉物処分
④

分
物

籏

、・選一≡．ヨ落

1

資の機会③オープン箭場での顧客

︵二︶饅縮技術ごとの技鰐的・
経済的諄価

理

題

V

題
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