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初の自主暴発発電炉
AT況

﹁ふげん縣が今蕃三月︑臨界選成の兇

体を配した炉心構成となる︒臨界

凝縮ウラン街二十八体の燃料集合

然ウラン九十六体︑その外醐に微

纏導入一辺鯛から脱却
動力炉・核燃料開発禦業団が開発した新型転換炉

導入技

通しとなった︒昭和四十五隼十二月に敦賀南明神町に葱工以来七隼余︑六酉八十五億円をかけて建設

配電されることになるもようだ

玉璽な経験︒豆本型軽水炉の建設

をかみしめ罎る

後は各階段ごとの出力上昇試験運

が︑売難壁など鰭力各役との輿体

手づくりの味

転を行い︑運続竃格運転試験によ

に一足先んじて璽水⁝炉が自主技術

めには正武運転閣始を蜀込んでい

瞬発の踏み台を踏んだといえそう

約九・九単方詩綴︒すでに地下二

はアイール山塊醒方アクータ地域

ク・トンが埋蔵されているといわ

ールにわたって瞑万四千メトリッ

騰は約○︒四％︒二蕩二十ヘクタ

には千五百沖へ︑と段階的に生塵

羅をアップ︑一九八O年以降は従

ナ／薙間のフル蛋産体制に入る計

業員も千糊入程廣に増やし︑二千

8D分︒ウラン原石を硫酸で漫

画で︑このうち四三・＝⁝％がOU

黄平︑原田昇左右︑与謝野田︑渡

八︑修藤文生︑玉沢徳〜郎︑塚原

て一般のルールにしたがって流通

ある︒そして一方では︑商韻とし

画醜遂行に支隔をきたすおそれも

蟹国の立場からは原子力開発の副

緊︑このうちの窯要なメンバ1を 工程上︑技術的にも困難だし︑消

力船開発は源久的な研究開発機関

擬に止まったものの︑以降の原子

た︒原船欝渠繊は実蟹三無閣の延

船﹁むつ隔に新たな局諏を開い

とは︑原子力船開発体制と原子力

五十五無ナ〜月まで講められたこ

必要なことは︑調子力行政への儘

たものだ︒そしてそのためにまず

力開発を進めるための骨格を示し

は︑燭醍の愈愁と納得を得て原子

いう濠でもなく︑行政懇の結論

無に持ち越されている︒
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会︶︑塩出賂興︵公明︶︑俊藤昭
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ン酸マグネシアにするイエローケ

はアフリカ薩摩のベナン

辺栄一︵以上脅罵︶︑安鰯友義︑

E︶の検討は︑今鎌いよいよ本格

い︒こうしたわが国の立場は王N 招き︑フォート／マイター報鮨を

ているといってもいいすぎではな

かわす場を設ける◎このことは︑

FC犯の検討を通じて顕かれねば 中心に日ホの鰹門家と磁罠をたた

すべきウランが︑圏際政治の興に

谷弘︑後藤正爽︑玉躍和郎︑林瞬

営藁品目

罵︑炭酸ソーダで逆摘賭し︑ウラ

ーキ精製工場も︑現在棊礎コンク

り︑今璽には完成の予定︒

リート打ちを七〇％以上終えてお

初荷

精製されたイエローケーキの

として仏あるいは米の濃縮工

鰭厳のウラ

人民民主共稲国のコトヌー港まで

ン

輸送され︑初めての

ってわが国の畏期ウラン供給計画

場へ向け船積み︑一一十年間にわた

の一翼を挺うことになる︒

原子力基本法等﹇部

改正法案など審議へ

第八牽四適齢国会戴く

第八十四通常国会が十二月十九

鑓召簗され︑岡B付けで衆・参科

された︒会期は五月＋七日までの

学技術振興対策特別婁農会が設楽

葛五十日田︒原子力基本法等一部

いるといえよう︒残念ながら︑行

談会扁によって︑つとに示されて

上坂舞︑田畑改一郎︑馬場猪太郎

灘︵以上宙践︶︑石弓久罵︑黛野

それだけに︑現試をふまえて練り

やす〃を総禽的に示すものだが︑

政懇が打ち出した原子力安全委照

しかし︑その成沓を決する大き

理する際にも供給麟の翌翌岡意や

は︑輸入したウランを濃縮︑薄処

雲新設のための原子力星本法など

化する︒プルトニウム懸盤のひろ

カーター政籏の背禦の理解と︑そ

明︶︑瀬崎博義︵共鷹︶︑申馬弘

がりが核の拡散につながる司能性

ならない︒そのための興体的な方

の対応にとって︑またわが圏の立

頼の園復である︒今年こそ︑行政

一それは東芝のモットーです一

気轟避讃漏鐡灘

原子力本部

したわが国拐の圏霊技術による発電罵原子炉に原子の火がともるわけで︑発電を開始すれば
の原子力発躍開発の歴史にピリオドが打たれ︑改罠標輩化による臼本型軽水炉の定覇と相

的な馨し合いはこれから︒

に燃料装衙を開始︑岡下旬に初期

だ︒

﹁ふげん﹂の建設︑運転は・機

る通薩雀の認司を経て五十四煮切

際的な核不拡散への勤きとうまく

る︒ヤ六万五千KWの発生醜力 雛の安瀬を自ら一つずつ確認しな

まって原子刀発電は国塵技術金盛蒔代の到来を迎える︒

術一辺倒

﹁ふげん﹂は︑煉炭型をした大
臨界達成にもちこむ計画︒巖初は

成︑これに先立ち竺月初旬からウ

がら作りあげた薩業界にとっても

マッチする︒

門ふげん一は︑動燃での研究開

型円筒容器︵カランドリア︶の瓢

発成果をもとに︑原子炉本体と璽

は︑関薦略力の送贈系統に蟹ぎ︑

薦二＋騰本の穴︵圧力暫︶に燃料

気設備を日立︵童舞鼠往︶︑格納

取り組んでいるもので︑わが國が

颪五十綴に璽る庶千二貰綴の斜坑

アクータ鉱床の平均ウラン含有

ラン鉱の採掘体制に入る︒

始︑七月からイエローケーキ蛋薩

は唯一の成功プロジェクトQ鉱区

参加している海外のウラン開発で

体制に入る兇通しを得た︒

鰐処理製業繋鴬化を促す原子炉管

改正法案が継続審査されるほか︑

規制法〜部改正法累が提出され︑

衆参科技特委員︑次のとおり︒

欝議される兇込み︒

衆院科技特11▽羅馬養・鰯本経

璽をメドに︑原子力開発利用獲期

市朗︵以上黒物︶︑雲上次郎︵公

爽︵公明︶▽理事・木野磯央︑小

計醸の改訂が進められていること

なカギは︑﹁むつ﹂放射線もれの

郷藤宗一郎︑宇野宗籏︑大石千

明︶︑小寓致灘︵民社︶▽婁翼︒

あることは周知の遡りである︒こ

ほしい︒

あげた実現性のある構想であって

の改正法案は︑昨隼の岡禽で欝議

に強い鴛惧を姻くカーター※大統

策と荷機的な体制をより慣穏に練

を新設して渚たるという方向が間

田薩明︑山崎竜男︵以上自助︶︑

式 △ 社
瓜
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炉心中央部にプルトニウム留化天

炉︒ウランにプルトエウムを加え

今春からウラン採掘

一次冷部系設備を三菱︑工学安翼

施設とタービン発電設備を粟芝︑

蘂合体が収められた圧力響型霊水

て核分裂怒物鷹の割合を増やした
プルトニウム馴化ウランを利用す
翼︑放酎性灘柔物処理系設備︑燃
西アフリカのニジェール共和国

認一一ジェールで 初荷 へ

ることにより︑燃料の組禽せの多

アクータ地域でウラン關発に取り

れ︑世界でも鰻大クラスのウラン

料交換装羅を冨士︑補助冷却系設

鉱山の一つ︒環境四頁人程度の従

備を三三の各往が握握して建設し

業員だが︑今桑中に六箇ゾ︑来年

アクータ・プロジェクトはOU 掘を昨隼九月に終了︑現在ウラン

RD︑仏コジェマ︑ニジェール政 採掘のための坑底磯壁構造の構築
発﹂︵OURD︶は︑いよいよ今

繕んでいる﹁海外ウラン資源開

府︑スペイン逸NUSAが共岡で
に入っており︑今春四月には完

の資源節約が間れるのが特徴︒
でもある︒

春三月からウラン鉱石の採掘を開

纐葛まってきて

だ︒昭和四十七奪以来六鎌ぶりに

る︒琶︑その道は﹁原子力行政懇

教訓をどう隻かすかにかかってい

おり︑このための翼体的措羅が今

いう観点から︑ウラン輸出に厳し

比に果たすウラン供給國の澱佳と

め

蜀圃されるこの計轟は︑縛來へ向

国内的に注圏されるのは︑この

点検の必要性は
ン資源濁だが︑両國とも核拡散防

う︒カナダ︑鰻州とも園揺のウラ

折衝などが望濠れるところだ︒

だ︒この響え方の墓礎となってい

とする姿勢を崩していないよう

様化と︑天然ウランや濃縮ウラン

臨霊技術の舞舞

動燃では︑一︑一︸月を通じ系続

た

果癒概されてくるプルトニウムを
機能試験を行ったあと︑三月中働

門ふげん﹂が︑軽水炉の運転の精

消化する炉であることも最近の国

一九七八年の原子力

⁝報告︵原子力の閥題点と選択︶

るのがいわゆるフォード／マイタ

い条件を捌し︑相手隈に厳格な綴

けての原子力閤発のあり方と

窟由璽四郎︑佐々木義武︑中村弘

であり︑検討にあたった二十一人

いるっここでとくに問題になるの

陣描記を求める政策を打ち出して

春に期待されている︒

國にとって︑プルトニウムの有効

の科学蚕︑政治・経済学蓄の多く

れらの人びとは今臼の米麟原子力

り︑同一の核物質について二璽︑

保陣網羅が要求されることであ

が璽ねられたにもかかわらず︑今

領の呼びかけを契機に設けられた

りあげることは︑今矩の二等の課

供される危険性をはらむことにな

悠紀炎︑中山太郎︑永野厳雄︑安

國原子力発蹴殼備一式（原子炉、核燃科、タービン、発聡機）

@

その課題と展望
低織する國際経済と後還する内

が︑カーター大里領のブレーンで

を持つ臼本にあっては核箪事利用

政策の実質的な立禦暫であり︑掴

密に浮いていた原子力船開発襲

だ︒岡隠に︑被爆経験

利屠は中︒慢期エネルギー政策の

の蕊足は国是であり︑核兵器の廃

轟蓄であるといわれるほど︑カ⁝

簗稠の延畏が︑昨隼の国会で昭和

かなめ

灘のはざまで迎えた一九七八年−

を開けた︒だが︑この無の原子力

絶は圏蔑的悲願でもある︒こうし

三璽の規制が課されるおそれがあ

魏魏力の世界もまたひっそりと幕

開発は多難多難のようだ︒

たわが国の立場は︑原子力軍和利

ることだ︒これは膿縮や再処理の

この技術的検討の場で︑闇題がど

場への※濁の認識を高めるうえ

原子力エネルギー利用と核拡散
防止を両立させる方途を探る国際

が︑臼ホ原子力聖業象議は今田単

ター政権に強い影響を与えている

︵以上社鼓︶︑近江巴認夫︵公
とする議圏のそれを色濃く投影し

核燃料サイクル評緬︵INF用
Cにエネルギ⁝の廟並を求めよう

のように取扱われ︑どのような収

魎だ︒

毅︵新自︶︒

束の方陶を示すかは︑麗界の沌閣

懇の縮論を導体的に生かさなけれ

めて大きく期待されるところが

沢蒸溜︵瓢盧︶︒

上社会︶︑中村親次︵民祉︶︑柿

﹁む2の粟たすべき腰割がきわ ば︑これからの原子力開発は地に
許さない要翼が少なくないが︑各

に係留されている岡船の改膨︑総

ら︑三年余りも下北楽鵬の大湊湛

まった︒新しい出発にあたって︑

﹁プルトニウム路線の回避﹂を

昨蕉から持ち越された鰹加原子

れた綴離漿霞におきかえるための

供給国の規制を園際的に瓢兀化さ

りかねない︒供給麟の態度から原
内外に求めて︑世界の原子力に大

力協定改訂交渉に撫えて︑優襲原

子力協定交渉の見旧しには楽観を
きな波紋を呼んだ※カーター政権

子力協運も今蕪改訂交渉に入ろ

で︑大きな悪騒を持つことになる
にとっては距大な圏欝欝といえよ

するところだが︑とりわけわが國

は︑現在もなお︑核不拡散を原子

だろう︒
う︒

力エネルギー利用に優先させよう

赤桐操︑松繭達郎︑吉堀正雄︵以
原子力を搭いてエネルギー問題

ついたものにはならないだろうQ

解決の現実約方策を持たないわが

Q

＾

安全で環境に調和した原子力発電所

欝

ナショナル・プ筒ジェクトとして救賀市
明神町に建設され、3月に臨界を迎える
鋤燃の新型転換炉原型炉「ふげん」

＝

囲

娠轡棄京5895醤
鐸建詮蓉（59凄｝6121（代｝

棄京都港区新檎1丁昌1灘3号（策躍旧館内｝

議
ム
四
産
力

子
原
本

発行
昭和31年3月12日第三種郵便物

エネル ギ ー 危 機 到 来 が 必 至 と

政党パネルでは冒頭︑司会の岸本氏から︑エネル
段にあるとするならば︑国会での愈意形成はことさ

くりでなく︑それを爽麗するための翼依的な政策手
している︒この点は新自由クラブ

ていくことが必要﹂︵中村氏︶と
ち出しているものの︑考え方は他

と歯舞︑各党とほぼ岡一の線を打

党とかなり異なる︒瀬崎氏は︑
﹁これまで政府は国際競象力が見

もほぼ同じ響え方だ︒ここ一両隼

ギー問題といってもカバーする分野は広く内容も膨
ら急がれねばならないだろうQ

大で︑このため無題を各党のエネルギー政策︑原子

り︑この選択から漏れたものは衰

みられな が ら ︑ わ が 国 で は こ れ

返産業として整理︑転換させる方

込める産業を選んで高度成長を図

とスロー・ダウンさせ︑省エネル

向をとってきた︒このため本来は

は七︑八％にもつていかざるを得

ギーの効果とも楢まちながら五％

年末年始で当然休書入りしていた国会も近く審議

台へと低成長経済に誘導していく
手段にすぎない経済の成長︑拡大

力など石抽代替エネルギーの開発︑および並地と国

規制行政一貫化を蟹的とした原子力基本法箸一部改

過渡的な政策が必要だとしてい

い︑国民生橘が犠牲にされるとい

が逆にそれ自体囲朗化してしま

にどう対処すべきかまだ合意が

こうした案件を主題に論議が深められ︑共通政策と

正法案が提出されており︑エネルギー当機蹴避へ︑

る︒大成氏は﹁嶺廊の円高外圧緩

ないが︑五十五庫頃には六％台へ

総じて各党ともエネルギー問題へのとり組みを強

して推進されることが要請される︒わが国にとって

和のためには内需拡大と輸入憩路

を再開するが︑原子力に関しても安金委員会新設と

化︑国政レベルでの論議が必嚢ということで認識を

選択の輻が狭いということもこの際︑加味されなけ

民合懲の三点に絞りたいとした指摘があり︑各党の

の問魍ととり組む姿塾を強化し

高めていることがパネルのやりとりを通じわかった

ればならないのは当然であろう︒

得られていない︒欧州各醗では

内政の充 実 ︑ そ し て 国 際 的 対 応

ものの︑もう一歩突っ込みそれでは興捧策はどうす

見解︑考え方が求められた︒

を穰極化 し つ つ あ る が ︑ 合 葱 は

るかとなると︑まだまだ考え方に開きのあることも

況︑円高もそのあらわれの一つ扁

使ったものはうち三千四颪二幅で

疹といわれているが︑これまでに

ペースで採掘できるとした覧解を

りも乱掘さえなければ十分に採算

し

1：§1撫・3︶
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日本原子力産業会議会長

亀

孝浄ー

日本原子力産業会議副会長

日本原子力産業会議副会長

日本原子力産業会議副会長

円城寺次郎

日本原子力産業会議副会長

蒸蒸散瓶

230万k2

するための計画的国民負担が実麗

︵新自ク︶等々︑そのあり方︑方

できるような政策誘鯉が肝要﹂

策には多少のズレもある︒﹁これ

以上の犠牲は容認できない﹂とい

うのが共産党︒瀬崎氏は負担鱈は

すべきだと強調︑他方︑﹁しかし

大企業へ回すよう価格体系を兇臨

省エネルギー賃撞は仕方のないも

にした︒同氏はさらに︑負担の内

のだろう﹂とした響え方を聡らか

容が姫格だとするならば国民はす

でに露力料金などの形で犠牲を強

いられており﹁これ以上は︑無茶

な話﹂で︑このほかエネル走i開

発賃金も例えば石炭の液化ガス化

など自前の技術開発にはささやか

アンバランスも懸正する必要があ

にしか投資されておらずこうした

るなど指摘した︒

日本原子力産業会議副会長

埼

社会は原∫力の低稼動運転が可饒な場合、16（X）力kwを予備供給に見込んでいる。

414億k2（678）

432億k2（68．0）

与野党合 意 の も と に 国 を あ げ こ

必翼なはずであり︑エネルギー

経済誌薩にいう六︒七％達成さえ

ほどよいものではないと強調︑望

と撮署し︑成長率は高ければ高い

う結果を紹いた︒今暇の長びく不

対処もあって﹁長期的にはかなり
危ぶまれているが︑この一両無の

線は避けて通れないだろう︒現行

下げていかざるを得ない偏︵塩出

と設備投資を図ることだとした考

要繕を喚起しそれに見台つた生産

ましいのは住宅建設など通じて需

要﹂と強調︑備薔蔵置が同党のエ

え方を示した︒

た事態回避のためにも当然・必

高度経済成長は失業︑倒薩といっ

氏︶といった晃方︒民社党は国際

不侃と腿用不安をまず問題視︑こ

明らかにした︒共産党は覧・八％

ネルギー選択の方圓であることも

情勢への配慮に加え曲面の深麗な

のため瞥経済成長率は五一篇︑四

婦している︒オイル︒ショック後

は世騨の可採石油埋蔵蟹は約二兆

きだと強調︑一方共渡党．瀬崎氏

石癌コストは四倍強の穴蔵思上り

とした独特な情勢判断もあわせ娼

起こる可能性も否定できないなど

年塵は七％程度とし次第に調整し

共通認識の欠
エネルギー危機はどのような惰

落にも問題

に新蒔田は発見されず椙殺すると

にわだり︑これに伴う経済的︑精

﹁登庸を乗り切るのが﹃対策﹄

k3，100万￡〕

むしろ翼源小国日本でこそ急ぎ

閣らかにされたu問題が単なる数字のバランス裟づ

いるのもこうした背無があるか

し︑海外からこの数年の日本の経

ことを重視しなければならないと

畏率がトレード︒オフ関係にある

与謝野氏は強調︑失業率と経済成

れだけの成長率達成は不可欠だと

実など福祉水嬉向上のためにもこ

N代危機に 積 極 対 応

成長率︑ほぼ横一線

国会開催の要講などが高まって

らに他ならないといえよう︒

今園は さ き ご ろ 臼 本 原 子 力 文
化振興財 団 が ﹁ エ ネ ル ギ ー ・ 原

▽司会ます各党が今後十
年間の経済成駒率をどうみて
いるか︑エネルギー危機に対

済成長率は低すぎるとした批判が

する根拠と惰勢判断︑将来の
エネルギー・バランス塞現の

赤享が残る︑加えて石油は有限資

掘って︑どこにもつていくかとい

社会︑共産両党はエネルギー危

神的負担は避けられない﹂とした
考え方を明らかにした︒負担には

iその他）250カk2（04）

@340万k2

i04）

子力を懐える﹂を基翻テーマに

策京で開 い た 政 党 パ ネ ル 座 談 会

え方︑問題点などを個別に拾い

から︑各 党 エ ネ ル ギ ー 政 策 の 湾

出してみた︒以下はその概要で
ある︒

ため国民にどの程度の負担が

も︑それへの対処方策となるとこ

は危機到来を必歪と読みながら

その六分の一にすぎないとし︑残

し社会党は︑経済成長率は予測し

勢判断にもとつくものかII各党 をみせ羅要堰二心陶とはうらはら

難いとしながらも︑向こう十隼間

れまた︑まちまち︒窟罠︑公明︑

うこと︒瀬崎氏は﹁メジャーや来

た︒粟欧圏諸国でも溺給体系が崩

めながらも︑とくに社会党・石野

機を現実性をもつたものと受けと

だ︒そのために国民がどんな負担

104億k2

あることもっけ加えた︒これに対

ば許容できるのか一この三

は巖高欄％程度をメドと踏み︑今

民社︑新肉由クラブ各党が穰極対

国の石蝋戦略にこそ危機の原國が
ある﹂と分析しながら︑あわせて
危機対策として国内資源の開発利
用︑宙主的資源外交︑エネルギー蘭

とともに︑こ

摘した︒公明︑民器︑新自由クラ

れかけているといわれ︑域内に供

氏は危機を﹁絶対的なものではな

エネルギー問題が一国だけで解決

をすればよいかは自らの生酒との

％とした警え方も打ち幽している

︵民社︶︑﹁一つ一つ障轡を突破

@敦）6万t
U，234万t

求められどこまでの犠牲なら

点を中心に兇解︑警え方を問

後はむしろ各国並みにもう少し低

応を強調しているのに対し︑社

当面は高度成

党は︑最近になって石油に鰻的限
源だとし︑こうしたことから﹁産

表明︒問題はこの資源をどれだけ

くなろうとした響え方を打ち出し

会︑共産両党のとらえ方は異質

う︒

ている︒問題は︑膣用安定への対

だ︒積極対応側はつまりII自民

ていかねばならないとし︑﹁いわ

界がみえてきたのに潴え︑各国も

た四つの可能性を追求する注置的

書抑潮︑新エネルギー開発といっ

な政策を提起した︒共産党はエネ

よなどとした提案も試みている︒

お返し負担

う錨地的な負担も受益轡による至
恩の

将来のエネルギー・バランス︑

ブ各党も﹁負担は止むを得ない﹂

の負担と犠牲
とくに安定供給へ国民が負う負担

れからのわが国には不可欠だと指

う﹂としながら︑エネルギー危機

給齎佳を負っているソ連の出方も

く梱対的なもの﹂と決めつけ︑こ

し響ない要素を含んでいるだけ

兼ね禽いで黙籍する必要がある﹂

る︒与謝野氏は施設周辺住民が賃

@1，713ノコkw（26）
@2，（瀬7万毛（62）

ｵに賊し

@662万kw

42億鑑2（669）

@9，500万t（129）

i124）

Q，00G万t
Q，600万kw
Q，400万t
X，300万t

P，860万t

聞

土
産
処︒石野氏は従来の誓え方を変え

まず経済の先行き兇通しについ
ゆる聴間短縮とか企業利益率のセ

立調整はかなり早く到来するので

長政策も必要
て︒各党はともに︑経済成長率の

こぞってエネルギー政策を慧転厩

だ︒新自由クラブは︑危機だけが

ルギー産業をすべて公的部門に移

はないか﹂とみているのが民社党

せ︑総合エネルギー公訴を設立せ

する傾陶があり︑また︑産一国に

これを引き金に経済︑社会︑文化
など各面へ危機が疲及するのを憂

を求めている︒大成氏
は﹁石縮憩薩のピークは九〇年を

さらに大きな輸入国になろう﹂な

でいることからみて八0年代には 中心に前後鷺年とみて誤りなかろ

避けられぬ国民

突発することはあり得ないとし︑

隼前三酉万ゆ／日だったものが現

慮︑そうしたことがないよう

向も手伝っていると悩勢判断︒与

在ではわが国の約倍に相当する九

治の決断

政
否万ゆ／日とウナギ登りの急増を

謝野氏は﹁来国の石油輸入壷は五

よる資源湿存政策や米国の輸入動

ーブによる隈嗣繕大を含め全捧と

して経済の均衡を保っていくとい

見方が麗実性を帯びてきたせい

致した数字を

か︑今後十年間のそれを概ね六％
前後と予測︑ほぼ

はじき出しているのが特色︒た
だ︑この数字のとらえ方について

は必要﹂とし︑社

は︑各党まちまちだ︒例えば困民
党が﹁六％以卜

会党が﹇六％程塵が簸高﹂として

の︶つり合いもとれない﹂などと

った答え方をしない騰り︵盤界と 示しており︑国内生産が落ち込ん

もの失業者がいるのに︑成長率を

指摘した︒

いる等々︒﹁曉在でさえ百十万入

落とせばこの数字はさらに川間し

とした考え方だが︑﹁懸性は可能

当然の帰
とした見方もある︒この点︑

あわせ︑今後の成り行きが注視さ

のため産業構造の変堅あるいは省

に︑対外経済協力に伴うものもあ

自属党は﹁国罠負担は安定供給︑

結

とからみると︑一方で

も︑エネルギー開発が長期︑膨大

と強調︑資源有志譜代に対する共

な投資を必要とするものであるこ

念︑わが国も現在のまま推移する

通認識の欠藩に問題のあることを

に翼の危機がある

こうしだ両党見解とは別に︑課

ならば経済社会は嬢滅的な打繋を

指摘した︒

れるところ︒八五無エネルギー危

エネルギー対策など経済的側薦か

合懸の危機

題はもっと高く七％台を臨標に追

隔ろうと懸鐘を鳴らし︑脱石油へ

は物理的なものではなくむしろ

いうのが自民党の考え方︒適切な

よう︒社会的にも詳されない﹂と

い追い藩ち着かせていくという︑

全力投入が必要なことを指摘し

ど予測しながら鰯給の悪化を懸

魑用の場確保そして社会保障の充

いわゆるスライド制を打ち出して

機を目標に対策を慧げとする公明

らの対慮によりウエイトを圏くべ

コスト憎︑衡エネルギー等々各面

とし︑平均六％︒同党の国民橿祉

はつ競り前半を七％︑後半を五％

党は︑石油危機は米世界戦略の一

な盗り少くすべきだ﹂︵公明︶︑

中期計画に対応し前半五隼間は七

環ではないか︑第五次申東戦争が

・ご％︑あとは六十五鋸痩まで六

ネルギー偶勢︑畷境保全等々への

P，950万kw
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が︑わが壌の資源甥悩︑世界のエ

ブ三党の警え方だ︒公明党の鬼燈

いるのが公明︑民社︑新自由クラ

中村利次氏⁝

塊出啓典疑
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力

原

原子力

が主流
どと捲糊しながら﹁すべて初歩段
れ四︑五百億円が必要など投資の

ラント建設︑騨用船建遮にそれぞ

ことから﹁二十一世紀のエネルギ

して異用化までの懐妊期間が畏い

クトに違いないが︑エネルギーと

文

が腰を据えてとり組むよう

産業構造の抜木的な黍疇しに政將

ー推進と供給サイドからの二王依

﹁鮒要サイドからの雀エネルギ

注

階にありこのため未解開の問題も
颪で難点があり︑これに加え二十

ー﹂と位國づけ︑研究開発など投

をつけている︒

多い︒まず安全性を徹底究明せ
蕉以上の擾鰯契約が果たして司能

存度低下をペースに︑実行可能な

エネルギー制的晴代に対処してい

あらゆる亭段を周い︑予想される

ことが︑それだ︒

獺の一鞭の横極化を強調している

省エネルギーについても各党い

く﹂というのが自民党の考え方︒

でにはまだまだかなりの難蘭突破

かとした問題もあって︑実馴化ま

コハ半面ゼロ開発

よ扁と強調︑
を﹂とした独欝の開発罠通しをポ

ずれも高く評価しており︑とくに

いわば各種エネルギーの

した︒藁産党は六十五鋸時点で構

地熱や水力︑潮力︑風力︑暖気

社△瓜︑公明︑共産各党計薩は六十

発
八％を穴きく上圓っているのが特

のため質︑腿ともに安定的な供絵

とって選択の幅は葬常に狭く︑こ

が闘党の方針で︑門わが國に

色︒新自由クラブもかなりのウエ

W︶と一応供給力に禽めてはいる
熱および核融合など新エネルギー

を麗込み政厨ベース計画の〜○・

無の省エネルギー率一五〜一六％

成比二・六％︵千七百十⁝二万K が余儀なくされそう︒

に対する各党の轄え方は一致して

比べ問題にならない﹂としてお
ってはいるが立地で愈恵さえ得ら ものの︑﹁原子力は研究開発が始

いる︒いずれも魅力あるプロジェ

り︑再処理など基本的な問題も残

まったばかりだ﹂とし︑現在は開

並行開

発方針︑行政︑研究開発体制など
再検討の時期だとしている︒つま

可能﹂と位麗づけている︒

れれば﹁かなり慧ピッチで開発が

り︑石油代替エネルギ⁝の主役︑

党利党略の問題でないといった点

のが各党一致した見方で︑審議強

からも超党派の愈愈は当然という

エネルギー対策特別蚕興会の設躍

化に向け公明党と難じく民社党も

量定への催蔑滲加も︑その必要

を提案している︒

あり方や方法など翼夢裏方策とな

性で各党箆解は一致するものの・

ると巽論もある︒堪出氏は門議会

なり圏会の意思がすなわち庄罠参

加だ一としている︒別に公聴会の

とは﹁すべての資糟を特許をとる

制度化なども必嚢だが︑肝要なこ

なりして公開していくことだ扁と

がり︑国会倉懇への近道にもなろ

強調︒これが結局住民参加につな

うという︒与謝野氏は﹁強行はも

ちろん避けねばならないが・可能

性がなくもない﹂としながらも︑

ットが限定されるため公平を期す

とくに立地に際してはそのデメリ

調︑門間題は各個が将来に対する

よう政策努力が不司欠なことを強

展錘と嚢任ある判断のもとに決定

エネルギー聞題は政治︑経済など

に参羽することだ﹂としている︒

があり︑この点で住民参舘︑愈意

広範多岐︑摂期にわたる政策課題

形成は必須の蟄件だともいう︒民

社党と新潔磁クラブの義解もこれ

と似た考え方だが︑とくに民社党

で は﹁淡断のできる故事が住民参加

雛型

モ＝

本命

推進を図る方針だ︒かつて六十五

五薙六千万KW弓隠を籔標に横田

ら︑六十無三千三菅万KW︑六十

頼性を高め立地に命悪を求めなが

に対する評価の根拠︒安全控︑僑

い旛設1一等々が宙民党の原子力

難題多い石炭︑しNG
▽司会・経済成長率維持に
必要なエネルギーをどのよう
にして確保し︑鷹機をどう乗
り切るか︒各橿既存エネルギ
ーの醐給見通し︑原子力の評

年千二酉万KWの開発構想をもつ
︵効集︶の大きさもさることなが

これらに対し︑﹁核エネルギー

エネルギー対策は政治体制やイデ

も謹まれてくるはず﹂と翻言し︑

当然︑党派を超えたコンセンサス

のか凝ら淡まってくるだろうし︑

撃を響えるとどう対処すればよい

与謝野氏は﹁わが圏の躍かれた立

求められる超党派の合意
エネルギー聞題で

力が必要と考えるか︒政策や

か︑そのためにどのような努

超党派の禽愈はできないの

▽司会

国民参加で見解一致

この観点から三三党も輸送体系や

臨が肝要なことを指摘しており︑

としている︒

価だ︒

げかけた︒とくに民社党からは
門口内空は採炭条件が悪化してい

四万人もいたが︑現在はわずかに

る上︑炭鉱労働暫も十五駕前二十

響

樹造を形成していく必要がある﹂

既禅エネルギー︑中でも石炭は

籔購

だ単体でなくシステム的な国の対

調にいったとしても全エネルギー

うのが共産党の原子力に対する騨

イトづけをしているが︑野党はた

禰要の二謝程度をカバーするだけ

二万三千人と十分の一以下に減少
している︒附策を徹底鮒に打ち尽
したとしても二千万ジ維持は容笏
でなく︑六十年二千二颪万ジベー

スでの火力発電九酉八十万KW開
発計醸は技術開発の点からも限難

立地の決定に際しての麟厩参

﹁危機が現鍵のものとなっていな

オロギーの問題ではないとして

い今こそ︑湊断し行動に移す必要
がある﹂と強調︒ただ︑坐湧爽感
としてエネルギー危機が受けとめ
られておらず説得力に欠けるきら
いもあるとして憂慮︑さらに一魍
の努力をうながす︒他党もこれに

．8
9
●

中心的な沿い手になり得ないとい

ら︑同時にそれによる危轡も大き
い﹂というのが社会党の見解︒石
野氏は遥伝主審はとくに罪質だな

いはみられていない︒各党提示の

世界的に騒も豊寵だしコストも安

上で実縦を示せ﹂という︒蹴界一

だ﹂とした兇通しが示され︑国内
炭依存には無理がある︑との指摘

エネルギー危機へ各党は栗たし

棚はどうあるべきと襲うか︒
クリ：ン・エネルギ⁝の一つと

て禽愈できるのか︑そして政策あ

もあった︒

してかなり有凝視されているのが

LNGだ︒各党とも﹁開発の余地るいは立地決定に国民はどのよう

・

ほぼ同調した潰え方だ︒公明党は

エネルギー対策判別婁員会の設置

具体策の一つとして国会における

も提案している︒社会︑共産壷鐙

総

ももちろん国会での愈慈づくりに
前向きだが︑これはいわゆる

各論

についてのこと︒石野茂は

を生かし立地命懲の大藩提になろ

﹁原子力開発問題など

は盆悪できにくい点があることも

はまず環境アセスメントを確固と

う扁などと三揃Q社金党︑共藤党

論

明らかにし︑瀬崎茂は﹁たとえ対

認めざるを偲ない﹂とした蕩えを

民参加へ必至なルールづくりも提

だQエネルギー問題が

薬している︒

したものにすることが墓本で︑圃

弾力的

てやぶさかではない扁と姿勢は

蝟ﾊは7〜8％とし 立があったとしても部分的な倉懸

新自由クラブ

が珂能なら︑その合悪追求に決し

・節 約・省工不ルギー税制

・65年五丁万㎞・研究圏発投資墨譜・稜梅推進

・輪入炭奪入績極俳

・核融合推進

昌麗新設・工苓ルギー握当補佐・工不ルギ⁝国会膳催・共通認識の形成設・総合工不ルキー税鰐

な形で参加すべきか一1自民党・

民主社会党

整していく・朋早舞は7％とし調

H不ルキー節約法制・浪費の抑鯉

・ウ地合甑に全力投入・積梅措選

・技術閣発推進・産業保護

・海外俄給瀞確保・体制整錦

V工小ルギーは圃の・研究開発捉雌法制定

薪没・工期ルギー蒋重工31．石油依存脱脚澱・資源工不ルギ⁝省設

は十分﹂と静岡き姿勢ながら︑プ

・廟誓的資源外交・越米縫属三脚の積極般資・薪工冬ルギ⁝閥発へ・国内資源の積梅開発

庄巾

麹㍾H冬ルギー会社・研究開発積極推進

香@

産

党

・60年千ヒ爵万㎞・女黛委薪設問題あり∴紅政のあり方再検討

共

灘

価︑新エネルギーの貢献麓を
ていた公明党は新しく二千二葛万

KWに原子力の論難を高め︑一極
化を打ち出している︒ただ︑分極

みに建設を慧ぐよりも今はむしろ

化といっても岡党の曹え方はむや

颯と規襖が政瘤暫定見通しとほぼ
で︑危機到来が多少延びるにすぎ
く︑輸入も容易といった点で大方・

ネルギ⁝として嵐命視しているの

億KWの実纏を踏まえながら苓 の軽え︒しかし公明︑民社︑新自

党

盤流体制御精機の領域です

中心に各党の見解を闇う︒

各種エネルギーが危機乗り切り

似かよったものとなっている点も
ない︒稼働率が五劉を挙るようで
の書方は一致している︒とくに敏

に対し︑社会︑共産両党は﹁まだ
こそ国費的努力が必要﹂と訴える

った技術開発に加え立地や灰処理

救世主

成・民族系石油会社餌編鐙・エネルギー特別委設・績掻的な技術開発醸し・糊二八不ルギーの見

?力︑地餓︑の腿発推・羨慕投資推進

・積梅導入

・助成拡人・枝術開発継進

・資糾の公開・安全委額設問題あり・稼働率向上

明

Ψ5％︶・6％︵浄石7％︑後
・5・8％

公

．

原子力は立地
の合意にカギ
へどんな役謝を漿たし︑どの程魔 稼働率の向上︑安全技術の拡充等
霞献ずるか一各党政策には︑ニュ

特色づけられよう︒

は到底国罠から儲頼も縛られまい
会党は政府ベース翫魎に国内炭五

アンスの違いこそあれ・極端な違

こうした申でとくに原子力につ
だろうし︑だからここで國民愈葱

に全力投入すべきだというのが主
各党一致の新エ
張点︒塩出氏はh謝画がすべて順
ネルギー開発

いては圏民︑公明︑民社︑新慮由

へ万全の配慮をし︑まず稼働率向 酉万ゾ︑輸入炭千五百万ナをそれ

実験︒研究の段階偏と位羅づけ︑

新宮由クラブ︑大成氏は原子力産

などにも間題が多いとしてh当面

クラブ各党がそれぞれ石油代替エ

評価が分かれている︒中・長期的
業が負う経済上のリスクは安全保

のエネルギー危機への

ぞれ上横みする方針で︑霊力傾注

にみて最も供給司能性が蕩い︑エ
隔といった毘地から羅がしょって

ﾀ全委緬設及対問題・核融合推選・六セ葺灘発ゼロ・女全研究徹底

・活用化法制定・産業の瞬膏化・主力傾油

・三人鉱大

?力再閣発︑地熱も進・サノノヤイノ甜扇蟹

会設置・工不ルギi零話委員・電力再編浅・糊着資源薄二塁観・経済政策鉱換を重豊

由クラブ各党は︑脱硫や脱硝とい

ネルギーの自立化が期待できる︑

と考えるのは樋めて危険だ扁など

へあらゆる擁から対・工不ルギー搾鱗時代

・二型炉嗣発・燃特サイクル確Ψ視制行政 二化握進・猿〜力安全炉辺設と

・経済協力強化・丁令三法の寄々活用応

いくよう方廟転換すべきだとした

他

相当期聞鮪薔を行うのと同等の効

の

腺

GNL

麓工 一新ギ

炭亜

策省工不ルギー

・6％が最簡

・瞬内炭拡大・技術隔発推進

と指摘︑社会党の考えに疑問を投

施

越え方を示した︒民社覚は﹁他に

そ

策旛約皿貝

と

・6％以L維持
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これらについてエネルギー自給審議会が︑米商務省のビール︑ワ

ている◎さらにこの計算ではワイ

﹁歴史的な経過として︑コスト低

として発電所の大容鍛化︑送電技

減︑供給儲頼麓向上のための手段

までに成長している﹂と述べ︑これと同様な工程によっているピー

ンやビールからのアルコールを使

〜

﹁彼らによく蟹告しておいたのに

ヨ

一

一 多

必要とするようである︒このソフ

愈毘も出ている︒ さらに︑原子力や大型化石発電

を減らすことはできない偏などの

う強硬論もある︒

期待せざるを待ないだろう﹂とい

これらとは欝欝ニュアンスの異

のに︑﹁今後五十年間に輸送用燃

なる論評として興味を抱かせるも

代薔が麗産物からのアルコールで

った﹂と︒これを皮肉な言掛の遊

まったくよう

のプロロ；グを受けて次のように

畿灘

︷差

なきタらヨ

Ψ〜一

〜藁養磯：

鼻 1︑ 二三

；／

蕪／
譲麟
／

輝1

扉がロノクされます。

は米誌フォーリン・アフェアーズに一望ほど前

胴切稀な形状にまで蒸留するため

の分散化は時代の逆行﹈﹁ソフト

術の発達が麟られてきた︒これら

二

11するとまったく

社会がどのような

だ︒だがそれは︑

すの変わった

しめくくっているQ﹁私はほとん

ローグで縮ばれるのだろうか︒

践された時︑いったいどんなエピ

監視する二期的な藍黄です。

火だね
インの生産統計を使って照らし舎

の熱は考慮していない︒したがっ

一多

変わった﹂

ものかということへの不安ととも

ことのない道﹂は︑ロバ⁝ト・フ

ど人が建を踏み入れたことのない

また、｛5染が検出された場合には

をめぐる論議がいま米国でくすぶっている︒
ルおよびワイン醸造業を例にひい
わせたところ︑ロビンスの結論と

て︑実際の比はもっと醐くなるは

5玉

・ガンジーの家内工業によく似て

ロビンスは︑このプロローグ

ロストの寝藁をプロローグにして

娼入【塀の開閉や

の全身に討着した放射線を、調定・

ソフト・エネルギー

て︑現在のワイン望事所とビール

﹁計算の糖果︑ガソリン三落

は異った箸が出た︒同轄議会は︑

ト・パスに対する投資を少しつつ

はそれまでほとんど無声にちかかった

に掲載された門エネルギー戦略T1選択されたことのない遵﹂と題する論文︑

醸造所の約十〜十四傍の規模があ

わけて行ったからといって説得額

火つけ役

総懸物理学者で︑環境保護樹体﹁フレンズ・オブ︒アース﹂︵地球の及の会︶の英国代裏の一人︑アモリー・B︒ロビンスだ︒その

れば︑今日の米国のガソリン消費
六億濯を潤替りするには︑ビール

酒類のアウトプットとアルコール

・パスへの移行はハード・パスの

論点は︑近代の工業化社会がとっているエネルギー路線ーーすなわち︑心中化された高魔の技術の急速な拡大に依存する路線︵ハ

とワインが合計約八千四百億渚必

のアウトプットを取り違えたこと

二十 ずだ﹂と報告している︒もっと

ード︒パス︶は資源的にも︑資金的にも︑また漁網画からも行き詰まるとして︑どこにでもある再生可能なエネルギー︑低度な技
壷のおよそ三分の

要なことがわかった︒現在の生産

継続よりももっと簗中愚な投資を

術でとり出せるエネルギー︑地域的に分敬しうるエネルギ⁝といった路線︵ソフト・パス︶に切り換えるべきであり︑それが笏能
う︑としている︒さらに︑﹁仮に

蟹は約五十億渚なのでその比はほ

も︑ロビンスはこの差異について

だ︑とするところにある︒ロビンスの掲げるエネルギー技術は︑太陽熱暖冷房︑有機物転換︑廃熱利用︑風力などであり︑いわゆ

になると推定される来世紀初頭頃

輔翼部門が現在の平均効率の三傑

一多

難力しかない扁として︑ソフト︒

って石油換算で一B一④を倹約す エネルギー技術への全劇的依存を

イックスの効果を強調︑これによ

三

によるもののようだ﹂と切り返え

多

しているといわれる︒

一

ぼ颪六十六になるが︑ロビンスの

多

には︑全輸送罪質は有機物転換で

多多一

のことは当然といえるかも知れない︒しかし一方では︑ソフト・パス論は単なるエネルギー論ではなく︑それを媒体とした社会舗度

一

ニニ

計糠ではこの比は十ゼ＋四とされ

﹂

満たされよう﹂ともつけ加える︒

を賄えるだろ

て強く齎定している︒もっともロビンスの提嘱するソフト・パス論の狙いは原子力否定にある︑と見るむきが多いところがらもこ

るビッグ・サイエンスにもとつくエネルギー生壁技術や大規模かつ纂中的な供給システム︑なかんづく原子力利用は核入舎を含め

と指

錫

やんわりと捲乱する悪晃・﹁省エ

いる︒それはある悪味で︑大衆の

を︑これまで翼翼がされてきた

のことは︑ロビンス自身が﹁二つ

始まっている︒

圏

藪

竃士電機製蓮株式会社。全，臼檸業部〒100東京都

あ問い合わせば

τ薮L（03）211一アユ11㈹〆｝

『Fイ六二E｛ヨ籔孝邑楽田圃i−12−1（奪凹凹i臭田圃ヒ；ノレ）

のくみかえ論だ︑ともされており︑このため技術鮒︑経済的︑社会的さらには倫理的な観点からの疑問や反論を呼び起こしている︒

ソフト・パスは︑これらの技術

るに襲する投資額は鰻腐でも二万

ードなものも︑ソフトなものも含

運命を改翻しようとする努力から

のパスは相互に排他的であり︑一

行きどまり

ことの臨慰として示している︒し

は

かし︑昨年春の原薩単記大会で︑

すれば︑ソフト︒パスを維持し続

1・

動謙システムを璽視している︒

とは別に︑エネルギー節約という

めて︑いろいろな技術をほどよく

の逸脱である︒インドの村落罠に

であった扁

けるために往会が崩壊するか・あ

ラーソンは︑講演の中でソフト・

いう出方もある︒そしてそれゆえ

度の改革を図ろうとしている﹂と

ノ

の群細が必ずしも明確でないこ
と︑その技術的フィジビリティが

畠

な制度上の問題にまで言及してい

ミックスした社会を支持し︑これ

に︑ひとたびソフト・パスを選択

電化

米原薩︵AIF︶副理劉長のH・
方に懐手することによって他方が

要するとして︑ノース・スロープ

》。

に窩まっているが︑ソフト︒パス

纏

いが︑原子力発電を止めるという
理由にはならない︒雀エネルギー

ネルギーは可能であるかも知れな

が巖大の効果をあらわすのは・石

なければならないとする論理は理

五千がであり︑各種のエネルギー

くらべて格段に少ない︑と指摘し

油と天然ガスの懸盤を減少させる

解に冠しむ︒そんなことをすれば

供給施設を増やすための投資額に

ている︒また︑多くの産業で通欝

場含であり︑それは原子力発電の

食糧問題につながってしまう﹂と

選択されたことのない鼻聾
を選択すると原子力とは薩ちに訣

生産されるプロセス蒸気の副産物

示す効渠と同じわけだから﹂との

いる︒それはソフト・パス論の大

および都市の廃藁物をメタノール

別することができ︑石炭︑石漉・

として餓気を生産するなどの熱爾

指摘などが相次いでいる︒また︑

きわめて大きな構成要粟を持って

潮提ともいうべきものだが︑この
加えたり︑爾向きに大きな窓をあ

やその他の液体︑気体燃料に転換

芙然ガスからの大規模なエネルギ

大型原子力発装駈の必要性がなく

ー生産の中止隠期も二9一五牽以 併給に依存すると︑五十基以上の

まだ十分とはいえないこと︑予瀾

から︑現在もなお議論百出の様相

分野での技術あるいは措國とし
けるとか︑繭面を黒ガラス張りに

する技術は︑著しい進夢により︑

降にのびることはない・とロビン

値や試舞値の取り扱いの闇題など

を呈している︒

て︑テクニカル・フィックス︑熱

するといったシンプルなものを指

いまや当国の有効な輸送部門を継

なければならないとしても︑その

ソフト・パスは︑﹁エネルギ⁝
電併給︑廃熱の回収技術などがあ

続して操業するに足る壁際的︑経

料を石油系以外の何かにふりかえ

の有効利用と鰻終利用形態の規換

る︑今後十二無間に新築される

している︒それでもロビンスによ

の説も出ている︒

こうしてみてくると︑ソフト技

げられている︒

発電設舗の星野化については︑

ルギー源の早期開発であり︑過渡

と質にマッチした再生可能なエネ

なるとも述べている︒ロビンス論

一螺

スはいう︒ハード・パスの大きな

玉

済的に興味のある技術を提供する

道を選んだーーそれは木漏れ陽も

多二

象屋をすべてそのような方法で建

多多多一

術の多くは︑エネルギーの多様化

一

的に化石燃料の特殊な技術と総み

5

飛騨に入ると道は二つに分かれ

てゴ多多 一 多 一多

る点だ︒ロビンスは︑﹁エネルギ

からも支持し続けて行くだろう︒

踏み入れたことのない道を選んだ

ていた11私はほとんど人が尼を ささない寒ざむとした梼葉の道だ

二 一二づづ

るいは彊圧社会になるかという大

多5 一づ
に︑次のような多くの悪見がソフ

きな危機に薩衝しかねない﹂

一多多亙
技術的町能性や経薦挙予測を超

﹁われわれはロビンスのいうハ

ト・パスに投げかけられている︒

多一

で注昌されるのは︑それが社会的

えて︑ロビンスのソフト・パス論

二 玉二

ス・スロープから回収される兇込

設するとすれば︑アラスカのノー

ルギーを節約することになろう︑

みのエネルギーとほぼ同等のエネ

多 一 5
玉二 づ

でに考魍されてきているものとほ

や省エネルギーの面から︑現在す

ｽ
重三
5 多 一 多妻玉

ができよう︒これに対し︑現在す

合わせたもの﹂と竃義づけること

る︒しかしながら︑ハード・パス

とんど同じものであることがわか

ー戦略にとって︑最も幅員かつ困

﹁ロビンスの提欝は︑マハトマ

スの需によると︑﹁エネルギー︑

でにあるハード・パスは︑ロビン

において補兜的な役割を渠たすも

難で見落されがちな闘題は︑技術

が びとして杵づけてしまうのは容易

とくに璽気という形でエネルギー

のとみられているものが︑ソフト

⁝ブスはそうした予測をするには

・リサーチ・グループの一︒フォ

した場△口︑その

ようす

供給騒を楢加させる簗中化された

は︑すべてのエネルギーを賄いう

・パスでは本命視され︑究極で

ということになる︒

るもの一ということになる・

高慶の技術の慧速な拡大に依檸す

が実は未来へ通じる溢であり︑現

道︑あるいは冤捨てられてきた道

をみて

社会制度の改

ようす

フトに隈つたり︑現在あるハード

新しいエネルギー資源の開発をソ
機

ろ往会的︑倫理的なものである﹂

に電蓄の根本的な相違がある︒ロ

る螢源︑妓術とされているところ

的︑経済的なものではなく︑むし

ソフト・パスを構成するソフト

なものを櫓てようとすることは︑

対する福祉上の最大の改善の一つ

位どりを自由に変えられる計算

技術は次のように特色づけられて

と述べ︑しばしばソフト・パスが

必然的に︑欄人をロビンスの社会

は︑村落の

霞惧を承した器葉でもあった︒こ

る︒フォーブスは︑﹁今後十二年

圏宙で人開的な歓会への道である

になろう﹂

的幻想に強質的に順応させること

引きかえすことの難しさに対する

ビンスはソフト・パスを選択する

ことを強調している︒こうした悪

在多くの工業社会が歩んでいるの

いる︒すなわち①使うと使わない

と︑二〇〇〇銀に年間頁六十Q 間に二千五酉万〜烹千万戸が新築

図は︑大規模簗中的な発電システ

いる米國のエネルギー賜要は︑九

革も争点に

とにかかわらず︑太陽︑風力︑植

らをすべて太陽熱暖房とした場禽

︵Q11千兆B孚U︶と毘込まれ
さて
れるものと予測されるが︑これ

可能なエネルギ⁝︒フローである

の道だ︑という

物のように普濁的に存在する再生

◇

締め出される可能性がある﹂と述

﹁もしわれわれが︑あらゆる面

ここでとりあげたロビンスの

にわたって立証されているハート

べていることからもうかがえる︒

ムよりも地方に分散したエネルギ

﹁エネルギー戦略iI選択された エネルギ⁝・パスにふれた際︑こ

ー・システムを採侵すべきだとす

・パスを捨てて︑まだ立証されて

千万彬︒他方︑今後十二測線にア

る主張にもうかがえる︒﹁ロビン

いないソフト︒パスを選択すると

十五Qですむとしている︒すなわ に節約できる石麹は一億〜一偲五

ラスカ濾田から産出される石油は

スはエネルギー論を媒体に社会急

ち︑一一〇〇〇鋸におけるエネルギ

ー構成︵Q︶は︑ハードの堀合︑

八十億〜九十億ゆだ︒これは二千

である⑧融通性があり︑比較的低

石炭五十八︑石西・ガス六十八︑

②多様なエネルギーの組み禽わせ

鹿の技術である④鰻終爾途の必要

原子力三十五であるが︑ソフトの
場命は︑石炭二十五︑石佃・ガス

ソフト・パスはそれがかりに実

フローを自曲に利用できる規模と

墨に対して︑最適なエネルギー︒

五頁万〜露千万戸の蒙を太陽熱暖

地理的分布をもつものである⑤醗

い藁

富士全身表薗モニタ

轍脚隙罵崩

⑧自動扉により、入丁をかけずに

ソトープ取扱施没にむいて、施設の

ことができます。

原子力発屯所なと原子力施没やアイ

個所を知らせ、豊新に。己録する

は

AδMO

蜜士全身表面モニタ

⑱全：身を14採分して、個溺に朽染

に裏づけされてきています。

貝ll定ができます。

退出口に設負し、放射線作業従事者

／

⑱検容器は、一己積のガスフロー
カウンタを採用。高感展で安定

則淀器の製造を開始していらい、

したβ（γ）線測定ができます。

今臼まで！く年の歴史と話頼ある技術

長〉

〈特

24｛i旧神戸τ気㈱において鵬1線

高感度な測定ができま重

ζ〜

業
産

力
子

原

⑦

が必要だろう︑と皮肉ってい

しかし︑これに対しエネルギ1

5

聴

富士の計測技術

「

偏ゴー宛機の放射線轟1測技術はJI二二

国産で初のガスフロー方式

昭和53年壌月5臼

二
傑；三種郵便物認可｝

第907号
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聞

業
平

力

平

﹁原発︑経済性で優る

魎るとの結論を得た︒同調査は米国を六地域︵北簾部︑西部など︶にわけ原子力と石炭火力の建設
翻・燃料鐵を総禽し評価したものである︒聚國の七七年上半期の総発露幽の四六︒一％は石炭火力に

よって占められているが︑原子力はこの首位の座にとって代るだけの十分な経済性をもつものとし
て︑改めて注目を箆めている︒
囲におさめ︑発電所の酎用無数を

螺料コスト舞定には︑MITR

ている︒

E社と亙CF社に石炭輸送のデー
タを︑S・M・ストーラー社にウ

イクルのデータ：を自計するよう

ランコスト︑NUS社に核燃料サ

ションは毎矩六％︑石炭輸送は賃

依頼︒ウラン・石炭のエスカレー

ストにはウラン︑濃縮︑転換︑成

庵を利用するものとし︑核燃料コ

型加工︑廃棄物処理およびプルト
ニウム︒クレジットを含むものと
している︒

（＄／kW）

757〜901
649〜774
719〜856
689〜820
670〜798

B
鐸hKP昼ββ
立口立口立口立口立口立口

東東東西

比べ大麗は見られない︒また︑同

が比較的安いので原子力コストと

ある︒西部地域においては︑石炭

るが︑原子力は石炭より経済的で

子力︑石炭とも経済的に優れてい

南東︑中東︑中西︑南︑薩部︶に

資本費は異なるので六地域︵北東

ーー米国内においても地城による

定方法は以下の遡り︒

ル社に︑原子力についてはユナイ

脱硫装躍付置④冷却塔付置⑤一九

石炭火力発電所のコスト評価に

¥無としている︒

画の省エネルギー政策を発装し

七六年の環境保護庁︵EPA︶の二月牽二日︑下院において帰臥計

ストラクタ；ズ社に依頼したQ算 は①地域による石炭の質︑労働麗

ティド︒エンジニアリング＆コン

水蚤墓準に然うもの︑を条件また

た︒新計画は同計画の終了する一

間は︑三億二千万堕の支出が必要

英国のべン︒エネルギー相は十

炭

搭
ββ昼ββ
立口三口三口立口立口点ロ
東東東西

引き上げる十年計画を実施する︒

⑤公営住竈の断熟性を墓準まで

北南中中南西
②国民保健制度関係の建物に断

⑥暖房システムに制御装麗を取

二酉万戸の住宅が離象︒

物規制法を緯入︒

り付けることを義務づける︒建造

ため︑七八年︑七九三度に追加分

熱および暖房制御システム趣入の

年聞は年間一千万酬ンをあてる◎

として五菖万尋を︑それ以降の一嵩

ー相は十年計画に蘭し以下の十一

とみられている︒ベン・エネルギ

画の一環とし︑七八年︑七九庫慶

③教育関係設備に関する同麗計

ネルギー管理を促進するため︑助

⑦葬住居用建造物の効率的エ

で︑百万唾の予算をすでに計上︒

言・訓練サービスを設鷹する計画

であり︑政策強化のため︑エネル

生産部門と鶴瀬の重みをもつもの

設するとしている︒

ギー省内に新しい専従の部局を新

スペイン躍力連舎

WHからKW

カーター政簗嫌う

uに発注転換

︻パリ松本駐在鼠︺米国のエナ

ンのレゴドラ原発︵九十万ないし

ジー・デーり1紙によるとスペイ

フトベルク・ユニオン︶に発注が

頁万KW︶は西独のKWU︵クラ

同原発はルーゴ州ホベに建設さ

決まった模様である︒

れるが︑発注はフェルサ︒エレク

︵FENOSA︶六〇％︑エレク

トリカス・デル・ノ！ルエステ

エレクトリカス・デル・カンタブ

トラ︒デ・ビエゴニ○％・イドロ

が行う︒〜九七六年八月に予備認

リコニO％の三電力会社グループ

グ六ウス︵WH︶社との交渉が

可をえており︑米鷹のウェスチン

のは※国のカーター政権の原子力

進んでいた︒西独に切替えられた

る︒スペインはすでに本無初頭︑

政策を嫌ったためといわれてい

二間に年間二千万膠を計上︒

予算に一千万堅の追加︑以降の三

⑧訓練サービスを薩業界にも普

①環境省建設局は︑七二年から

項目の予算︑検討内容を示した︒

④学校以外の霧住雇建物につい

ユニットの組舎わされた言上所③

万械ンとみられる︶Q

北南中中南西

地域における資本賢が高いのは環

分けそれぞれ調謹︒資本費には建

は壷掘︒原子力発霞所に対して

新政策を発表

境︑地歴苅策費が多いためであ

は①蒸気供給システム︵Nss九八八隼以降︑落間に石油換算で

一千万ナ︵七億げン︶に相当する省 始まった公共・防衛部門建築物整

s︶付認②冷却塔付置璽九七六

及させるため七八黛︑七九隼獲に

での幅が大きすぎるため含めてい

ても省エネルギー化のため︑潮間

いかなければならない﹂として

備計画を︑玄黄五百万樗の予算で

いでいるし︑国際核燃料サイク

サイクルの代案の評樋作業を急

のと見てよかろう︒将来再処理

権の見万を強烈に押し出したも

︵麓RDA︶はプルトニウム・
価値がない﹂というカーター政

だ︒これは﹁プルトニウムには

任を政府が負おうというもの

られず︑その代りに処分の全璽

ルトニウムのクレジットは辱え

の手にうつり︑残存ウランやプ

当然の方向だが︑日本などの立

ので︑カーター政権にとっては

ターに向いていることを示すも

よりは使用済み燃料の地域セン

だ︒これは来国の関心が再処理

センターを奨励する誘えのよう

の受け入れよりは嶺面地域貯蔵

な表現に止まっており︑来国へ

の受け入れば︑今のところ慎墾

安︑霊告などの社会悪を招く︒

足されなければ︑貧困︑社会不

実にふえる︒もしこの窩要が充

庫の世界のエネルギー購璽は確

水準の商上とともに︑今後数十

一︑世界の給しい人々の生活

ている︒

を参加者十㈱入の署名で公表し

完全に対立する次のような認識

蹄明はこのあと︑核融合や太

によってとられ篠ると信じる︒

および技術的手段が︑国際社会

をへらす有効な政治的︑制度的

さを保ちながら︑核拡散の勉険

七︑原子力発露の経済的有利

ルは熱申性子炉で有利だ︒双方

ウランニ三三︒トリウムサイク

の技術だけでは充足されず︑化

一一︑世界の将来窩要はひとつ

ネルギー惰勢を大局的にと6

ているが︑その特徴は世界のエ

陽エネルギーの評価にも書及し

いない︒その点で他の諸国や米

る﹂という従来の立場を崩して

あり︑それは廃棄物を学理する

証されない︒再処理は不霧欠で

に抗して︑カーター政権はどこ

こうした国際的コンセンサス

けだ︒昨年十一月中フロリダ州

六︑プルトニウム・サイクル

的覧地で進めるへきだ〇

温ガス炉︑均質炉の開発は国際

五︑高速贈蟷炉︑璽水炉︑高
物の憧久処分地の近くに選定す

ローダーディルで開かれた﹁原

は高速中性子炉で有利であり︑

ことができるか︒今無はいよい
よ正念場になりそうだ︒

︵K・K︶

画箋施のため︑七八年︑七九黛度
に二言万唾︑八一年度には八寸万

ﾉ引き上る︒

抑制のため単位燃料あたりの走行

⑩輸送部門における石油消費騒

万二千KW︶を建設中︒KWUの

ラ州のトリリョ原発︵PWR︑百

取れる︒KWUはすでにガダラハ

また安全性強化施設で八菅万が離

の六六・一七％を上回っている︒

原発は稼働率七〇・三％でWH社

な運転を呼びかける広報慈動のた

ベン・エネルギー相はさらに︑

予定︒

審議し︑承認を得た後に行われる

の正式発注は明春スペイン議会で

で歓迎されている︒レゴドラ原発

高だが︑儀典性が高いということ

ルギー政策において︑エネルギー

億六千万カナダ・がについて融資

を受けられるという撃実を明らか

ては以前から経済性を検討︒その

にした︒CANDU炉導入に関し

との結論が出ていた︒

結果PWR︑BWRに牽分罠台う

をもっているので︑すでにルーマ

二億カナダ・がのうち少くとも三

原発二野の導入について総工費十

るとも述べた︒

ンなどと輸出について話禽ってい

から六十万KW級CANDU
炉
ニア
︑クウェート︑トルコ︑イラ

タッセリ社長はこのほど︑カナダ

A飛ICAグループ︶のレンゾ・
E社のBWR型炉の原発建設技術

AMK︵IRI・Flま
NたM
E
CグC
︑工
Rエ
ループは︑米G

︻パリ松本駐在鼠冒イタリアの

揮AMN社

金の一部にメド

CANDU炉資

省エネルギーは︑今や敵府のエネ

漿備︒

め︑今後四黛間︑年に五十万峰を

⑪目動車の適切な整備と経済的

検討︒

距離拡大の司能性とその妥当性の

カーター政権に対する羅告とも受

今回のKWUへの発庄の意向は

し抗議していた︒

認可しないことに強い不知を婁明

米国政府が原発炉輸出をなかなか

エネルギーを実環することを國的

四哲万団ンを計上︒

無の規制に見禽う④労働籔金・材

七百万畔ンまでの遍艇財源を準備︒

ない︒許認可・建設期間︑金利な

続行する︵これによる盲窓は三千

明け薯れた︒台風の勢いはやや

ル評価︵INFCE︶も曲り
すな
る場命ーーつまりプルトニウ

石燃料から太陽エネルギ⁝まで

カーター政権は貯藏センター

国内のプルト一一ウム利用派との

る考えで︑すでに罠問からも貯

者フォーラム﹂も︑米政府とは

子力の未来豫に関する国際科学

⑨実質指翻を内容とする拡大計

としたもので︑計画実旛当初鰻隼

弱まったかに見えるが︑天候が

ムに価値が生じた場含ーーの払

要するにカーター政権の姿勢

えた︑編らないコンセンサスを

H︒べーテやウィグナー︑ワイ

示していることだ︒署名者には
を果たさねばならず︑過度のリ

ンバーグらの著名科学者のほか
は︑原子力発電にそれほどのウ

からの代表も加わっていること

ソ連︑フランス︑カナダ︑日本

評価との関金でトリウム・サイ

ェイトを齪かず︑とくにプルト

のサイト選定について︑廃棄物

対立は少しも解消していないわ

四︑核燃料の安定した供給は

クルを想定したものと翻るべき

は浅目される︒

済み燃料貯蔵案は︑当初に書わ

る︒将来を考えてできれば廃棄

処分の場合よりは楽だと見てい

だろう︒

ニウムの役割は﹁誇張されてい ウランの生産のみによっては保

ことはできない〇

スクなしにその利用を見合わす

一瓢︑原子力発露も重要な役劉

あらゆる技術が要求される︒

とも開発されねばならない︒

回復に向かっているのか︑台風
りにも発足した︒クリンチリバ

戻し規定もあるが︑これは代案

︸九七七年はカーター台風に

の新たなエネルギーが蓄横され

ーター政策の

ー炉予算への拒否権発動は︑カ

場からは注愈を要しよう︒

つはっきりしない︒

言め蕩燦随順

を改めて印象づ

原則 の強さ

と政策の母型がめだっている︒

け︑使用済み燃

お膝元の米国でも世論の分裂

核拡散防止法案︵輸出管 理 法

表は︑来国内の再処理ストップ

料貯藏数策の公

がいよいよ異体化の段階を迎え

しなかった︒許認可改正法案も
審議が進まず︑麗引物処分問題

たことを示している︒

案︶は昨隼の議会では結局成立

でも前進は見られなかった︒エ

れた政雇が保管を引受ける形で

エネルギー雀が発表した使用

等︶にも議会の抵抗が激しく︑

はなく︑電力業者が処分料を支

ネルギーの節約︵ガソリ ン 税

カーター政策の軌遵設定の仕票

う︒外国からの使用済み燃料

蔵池供給の提案が出ているとい

までその核防優先政策を進める

はほとんど戦果をあげなかった

払って使罵済み燃料を手離す

巖善の道でもある︒

ように見える︒

り使用済み燃料の所有権は政丙

分の脅え方をとっている︒つま

︵捨てる︶という廃棄物処理処

れない︒エネルギー研究開発局

しかし︑カーター政権がその

核燃料サイクルコスト

料コストを含めることを条件とし

いる︒

どはさまざまであるので一定の範
EPR I は 資 本 饗 お よ び 燃料費

713〜93荏

つつあるのか︑空窓はもうひと

鯉︑

英エネルギー相

る︒⁝九八六年に運転に入る原子
設費︑運転開始コスト︑臨時費な

金︑それに材料コストの違い②ニ

五⁝四＋五ミル／KWRにもってどは含めたが︑土地の価格は地城

力も石炭も送電端コストは琶十

の算定を︑石炭についてはベクテ
EPRIは調萱の結漿を︑ ﹁ 原

米国における石炭火力と原子力の資本費

年書絵㎡ンの省工︑不を

米贈力研究所︵EPRI︶はこのほど︑原子力発鰭と石炭火力発電のコスト比較を行い︑原子力が

西部地域のみいぜん競合

一
立場を変えたという兆候も見ら
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振摘

羅彊筥年度別計画ふまえ
﹁灘酒

経國運︑電事連︑中央電力協議会と同塵省資源エネルギー庁はこのほど門電力隔給田標達成のため
の面痩別事顧扁中間報告をとりまとめた︒詐騨総合エネルギー調齋余子給部金が打ち劇した

蔭五芳KW︑うち原子力千二蔭九

電器霧上程が計画されていること

十五万KWが昭和五十二︑三奪度

から全体で葺千九貰九十万KW・

うち原子カギ二酉＋㌶KWを昭
和五十四隼慶以降両調慕淡定する
必要があると揺摘︒五十四蕉以降

番隼平均で石佃火力が二十五万K

工船以降毎葎平均転落万KWの原発を電調審に上程する必要があると指摘︑圏標達成のために①填充
必要︑と述べている︒

Wを難電設審に上程することが

際核燃料サイクル評価への適確な

禽む門十五璽要魑源﹂について推

の円滑化④行政体制の整備⑤ウラ

関西躍力高浜原子力発電駈第二

年後一購五十五分から十二月十覧

一日を超える長期運転を達成︑日

本詔録を憲き変えることになった

全確保に総力を結亡した炉で︑機

十四臼運開して以来五十一蕉九月

対し厩浜二署は昭和五十鉦十一月

実︒鰻近の低稼働率雲向にハドメ

欝き変えることになるのはほぼ確

り︑それまでに新翻録を大鷺に

定期検査は煮繭に予定されてお

原研・タンデム加遼器

昭和五十無から四庫計薩で二十

力発懸所関係の検薇にあたってい

には建家を完成︑加速器本体の組

設は中聞段階に入っており︑今憂

すめるなどそれぞれ各国の脆艶を

新技術と標壁化の問題については

とによって中性子擬傷を数万分の

材料に覇エネルギーでぶつけるこ

で︑現

となつだのを除き昭和三

している︒

また︑添愚答の副題ともいうべ

について﹁鏡行の臼

き﹁原子力開発利用をめぐる国際

田鞭決戦

全上量要なものについては取り入

超ラウン充素や紙しいアイソトー

改鵡に役立てられるのをはじめ︑

原産・原子力視

察団が報告書
世界エネルギー会議など

報告欝は・まず世界エネルギー

﹁新エネルギー臓

会議について﹁在来のエネルギー
資源の開発﹂

﹁原子力および新エネル

源﹂などをテーマとした狡術セッ
ション︑

門プルトニウム冷用の管理

がちだったなかでわが国がとるべ

の︒

州の原子力動岡調責にあたったも

で︒

串し込み︑詳細は原綿業務課ま

タの測定に利胴される︒

東電福島一・四

号が燃料初装荷

東京電力福醗第一原子力発電駈

四器機︵BWR型︑七十八万騰千

一聾後には岡地域は四二七十万K

W︑六書の原発が立ち並ぶ一大原

発拠点になる兇込み◎

リ

舞轟

二一のの不あ環て油や実査れだの力背な
ぞをはて つ新は確 さはそ のは

ネ鯛国ぞ怒る代﹁

能となった。体制を越え、赦治を越えた、喚通の課題」となっているの

弩機︵PWR型︑出力八十二万六B午後三野八分まで適職二首覧十

欝蒔三分︑六千一鷲間十一一一分を超

千KW︶が昨黛＋二月＋五日午後

もの︒

浜一睡につづく同社四番呂の原発

高浜二号は︑美浜一︑二讐・高

える連続運転鍛量器録を達成し

これまで認録保持蓄だったのは

た︵H写翼︑向う︶︒

九⁝州電力玄海原子力発難所︵PW として登場︒機器︑燃親集馬体な

和五十二銀一月二十四日−飼や月

R型・出力五十六万KW︶で・昭どのトラブルの経験を生かし︑安

末からの第一圓定期検査で蒸気発

をかける一囲ともなるものと娚待

一日の間に転成した記録︒これに 器国塵化率も九一篇％︒第二圓圏の

生器細管製作過程の騰が一か所・

ンの堀含は四一六週闇程慶となっ
ているのが魏状︒

圧力タンク
を据えつけ

ったものの︑改膨︑今年四月凹田 される︒

燃料墾胃体関係にリークが一体あ

二か月︑仏が隼闇検蓋で二か月程

の結果総蹴力設備は現在の一僻七

対応11などを急ぐことが必要と 度なのに離し西独は大きな修理改

進ずる必要があると指標︑さらに

エネルギー豪勢暫定見通し﹂爽現のための年度別計画と電源立地促進対策の緊懸課題をとりまとめた
W︑石炭火力が薦七十五胃KWに
もので六＋五卑慶紫電力草鯖江偲一千九筥万KWのうち六秀KW様子力羅で賄うためには五＋留まるのに尊し原子力は鶯蔦万K

福祉向上策の促進②行政体制の整備③廃爽物処理の薯業化一⁝などについて官民をあげて畢急に実現

一方︑これを爽現していくため
たのが実験Q門年度別計画﹂は︑

百十五万KWから六十五年には二

強調している︒

の方策については﹁女川扁﹁柏崎

通薩凝血台エネルギー調査会鷲
こうした面に対し︑各年慶別に計

慰︑各電源に占める原子力の製禽

億千九仁万KWへと＋三口間で倍 二号偏﹁A﹂﹁3偏﹁C﹂原発を域への企業立地の推推③立地手続

めを行い︑総合エネルギー対策推

︒刈羽﹂﹁川内﹂﹁能登偏門敦賀 ①電源三法交付金の大雨増額②地

給部会は昨蕉六月︑昭和六十︑六

のとし暫慧融通し選成を確保する

硬をブレークダウン︑異体的なも

進閣療会議を通じ円滑な爽現を強

造がない場舎一か月︑スウェーデ

十五両鋸慶のエネルギヨ需給を冤

ン資源の確保︑麺溝処理工場計

M▽タンデム急速器の建設を進め
画の進出︑廃棄物処理の禦業化な

豪た︑検層機関は仏の場合公認

推を園るとともに︑﹁高浜三・四

ている田本原子力研究斬東海研究

穆﹂﹁共稲・泊﹂﹁A篇原発を凄

所は十二月二十一臼︑舶速器の

も環在の七・五％から六十五隼に

いる以外は米国の場合州政府の認

検董機関がなく政府が鷹接行って

は二七︒四％へと伸びる詰込み︒

く求めていく辛定︒

とめられたもの︒今憂をメドに

む七酉万KWの調整を量点的に促 ど核燃料サイクル灼策の推遊⑥国

定を受けた保険会社︑爵独の場合

となる圧力タンク
を﹁サイト闘連装項しと﹁設備関

る︑と指獅︒

厨︑蜀さ二重六十一ニゾ︶を筋速器

いれもの
それによると標確化では米國は設

饗UV︑スウェーデンはSSM王
︵長さ二十六・六綴︑直径八ニニ

通産省・調査団が概要報告

欧米︑標準化すすむ

連箏項﹂に分け﹁サイト關連山

必要がある︑との観点からとりま

それによると昭和五十二年九月

計墓準︑システム構成仕様︑韮要

えばTUVでは七瀬八十名が原子建家三階に据えつけた︒すでに建

Aなどの馨門機関が設躍され・例

五黛度九鼎一 千万詩栂を賄うため

來鏡在︑稼励中の発砲駈は一議七

頂﹂のみを鰯別審査するなど許認

籏六十年度七口⁝四千万請㍊︑六十

とが必要で電源開発では今後二年

再十五万KWで︑このほか一㎜千四

また︑スウェーデンは独窟聡発

捲摘している︒

機器の仕様など全般を標準化︑出

計醐は︑このうち金体で二千六

には・このうち原子力は三千三亟

間に火力︑原子力倉謝十五地嶽に

百二牽万KWが建設中︑千四濁六

画︒
万KW︑ 六 千 万 K W を 達 成 するこ

ついて盤点的に取り纒む必要があ

対象としており︑とくに標準化に

る︑などを 内 容 と し た 獲 期 暫 定 冤

ている②定検期間は通常の場合繭

十五万KWが躍調審決定され魑工
通号繍は︑論難卜一馬験三週間

通しを打ち出した︒

に穫極的に取り組んでいるとこ

伴う許認可手続の合理化︑迅速化

立てを今秋には終えテスト運転に

六週聞︑来国で一・五一二か月程

独で一か月︑スウェーデンで四一

のBW況七五型九十万︑召十万K さらにサイト条件と標縄化問題

にわたり来欄︑薦独︑仏︑スウェ

入る予矯︒

講論万KW︑建設中が八難ハ＋五 ーデン各誌の軽水炉改良標藁化の

Wを標準化・仏はW銭社PWR九
については各国とも配黙認翻まで

蘂備中︒このうち原子力は稼動申

ろ︒塞た涯独ではビブリスB型首

ところがこの瓢定見通しでも朗

度③欧来では立地条件から配罵計

標準化を進め︑すでに七墓が晦請

三＋万KWPWRを→スに改十良
万︑酉三十万KWの標準化をす

ある期間影響すべきとの謬え方が

完成すれば︑量イオンを原石炉

えば昭租六十鎌度の原手力開発圏

い一1などの点を明らかにした︒

園まで標準化されている場含が多

反映した独畠の標準化姿勢が浮き

万KW︑柵工準繁が吾三＋万現状調蕉にあたった﹇軽水炉改年

標が四千九八一KWから三千鋭西 KWとなっており︑暫定冤通し甲 標準化調論拠偏︵団長︒内田秀雄

済みQ許認可については許豊町権

彫りにされている︒

標準化が行われているのが現状で

万KWにダウンされるなど︑長期 羅昭秘六十五黛六千万KWを達成 藁大教授︶の概蠣報億をとりまと

報告は︑豪ず来︑繭独︑仏︑ス

が州にあるため一顔繋査は羅難と

流動的

一方︑定翼翼係では来国の場合

プの合成︑蜀イオン核反応や核分

一の短暗躍で模擬してつくり出し
ウェ；デン四か国について﹁標準

なっているものの連邦政府は蟹癒

め①編機はメーカー︑電力︑政府

五万KWの電調審決窺︑開発推進 とも標大化に績極的で︑国醐に応

化﹂と﹁定検﹂の鈍器颪を分析︒

するためには今後新たに一一ギ八颪

じてそれぞれ独臨の卍画を推進し

見通しに芸体的な田打ちが欠けて
いたため饅標も
が必要となっているのが現状︒こ

れていくべき︑との方針が一般的

も五十二隼十月現在十四基︑約八

となってきている︑と指摘してい

葉万KWと・九州地方の総発電設 向って進むことになった﹂と評価

一︒五琿樫度で停止点間は膨理・

三関九千万詩尉で昭和四十八漉紙

備容腿を上繭る規摸に成署し︑わ

燐勢とわが眠の進路漏については

フルパワー運転で定検周期は一一

政時は癌二月二十七臼の関議で

二年六月の﹁総台エネルギー調査

水門に留まつったものの昭和五十

しかし︑焦報は︑こうした技術

まず︑萸海村再処理施設をめぐる

KW︶の燃料初装荷が昨無十二月

いるもので︑今年で十九回呂︒昨

している︒

昭和五十 二 隼 凍 子 力 鋸 報 を 了 承 し

が園エネルギー供給の賑要な一翼

的成果の反闘︑﹁立地に関する聞

十五鼠午後一跨三十分から麗始さ

無性ある総合的な技術体系確立へ

た︒原子 力 隼 報 は わ が 國 原 子 力 聞

会蠣給部会﹂報告によればエネル

を握っている現状を紹介するとと

麗︸では︑下浜胸囲問題について

米原子力協定の雛謹みを越えた新

条件﹂などについての円幽会議の

ギー﹂

裂の研究︑核融盒炉中性子核デー

発動陶と今後の課題分析を霞的

ギー節約に格段の努力をした塀愈

もに︑万十二無八月のウラン濃縮

たな権利義務関係を生じさせるこ

目白罪エネルギー会議参加原子力

日本原子力巌業会議はこのほど

る︒

命

でも昭和六十張弓削楽にはエネル

も﹁国民の不鱈あるいは安金に対

とがなかった一と高く評価したあ

改造があまりない場禽で一・五一

本画報

する不安感を抱かせる要礪となっ

と︑門ウラン⁝プルトニウムの利

に昭和四牽九隼・五十年版が

十二庫以 来 毎 年 と り ま と め ら れ て

国際動向に積極対応

所配管の応力腐触贈れ等による故

タンス画題を申心にとりまとめら

蕉の鎌報がパブリック・アクセプ

の予定︒福脇原発では五馨機が現

進捗率は昨隼十一月宋現在八九箔

在出力よ界試験中︒六暑機の総含

れた︒今無二月には臨界︑十月運開

を通じて欧州原子力額惜の現況を

内容を紹介︑さらにビブリス原

分析している︒

発︑イタリア電力公社などの訪間

ールで開かれた世騨エネルギー会

畏に昨矩九月トルコのイスタンブ

視察園﹂報告謝をとりまとめた︒

に対応していくとともに︑自室技

源麟政策など新國際動向に二極的

岡視察団は大謝意一康大教授を國
でいる現状についても﹁これが地

嗣︑軍和利用の促進を前提に国際
パイロット・プラント廼設二手︑

元住罠から反対を受ける一困とも

核燃紺サイクル評価︑ウラン資
講義臨戦は昭和五牽奪の二倍強に

ット試験入り︑四月の門常陽縣臨

九月からの励轡東海蕩処理施設ホ

議に参加したあと︑イタリア︑頭

曙率が総軍均で四〇％に落ち込ん
なると予測されることから︑原子

術開発路線を強化していく﹂とこ

障から五十二庫度上半期の設目利

力開発を石商代薔エネルギーの重

なっている一とし︑﹁より一願安

ドイツ︑フランス各国を歴訪︑欧

葺束の核不拡散ショックを反映し

て新闘際轍勢下の日本の難路に大

界など今後原子力傾斜開発を実現

に留まり

れたのに対し︑今年のそれは︑昨

きく焦点のあてられているのが特

要な柱として強力に撫進ずる必要

れまでの無報が

き進路を明確に打ち出している︒

B5版︑88ページ︑二千円︒ で︑五十四年十月に運開の予定︒

徴︒

全確保を徹底するとともに窪民の
理解と協力を郷るためきめ細かい

詔録

していくうえで一つのエポックと

昭和五十二年原子力年報

た﹂と反省︑沸騰水型原子力発電
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とられているものの技術改悟・安

鍵性がともなわない懸も出てい

國五十庫八月目罠遡しに比べ︑例

可促叢対策が進められている︑と
力は悟十一菖三十万KWPW獄を

最終計画をとり濠とめていく計

今夏七月をメドに鍛終とりまと

通し︑総エネルギー鰯要煽石癌換

を園るよう求めている︒

ミ
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施籏を講じる必要がある﹂と指橘
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燃料サイクル技術を細心として整

代文明をつくり上げた石油。欠かすことのできない石油。その石，由には、か
「30母の神話」というのがあった。「石油かなくなる」と鱗けはれるたびに、
田が発見され、石油を中心とする二代社会の延命が保たれてきた。だが、も
、この「神話」の復活はありえない。世界をおおうエネルギー危機は、日々、
にその逼網羅の度含を増している。
年、イスタンブールでひらかれた撹界エネルギー会議ても、この問題が議論
た。慣界の工才ルギー関係者、科学管が一同に会し、屋の前に、大きくたち
かる、 「暗いトンネル」の解明に全力をあげた。避けて逓ることのできない
トンネルの「照明」工事に、寧をとりあって協力しだした。
一ター大統領のエネルギー声明から幕を切って罵された激動の1977鐸。数字
後にひそむバノクグラントを知ることの大切さを、今臼ほど必要とされる時
い。これなくしては、真のエネルギー事稿の理解とはならないからである。
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一矩七月に原飽藁海発躍所でスタ もなる技術上の成果を列挙︑門核
ートを切ったわが瞬の商業隅原発
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押連続運転記録を更新噛

があると掴摘︒翼倣的に昭和四十

隼報は ︑ ま ず わ が 国 の 麗 か れ て
いる現状 に つ い て ︑ 昭 和 五 十 一 奪
痩のエネ ル ギ ー 消 犠 は 石 穗 換 騨 約
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ルギーは世界をかけめぐる。
の施策が、他の数多くの国々のエネルギー事1鴇に、重大な影響を及ぼす。
々の國三生盾のすみずみまて、ふかく介入してくる。逆に、一部の雇崩團
き、もはや撹界の各国は、自團だけで、自飼のエネルギーをまかなうこと
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原子力発電所の核燃料、医療用、学術研究用の放

射性物質、しかし、その取扱いに失敗は許されません。私たちは第一種放
射線取扱主任者を中心に経験豊富なベテランだけのチームを編成多重防護
の思想で、陸・海・空輸送を安全に行っています。

輸送システム検討

放射性物質輸送相談

⑳輸送二段の選定

⑧俘業従事慧の選出
⑳輸送山間の調査
⑲輸送容器の検討

輸

据

計画書作成

送

⑧機器類の点検及び整備
作業従事者への輸送計画説明
蜜庁関係申請
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新築転贋・転勤引越はもちろん

⑭モノレールの運行
羽田突港一浜松町、通勤臨6分、

護の思想」に験した輸送システ

のこと会社・工場移転にともな
う解体から包装・搬娼・輸送・

ール計幽のコンサルタント業務

ムで。

搬入まで。

⑧物流コンサルティング

愚プラント輸出・唖量物輸送

包装・荷役・構内作業・保管・輸配

立地条件、風土などの現地調査

㊥放射性物質輸送
原子力発電所用核燃料輸送、病

送と物流情報システムの設計ま
でをはかりトータルコスト低減

から包装・保管・逓関・船積み
・現地輸送・紐立・据付と一貫

に。

作業。

院・工場などの

線源

を「多露防

働転居・窮務所・工場移転

日中7分間偏で運行。都市モノレ
も。

翻物流の明日を見つめる確かな目團

冒髭運輸案案モノレrル諌武會歳
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讃する計画◎レーザー法ウラン艘

き電離ウラン回収実験装齪を設

の研究聡発に蕩丑十億四千万円

原産首脳︑原子

大軍斡珊長︑中魑根総務会展に個

別に会い︑﹁原子力関係予舞の編

ット・プラントの建設︑臨興プラ

成にあたってはウラン濃縮パイロ

る電源立地の健瀧や誹画の同行に

弾ぴ

凄

︐U腰野ギ建・︸

ト
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三三艦機株式会社
三菱三三株式会社
三菱原子燃料株式会社

は炉体構造︑ナトリウム技︑術など

力予算で要望

どの技術蘭発を計画的に濫める一

ズマ試験装躍︵3T−60︶建設な

五十三年度予算大隅雀原案内示後

してほしい﹂との硬塁を行った︒

必須なマンパワー確保に万全を期

低濃度ウラン圃収技術の開発

エスチュエールの三地点︒

のパイロットプラ

一拠纏錬転換技術の開発

ント建設が認められた︒規模は六

Cプロセス

﹇む

入鷲として二億九千万円︵脳二十

弗化ウランにして二西ナ︒機器購

臼本原子力船開発受業団

七鱒円︶︒

2の遮蔽改修の革備に二億鶴千

億六手万円︒

万円︑安全性総点検に一億八千万

放射性廃塁壁処狸処方鮒策到五

円など遣捨訂二十・

十四年度に予定の懸レベル廃尋物

ナ級の細物船を海洋投聴罪に改造

海洋処分に備えて二千五菖⊥二千

する駿用一億円を禽め海洋処分準

二隼町は原子力環境整備センター

備に一億轟公ヤニ百万闘︑五十一︑

が委託を受けている︒ほかに多重

構造パッケーシ・アスファルト置

成箸下張処分基準の整舗に六千七

化体など海洋処分固化体の基縫作

函万円︑放射性廃棄物の範囲の明

︸方︑人員饗求については科学

確化︵スソ切り︶に千筥万円など︒

技術庁に十四人の新規楢員︵削減

枠は二人︶が認められた︒このう

響聖

欝錫鎌窺

慰早

上

ち原子力局は二人︑凍子力安全局

は六人︵原子力安全調三三新設に

︵岡十八︶となった︒

三菱金属株式会凝：

︵鱗四十六懸八千万円︶︑五万K

一本松副会養︑松根顧周︑宗徽︑

日本原子力離業会議の有沢会長

Wの定格運転を行う齋堕は︑
十一億円︑第一次取換え燃料を含

プ⁝ル窟設などの運転懇懇鑓に四

めの建設蟄に二士一欝三千万円・

の十二月二十六日︑熊谷科学技術

む十万KWへの照躯炉心移行のた 瀬川︑鵬居︑森各常任理甥は昭和 方︑餓源精別会計の運用改薔によ

庁慢窟︑栂忠大蔵大臣︑自民党の

スト・テリトリーのデュバンド︑

ン︑マリ国ジャグール・マダガス

金縛八十九億九千万円の内訳は︑

カルのフォラカラの五地点︒外国

ィーンズラント州ショージタウ
関して彿三度に引続き還心機四千

同ケベック州ラブラドル︑鰻州ク

爵収容の建塵工事に二十四懸円︑

アのラベ・顕爵クィーンズランド

企業と共閥で調冠するのは・ギニ

験二億二千万円など研究開発に五

千万円︑リン鉱石中のウラン團収

インプレス・りーチング技術に七

十五億五千万円︑羅薩加工法の試

±二億円︒一方︑償務負担頁瓢十

後に二十四沙を処理する方針︒再

PN

技術に二千五薫万円︑ウラン幽収

億円が還心機三千台の製三戸とし

処理施設麗係累は政府傑舐借入金

のあいさつ︒次いで︑熊谷太三郎

三六穏万円︒

剤に八面万円など開発麗総額は一
として

て認められ︑三野計画でスタート

手付金

することになる︒これに伴い一〇
％の十二長円が

現金ペースの予算に粗み込まれ
使用済み核燃料の再処理ホッ

た︒

いいのかなどの対応方針を話し合

試験で臨十九沙︑今秋の運転口乞

う︒十二月二十三Bに設躍が決ま

︵髄八億七千万円︶︑放出低減化

ったもので︑メンバ⁝は熊谷長窟 などあわせて菅三十偬五千万円
のほかに次のとおり︒松軍勇雄原

十六億円︶を含む再処理の研究開

子力発電関係団体協議会金長︵福 技術の開発十二億八千万円︵鱗蕊
髭興知薯︶︑磯翼二三薯務局長︵福

二懸九千万円︶︒

勘県東京掌務所喪︶︑矢部矧鉱夫 発費は四十三億八千万円︵償六十
全圏原子力発註照照在市瞬村協議

ウラン資源の海外調査試錐な
どウラン探鉱が本格化するマリ国

禽会漫︵敦賀南長︶︑淵照建二郎

畏︶︑竹内武自民党原子力灘電推

岡趣務混穫︵敦賀帯産業経済部

円円と大蟷な伸び︒ウラン鉱康調

での鉱床調査費十四懸円を中心に

査地点は新たに八つ堰え二十五地

総額三十五億円︒繭年慶から十一

議禽議瞬︶︑國禽議員・木野晴

点に︒新規地点のうち動燃が単独

進都毒酒県適協議会会畏︵福田聚

大石干八岡部会原子力発電に関す

のことわざにもあるよう

いできたが︑今奪はこのステージ

力の開発の社会環蝿整鑓に葱を注

に︑われわれはここ数薙来︑原子

回れ

で行うのはカナダのノース・ウエ

失圏民党政調会瀦学技術部会穫︑

る小委澱会委醸蔑︒

なごやかに新

年名刺交換会

科学技術庁展窟が﹁地元関係港と

をしめくくる黛としたい﹂と年頭
名刺交換会が︑五臼午後︑藁京・

伴う総理府令職︶の門門︒機関崩

の新規増員は放鷹三四︵削減四︶︑

の河村勝衆院議員︑題言秀武IA原研四十七︵岡十八︶︑原船二業
が指名され︑あいさつに立った︒

EA旧識周次獲︑陶磁薩索大総長 団ゼロ︵同一︶︑動燃資二十七

めたい﹂と抱震︒このあと民社党

急がば

を祝い︑なごやかに歓談の輪を広

衛沢広巳原麓会撰が﹁

げた︒

そ七百入が参禽︑鷲しい琿の門出

た︒交換余には隙子無関係港およ 薩接回し禽い原発立地の健進に努

芝の榮票プリンスホテルで開かれ

日本原子力産業会議主縷の新矩

州ウォストモーランド︑ガボンの

還心機千段階の製作に七十五億円

で継続中の爾性機能の試作開発に

など葛蕊十六億一千万円︒東海村

二薙魑を迎える岡山繋︒人形峠の

あわせて六十鰯億四千万円︵憐四

二奪度で完了したことから民間出

盛況の零露交換会

濃縮パイロットプラントの建設に

十四億円︶︒敦賀市・白木地区に

建設予定の原型炉﹁もんじゅ﹂
は︑気象・地質調嶽など建設輩備
蟄に三億八千万円︑製作準備設計

に工十一億三千万円︒﹁もんじ
ゅ﹂の五十四奪度魑工を蔚にして
三＋懸円の民間出資が産業界に割
りあてられた︒原型炉の総建設蟹

資の平綴化を図るための建設眉雪

ないが︑ATRの残間出資が五十

と留民分撮がまだ明確になってい

動力炉核燃料開発罪業國巽鋤力

れる︒

岡懇談会は︑根強い建設反対運

く理解してもらうにはどうしたら

とともに一般国蔑に原子力を正し

協刀をとりつける方策を検討する

し︑原発建設に関する地元餓民の

元関係者や自民党関係郵貯と懇談

動で難航する原子力発躍所の立地

35Q7

問題を打開するため熊谷長宮が地

蜘僻み燃牲の再処理

傭6737
9630

とする﹁原子力発電立地推進懇談

｝脚99

ン

安全性と信頼牲に定評ある
三菱iPW鼠原子力発電プラ

廟地﹂遠心機﹂など多賊に
政麿は十二月二十九日の閣議で実質経済成獲率七％の達成を鶏指して総額三十四兆二千九百五十億

縮技術︵原子分離方式︶の技術的

円の漿気拡大型の昭和五十三日貸一般会計予騨政將原案を決めた︒このうち科学技術庁所管の原子力
一二苧籔は現金ベースで千⁝二着九や九億四千薫万円︑対前年度比一九・六％憩となった︒核融禽装躍

経済縫可能性評価のデータ取得に

炉の開発高遡繕殖炉の騰発に一⁝

厳し引き嶺て描置︒出力上昇試験

颪

一千万円︶︑新型転換炉の開発に を行うAτ貧原型炉﹁ふげん扁は

二十六纒三千万円︵衝脚九十万懸

努める︒

JT160の用地取得︑壁心分離機三千台の製作︑多國的高温ガス炉の大型構造機羅実舐ループ施設の

俵3？21
多f抽」鯖温ガス幻の研究

三襲璽工叢株式会社
三塾原子力工業株式会社

PWR原子力発電プラント
PWR船舶用原子炉設備

魑工などが認められた︒

がついた︒現金は四坐円︒五十四

︵璽ハ十三億三千万円︶で︑現金 められ︑償務負担三十懸三千万円
ベースでは微憩︒

臼本原子力研究所11安全性の研 円︑装憲本体五十五億円︑建屋墓

1い0琴

高速増殖炉プラント

五十三隼麓原子力関係政冊予算
案の主な内容は別表のとおりで︑
年度から建設︑五十六庫慶に完成

四懸六千万円︶︑伝嫡流三二躍な

趣転に六十二億七千万円︵蟹二十

核融禽の研究開発茨城興下に

八十八簿六千万円︵蟹二十四鯨六

原研と動燃を中心に広範な開発利

千万円︶︑プルトエウム燃料の研

どの研究麗発に二十五懸九千万円

取得予冠の臨界プラズマ試験装齪
研究費は倍轡して︸億三千万円︒
JT−60について用地代二十五億

究︑廃翼物の研究開発など共通纂

となっている︒

用翫画が紹まれている︒主な瑠項

レ⁝ザ⁝法によるウラン濃縮研

業費に七十八億五千万円︵嬢六十

させる計画︒一方︑実験炉の設計

究前無心並みの五鱒三手万紹の

別の概要は次のとおり︒

究冷却材盟失襲故の研究︵RO 礎野蒜十一億円︑舎計九十一纈一

二藩円︶︒内訳は高速炉について

考

ウラン話調技術の研究開発現

齎定︒二子分離実験装麗に引き続

〇％憩の＋七億四千万円︵畷三十

熊谷太三郎科学技術庁四竃と原

熊谷長官が関係者と懇談

﹁立地﹂打開に妙案探る

SA翫画︶に十層円︵騰四千八落 千万円︵衝哲三や八簿三千万円︶
万円︶︑反応慶薯故の研究︵NS がっき︑いよいよ 地についた開

存装躍による研究開発は二十三億

へと移行︒JFT12など既

四年の運転開始をめざす実用燃料
八千万円︵償七二四千万円︶︒

RR計画︶に七懸八千万円︑五十 発

照射後試験施設︵大型ホットラ
多目醗高温ガス炉の研究

向ハ千万円︵慣騰＋二億円︶の査

六億二千万円︶︒蕩温のヘリウム

芋力日別地元関係者らをメンバー

約五

ボ︶建設の内蓑機器整備に三十斜

鰹︒またハルデン誹画︑ロフト計

ガスを使って言書の健全性をチェ

講論Pl、債濁庫償務負指行
濁庫償務負指行為）
（1議論 （1議論
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ックする大型構蓮機器実誼試験ル

画など軽水炉の腿際共同安全研究
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ほぼ順調な仕上り
積極︻化へ︑規制行⁝政も一撃艦
政府案にみる通産雀の原子力関係予算は一般会計︑露源立地二進対策特別会計︑財政投融資ともに
﹁ほぼ順調な仕上り﹂となった︒とくに電源特会は税収三門六十億円を含む歳入五菖十六億円のうち
約七謝が立地布町村へ交付されることになったほか︑運用面でも交付金の交付対象施設の拡大︑墓雌
単価引よげ︑施設の範囲の拡大︑交付時期の繰上げなど大縄な改善が図られることになった︒機構関

ノ

総額

ｭ強を計上

ロジェクト﹁高湿還元ガス利用に

べ一七％減︒工業技術院の大型プ
一般会計は前奪度に比べ二二％の

る︒ちなみに原子力製鉄を除いた

減となつだことが大きく響いてい

階となったこともあり約十癒円の

鉄︶が実施五隼鹿冒を迎え収束段

よる製鉄の研究扁︵原子力野暮製

貫化に伴う体制固めが描躍されることになった︒

係では︑すでに三年越し要求中の原子力部静岡は晃送られたものの︑エネ庁公益事業部内に原子力発
電安全第一課が新設され規制行政

ココロコロロコ

標準化︑資源開発など
コロ

⁝﹇般会計⁝

ウロロロロロ

原品力懸盤の一般会計総額は約
三十六億一 千万円で︑前葎慶に比

歳出は前奪からの継続分がほと

増額計上︒

んどで︑薪規は原子力発電行政訴
訟対策蜜として九七五十万円が計
上されたのみ︒継続分の電なもの
は軽水炉改良標準化仏噸蛮一億六
千万円︑新立地方量︵地下立地︶

影

高浜原発で舞鶴
市と安全協定

前通知︑説明︑意見の交換②新燃

しての法令の順守②贈設の際の事

て︒高郷原発と舞鶴市境までの心

境を越えての協定は今畷が初め

関西電力は昨年十二月二十七

定基雌以上の被曝︑放射性物質の

廃水調蒼結果の違絡⑤従業農の法

状況︑環境放射線測定結果︑冷却

二月十五日午後三疇八分︑六千一

の観点から協定締結要望が出され

臼︑禰井県・高浜原子力発露所二

線鍛短距離は約簸㎡層︑紙金確保

源開発調糞技術協力九千九薫九十

基について︑隣接する京都府舞鶴

記録を達成後︑さらに記録を更新

下間十三分を超える連続運転巖長

の肇前連絡④定期検査︑保守運転

五万円︑核燃料パーク設立に必要

異常事態賭の速やかな遮絡⑥損需

外部への異常漏洩︑輸送肇故など

料の使用︑放射性廃棄物輸送国論

な技術箸のアセスメント調葦七千
市との間で︷高浜原発の安金確保

隠避1⁝などを定めたもので︑地 していたが︑十二月二十一日午後

関璽︑隣接梁で初めて

二首五十四万円︑放購性廃菓物処

と通報趣絡などに関する協定﹂を

対策交付金が︑その他との全体構

町村向け交付される電源立地饗進

来鉦度はとくに懸盤および周辺市

応じ例えば原子力発電所の場A三

これまで電源の種別︑出力規模に

二は基準単価の引上げ︒交付金は

備も追加されることになった︒第

駐車場など産藁基盤麗達施設の整

が行う職業訓練施設︑商工会館︑

協定善の内容は保守︑運転に際

に囲え今〜つ︑水力の場含︑従来

囲の拡大︒一つは濃縮施設︒これ

改善点の第三は発艦用施設の範

岡様に引上げられる︒

される︒墓準単価は火力︑水力も

四蓉五十円を基準に交付金が交付

定が結ばれた例はあるものの︑県

立地市町村以外の霞治体と上金協

そのま豪準拠︒これまでにも原発

ついて原子力の場合現行五無から

なお通産省は交付金算定係数に

けではない﹂とし結果的にはじき

産省筋では﹁別に三割と決めたわ

強い二見が出ているのも確か︒通

時間五十五分でストップした︒

止︑運続運転記録は六千︸臼三十九

タービン制御電源誤操作のため傾

また︑高浜原発二号機は昨奪十

成比で七割近くを黒めるなど大幅

KW豪たり三営繕を基華に交付さ の出カ一万KW以上から﹁五千K六葎への引上げと︑このほか整備

W以上﹂に拡大が措躍︒第七は交 計画作成に伴う県向け指灘監督事

財政投融資計画では

投 対前置度比二四％壇の

計上︒この内訳けは海

財総額八電界＋耀円が

外探鉱出融資等十一億円︵金属鉱

業票業団の全鉱種を対象とした産

の鷺成と機器国産化および粟海第

投出資の内数︶・核燃料加工業等

︵いずれも開銀融螢︶︑霞源開発

二翠玉所向け接蝋八酉七十億円

会社漂子力関係︵CANDU炉灘

入準備︶十三憾円の五本柱︒

使用済み燃料再処理

の海外委託に伴う畏期

貸付金の貸倒れ等に備

〇％を橿立て限度額と

えるため融資総額の四

する準備金創設の制度

工蝦償却準備金の指定期聞も現行

化が認められたほか︑原子力発電

ことが決まったQ

五年闇を二年闘延長し七年とする

職員を募集

葺

叉

連機器及び材料の製造販売

／

関 関
力 力
子 子
原 原

核燃料の転換成型加工及び販売

連ソフトの開発と技術指導

東京都千代田区鍛治町2丁目6番1号
電話 東京（256）7831番

源水中のウラン等希少資源回収シ
ステム技術開発調査︵金属鉱業箏
天慶へ委託︶︸億五千三颪五十七

理処分調盈︵原子力環境整備セン

万円︑イントネシアでのウラン資

へのプルト鵬ウム利用実証性調査

ターに塁壁︶七千頁賜十五万円1 締結した︒県境を越えて二塁立地

ていた︒

二千九蕾五十万円︑新型騨︵駈水

ul町と結んでいるものにほぼ 九時五十分野ら四暁閣にわたって

横討調査八箇七十三万円︑軽水炉

炉︶捜術基準等確立選嫌二億三酉

地域以外の寵町村と安全協定が結

な傭ぴをみせているのが特長︒前

務交付金および崖業基盤促進交付

ばれたのは今回が初めてのケ⁝

一など︒

無難に新規電源立地が少なかった

れてきた︒この又写単価に関して

ス︒

ため消化しきれず纈越し剰余金が

は五十二無罪畢舞で向ζ2二年闇 付時期の繰上げで︑現夜の﹁魑工

らはいずれも冤送られた︒

金の新設を要求していだが︑これ

して歳出される︵別表参照︶が︑

ふくらんで交付金のカサ上げが準

日﹂から﹁工薯計画認可鼠偏に繰
円の上鞍せも決豪っており︑現在
は三百四十五円が交付されること

下に相当する場合は交付金の補助

事業で︑補助の割合が二分の一以

を対象に暫定的ではあるが四十五

になっている︒しかし来鋸度は︑

とはむしろ政府が﹃重要電源指

立地に並みならぬ努力を傾注︑そ

当初基準単価の五割を上藁せ︑す

定掘といった常置をとるなど懲源

のための地元民からの理解を鶴よ

このほか①当該事業が予算補助

うとする横極姿勢をみせたものと

原子力発電安全等頬工費は特瑚

ども決まった︒

証額もそれぞれ倍増を図る一⁝な

いく③交付金交付眼度額の最低保

る頭打ちも弾力還用でカバーして

ウラ使用を認める②財政状況によ
なわち継続分に凝しては四衙五十

度は園標七野宮KWに対し新規電 円を交付することとし︑これにさ

して評価されよう︒ちなみに昨民

てではあるが特例としてさらに五

出された数字だ︑としている︒

急されたともとれようが︑このこ

上げられることになった︒

ための交付金︑婁託費︑補助金と

五十四万円︑核燃料サイクル撃業
化調査検討三千七醤六十八万円︑

へののロさぐぼロサロロ ロココココココロロロロサロ のロ コ のロ

．電源特会⁝

覧±瓢琿度の特別会計総額は促

還成率しかあげ惑えなかった︒

源開発は菖二十万KW︒一︸調弱の らに五十蕊︑四年獲着工分に限っ

の倍額六亟円を交付するといった
思い切った描躍がとられることに

の中では都道府興向け交付金の倍

割を上乗せ︑つ豪り当初塁準単価

還用面でも大幅な改善が図られる

なった︒ホット・ラボおよび施設

贈となっているのが目立っ︒放劇

地元曳け交付金はこうした全体

ことになった︒ます第一は欝欝対

の範囲が拡大され新しく交付金交

線監視︑温緋水影響調査︑広報対

額が増額となったこととあわせ︑

象施設の拡大だ︒従来は忍耐︑学

付の対象に撫えられることになっ

ネルギー対策蜜が政令職の備エネ

原子力発電安全対策委託健︑補

国際原子力機関は次の要護によ

懸輪灘

進税収入三百六十億円に繭感度か

六億円を加えだ博聞十六億円で︑

校︑公民館など生煎基盤関連の公

たウラン濃縮パイ漕ット・プラン

会計総額の三〇％を占めるが︑こ

租馬施設の整傭に限られていた

トのいわゆる原子力閣連施設には

一事業所で二以上の山州施設が餅

に広報対策交付金は簗付期聞も︑

いずれも引上げられており︑とく

簾など各交付金︵変付難度額︶が
が︑これに加え新しく都通府堅等

課︑

醸の初年度から鍛も厳い運開年度

麗となる場禽︑

発電課︑原子力発電安盒第

圖第一一課︵原挙力発鴎安全課が改

三盛越しとなる資源

称︶の四課鰍制で推進されること

﹁最も早い施設計

機力部新設懲群薄

颪万円を交付隈度とする﹂よう延

まで︒ただし二号機以降は琿額六

ルギー対策課に野格となったほか

スプレイ効累など新規一件を禽む

助金はほぼ昨薙並みで︑格納容器

エネルギー・贈源関係で︑雀エ

になった︒

構エネルギ鳶への攣
た見送られたものの︑

全第一課が新設︑安全規制体舗の

ムーンライト計画担嶺総揺研究開

同庁公益璽業部内に原子力発電安

強化拡充が図られることになっ

発窟が工業技術院︑贈源立地企羅

長が図られ︑改鐘された︒

中の原子力墓雄馬箸一部改正法案

た︒蜜盒第一課は国会で継続審蒼

①管理周渉外部広報課︵一名︶

り職員を縣際している︒

子炉部︵三名︶③保障摺信望粗品

②技術業務局原子力発罐および原

計画継続推進のため歳出される︒

実疑試験計画はいずれも︑頭を賊

十八課題の安全性儒頼性実証試験

したものばかり︒﹁三割どまりで

応馨締切りは一月二十五日︒詳

開発および技術援助部︵一名︶︒

名鍵屋と広島溝地区に羅源立地適

は先行き窮屈になる﹂とした態冤

宮が資源エネ庁にそれぞれ新設︑

がある反面︑﹁本来なら〜般会計

の成立と相まち通産雀が商業発電

となるのに伴い対処したもの︒周

ることになった︒定員懸はネット

絡調整竃が本省部局として置かれ

で面倒をみるはずのもの﹂としπ

炉の安全規制行政を駈撃すること

れる語聾だQこれで岡雀の原子力 薫三十六入だが第四次削減計函に

課には総括安全留蕉窟三人も躍か

ず︑純猶は差し引き十三人︒

より蔚二十三人を減員せねばなら

細は原産・調董部企画蜜象で︒

行政は賢士エネ庁の長窟憲房原子

溝

一兀

力産業諜と︑公益蜜業部の原子力

驚

らの繰越し田辺金と雑収入薦五十

前年度当初予算に比べ百四十一億

846

住友原子力工業株式会社

／

竹工口海水ウラン採取計画に
伴う各種万武の完成予想穣で︑

2，075
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シュ社︑三系

シュネードル社とジュモン・ア

り行う︒

ンデュストリー社はSODIFの

電機︑一般企叢の各部門の生産会

は交渉申︒ユニオン︒ユ藁囲ペエ

社をおく︒難燃雌蕊都門について

こうした縷羅ウラン輔臨につい
ては米圏内で反対も少なくない︒

屋的とする︒

に一二している国がその結累をゆ

は一九七七一本圏で金属ウラン住

とを一跡においている︒ウラン鉱

くとも二月分の戦略備薔をもつこ

子力謙画に介入することを認めら

薄二十八 のである︒いかなる圏も他圏の原

た︒E賛EL︵イタリア電力公

必要な螢金五兆五手億リヲを承認し

のほど原子力登餓駈十濾棊建設に

全派の反対運動が属まっており︑

投資額は十五兆三千億リラに上る︒
關発した︒フランスは王NFCE

鉛ガラスで放射線をシャットアウト〃

列に整理へ

とくにNRDCでは︑欝C域内に

FDE株三幽錫︑スピー・バティ

憎賢に鎌脚する︒SODIFはC

仏騒蹴機会社

ンヌ銀行については株銭を臨擾も

おいては①来国の了解なく核物籔

SOD王Fは土木工襲︑送癌蟹エヨル社株五〇％︑スペシム株五

つ︒

門パリ松本駐在艮回フランスの

︵持株会社︶は傘下企業をシュネ や送電線の敷殺︑一部化学工業な

の二〇％を残して持株をジュモン

塞蟷機グループ・シュネードル歓

ど顧接特定総懸または特定製贔と
ードル社とSOD亙F︵興藁金融

の移送を行っている②商四囲再処

われている︒これらは核拡緻につ

結びつかない生塵会社を露ドにお
投蟹会社︶︑CFDE︵企業關発

る︒これはBUEに窟擾謬撫する

・アンデュストリー社に譲渡す

理工鵬が仏︒英にあり薄処理が行

ながるものであり︑米側の安全を

く︒また原材料︑リサイクリン

シュネ⁝ドル社はSODIF株

脅かすものであるときめつけてい

グ︑消灘財︑漁業など多驚化進出

Eの主要株霊︒この整理は次の頒

めU
必要な資金を捻幽することを
部門を統轄するQCFDEはたB

がめるような穴一をとらない︒あ

込千五百五十ゾを採掘し︑ニジェ

ストラリア︑メキシコなどと薄し

い協力関係を設定し必要蟹の安定

供給確保を期している︒開発機関

FP︵政府資本三五％のフランス

としてはCEA︵原子力庁︶︑C

石越会戦︶︑ペシネ・ユジーヌ︒

ル；プなどがあり︑政府は援助の

クールマン︑ロスチャイルド・グ

愈向である︒

原発資金五兆五

イタリア経済針画婁

千億リラを承認
王NFCEについてはずべての

れない︒すべての国が原子力の平

の援勒を受け︑また予算の赤口を

社︶はこのうち翻心ノ︵四年間︶

イタリアの経済計書影質会はこ

租利用︑ことに原子力発蹴の技術

ではイランとともに濃編作藁部会

十ニサイト候補地での鵡玉作藁が

τ

㈱岡部製作所演響鰭醗穰ゴ詔

〇％を保萄する︒

る︒これに対し翼RCでは自由霊 金融会社︶の三系列に整理するこ

工︑機械製造︑原子力︑造船︑蟹

シュネードル社の傘下に金属加

義圏内諸羅に対し︑またNPτ とを決めた︒内容は次の瀬り︒
︵核拡敵防止条約︶批准国で緊急

に低灘縮ウランを必要としている

ウランについてはフランスは一

るいは他国の原子力発日謝醸の実

た︒この点については■NFC鼠九八丑鑓四千万KW原驚針画で少

現を妨げるような決定をしないと

感ナを輸入した︒現窪の昼間購要

いう約束を強調したQフランスと ールから千五百沙︑ガボンから五

は二千踏だから戦略備蓄を設定で

きるわけだ︒しかし・本読の確認

しては必要な原子力発航の門訴

埋旨旨は六万ゾで︑将束終尾が予

と︑絶対に必要な核兵器拡散防止
とを調和させる規羅と技術の研究

で︑ユーラトムと王AEAの安全的資金と保証を与える必要性を強

測されるので米国・カナダ︑オー

および実規に横極的役翻を演ずる

ラン供給受贈を検討した︒この分

大統腰コミュニケ︵十二月二十

野では擾期にわたって多くの協力

進める方針を再確認し︑また︑ウ

国と岡様に雪深し︵フランスは著

輸出にあたっては核防条約の羅名

一︑審議会は原子力分野におけ

のNPτ六部見凝し︑懸隔描國の 三臼︶は次の通り述べている︒

る国際交渉ことに新刊核燃料サイ

磯明ではないとしている︒

国への供給を保留しておくことは

︵PWR︑九十二万KW︶用三・三
銀％濃縮ウランニ万四千二菖四十
ｫハ一菰一緒︑ドール一暑機︵P

十一万七千一二百六十三・二君緒︒

蕎えである︒

正常な飛騰を進めるに墨たって生

一︑審識会はフランスの天然ウ
には提出しなければならない︒リ

計画を囲めている︒

ずる諜題を解決するため研究開発

し︑さらにフランスの隠逸の拡大

関係が設定されていることを歓迎

ストは莞本抽出計画と非破懸試験

一︑ユーラトム︒麟際原子力機

施設使周を含む総禽的葦察準鯖の

に応じて新しい協力蘭係の設定の
関︵1AEA︶聞協定薩一九三七

年瓦C七か国が核拡散防止条約に

ユーラトム安全監視醐が籠用す

重鎖となる︒

る鼻鯛穰試験雛材裡監視の効累を

墓いて王AEAと安金年半協定を関に︑フランスの購要予測に応じ

毘通しを検討した︒ことに闘発機

楢潤するため︑ユーラトムの山越

るようになっている︒このため多

監視局は答営がその義務と癒任を

ウラン市鵬の特性に冤懸った多角

くの旛設に安全藍視醐の器秘が設

全面的に獲たすことができるよう

国が原子力の単和利用開発の櫃利

密は漸次非破綴試験技術を繰出す 蝋染した︒協竃は実施されたの

鷹されており︑必要があれば査察

それぞれの行動を調整するため交

をもっていることを再確認したも

調した︒

竃は携帯用雛梅を携行していく︒

渉を始めた︒この協定に基いてI

の征騒騒録が通報された︒この逓

臼現在の羅犠園内における核物質

入手の権限をもつ︒核拡散防止に

安全監視の実施︑核燃料サイク

とも算した器材の型式澱択は・核

爆ポイント︑および各検嶽にもっ

報は今後とも定期的に行われ︑霧

は髄成だが︑技術藤で箆別するこ

ルのポイントの選択︑施設内の導 A鷺Aには︸九七七鰯

燃料サイクルの一般的および各エ

ストックと勤きが示される︒

名轡施設内外の核物蟹のすべての

補充して均衡化を守るため電力料
スことに必要とする器柑の綿瞭な

金の引上げを認められている︒

藍碧と旛設の基本的性格に関する

の共同議錘となっている︒しかし

ENELの一九八一卑までの総

とは許されない︒フランスは原爆

繭告を検引した︒需来の趨常の検

その二奪間の作業中︑原子力計画

AEAはその後多くの第一次甲羅につながらないウラン濃縮技術を

ユーラトムの査察窟と隅鷲にI

レメントの突込んだ分析︑各ケ⁝

研究などを必要とすることはいう

いかなる場台においても安金煙

董について雲鶴の技術と蕃続きを

までもない︒

嵐の効集と精慶は一方で還転回厳

確立するため︑ユーラトムが施設

原子力発電断については環境保

水華に継持しながら保註しなけれ

習が引受けるコストと心確を最低

る︒

還れ今後の動向が庄園されてい

○その他

米NRC

今後は柔軟に斌処が
オランダに原発用ウランも
米原子力規制婁鯛鼓︵NRC1ーヘンドリ：婁舞擬︶は爾膿縮ウランニ十話修を西独向け輔撮するこ
とを醐醒した︒楽圏はユーラトム︵澱ーロッパ原畢力共間体︶講国から計十二件の爾・低濃縮ウラン
供給の串入れを受けており︑これらの中にはウラン崔緊悪に輔入しなければ逓転檸止に乞い込まれる

伯▽ベルギー薩ティハンジェ原発

は罪破腰技術または濫用晃本と岡

俘成程運駈心任蕎は︑保有物澱の

名していない︶IA露A︵国際原
いて米国側が了解したものに耐

受入れなどから︑燗々の原発につ

来国ではカーター大統領の原子

力政策発表以来︑インド︑ブラジ

同一万七落十二詩鰐▽フランス

発羅所も出てくるといわれている︒KRCでは議会や天然澱源保謹協会︵NRDC︶などから指摘W
さR︑目土万KW︶屋一一︽五％

設運転藪旺蕎が一施設から他施設

蒔にとった発振分析あるいは秤鍵

羅と質に応じて少くとも黛一山︑

の鼓口いについて現状を検討し

力機関︶の査察に従う︒
クル騨価︵INFCE︶のワク子内

で魔擦を生じていたが︑受入れ国

供給を關離しだした︒

ル︑EC諸圏等とウラン供給間際 してはウラン供給を約束あるいは

れている核拡敵問題も考麟︑外都からも悪晃を受入れ新しい国際保瞳措躍にもとづき順次︑濃縮ウラ

二％

ミンゲン原発︵BW8︑二十五万同一万一千五十七詩論︑ブジェー

二十八万五千KW︶常五︒七

チョ⁝ズSENA原発︵PWR︑

千菰筥二十八・二五菌耀である︒

ン輸出総可の覇断をしていく模様である︒

今圃認可 さ れ た も の は 西 独 の 高

﹁原発促進と核防の調和を﹂

仏︑既定方針を再確認

八詩鰐︑イサ⁝ル原発︵BWR︑KW︶︑トリカスタン原発︵PW

温ガス寅油蝉AVR︵一万五千K NRCではこのほかユーラトムKW︶屠二・八％岡一万一千八十 四︑五穆機︵各PWR︑九十五万
諸国から感入れがあった十件の高
W︶・ミ ュ ン ヘ ン エ 科 大 の F KM

三芳六千＝一日三十八目移︑西門ガ

九十万七千KW︶墨二・四〇％同 鼠︑九十五万七千KW︶︑グラベ

ラン資源安定供給を期すための供

リーヌ三響機︵P脚R︑九十五万

研究用高争乱憩蝉︵五千KW︶ と
︒低醸縮ウランの輸醐を検酎巾︒

高遼増殖興験炉KNK一儀︵電気串講の隔ている十件は次の通り︒

ス実験炉AV8用九三・三〇％萬KW︶︑ブジェー一臨機︵GC︻パリ松本駐在醗︶フランス敷

給莞多角化の方針を決めた︒これ

▽函独目フィリソプスブルグ原

発︵BWR︑九十万KW︶絹三・纏
○縮ウラン十・Q瓢五鏡努それに R︑五幸六万KW︶とセントロー府は第七鑓原子力対外政策審議会

出力二万一率KW︶用の九三︒ 三
〇％腐濃縮ウラン酎二十・三五静

千⁝二百六ナ七・八詩鰐︑グンドレ

に移動した核物質︵流れとストッ

また墜葡作成しなければならな

四︑五両田︶にそなえたもの︒

手K ︵議擾ジスカール︒デスタン大統 はカーター米大門籏の来仏︵一月

％凝縮ウラン一万一千二貰諸纏︑

爾速瀬魑原型騨SN鼠⊥二〇〇用 レンス︵PWR︑九十四万

鰐︑それにオランダのボ⁝セル原

用の二︒八％低灘縮ウラン一万五

炉︑軽水炉︑三日ガス炉︑嵩速憎

ク︶の数籔と質︵濃縮︶について

査を雲施する︒

廃爽物薩施設は罪破壌試験技術

る︒

定め曲線を心憂して検董を爽帰す

ト︑あるいは萬処理工嘱などで核

い騰と方法をユーラトムに串鑑し

在願冒録︵インベントリー︶の

件数としては毎月煕面五十施設

物質の数麗について疑問がある鶏

なければならない︒監視を契臆で

核具器には反対で︑原子力翼下の
に共詞研究が進められている︒

を凍結することに反対している︒
究センタ⁝では安金監視周がその

ばならない︒EC婁員会の共同研 の安全藍視で欝た知識と経験を基

◎カタログ及ひ資率1達絡頂き次第お送り致します。

NRC婁展鎚

発︵PWR︑四十七万七千KWR
︶BU核燃料会社の三・三五％岡九讐・三Q％同嘉十九・二九八詩 W︶馬三・三％灘編ウランの計瓢 領︶で原子力計画を既窺方針題り

︹パリ松 本 駐 在 澱 ︼ ユ ー ラ ト ム

料製造工鵬︑爾処理工場など︶を

︵欧州原子力共同体︶を設立する 殖炉︑関超灘縮ウラン工堀︑核燃
ロ⁝マ条約︵一九五七年︶第七灘

による︒多くの塁壁検蛮は発送施
設で行う︒発送施設で発送爾に輔

封印だけを検董する︒

送容器を封印し︑受入れ施設では

溢艦視制慶を設定している︒蕊C 諸施設闇の核物質輸送件数︵︸万

的にユーラトムに提出する︒ユー

発送鮭範設が破嬢分析を行い︑

と出口で測定し沈下手套響は簸期

三千件︶は膨大なもので︑濠た城

ラトムの安全監視局はこの申告と

持っている︒七六年におけるEC の購焦を基に行う︒核物質は雲霞

委属会は癩盟九か園の城内で核物
外からの輸入件数は五薦六十八︑

製造鍛終段階前に墨懸と桑畠の測

は︑憶騨で初の多国繕原子力安全

質の貯蔵と流れを監視する権利を

しながら検趨する︒愈理化の観点

運転磯任養の測定システムを比較

の施設と

定を行う堀舎には葦察窟は御船検

数字は康子力濤動の規擾と擾雑性

輸出は五齎八件だった︒これらの

上流

から各腿設の選察は︑核燃料サイ

もつ︒ただし︑安金性規則遡反に

を示すが︑ユ；ラトムの蕉察冨は

翻する処懸権眼は各圏がもつ︒離
職芸はこのほど第七蠣実施に関す

窟められた

ユーラトム査察の概要

九五九痒以降︑潅わめて詳細に クルのなかで

一︑城内 に お け る 核 燃 料 サ イ ク
効果的な監

る要圏を公表した︒

ルの安金性監視制腱の実旛巨ユ⁝

ている︒ユ

視制慶に従

書ラトムの安全監視局は職蝿醤十

ラトムの監視制慶は二十琿近くの

きた︒それは原畢力物澱の横難し

五名でうち安金性監視鷲察醤が六

って僻織し

を妨げ︑また軍劉利購に転照され

十名︒それはEC公務として蚤細 ルトニウムと爾灘縮ウランが︑核

歴吏をもち︑その効粟を発揮して

匿C委が実施内容を公表

ることがないように監視すること

に撰失がでるおそれがあるポイン

燃籾サイクル中の成形測工で物賢

の施設を関運している購 を使罵して測窟し︑査察窟は曝盛

を貿的とする︒この制慶は︑城内

国に対しては鋼圧を負わない︒

金に対してだけ灘征をもち︑四身

下流

の民間原子贈物賢すべてに適用さ

協定でその条項が建めている場合

からの軍均二万件の認録が処理さ

る︒

舎に特に璽点をおくことにしてい

実を考査に入れて行う︒査察はプ

れるだけでなく︑第三国との欄別

には︑その圏に握供される非照購

大幅に軽羅するため処理はコンピ

きるように物理的在鷹圏録リスト

れている︒件数および監視作業を

を安全鷲視周の要講があった場禽

用原子力施設・物籔にも趣用され

ュータで行われている︒

︻︑核物蜜の流れ

○サンプリングフート

○放身藍鼠廃薫物貝三蔵庫

ヘンドリー

受入れ鐸旛設入口における検査

｝51Dヒ

○放：射姓廃；菓物運搬用フォークリフト

○グローBox遮へい用
○ホットラボ
○タービン窒覗き窓

○放射性廃土物ドラム詰蜜

薗

ユーラトムによる監視は︑各施

C凡（PトL

巳本璽気長子㈱総代理店

闘OT

一瓢

る︒

他の地域と異なり︑ECはあら
ゆる型の原子力施設︵黒鉛ガス

断蕗図

放躯線廃棄物ドラム論叢覗窓

放射線廃棄物貯蔵庫覗窓

（臼本電気魚子製）

郷蝿凝滞∵細；ぼ
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｛第三種郵便物認可）
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原

雨賑主催躊

各国は来たるべき原芋力商船時代に備えて︑魑実にその研究開発を進めている⁝10ECD
原子力機関︵NEA︶と国際原子力機関が︑先月︑西独で開いた国際シンポジウムは︑このこ
とをあらためて世騨に認識させた︒シンポジウムは︑原子力船の安全性を接心に据えたもの

だったが︑各国の指向するところや研究開発状況もかなり詳細に明らかにされた︒本旨で
は︑同シンポジウムに幽席︑論文発表とともにメイン・セッションの議長もっとめた臼本原子

力船開発甥業団の禽本畠昭聯務理薯にその概要と関運機関視察の印象をこ寄稠願った︒なお︑

各セッションの内容の紹介については︑岡累業鐡の川崎正之理事に負うところが大きい︒

の小生︑米国コーストガードのデ

昨葺十二月初めOECD・Nシ
Eンポジウムはコングレス・セ の研究技術省ドウネル氏︑日本

ンタ・ハンブルグで四七闇にわた
AがIAEAの協力を得てハ ン ブ

う都市馬原子炉などの開発への応
用と︑悶々と成果をあげており︑

原子力商舩の建造もて二蕪のう
ちにはいつでも八二できるとのこ

西独及びフランスにおける原子

とである︒

ける論文発表を中心に霊要国の動

ち第蛋および第鴨セッションにお

続的に行われた︒ここではこのう

全セッションが同一の会議場で継

ことは︑設計上どこに弱点がある

る︒このような解析を単々に行う

計算と系の利発率等を述べてい

確率モデル︑その破損状態の確率

八○のRPVに謁するIS好
Iい計
影響をもたらすところであ

しC
︑E
CSの配躍にも根本的に
RのLOCA解析﹂︑﹁N
SCl

的論文をはじめとしコ体型PW 陸上炉では小破断の範囲に相当

全設備と安金解析﹂と題する総括

のLPIS︵低圧注入系︶の評価
七尾は﹁NCS⁝八○の工学的安十平方些綴のリーケジサイズを制

に備える各国

画﹂︑﹁

時問の運転後︑二回鼠の燃料交換

蒔に穴規模に行われ︑圧力容器に

的論文がその申心をなしている︒

して容麗材料の強慶と破腰靭性の

醤CS⁝八Oに関する蟹隈な技術 ついてはこの一S1の結露と平行

の﹂OCAに関する安全
期原子力船として予寵されている

の出力上昇試験とその

︵工S王︶については四万七千七誰

体型PWR一次系の瑠る︒オットハーンの供用中検査

かをあらかじめ発見できることに

故解析﹂﹁一体型炉の制御凶事臨

むつ

時の動特性﹂の如く︑貝塚的に次

惑義があるとしている・

むつ

配本からの二論文は﹁原子力船

﹁

性研究扁と題するもの・ならびに

試験がストットガルトのMPAで

実施され︑これらを総碧して一九

この他に﹁オットハーンの非破壊

する論文がそれぞれ発裏されてい

ている︒しかしISIの実施に詣

題であるステンレス鋼被覆管に関

九七六年九月目許認可が正式に確

る︒NCSl八○については︑ たっては︑小型のコンパクトな設

八二年までの運続運転が許可され

する実験的貸付け︵バースト︑酸

つ﹂の場合とまつだく陶様な状況

うと述べている点はわが圏の﹁む

である︒なお︑NCSI八Oで誹

モデル︑LOCAに伴う格納容器
認されており︑その際規制当局と
一次系の強度︑部分的︻体型格納

燃料交換のそれに落命させている

錘されているISIの施行間隔は

ッチしているという︒燃料交換に

が︑これは規制当局の要求にもマ

容器・圧力抑制システムの有効

故及び外的要因による原子炉薯故

儀︑原子炉停止系の設計︑船体薯

フランスからの二論文は第一は

文から明らかにされているように

等であるといわれる︒また他の論

たものである︒

﹁安全問題の合理的な厨録作り﹂

る安全性論議の進め方として原子

ては船から圃接陸上のサービス
NCS一八○のような一体型PしW

関する論文ではNCSl八Oに対
と題しているが︑原子力船に関す

濃慶の制御システムについて述べ

に伴う格納容器内に発生する水素

の健全性解析︑ならびにLOC安
A全解析上論議された主要贋国は

計によるRPVでは翻々困難を伴
化︑強慶︶︑炉心流路閉塞の解析

ECCS樗評価に当たり題要な間
船上での燃料交換の安全性﹂と題

る︒前者は停むつ﹂のLOCA・
試験﹂と題するものや︑﹁原子力

技術的問題﹂と題するものであ

御できればよいので︑このことは

向を探ってみることととする︒
原子力二進

を主題とし︑いわゆる

第凱セッションは
システム

禽まれている︒

舶用原子炉に関する各種の聞題が

このセッションでは計十三編の
論文発表のうち西独が七編︑日本

国が各一編を発表した︒ここで

とフランスが各厚編︑米国と萸

﹁原子力船の安全性に対する確率

の英國と米圏の論文はそれぞれ

ムにおける各国の原子力船開発と

力船開発状況の視察︑シンポジウ

で︑原子力船﹁むつ﹂を一網も學

取縄んでいる技術暫との悪見交換

子力タンカーの安全系の故陣に伴

論的手法の役割﹂とか﹁超大型原

く完成させねばならぬとともに︑

る熱心な論文発表︑質疑応答︑パ

董氏︑ノルウェーのヤンセ

ネル罰論などのほかGKSS原子
ン氏︑英国原子力公社︵AEA︶ わが国も研究開発体制を整えて原

ック一

ルグで開催した﹁原子力船の安全

う箏故イベント︒トリーとその評

性に麗するシンポジウム﹂に撮席
子力船︑舶用炉の開発と厳組むべ

力船研究所やオットハーンの晃学

商船時代

関心の高まり如実に

のオネイル氏︑オランダのダーツ

するとともに︑この機会に西独お
があった︒特にオットハーン号は

ンブルグ港からカックスハーフェ

カナダへの切航海への旅立ちにハ

ン豪で約六疇間のエルベ河下りの

麩状況を視察した︒

シンポジウムには︑原芋力船の

よびフランスにおける原子力船開

開発を行っている西独︑アメリカ
間を乗船させた︒

会議では︑巖近の撹界的なエネ

鋼欝覇翻羅倉本昌昭

A︶として一次冷却系壁の破断に

Rでは︑設計蔓礎想定薯故︵DB ︒ステーションへ︑船内への中華

巖後に︑原子力商船隊の場禽に

よるLOCA解析を行う場會︑分
概念を確立したと述べている︒

貯蔵なしで燃料取出をする新しい
ム間の関運を論じたものである︒

炉︑船体︑海洋︑環境の各システ

第二は﹁舶罵機関の遮蔽︵バリ

価﹂と題しているように安全性論
議の流れを明瞭に確率論的手法で

関する陸上ステーションについて

している︒

もその技術的・経済的問題に言及

離型よりも遥かにシンプルに取扱

を有している︒すなわち︑簸悪の

うことができる特徴ならびに利点

場所でも騒大リーク面横として三

ア︶の解析﹂と題しているが前者

論述で︑文中に数櫨記載のまっ
誘大型タンカ1で原子炉はCNS

もので各種の炉の比較の結果やは

の論文に関連した極めて定性的な

たくないものである︒さて西独の
Gの三蟹十四MWtとし︑衝突後

り巖も行き渡っているPWRが適

象例は︑先頃話題になった六十万

四臼間にわたるシンポジウムは

a定
tm︑三百九本の電熱体によする技術民報はかなり明らかにさ
FDRにもNCSI八○にも十予

カバーしている︒後替の取扱い対

部署セッション︵研究開発︶に

⁝セッシ翌ン頂から⁝

る各国の動向

安全研究にみ

ラi氏︑フランス原子力安全婆員 きであるとの決恵を強めた︒
会のレヴィ氏︑ソ連のペルヴォフ

タール氏が分撹した︒パネル討論

灰︑西 独 の G K S S の シ ャ フ ト ス
会は前記の議長がメンバーとなっ
て︑原子力船の蒸気供給システム
原亭力船の安全性と入港問題︑桑
員と訓練︑推進システムの儒頼性

行われるPSS実験の結菓とそのSI二G﹂に関するものとその燃 叢誌にその他のセッションで注

ベント管三酉十匹︑ゾ綴径の規模で

フランスからの二論文は﹁CA していると結論付けている︒

されている一体型SGについて構 り遣・五MWの崩駿歎を模擬し︑ れたとみられる︒
提出発表された論文は計十二簾で

造︑性能等を述べ︑管桝料として

セッションの運航経験で︑ソ運が

屠される一︑二の点として︑第樋

ﾅ低O18

ン運︑日本︑英国︑フランス︑カ
ナダ等のほか︑欧州からスペイン

力鮭進プラントの安全上の技術的

ルギー問題︑海軍造船界の不況間

問題︑建造許認可に関する安全基

題など原子力船開発をとりまく環

リカ連邦︑トルコ︑オーストラリ

準︑外国の庵への入癌に係る諸問

オランダ︑ノルウェー︑スウェー

アなどの二十か国から約二哲菰＋

題︑運航に解する法的行政問題︑

デン︑デンマーク︑オーストリア

名が参加した︒これは一九七五蕉

技術開発研究の現状と成果︑運航

境・原争力船の二八性について衝

にニューヨークで開かれた会識の

突︒沈没その他全般的目凹︑原子

十五か国約蒼十名を上回るもので
経験及び桑員体制の九セッション

ルゼンチン︑チリ︑その他南アフ

原子力船への麗心の高まりを如実
で行われた︒議長はそれぞれ西独

イタリア︑南米からブラジル︑ア

に衷わしていた︒

および廃船とサルベージの五項図

はインコネル六〇〇でもすでに五

料である﹁キャラメル型板状燃

爾︑

箋験をフィルムに収めたものを写

内訳は西独八簾︑フランス

西独 の G K S S は 昨 隼 も 視 察 し
来国および英國二一繍である︒西

万八千時闇の運転歴を持ってはい

料﹂についての発表である︒前暫

@下地015以影

＆5

について行った︒

独からはまず﹁燃料設計に間する

して常置︒西独の鍛後の一面は

1．GLOVESに万一機急襲損傷などによる破損かみられたとき、素手のままでは汚染事故の危険を生じます。従って、予
め信頼のおける薄ゴム手袋を手にはめておいてからGLOVESを装着することが推奨されています。

難帳鰯

285±5

7．5

たがフランスの原子力船の開発状

るが︑陸上煙霞所での運転経験等

況の視察は私にとって初めてで︑

の経過から述べPATやCAP
る︑
技術論文を発表したことであ

原子力礫氷船﹁レーニン﹂に関す

安全聞題﹂と門オットハーンの燃

食︶に対する感受性が少ないこと

によりIGSCC︵粒間空力腐
﹁低NPSH値 次冷却ポンプで
のはフランスにおける舶用炉開発

去九雪間の還航実繍に基く船幽各

でインコロイ八○○をNCSI八
S⁝八○炉心設計における舶用炉 さらに現在の一体型炉CASにつる︒また函独はオット都寺ンの過

所の放射線レベル︑一次冷却水の

ーン炉の燃料棒の製造に関還した

いて述べている︒燃料はきわめて

Oには使丁予定するとのことで

特徴的なものであり︑多数個の二

ある︒さらに西独は﹁舶周炉制御

進展する主要
てジルコニウム・ニオブ・スズ

十×二十×四︑恥耕のUO2燃料核種分析馬歯︑さらに保守に伴う

マン︒レムの値等璽璽な資料を発

国の研究開発

体をジルカロイ板で圧派しサンド

擁窮愁機構の開発と試験﹂と題し

表しており︑これらは今後われわ

系含金が比較試験されている︶︑

イッチ型に成型した板状燃料であ

発の防止のため︑HALO蕪一三
遡名でなされているように︑繭社

ーセッション粗から一

れにも穴いに参考になるものと思

オットハーンでの運転経験をもと

る︒

にして改良された制御駆動系の設

題一と題するものである︒後蕎で

リングコードによる全運転期間中

の実物大試験台で実際のプロトタ

計︑性能︑評価およびGKSSで
心概念に対する國有の安全性問

ャルには学ぶべき多くのものがあ

〇一と犠付けたCF3・Brよの
り研究閣発能力︑技術ポテンシ

LNTERAτOMあるいはその

われた︒今回の西独の数多くの発

の線出力密度や中心温塵その他

器内に発生藩穂する水素による爆

発表論文は︑LOCA時に格納容
表はその大部分がGKSSまたは
した︶︒さらに﹁GKSSの圧力
ン系の設醗︑制御棒システムと可

なる蒸気を系内に曖出するシステ

このセッションでの米国からの
の燃料特性健の解析計簾が述べら

は比較的大型な燃繕簗実体を照い

オットハーン一景炉心燃料のモデ

研究開発︵将来の被覆蟹材料とし

開発﹂と題するものおよび﹁翼C
燃料に寄して発表され︑オットハ

料樺モデリング﹂と題する⁝爾が
された︒フランスの潜水艦爾の原

仏原子力庁の好悪もあって許可

子炉は十数緯線から開発に魑手

ているが︑商船罵の原子炉につい

し︑すでに潜水艦も五璽を完成し

ても七︑八門前から研究開発を進

ている︒その中心は爾仏のカダラ

め陸上原型炉も二年程潮に完成し

ーシュ研究所で︑陸上原型炉をは
じめ麗逮の数多くの礎石施設を有

イプを供試した結菓を述べている

燃性薄物システムの相互作用によ

れている︒さらに﹁舶潮姫炉心の

は︑オットハーンの燃料の燃焼麗

熱力学的設計﹂と題する論文で

感冒試験装躍より簿られた結梁﹂

しており︑その他サクレ！には本

る場舎の炉心縷縮度分布︑ポイズ

部と燃料の研究圏発の一部を︑グ

予測を計蒼しており︑平均二万七

︵この試験装置も後碍実地に見習

ルノーブルでは基礎研究の一部

る高出力変動等について述べられ
董二輪MWD／TU︑簸島で四と
万題する論文は同じくGKSSの

ることを痛感させられた次第であ

を︑またさらにラ︒ア⁝グと四か
所で約八酉名︵内三百犠は羅魍関

六百MWD／TUと述べている装
︒醗︵五十万馬力の舶馬のPSSている︒以上の諸論文によりNC ムについて述べた異色の研究開
力砕氷船用原峯炉の選択に関する

る◎

係︶の陣容で徹底的な研究開発を

はじめとし原子癖の主愛項厨に関

S⁝八○の炉心特牲︑燃料雛動を 発である︒また英国からは原子
騒高
︵FDR︶の一塾sG﹂と題
し温度三百ご十塵C︑圧力百四

部

8

1肘

西独の他の論文では﹁改良PWR フルスケールの㎎分の 断面︶で

ゴ

ク

株式会社コ

7

■

の小型発躍炉や地域畷房などに箆

6．5

GLOVESの擢

2．GLOVESの櫓先部分の保護のためにGLOVESのRこ、更に薄ゴム乎袋を重ねて使用しますと、

湖

逓めている︒これらの成桑は陸上

東京都千代国区神田蜜山町25
電話254−1341（大代表）

r

o

@単均023

発売元

500

@下地0王6以卜

270±5

200
210

三興化学工業株式会社

先

指

装i

包

さ

厚

GLOVESの併用をお奨めします

PROT置X

製造元

部

@平均026
@最低019

265±5

170
180
190

（鵬m）

@

長

全

手の周長

（mm）

法

・寸

呼び番号

総懸長さ
74
77
80
83
86

欝

纏
シンポジウムの議畏騒（左から二人齊が愈本真）

の御使用に際しては

⑳DRYB。XGL。VES蝕

1随
日「

1防
lP

（4）

第908号
（第三種郵便物認可｝

同

子

昭和53年1月12B

傷を防ぐことができて長蒔間の御使用に耐えます。

《種類・寸法》

聞

雛
米国が規罰を 肩がわり
蚕規制扁問題をめぐって難航していた臼加原子刀協定改定交渉は来週にも再開︑暫定的な会意

雛

の二十一体︑一上罫︵燃焼度二

前田佳都男氏

氏︵薗民党謬識院議農︶は四日午

薗一蒔四十九分︑胃かいようのた

で死表した︒享年72歳︒葬儀は粟

射射

照照

験託

試委

・炉の熱工攣

函無明

犠商工ルワキル著 京都大学助教授 頭原英晃訳 職fお工不ルキ一病換機器の初期
のものから，現4圭開発職階にあるものまてを，工不ルキー切換の基礎滋騨の》ム盤の1に
》って論じた，欺界待望の名著！ 姉妹輪「瞭f力の蛾一レ為の訳名がノし訳ノ 8500円

MM，エルワキル鐙内現澗英言訳4200円

財団法人放射線照射振興協金

干37◎一12

三隼以内︑金利は約五％︒

い︑六月か黙許には日産○・七・ゾ

処理して回収したウラン蟹は蕪・

体︑＝7三沙︵ウラン換算︶︒再

前田氏は昭和三十一卑初当選以

で死ました︒67歳Q

五金︵UO3︶︒團聾したプルトめ藁崇・千代田区の榮察逓魑病院
エウムは︑硝酸プルトニウム賜液

にして鴛十七・O八鰯︵プルトニ

田申直治郎氏

醸本原子力座業会議の再処理問

取締役絹談役縫鵬翼鍾︶は二日午

題委員擾田申臨冶郎氏︵東京電力

のため︑禦京・儘濃町の慶応病院

前十一時二十五分︑食道かいよう

ていた﹁女川原発建設華煽璽務

京電力祉葬として︑二十六臼︑港

原魔に入会

予

住所東

放射線照射の利用

動力炉︒核燃料開発編業園は︑

千幽璽五十MWD／T︶︑後半の
三十・六体二・一・ゾ︵岡四千七酉瓢

の驚格翼翼の聡警に入る謝画︒

PDR使照済み燃料を使った再処 田累原子力交渉決滋後の昨無九

茨城漿藁海村の再処理擁設での3

第一段階完了

ホット試験の

理ホット試験を終え︑デ⁝タの解 月二十二田に始まった原研JPD十MWD／T︶︑あわせて五十七 元科学技術庁長窟の潮田佳都男

る︒動燃では今後︑試験結集の評

装麗のメインテナンスを好ってい

祈を急ぐ一方︑核物籔在門鑑蕉と

米圏に搬入趣約金を支払わねばな

動燃・再処理施殴

来︑謬院当選連続四園︒西十七鎌

たあと︑一三中甥をメドに豪霞櫨

励原子力発電駈のBWR樋矯済みR燃料ボツト試験は︑当勧︑分配 ウム灘度否二十七︒八事／㍊︑プ

から約一無間科学技術建長窟︒原

舳をして灘子力安金局の確認壷得

ルトニウム騒四千七百三十八・八

らないなど実霧が出はしめる恐れ

鰯︑プルトニウム謝︒周㈲九〇・

があったこと︑ユ⁝ラトムがカナ
ダの規制権を認め︑輔出問題にメ

露に隠蟹搾がつ漢るなどのトラブ

強化を趨ることになった︒

原発建設岡藤の司習決定と一部

て開かれた昨隼十〜月末の心用町

埋立てに伴う漁業権消滅をめぐっ

魚協臨時総会で︑﹁建設岡悪扁は

﹁漁業権山妻﹂が蕾決され︑計瞬

螢成多数で罵決されたものの︑

が跳箱に乗り上げた形となったこ

駈﹂を本部制に昇格︑スタッフを

まで︑告別式は一將から二聴象で

区の欝山聾醗燐で︑正午から

時
強化するなどして學期蕊工へ綱け

見と完謹呈をもってわが鷹の原子

らこれに滴熱を傾け︑卓越した識

田中氏は原子力開発の葦鶴期か

とり行われる︒

ない︑本店と窪地の遽携プレーを

地曳策会議﹂

汲はまたわが罵の原子力産業を代

力開発に掴螺的役翻を果たした︒

界惰勢へのわが国の対応に常に腐

表する園際人として︑激動する世

心︑国際的協調をはかりつつ︑わ

七一

︸照○ 磁謡○一 一⁝七山一一 一一五一

望都韻用区繭大井四1六⁝七

代表取締役社長杉本寛氏

大江工粟︵株︶

十一奪まで副祉長を務めた︒

子力開発を統纐︒四十六無から五

に就任︒三十九年常務に就任し原

離京濃縮に入社︒三十四痒取締役

田中氏は昭和四鋸帝團大学薬後

わめて大きい︒

の上に残した氏の功績と足跡はき

題の解決︑核燃料サイクルの確立

けん引してきた︒とくに核燃料問

抜した行動力をもって自ら実践︑

が国が避むべき方向と採るべき対

だ︒

策を示侍しつづけるとともに︑卓

貝本輸出入銀行は十二月二†七

輸銀︑ウラン輸入で

四電に二千万
ドル緊急融資

罎翫瞳孔簸議釣書

応ずる﹁建設健進対策会議﹂︵委

︵平沢委資幾︶に灼

強化するため本店に柱寄本部﹁麗

岡社は︑現地綴織の拡充にとも

くことになったもの︒

起死佳民の新たな理解を園ってい

とから︑従来から競地に設躍され

子力委員長を務めた︒

ット試験キャンペーンをf定︒さ ルはあったが︑その後順調に進ん

六％︶で︑申婆様に貯められてい

海嶺四・七踏を使って約一か月ホ

で十二月二十二環運癒を終えた︒

が国としても︑名鑑的に規制権を

らにそのあと関霞養浜発電藤のP

ドをつけていることなどから︑わ

認めるのはやむを簿ないと判断︑

十二月二十七臼︑JFT−2︵原ことを確認したもの︒

の部分で沿

原研の実験では︑トーラスを臨
窓

彌放良して生まれる不純物をポン

む聯波鼻端爵の

プ寒気して取り除き︑プラスマ申
への混入を抑えたことが成功につ
ながった︒

対策会議﹂を設けるなどして体剃

WR燃料で約一か月の試験を行 3PDR財料の処理猛は試験醜半
る︒

の︒妥結すればカナダからのウラ

が出てきた︒

來月初めにも優調麟できる鰐能性

は残されているものの︑早ければ

されており︑依然︑漉動醜な携勢

今癬の皐期解決の動きとなったも

ン禁輌も約一篇ぶりに解除される
ものと期待されている︒

交渉再閥後︑二十饅籔にはジャ
ミソン・カナダ外相の来日が畢定

こうしたなかで三雲末以来カナ

磁波エネルギーは濠ず波のエネル
ギーに褒ってプラズマの串を伝わ
り︑その負心近くで熱エネルギ⁝

る︒これまでアメリカとフランス

原研は︑五千万度から一億度を

に︑高周波擶熱と申性子粒子入射

霞込む5﹁﹃i60のプラズマ蒲熱

加熱の櫻禽方式の至当を予定して

おり︑さる五十一隼十二月の5F 田︑四切磁力のオーストラリアか

政府の外論為替資金特別会計の〜

﹁緊急輸入外貨貸付け制鹿﹂は

した︒

から千八暫二十八万がを外顔融籔

対し︑﹁緊懲輸入外籔貸付け粘腰一

Ti2による中性粒装入襲加熱実らの原子力発電朋ウラン買付けに
験の成功と愈わせて明るい蜀通し
が響られたとしている︒

女川に建設準
備本部を設置

部を輸銀を通じて低金利で民闘に

を対象とし

O273−46−1639

τEL

B本原子力研究所内

群馬県山繭市綿鋼：町

ウラ ン輸入再開か
﹁

いるカナダの対雛ウラン輸出簿止

高周波窮加熱に成功

に達する公騨が強くなった︒カナダ測が独自の規制権は保持するものの国際核燃糟評価︵王NFC
E︶の作業期間なども蓄懸して︑三無間は擦盃権を薗接発動せず︑雛実上米国に規舗を代行させる︑
との意向に軟化してきていることから︑わが国としても暫定的︑名目的にカナダ側に規制権を認める
のはやむを響ないと判断︑今回の早期解決の旧きとなったもの︒依然︑流勤的な燭勢は残されている

れている︒

濃縮規舗︑核ジャック対策などで

ものの︑妥結すれば約一卑にわたったカナダか6のウラン禁輸は二月中にも解除されるものと期待さ

頗籏原子力協定は昭和三十五薙
一度は大筋で合託したものの︑カ 描躍のため懲懲のウラン灘縮工場
ナダ側はウラン輸出国の嚢ほとし

に入ってくるウランの再処理やそ

ダ側が︑独慮の規制権は保持する

高熱波熱熱は塚魔絹電子レンジ

を確認で懸るまでには翌らず︑巖

蕩周波入力に傑うイオン温暖上目

ラズマに入ってし蕊って︑正味の

JFT−2で有効性実証

れによって生じるプルトニウムな

懇

原研

を条件に︑憶報の交換︑資材・設

どが瞑本でどのように箆われるか

碩核融台ト⁝ラスニ弩機︶を慶っ

っていた︒

備等の供給・使贋︑特瀞擢の移転

ものの︑米撫間で交された選定取

の商騰波奨振興で奨生した電磁波

て︑プラズマ中に百五十KWの岡 の加黙と二心約には周じ︒島出力

原研では︑東象芝瀧電気が製作

撫熱馬脚による低域ハイブリッド

で高周波瓠熱実験が試みられた

に変化︑プラズマの温獲を上げ
した出力二喪Wの﹂F？12胴

波加熱箋験を昨鋸十月から開始︑

部分でジュ

が︑灘波管の

は

が三八・九％の突纏だったことか

が︑ちなみに上半期を遜したそれ

の設備利用率は四五・一％だった

そう︒下三期に入りこの三か鞍鼻

の二︑三棊が戦雲復帰となる鋳込
︐
みなので︑実績はさらによくなり

ール入力による不純物ができ︑プ

出口

プラズマ入射荒垣を段階的に増加
させていった結果︑プラズマのイ

獅ﾌ原発設彌利用躍
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今年度最高の
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上向き傾面

現することを営的に十二月発罵し

らみても︑この

女監原子力発磁所丁丁に取り纏

たもので︑四園魑力はその貸間け

が国原子力発電駈の昨黛十二月の

十工月は猿電象海炉が定検を終

凹︑質地寓城渠牡麗郡女川町に﹁女

んでいる山北題力は十二月二十七

隠蟹輸入物費

だもので︑融叢雲闘は六か月以上

どの

同制度の遣付けは門馬︑設備な
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黛付け輸入拡大︑黒字べらしを実
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田となったが︑とくに腿浜二慰は
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うかがい知れる︒

この陶でとくに設備利用率は瑚

十五臼に六千一時⁝聞十∴二分を超す

部長︒軍沢誓夫取締役︶を設醗︑

運転実績は別衷に翻す顯り︑それ

月以降三︑四〇％台と低調だつた

わが國漂発の速続争訟簾燐寸録を

利用率五〇・二％だったQ

が︑この月に入り初めて五Q％台
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昭和五十五繊度の﹁爲本型軽水炉﹂ヒナ型づくり完成をメドにわが国では五十無から官民が
一体となり軽水炉の改良標準化と取り糧んでいるが︑こうした一環として通産省は昨秋︑欧米四

か国における現状調査のための調琶団︵内灘秀雄瓢長︶を編成︑派遣した︒報告によると︑各国
とも一様に標蒔化に讃極的という︒今回は︑同調鎌脚顧問として海外悪酒の調萱に当たった通

で含んでいる︒しかし︑機器ハー

広く︑発電所の墓本的配置計画ま

様・主要多気の星本仕様までと幅

建設許可申講のあった九十五ユニ

ドの詳細設計は標漿瞭講書に含ま

サイト条件との鰐応では地葺条

れていない︒

ット中覧十ユニットに達し︑五〇

武と同一発露所方武だ︒メーカー

採掘の多い標魏魏方式は照命方

％をこえている︒

月から一九七七奪五月までの間︑

産省の向準一郎氏をわずらわし︑各国の標綴織の考え万︑進渉状況など概要をご紹介願った︒

各国とも積
極的に推進
調査結果の概要
全体的に欧米各国における軽水
件・気象条件などいずれも巖大値

おり︑PWRより標準化が遷れて

KWU社による西独の

建設︑運転経験の蓄繭が少ないこ

府は一九七四年︑今後火力発電所

い間ガス炉を開発してきたが︑政

︻フランス目イギリスと並び長

を建設しないで︑原峯力発電に絞

とから標準化はメーカー霊縣型と

原子炉メーカーであるアセア︒

なっているのが特色だ︒

繕

圃

鵠

襯

標準化ベース炉ビブリス

Aと︑同Bの両原発︒建

いているが︑運転許司ないしは最

ゆる門カット・オフ﹂の手法を用

駆

いる︒

ｩ所は審査中断︑一か所は審議

り︑一九七五年以後年闇五基の軽

はまだない︒BOPについては冷な地域がカバーできるよう対処し

よる技術改良あるいは安全上璽璽

魁

四つの標準化プラントのうち︑

アトム社は︑オスカーシャム一︑

水艦︶の西横と経験を幻象し︑米

ている︒例えば西ドイツは○・二

かっ必須のものについては︑これ

銃

器

奪

9

穎

ー
ー
ー

囲

■

墾が1型配置となってい

二毎︵四十六万KW／六十万K水炉を建設するという方針を定め
開︶︑バルセベック一号︵六十万

W︑〜九七一隼／一九七四無運 た︒独自のPWR技術︵原子力潜

KW︑一九七五琿運開︶︑リング 国WH社型PWRをベースに︑標

五G︵西独の九五％をカバー︶︑

とくに米国では標準化政策

▽規舗上の要求事項と櫻華化の

騨﹁

属

ゆ

賜

醐
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隅

気

轟

累

覇

墨画

罵

糎

るのも一つの特色︒

驚ぎ

ハルス一号︵七十九万KW︑一九準化を進めている︒

七六年運開︶の経験を得てBWR 原子力発電所の許認可は︑原則

囲は冷却塔︑事務棟を除く発露繋

進めており︑経済性のメリットを

器︑制御室︑機械整各建物の総合

P一一とCP⊥一の主な違いはタ

されるためであろう︒申講内容は

却設備︑サイト形状に大きく左右

関係

る︒

を適蜜探用していくべきとしてい

楠

中︑一か駈は一九七七隼十月建設

準化プラントで許野司の進行状況

理︑廃棄物処分の見通しがなけれ

ト条件が類似している十二基の発

について新しいBWR七五型を標として炉ごとだが︑政府は︑サイ

金般にわたっており︑プラント仕

設が遥められている︒

数基設置するという形で標準化を
万KW二基︑百＋万KW三門の建

標攣型︵九

十万KW︑CP一一︶︑第二標準

標準プラントは第

捲益している︒

型︵九十万KW︑CP⁝二︶およ

とに標準化されたモジューλ方式

配置︑建屋の溜造に至るまで同一

G︒タービン配置は︑CPl一

はL型だが︑CP一二以後は1
きるとの観点から︑標準化に関し

環ポンプ︑制御棒駆動機構に蟷動

器にPSコンクリート︑内部再循 化は︑第 二標準型以後である︒C

型︒軽水炉の自主技術による標雌

電力会社は︑許認可の長期化への

ては産業騨に委ねられている︒し
造着季できるよう標革機器の認司

︐陰

適用範囲を限定するという︑いわ

町の発行に際し︑この種の要求の

S︑NIの標藥設計を採絹し建設置が可能なこともあって︑BOPる︒建設許司あるいは予備設計認

価が必要となるQ来国ではNSS
得やすく画一的な標準プラント設

われている︒また赤堀条件も広範

許司を串弱しているが︑BOPのを含めた配置計画まで標準化が行

今回の欧米四か国を調査した楽

米国はO・三G︵来国の九〇％を とが要求され︑現在の米国におけ

標雌設誹を採即して申講したもの

は・この標準化委員会の検討中に

建設許司取得に必要な滝本条件︑

る一つの大きな論点ともなってい

はこ
NVELOPの話法を採用して
耐のため︑今後の進め方につい

▽新技術と標躍化との関係新

て黙約の努力をしている︒

ちハードの標準化を抵課するもの

ると墓礎の大きさ︑建家設計︑配

霞条件を高いところに一律に命せ
標準化は︑運転経験をとり入れ

ではない︒

▽サイト条件と標準化の関係

を推進する一方︑規則上の要求事

醗

許司済みとなっているが︑同じ標
討されているが︑これらも特記事
が違うのは︑州が原子力雛型所の

．タービンミサイル対策に関して 許認可権をもっており︑石炭が盟

項の一つといえよう︒

配躍とするものが多くなっている
ば許可しないという一部の州の方

は︑原子炉とタービン建屋を1型 富な地域での原子力発獄所は搏処

が︑タービンミサイルの確率評価

BWRのほかに米国WH社の標霞
準所の審査を一括して行うなど横

準化している︒また︑自国開発の

PWRを舞入しており︑炉型式の雲的に標準化を推進している︒霞

原子力発雷所の許認可権が州に

様・系統仕様︑機器仕様について

現在︑許認可には十〜十三か月

離

ある西ドイツでは︑標準プラント

標準化している︒標準プラントは

程度がかかっているが︑規制側の

多様化も図っている︒BWR七五力会社︵フランス電力庁︶は︑B

の一括審責は困難なようである︒

安全上の要求として飛行機落下灼

職員が少ないこともあって︑これ

OPを禽め同一設計の発電所を多

しかし︑連邦政府は︑審萱を﹁サ

策︑タービンミサイル対策︑火災

以上の短縮は困難なようだ︒

型となる配置をとっており︑発露

とし︑配置は同一設計のものを多

三獣類︒取排水設備を除いて機

藤は単一ユエットの併置方式をと

設計で進めている︒耐霞条件はフ
っている︒

型︑耐霞条件は欧州全域をカバー

︻スウェーデン冒二十横前から
補講が原子力推進を主纒してきた

する○・二五Gとしている︒

対籏としてサイトにかかわらず製

かし︑人購が少なくマンパワー有

標準プラントの特徴は︑格納容

が︑今や他のエネルギーと競舎で

ニット併設方式︑タービンは1 ランス全土をカバーする○︒二

数基設置することを目標に単〜ユ

ビン建家は原子炉とタービンが1 P全般にわたっている︒各建屋こ

対震条件はO・一孟G︒タ1 標準化の範囲はNSSS︑B
び第
O三標雌型︵颪三十万KW︶の

などを考感し設計されている︒

型による標準プラントとして九十

イト関連黒滝﹂と﹁設備関鍵事

対策︑フィジカルプロテクション

い︒

技術的な理由によるものではな

を行ってL型配置で許可をとって 針によるもので︑標準化および

西ドイツでは政

いるプラントも数件ある︒

︻西ドイツU
將が標遷化に際し原子力経魔所の

基準︑法制の整備を行うなど側
面的に協力しているが︑政府とし

ては︑標準プラントは﹁死露F露

項﹂のみ個別審董をし︑許認可を

項﹂とに分け︑門サイト関電事

RENCE︒DESIGN﹂を採

で設計する手法をとっている︒二

が事前に認司を受けた標準設誹と
串請プラントを照合するのが照影

一条件は○・三Gで設計され米国

炉の標準化は︑各国それぞれの原
子力開発︑推進政策の中で国難を
方式で︑また同一発電所方式は向

用しているということから当面は

反映し進められている︒いずれの

は︑ビブリスA︵百二十万KW︑

原子炉メーカーであるKWU社

T扁とする態鹿をとっている︒

男舞羅矧蒙欝勧向準一郎

各種機器の配置にも工夫

﹁REFERENCE促︒
P﹂AN
進するなど努力を重ねている︒

国でも政府︑電力会社︑メーカー
ともに軽水炉の標藤化に原則的に

百万監W綴頬対象に

いる︒しかし・その興体的推進に

蟹成であり︑推進すべきだとして

課題があり︑多くの努力がなされ

当たってはそれぞれ瞳面している

ている︒

以下︑各国における標準化の経

くに西海岸は耐霞条件が厳しいこ

の九〇％をカバーしているが︑と

ともあってサイトことに設計され

通したプラント設謝を一定門田内
に︑多くの電力会社の発鍛所で採

一九七二年四月に原

用しようとする方式である︒

︻米國︼

緯と現状 な ど み て み る と 一 ︒

会︶が軽水炉プラントの標磁化政

子力委員会︵のち原子力規制委員

る︒

ービンミサイルに灼する配慰であ

準W︑一九七六年運開︶をベー
委員会︵NRC︶の審査は︑従来 米国ではNSSS︑NIの標
万K

効活用の颪から︑標電化への期待

ることなどである︒

方式の審査に比べ︑NRCの震問設計を採用して建設芝葺を繭干し

含会内に翌翌による標準化委員会

に一種のジレマンをもたらしてい

式と水圧式をそれぞれ採通してい

ているが︑BOPの標甥設計を採いる︒電力会社は一九七二隼に運

新技術も適

串講され︑醒親会社の要求がある

堂をまとめると概略次の通りであ

る︒しかし︑厳しい条件下ではE る︒NRC︑電力会社︑メーカー

カバー︶を用い設計を進めてい

宜組み込む

程度入った準標準プラントが〆鯖

ンポーネント詳細仕様の標準化即

墓本仕様に限られており︑機器コ

について︑電力会社の要求を加え

標華化出力は百三十万KW︒麗 は政府︑塁壁会社とも大きいが︑

制の異現を要望している︒

年黒月には標華化のための一体的

用して串製したものはまだない︒

一九七四年運開︶︑同B︵百三十

政策を打ち出し四つの標躍化選択

なり減り・審萱期聞は︑従来三十

数︑審董に要するマンパワーがか

ている︒

基塗を設定した︒すなわち反復方

標準化各方式による原子力規簡

式︑間一発電所方式︑照命方式お

ト形状に大きく左右されるためと

BOPについては冷却設備︑サイを設け︑KWU社提案の標確仕様

策を発表したのにつづき︑翌七三

よび製造認司方式︑の四つだ︒こ

二十九か月程度と短縮されてい

か月以上要していたものが＋六〜

スにPWRの標準化を進めてきて

れらを受け昨年七月には﹁標準化
る︒目標としては十か月〜十八か

るま
︒これらはいずれも今後︑わが
︵葱三十万KW︑PWR︶︑

標準化の牒題

の現状と推進のための変更プログ

期間の難燃は︑NRCからの新しれる一方︑規制上の要求薯項が次

月を鷲ざしている︒しかし︑審査

々と出され︑標準化の推進に一翼

たっての課題となるものでもあ

国の改窺標準化を推進するに当

て検討した︒標準プラントとして

ラムの報告講﹂を溌表し︑軽水炉

のジレンマをもたらしている︒ま

た︑この委員会の検討が終ったあ

考えられる︒

標縷化に伴う許認司季続きの禽狸

い規制上の要求事頂への対応に時

た︑これに加え︑建設許司あるい

終設計認激闘でに遍加適製するこ

化︑迅逮化を一麿進めるよう提唱

機を要すことや︑サイト関運蜜

は予備設計認司発行の際︑規制上

来国では︑標蠣化政策が進めら

した︒

須︑電力会社関達甥項など許可に

とで串講された標準プラントが四

メーカーは︑政府の標華化政策

際し広範な審査が必要で︑現実離

に従い︑原子力発電プラントの照

る︒

︒
基︵百三十万KW︑PWR︶るあ

繧準化

の要求条項等の適用範囲を限定す

面を持つものであり︑ある期間︑

技術の採用は︑標薫化と相反する

▽標雌化の範囲と内容

るという︑いわゆる﹁カット・オ

にはかなりむずかしいようだ︒

える影響が大きく経済的なデメ

羅計画︑機器構造︑支持構駅に与

し︑予備設計認可︵PDA︶を受 標準化の範囲︑内容等について

舎方式︑製造認司方武の申講を出

︵六十七万KW︑一九七二隼運I︑BOP等全般を対象としてお
げるものでもない︒墓本仕様︑基

欧米各国ではサイト固有の条件︑

項が次々と出され︑標準化の推進

一般的だ︒しかし︑運転実三等に

固定すべきであるという考え方が

とくに地形︑地盤については比較

い︒

ミンゲンニ︑三号︵璽二十芳K たって纒力各社要求をカバーする

が︑KWU社は澱新型のグンドレ しかし︑このように広範囲にわ

的楽で︑地形については平担地が

リットを覚悟しなければならな

BWRとしてはビルガッセンの範囲についてはNSSS役たN
改艮をくみ入れ︑その改善を妨
開︶︑ブランズビュッテル︵八十万

あり︑コスト︒ベネフィットの評

と経済性の低下をもたらす恐れが

準化する考え方だ︒

万KWで標肇化している︒その範 笏ないしは巖終設計認可までに追

KW︑一九七七年運開︶などある ている︒

およびタ1ビン発電設備等︵BOションの観点から︑プラントの配

の懸樋をみて標華化したいとして

W・一九八一／一九八二隼運開︶

本的なクライテリアは固定して標

は︑まず出力酉十万KW〜璽二十 フ﹂の手法を驚いているが遼転許

囲は︑原子炉蒸気発生設備︵NS 加適用することも要求されてお

霞力会社は︑政隠の標雌化政策

け標準化を推進している︒

SS︶︑タービン発露機設備等を り︑大きな論点になっている︒

り︑陽春計瞬についても単二化し

ンジニアの標準化の推進にのっと

と原子炉メーカ︑アーキテクトエ

置計画において︑局所的防壁より

火災対策やフィジカルプロテク

間隔による物理的分離の方嵩で検

って︑多くの発電所で標準プラン 除く原子炉蘭係の全設備︵N1︶

トを採用し︑標準化推進に努めて

も設計墓準からシステム梅成仕

P︶の金般にわたっており︑内容

標準プラントは︑一九七三年三
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核物質・技衛移転に枠

﹁捜術輸撫の共顯墓準﹂を憲め︑

る

が遜胴される懸に阪り規嗣品編綴

一︑供給灘は工A鷺A撮防総懸

畷を実施するQ

一︑受領圃副直は核物籔防識潜

贔懲の輸出︵移転︶を認める︒

国の確詔に撃ついてのみ規制対禦

つながる優い方をしないとの翼鰹

一︑供箔爵は核纒発装置製ぬに

とおり︒

繰障措置の履行など盛
わが国を食む原子力洪絵先進十五か醐グル⁝プによる原子力輸出規制専門泉金議︵趨称ロントン原
子力先進国協議︶が昨薙九月含意した原子力翰出ガイドライン︵指窓︶の内容がナ瓢稼公転された︒
同ガイドラインは非核兵器羅への原子力輸嵐に際して適用される保陳受壷と輸出規制の基本原継を定
めたもので︑①核物駕や原子刀機器︑授術の輸出に際しての輔入照による核爆発装鷹続編への転警防

三二縄のとりつけ②輸入躍による核物質防護の実施③王A鷺A︵陶際原子力機関︶の促陳措蹄受け入

さらに補足として門トリガーリス

れ︑などを閣糊している︵2面にガイドライン内容︶︒

爾捌

いるが︑インドをはじめ今後原子
力譲画を拡大しようとする

は︑インドの

核爆発実験を契機にして平和利撰

叢羅

ロンドン協識

銭的の輸入核物翼や原子力機雛の
かなりある︒輸出ガイドラインは
こうした輸入潤の

も︑ここでは詳細に規噛してい

あい家いな撮障翼突の縄囲や程度

る︒

の傑際措認につき共選で再訪類す

ルの鉄器﹂を承すなど︑N2Tで 一︑供給濁は必硬の都塵︑疑遡

の中にはNP学搾艦継漆が ト総総の明纏﹂h核物質防誕レベ 輸書する︒

核爆発装綴製造への転出を防癒す

じるとともに緻化する供給國測の
る︒

を封

ることが核の拡敬を防ぐ慮要な手

輸出競象にもモラルの麟ドメを潤

抜け穴

だてになるとの羅際的な認識に獄

物議防護︑擬障措罐は輪出窓耗覆

一︑核爆発蕪躍膿造の禁翫嘱核

づきロンドンで七五隼から始まっ

国が岡ガイドラインに弔った導出

したといえる︒ロンドン協議参擶

ガイドラインの童な内容は次の

が国と来︑ソ︑英︑仏︑西独︑加

たもので︑当初︑講論輸出礪のわ

の七か國で構成︑協議の逢展に臨
する︒

規制を行うことをIA鷺Aに通鐵

者加交渉大筋で会意

じてベルギ⁝︑イタリア︑オラン

﹁地元への利益
還元強方に﹂
立雛懸︑闘様藪が翼講
餓谷科学捜術庁飛槍と原発立地

懇談禽

の自薦禽がヒ瀬野︑燦感

関係蕎らによる﹁獄子力立地無燈

わたって地兀にメリットが響られ

がその総懸にあったQ

輸解除にメドをつけたこと︑など

保持するものの︑米加暫定取り決

に対してもカナダ独闘の規制権は

こうしたなかでカナダ側が日本

るような欝置を﹂と蠣凝するとと

懲に影羅の褐無を明らかに﹂と握

めに従って報爽上米躍に規制を代

もに︑漏緋水鎖題について︑﹁攣

の麟と銀との麗飯鮎騰が萌耀にな

摘︑さらにトラブルが発生した際

タ側の岡態を求めた際もINFC

っていないとして門蘭轡の欝欝縫 行さ滑︑来囲が規制についてカナ
糊巻臨画に﹂と野鴨した︒

向に軟化してきていることから懸

開は振糧権を発動しない︑との意

Eの僻叢期閥なとも響曝して三隼
は康発災中立池問題について一ど

本側としても猛灘的にカナダ側の

窪た矢望薄懇夫眠︵数賀醇蝿︶

の穫度の集中立地が行えるのか︑

の赤坂プリンスホテルて開かれ︑

電源矯懸盆謝の鉱発強化︑地方霞

その鰐樋窪と蟹金性の窟浅づけが

ることになったもの︒

規制擢を認める形で簗期妥結を図

発交換を膏ったっ

必硬一と慮へるとともに鰐策交付

治鉢の役翔明驚化など饗申心に恋

鎚谷飯窟が﹁瞬発の必要嫁か尚

のヤマは職工麟であり︑この段階

金の交伺爵期について﹁立地澱策

を図るべき﹂課税腿獺瑚阪の延

懸来の騰要の伸びに応じて設備増

を賄うかを決める電力供給謝薩は

既設施設でどう影懸の醜力露要

に穏点対処することを決める︒

用③蔓の電力ピーク晩の購読対策

ぬ②葬揖蒲系エネルギ⁝の有効利

斜として①原子力発電の利用率向

五十三無度霞力供給言置の棊本万

中指駈力協議象は十九臼︑脇和

中羅協が塞本方針

原発利用率の
向上にも重点

まる反臨︑点飽購題はト分な獣観

から捕らかの措置を講じることが

をみせていない︒突破口となる解
決方響に全力癒つくしたい偏とあ

カギとなる一と撫備Qこのあと地

元関係蘇から羅冗の評議料金を

いさつ︒

このあと懇談に入り︑岡瀬絶滲

理︶は地冗への発電利盈の越元描

氏︵綴灘凝滞滅亡1一松軍知蜜代 劉蜜にするなどしてメリット愚元

長を一ーーなどの淑晃が出た︒

務総では無難一肩以来約⁝隼にも

搬について一命業誘致など将来に

馳設や捜術を利発する湾処理︑纒

わたって継読されているカナダ産
ウランの餐醸禁輸携難がタイムリ

顯︑総論製造旛設にも雪曇され

ミットに齢し︑爽害の恐蔦も患は

強を焦る蹴力施設計醐と対比され

一︑ガイドライン懲反の疑いの

ゐ︒

じめてい

Φことからムノ回の交渉て

ある場禽︑供給灘は瓢輸描醒の薄

るもので︑岡協議会は今回の基霞

力針をもとに葺欝欝京でに簸終計

の愛結に金力をあげる惹えで︑二

ひつ迫は予断を許さないとみて︑

綴を策定する◎先行き電力縄給の

十閥蕪のジャミソン・カナダ外柑

能鱈を澱めるため協議する︒

い意陶︒

との閲で漿調印巌でもっていきな

転換や有効叢薄毯視の供給謝鰯を

脱石岡による電力供給構造の質的

示され︑双ががこれに同越したこ

田加交渉は﹁二覆規制縣をめぐ

撫聯名欝麟に認める︑との繋が提

って際隼以来磯礁に藁り上げてい

定改定相互譲歩で決着へ
原子力協

に一応決鷺︒交渉は︑こうした基

ガイドラインは︑保障描灘や輔

とから﹁二蟹娩制先先題は膿覇的

出規制の鐙承原野を定めた﹁原子

たが︑こうしたなかで交渉双鰭へ

コ︑爽ドイツ︑ポーランドが鍛

木方針をふ襲えて仮講碍のための

ダ︑スウェーデン︑スイス︑チエ

の規制榔を各図胸に温める形で大

ナダ鰍が隔濃縮ウランとプルトエ

い晃潔しがでてきたわけだが︑カ

締絡され︑このなかにカナダ藩ウ

もない十一月来繍響蜜翻り決めが

来︒来撫顧子力協驚改定交渉にと

日ソ政府間の協

の勤率化雛遊に力を注ぐ方針︒

は︑定検期間の西語︑保守・点検

たこと︑加一端C交渉で蹴C側が

を鱒がわりすることが盛り込晦れ

カナダの規制搬を金めてウラン蟹

される場含氷隣がカナダの焼制権

ているなど依然微妙な闇趨点が残

対し︑欝本辺がこれに雌蝕を添し

されているのも鈴実︒しかし︑外

カナダ轍ウラン4の揮処糧 認を替ることを襲藪しているのに
や濃縮について独薄にチェックす

くる

謁邸できる珂異性が強まった︒
交渉では︑京ずカナダが︑寒濁

ランが※国を通じて第三濁に輸繊

制﹂問題についてわが園がカナダ

一u写凸響0幽▽禽ーーー

ウムを磐激する場禽には双方の灘

h撃発利用率の陶窯﹂に関して

つくる︒

約一続開にわたって難航した臓

明るい見離しが出てきたのは跨年

v

﹁支援驚

離籍的諾めの設階に入ったQ

力輸鵠︵移転︶揖針﹂

ャミソン・カナダ外翼との間で短

筋で禽惣︑ご幸照臼に来瓢するシ

加︑十銭か羅となった︒核拡散防

止策約︵NPT︶は船盟國にI動
A﹂︑薄舞となる物資や機器晶闘

加原峯力協憲改窟炎渉は十七闘御

／

での濃総過熱を経て漏本に入って

！露Qの本体発注

る規制樽を※国に潜がわりさせる

った︒瓢ソ科学技術協力協定︵昭

の協力体制が築かれる見通しとな

の原ア力分野で臼ソ政府闇ベース

核触台開発と高速蝉開発の二つ

核融合と蔑欝欝

力体制確立へ

原研︑近くJT

これにより皐期翼結に醐け明る

EA査察の受け入れを義務づけて を開示した﹁ト夢ガ⁝リスト﹂

㌻嵐

開され︑焦点となった門二璽規

愚

轡
撫

逆木原子力研死所は近く脈響プ

絵子力機器についてはこれまで

A5樗／董5000円

長釜鎌継嚢・三順良繍監修

してきたメンバー右下の協力のもとに︑その技術

第122委貝会が過去20年にわたって協同で研究

本無口は︑線イ力発電のゆ枢である核燃糾および
原子炉材料︵核融合炉材軒を含む﹀に関する理論
と尖際を集大成したもので︑とくに工業材柱とし
て実際に役立つチータを収めることを第一義とし
て編集︒執筆は主に田本学術振興会の原子炉材糾

協力蚤貨余が︑二十三︑二十七の

が︑ソ連騰からモロゾフ膿子力利

外総省難聴局長ら闘係省庁の銭譲

電話︵〇一ご︶ご論ハ一二⁝二ご︸一

一︵代︶

東京都千代鑓区九段北一−八！十

日刊工業新聞社出版局

しゃへい材料／9実朋一炉の材料の硬用経験／10郷
射試験／11核融合炉玉上ほか

1概説／2核駅料／3威速材・反射材／4制御材
5冷却材／6構造材／7圧力容器・配管材料／8

総懸饗内容

成果をまとめたもの︒

磯日︑東灘で開かれるが︑この席

を54議する︒

鎚噸による海際もあって最近では

甜四十八欝欝縮︶に棊つく第一暇

試験闇題の緻向と解答の要点（管理技術）

で韓国は核融合と総総癖の二つの

轟入一辺倒だったものの︑業繋は

放射線取扱童任巻曼験講座㈲

史朗

建玉1〜

放：射線のモニタリング（1）
放射線撚ノ総合研究班

成弘4旦三

安

源子力技術に関して協力の進め力
購入の駕能鱗を撰聾するための講

をメドに標準化炉訓翻も進んでい

これをよく消化しながら︑淵叢省

康冶

園主要配磁：

動脚怯灘鷹発ll・糊；4嚇

講座・環境放螺線愚黒タリング（2）

医用サイク懸盤ンの選幽幽襯撒 醗翻耽所感元
博
亜水製造胴新羅媒とその将来性
指馳工騨號試験所 佐藤俊夫他
資源物理学からみたエネルギー問題
理化！研究瞬槌濁
敦

252Cfによる中【生fラノオグラフィ

章弘

1捧人酔佐久田畠昭

原子カプラン｝への応用一

慧敏

日赫、浮力研兜所小林

放射線の硲用例

核燃料サイクルの長期展望一とくに薄処理の付認づけ一

技術の根拠と信・不信の問題

わが閣の原発開発羅標をどう評価するか

Rlレビュー

政策粥看醗斯笠井

アルト。アラインゲンガー

想

随

隙隙肋発電今井隆吉

東∫・犠y

ガス炉心炉（4）

カーターの核政策はどうなるか

海i洋原子力発電プラントーノ合岸プラントの構想とその

聡の課題

塵］原子：力発電開発
融長壷成し盛げてきた〇五ナ五葎

蟄国産化の遅れ懸念

機器輸入で調査団

ラズマ麟験黛醗﹂Ti60浮体の一代りに︑田鰻は︑カナタ測の規制

簑空容器︑ト獄イダル磁場コイ

部を発注︑建設を始めるQ

ル︑ポ汐イグル磁場︑架台などで

構成ずる5T160に関し︑簾研は
四セ八年厩に調飛研究︑四十九駕

原子力工業乾酪辮幽痴ll

漏
仙薬子力振興機器懸念む閉止機器 九〇％以ま剛羅化が無能獄求でに
一の両年農には詳績設麟と試揮開 にわたりもめつづけていた灘乗通

盈鑓を米曖に派遣する﹂ことが舎

貿易不均衡に鰯を発し一年近く

商問題は・貯秋からの肇甥レベル

度に予備設麟を終え︑五ヤ︑五や

発の璽働作業スケジュールを騰

いた

用国嫁幾繋金副識畏ら五入の代衷

総倉授術一原子力の輸入鰹

かわからない﹂としながらも鷲き

進︑﹁輸入がどういつだ形になる

が出席︑二十國爾から三日闇は茨

同婆貸食には臼本側から営繕泰
る炭先だけに︑ここに

構想に縦づけされたものではない

撮墨梱︑ロバ⁝ト︒S・ストラウ 係調査鑓に関し長期的︑舞依的な

の雛をかくせないのが機器業弾

予力施設を視諾する︒

城緊・築波栄麟都前︑霧海村の康

降ってわ

緑︑共鵬飾明に盛り込漁れた︒

3饗一60の建設用地取得につい ス大統韻遜蕗交渉特別代銭による

としながらも︑﹁磁盤機器業界を

がない﹂とし静観の構え︒

だQ電力業穽は﹁蒙だ爽休的な議

逓藻繍筋はとくにこの原子力関

交渉の鰻を受け†二︑十熱の陶製

ては五十三郊展に予算携躍がと5 両継代帰籍闇協議で十頂欝から認

ことになろう﹂としている◎

主翼に編旗︑今魯中には派派する

部建設に入るもの︒五†六奪殿 東泉で行われだ牛場償彦二瀬経済

化︑義士辱慶計画として氷体の

をみたが︑愛子力関係についても

る共購照明が採択され︸窩の決講

には装羅を％成させる︒

甲から難壁を争いでいる︒

れ︑原研は茨城県下の数媛補地の

Q

業
返く本体建殴の始まるJT⁝69の概愈図

鑓米塩商
交渉決薫

振轡聚男芝5895盤
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原子力供給国十五か国が舎悪しだ門原子力輸出に関するガイドライン﹂﹁ガイドラインに引用され

は第六項で定義される技術の何ら

センシティブなプラントの設計
処置を予断するように行動しては

して他の供給国によってとりうる

ならない︒このような協議による

士二︑供給国はセンシティブな

し︑受壷描置の適用が容易となる

装置の設計蕎および製進轡に対

かの移転②これらの項目から派生
した移転⑧璽水または核兵器転用

たトリガー・リスト﹂﹇フィジカル︒プロテクションのレベルに関する墓準﹂は次の通り︒
給に関する協定において︑当該の
畢異確認を踏まえて︑供給国は︑

受領国への核移転の終了を愈みう

IA亘A憲藁第十二鷺を留慧し︑

︿関連する活動﹀

司能核物質の何らかの移転Q
ように製作するよう奨励するもの

河らかの核兵器転用司能核物質の
とする︒

圭至

ま ＿は
震繍轡料

局の確保すべき核物賢防護の合葱

域内では︑立入りは身元が確認さ

リーの物質に対して防謳される区

された区滅︑すなわち上卿カテゴ

応体制との間に緊密な適絡通報体

れた雷に制隈され︑かつ適切な紺

された墓雌は少くとも以下の核物

使用および跨藏

質防護の特徴を含むものとする︒

カテゴリー蟹

については立入りが規制されてい

のとする︒この条文において設け

舗にある謳衛の監視の下にあるも

るべき轟然な書置はどのような攻

る区域内にあるものとする︒輸送

よび輸送暫闇における二胡調整な

の不法な移転の発動および防止も

繋︑不法な立入り︑もしくは物質

については荷送り人︑荷受け入お

は階子︑野駈および輸送籔任の移

らびに国際間移転の場盆にあって

いては︑カテゴリー恥︑狂の物質

の輸送について確認されている特

囲的とするものである︒輸送につ

別な懇賊の下で︑かつさらには謹

転に関する手続きを含めた供給

む特製観血下にあるものとする︒

薯慰した当轟轟間の事前會愈を含

衛による常隠監視および適当な対

国︑受領羅の蟹轄権および法規を

使周および跡蔵

一﹃ガイドライン三へb︶は受 の変化の過程を説明する崎ために

る防護区域︑すなわち護衛または

については立入りが規制されてい

であることを確認する轟任をもち

六︑供給国は防護の水準が趨切

する条件の下にあるものとする︒

A保障描置の違反または不法な終

た場禽または受領国による工A￡

質の不法な使用および取扱いを防

一︑核物質防護の闘的は︑核物

適用されるものとする︒

て︑すべての国にこれらの要件が

が当然必要である︒これに関速し

四︑付表に承され︑また︑供給

区域内にあるものとする︒輸血に

は同等の核物相防護の水鞍をもつ

整することに対して澱優をもつ機

処園収の実施について内部的に調

カテゴリー王使飛および貯藏

よび受領国は国外での輸送の問題

を褻講ずるものとする︒供給国お

関著たは当局の受領国による確認

國側の相互倉悪によって更新され

ついてはカテゴリ⁝斑と岡じQ

についてはこのカテゴリーにある

よび設備に請する核物質防護の一

うる核物質の区分は物質の廼類お

応体制との緊蟹な遡絡通報を確保

適置最新楠報を盛り込んだ同様文

蟷子装腰による常階監視の下にあ

かっ防謳される物質の不法な使用

展および原子力施設が慧速に鱒籏

了があったと儒ずる離開には︑供

止することにある︒ガイドライン

三︑地核物質の防謳隔と題する

一A鷺Aの王NFCIRC定
一レ三
ベ五
ルを定めるための含愈の墓

協力すべき当該国の嶺局内の運絡

およびしばしば国際的な奪門家グ

および両坊間の他の問題について

して確保すべき防護墓準について

分離プラント

爾処理︑濃縮および垂水施設の鵬

還心分離プロセス

に︑その施設の運転に必要な昂爵

設を定義するために用いられる︒

禽︑類似の方法が﹁閥樫類の﹂施

︵b︶遠心分離タイプの貰泣体 は化学醜プロセスに基づいている

のうち特に霊要なものを全体とし

ラント︒

にある門受籏國において合悪され

︵6︶ガイドラインの6︵b︶

じる︒

ンポーネントを窟義する必要も生

また︑そのような輝設の璽要なコ

を用いる他の全ての聞位鉱分離プ

シェッ

︵c︶ジェット︒ノズル︒タイ

プの闘位体分離プラント

ト・ノズル・プ覆セスを馬いる他

の全ての周位体分離プラント︒

た期間に建設されだ同縄のいかな

渦巻プロセスを用いる

︵d︶渦巻タイプの周位体分離

プラント

にのみ適嗣されるトリガー・リス

は還転プロセスが岡︸あるいは類

他の全ての量水プラント

水プラント

分解プロセスを用いる他の全ての

る他の全ての東水プラント鵬気

︵9︶霞気分解プロセスを用い

せられる保陣措躍の期闇またはガ

れる︒しかし舎懸された期間は課

ーネント︶を指していると了解さ

されていると確認する権利の期閥

もしくは利用して建設または遼転

って移転された技術を基にして

スを緩いる他の全ての蟹水プラン

い︒

を鰯罰することを態翻していな

る量水プラント

設謝︑建設蜜たは運転

プロセスが黙認以外の物理的填た

︵注︶

ト

璽水蒸留プ窃セ

イドライン六︵b︶②にしたが

移転された技術か︑輸入圏にお

︵a︶ガス拡散タイプの同位体

ラント

を憩いる他の全ての國位体分離プ

︵h︶水盤蒸圏プロセスを遵い

いて次の型の施設塞たはその主た

可能にする場合︑次のものが岡穰

聖水プラント

︵またはその主たる霊要なコンポ

二十年闇以内に開始された脳設

癒設の第一石鎗転鼠から少くとも

術の移転後建設された二一型式の

ネントを含む脳弓または︵2︶技

豪たは移転された鑑要なコンポー

一回遡転が︵1︶移転された施設

る施設輪に対する書及は︑その第

蔭媒拙出

︵e︶溶媒抽出プ滋セスを閉い

る燃料再処理プラント

︵f︶交換プ切セスを用いる懇

寓処理プラント

︵5︶ガイドライン6を慶行ず プロセスを用いる他の金ての燃料

解釈されるべきでない︒

り︑前記定義によって隈足されて

トAに消熱されるものとは異な 侮の全ての同位添分離プラント︒

イン6およびこのパートBの目的

︵4︶前記の頓証は︑ガイドラ

される︒

ポーネント﹂の移転であるとみな

門施設豪たはその特に必要なコン

て移転するならば︑その移転は

ガイドライン6に塞 よび遜転に麗するノウハウととも

﹁技術﹂とは︑供給国

つく技徳移転に関する一般塞攣

︵1︶

除く︒

︵2︶﹁特に主要なコンポーネ
ント扁とは︑︵a︶ガス拡散タイ

イプの同位体分離プラントの場合

目ノズル装麗︵6︶渦巻︵ボルテ
ックス︶タイプの岡位体分離プラ

先をも指定するものとする︒

物質は以下のような不法な使用に
る︒このような協議の初期の緒漿

2・1︒6

置で特にウランの岡位元累を分離

設︒

曇水︑砥水素︑璽 ントの覇合鐸渦巻蓑麗
︵3︶その特に主要なコンポー

2・6・！

ネントが上襲︵2︶に記賊されて

類の旛設であるとみなされる︒

および特にそのために設計︑製作
交換を司能ならしめる技術朗に高

交換プロセスを罵る

似の物理的家たは化学的プロセス

るために以下の施設は﹁岡様な種

散陣壁︵b︶還心分離タイプの同 類のもの﹂︵その設計︑建設また

プ闘位体分離プラントの場禽目拡

離アセンブリ︑六弗化ウラン鮒腐

燃料要素擁工プラ位体分離プラントの場合勒遠心分

された施設︒

ント

2・4︒1

び精にそのために設計または製作

2・3・工照射済み燃料蟄素

礎として利周するものとする︒

えるものとする︒︵b︶さらに以 効監を改良ずるために尚けられる

ループによって検討され︑かつ核

対し︑僧頼性の高いシステムで防
物質防護に闘する方法および蜘識

護されるものとする︒高度に防護
蕩麟に入れて璽超している︒

供給國闘の翁悪を国際的な勧告を

五︑付蓑の物腿の便用︑貯蔵お
と当該受領国とのコンタクトに関

を保留して︑供給麟は他の供給国

よび輸送については︑当該国の詣

こととする︒

ーー

適切なイニシアティブを支濾する

一〜一

ての駈氷戸籍水素の比が一対五千

前認2︒1︒！に定義された原 子炉に二子される蓮水素および全
子炉において︑特に笈慮贋を制御

に受領国に対し璽水素原子蟻が二

を超えるものでかつ十二か月の間

2・−・−制御された核分裂
運書函憾を維持できる還転能力を

棒︒

するように設計まには製作された

による濃縮︑再処理︑二水製造施
ルギー原子炉を除く・ここで︑ゼ

設またはそれらの主たる璽婆なコ

および保守に関する技術的デ；タ

2︒2・2原子炉級贔質の黒ンポ⁝ネントの設計︑建設︑還転

絵筆耀を超えるもの︒

袴する原子炉︒ただし︑ゼロエネ

漂子炉圧力蟹

パートB

下の場食︑供給濁の岡恵が求めら

物議および装踵

2︒1︒5

前記2・−・−に定義された原

鉱聞五蕩訴樗以上の管または管

畢炉に使用される一次冷却材とし

る霊愚なコンポーネントの建設を

〜次冷螂紡晴ポン 2・5・1分析機賑砂外の装食材︵c︶シェット・ノズル︒タ に墓つく頸輪︶とみなされる︒

町能なものであるかまたは遡常は

ての液雄金属を蛤環させるように

上認2・−￡に凄裟れた原 するよう設講または製作された施
燃種の慮接観察または燃料への接

カテゴリー丑

轡は︑受領綴が核物質防謹描置の

り︑かつ適切な規灘に墓づき隈ら

ている︒しかしながら︑その借蹟

AEAの保障措鷹の適熔を許す保は技術の擾助により派生した︑ト
している点に鑑み︑保障描置の妥

犠国は︑違反の翼偽と穆慶を決め

三︵a︶は物質の樋類︑これら物

として血合である︒

手段および孚続きに関する体系を

鹸1

または取扱いがあった場舎に︑対

「氏分lo％オ、

によって圏まれている区域もしく

｛ぞ敗分裂牲

れた数の出入口をもつ物理的隠壁

ム
甑

から派生した︑または霊璽な重要
構成部品の技術を利馬している再
核物質防護

再移転︑再処理︑雛藏︑変更︑使

同愈するものとする︒

る適切な対処および河能な行動に

処理︑農縮︑匿水設備にも適用さ
協

議

十四︑︵a︶供給国はこれらの

十五︑各供給圏は︑移転を蕎著

十一︑供給麟は核物質防護の隔

する際に︑第六項でカバーできな

報の交換︑移動中の核物翼の防
ガイトラインの実施に関連する事

給罵および受鑛国間で相互に合愈

くはその主饗な璽要欄二部贔また

項について通常のチャンネルで適

れる︒︵b︶このような施設もし 用︑移転についての取り決めに供

の回収に麗する国際協力を助長す

護︑鶴取された核帯側および装置

一︑保即売躍および輸出規制に

を必要とする条項を含めることの

係わる以下の基豊原劉は︑軍和利

璽要性を認嶽しなければならな
必要とする︒①1AEA保瞳描麗

い技術移転濠たはそれの再移転の

は関麺技術の移転は以下の保証を

い︒供給蟹は適切かつ実行可能な
絡および協議を行うものとする︒

器醗への移転に適用されるものと
は受領羅において舎愈された期間

効果的なIAεAの保陳措置の ︵b︶供治国は︑各薗が適当と考 籍果︑それぞれのケースのすべて

るものとする︒

用のための原子力資材等の非核兵

する︒この為書で︑供給国は輔出
場命には︑このような条項を禽め

のとする︒

の状冊に関して慎重に対処するも

のタイプの施
える場禽は︑特別の重工な場愈に

十六︑第五贋の再検討から生ず

に建設された岡

関嬉する他の政府と︑移転が対立

る変更を禽め︑これらガイドライ

トリガー︒リストを定め︑かつ技

十二︑供給購は傑障搭躍の効果

ことを確奨にするため協議するも

および不安定の危険佐へ寄与せぬ

領国における核物質防護措慮の履

︑

的な実晒を支持するため精別の努

ンのいかなる変璽も加工羅の同意

行は嶺霧雨政厨の灘任であるとし

支持

十︑︵a︶供給図は︑以下の場
力を払うものとする︒供給国はま

のとずる︒︵c︶一鴎以上の供給

を必要とする︒

二化あるい
は入映ウラ
／ トリウ

翌財射済み蝉昌

roo9以1

@♂kgオ、擁

設計する上で受領国に対する指針

｝O％永繭のウラ／

れる︒①施設の主璽璽要部贔また

パートA

ニウムの設誹上の鍛大生産能力が

11A露A懇牽第二十条に規
ロエネルギー原樗蚕とは︑プルト
定する漂料物質象たは蒋殊核分裂

子炉において五十気圧︾上の還転

覧PP顛ボロンより良い純度を を愈味する︒ただし︑例えば飛行

なデータ豪たは周知につき何ら制

誌︑定期刊行物など広く入谷町酷

圧力で核燃料要素および一次冷却

り大きい密臓を穂する黒鉛であっ

有し一立方独ン当たり一・五〇鰯よ

れる︒

物質︒ただし︑砂下の︵a︶に規 薙閣書函跨下のものとして定義さ
定ずる黒雲または捲竃された輸入

2・−・2原子炉圧力容器 材を愚答するよう轄に設計または
歌炉の炉心を収容するよう特に設

の集禽体の形態のジルコニウム金

約なく国際的に入孚酵能なものは

醗記2・1︒1に竃義された原製作された管︒
しくは特殊核分裂性吻監を輸出す

計されまたは製作され︑一次冷却

属または合金で︑2・1・工に定 を再処理するためのプラントおよ

に規定する数撰渉下の工臨物質も

る石臼は除く︒

の完成品またはその主嚢な工場製

材の運転圧力に耐え得る金圏容器

ジルコニウム蟹 て十二か罵砂内に一受領国に薄し

︵哉︶プルト鵬ワム魏の下位鉱

2・1︒7

蕊＋層ゾを超えるもの︒

区曜が八○％を越えるプルトニウ

義された原芋炉に鍵鶏するよう特

子炉に燃料を挿入または取出すた

︵b︶特殊核分裂強物鷹

Eムのジルコ一一ウムとの蚤鷺比

2・1・3原子炉燃料の取替に設計または製作され︑かつハフ

作部錨︒

計測器の門出部分として数グラ

装躍

昂の製造のような鷹漂子力濡動に

核分裂践物質︑倉金または窯業製

蘭認2・1︒1に定義された原が一対五頁以下のもの︒

のみトリガー・リスト項蟹を移転

設計され︑もしくは雪転されない

ツラ／お）農細芝

水素化合物を生黙するための施設
天然ウラン万璽ゴ躍ノ

プ︒

劣化ウラン

近ができないような襖雑な爆k時 特に設計または製作されたポン
九︑供給国は︑これらのガイド

2・2原子炉用葬核物轟

千鏡樗
ラインの霞酌を偲逸し核拡散の危

塵な位躍・整合の調整を行うこと

り込まれている施設に関し︑もし

技術移騒に俸う保瞳描躍

垂ok9以1

入弼ウラ／を超瓦

1Ck醜繭
1G」麟触
1鍵日時。％〜月

いない旛設でガイドライン6に盛 分離プラント ガス拡散プロセス

トリウム長詩畷

供給国がそのような脳設の建設お

︵a︶前記二︑三および四

ウフ／お｝

された装置︒

険性をさらに低減する機雲を提供

2・2・1

壷水素および鑓水 上露リスト中の特竃の韻風につ
上謁2・1・1に定穫された原 いての説明を添付する︒

2i・4原子炉鰯御揮

ができるもの︒

装躍

￡・工原子嬬およびその付属

鰯︵塞質︶

た還隔擬作であって︑運転換￠力

することとするQこの了解の影嶺 以上の濃鞭腱のウランの生自用に

ものとする︒

供給またはこれによ9飽じた核

ベルは︑供給国と受領国側の愈意

リガー︒リスト項囲の移転につい
当性をさらに履蔑せしめるよう王

質を収容する設備および施設に対

の基塞となるべき核物質防護のレ

障搭躍協定がいつでも実施されて
ては︑再移転または移転の受領国

力をし︑工AEAの保素描鷹の有して迅速に協議を行うものとす

A麓Aを隻癒するためあらゆる努 瀬瀬するため外交チャンネルを通

再移転に間する規捌

定義されるのと岡一または同様の
台︑第六贋で定義される捜術を念
た︑核物質の計宿徳理の圏内制度

国が︑これらのガイドラインに基

るようつとめるものとする︒

物理的または化学的プロセスに墓
むトリガー・リスト項國を︑受領
の改酋など加盟瞬の獲助と︑およ

づく供給鷹／受領園の了解に灘及

設︵ずなわち設計︑建設または運

ついている醜虜︶に趨馬される︒
国の以下の保証のもとに移転する
び保金描躍の技術的萄効性を増や

転プロセスがトリガー・リストに

②移転された技術を周いていると
ものとする︒①このような項園の

るものとする︒同様に︑技術的発

する︑とくに核装置の爆発を行っ
すためのIAEAの努力を支援す

いて命託した︒

して受領国が確認している︑また

施設から生じた︑または装置また

罵移転②原供給国から移転された

いること︒

から求められたと岡﹁の保証を与

七︑供給国はセンシティブな施

溺の規剃

センシティブな輸出に関する特
は︑醸槌の移転について原供給国

ミ・一・

国が確認している施設に関して王

ﾌツラ／

は受紅白との協議に墓ついて供給

術の移転についての共通監護につ

核爆発の禁止
二︑供給国は︑何らかの核爆発

装麗につながる用途を明確に除く

との受領国からの政麿レベルの公

式の確約に墓ついてのみ︑トリガ

の移転を酵司すべきである︒

ー・リストに明記されている節目

核物稲叢謹

三︑︵a︶舎葱したトリガ⁝・
リストによるすべての核物質およ
び旛設は︑無許可の使用と処理を
防ぐため︑効桑的な核物賢防護措
鷹の下に麗かなければならない︒

物蟹の移転に際し︑制隈を爽旛す

設︑技術および核兵器三田川可能核

る︒趨縮または再処理に関する廠

物質︑勇躍︑施設の型録に間して
確保すべき核物質防謳のレベルは

うとずる場台︑洪給国は︑蚤花器

により同恵されている︒︵b︶受 設︑設備または技術が移転されよ

国際勧告を響慮に入れて︑供給国

領国における核物質防譲描躍の実

りに︑供給圏も関与し︑もしくは

罎團による独囲の施設とするかわ

る︒しかしながら︑供給国聞で禽

設とするよう左封國に働きかける

他の適当な多数國の参加による施

旛は︑受讃国の政府の澱任で あ

愈された条件を実旛するため に

出に請ずる特甥の規綱

醗縮施設︑殴傭および技癒の輸

め︶を助長するものとする︒

した国際約悪鋤︵IAEAを萎
醗に十工か鰻重内に功ドの︵b︶

籍地域サイクル・センターに関運

ものとする︒供給醐はまた︑多国

は︑これらの描躍に墓つくべき核
物魍防譲のレベルは供給国および
受領三間の総意の対象とされる︒
︵c︶トリガー︒リスト項眠の輸
送についての磯任を二三に定義す
るため︑特別の取り食めが必饗と
なる︒

八︑濃綴施設またはその技術の

れた施設蒙たはそのような捜術に

興鋲給国はGOV／一六三 移転については︑受領国は移転さ

保障皇継

｝k爵ユ1

?轟，度20％以iの

50〔麿を超え

2kg以1

@）kg永、蘭

lkg以卜
1kgを艇几
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転用期能核物質を生ずる総設の供

六︑

）％永満のウラ／

2

照射

オ
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1

態
形
簑
物

するために︑核物質または核興器

異義転用可能核物質の白癩

る原料物籔︒

めに特に設計されまたは製作され

めるものとし︶なくしては二〇％

鷺A︶の捉隈繕躍が適閣される時 場台︑工A露Aにアドバイスを求 ム珍下の雛で痩用されている特殊

縫囲をもつ魍際原子力機関︵IA 墓つく旛設は供給隙の周慰︵この

ガイドラインに従った存続期間と

核物質の区分

項の嚢件は︑供給國により霞接移

五十

のみ鱒題すると政府が了承してい

蕎との協議後にのみ例外がありう

るQ

践︑適騰︑供給国はその共磁の

保隔絶穰要件について共岡で鋭嫉

鉛

転され︑もしくは移転された施設

寵する︒

一一

プ

ム

（2）

第909号
館三轟璽翻便物認学

子
昭和63蜂餐月薯9臼

聞

業
産

カ
子

原

嗣藍

サー方式の譲子嫡格納容器を採

算鍛大級Q艇えてアイスコンデン

十

総点検のため約楽葎ぼどかかり︑

ることがわかり︑このとり酬えと

環ポンプ軸受部ボルトに損鵬のあ

単機容鰍が着十七万五串KWと旭 藁還転開始の予定だったが︑溝緬

携璽が期されているが︑大飯炉は

要に間に台うよう試遡転︑調整に

いるもの︒この愛の蹴力ピーク醐

子力発電所として建設が懲がれて

賀に次ぐ澗祉それぞれ置つ麟の原

関

ロ

型

れ

窪︒ 等

ダ︐

ノ

ご

う

テルモメカニカニコクレア︒チュ
ルホガスとフレダ・テルモメカニ

五％のうち二〇・五％も賢い受け

俵焦していく慧味は︑イタリアの

W11かひき続きSOPR鷺N株を

薩叢の規状では︑さらに大きな経

あおりをうけて隔壁している地元

澹展すれば︑総建設コストの約一

期にわたって高い効渠は購待でき

鰹進の必蟄乾を強調︒問南では︑蝿

川猿尭蟹成漏の並場をとって毒た

の立場にたった対応を進めるよう

雲社も翠蔓対照などについて漁属

が糞土をもつて徹隊を留り︑電力

きいとしており︑労組を早め関係

原漿の地元麓笈へのメリットは大

盛翻の

の披恋愛政策が軌道に当る濠での

面している地元産業幽思への騒讐

のと予測されることから億機に癒

鍵難度が地光滝娯から賄われるも

ないものの︑女渕原発建設計画が

くことになったもの︒

が︑昨隼牽一月朱︑原発建設澗慧

臨めるとともに︑門女川原発はエ

決議は︑安全性について園︑県
東北蟹草女絹原子力発驚瞬建設

の鰐蕾賜田と〜部埋め立てに伴う

ネルギー情鋤の測地からだけでな

原

としても岡

予定飽に隣接する富城県石巻荊商

襲業禰騰滅をめくって開かれた女

▽科技庁人爵︵十七引付︶

子力安全局原子炉規麟課長︵資源

資

エネルギー庁公益饗獲部火力課

▽通漉選入離︵十七日付︶

長︶攣川蕉彦

源エネルギー庁公登全等部火力課

擾︵蓑笠炉核燃料開発聯渠団訟醐

貸付︵科学技術庁原子力安金局原

鱗理部調査役︶木内震央︑大滞窩

子炉規制課提︶松田泰◎

米原産が2月に

など依然原発への不安が解同され

％の人が﹁原子耀弾﹂を違議する

が五八・七％でトップ︑二穴・八

柄﹂でも﹁放射能扁と同感した人

これが逆になっていることなどか

霊園っているのに対し︑女性では

では反薄超動不支持派が支持派を

尚について︑譲京︑大阪とも理性

画塾は︑こうした支持慰一碧傾

ショップ門エネルギー︒ビジター

米国エユーオーリンズで・ワーク

は今無二月十瓢賑から十五麟濠で

汰阪でも両三の藩が減少した︒

の立場に葺っている人でも二九・

ていない姿が浮き彫りにされてい

ワ⁝ク・ショップ

二％の人が将來徽子爆発懲が望ま

増加傾岡が伺えるが︑まだ京だ流

ら﹁原菟建設への態度は蟹滅派の

ョンの役雛﹂を開く︒塗加晦込み

センタ⁝1新しいコミュニケーシ
こうした原子力発鍛支持の増槻

しかし︑原発難設に対する澱終

臨

米園原子力聖業禽議︵AIF︶

しいと隈聾していること︑なとが

実︒﹁原子力発霞から濾想する饗

カンフル
工会議所は十三日の緬鎚議員総公

寡町勲協臨貼総会で﹁建設岡意﹂

改滋捲容易にするなど波及効果が

︵難水押燃型︑出力十 率KWと瀕えこの一両館農中に二 で女瓦漂発畢粥建設捉違を決議︑

﹁ふげん

り上げた形となったことから︑こ

大きい一と︑勉元振興の立場から

六万玉予KW︶も翻卜し※鋸耳垂 十一鑓千糊欝一万七でKWの康子 関係省庁︑県︑労働組禽なとに対

岡虫議所では︑地元淳叉の娠

のま濠慧短すれば︑二蔭噂購代の

％︑穴阪五九・一．一％と約六麟の人

ていく潮懸た︒

翼︑無用促遵の鞍点などから門女

が朗憾の四議・四％から四丁颪

箔に強し績極的な働きかけを行っ

は醗並み立径生の状態であり︑こ

してきているのに対し・原子力発

させ︑墓幹産業の二業転換や総懸

犠ましい発電形態として原子力妻

が門鷺成扁と回笛︒これと連動し

讐一二％から二六

％へと贋下︑﹁安全﹂とする入が

人賦が競願の

簸をあげる人が昭和㈱十九葬四六

く︑石巻地方の劇戦と閥蒲を贈大

◇

事をあげる人が門々増加の〜途を

〜葎五九・六％へと調晒しム︐縢つ 測しているか︑傘体の比率では

て東照で﹁反対運動を支持する

は斑決されたものの門漁業権消
力発庵が開発されることになる︒

﹁六劇以上の人が将来響ましい

たどり︑水力など他のエネルギ⁝

とはうらはらに︑薪規勲勉

発撒形態として嚢子力発雌を考え

源を大きく引き放し今年榮撒︑大

二七・五％から三血・三％へと贈

し強力に建設捉進壱験賊していく

から新擁戦列入りするなと︑秋以

シュ

たた︑こうした

ており︑醸発支持瀬が繕廻してい

・六％︑五ナ年署六︒○％︑酒十

滅﹂が沓淡され︑諄画が鷹穂に粟

降︑わが羅の原理力発竃開発は薪

原子炉運開ラッ

目代へ突入することになる︒

田︑集糸と大阪で実施した原子力

る駄ーー鷹気競業連盒鼠は十二

﹁反紺運鋤を支持しない入扁が二

門わからない事が多い﹂懲山奥が ・一％へと低下したのに餐し︑
浅い砥門故障の綴道か薮につく﹂
たこと︑原子力発蹴荊既設に反対

いに六調を鍛え六甲・六％となっ
力発鍛の安金性について門不安﹂

瓢︒胴％から三二・一％へと増憂

阪とも金捧の⁝ハ調を横えた②康子

発酵に対するイメ⁝ジについての

などの理膨から依然﹁不蜜派﹂が

と轡じる入か頑夷な減少晶晶にあ

﹁安金瀕﹂を上躍っているのも灘 したことから静臥が初めて逆転︑

アンケート講鷺結果を発愛した︒

るのに対し﹁雪形﹂とする入の願

る︒

物羅依然流動的な側面も

六割以上が原発支持
この調董は阿灘禽盆が際子力発賑
の安金言︑燃設醗懸など鍛気製業
に附する三論の鍛鷲勤溜を明らか

以菜毎隼寅施してきているもの︒

加傾向が鴇署になってきている一

にすることを陪陶に昭秘脳十ヒ無

墓本工縦からの無作為二段紬出法

今園調査の対象となったのは住民

これを灘付けている︒

いるG

動的て岡っていない﹂と父桁して

張票で将來盟遇しい発電形態と

晒な態獲については全体的な麦閣

など︒

筆の増簾傾岡から蝋票六三・○

原麓・計画課籏で︒

糠切りは一月未暇︒詳糊闘翻せは

照臨を反映し﹁原子力登醗の賞全

藤

自

㌃一

一

／

／

．

∠

〆

電言舌〔｝3（682）llll大代表

カの野並で曾超することによって

一︑核蝿脳全社COR鷺聾のW

展瑛資木支配とした◎

Hの持楓五一％をAGIP・ニュ

るので︑純量七〇・五％の株践を

ジェッタチオ⁝ネ・レァット⁝9

4％

と判断︑建設健逢を鋤きかけてい

サーモスト

翼翼機︑纒用不安が生じかねない

NiRA

一二∴％から九・三％へと低下 性砧についても州不安扁とする入

富の断層像が鮮明に得られます。

原子力産業の

再編すすむ
僻三祇︑W絨と翼約蔓瓢
附パリ松本町在愚闇イタリアの

AGIP︒ニュクレア社︵総倉石
クレア祉が賢敗る︒属社はフレダ
ツト・テル鰐メカ心迷ニュクレア

保僻することになる︒フィアツト

油鼠社EN王の子禽社︶︑フィア ・テルモメカニカ社の持樵二四︒

モメカエカ祉の三鞭は寒ウ・スチ

・チュルポガス社︑ブレダ・テル

システムズ雲気塞部ハールバート

新為書について︑W簸パワー・

の墓謹︒

ングハウス社︵W鼓︶との噺契約 クループの黄株︸癒︒五％はそれ
で加圧水蟹蝉原発とその核轡科製

下した︒内容は次の頑り︒

愈をイタリア化することに一捗前

・嵩ユクレアーり︶のW亘患繊維

いているからだ﹂としている︒

累累力薄編著爾の集環に無頼を園

一︑PW篤エンシニアリング愈 続長は﹁WRのPWR技術はイタ
社SOPREN︵ソシエタ・プ
鶯でさらに利堀しゃすくなる︒
リア

率は五一％から一五％に引下けら

甲

れ︑残りの八五％をワイアット・

女端野発建設捉進を

灘戴雛凝望獅鑓強く唖電偽れい軽い毯

荊籏に示す通り︑わが圃ではこ
のほか四月に纏島五母︑九月に浜

ENi

ことになった︒

石巻市商工会議所が決議

（PWR雲似島そ磯明〉

懲翻

（PWRエンノニアりンク）

大飯︑東海両頬が臨界
今夏︑ともに運鱒転開始へ
原子力発電萱万KW級時代へi−1大型原子力発蹴懸明けのトップを切って昨奪十二月工隣関函醗
力大飯原子力発隙蕨一暑機が臨界となったのにつづき︑この牽八矧には田本原子力発電会批康灘第二

発蹴蕨原子炉が籍鯉の臨界に遷した︒ともに蒋工から五年ぶり︒出力は大飯一署機が磁牽七万KW︑
粟海第二が毒十万KWと︑いずれもわが罵初の欝万KW級炉︒大飯炉はすでに出力上野試験中だが︑

W︒大飯蝉がPW逸なのに対しこ ップ・ランナー となるQ

踏襲炉も三月初には試遡転入りの茅戸で︑順調ならそれぞれ今憂から嘗業運転開始となり︑新しく戦

弩機は︑建設中の岡二讐

列に加わることになる︒

大飯

機と双子型のPWR︒双子型なこちらはBWRとしてわが醐初の酉 大飯騨は関惣が美浜︑高浜︑搬

璽︑つまり万一の腐乱膨圧蒸気漏
運關も延び延び︒昨隼士一摂
八月︑巣晦炉は七月の遜灘予定が

万KW級炉︒諸柵︑昨隼懸から営 灘騨は原躍が藁海︵ガス煩︶︑敦

れに鰐し水で強翻冷却ずる方法を
三日から始まった燃料装荷は書留
それぞれ一か月間欄臓スレ込む公

ともさることながら︑ユニットも

とっていること︑装荷燃料が十七

籔もある︒

岡二号︑十月に福島凌辱︑十二月

に入り五日無機終了︑十八嗣︑臨

大型化へ⁝一若干の頚綱遅延は

蟷凝避転聞始となる箆込みで︑現

は初併入︑試避転入りの謝繭だ︒

の兜行炉であること等々に蒋徴が

型のMARK一儲︒闘型タイプのその原子力発醗開発奥に製しい〜

在運転巾の運心墨七預九牽九万四

に大越二弩の禽計七蔓設備容羅六

ぺ⁝シを煽えることになる︒三月

円錐台形の原子姫格納容雛は醒新

ある︒昨野州月十四曝から燃桝装

末にはわが霜野の慮露開発動力炉

×十七格子川漁体であること︑蒸

鐵力のiii粒は∫ノ甕〜㍉

落二万三亨KWが五十遵無闇中に

原発としてラサ⁝ル〜︑二讐が建

あるものの︑これによりわが騰は

荷が醐始︑十二月一門臨界の後︑

設中︵双麟︶だが︑遅れているた

麟㌶

劇界のト

岡二十三日から試遜癒入りし出力

め︑集灘蝉は文字遡り

上翼試験がつづけられている︒

一方︑藁灘麟の出力は欝十万K

貯
郵
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SIG∈N
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して水力発躍をあげる入が前鑑の
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気発鑑器 照 ル 1 プ を も っ た PWR
界の運びとなったもの︒三月初に

53年度運転開始予定の原子力発電所

によって櫨出された菓票︑大阪に
住む十五〜五十九歳の八女董雑嚢

今腰の調鷺繕漿の特微は①綴来
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11CG

脳硬塞、心筋
脳硬塞、心内腔
心筋硬塞
脳血流異常
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原

フロント・エンド

一
バック︒エンド

の必要難を認

と並行した政籏を達成できないか

﹁米国は国際核燃料一驚設立にあたり︑核燃繕サイクルの
識し︑この分野をもカバーするような

きり︑原子力の平和利用において指灘賦役齢を失うことになる﹂一⁝来原子力産業会議︵A王

の五日間︑世界各国から千三百名を噛めサンフランシスコのセント︒フランシスホテルで關催

る︒

カーター政罐は︑すべての圏に
低濃縮ウランを燃料とする従寒か

らの原子炉を痩湿することを求

際核縄繕銀行の設立を提案してい

め︑濃縮ウラン愁訴暉としての国

プルトニウム

遥かに多いとし︑この櫨を三護七

ンは︑今誤でに示されたものより

わけにもいかない︒

れるエネルギーに多くを期待する

将来を風力︑波︑地黙から取出さ

供給暫として※癬はかつて平和臣

真野ウランの唯一の養護できる

はならないのであるQ

は︑別の逃げ道を発見することに

技術の開発と応用を放蔑すること

力をしなければならない︒増員炉

もっと安全なものにするための努

来国も核クラブ国と共に増殖炉を

的役割を失うことになる︒結周︑

成する上で︑米羅は必然論に指導

ような撹界的な讐理システムを形

ルトニウム燃料の縫爾が要求する

現実から逃避するのみならず︑プ

を掘盃ずることによって︑米国は

炉の建設を進めている闇に︑それ

のはこのためである︒各国が贈殖

たことは藺趨いであったと儲じる

炉プロジェクトに樋否罹を行便し

大統籏がクリンチ︒リバー増殖

十万ゾと擶難している︒しかし︑
米国斜学アカデミーを倉む違熱機
関による調藍では︑現在知られて
いるものと︑揺定囑蔵墨を加えた

る︒これは※国が現往から今撹紀

ものは約蕩八十ゾであるとしてい

末蕊でに必要とする核燃料のわず

か半分にしかならないQフォード
財団の予灘が正しいとしても︑外

腰の顧霧の罵要を賄うに十分な襲
編サービスを行えないことは明ら

憩殖炉は燃料供給の間断のない

かである︒

依存から開放される︑現在二一の

技術である︒繕殖炉の利点は消麗
しだ以上の二二をつくり繊すこと
にある︒童子刀に曇るべきエネル

う勉はない︒石縮が濁賦しはじめ

ギー源は︑あ重りにも不確かとい

大きな影響をおよぼしてきたが︑

一九八万無にはその定格が煙難的 的のための核エネルギーの開発に
に上昇することが予想されるが︑

選択は不可避

た︒楽国は核拡散の危険性を威ら

今や︑儒頼できない供給春となっ

をとっている︒

すというよりも︑罎大させる政策

の突破口を兇いだすことを衛ちな
がら︑核の霞給演尾計画を棚上げ

各国は太陽エネルギーになんらか

しておくわけにはいかない︒また

てきた︒国際的に岡愈されたガイ

うな方法を求め︑同法璽を修正し

世界の轟要を轟たすことは︑近

でも︑※萬にある園収可能なウラ

澱も棊観胸なフオ⁝ド財關の予灘

とって代わろうと︑この狂か黛間

い将来実現できるものではなく︑

国が独占的な利蓋を得︑買う側の

に原子炉売上げを樋大させ一九七

ドラインの下で︑来産業が世界の

國が野饗の設備をつくる気を起こ

呉羅の蟹江から握り離し︑同製に

れが︑商業的な核燃料サイクルを

る計画をつくらねばならない︒こ

獣とする︒さらに︑その濁が小さ

までも園難なほど幽幽の投資を陰

れば︑その圓阪が不可能ではない

力は︑販売が国内に隈られるとす

うにみえる︒エネルギーは︑世界

の時に危険なほど近づいているよ

る方へ向かっており︑しかも︑そ

鋤界はエネルギーが足りなくな

市場に入りこめるようでなければ

在来康子炉から再処理プラント

Dには九塁に擁した︒
の還転が地威的な核轡料サイクル

へ︑さらに高速贈殖炉に董る原子 ならない︒

すようなことがないよう︑これら

センダーで行われるよう圏際化す

葬核員器諸国の蕉盗なエネルギー

カ

を握っているものかもしれな

、、1。建；；没を行なっております』

る︒核墨客銀行はとぎれのない燃
料供給を行うことによって︑答礪
が農縮工場あるいは罵処理工場を

アトム

九五三奪︑

つくろうとする誘騒を減らそうと
いうものであるQ
この算えはすでに
アイゼンハワー大統領が

月比のなか

ているからである︒

再処理サービス
騨際難燃羽銀行

の保証も必要

ろう︒

い︒いくつかの国家が＋分なエネ

ギ

ルギーを確保するため︑蟹蘂的な

は楽国の役割であると食じる︒核

子力発電所の放射牲廃棄物

F︶の隼次大会が﹁原子カー⁝湊断のとき﹂と題し︑昨無十一月紫電七難から十二月一田まで

のドンレイDFR︑PFHをもつ

張國が幡頼できる供給蓄である
馨り︑核鍬料の販売を規制し︑擬

この糖果︑すべての供給巻に輸

経済の墓礎をなすものであるだけ

出販売を許すという枠内で︑核燃

ければ小さいほど輔出の必要性は

岡際核桝料銀行の提案をする

さし遡っ肥問題として廃二物の

瀦要を賄うための灘蓄の方法であ
睡繕鵬をとる上で塑饗な彰響力を

にあたり︑※政膚は身受繕サイク

最終処分の聞題がある︒これにつ

に︑未来の平和か戦筆かの
ルの

大きい︒

もち続けることができたであろ

と︑それを管理するための世野的

料サイクル全諏の蜜金繕囲をとる

覆険に乗りだす可能性は︑供給が

る︒

ド躍の捲蕉︑さらに諸外麟の原子

兵雛と核エネルギー︑あるいは︑

先にした原子カプラントの設

された︒会期中︑三十躍の米原子力学会︵ANS︶との畠同バンケットの席上でフランク︒チ
ャーチ上院議圏︵民主党︶はカーター大統領の増殖炉︑再処理に関する原子力政策を批判︑積
極的に技術の開発と応用にとり凋み︑原子力利用における米國の役割を今後も豫てていくべき

三塁にふやす計爾だ︒バーン・ウ
ェル再処理工場の無期隈延瑚とい ズ・フ巧i・ピース
核燃料が人当の平和的追求に

う※政策は︑フランスに商業再処

で

ーター大統短の提案を完全に捲絶

に漏と国際殿子力機関︵IA鶏 国のジレンマに対する永統鮒な解

役立つよう平等に分配されるよう

行の設立に成功したとしても︑豪

渡し︑フランス側がそのサービス

理を独薗する髄金のチャンスを手

さらに高還憎殖炉に圏し︑昨週

するものであった︒

炉技術の開発を運らせるというカ

に調印した︒これらの条約は蝦殖

だと語っだ︒以下は﹁核エネルギーおよび平語への隈隅一と題したチャーチ上院議員の講演概
容である︒

仏︑独は再処
理工場輸出へ
東海プラントも運転

昨年四月七臼︑曜日タ1大統韻

決を辱えたことにはならない︒轡

たすに十分な天然ウランの備蓄に

九五七年設立さ際核燃闘銀行は﹁世興の慰要を講

依存している﹂という欠点をもつ

る︒王AHAは

A︶に霧託することを嚢請してい

れたが︑そのころ米蟹はすでに國

lH︶の運転を始め︑さらにオラ い金﹂を許す絡果となっている︒

垂雪漱膨銀行に対する鍵味を失っ

十月に西ドイツは実験炉︵KNKに粥し︑高い料金と多額の﹁前払

ない料金を払わなくてすむよう

ンダ︑ベルギーと原型一曲炉SN 寒水の全力会社は︑この鮒に禽わ

した︒同政策によると来国は①再

聡⁝三〇〇を建設中だ︒イギリス

は政府の核エネルギー政策を発蓑

炉計画のとりやめ③プルトニウム

処狸無期限延期②国内の実証態殖

ており︑醤三＋万KWの商業贈殖

︒リサイクルに薔る燃料サイクル はすでにスコットランドで運転中
の探求④国内︑海外における旧来

ており︑その代りにウラン輸入国

チャーチ潔正院議員が指矯

詣導前揺鵠の曇霞を

購の推進と︑その燃料の供給保証

炉を設計中である︒ソ還でもBN

←孟○︵三＋丑万KW︶を遷転

；を駆い︑核エネルギー麗発のプ
ルトニウム段階に入ることを避け

との闇の双務協定を結ぶ方を選択

たクリンチ︒リバ⁝に嚥敵するB

中であり︑米国で建設予定であっ

にあだる鰯懸千軍禰ナの容壁をも

このため米国は︑西ドイツのブ

ようとした︒

中である︒フランスはフェニック

る︒

していた︒

N一六〇〇︵六十万KW︶を建設に︑藁海村のプラントの七優以上
ス原型騨︵二十五万KW︶を数隼 つ薄処理プラントの敷地選定のフ

を含む完全な核燃料サイクル売却

にわたり運転してきている︒現在

ラジル向け再処理および濃縮施設

の停止︑フランスのパキスタン向

薦二十万KWの商業炉スーパー・ ため顯灘管と検討をはじめてい
フェニックスを建設中︒一方︑冒

見すごせぬ石

ィージビリティ︒スタディを行う

の欝欝村難処理工蝿に待ったをか
けることに努力を払ってきた○し
本はカーター大統領のエネルギ⁝

う︒しかし︑来政府は核政策を発

いても︑湾処理と繕びつけられた

ための瞬際的ガイドラインを設定

いは低下するにつれて増していく

減っていき︑生澱水蟻が鯵滞ある

の葎膨
薩す途中で濃縮ウランの輪幽の塩

機購の必要性を正しく認識してい

する上で︑※国がりーダー・シッ

フロント・エンド

鱒を陣止し︑供給蕎としての信頼

プをとっていくことがますます麗

とを悪隈した一逮の動きのあと︑

つかの累代において殺りく朗な戦

争に陥っていくこともありうる︒

※国は未来のエネルギー資源に

止法璽は︑このことを反映しなけ

対して多くの震鰍をし・敵短関係

薬鵜に核エネルギ1の軍縦隔粥に 利用に対する安全描写のための醐

鰻瓶︑來鑓は核菰散の危険に対

力計画を無視したものでもあり︑

彼用済核燃料再処理王場、原

原子力産業の発展に貢献する

日揮の総；エンシ嶺アリング技術㌔

嚥

嚥ざ．

乳
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@ 撫

轍

け再処理プラント売却俸止︑爲叢

かし西ドイツのブラジル向け再処

炉鷲醗﹂︵五万KW︶が臨界に還

教翻が出て二週閣牽後に巽験轡殖

油高騰の影響

技術を含む売獲しは完アされるこ

理︑纒縮︑その他クリティカルな

これらの困が︑来宅の公式の反

国瞭靭蔓システムか必硬である︒

※敷鰐かとっている一この鍛終段

した︒次のステップは原型炉﹁文

る︒しかしそれと共に︑核燃緒戦

階が完了する蓑で︑遠邦賠藏藤に

とになり︑フランスも岡様パキス

蜘を竃ら失ってきている︒

議し︑その蜜全描置をとるため︑

イクルの

鞍﹂︵二塁万KW︶の建設であ 穀にもかかわらず︑再処理と融殖

茅愚されたとおり︑来國の核燃

襲となる︒

タンに薄処理プラントを︑さら

料濃鞭サービスに対する支配をき

る﹂との動毒は南明である︒

國内の漉用済み燃残を中問二審ず

を認
炉を推し進めているのは理解しが

とを提聾する︒

これと並徳しだ鼓簗を採用するこ

このような薄行故策では︑プル

バック︒エンド
たいことではない︒これらの政府

らう動琶が活発になってきた◎野

に︑B本は米国の面子をたてるこ り︑これはすでに計薦段階にあ

ネルギーの運命としている︒※国

は核エネルギーと堰選考を次朔エ

のため︑遠国で濃縮プラントを持

饗各麟は︑繕来の濃纏ウラン確保

であろう︒世界が来たるべきいく

罵処理工嘱については︑西ドイ

は︑一九七瓢鉱の石総覧機︑その

バック・エン
瞭的なシステムの設躍を呼びかけ

する腿心が家法って港たため︑海

戦翁のためと調和のための原子力

燃料サイクルの

ればならない︒巌初の法興は︑核

関する※麟の指灘釣役調は︑ウラ

ることになるだろう︒岡システム

火国の輸出を胴止することにもな

すます重要

環在︑議食で蟹議巾の核拡散防

璽海村の再処理プラントを還転し

ツはニーダ︒ザクセン地方に翼処

トユウム燃腿の穣出しと軍需約な

米の立場ま

理および廃棄物貯藏センターをつ

要国に癒えた影響を過小評価して

後の六QO％の石麹価格上舞が輩 つ讃醐を立てている︒⁝奪から五

いる︒※簸は六〇％の石碗を自給

ン濃縮および再処理工煽の拡がり

りかねないものであった︒ヒ院の

ない、安全と環境保全を最優

使用膚核燃料再処理施設主工場

ム発議の三つの大きな冒標は︑い

ア！グで日本の使用済み潔料を再

くる計圏がある︒フランスはラ・

処理する契約を締び︑西ドイツ︑

しているが︑八O努あるいは九〇

漿的に遡減してきた︒康子炉の販

外における原子力機雛の販菟を効

の区別を知り︑これに従って行動

了・力分野においても：求められ、

縄

纏

はじめた︒米政府の反プルトニウ

た︒

ずれも異現されないことになっ

これ以上に彌勢をよく物語るも

スイス︑スウェーデンおよびオ⁝

の撮障搭躍の枠内で︑濃鰭と薄処

は驕発国も︑開発途上圏もこれら

エネルギー︑外交貴男墨会におい

することは不為欠である︒

莫と︑核不拡散とを絡ぴっけるよ

て︑腰子力機器の輔出入という現

へ暴く麟在的な緊張を減らすこと

のとして︑昨年︑西欧の五か国︑

とともに凋解しはじめることにな

儲︒西トイツとフランスは最強に

一九七六蕉に亮つたのはわずか一

売額はこの五か奪聞黛激に絨り︑

ろう︒

理サービスが懸けられることを藻

％を輸入に頼り︑もし︑石曲輸入

この危険なコースから山道を変

理サービスを亮る方に選ばれた諸

証しようというものである︒再燃

額が四百翠蔓懸がではなく︑一千

えるため醐際核燃脳銀行の毒えが

ストリアと擢定二十億がにのぼる

鯉がだったらどうなるであろう

露語してきた挫けであるが︑岡銀

契約を結ぶため詳し合いが進めら
れている︒フランス側はこのうち

ルは九〇％の石商を輔入してい

か︒日本︑フランスおよびブラジ

ギ⁝︑イタリアお撃ランダは

爾遼憩殖炉の共岡研究囎発︑およ

八哲沸のラ・アーグ工嘱の容羅を

相当な額を﹁潮払い﹂にし︑葺閣

すなわちZフンス︑ドイツ︑ベル

び磯速魍懇炉を世騨中に売り出す

棄物処理システムの開発を行

@

へ

グループの結成のため一遮の協簸

してきました。それら技術は原

TEL東京2795441（大代表〉＝デ【00

開発においても各種放射性廃

朧鰻璽

豊富な経験とノウハウを蓄積

棄京都千代田区大手瞬2−2−1（新大手町ヒル＞

を残していま「鉱目揮は技術

騨

｛ハ

㊧匿ヨ揮株式會社陣子力麟翻

ラントの設計・建設を手がけ

墨

漁

処理装響など、数多くの実績

1審議慌叢鵬

製・石油化学をはじめ各種プ

総合エンジニアリング会社域揮

（左〉はパーカー米原塵会畏
購趨申のヂャーチよ醗議厩、
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子
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鰯謹＊畷日髭行

購饒料1年分鶴金4500円

1部雪◎◎円r送料共）

ウラン禁輸措置解除
酉鍛終的に妥結︑ご士ハ圏暫定協定の形で

ることなどから︑新協定により新

森一久︵原産︶︑与謝野馨︵衆院

中村麗︵東大︶︑村田浩︵原研︶

正敏︵薬嚢︶︑中村康治︵動燃︶

三件︵

±一葎︒内容別には原子力広報十

めにしたがって米醗の縫縮過程を

米︑加−欧州交渉が妥結した昨駕

い密通しが出てきたのは︑加i

におちいっていた田加交渉に明る

％︶など︒原子力の臼︵十月二＋

六％︶︑原子力行政六件︵一四

六賑︶に関醸して門原子力広報で

議麗︶︑依田繭︵東鱈︶︑蝋山道

ド財随︶︑H・ジャコビィ︵MI大きい場合どうするのか偏といっ

﹂︒ナイ︵工務省︶︑﹂・ソーヒ

た︒このほか門温排水利用による

T︶︑T・L・ネフ︵MIT︶
た︑
蜜全確保への問いかけもあっ

スコルニコフ︵MIT︶︑C・ウォ
菖カイリに対する減船の救済とせ

ル︵ニューヨーク大︶︑E・B︒ 魚介藻類懸盤研究所を設齢し︑二

ッチ︵ロックフェラー財団︶︑G・

科技庁
を広く拾い

知蟹に②膿林漁業②商工サービス

今井詩篇︵原鱈︶︑大裏俊敢郎 人のうち九月までに委藏に応じた

操業開始を控え諸試験が続行中だ

海難処理施設は︑今秋からの本格

動力炉・核燃秘開発舗業団の索

ホット霊験て

料搬入へ

使用済み燃

懸毘が多いという︒

サービス技能職︑農林漁業からの

職業別では︑穿婦等︑薯務販売・

代︑四十代︑六十代の順に多く︑

両月とも恵兇を窃せたのは五十

た︒

の親近感の必嚢性を説く慧発もで

るだろう﹂として関係者の地元へ

したら︑地元の人遠は原発を恐れ

出稼ぎ根性で原発を作っていると

元と誓書を莫にする必蟄がある︒

住民に知ってもらうには︑まず地

麗に翻えて﹁本当の安全と儒用を

ばれているように思う漏などの愈

安が多いのに説明もされず覇が雪

力の必要は認めるが︑こんなに不

﹁エネルギー不罵に舖えての原子

エネルギー比較をもつと正確に﹂

の普及を行え﹂﹁ウランと石癌の

﹁わかりやすい方法で原子力知識

一件︵六六％︶の恵冤が簗中︒

件で・そのうち原子力広報に二十

また︑十一月は報告件数三十二

う︒

ルスキ入米顧産︶︑M・ウイルリ よ﹂とする横極悪冤もあったとい

W・ラスジェンス︵MIT︶︒

原子力モニター

碑

制度スタート
巷にあふれる

業③聯務︒販売・サービス︒技能

︵闘影響揖研究センター︶︑大島 五醤八人にモエターになってもら

同委総会は﹂九七三卑十月モス

ホット試験費のための便罵済み

が︑近く︑その韻終段階ともなる

ない、安全と環境保全を最優：

捜用済核燃料再処理工場、原

先にした原子カプラントの設

⑬日揮株式宕罪源櫛織

計・建i設を行なっております』

東京都千代田屡大手町2−2一収新大手町ビル）
TEL．東京279−544i（大｛℃簑）「FlOO

も

︽臥

難−羅︑鱗．蠣憲顯︑葱・ーー

甥

難

子力分野においても求められ、

菰︑醗

棄物処理システムの開発を行

二〇％︶︑安金性七件︵一

みられている︒

たな実審が及ぶことはないものと

また︑今回協定の期聞について

︵上智大学︶
はINFCEで核燃料サイクル雄を

︵ハーバード大︶︑﹂・コルビー 認識を腐めるよう働きかけること

﹁学校教湾︑社会教膏などの機関

大使館︶︑猛・ブルックス︵ハー

※国側劉﹂・L・ブルーム︵米 この日をもっと有効に利照せよ扁

ら明詔されず︑暫定的な協定とな

バード大︶︑A・カーネセ⁝ル を通じて国昆の原子力についての

めぐる国際樋勢が流動的なことか

る見込み︒

︵アライド・ケミカル︶︑D・コ が必要しなどの愈冤があったほか

十六田︑ジ

ャミソン︑國匿繭外相立ちあいの

︵インターナショナル・エネルギ の程度安全なのか﹂﹁排出された

；チマン︵NUS︶︑J・グレイ ﹁原子力発躍筋が地階に対してど

今圓の舎愈により﹇

もとにカナダ側﹂︒スタンフォー

経てカナダ産ウランが第三岡へ輪

ー︶︑C・J・グリーン︵フォー 放射性廃棄物の艘度が基漿億より

ド経済科学局遷︑日本側小林外務

ば二月中にもウラン禁輸措羅に最

省麟連周参購窟が仮調印︑早けれ

終的な終止符が打たれる兇込み︒

出される鵬愈︑カナダ側の規制権

宋︒このため日本側としても対日

敷藁ウラン禁輸描羅により来国

たに①カナダ産ウランを再処理︑

は︑平屋がカナダに響前承認を求

ウラン禁輸携躍による実質を圓零

しかし︑カナダ側の撫懸盤不

発︒結局交渉は沼本側が求めてい

あるいは二〇％以上に濃縮する②

めるという形で来国に一本化され

するためにも暫定的︑多厨的にカ

縫縮工場へのウラン搬入契約を腰

先週再開された日加交渉は︑米
た﹁カナダは米加魑定取り淡めに

プルトニウム︑葛凝縮ウランを擾

ており︑カナダ側も︑この翼翼岡

ナダ側に規棚権を認めることはや

行できなくなるという巖悪の購態

加暫定取り決めにしたがって来国
よって巳本の再処理等について来

期にわたり賂蔑する③核拡散関連

恵について﹁カナダ側の規制概念

の︑昨年十一月の米加題定取りき

がカナダ側の規制権を潤がわり︑
側から甥前承諏を求められた場愈

技術を第三蟹に輸出する⁝一など

むをえないと判断︑今圃の妥結と

行旋は明文化されなかったもの

を認める結梁となった︒

鶏実上わが国がカナダ側の規制権

槽互譲歩で欝 翻 に仮調印
十七田から再開された日撫原子力協定改建交渉は二士
仮調印される︒交渉は︑焦点となった門二藍規制﹂問題について︑カナダが規制権の行使を※国に一
ホ化するかわりに脚本がカナダ側の規謝擢を名日的に認める︑との原則に従って①カナダ産ウランを
再処理︑覇濃縮する場合②プルトニウム︑商濃縮ウランを擾娚にわたり欝略するとき③核拡散関速技

術偶報を第三国に輸出する場禽はカナダ側の了解を簿る⁝一などを協定に新たに盛り込むことで倉

これを日本側が認める︑との大原
揮醤権を発動しない﹂との条項と

が米國より厳しいということはあ

悪︒これにより約一年にわたったカナダの対臼ウラン禁輸捲朧が解除され︑※鷹へのペナルティも実

則で禽愈にしたもののカナダ側が

の場禽はカナダ側の了解を欝る︑

集めようと科学技術庁が昨秋から

れつつあり︑田来間のギャップを

職④自宙業⑤主婦等の五職種各二

い︑モニターが自発的に原子力に

科学技術庁によると︑十月中に

園答の二本立てで構成するQ

クワで調印された闘ソ科学技術協

してきました。それら技術は原

子力発電所の放射性廃棄物

審のないまま決魑をみる◎

①日本側が再処理︑高濃縮の異 カナダ側が歪張していた﹁輸出鍬

なったもの︒

の制限﹂条項をいずれも協定に盛

昨年十月間十一月の憲兇簗計縮桑

始めた﹁原子力モニターの漂﹂の

会議は二十六B夜まで続けられる

が︑二十四日明らかにされた︒原

のと期衛されている︒

うめることに大きく震鰍しうるも

いを顯じて︑桐互の理解が高めら 子力モニター制魔は各都暴騰県の

薔は︑エネルギ⁝︑経済︑原平力

待蕉だ︒これに灼する日本側穆加

日米専門家会議始まる

疑核政策めぐり討論

りんない﹂との硬度を表明してい

施︑貯蔵︑第三圏への完調構報の
り込まない

保纈措躍の適用11など条件に樋

が︑双方の卒億な慧兇のぶつけあ

との項園が迫加されることになり

移転についてカナダ側の規制権を
一応ケリ︒

察の形で

認める②今後鑓本へのウラン輸団
この結累①平和利馬②公開庶出

相互譲歩

騒を発躍計画に冤禽つた麗に制限

れに対し日本側は﹁再処理︑濃
報の交換︑磯材︑設備等の使用︑

するiiなどの点を強く霊屋︒こ の交換②醤蝿外への移転の鰯限④

縮︑悩報規謝﹂についてはこれを

日本漂早漏艦業会議が※フォ⁝

関して謬見を霧せる﹁随時報告﹂

同様にさらにナ名︶ずつ推せんし

名門十型︵原子力施設のある興は

ド財駆と協力して開催する﹁凹米

露※核エネルギー轡門家会議参

罰縣

懲一︵工大︶︑太田博へ外務衝︶

加蕎は次の通り︵敬称略︶︒

理﹂﹁核燃料サイクル上の困際と

大早緑︵動燃︶︑川上幸一︵神奈

﹁エネルギー資源と原翼翼の役

りきめ㎏﹁臼※の協力分野扁を議

瑚大︶︑川覇殆郎︵核物質蟹理セ と岡庁が行う門アンケート扁への

国際問題などの糊口象約二牽名︒

防よの問題を無心に︑田来の龍門

は原皐力エネルギー心用と核拡敵

トした会議では︑黒帯力開発と核

題に掲げて二十四田夕からスター

ンター︶︑岸田幸⁝へ霞敵影︶︑

核エネルギー魯門家三編﹂が︑二

家が薗密に懸発をたたかわせ︑そ

拡散防議との問題を政治︑縄済︑

佐伯綴一︵野村総研︶︑宋田守

＋四日夕から始濠つた︒この余徳

れぞれの寵場や袴え方について梱

技術︑社会などの面から多角的に

てもらい︑これら候補者五百八十

互の理解と認識を漂めるための甜

検甜︑日来両懸欝欝の問で白熱し

一顧曹曽一一吟

五︑一午六蘭の両日栗海村を冤即

﹁一魑句圃嘗

したあと︑二十七日︑東京で協議

疇回縛；圧勝一

二分野で両圏が憶報交換︑態門家

検討するため二つのサブ・グルー

力協定に慕づき設畷されたもの︒

込まれることになった︒

燃料が東京︑関繭爾霞力から麺び

プを設置することで愈悪をみたも

臼本側調糞団の訪ソなどを遡じて

いる︒

れた総懸約三十ジ程度とみられて

灘浜の繭原子力発躍駈から排出さ

使灘済み燃料は東電禰踊︑関蟷

七照隼十二月に協力捉進のための

ようである︒

〜致︑今後の翼体約な協力方法を のとりまとめを行う︒

の派遣などの協力を進めることで

口一
＝営縛
＝＝一嘗目ρ

︵エネルギー総禽推進委︶︑豊田 赦せられたモニター随時報儀は㈱

田本捌薩生田豊朗︵エネ研︶︑

カ⁝ター※政権は核拡散への強

轄一日脚＝︐一

日ソ科学技術

一

門爾処理︑繕蟷炉︑廃耀物籔

い懸念から︑門プルトニウム路線

た論議がくりひろげられている︒

議の場として開かれたもの︒

の圓避﹂を内外に騨びかけ︑世界
の原革力開発に大きな波紋を呼ん
でいるが︑その政策の棊礎をなし
ているのがいわゆるフォード／マ

闘ソ科学技術協力委員禽第︸回

協力委開く
会議が二十三日︑東票の外務織会

択扁だ︒壁書来田した米点縣門家

イター報告﹁原黒点の聞題点と選

エネルギー庁輪編の﹂・ソーヒル

は︑3︒ナイ閥務次窮補︑発連邦

臼本牧代表団は冨沢泰外務省欧

十五魯︒ソ達捌代表國は︑S・M 婁員会開催が提薬されながらも実

亜周長を団畏に関係雀庁の担当窟
般﹂﹁原子力﹂﹁農業﹂の蕊つの

︒チホミーロフ科学技術駅家委員 現には騒らず︑今回が初の顔台わ

同日年齢中︑両膝代表醸は二

議整で始まった︒

筆籔も禽まれている︒いずれも米

グループに分かれて非公式叢談を

で︑二十四臼筑波学園都市︑二十

会翻議長を団長とする一行十三名

で︑フォード／マイター報告の執

・ニューヨーク大学学長ら十五名

蔵のエネルギー政策︑原弾力蚊策

究開発と高速橘獺炉の研究開発の

行い︑原子力については核藤織研

せ︒

安金傑陣問題などに強い影鯉力を

日揮の総合エンジ≒アリンク慧支術。

趣く

原子力産業の発展に貢献する

甜

もつカーター大統碩のブレーン的

開発においても各種放射性廃

藤

豊富な経験とノウハウを蓄積

撫鞠
繍鹸

を残しています』口揮は技術

は、約半枇紀にわたり石油精

供給︑特許権の移転ーー等の分

核工＊ルギーをめぐるヨ米奪門訴会議

ラントの設計・建設を手がけ

総合エンジニアリング会社日揮

認めたものの﹁輔出懸の制隈﹂に

ついては﹁低濃縮ウランは核拡蓋 野で協力するとの現行の日乗原子
力協建のうち﹁条件しの部分に薪

臨嬢

処理装置など、数多くの実績

懸灘

置距上問題とならない﹂として反

欝響難

製・石油化学をはじめ各種プ

醗狸藻1
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に薪たに七電源を遍加する②露源三法の慈曙により臨源立地に際しての地元福祉の一魍の向上を図る

心に協議したが︑この結累︑①個別露要醒源の立地を促進するため︑すでに指定した＋五璽要躍源

政臆は二十三露の総禽エネルギー対籏推測閣僚会議で電源立地推遜の拡亮と石井言詞の繕強など中

1

纒鑛原子力は激騰KW

親たに七電源を追撫

ｻネ
Sル訟ギ

ぎから開会︑河本通釈相から電源

この譲の糊瞭翁議は午後㎎時す

五万KWの霞漂立地促進を図って 従生の状態◎このため通産省は︑

加︑台計二十二地点二千一二百四十

が︑献題これに新たに七地点を遣

として十五地点を指定していた

力を禽め︑籍規立塊は軒並み立ち

あるが・地元民の反対から水・火

と魎工肇彌の逓展しているものも

宵越かけβが強く塁まれている︒

立地推進の拡充と石油備藏政策の

報告の線に沿って旛策に協力︑推

れを了承︑関係各雀庁とも逓薩相

の構成︒うち原子力は指定済みの

では原子力十一︑火力十︑水力一

いくことになつだ︒電源別地点数

要講︑窒要躍源を中心とした立地

け派議し自治体関係響らに協力を

灘源立地推逸の拡亮は︑昨牽六
蕪ね賑いから朱公表となっている

獅内一︑一〜辱およひ地元調整との

女川︑棺繭刈羽︑能登︑敦蟹二讐

ら未魑工の三や八地点千六翼七十

源開発調整蜜議蕪で承認されなが

僚餐議は昨奪︑立地難を受け︑震

推進を働きかけていく袴えだ︒魍

したもの︒

地元福祉の向上では︑来無腰予

〃

〃

〃

〃

り貫けていくことができるわけ

璽盤圃めが進んでいるが︑さらに

留の凝設が濾出るなど晶々愚行・

源立地企爾蜜︑蹴源立地運絡調整

く﹂厭えだ︒

周で円磁化︑迅類化を図ってい

が必要な現状を改め︑﹁舎理的運

立地圏係手続きも頁を超す群認潮

で︑財歌難の地方自治体にとって

体制整備も五十三隼塵予騨で罐

も明確化しょうというのが︑その
趣露︒ところが︑本法案について
は新設安全委の性格づけと規制の

昨奪十二月十九田謡簗された第

正法粟﹂の行芳︒岡法案は昨年二

いるのが﹁原子力墓本法等一部改

こうした中で鍛も懸案となって

あり方をめぐり各党自儘が対立︑
八十四通常国会は駕宋年娘のため

件の提出が予定︑うち原子力関係

え薪規に法案八十︑条約承認十五

継続讐盃となっている四法弟に雑

今国会には蘭国学から穰み残し

面を抵当ずる原子力安金轡騒会

の機能を開発と鏡戸に分離し規則

れも継続審壷扱い︒原峯力量総会

いまま︑以後︑四つの国会をいず

行われたが︑鍵っ込んだ麗疑はな

なのに頬し︑裡蝕︑公明︑密送各

盤囎だ扁等々として成立に綴蛾的

に対応していこうとした法体制の

ターだ﹂︑コ削購きに原子力時代

完壁でありベストではないが︑ベ

霞由クラブ両党も﹁鏡行法に比べ

許さない状況にある︒各党響え方

今国会での成立も蕊つたく予断を
霞然休会となっていたが︑二十一

期す﹂としているほか︑民社︑新

は︑商罠党が﹁全力投入し成立を

対立する性格づけ

るよう一貫性をもたせ麗任の所在

これはまた︑大変な朗報︒

化妻室など公共用施設の整簾にふ

四望五十円︒道義や港爾︑教膏文

る︒継続分の墓躍単価も五劉繕の

円が建設期間申︵五年︶交付され

百万KWの原子力警醒所だと六憾

穴薦円に億額アップ︑つ蒙り出力

年蔑魑諸分に繋りこの墨準単価が

れていたが︑新しく五十三︑照両

KW当たり三百円を墓準に交付さ

は例えば原子力の場合︑従来は一

く方針︒ちなみに地鴛への交付金

地への地元理解もあわせ求めてい

たことなどから︑これらを濃じ立

金の傍額交付を図ることが決まっ

会謝から二目立地市町村向け交付

輩敷頭註で電源立地建進対簾轄別

月の岡金議で了解ずみとなってい
三地点を加えた八雌点に︑今墜新

進を剰ち出していだが︑立山魔源

月開会中の第八＋国会に提出・衆

痩?再醐

微齢な安全委法案

る体制整備︑地元理解の鱈進︑零

万KWと︑五ヤニ︑三両奪度での

した共湘泊︑高

しく
承認精野分八十六地点二輪七転万

羽︑川内︑女川︑敦翼

馬＋万KW︵別褒謹照︶の開発推

計十一池点千三罵三十五万KW KWの舎謝語二十四地点四千＝繋

仲閉入り

丁手続き簡累々の三項目を中心に
浜三︑四弩︑禅田岬の三地点の舎

藺膿会議は醗源立地についてす
︵十四蔓︶鐸別置を鰺照︒糖矯刈

の後露源開発講整審識会への上提

でに璽要躍源︑つまり醗や地方鼠
治依が協力しバック・アップして

一辱などそ

後押ししないと立地が函難な地点

院・科学窓で五月に三日間審議が

では原子力安金玉爲会薪設と安全

︵諮問機關︶を新設すると岡聴

党は茂対性向︒歓会党は﹁積極的

審議入りした︒

隣爾開︑董月十七陰までを雲期に

規制行政の〜饗化を鷹ろうとする

に︑各雀庁の安全規制行敵も商用

い﹂としているものの︑法案の内

に討議しできるだけ成立させた

藁京鱈力の福鵬第一原子力発電

︻︑二瀬機も還印旛翻へ

近く臨界へ

福島四号機

藤籔簿機︵BW飛︑出力七十八万

発思召は懲産雀︑研究炉など研究

﹁原譜力量本法等一部改正法案﹂

四千KW︶が近々︑一月ゆには臨 が前國蜜から継続となっているほ

民を招き原産懇

松山幸雄氏が﹁地球化晴代と欝
本﹂をテ⁝マに講演︑ひきつづき
懇談を行う︒松山氏は朝日新聞三
春として擬く米國に蒲在︑取材濡

賑木原子力薩藁会議は来たる二

深めてきた矢先だけに︑今後にど

り巻く国際環麗が厳しさの度盒を

2月紛繍︑工簾倶楽部で

容︑とくに安全婁は行政霜覆会と
庁︑原子力船は還輔雀の抵当とす

界を迎える︒盗初予定通りで石工

が再び提出される︒このぽか原子

から五隼余ぶり︒同原発では定泥
中の一︑瓢讐機と遡転串の三器機

ン条約承認も鰯会提出の段どりで

る源洋汚染防止をうたったロンド

颪法薬の〜邸改正と︑廃零物によ

力損密賠慣法︑放射線瞳蜜防止法
が︑網羅機は騒騒藤の五羅機に次

の三つが欝叢麺転を始めている

ぐ五つ臨の醗界となる︒順調にい
けば二月から試還転入り︒今秋十

月十田午前十聴から正風まで二時

動に当たってきた人︒わが國をと
究藤筑破隻所毅認に伴う科学技術

検討申だ︒これに金鷹纏料技術研

庁設麗法一部改正法案が鑛わる

眉から営糞運転闘始の段どり︒

擬を終えて︑一叢機はこの一月中

となろう︒

腰にとり各面で堅餅に静んだもの

悶︑藁京・丸の内の讐本工凝擬楽

開く︒同田は朝田新闘論説婁農︒

う対処すべきか一講濃は︑わが
が︑すべてが出揃うと五つの減磁

ることになる︒

部で第六十畷原子力産藁懇談喪を

に一無半ぶり︑日毎機は二月中に

なお︑定霧中の薩炉は点検︑膨

朝目新翻・松山

開発段階にあるものは科学捜術

癌

置月電漂地点のうち原子力発電計画の概要

﹁原子炉讐規制法一部改正法鑛﹂

策展開が必要なものとして
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か︑属闇再処理嚢漿化のための
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はこの中から国による璽点的な対

難
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それらの綴体化を図ったもの︒

た︒

進を圏っていくことを噛し倉わせ

野中︑平芽両激務次窟を璽西に分

鱈強を中心に報告があった後︑こ

論による立地健進への

開雛への襲勢を強化しているが︑このところ新規立地は軒並み立ち注蛋の状態だけに︑これを機に政

源立地を推進していくことになった︒璽嚢遡源二十二地点のうちとくに原子力はその暴分を占め傾斜

⑧照臨立地に必要な関係手続きを簡繋化する⁝1などが決まり︑今後も毛引各省庁が緊密に協力し電
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う︒原子力船むつ放射線漏れを契

鞍懸をとりつけるかが焦点となろ

不儒をとり渓そうと︑学識経験轡

機に高まった原子力行政に対する

で構成ずる行政懇が一年余をかけ

はじめ自治俸︑労組など各界代表

政府︑業界︑主㈱遡など野次から

実行

に移そうとするもの

広範に悪見も闘きとりまとめた結

だけに︑驕係当局あげた成立への

論を

全力投入が強く羅まれている◎長

政不儲を助侵するだけで︑宣地難

期化は国民の不安をつのらせ︑一行

てしまう恐れすらある◎

打開への譜々の努力も水泡に帰し

長崎県知事
選スタート
ば公正取引委員会のように独立の

誌¥九日には知購選が行われ騒

原子力船むつで大揺れの展張︑

むつ難論港間題も問い

権限と十分なスタッフをもったも

委の行政腰銭銭化を擦摘し︑例え

し奪う獄どと掴摘︒公明党も安全

の上でより不安定な状態になって

よる三極分立はむしろ安全性確保

も＝兀化すべきであって㎝麗化に

するのが建萌であり︑許認可権限

三24地凸437G万描

のにすべきだと整張︒反対愈向な

薩されることになった︒

狸港受入れ欝欝があらためて畏い

無所属︑塵民・民社・長里晦薪自

たのを受け︑久傑勘一︵現知魍︑

一一十五日置選管から告示があっ

がら︑﹁現鷹よりは前進だしいつ

いかない﹂などとし遡やかに結論

までも笛に浮かしておくわけには

を出したいとしている︒共済党は

産党県副委員侵︑50歳︶両氏が豊

を間直視︒

ク推せん︑67歳︶︑吉田次雄︵共
分翻

漁補︑全国知嚢選のトップを切っ

諮認可権隈の

話禽のテーブルにつくことは可能

Bまでだが︑知蟹選は聯実上・こ

てスタートした︒立艦補は二十六

しかし安金気新設だけなら共遡の

として︑そのための膨正と舎愈に

抜き入薦を責罰︑興議会も野党攻

久瀬氏はこれまでむつ修理で核

の二人の保革一騎打ち︒

も応ずる薯え︒蟹成︑反対勢力分

野を二分する行政改革法案1一二

立は微妙だ︒ただ反戴各党が大き

つがあるが︑鰻近になって政府か

勢をふり切り強行採決したいきさ

月申旬から審議入りとなるが︑成

くとりあげ争点となっている二つ

瞬断が迫られている矢先︑こうし

ら核付き入港があらためて要講︑

のポイント︑とくに安全婁の性格
では﹁平和利爾の担傑という点で

凝民に訴えていくか︒不況にあえ

が出せる﹂︑規制行政一戸 た薄処への姿勢をどういつだ形で

行政のワク外にあった方がむしろ
力

行政懇談叢愈見と考え方を翼にし

行政も璽ける﹂などとした原子力

ている︒

りでてくるのではないかとみられ

も出ているだけに︑反発票もかな

していた佐世保蟹工では合理化案

ぐ造船三民︑核付き入港を打ち出

ているわけで︑法璽審議に際して

ェックで安全確藻は充実化︑麗任

化では﹁安全婁によるダブル・チ

は質疑を還じこれらについてどう

謹

入手稲藁の向きは原産・欝欝

高く繹緬されているものです︒

掃海版の発売開始
昭和五ナニ蝶蝿﹁原子力趨業

躁まで︒タブロイド版︑一部九

新聞﹂含本が刊行されました︒
昨無一年間の原子力感の内外動

B本原長刀趨讐醸

千円︵送料とも︶︒

の高い業騨唯一の騨門紙として

向をより正確に収録︑醸も儲頼

三人被曝管理、汚染衣数のランドリー、冷却取水轟の膚帰、廃棄物の運搬、変亀所・空澗設備趣
転保穿、施設内の補助工事蛇びに営繕業務、管理区域内除染および薦掃、普通区域講論
（研究施設閥係）RI放射線取扱実験室設爾コンサルタント、施設の改造・解体、廃棄施設整備、
機器の除染、各種廃棄物の処理、ブイルターの女換、窯間線暴悪・表薗拘染率分布測定、空調設
備運転保守、管理区域内除染および清掃、普通匿域清婦、浄水管理

軽

蟷力中央研究所、日本アイソトープ協会、東大工学部・原子力研究施設、東北大学・金属材料研
究所、東京都立アイソトープ研究所、放射線医欝総合研究所、電気通信研究所
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﹁ニューク弓ア・インフォ﹂

得の炉の近辺の饒民は︑近くに炉

ことを支持している︒しかし︑既

査員は述べており︑とくに放射性

り︑第二は経済評価である︑と調

般的態慶の簸も璽要な懸標であ

いている﹂と岡調査は述べてい

ンに饗する支持率の低さと結びつ

よび多くのエネルギー・オプショ

機器の響命を無視しているとも批

ピンス氏はエネルギー資源および

馬した方が効率が熱いと指摘︑ロ

き延ばすことが町能となるーーが

を利嗣して原子力臆代を無限に引

なわち︑リサイクルにより贈殖炉

の﹁数騰化できない利益﹂一1す

原発への支持率不動

は米原子力塵藁会議︵A量F︶
を建設することに一般公衆より︑
判している︒

びとは︑六三対二三の比率でその
数は放射性鋼製物の処分に関遼す

ている︒﹁しかし︑圓答蓄の過半

ーを節約すれば経済成長率と生活

るが︑これらの人びとはエネルギ

ルギー節約が盟ましいと響えてい

インデアン︒ポイントニ丹

門使い捨て燃料サイクル脇の経済

つの濁処理／リサイクル偏と

ースのもとに今までに行われた九

このAIFの調査は︑共趨のベ

る︒

きわめて璽要であると述べてい

が︑パブリック︒アフェアーズ
る︒

地域に発電所を建設することに蟹
る安全間題も含めて︑技術が原子

コンソリデ；テッド︒エジソ

京た︑〜般公衆の過牽数はエネ

とみられているとも指摘してい

廃棄物の処分が鰻大の聞題である

﹁近矩原子力問題がマスコミでもひろくとりあげられ︑多くの議

成している︒

水準が低下するとも響えている︒

五年間で投下
資本を回収

子力発電所の近辺に住んでいる人

ン・プログラムの一環として︑

論が展開されているが︑一つの例外を除いては︑一般公衆の核エネ

賛成60％︑反対23％で推移 はるかに穰極的である︒既存の原

原子力に関する縷縷を収簗︑分
ルギー利用に対する三下的な態度に変化は晃られない︒唯一の例外

・アンド・インフォーメーショ

いて︑全国的なコミュニケーシ

析︑騨難し︑その結果にもとづ
力懇望の安全間題を解決すると倭

各極の調萱で﹁わからない﹂と

の四年強の闇に同心運転による燃

ン社は︑昨母十一月にインデアン

さらに

ギー節約の努力が大きな効果をあ

般公衆の多くは︑エネル

じている﹂としている︒

げる可優性については悲観的であ

答えた蓄の数は平均して︸七％で
また︑データは回墨筆の原子力

の可能性が現実に近づくにしたがって変化するということである﹂

とは︑原子力発電所サイト近辺の土民の三蓋的態度が︑発閉所建設

ョンとパブリック・アク駕プタ
ンスの輪をひろげるために発行

発醒に対する態勢とエネルギー全

ことを明らかにした︒﹁聖実︑イ

百万がの資本躍を完全に回収した

好書ない代暫エネルギー源のよう

ている︒石炭は︑一般公衆が酸も

の璽本蟹︑金利︑魍税および運転

燃料調整条項によって︑同審尋所

強の燃料票読約分は︑躍力籾金の

埋蔵蟹が無隈の場禽︑再処理／リ

二語三十憾妙節約できる︒ウラン

処理／リサイクルは平均して命計

くなる墓で発費するとすると︑再

ウラン埋臓墨に隈りがあり︑無

て以来生産した頁四十七億KWHであるとしたものである︒

もう一つは︑ウラン埋藏騒が無限

冠されると仮定したものであり︑

藏懸が再九十⁝万ショート誘に隈

いて検討した︒一つは︑ウラン埋

提の下で三三の燃料サイクルにつ

︒ポイント爵号炉が運転開始以来 性比較評価を検討したものであ
る︒同調蛮は︑二つの基本的な繭

に傾いているか調べるためにデー

⁝1これは︑原子力発電に関する一般公衆の態度についての大規模 あった︒調査員は︑これがどちら

料費の節約により総額二億二千四

な賦しい調蓋が示した結諭である︒

る︑と同調簸は掴噂している︒

衆が鍛も麦持しているのは︑太陽

ンデアン・ポイント輪回炉が一九

である︒

山に遼元している﹂とコン︒エジ

維持蟹に相当する金額以上を籍岩

一般公衆の過半数以上の支持を得 七三年八月に始めて運転を開始し

エネルギーであり︑原子力は常に

躇線を提案し︑申央簗中化した技

論文で︑﹁ソフト・エネルギー﹂

路線の方がハード路線より資本簗

スにすると軽水炉の薄命はせいぜ

い五十〜六＋難である︒もっと

の現在の推定ウラン埋土麗をベー

石油隔要を副減しており︑これは

の寿命はわずかに牽三二延びるだ

も︑ウランをリサイクルしてもそ

の顧接的な経済的利益のほかに︑

であるとシュワルツ氏は述べてい

すべて輸入されているはずのもの

原子力による発電は約三千万疹の

この八十六万四千KWの発躍所 ﹁リサイクルしなければ︑※国

一三琿までに︶節約できる︒

サイクルは平均四百一億メ︵二〇

約的であり︑いずれにしてもソフ

翻社畏は述べている︒

ソン社のバートラム・シュワルツ
術︑その中でもとくに発電設備の

については︑一〇〇％太陽熟によ

︒リサイクルを実施すれば︑原子

けである︒しかし︑プルトニウム

は述べている︒

力時代は無論に延びる﹂と同調蛮

廃棄物などの

ダー氏の参加取りやめによってこ

氏と討論する予定だったが︑ネー

った道1﹂と題する小冊子の中 士は︑その際︑ラルフ・ネーダー

べ教擾︑原子力政策を批判 る︒ペックマン博

魔を完成することを目標としたR

〜二〇〇〇琿の間に稼働する貯藏

さらに同調蒼は︑政府が一九九五

かない﹂と岡眠気は述べている︒

株式会社イトー串
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は︑原子力をめぐる月闘の動き
る程慶の関漣のあることを明らか

体の傾向に対する態慶との間にあ

に反論

各種エネルギー源の中で一般公

タを分析したが︑結論は﹁わから

この間に変化がみられた﹂と同調
蛮は述べている︒

にしている︒﹁エネルギー供給の

ルギー代薔案に対する支持と結び

電の翻加を含めた広い範翻のエネ

持する見方は︑環境保護の支持お

付いている︒エネルギー節約を支

とはないことがわかった︒

する評価が原子力発電に対する一

一般公衆の原子力の安金性に蘭

あるとか︑反対である﹂というこ

門潜在的に原子力に対して賛成で 壇加を支持する冤方は︑原子力発

中間または中立の立場であり︑

ない扁と答えた回答蓄は︑一般に

バッテル・ヒューマン・アフェ
アーズ・リサーチ︒センターズが
門調査チータは︑一般公衆の過

している﹂と調査員らは結論づけ

年の間に実施された全国調竃をベ

ロビンス理論

高くつくソフト路線
〃

る暖房のコストを＋分の一以下に

る︒

再処理で最高
四百億ドル節約
米A−Fが調査

永久管理可能

カナダ再出・資源憲

いないと述べ︑核兵器を原子炉な

で︑プルトニウムは憲取に向いて

＆D討画を﹁ただちに闘回する﹂

よう勧告している︒

の計画は箋親しなかった︒

げたうえで︑世界の多くの国がカ

しで製造するいろいろな方法をあ

塵一瞬 原子力特殊扉

しているものです︒この重態に

す︒

実施した調査﹁原子力と︸般公衆

行われた全醐︑州および地方の書
ている︒

一1調査繕累の分析﹂は︑すでに 半数が核エネルギ⁝の利用に賛成

見調査一〇〇件以上について総命

調査員は︑五つの国内の調査機
ースにしているが︑この繕果︑原

調簸の大部分は一九七六〜七七

關が異った時点で収簗したデータ

率は︷ハO％︑豊頬は二一篇％と推定

子力発電に延する一般公衆の支持

分析したもの︒

ついてのはっきりとした蟹成また
している︒しかし各魍調壷におけ

によると︑その間に原子力発電に

は反対の傾向については変化がな

くにロどンス氏は︑中央開申化し

簗中化をやめるよう要求した︒と
火力発電のコストも約二四％過大

フォー
ブス氏
エネルギー研究グループの一︒

たエネルギー設備は資本軍港的で

る原子力支持は︑高いものは八○

糞溜する一方︑﹁ソフト﹂技術の

％から低いものは四五％まであ

フォーブス氏が詳細に検討したと

に変鋤はしているが︑特定の長期
り︑反対は六％から三五％まで幅

ありすぎると考えた︒

いことが認められた︑と指摘︑常

的変化は莞当らない︑と述べてい

と述べている︒とくにソフト技術

資本鐡を大幅に過小評価している

提案しているいま評判の﹁ソフト

しかしフォーブス氏は︑ソフト

友﹂代表アモリー︒ロビンス氏が

ころによると︑葵国の﹁地球の

・エネルギ⁝﹂は︑闇違った経済

岡調蛮は︑一般公衆の原子力発

がある︒

のコミュニティに原子力発欝所を

電一般に対する好悪的態慶が図分

﹁近奪︑原子力発躍についてマ

ている︒

スコミが広くとりあげ︑公開討論

ブス氏は述べ︑これに対し大纒に

が行われてきたが︑一般公衆の原

一多 5ξ
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過小謝算している︑とフォープス

5

いる︒

要ノニ

をべ⁝スにしたものだ︑とされて
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建設するということになると支持
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率が下がることを発見した︒五五
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きく変わるといったことがなかっ
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子力利用に関する一般的態塵が大
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︸九七五〜二〇〇〇年の資本コス

二

トは大体三兆がである﹂とフォー

玉
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ヨ

調査グループは︑軽水炉の使幣済

ニニ
一

一二

て在来技術を利馬する穏健な路線

み燃料を再処理して利胴司能なプ

一

と川向うの金持ちから︑

ルトニウムとウランを回収すれ

米原子力産業会議︵AIF︶の
所有蓄

すための別荘および小さな土地の

のコストは一九七五〜二〇〇〇年

ば︑二璽二十〜四百一億がも節約

跨の閥霊力会往の発電容羅を三三

強力な反対が趨こった︒これらの

〜㎝・五感がであるとフォー

学蕎ソーシュタイン︒ウエブレン

二

ン・アフェア⁝ズ﹂誌に発表した

多

ロビンス氏は︑原子力発羅のコ

二

ストを約七八％過穴炉開し︑石炭

一

の地域に原子力発意筋を建設する

5

対三一の翻舎で︑一般公衆は霞分

一二

たのは明らかである︒原子力発賢

汐

所サイト近辺の住民の聞にのみ︑
玉

ニューヨークの地城レポーター

の容騒が遍撫されていれば︑ニュ

に

カナダのエネルギー・鉱田・資

ブス氏はみている︒

源省が発表した新しい調査による

力と資金を持っており︑その地黒

と︑

人びとは︑計醐をやめさせる影響

できるとの結論を出し㌍︒さらに

済み燃料の安全な永久処理の見逓

﹁原子炉の廃蘂物および照射

フォーブス浅は︑燃料の臨接利

二︸竃塁︐鴇︑8

の原子力発電計画を遅らせる必要

しは明るく︑処理問題により国内

︒客．葛¶

ータ⁝の政策にしたがわないだろ

も蟹・監茎︐監t

うと述べ︑技術輸幽の禁止は︑今

﹁放尉性廃棄物と照射済み燃料

・亀鷺︐監ち9監τ●し一ご︐監璽﹁8t5

コロラド大学教授ピーター・ペ

まで成功したためしがない︑と指

は︑現在︑発躍所に貯蔵されてお

︸8︐〜♪亀魎

ックマン博士は︑新しく発行した

擬している︒この十五捺の小冊子

牲・︐峯︑︐覧．．

この調査は︑再処理とリサイクル

ーヨーク市が〜九六〇二代末から

社会の計薩に対する支持を無視し

十六搾に及ぶ記票の結論の部分

てしまった﹂と述べている︒

小冊子の中で︑いつもの通り霞接

は︑昨薙十月にナショナル・ウォ

環境保謳霊義轡は経三二な結果に
は関係なく︑現状維持に兜全に銀

トニウムおよび贈殖炉に関する政

的な表鏡でカーター大統領のプル
べている通り︑この階級はいつで

い︒しかし︑それらを懸定賠蔵駈

り︑薩ちに危険だということはな

はない﹂という︒

建する︒それは︑ウエブレンが述

で︑タッカー氏は︑有閑階級の

用と比較して︑霞力として鍛終利

一九七〇年代初めにかけて経験し

であるウィリアム・タッカー氏はの署襯の甲に見出される︑とタッ％強も拡大するものであった◎こ

ンの﹁有閑階級の変化への抵抗﹂

韻図注憲深く実施した分析の結果力1氏は主張している︒ウェブレ
米函における環境保謳運動家は︑

有閑愚な階級一現状維持を望むの分析は︑一八九丸庫に﹁麿滞流

社会の本湯の態味での保守主義蓄級の理論﹂の中で発表されたものた多くの鰯電を國塗することがで

を阻比することに成功したことの

の特質を分析

をウエブレンの署蜜からの引用を

である︒タッカー氏は二分の論式きただろう︒この驚愕二軸の建設

﹁環境保護運動は︑牧歌酌過去が

一であるとの結論に航した︒

旧離の未来とう豪く変わるところ

環境派

米ハーバー誌に特別記事

一︒カレッジで行

﹁技術輸出禁止
策は核拡散を招

うことである︑と同氏は抵合して
いる︒

に無爵に蚕醸しておくわけにはい

膨響は︑ニュ⁝ヨーク箭のエネル も特擢階級であり︑既存の秩序か

週兼を過ご

散−拡散推進の誤

われた講演をベー

れると︑ただちに︑

同氏は︑﹁しかし計画が発表さ

る︒

いる︑とタッカー氏は指摘してい まにしておくのが一番凹い﹂とい

る︒この階級の態度は︑門そのま

方が多いと予想されるためであ

になることより不利になることの

く︑として批剥し
七〇年から一九七六璋の問にニュ

経済体制の趨常の変化から馴産業ソリディテッド・エジソン社が計ギ1供給とコストの弓隠から一九 らそれることは階級にとって有利

ストーム・キング発電所は︑一偬
環魔保護運動のカギは︑祉書科二千首万がのコストがかかり︑当

失ったという形で現在まで続いて

・キング計醐黙に対する十五無に1ヨーク帯で六十五万人が職場を

闘した揚水発躍所であるストーム

スにしたものであ

と彼は纏いている︒タッカー氏の

的に除外された馳人たちである扁

ている︒門核拡に成功例なし﹂

エブレンの需藥を使うと︑彼等は利用しつつ︑ニューヨークのコン

てのみ維持されるものである︒ウ

て心配し奮とのない人間 に ょ っ

蕪鑑幽翠鍛誘

ンフォ扁を発行した駕娩には︑

原苧力醐発への投判や反対が先
鋭化するにつれて︑一方的な見
解や不厩確な幟⁝報が増加し︑大

衆の原子力に対する純粋な疑問
や繁朴な不安を験つた方向へ増
幡させかねないという契傍もう

1鳥︑魚および二会的特権の傑護ことにより展開している︒

およぶ反対運動の歴史を説明する

一⁝﹂は︑ハーバー誌十二月号に︑

論文﹁環麗保三四義と有閑階級⁝

会︑連獺・捌政府︑マス顕ミな

来︑原子力関係奢のみならず議

掲載されている︒

〜九六二隼に提案されたとき︑

どからも油露されています吟

かがえます︒この惰報は発行以

、

がたんねんにまとめられていま

⑳
A麩鍵が﹁ニュークリア・イ

醗
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原

噌
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新
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カ

鰯幽
﹄東ぬ鼠・藤踊場⁝でも野鶴

懇は懸鵬凝の浜浅傷などでも警ん

富然淡水を利溶したウナギの蟄

たことからさらに計爾を強化して

平方層を超える生薩実騰が簿られ

醜嶺たりの収穐率でも二＋爵耀／

の嚢付けデータを確聴していく翫爾だ︒

だが︑凝然水を利矯した獲殖では

岡協食蘂海麟業所では原子力発

いくことになったもの︒

眠︒このため食潮に繊蔑するのに

冬期に温慶が下がりウナギ も 冬

ストも比例して萬く二郷のボーダ

ポンプで搦水しているため養勲コ

温田畢〜二蕪かかるのが通隠︒と 耀燐より爾い柵繊に位麗︑混水を
ころが原発温水利罵による蟹騰で

ーラインとなる監置滋たり収獲率
は黒鷲謎耀／卑方酵にもなるのが

つことができるため軍いもので楽
無くらいで成畏︑さらに滋陰面縫
騨状︒しかし︑飼嶺が法の改薔︑

は冬鵬でも十七度潮後の温度を保

盗たりの収獲率が鷹くなるなどの

などによ塗しだいに雛磁嶺たり収

中央から流水させる蟹勉他の整備

こうした利蜘に醸をつけた岡協

特藁がある︒

趣轟をあけてきている鍵融から

たが︑三巴家には彿めて集京市場

下には擁無難出し︑好騨を得てい

やや硬かったものの・味・体覆︑

際︑他の鍵魚ウナギとくらべ皮が

昨二三の験京南場への初出荷の

つい＆という︒阪熱についても

一＝

鑓殖の予定︒とくに今鉱の

脳期

生溜からは耀圓一・五鏑程魔を定
期的に藥京箭堀に放出︑流趨画で
の定師父を園っていく謝画で︑曜
秘五十照隼ごろ蒙でには鰻終酌に
企叢化にメドをつけるための嚢骨

同協会では︑このほかすでに嘆

けデータを確立していく謝画︒

エビの養膿についても︑単位隔た

票南堀放出が目纏しているクルマ

り収獲控の習いモノドン穰の試験
艶穂に霧手︒さらに鷲規魚樋とし

て取り組んできた熱繕魚テラピ
ア︒エロチカの四目が・海水膿化

同協致ではこうした実騨から陣

魚纒の多様化を図っていく善え︒

ピア︒ジノの養殖をも鍵施し・鍵

め︑斬たに海水順化性の強いテラ

で十分な成禦が得られなかったた

鶴二十霞万鷹を放流したのに対し

綴で取り引きされたほど︒

今響はその二催以上の七十万曜を

粟北亀力労働組金︵杯茂蚕囁

職蜘
♂

︐轟葛

原子力開発をになってきた原

亀

子力エリートの一入︒コール

できた通は三三の原峯力聖職の

発︑温㌶水研究など︑その墜ん

二男

︒安

嗣所講窒で第総懸放践研耀境セミ

今園のテーマは門人簡環境と醸

③土壌ゆの薗

管理や韻賢爆心のための新しい技

鋸闇に広汎な分野に定晒し︑工程

サ⁝利用︑アイソトープ熱源の八

オグラフィ︑放射化分析︑トレー

低レベル破婚性灘棄物の試験的
海洋投藁については︑すてに昭和
五十〜銀科技庁の霧笛蟹玉評懸で

ナ

二鋸慶で圃化紘に関する研究を

一応終ア︑これと並行して︑すで
に暫定纂躍が添されているセメン

閣船改歪計顧︑投灘船の規制のあ

麗麗整鮪センターを中心とした高

OKが出されているが︑計画の方 ト闘化以外の二化億墨麟づくり︑

ベル圏化体ダミ⁝投藁実験︑放射

は︑やや遷れぎみ︒しかし︑低レ

・六本木の同禽議講堂で開いた第

放射線医学総倉研究所︵千葉欝

2・3置放躇研鷲ミナー

で第十三墜﹁放射線利照鰹濫セミ

漁区栄の犠古歴商工会議欝欝議塞

二十三田午餉九騰楽から名宙膠箭

ナー﹂を醗く︒

七＋三麟総盆で第十一期の象擬に

汽絹四一九一一︶は︑二月

︑三

の両臼︑午繭十時から五聴まで︑

ラジオアイソトープ

識︑知っておきたい利用上の知識

に︑身につけておきたい墓礎知

取扱っている人びとはもとより︑

線・ラジオアイソトープを異際に

くみと応粥を紹介した本願は放射

緖M備讐一＝榊＝幽＝コ需一一備＝＝一理＝＝＝冊＝＝一州一竃＝謹＝扁一一柵一門寓＝幽曽一二篇＝■讐＝＝幽＝嵩＝一＝瓢＝一＝＝＝一■闘＝＝鼎一＝＝一鼎一楠＝需＝＝一＝一一一；

出︑副会擬には磁厳礼二藁蘇慈恵

刊

伏鉦譲冶名古騒大学名書教授を選

新

を選び出して紹介︑解説したも

技術蕎の常認

として一読

鱗封線源︑踏封線源の利期︑ラジ

構成は︑放鮒線︑放射線の測定

に価するものといえよう︒

も︑

その利潮に繊還い人びとにとって

︵放瀬瀬同位元顕︶の

紹介工業利用は・この三十

小林畿敏著

の︒放射線・放射能の性質︑懸封

放射線の
工業利用﹂

臨監

照照

験託

試理

財団法人放財線照財振興協会

ナーを開く︒

1︒特罰講綴

然放射線﹂︒プ漕グラムは次のと

二墜︵第一饅︶

おり︵入場無料︶︒

﹁自然放射線について﹂江藤勝雄

︵原研︶2︒二一潔擁における餓

離放射線①宇霞線11閥野轟治︵理

研︶②大地︒大気からの放射線

藤岩山儘︵放鷹研︶③塵内の放射

線妻壁菰慰三︵放躍研︶︑3・人

閤環麗における霞然放三景聖主①

地球隠場の放射性核纒のレベルと

︵放医研︶︑︵短響誤謬廼︶薩下

雛鋤︵擬欝命核櫨︶11阿部遵子

灘国︵名大工︶②宇憲線鑑成核醐

︵皐大理工研︶︑︵宇芝葺でつく

︵字霞線生成核櫨︶11濫象忠畿

られた炭粟14の地球上分布と経隼

三蹟︵第二田︶

変化︶翻家越邦彦︵学欝腕大理︶

猫と鉛脚の葎在の醐係︶11蹴谷勝

然放鮒盤核樋︵土壌中のラジウム

名︵磯立罐試︶︑︵天然と人工放

射性核種︶一1阪上正義︵金沢大

の霞然放射性核縄①金身カリウム

理︶︑4・入僚的ならびに食絶ゆ

り方︑などについて総噸的な勲爵

術として︑工程の禽罷化や狡術革

総濠の定義と敗扱いなどを詳述し
手さぐり

幸蕾腿発行︑A5版︑蹴搾︑驚

齋からなる︒

価三千二穏円︒

放射線照射の利用

省公益瑠藥欝欝子力発囎謙を経

調査役︒五十一葎八眉から遡塵

て四†八無動燃核燃料關発本部

雀公益瑠叢部火力諜長︒わが圃

の原子刀葦翻期から攣喫科技

箪璽がそれ︒今圏会を源過すれ

ダーホール炉の灘入︑勤力炉闘

︸

科学技閉庁原子力蜜全局

彦

ひご

原畢炉規鰯螺蝿になった

はやかわまさ

學川 正

は

庁︑動燃と︑各聴代にわたって

反麟︑その立地はますます困難

通産へ︒科技庁では安全婁鍛会

ば今轡にも︒商需癖の部分

懇警串にもとつく原子力行政改

になるばかり︒このため巖近安

原子力発蹴の一望性が縄まる

全響萱に上程される新規計翻の
ペースも鈍りがち︒﹁むつ﹂璽

逓薩隣代石釧にはわが国餓初の

歴史と愈致する︒昭和三十三卑

蒼︒

︵T・y︶

代子夫人と二二︒趣味は圏芸と

愛知興毘身︒38才︒三鷹は当

なりそう︒

ことしこそ大きく飛躍する隼に

金行政への期待を双閥にうけて

駈庫生濠れの午隼

門新規濠き隠しです﹂︒三和

て再び霊場線へ︒

偉跡麺藥研究にもタッチ︒そし

の曹羅にある︒圏を被鑑席にた

件以來の行敢一般への不鱈もそ

によるダブル・チェックという

たせる原子力訴訟も一二件に︒

﹁立地難題を解幽するうえで

も安全の確保が第一︒儘頼さ
れ︑かつシステマティックな審
壷に駿り望みたいし︒電源立地

新体鰯がスタートする︒

﹁異った観点からチェックす

樋勢から将薬戦力猛麟さえ予想
される昨今︒そのため擁璽を娚

るということは儲頼性日日の点

に語る抱震に熱がこもる︒

の短縮を︑というQ﹁マエユア からも憩緩深いしと︑決蔵新た

すと葉身に一碧もりードタイム

ル化など欝査の効黙化も﹂と強

昭和三十二鎌名吉置工大卒︑

趨薩省入雀Q昭墾二十八琿科技

調する︒

庁原子力局︑昭稲㎎十七年穎産

医大学擾︑閥禽霞憲郎中央大教擾

その安金聾蛮もいま填たな段

さらに拙臨をかけることになり︑

階を迎えようとしている︒行政

懲源立地撮濫を間る必襲があると

粟14の被曝糠無難轡趣誓罵︵司﹁︶

のレベルほ騰林弘之︵岡︶︑③炭

︵放医研︶②アルファ線放出核纒

騒とその内部被曝糠醗難内山正艶

蚕蝿会を中心に︑聖断四月の第七

草画作成曲事蕪隔照門を庚定︒同

山塞ホ

の両氏が就任したQ

期糖工を馨標に関係者への働きか

総会はこのあと馬引＋

盛大な醸罵不安の熱闘にもなりか

けを強化していく謝薩︒原発反対

ねないことから︑漫蘭隅原発の畢

の︑立地問題講開のため労組が隠

偶蝦斐換などは行われていたもの

への影欝﹂村松欝︵蕾塵試︶6・

5・特別講凝﹁窮然放購線の人類

ったもの︒これ康でも金被側との

糊断︑今罎の対策講義会堂麗とな

北鳳など四地点︒ところが︑この

牽四回総禽までをメドに︑第牽一

の﹁凝江小量漏︑轡森県の﹁下

うち〜番聰りとなるは寸の﹁女

期での特別委澱金︑研究鰹絡委撮

川﹂︑新濁県の﹁黒海瀕漏︑福夕露

報︶を設羅︑労綴の立嘱から鶴羽

立坪問題薄鎌婁殿蕪﹂︵霧雨屡

いく万慮だ︒

派の総評系労組との擾触も隈って

趨拷阿部史朗②討論︒

が初めてのケース︒

岡灼籏婁綴会では︑女川原発建

総台討論①線描の藤とめと聞題提

接独露の組織を設翻したのは今園

設の遅延は︑すでに二菅耀闘題の

金などの体制のあり方︑濾勤の塾

町澱協臨時総会で﹁漁業覆消滅扁

災が喬淡され︑原発命懸は波乱食

放射線利用促進

本方針簿について考え方をとりま

川﹂は︑昨駕十一月行われた女川

み︒このため︑追立安驚供給確保

影響による地縛腰蟻の低藩傾陶に

学術会議新会

殿子力発難所などをはじめとする

現仔湖頭縄力で予簾されている

の観魚から博労癬としても累惣に

づくりを急ぎ昭和五十四無の実施

款に大きな経済効畏を発揮してい

たうえで︑計測や分析へのさまざ

セミナーを開催

る実験は最終的な段階に入ってき

能漫出実験など團化体に薩接係わ

のための万全の郷制を敷いていく

る︒

の

本伝は︑ラジオアイソトープの

紫地づくり

中部漂子力懇談金は来たる二月

ているところ︒

補海域での海洋調董鷺継続︑さら

計鶴︒また︑これとともに投翼躾

工業利朋の研究が

とめていく計纐︒
長に伏見氏
第誓期 人間環境と自然
放射線テーマに

例えば放射性物︽を盆まない固

に﹁現状では贋対﹂の鴬場をとっ

まな利用︑撃破膿横蛋︑放賜化分

申研も各灘闘化倣の京格醜縄水圧

化体ダミー深海投翼異験を担嶺し

ている全漁網をはじめとする関係

析︑トレーサー︑アイソトープの

規制︑圏化館の基準づくり︑パブ

難水学術会議は二卜叢麟︑萸寮

ている灘灘科学技術センターでは

状況で始黙った蒔代から一画して

拠エネルギー利用などに関するし

験もしだいに発了に近づいている

すでに鍵瞭の潔海海域での投饗監

この問題と取り組んできた豊穰が

爽験を開嬬︑殿研の放鮒能縫出実

昭秘五十闘隼を厨標に低レベル

暫の思懸形成など

とくに工業関係の技術奮を対象

総禽憶念を癒蝋的に実施していく

放射性騰縦物の試験購源洋処分計

視実験猿終了︑環在圏化登園収を

を急いでいきたい方劉だ︒

殴薩︒このため科技庁では脇秘五

爾に取り組んでいる科学技術庁は

テムの研究段階に入っており︑霞

も想艶した海底落下物の探戴シス

方釧だ︒

今琿肇に懸レベル圃化体の蜜全性

リック・アクセプタンス葭簾など

康発彊設副爾は︑罵城藁の﹁女

とを決めた︒

纏源立地を強力に雄齢していくこ

蝿︶はこのほと執行部内に﹁醜源

煉謎立地対策委嘱会を設置

女増原⁝発健進へ全力

三㎡の圏標運旗はほぼメドが

金では昭和五十酬鎌から本葉離な

に約七五ナを放出︒ここで ﹁ 昧

愚など総台縫には脇く評価され︑

ウナギ擁臆に懸手︒すでに茨城興

もなかなかのもの﹂と樹い評価を

標藁よりやや爾めの千八藪円／詩

溺の爽蔽をあげており︑さらに飼商方法︑盤殖池の改織を重り選書鷺十鵬奪までに醸終酌に企難化へ

化への採露分三生となるのは蕊一締響／平万醗の単位瞑寒熱︒昨館の試験ではすでに二十詩鰐／平方

七十万曙を放流・禦漿帯騰への出萄定麹化に露点的に取り親んでいくことになった︒ウナギ懸承企簗

での盤熊試験でシラスウナギの企業化に鈍るい冤懸しが嬉られたことから傘習には昨鎌の二癌以上の

原子力聡艦漸から誹出される温水を調薦した溶蝕試験に取り維んでいる温水獲魚開発協金はこれ談

養魚魚種多様化にも重点

婁
婁験を終了︑さらに投合船改造︑

◎2？3−46−1639

干370−12

霞庫原手力研究所内

聾緯翻

受け︑企叢化のカギを握る単位醗

．贈

遜

響

科技庁、総合対策急ぐ

Fr短工，

櫓

ウナギ墾殖で成果の出ている温氷盤魚開発協会の義塾池

〆
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実施態勢の確立︑の三点︒製鉄計

製

縣蒙系

溜蒸元．兀

畷蒙

気発生器

蒼叢誌

元ガス珈熱器

Eス系

ウムループが石幡横浜工場に五

に大きく翼献する︒と同時に︑

エネルギi供給の確保や蟹源温

のため製鉄プロセスの原子力化

水

三隼半ばまでに︑まだ高さ十匹

炉︑転炉方式の銑綱一蟹製鉄が

藍

一門

︑編一・五耕の還元ガス製造試

に占める化石燃料艶の割合は石

り︑この傾向は経済性の点で原

ショック以後極めて高くなって

たらすSOx︑NOx公審が︒回
熱出力三百万詩繊ッの商業規模

力製鉄を有利な方向に灘いてい
九月に完成︑第一期の装圏建設

する関係者の企叢化可能性検討

まとまる︒

進んでおり︑今年六月には結論

累利用のターゲットを躍いてお

︑鉄鋼とはいささか關発の位掘

ズレている︒軽水炉の定魑が大

﹂研究開発に十分コミットする

提になる電力業界にも門多目

営規模の比較的小さい化学工簗

けのゆとりは冤出しにくいし︑

︑核熱エネルギー利用まで手が

囲先の経済環境の改善が先決

かは開花するにちがいない︒い

かないo大型プロジェクトはい

灘鰐

それは東芝のモットーです一

対応ずる政府計薩の攣慧な策定と

と担当組命騒は①高温熱交換器難

ると予想される︒研究開発テーマ

装躍が千代田化工︒子安工場に
耐火︑藁芝セラミックス④遷兀

名粟り手は象だなく︑蒔代を先

的利馬系の門空き家﹂入居希鐙

波に霞えながら︑つぼみへの成

は原子力製鉄で出かかった芽が

鍵

100東京都港区三田三丁臨13番12号TEL東京（03）454−7111（大代）

人芭脚を組む原研計画への露語射

漏る悪用禽いがこめられていた︒

望して回った︒要望は①原子力製

石幡︑川璽︑神戸鋼②超醗熱合金

︑臼立金属︑一

と⑧パイロットプラント建設・

核熱エネルギーは利用系の渥度

てこそエネルギー戦略上の効果

理に必要な百⁝二百人の要員確

りした鉄鋼関係者をヤキモキさ

全で環境に調和した原子力発電所

画の円渦な遂行のほかに開発で二

工︑六十薙度完成の実験炉建設
当初六無間に七十八億円規模で

での七年間とせざるを得なくなつ

計画を一年延ばして五十四鋸度ま

鉄の五＋駕匿予輝二＋二億七千万

薩神戸鋼︑新日鉄︑住金︑大同

断熱桝料舞イソライトバブコッ

五十二隼魔宋までにかかった多

するのか特殊法人の設立とか政

︑化学など各種の産業で利用さ

に応じて︑鉄鋼︑ガス供給︑電

あがる︒しかし製鉄を除けば多

にも問題が派生する︒いずれに

ている︒ガス供給産業は六十蕉

電気株
子力本部

撃や︑第二期翫画のプログラムづ

摂氏千度の熱を供給する多国的高温ガス炉とその利罵系の中核をなす原子力製鉄の研究開発が地道
・運転や︑材料︑ヘリウム技術の

切つだ原子力製鉄の研究開発の場
禽は︑折りからの螢材高騰に艶舞

となるとかなりのハミ出しも予想

だ︒原子力製鉄プラント主要鱗成

ほぼ順調に推移︑五十二隼慶束九

に大型構造機羅実証試験ループを

円の確保②原研の実験炉の建設・

照鰯試験︑安全性試験の三つを軸

︑原子力製鉄パイロットプラン

五十二無慶の完了をメドに遷んで

できる強味もある︒

子力製鉄の経済性検討をベース

粒子を酷めた黒鉛ブロックで炉心

わが国の鉄鋼業が産業戦略とし
原子力製鉄に賭けるのには二つ

年贋宋までに工学的データの収

誘因がある︒長期的にみた経済

全て出揃い︑各テーマとも五十

を終えることになる︒

ス製遣装躍聴千代田化工⑮還元

エネルギー消蟹に占める鉄鋼業

利点と原料炭依存の軽減であ

製造装躍釧川鉄︑神戸鍋︑新服

︑三菱璽工⑥トータルシステム

︑住金︑日新鋼︑磁鋼︑温立金

割合はわが国では二〇％にも達

転の大型プロジェクト第二期に

1製鉄縄台︒

薗接製鉄パイロットプラントを

選択の幡がある︒開発体制いか

管理形態をとるのか︑いろいろ

多⁝多ー

︒蕩炉−転炉方式の場△口︑鋼原

がなく︑検討

︑パイロットプラントの運転・

で民間の資金負担の様相も変る

欝写輿

場もできてはいない︒五十五年

と案験に一応の区切りがつく六

三︑四隼頃までの期闘を覧こむ

よ︑澱伍のありかを睨確にした

ロットプラント建設
億円程度が毘込まれている︒

炉日産百ジ規模の霧合︑五百五

力な管理︒研究体鰯が求められ

ットプラントの建設覆はシャフ

とになりそうだが・この間パイ

第二期の開発体制のあり方は検

う︒

迎えるLNG時代のさらに先に を続けている︒
だ︒第一期間様に繕愈方式を継

にあたって鰻大の焦点となりそ

パ

発体制︑ ｡後の課題に

に始まり︑原子炉系と結愈した

はまだ

設︒運転ずる第二期計画につい

⁝タ！萎多！ークー多⁝多

vの高漏熱交換器の高湿へ

︑民生部門の消費を凌ぐ勢い︒

的炉研究開発麗は全部で約三十

Gしー訟験援麗

藁品鼠
岡原子力発蝿設備一式（原子炉、核燃料4夕一ビン、発躍機

ｭ円︒ところが五十六年塵着 くりと開発体制の累期メドづけを
に逸んでいる︒昭和四十照年から始まった日本原子力研究所の熱繊力五十MW実験炉をめざす設計研
開発などで六十二年度までの今後
期のスタートを

究は騒終段階を迎え︑五十六年度には窯験炉魑工にこぎつける︒一方︑四十八年にスタートした通産
十図鑑に必要となる螢金はざっと

四＋八奪慶に第

雀工簗技術院の大型プロジェクト﹁高温還元ガス利屠による盛接製鉄技術の醗究關発﹂は原子ヵ製鉄

遡炉︑核融禽など大規模計画のひ

二千億陽に及ぶ見通し︒これを高

一期翫画を完了︑五十五犀慶には新たな局面に入る︒長期計画の最初の﹁ヤマ場﹂に近づきつつある

技術研究組舎が受託して︑加盟各社が主要構成要素技術の研究開発を進めており︑五十四年度には第

され︑スケジュールの遅れにつな

ストアップを招来︒結局︑第一期

われ︑試験設備の建設に大幡なコ

がりかねない︒

しめぐ原子力予算枠内で調整する

薙魔に行い︑五十四奪度から詳細

五十三矩腱予舞大藏原累内示間

二つの韻脚三三の動向とその周辺をみてみた︒

設計に入る計画︒そして安全審査

近の昨年十二月二十日︑原子力製

って原子炉に入った四四度のヘリ
ウムガス冷却材は炉心で加熱され

たこれまでの試験研究で高温に鮒

串講をこの頃に見込んでいる︒ま

一昨年八月︑軽水炉から爾速炉

千度になって同じ配魑の今慶は内

要素技術の研究開発は繰り延べ後

側のパイプを通って中間黙交換器

への鋤力炉開発の墓欝路線を打ち

出した原子力婁厨会の新型動力炉

十七億円の政將饗金投資は第一期

熱交換器から二次ヘリウムループ
五十六薙慶までに完成させ︑性能

還転を朔日部会報告に沿って引目

完了時には再二十二億円程慶にな

鉄粗舎︑鉄鋼逗盟︑鉄鋼號会の三

に熱を運びこみ︑減籏残滴油︵ア

心の園田安全性も垂瞳断面︑水平

を実賦していく︒このほか黒鉛炉

一応の見通しを得ているが︑さら 厨体代義は蘭係織庁幹部の間を要

える燃料︑材料︑構造について︑

盛期エネルギー戦略のもとに強力

スファルト︶の水蒸気分解で生成

原子力製鉄の利用系では︑中間

に黙を伝える︒

開発螂門部会は︑多霞的高灘ガス

炉の開発について︑核熱エネルギ

に研究關発を遊める方鋭を 決 め
したナフサを︑この核熱で水蒸気

ーの鷹接利用を実現させ毒つとの

た︒その主な骨子は①大型の実証

改麗して鉄鉱石還元ガスをつく

設計研究と構成要素技術の仕上げへ

第一期54年度に完了羅

試験など本格的な研究關発を自主

す

開登の原則に沿って行い︑外国の

ドッキング

る︒

る象で原子炉系と製鉄の利用系の

五十鎌代末に

経験も考慮する②当面︑昭和五十
駕代来までの還転を目途に実験炉

を建設し︑通産省襲鉄計画との対

原研は四十四年以降︑多鼠的利

をべ⁝スに並行して凹められる︒

応をも考慮して︑原研で強力に研 研究開発は原研と原子力製鉄麗含

発は改めて再検討する一となって

究開発を逸める⑭原型炉以降の開

多目的炉は︑軽水炉の約三層︑
に爽麩期の試設計︑予傭設翫︑墓

との紬合の六十犀腰実鏡を期す

実験炉は56年着工見込む

琶界でも例のない千三の岡三を取

クする︒

科〜由
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いる︒その後は概念設計を五＋三
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面︑三次元の模型を使ってチェ

用システム実舐鼠験︑燃紺材料の

50℃蒸気鵯

目下︑細部を調整する調整設計が

いる︒

ヘリウムループ

本概念設計の各ステップを踏み︑

次ヘリウム

態

り撮すために数々の工夫がこらさ

原子力製鉄システムの概念図
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