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﹁澗定﹂﹁評緬﹂にひな型

イソトープ協会理事︶のまとめた﹁環境放射線モニタリングに関する指針一を適嶺と認め︑委員会決

原子力委輿会は︑露十一日︑環境放射線モニタリング中爽評緬専門手掌︵部会畏︒山傭文男美本ア

動纏︵測定平均憾プラス︒マイナ

より変動するが・測定レベルが変

然条件︑サンプリング方法などに

自治体の監視機講牝盛る
定した︒﹁捲針﹂は地方公薬三体が中心になって行う環境放射線モニタリングの計腰︑実施︑因果の

一方︑モニタリング結漿の評価
については︑環境放射線や環境試

瀾定上の欠陥②降雨など自然放射
線による影響③核爆発実験の影響
④原子力施設からの放出などの原

被曝線懸の推定は熱ルミネッセ

國を調査する︒

ンス線腿計などによる外部被曝の

撫驚と計蹄式に蔓つく内部被曝鐸

対策本部︑放射

い②二十五田から異施している科

技庁の放射能臨視体制を嶺分続け

が許容線鍵を十分下まわっている

ど関係雀庁の局長クラスで構成す

科学技術︑外務︑厚盗︑農林な

ソ逮原子炉衛星の墜葱で

ト・テリトリーズで晃つかったと

れる破片がカナダのノースウエス

ス954︺人工衛星のものとみら

る③関係省庁が悩報入手に努め

かなどモニタリング結粟を総含評

る政府の放射能対策本部辮壌会

伝えられているが︑対策本部では

能観測続ける

係するために都道麿興単僚で地域

は︑二十七日︑第九十七回会盟を

わが国上空の大気中の放射能の観

一躍濠でに︑墜落した﹁コスモ

従来は簡単な乙類土葬で単ば霞動

わが聰の研究炉稽高縫糖ウランは

断勝長は会議の茸雲について﹁極

生田墾朗田本エネルギー経済研究

薩門家禽議終了後の詑蕎会見で

認
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そして羅針は陶被曝線灘南定値

の笑情に恋じ地方公共照体︑地元

ひらき︑二十四田カナダ北二部に

とにしている︒

測を続け影響の荷無を覧極めるこ

的に※国から供給されてきたが︑

めて有慧義だった偏と繭囲きして
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定結果を総曝して行う︒

住罷など関係暫を観じえた監視︑

落下したソ速原子炉搭賊衛羅によ

①わが国への影響はきわめて少な

ﾆ金玉﹂は二十六日終った︒

ド財団共催﹁日米核エネルギー蓉

る放射能腰綱体制について協議︑

供できる︑との取淡めがあり︑

今後は核拡散防止を霊眠に躍く※

と述べた︒

原子力と農業

の協力で合意

日ソ科学技術協力婁

田ソ科学技術協力協定に基づく

第一圃協力委員金は二十七田外務

雀で閉蒋︑両認政府が原子力と農

業の二つの分野で協力関係を深め

討することを提漿︑結局︑先ず二
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安全で環境に調和した原子力発電
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る︑などを湊めた︒

い︑と捲摘︒公表には被曝線騒の

評価機構を縄織することが鰹まし

携定評緬結果︑放射性物質の諮積

の公表が望まれるとしている︒

傾向のほか原子力施設の稼働状況

すでに漂子力発亀所や施設のあ

梨︑麗妻帯町村との闇で結ばれた

霜所︵施設︶設置蕎とそれぞれの

政府がその正当性をどう評甑する

﹁ノー﹂の権限を貿傑している︒

二六確保協定灘の申で︑﹁環境放

は政治︑酒事的な側藤を璽視して

済︑技術を巻心に響えるが︑※国

る趨岡︑佐賀︑鵬根︑茨城︑福鵬

射能の測定﹂﹁環境放射線上の調

かが大きなカギになる︒わが國の

いる︒この点が改めて浮き彫りに

愛媛︑福井の七竃では︑原子力発

葦および公表﹂などの条項に慕づ

研究炉のうち当馬轡繕確保で大統

された﹂と撒摘︒これに対しM王

﹁二本は原子力問題について経

き地方公共物体と彪力会社双方が

領決裁の

フ氏は門澗濁の考え方に梱違はあ

るが︑円本側の主張は十分論理的

丁国際研究センターのスコルニコ

だった︒基本的認識については双

かかっている京大二弩炉︒関係筋

曲を出す悪陶を間めている︒

濃縮ウランへの切換えの可

臼本陳子力産業会議と※フォー

核専門寂会講終わる

解で成果

日米相互理

能性を検射する︒

低

門縄凝縮ウラン鰍繕﹂をとりあげ

で︑研究炉サブグループを設け︑

なお︑王NFCE第八作業部金
方のギャップは少ないと感じた﹂

閣がかかるものとみて畢急に串終

で︑※畷の輔出審董にかなりの時

を受けるのは原
子力靴穿会専門部会の安全鵠董に

爆転用につながる恐れあり

二〇蛎以上の高濃縮ウラン供給に

洗礼
民の嘉事維持と環境の保全に目を

縮ウラン使胴を勧める雷撃照して

て大貌鱗毒悪癬項となったのに伴

自

環境モニタリングを突施︑地元蛋

光らせている︒

血続きに関する題岱としてワシン
トンで國勝憲から各鰹の関係養に
伝えられたのは昨年の十一月二＋

いたことが〜Bまでに明らかにな

う描麗︒

とし

一臼・高濃縮ウランの供給が

ン轡跨坐遷にも政治約配慮いかん

り︑わが燭の研究炉用爾濃縮ウラ

興国政府が︑昨秋︑研究用原子

論︑研究炉燃料で対日通告

﹁高濃縮﹂供給も規叢

料中の放射能測定値レベルは︑自

傭とみなし︑異常鷹については①

ス標準偏差の三熱︶に紋まる限り

求める一億︑多地点に弱齢型放射

平常櫨︑これを超える場倉を異常

衆の理解と協力を縛ること︑を駿
線計測器を配零して繊算値を求め

騨価について基本となる方法を寒したもので︑原子力施設周辺の麗境放射線モニタリング計醐の二代

四十九隼七月の躍擁・安全騨門
標に策定されるべきだとし︑まず

しや新規施設の計画立案にあたって﹁指針を参考に﹂としている︒

部会環境放射能分科愈の報告を受
計画を作成する指針として躍境放

境界や人口纂巾地点に還続筆録武

るとしている︒

中央評

けて同年十二月発足した

の測定︑被曝算定に必需な学報収

射線の測窟︑環境試料中の放射能

簗の各項に

としての環擁放射線モニ

タリング中央騨価專門部会は︑分

る︒例えば︑環境放射線レベルの

価機構

科金答申を受けて①湖定︑分析︑

測定については外部被曝線墨の寄
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国の役謝
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を作成したもの︒

計薩が①環境中の放尉性物蟹や入

ンの輸出にあたって︑その審蕉基

では︑微妙な影響が出るものとし

環米原子力協逢第八条A項では

準を強化︑各圏の使用薇に使二号
的︑必要性など詳細を明記した塩

ついて米測が﹁技術約または経済
繭鑑覇性があると認めるとき﹂捉

て成り行きが注翼されている︒

この問題が高濃縮ウランの輸出

押無類を提出させて適盃をチェッ

一時間轟たりの平均値︑稜葬健を 嫡の燃料となる九露％高艘縮ウラ
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の協力促進を希難したのに対し︑

子力︑農榮︑地盤︑保健の四分野

分野の協力を促進することで一致

関係筋によると︑ソ遡側は︑原
いては︑旛設で受け入れる段階で

ることで禽難した︒

核物質の濃縮度︑櫨類などの梱違

を採周︒この結果︑どの核物質が

原子力協力のテーマとして︑環

したもの︒

いたが︑ソ綴織はこのほかに高エ

本側は認速炉と核鎌倉を予定して

報告の様式を王AEA方寸に準拠とを強く空張︑さらに軽水炉の設

ても﹁在騨変動制﹂をとり入れ︑

いでは双方が慧麗を述べ食うにと

謙も希望した︒二十七日の齢し疑

これにともない﹁葉蘭﹂につい

記録体制が整うことになった︒

しているかを総舎的に把握する新

施設のどの収支区域にいくら存在

追っていく﹁バッチ・システム一

さらに︑搬入される核物質につ
あり方については︑

門入﹂﹁出扁蟹のみを認録してい

設を一区域としてとらえ︑その

臼本側は原子力と齪災だけとし︑

することになる︒

法話蕉でとり残され︑核物質の受

その他は進捗状況をみて新たに検

﹁記録﹂については︑これまで旛

瞳描躍体捌移行に関係する﹁原

払い︑種類圃の駁り扱いなどにつ

に従って︑それぞれのグループに

それによるとこのっちまず︑

子炉の設羅︑運転等に関する規劉

いてわが国の方式とIA露A方式たのに対し︑ム︐園囲物では原子炉

区別︑そのグループごとに移動を

の

等﹂の一部を改正︸闘旛行した︒

など比較的核物質騒の収支が簡曝
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改正点は核物質響理認録について

の闇にいくつかの相建点が毘られ

亜AEA方式に移行
畷NPT関連規則を改正

した形に転換︑さらに封印敗り付

澱する構想はもちこされた︒

ネルギー物理研究をつけ加えるこ
ま採胴されるものの︑胤工︑再処

なケースでは従来の方法がその京

けの際の難蔚遜知制がとられるこ

として︑

理旛設など紋支が櫻雑な施設につ

第二弾

いては︑例えば収支区域を貯藏庫

行への法改正

これに関係する﹁原子炉の設闘︑

淵速炉と核融禽で騨門家会議を設

ど撚り︑灘初雛本側が考えていた

たのが実情︒このため︑新体制移

運転等に関する規則鵯﹂を改正︑

とになった︒今園の規則改蕉によ

制移行濠での猶予期聞は協定発効

ための法高整楠の

IAEA方式に雌溢した認録︑報
とそれ以降のプロセスに分けるな

蹟は全て整ったことになる︒

り薪査察体制移行のための法的描

とし
て昨庫のうちに原子炉等規制法の

区域ごとに﹁入﹂門出﹂購を罐録

ど︑複数の区城を設定︒それぞれ
しかし︑このうち核物質移動の

第一弾

改正︑園際規制物蟹に関係する総

もの︒

告体制を義務づけることになった

後九十日聞︒すでに新体制移行の

障描圏とりきめによると鷲董察体

昨鋸宋発効したNPT協定の保

式を櫟規するllなど︒

⑧王AEA方式に準拠した報告様

める②受払騒を櫨類別に認録する

域をベースとした在膨変動制に改

①施設ベースの受払璽を物質収支

科学技術庁は︑NPT下の保認録・報告など実際の管理概念の

耳門

理府比口示の改正などが実施ずみ︒
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軽水炉の安全性評価は継続
アンソニー・ベン・英エネルギー相は一月二十鷺日︑﹁蒸気発生璽水炉︵SGHWR︶を断念し︑
改良型ガス冷却炉︵AGR︶建設を演定しだ﹂と発表し把︒昨薙︑国有の原子力碁三所建設会社NN

炉型選定

ている︒

英燭の炉型選択は一九五七黛の

Cが門サーマル︒リアクター評価報欝﹂を提出︑AGRおよび加圧水型炉︵PWR︶の學期建設を提
案したことからPWR汐入を 申 心 に

問題が再燃していたが︑今園の発表ではAGRを本 第一次計画によるマグノックス炉

人でモルには送らなかった︒許容

たことは集実だが︑作業員は五十

9

〜五再の地域で標取された空気︑

究所、東京都立アイソトープ研究所、放射線医学総合研究所、亀気煎㍍研究所

発裏︒原子炉サイトから一・五護

で監視下においている﹂と述べ

輝度の半分までの者が六人いたの

グリーンランドで

た︒

〔原子力闘暗主要得愈先〕
（発贈所関係）日本原チ力発屯（抹）・敦賀および東海発要所、東刃、屯力（株）・福島原子力発電所、
中田脳力（株）・島根原イ力発宛所、九州電力（株）・玄海原子力発電所、三菱商事（林）、 （関電興
業（株）、関1硬し力（抹）・美浜発屯所）、r位プラント（株）、東京芝浦屯気（株）・原子力本部、三菱、
原了力L業（株）G猛・孜賀および福島建設所、W｝…・高浜建設所、丸本ソールオール（株）、二．和テノキ（妹）
（研究施設閲係） 日本線ゴ力研究所・東 毎・人洗・高崎各研究所、理化学研究所・大秘研究所、
・建議中央研究所、目本アイソトープ協会、東大工学部・線∫力研究施，設、東北大学・金属材峯1研

で庵染されたヘリウムガスが分離

ルからもバック︒グラウンドを超

植物︑饗︑水などの十九のサンプ

た︒

えるヨウ素獄は検出されなかっ

一万︐ン前後の

u埋蔵を確認

εC委が探査

EC︵ヨーロッパ共同体︶委員

会がさきころ行ったグリーンラン

よると︑従来の予測の三頭ものウ

ド︵デンマ⁝ク︶における探査に

明︒同委員会の発表によると︑確

ランが埋蔵されていることが凋

五千七百ゾ︑さらに八千七雷ゾな

定埋蔵麗は五手三酉ナないし一万

いし一万ゾは埋蔵されている覧込

の三〇％にあだる二十七万二千U

みとしている︒日興葦には総経費

︒A︵約一コ十二万六千が︶をEC

一九七七鋸申にEC婆員会は︑

が出費︒

（宛電所関係）機器その他の〆ノ染除去、瓦期検査鯖の除染・サーベイ、核豚料装荷・交換作業、
個人被曝管理、 ち染衣類のランドリー、冷坤取水溝の耐f爵、曇霞物の運搬、変屯所・空調設腰髄
転保悔、施設内の補助⊥事並びに営繕業務、管理区域内除染および｛削1青、普通〆域1講掃
（研究施設関係）R王放射線取扱ソ、駿豆鼻齢1コンサルタント、施設の改造・解体、嘱目施設整備、
機器の除染、各種廃調物の処理、ブイルターの交換、空㈹線工率・表面｛テ∫染率分拍」測定、空調設
備運転保守、管理1ヌ域内除染および構掃、曽通区域清掃、浄水管理

器の逃し弁が開いたため︑原子炉

量の放射性物質が原子炉建屋の外

建屋に漏洩︑フィルターを通し少

コロラド州の保健省とコロラド

に放出されたもの︒

従業員のうち︑十五人の衣脹が丙

転に始趨り︑現在五基が稼働中︒

ン探査壁面に対し蔭万U︒A︵約

グリーランドのほか七地域のウラ

百二十万が︶を出質︒アイルラン

ド三か駈・イタリア︑西独︑オー

か所で︑ひきつづき一九七九年

クエー三島︵スコットランド︶各

︵三六百万が︶を出資することに

までのウラン探査に五百万U・A

なっている︒

〔原子力関連嘗纂種目〕

米の高温ガス

炉が緊急停止
バルブ破損で放射線もれる
宗国フォート・セント︒ブレイ

染されていたが容易に除染され︑

同炉から退避した二薦五十人の

るが︑二十三睡現在︑サイト付近

W︶はバルブ破損のため︑胃二 ング・チームを送り︑調査中であ

全従業員が環場にもどっている︒

ン炉︵HTGR︑三十四万二千物
K理十三蕾は現場池域にモニタリ
十

においてバック・グラウンドを超

二摂︑緊急傳止された︒バルブ

破損から一次冷却材︵ヘリウムガ

万KW︶では一月±諜日から十四

チアンジュ原発︵PWR︑九十二

える放麺線は検出されていないと

移行させる︒⑦廃葉ウランに異口

ス︶に水が混入︑ヨウ素と希ガス

炉は一塁の発注もないまま原子力

うウランの保証は行わない︒

故があり六名が被潔︑監視下に

不鯖から放射性ヨウ素剰の漏洩事

NNCはこのまま原子力発電所の GAOは今回の葬価で︑農縮工日にかけて〜次発駕路減匹調整の

産業の樗編成が重ねられてきた︒

場政策に影響をあたえる乗知数の

業界は崩壊の危機にさらされると

おかれていることが明らかにされ

ものとして一︒

し︑AGR︑PWR各一二無①難
電力需要と原子力発霞所の塔

発注がない場合︑英国の原子力甦

が︑一九七四隼には当時のバ⁝リ

命侵しながらもPWRについて安全性を確認し将来に備える︑としており︑英醐では今後AGR︑着P
工に始まり︑ 一転三窪してきた
WR路線の開発が進められることになろう︒

この事故を奥秘に公表したのは

た︒

﹁地球の友﹂の会チアンジュ地域

に発生するように提案︒PWRは加率②再処理工場の行方︵再処理
により二〇％以上磯縮サービスを

ー・エネルギー椙が次期二型と

カバーしうるため︶③海外の濃縮

の政府決定を発表した︒しかし︑

ペン・エネルギー椙は︑AGRいてはPWRに比へ︑建設蟹が二 薩業界は︑PWRを進めていくして﹁SGHW飛を選定する﹂と
海外輸財も可能であり︑転業騨の
ことは妥当であり︑基本的な安金

は弁が破損し放尉性ヨウ素鍔で緯

五％︑運転費が二〇％も割麗にな

患を吹き返えすこともできるとし

賰♀卲嚼ﾝ決定に関し︑①英国

責任蕎フレッディ・シャボ氏︒同氏

英国のAGRは︑一九七六無の⑤捜縮工場運転のための電力⑥利

この時からすでにCHGBおよび
ていた︒
翼ゼネラル・エレクトリック社

距された水が散ったが︑固定灘芝

上の闘題点はないとし︑今後は詳

ペン・エネルギー相がPWRを細な設計作簗を進め︑安全性を向

桜躍が作動しなかっだので漏洩を

るとしている︒

サービス需嚢籔④ウランの埋蔵籔

のガス冷却技術はすでに十分な経

験を積んでいる②中央電力庁︵C

器期核燃物質の再制罵⑦民間濃縮

輸ヒンクレー・ポイントBl一の運 粥与野なストック・パイル羅と興

経済性

︑

︵GEC︶は︑

ネルギー槽はこれを受け︑PWR出 での利点を蓄え︑軽水炉選入

上していくことを望んでいる︒エ

知らずに作業員八十人を購内に止

であり︑遡入

ダンジネスBi一︑B⊥⁝など運グループの脅成⑧新しい技術の可

薪型炉

EGB︶および爾スコットランド選択しなかった背漿には︑英国に

を主張︒政膚の決定に強い不満を

の九百催の放射線被曝を受けた︑

と述べた︒さらに︑被曝醤はモル
除染センターに送られ手当てを受
け帰宅を許されたとしているQ
この発表に対しチアンジュ原発

KKーイザール顧発︵BWR︑九︵PWR︑颪三＋万KW︶の三塁

十万KW︶とKNKI∬︵高速
増政裁判所の決定で工薯中断︑
は行

頁三＋万KW︶は系象申である︒

殖実験炉・秀一千KW︶の二 KKUウンターベゼー︵PWR︑
型Q建設中は十四墓一千四頁八十

KW︶︑KBRプロックドル発フ
注されたが︑着工されていない︒

匂

∬血

功
ノ

又冬至館内

電力庁︵SSEB︶はAGRと
のっ運
ては
の設計を米ウエスチング・ハウス

に伴う詳細安全設計など不明な点

転実縷を諮騰してきた二点をあげ

ベルギー

チアンジュ原
発で放射線もれ

西独の原発状況

中各14基に

運転中︑建設

︻パリ松本駐在鼠Mベルギーの 側は薩ちに﹁ヨゥ素瑠が漏洩し

許容限度以下の被曝

めていた︒この八十人は許饗限度

開が大蟷に遅れているものに対

ものとみられている︒

の政策・方針をとっていく必要が

能性︑をあげているQ

示してきた︒しかし︑圏内産業の

エネルギー翼翼の変化から︑原子

し︑今圓の決定はよい剃激になる

社か︑西独のクラフトベルク・ユ

向で検討している︑とも伝えられ

ニオン社のいずれかに依頼する方 伸び悩み︑石炭︑石塁などの化石

ている︒また︑同決定に従い︑C が残っている︑着工が一九八○薙

ない︑との読みがあったものと思

一墓を摩急に発注するよう指示し て二つの藤野を開発していく力は

まで
困R
難︑
原子力産業界は平行し
HGBおよびSSEBにA
G
各

た︒

﹁濃縮ウラン対策を﹂

①米国における海外ウランの使

あるとしている︒

用方法を決定する︒④新たに運転

領および適切な委員会に送り︑利

伽

擁イ

1

二，毎営禦所

原子 力本部

本社（原子力部）

雨

憎
憎
英國政府は今後の原子力政策は

NNCのサーマル・リアクター われる︒
評樋蛸職告は︑六庫閤に五明万製

AGRに隈つた政策はとらず︑一

GAOがDOEに勧告

用または三三使嗣にした場愈の影

パイル政策を明確にし︑要求騒契

響を報告する②最近のストック︒
一︑短期的解決策とし①濃縮ウ

※会計検糞垂︵GAO︶はこの設は學慧に耳芝する必要がある︒
ほど﹁ウラン濃縮政策と運転ーー

る︒もし政策の変翼があった場舎

約にどれだけ憾じられるか公謁す

︻パリ松本駐在凪回西独で一月

た核兵器用意物質の転用②濃縮サ

一日現在運転中の原子力発露所

ラン備二分の使紹︑リタイアし

その影響も公表すべきである︒⑧

現状と将来の需要﹂と題する報告

リタイアした核兵器用核物質利

であった︒誤長中に運開したのは

は＋四基の七百三十六万六千KW グローンデ︵PWR︑頁三牽六万示︑五基11六百五万二千XWが

一︑政府は長期薄策とし︑濃縮

十六万KW︶・KW
︵G
PWR︑酉三十万KW︶が発注内
め分離作業魔を少なくする︑など

エネルギー雀︵DOE︶は増大すービス観閲の調整③廃棄濃口を高

る必要がある︒岡検討結累は大池

用の利点︑欠点を国防省と検討す

一万KWだが︑KWSビール
七︵
七P
藁蓑にはノイポツ一︑二暑機

る濃縮ウランサービス鰐要に対

の方法がある︵ただし︑この弱年

工場を追加する方針だけしか添し

の契約猛の概算︑新規工場建設の

戦略を罰則し履行する︒ーー今後

国内原子炉向け使用禁止の灘能
性︑興研陰核物質再利用一⁝につ

ない︒戦略決定にあたっては議

いての検討が含まれなければなら
一︑原子力法の規定に従い︑濃

会︑民間からの踊叢も受入れ︑す

WR︑璽一
し対策を検討しておくべきだ︑と

一︑新規の濃縮工場の必要盗

ていないが︑①民闇灘継グル⁝プ

勧告している︒GAOの結論と勧は策応ウランの必要はふえる︶︒

は︑原子力発躍所の憩加︑海外で

の膏成②新規技術の開発︑につい

管は以下の通り︒

の濃縮サービスのシェアおよび現

ても検討する必要がある︒

必要濫とその時朗︑灘外ウランの
存の灘縮工鵬の稼働状況による︒

シャル・ベースに変えるべきであ

一︑濃縮ウラン価格も︑コマー
が海外市場の濃縮サービスの

る︒

二五

一︑今後ウランが不思し︑来國

％を占めるならば︑一九九〇鋸代

べて公表の原劉に従う︒⑤国務雀

初めには新規の縷縮工編が必要と

縮サービスを受ける国が持ち込む

とともに︑カータ⁝大統領の核拡
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品の原子力発電所を建設すると仮

ョンとして採絹できるようもって

鹸

欝を議会に倉出︒同報暴圧は︑米

定すれば︑PWRはAGRに九
比八
較○隼代初にはPWRもオプシ
し︑建設費は一五％︑運転饗は一

〇一一五％割安︒SGHWRにい
つく方針︒
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八五年までには工場建設の決定を

散防症敵策にも命うよう︑濃縮サ
下さねばならない︒三五％以上の
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東海原発で近く実用へ
迅速︑正確にデータ処理
略本原子力発電と松下躍器産榮の爾社はこのほど共同で︑熱蛍光線自訴を用いた新しい立入り被曝
響理システムを完成︑近く実罵化に移すことになった︒新システムは康子炉の傑守︑点検︑補修など

齎格判定

ができるなど厳璽な立入り規制も行えるとい

々作纂現堀での被曝線懸も正確かつ自動的に読みとれるようになっていることが特色︒同時に︑磁気

作業の際︑誰が︑いつ︑どこで︑どれだけ被曝したか︑月々そして年間のトータル線蟹はもとより個

カード番暑等との照台により讐理ゲートで

懸戦勢
N嫁︑一ぴ惑

算撚目㊤厳露な立入り規綱
と被曝線醗の自鋤醗みとり醗
録ができる薪システムと㊦こ
のシステムて使われている熱

蛍光線編針

コ

こにでも移動設躍でき︑要請に応

め︑霞源コンセントさえあればど

磁気カードに記録されるため︑従

てのデータが内勤鮒に読みとられ

欝疑義謝

アップしてきた従業員被曝の低減に大きな役割を果たすのみならず︑核物質防雪といった観点からも

う︒康電の爽海︑榮海第二両原発共通チェックポイントに設圏された本システムは︑簸近クローズ・

有効なものになろうと潮田されている︒

理ゲートまでは入れても内側ロッ

羅しておけば︑誰が︑いつ︑どこ

や原子炉格納容器の入口などに設

り替わるほか︑電算機の故陣の際

々入による試みとり︑命帳への記

を放

発操するが︑同時に立入り規制の

荷弱なデータを捉供するこうした

被曝管理︑立入り規制両三から

故田中薩倫郎東魏魏力取締役相

談役︵臼本原子力産業金議薦処理

十六日︑璽寒

問題婁撮長︶の葬儀︑告別式が東

︒庵区の溝由饗長所でしめやかに

駅噌力祉鐸として一

灘儀ではまず軍団外論葬儀委員

とり行われた︒︵臼寡翼︶

子力開発に全刀を傾注し︑原子力

蔑︵藁電社長︶が﹁草山期から瀕

りしれない︒今後とも故人の遥志

を今日の軌道に記せた農績ははか

を引きついでいきたい﹂とその轡

食長代理︑小林蚕繭協会会長が弔

業を偲び︑つづいて鼎士愛子力蚕

薔脳ら約三酉入が参列︑故人に別

灘を述べた︒露場には原子力二重

れを告げ︑めい福を祈った︒

︵原子力委員村田浩︶▽新田際惰

昌︶▽核燃脳サイクル確立の展盟

斎藤光雄ほか︶

︵B懸場羅︶▽

勢下における燃料サイクル︵動燃

脅した磁気力⁝ドで蟹理鷹域内に

つ︒例えば誰かが拾得あるいは盗

部舐畠中のところもあるが・これ

いというQ国内では験竃のほか一

システムは海外にもあまり傍がな

立︵険大大

論・わが国の核燃覇サイクルの確

牛後︵A食楊蕪︶

︵璽大三鵬罠績ほか︶

効率的な学術驚帳伝達への捉欝
こで福渡しゃすいかなどが知れ︑

顔八二

霧効打

蕪からもかなりの

収錐されるようになっているなど

作業の方法や手順の帯鋸にもつな

立入ろうとしても︑まず

で採用されていくことになりそ

らの実績を踏まえ︑今後︑各階発

もな

戯といった

種々のチェック機能とバック︒ア

げることができるため従業員被畷

覇定

二休︑約十四・一踏︶のうちの二

キャッシュ・カー

二篇髄器冨僻＝算一響一＝鼎一一瓢：＝＝一謄＝羅一瓢＝一＝＝＝＝一皿鴨＝＝＝

と岡じようなものだから︑籔

四千KW︶が一月ニナ八磁︑臨界

岡原発は鍛終六機︑出エ刀四鳶六

となった︒

楚遡り薄処理施設のある東擁溢に

十九万六千KWの設備容嚴をもつ

ったが︑過激な陽止行動もなく予

到識︑三十一日陸揚げされた︒

月︑二懸に分け隅漂発から同じく

試験中の五轡機に次ぐ︑五つ陽の

職臨界に達しひきつづき出力上野

業運転中の

︑二︑三塀機と昨無

計画だが︑うち四轡機はすでに蟷

梅上輸送︑再処理施設へ送り込ま

残りの縫用済み燃料は今月と来

れる謝醐た︒

臨界Q懲災遡転開始は今秋十月か
らの予定︒

同一発には現在一薫七十体の使
周済み燃料が貯蔽されているが︑

学会が原子力
ため運び繊されることになる︒李

総合シンポ

今回謝國でその二七％が薄処理の

詩はかつて四十九庫万月に二等陶

日水原子力学会と関連学協藪は

播・裕臼︑薙京で
の︑陶内輸送は︑糊社はもとより

け輸送した経験をもっているもの

わが岡でも初めて︒このため階

十薮︑十六の両三︑藁漿︒鰹が関
の腿立教育会館で第＋六懸原子力
甲目篭など関係穫による模環な誹

総禽シンポジウムを開く︒更NF

差︑原電︑茨城県︑葉濾樗︑動燃

C8︵国際核燃脳評髄︶を嬉軸と
する新しい圏際聴勢下での桝料サ

画が練られ・昨黛懸には晦上輸送
のリハーサルも行うなどして礎備

イクルの展塑で講癖と討爾が行わ
れるほか︑炉珍籍の研究開発︑保
陣描薩︑アイソトープ誤射など広

範な分野にわたる驚表があるQ
プログラム財嚢は次のとおり︒

︵B会

年前︵A会

︵B盆場擁︶

需来の展艶︵原研小林愚敏ほか︶

た溶融塩増殖炉︵原研古川二男︶

▽安金陛および核拡散防止からみ

▽放射線防護における巖近の長月

的語題︵放医研箭川龍磯ほか︶▽

漂子力発甲所における放嚇線被懸

低威対策︵東電鈴太範雄ほか︶▽

稲麺洋一郎ほか︶︒

医学における放射線利用︵放鷹研

・

原子力を私たちの生活の申で

もい

震彦羅婁

欝

穀

臨箋i

気

讃一灘
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一段

ψ≦
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騰
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搬
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轡

趣ゼ 欝
欝 欝

二一

膿

︵B食累差︶▽RI利爾の現状と

心として︵原研近藤濠男ほか︶

か︶︵驚︶漂子炉冷却材魔境を申

桑を申心として︵原研古平題央ほ

午後︵A会場目︶▽︵二︶照射効

炎開発の現状︵霞総研黒隣寛入︶

ほか︶▽ピコ秒放射線計測捜術研

題︵核物鷹管理センター川婦赫郎

▽撮隔櫓躍システムの現状と課

大橋口隆吉ほか︶

核融禽炉材料の研究開発︵典察理

場彗︶▽炉材料の研究際発︵一︶

十六醸︵第二臼︶

藤田彪太ほか︶

る突破壇検査の諸問題︵鷺残酷機

︵働群論井靖ほか︶▽放罫線によ

トリウム加熱蒸気発喪器の安全性

換器の開発︵石播申西門徳︶▽ナ

崎隆膚ぽか︶▽高温ガス炉の熱交

①秘料の難場からの期待︵原研長

場貞︶▽鞘速器による材料の研究

葱一ほか︶

▽パネル討

ップ機能も備えているという︒つ

滞が間越っていたりすると磁気力

ド

！ドはいわば

でチェック︑その士作業番
圏されている︒

距票骨力禰島第一原子力発霞所

十燭休︑約四・七踏︒十二郷ずつ

う◎

の低減化に大いに役立つものと序

本システムは︑さきに藥祭電力

業の入・退域晴に装躍に熱蛍光線
曝計と磁気カードを揮入︑作業番

と松下露器爾吊技帰陣が共岡開発

十日︑再処理の

島三号などが重力掬制運転を行っ

れに答干及ぱなかった︒野間稼働

簾蕊弩機が罵宋から試運転入りし

率は逆に転界︒定検中の各炉は羨

なども陸と海から特別讐戒に当た

寓＝幽一一輔＝＝＝繍＝一＝訟P＝瓢＝認コ瓢＝需冊一篇＝寡篇＝＝一一一一騨一個＝一＝＝︻＝＝一皿瓢二二冊二一一二凹凹騨一＝＝冨＝一瓢需一瓢＝＝二榊冨昌甥

野をキー・インすれば種々︑すべ

まり新システムだと︑従業鐙は作

わずらわしさ

ンチャー装躍にデ1タが薗二障に くなるわけ︒解栖データからはど

にも蝦来鰯だけ独立して稼働しパ

シャット・アウト︑というわけ︒

として

クが開かず

中の総線騒をそれぞれ別々に測定

で︑どれだけ被曝したか一霞瞭

賢格なし者
三黛をかけシステム化が図られた

した菌勤読みとり景石をもとに︑

する藤織光線騒計マイクロプロセ

然︑すぐわかる︒子︒孫装躍はオ

を

正確に入手できるのをはじめ︑個

従業員の番所︑立入り区分︑籔理

ッサを内織した自動読みとり装躍

力

来の方法に沈ベデ⁝タが蒼くかつ

入り被曝管理システムは︑熱蛍光

と︑蟹理ゲート︑および磁気カー

もの︒被曝線難携理の面で

節電階には驚動醜に補助魁源に切

故田中直治郎民偲んで

じキメ細かな蟹理運鴬もできる︒

康子力 発 鱈 所 で の 被 曝 線 騒 蟹 理

り講き込まれることになってお

線蟹などデータが顔入りでびっし

り入・退域時にその翻刻︑作業場

により︑自動的に偲人ごとの被曝
線羅の読みとり︑データの四二・整

墳が自動的に詑録される仕繕み︒

所︑被懸線蟹などといった必要霜

線羅謝と磁鑓カードを用いること

無上鮮の厳璽

は通常・ 月 々 の フ ィ ル ム ・ バ ッ ヂ

理が行えるぽか︑

による測定と︑作業階にボケツト
線騒計を携行し︑入・遷域晴の数

な立入り規制もできるものになっ
必嚢に応じ親装羅を蟹理区域入口

字を個々人が読みとりカードに記

ている︒管理区域内立入り中に行
に数台︑子︒孫装躍を原子炉建屋

録して扇々の被曝線羅を監視する
方法がとられている︒しかしこの
った作業ことの懲懲とその立入り

隠線羅の正確さが失われ︑加えて

フ︒ライン︑ここでのデータは磁

を読みカードに記載するため聞違

方法だと ︑ 慨 々 人 が 線 羅 の 目 盛 り

読みとり や デ 1 タ の 簗 誹 に も 多 く

ドで構成︒磁気カードはいわば

つたり個人蓬による欝欝が生じ纂

の人手と時闇がかかるといった不

商用炉ではわが国初

説鯖済み燃科が＝

二つのキャスクに入れて惣耀澱

爆螺礪使用済み燃料を輸送

ため索海再処理施設商け海上糠送

観の海ヒを八時闇をかけ輸送され

﹁日の浦丸﹂に船影み︑約灘十㎡

今回輸送された燃科は︑丁丁生

た︒商用炉からの使用済み燃料の

された︒

玉狸施設のホット・ラン稽として

輸送︑再処理はわが国では初の試

．
原慶翻べ

近く戦列霞婦となるのに加え︑猫

を竪えてきたQ

福島第一原発
四号機が臨界
策票磁力の福謡第⁝原子力四強
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瓢購野機︵BWR︑出力七＋八隅 十増田︵第一理︶年前︵A会場
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送り込まれたもの︒周漂発一罪機

だけに託言が期され︑福続桑讐
︵BWR︑娼力四十六万七千みK

・：

W︶で生じた使用済み燃料︵七十 機動隊︑小犠浜紐上保脚部巡視船

一月目殴備利用躍

の実績

平均で48・9％ たこともあり車均実縛は前月のそ
・

賦本原子力難業金議が調べた今

︑二轡も二月中には戦列復帰
となる︒しかし好講に運転中の認

漏

浜豊野︑扁擬︑玄海搭炉が矯検入
りとなるため・二月の実縞はちょ
っと落ち込みそう◎

へ騨凶繍繍

尽

ま｝魯

醗原子力機器類プラントの模型制作
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解禁

となった︒インドによる丸秘利用核爆発翼験に端を発した改定交

日加原竿力協力協定の改定交渉がようやく決着︑これにより禁輸となっていた同国からのウ
ラン輸入も一年ぶり

抵抗
には交渉当

があった︒改定交渉が一駕近くの擬きにわたったのも︑一つは

渉︑わが国にとって核拡散への志向はみじんもないにしても︑カナダ側要求をそのまま受け入
れることにはかなりの
ウラ

肇蓄の並みならぬ努力の積み露ねもある︒今回は︑交渉の結果とあわせ︑そうした努力を通

そのため︒交渉の縮果がどんな形になったかは本紙既報の通りだが︑その

激戦

らきかけたものといわれている︒

の発源から︑各国へ改定交渉を働
この妥結によって︑カナダから

だという︒

をちょっぴり開いた麗窓からのぞいてみた︒

じ︑双方がどんなことを主張︑それがどんな形でまとまったか︑得たもの譲ったものなどを中
心に︑非公開交渉の

⁝インドの苦いけ
ることになり︑一月二十六田︑両

わが国へのウラン輸出再開ができ

溝濾交渉を難しくしていた問題

こうした規制のぽか︑これまで

のはおかしいとして対立してい

れに対しわが羅は二重規制になる

権が及ぶものであると霊照し︑そ

定上のものであり︑カナダの規制

もおし闘ったクリスマス近くに行

オタワでの非公式交渉は︑暮れ

化が練れるというもの︒

とることによって灼日規制の一本

うすると︑米国がカナダと連絡を

二月にカナダのオタワで臼加の非

われ︑大使館の運絡も一時不通に

なわれた︒時カナダは大副に見舞

転について規制が及ぶのは︑物

日本側も︑これを受ける悪思を示

度を示していた︒東京交渉では︑

︸月に含意をみた※加の魎定取決 臨をのりついできょうやく脱出で

通報をする形をとることとし︑そ

ったようだ︒日本側も︑関係する

が毘つけ出されたりしたこともあ

省庁が多く︑その調整にも時間が

かかったとか︒とにかく交渉団員

ったというのは睡眠不一のせいだ

が日がたつにつれ︑怒りっぽくな

ともあれ︑日脳交渉は︑とりあ

ったのかもしれない︒

えずまとまった︒しかし︑伝え聞

核不拡敬法案の審議も遊んでおり

くところによると︑米国議会での

次第によっては現行の醸米協定に

も影響を及ぼしかねない︒さらに

縫麟

彊灘

ﾔ織

オーストラリアも︑カナダの様子

灘・

いというところから︑両方ともB
本側臥円月は蹴ったようである︒

今回の協定改定は︑賜定的な性

なり固執したともいわれている︒

騨門家の会合を設置することにか

格のものであって︑このことは︑

る︒すなわち︑国際的な場におい

協定の内容に明らかにされてい

をしなければならないとされてい

は︑他方は協定改定について協議

側としてもこのような趣旨の騨門

のと説明している由である︒日本

国間協力の実をあげようとするも

どこにあるかを確認し︑他方︑二

待たれるところだ︒

ろう︒関係各省庁の一秘の努力が

子力外交は今後益々多忙になるだ

協定改定という可能性もある︒原

﹁息ついたところでこんどは臼豪

を眺めるといったところなので︑

る︒これは︑すでに述べた通り︑

家会議は受けざるを得ないところ

って︑⁝方ではカナダ産の物質が

カナダ測は︑密接な情報交換によ

て現在なされている討議の結果を

変転激しい現在の核不拡散をめぐ

とり入れ︑一方が要求した場禽

る国際橘勢を蕎麟に入れたもので

I A 蕊 A

◇職員を募集◇

カナダ側代表は︑日本の外務雀で

よび保健関係環境研究課各︸名の

護部︑生物科学部放射線生物学お

術情報部︑岡原子力安全・環境防

﹁

国際原子力機関︵IAEA︶は

いうなら条約局の法律担当家なみ

無理局人事部︑技術業務周科学技

に細かい人で聴聞がかかったとか

企画蜜まで︒

職員を募簗中︒詳細は原産調査部

きものであろう︒

本の悪婆を説明するため利胴すべ

一NCE等の今後の動陶に対処しだろうし︑また逆に︑樹極的にB
うるものともなっている︒

カナダはまた︑二二の交渉で︑

があり︑議論が進むにつれ︑それ

また︑日加双方に椙当解釈の違い

・▲

射射

照照

験託

試委

原∫カェ不ルキー変換機器の初期

画辱國

財団法人放射線照射振興鎌継

ラインの線である︒

同様に︑技術時報に対する規鰯

は︑いわゆるコ一重規制縣であ

た︒今圓の交渉に先立ち︑心心十

て嗣艇間の原子力に関する鍛大の

公式交渉が行なわれたが︑ここで

質︑原子炉等の機器︒設備であっ

していたようだが︑交渉の途中︑

不眠不休︑長び

いた日誌交渉
担当官の苦労ひとしお

▼

N版の発売開始

入手希盟の短きは原産︒情報

評緬されているものです︒

課まで︒タブロイド版︑一部九

昭和五軒二琿版﹁原子力産業

昨無一無間の原子力界の内外動

新関一倉本が刊行されました︒

のものかり，現難場発段階にあるものまでを，工不ルキー変換の基舳邑程の基盤の上に
迄って論した，斯界待望の名著ノ 姉妹編「原f力の執二L学」の訳者が允訳ノ 8530円

前同葱が必要であるという線に落

といっても︑芸事力に関する技術
る︒周知のとおり︑わが国にとっ

シティブな儒報︑すなわち︑ウラ
コンタクトは︑わが国がカナダか

ちついたと思われている︒

全般にわたるわけではなく︑セン

ン濃糖技術︑再処理技術︑璽水製

きたと伝えられている︒構神的の

羅も・一冒出発が遅れると蟹の中

濃縮され濃縮ウランとして田本に

めを利締し︑わが国としては︑米

なるという非常瑠態︑臼本側交渉

入るため︑従来は︑穣釆協定上の

みならず肉体的にも苦労の多い外

この二璽規制についての命葱がで

その勉︑巖近いわれ話している

物質として︑米国の規制を受けて

交交渉だったようだ︒

ることであるQこれはまず※蟹で き︑これまで巖大の難関がようや

﹁該シャック﹂問題に対応し︑そ

いるものについては︑里国にのみ

国とカナダの二重規制のかかって

ら大癒の天然ウランを購入してい

の原子力究進国会議である︒先田

れぞれ両蟹が自国内で︑適切な核

いた︒ところがカナダはこれも︑

る技術に限られている︒

公表されたが︑先進十五か国が︑

物質防護策︵フィジカル・プロテ

は︑途中経由国があろうが日加協

最終霞的地が日本であるからに

造技術および重水型原子癖に関す

核物質︑機器︑技術等を輸出する

クション︶をとることを新たに約

たが︑技術慨報に関しても規制が

これが無条件ではなく︑日本の療

に閉じ込められるかも知れぬと︑

に際し︑核不拡散の立場から種々

束した︒これもロンドン・ガイド

及び︑第三国へ移転する際には霧

子力開発計画に当薩必要とされる

く突破できた︒すなわち︑昨琿十

るガイドラインを作成した︒日加

ればよい︒〜方ウェーバーの条件

とるわけがない︒三々と協議をす

ら︑それに違反するような行為を

は野口としてとっているのだか

ことだし︑わが困は核不拡散政策

ずれにしろ︑米国の規制がかかる

相帯国に制約条件をつけようとす

爾國とも︑ロンドン︒グループの

カナダは爪際︑国際核燃料サイ

・難題多い要求

ウェーバーは︒
・不必要と蹴る

一員であり︑したがって今圃の改
定は︑いってみればロンドン︒ガ

ことにあったとも雷える︒

イドラインを協定の形で盛り込む

すなわち︑従来の協定にあった
保瞳構置︑薄処理︑第三国移転同

クル評価︵INFCE︶など目下・

カナダが現在の一般通念よりも厳
悪権に加え︑二〇％以上にウラン

薯実︑今回の交渉途次︑どうして

国の交渉代表者が改定議定書に仮

検討されている状況を反映し・日

国際場裡で今後の核不拡散政策が

をのむと︑田本の自主路線に無用

しい国際規舗を要求するかと臼本

二〇％以上の高濃縮ウランを貯蔵

濃縮をする場合︑プルトニウムや

協定改定の鷺疑
調印した際薄口つたカナダのジェ

ひきつづき日豪協定も改定へ

前同悪が必要となった︒これもロ

するため︑計画の詳細を闇かなけ

墨に限るものであり︑それを確認

︵いわゆるウェーバー︶という態

○年末までは権利行便を行わない

ンドン︒ガイドラインの線であ

さらに︑従来は︑第三国への移

が新しく必要となった︒

る︒

が行ったため︑日本側は態度を硬

ればならないという提重をカナダ

の干渉をおこすおそれなしとしな

イミソン外椙が︑即刻ウラン輸出

煽新協定に基づく規制権は一九八

の襲い経験があるからだと答えた
する懸命には供難燃の事前三二権

側が聞くと︑われわれは︑インド

った︒

し︑一年ぶり輸入再開の運びとな

ウラ ン禁輸措置︑解除

二重規剃は一本化で合意

に摩する禁輸描置を止めると声明

臼加原子力協定の改定交渉が︑

とある関係蕎がいっていた︒

コーラトムとの改定交渉が今無

初頭終了し︑さらにスウェーデ

命と難聴に交渉を開始した他の国

ン︑韓国等︑カナダがわが国の堀

た﹁離調利用﹂核爆発実験が︑カ

も︑今回の交渉で︑臼痛両国がど

との協定改定交渉が妥結したの

れば︑との悪騒を促進させた原因

うしても妥結までもっていかなけ

ンを用いたものであったことを深

っと厳璽にしなければならないと

くカナダが反省し︑国際規制をも

ナダから供給された原子炉︑ウラ

った︒一九七〇年にインドが行っ

たのは周知のとおり︑カナダ側だ

あった︒改定交渉をもち出してき

渉は一年以上もつづいた長い話で

このほどようやく終った︒この交

・：・

初体験が発端

一
豪

業
産

力

原
核物質防護で

も措置を約束︒
舎慧内容のあらまし
現行の臼加原子力協定は昭和三
十四薙に調印︑翌三十五庫に発効

もっとも︑昼餐についての事前
同穴権は︑これを翫用すれば︑一

た︒その間日本側代表鐡は連臼運

B本原子力産藁会議

千円︵送料とも︶Q
の高い唯一の魯罫紙として高く

干370一捻

群馬眼高馬市縞貫町 臼本原子力研究所内
T冠し O273−46−1639

同文雷慰

f℃表

鶯359−9671

680円

エネルギーなくしてこの世は存在しない石賠繕購難

3500円

鷺ムゐ良績編

く3500円

1七i｝1健二

0−1316

…厩｛叢談ξ5」、

1−19−5

撫〒160恥Σi㌃葺i5親r｛白区着換

した︒原子力の平和利屠に関し相
互に協力することを約束するとと

カナダとの交渉は︑いつも延々

は震っていたが︑今次東京交渉も

長びくと︑外務省のさるカナダ通

その例にもれず︑当初一月十七日

の自主的な計画をいちいちカナダ

局︑ウェーバーも不必要であり︑

と協議する必要はないとして︑結

化させ︑鳩薗協議の結集︑わが国

は核燃料サイクルのいたるところ

から十九闘と伝えられた交渉期間

い隠憲を与える︒貯蔵という行為

に︑一時的な購藏としてあるた

したがって︑その条件も藩くこと

がずれ込み二十四臼︑カナダのジ

国の原子力平稲利用の進展に著し

と︑供給された物質を再処理しよ

め︑至るところで嬰蔚岡愈を待つ

たという︒備えてみると︑三闇闇

はないという態慶をわが国はとっ

が実旛する傑障措置を受けるこ

うとするとき︑または第庶国へ移

ということになると︑これは容湯

の権利不行使というが︑新協避難

∠L

陶をより正確に収録︑最も無頼

原子炉の動特性と制御
原子炉の熱工学
，1ミ田｛、襲警3500円
M義｛∫ルワキル箸内静英見沢4200円

原子炉の物理核燃料工挙

D〆エイクマ／署

もに︑供給に際し国際原子力機関

転しようとするときは︑事蔚に供

なことではない︒日本側は︑相当

難色を示したようであり︑結局

のつくひまもなかったとの繁︒一

夜︑交渉に次ぐ交渉︑打禽せで息

ェイミソン外翼来田中までつづい
かった︒

給国の問態をとらなければならな

現行協定は︑すでに発効後十数

効がいっになるか不明で︑わが国

つの理園は︑今圃で終らせようと

としては︑国会の承認を得たのち

細かい文童を詰め出したところ︑

は︑貯蔵といっても︑大児のプル

でないと発効できないし︑そうす

トニウムとか高濃縮ウランを目的

ると実質三年はない︒しかも︑い

年を経過し︑その間国際悩勢︑と

鰯﹂という場台にのみ供給国の事

なしに貯蔵する︑いわゆる﹁備

りわけ核不拡散政策に関する各国

つの表われが︑いわゆるロンドン

の開心は著しく変化した︒その一

7「

西原英晃訳

京都大学助教授

MMエルワキル著

鱗菰血目騒盤盤
カナダでのウラン資源試すい探査
52

放射線照射の利用

原子カエネルギー変撞

艦紬轟
@
@
漏

職鋸
灘
．難壁響、聡

i手を交わす園

鐵加原子力協定改定交渉を終え、改定議定盤にも翻印、
畷（右）、ジェイミソン両外相

（4）

第911号
（第三種郵便物認可｝

華
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一第912号一
昭牽口53奪二2月9Eヨ

毎週木曜艮登行

1部lo◎円ζ送料共）

、

購醗料1隼分蘭金辱500円

先行き見 通 し に 曙 光

いかに長期にわたるものかを如実

が通らなければならない蕃難期が

えている︑などの数嫡もこれを嚢

六簸の二西五十憾円へと魎実に増

鉱工業の研究籔も潮年度比一・一

一簡の一万六千ニヤバ人へ増加︑

係技術興業三州暫が露分腱跳一︒

い顧罵状況にあるなかで原子力関

る︒不況下で他産業が薪並み厳し

御煎赤宇傾向脱⁝却できず
日本原子力薩業会議は三鐵︑﹁籔入れ近い原子力塵業﹂と題した原子力麓業実態調査繕累をとりま
とめだ︒それによると曜和五十一四度のわが国原子力産業は︑停蒲傾向の擾期化を反映して過張二十
一薙間に千三薫憾円の累醐赤字をかかえ低窯同行を続けながらもぼほ落込みのピークに到達︑将来の

を示したものの前年慶比Q・九八

人件費がいずれも二割穆臓の増加

ら調葦は﹁抜本的な財源描羅等強力な政策の農開が惣がれる﹂と結論している︒目五︑穴面に鮮報

発爾翫画醤標へ薗け魑実に覆固めを行っている姿勢が閣確に浮き彫りにされている︒こうしたことか

闘調査は︑わが国原子力産制の

しかし︑将来の動向を占ううえ

五二癌︑電気裟業が三・八倍の規

遡しでも︑支出では鉱工糞が一・

経済面の異懸を招握︑その間題嶽
癌の三千三酉五十九惣山と微減を

で霞要な指標となる受注残高をみ

換を予想︑従業貫でも鉱工業が一

積隻出額は三兆八千八百九牽七磨

しているものの︑建設の巖終段階

は寸義度とほぼ岡じペースで推移

十無以来初めて︒工購の進捗状況

から薄ぴ上舜気碗に陶おうとして

増加を認録︒これまでの低空飛行

でいる︒こうしたことから調鷺は

予測するなど魑実な進展を見込ん

と指悔している︒

まこそ政府の強力な政策展関を﹂

簸圃めを行っている現状から﹁い

日瓜原半力産業会議は今回二月

会の基調テーマ︒多様化する國瞭

の調秘ある発展のために﹂が禽大

への

衣がえ

後も当灘は驚挫聞

大会は﹁醸子力開発の国際的展

かれる︒

お︵3︸

置

﹁FBR糊発一1実期化の
展難﹂門軽水炉システムの現状と

難

課題﹂﹁原子力開発のパブリック
・アクセダプンスへの訴訟鳳﹁原
智力論暴−原早炉の工学的安全性
をめぐって﹂と︑開会セッション

〃

播14︸

表のとおりで︑八つのうち五つの

〃

お︹三︸

b︷2︸

これ濠での作業では︑﹁長期供

用と核不職敵の両立をめぐって政

給保証﹂の第三グループが平和利

冶的艶彩の強い論議が展開され︑

やや波乱盒みのスタートを切った

ほかは各グループとも講糞藩作威

の公担淡めなどに順調な量り出し

巴英両国が議長国を務める第四

をみせているといわれる︒

の両B︑環京で第二鷹言合を開催

作業グループは︑五月十八︑十九

日﹁再処理﹂﹁プルトエウム蟹理

するのに併せて岡十六︑十七の両

とリサイクル﹂の爾サブグループ

は︑一難︑還心分離機の製造技術

栗象芝浦電気︑三義璽工業の一二社

クトに参緬している臼立製作所︑

ウラン濃縮捜術研究開発プロジェ

力劉業本部技師長︶が凱任した︒

松庫敷吉民︵磯立製作所理瑠︒慰

比谷濁際ビル内におき︑所長には

した︒薯務所は頭京・内畢町の臼

ジニアリング︒オフィス︶を開設

議機関てある疑心分離藤岡開発雲

三社は︑これまで楓互の連絡協

方向への第一夢となるもの︒

出しており︑璽務所の設躍はこの

休制を整備する扁との方針を打ち

ユガル・エンリッチメント・エン 策について﹁展聞は還心機の製逃

メリットがある︒しかし︑獅状で

という技箔簗約効果が期待できる

きるうえ冊狐向上とコスト低域化

たって各社の念業リスクが分散で

磁の道外謬加蕎が決定すみ︒

研究駈罷耀物併南開発部長ら十灘

研究所承所琵︑R・ケネディNR参舶︑①わが圏にとって影面料サ

ソ漣原子力利用国横綱翼魯原峯炉

が大きいとみて全作業グループに

F理事長︑N︒クラスノヤロフ︒ 後の原子力政策展開に及ぼす膨響

それによると︑三月中旬に燃憐

の超動試験スケジュールを発表︒

癖務総長︑C・ウォルスキーAI わが國は︑王NFC旦作業が今賀衛に建設した新型転換炉﹁ふげ

ら︑採郷性などを兇極めて察凄化

は毒茸規横か小さいことなどか

H・クラウゼ西独カールスル1工 利用と核軸流防止は両立しうる︑

C委員︑A・ジローCEA長富・
イクルの礁立が必要②原子力軍和

達成する︒このあと︑さらに燃模

装荷を鰐始︑同下旬︑鍛小臨界を

る臨界にもちこむ︒

を装姦し︑鯉月不旬︑金炉心によ
とりつける方釦︒

との観点から鍋鶴の理解と協力を

ん﹂︵耀気出力十六万石製KW︶

製造体制に関する調査業脇を数同

体制を確立する荻でにはまだかな

動燃箏策団は︑六田︑禰井漿敦

鋤燃か起動幽趣醗画線表

下旬に初臨界

ATR︑三月

比念揚となりそうな悩勢だ︒

くることが予想され︑これからが

との闇で見解の差が明臼になって

騰欧と米加︑さらには開発途上園

三食を開くことが左京っている︒

INFC￡︵国際核燃料サイク
ル評価︶密作業グループの初会禽

の計九二ッシ繍ンで構威︒﹁国際
展鍵﹂のパネルでは各國代表が参

一藻までに終わり︑八つのグルー

が第三グループをしんがりに二月

プによるそれぞれの調鷲方針が淡

する鷲情勢下の原子力開発のあ

加して︑核拡敵防止を三碧題と

り方に大きく熊毛があてられる

まった︒

考が同席しての意見交換をふ出いえ

作策グループがサブグループを設

各作藁グループの開催状況は別

ほか﹁原半力論象﹂パネルでは︑

の調整が穿体となるもよう︒三社

今園は工単的簑金性へと論謝を進

ボロー

りの時闘がかかる兜通しだ︒

すてにS・エクルントーA￡Aとになっている︒

け個々の側繭から検討を瀦えるこ

派澱の＋人魚獲のスタッフで陣容

昨蕉大会で訟みた簸成︑笈離の論

ω将＊工不ルギー経済における

箔を遍じて技術的な薗での調整を

三社の大同聞結は︑私業化にあ

めるQ

および動燃との闇のソフトウェア

ーノ！多

これまでの鯵蒋傾向もほぼ籔入れ

P馨仮プログラム固まる

調和ある発展めざす

⁝！

いる姿勢が浮き彫りにされてい

︒二二優︑霜気駒業が一・五優を に近いと判断︑蒋来へ向け確実に

まだ︑五庫後の支出︑従業費兇

の分析を通じ原子力産叢の蕉常な
詔録︒また鉱工業の業禰別では蘭

てみると蜀重慶は過妻瞬間の減

付ける︒

発展に話することを館的に毎黛実
翻ご位だった機械製造業が前輝度

少魑撚凹から一転︑前璋度比一・六

に派す数櫨となっている︒

施しているもので︑今團は十八麟

し︑一挙に五位に下った︒

比O・六九倍と大弓な減少を記録

こうした侮滞傾陶は原子力関係

それによると︑原子力発電計画

売上商にも表面化しており︑影天

円とほぼ四兆円の大台に達しよう

に還しているものが多く新規趣工

一倍の一兆薫五十八億と飛躍的な

國︒

および政府関係プロジェクトの進

と飼年度比四％の減少となった︒

慶の総売上高娃二千四二十困身辺

展により当庫慶の原子力関係総支
出窩は八千九百 謙十∴ハ懸円と前年

魔比一︒一七倍の伸びを示し調査

としている︒これは︑鉱工業の支

が少ないため士気蟹業への納入が

売上蕩が減少となったのは脇秘四

出が繭駕腱比一・○○罎倍の三千

を開始した昭和三十一葎以来の累

六百九十二懸円と足ふみ状態だっ

十王一十六臼の三臼闇︑策蒙・内

惰勢下の各国の原子力閣発と展

ことが大きな原閣となった︒

宰臨のイイノ︒ホールで第十一翻

望︑技術開発︑パブリック︒アク

前封度比○・九二倍と落ち込んだ

このため支出と売上との収支バ

原産飯次大会を開くが︑このほど

たのに対し︑電源確保の観点から

業が献縷縷比一・三三倍の五千二

ランスでは二野七十九懸守の赤字

セスプタンスなどについて内外の

長期的な投資を行っている磁気難

菅二十三億円と大鷺な増籏を示し

た︒

プログラムの大筋がほぼ固まっ

策を明らかにすることに焦点が一

近況をレビュ⁝︑今後の課題と対

を計上︒これにより鰯秘三十〜黛

それによると﹁原寸力欄発利用

以来二十一奪闇の累種赤字は壬ご

しかし鯵滞傾商の長期化に遡堅

欝懸円にものぼり︑臣大技野望業

〃

隈ってきており︑余議から噛務虜

ト

高速増殖炉プラント

三蘂金属株式会社
三菱電機株式会社
三菱商瑠株式会社
三菱原子燃料株式会社

〃

ワ／／

三菱麗工業株式会社
三塑原子力工藁株式会社

PWR原子力発電プラント
PWR船舶用原子炉設備

ン

三菱PW鼠原子力発電プラ
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で行う﹁UCエンシニアリング工 昨隼牢月︑膿子力婁員愈の核燃

動燃蟻欝欝の還心分離法による

闘立︑藁夢㎞︑瑚轟菱羅社典圃竃

濃縮右記事務所開設

二＝＝＝冊＝齢桶一＝講茸＝＝＝隔凹篇一僻一＝＝＝一＝嘗凹＝瓢騙＝罷一＝＝榊一二＝一一＝謬繭＝＝凹＝＝冊一鼎＝隔＝＝＝一楠＝需＝＝一＝髄榊＝＝＝＝一鼎＝葡＝＝＝冊＝＝＝二雲凹一一一冊一扁＝＝墜帰用篇一榊旧騨閥一冊＝＝＝＝二一一國一＝一一＝一

して鉱工業生麗支出は︑設儀艶︑

たためQ

@

、

Q

【

轡藥察5895番
躍葭舌（591｝6121（代）

藥京都港区新橋1丁目1番13弩（頭麗旧館内）

議
△
訟

藤
カ

原
本

発行
和31無三3月12日第三種郵便物

聞
二

業
産

力
子

原

垂

現在︑わが国の原子力発躍設備

ジェクト︑国際資源のニジェール

雀総合エネルギー調査芸翻給部会
クトも組み込まれているが︑これ

に聖点を置いた悪欲的なプロジェ

容慰は十四墓約八薫万KW︒通産 ・プロジェクトなど 自主探鉱

の予測によると︑これが昭和六十

五年度には六千万KWへ増撫する までに成功したのは︑﹁海外ウラ
ン資源開発﹂のアクータ・プロジ

ョート・誘U308がすでに侵ク
期トのみ︒現騰点では十分な成果

見込み︒これに対し十四万五千シ

が得られていないのが実騰で︑さ

の確立が求められて

輸入契約ずみで︑一九八○鎌代後

総力体制

らにウラン関係暫が一体となった

いた︒

に表面化した国際核防政策など新

探鉱︑開発に移行すべき有望プロ
ジェクトを選別したり︑こうした
プロジェクトについて︑これを実
際に遜行ずる際︑どういう方法で
実施すべきか︑その必要条件の調

に成功した場命︑霞本に持ち込ま

糞︑分析にあたるほか︑探鉱開発

討︑電力会社が燗別に行う契約分
を除いた長期購入方策の検討など

れるウラン鉱石の引取り方法の検

を実施する︒さらに濃縮ウランを

新情勢がその背累にあった︒

同婁員会は露力︑鉱山︑商社︑

除くウラン資源玉藻についても調

たな要因が拍牽をかける︑という

成︒今後の海外ウラン資源開発調

政府機関など関係二十数団体で構

戯酬 野
の

ρ嘉雷

﹁臣

﹁すべての従事者を対象に﹂と

の案が制慶実旛遅延の大きな原

放射線影響協会・放

射線従爾奮央登録

﹁将来は防止法︑X線対象従

形︒

るからだ︒いわば麗切り発南の

因となったといういきさつがあ
なおふみ

センター畏になった

望月尚文

もちつき

きたい﹂︒同センターは科技庁

鱗者と範囲を広げ︑制度を完備

︒その数︑

していきたい

渡り遵従棊費

バーの一人として設立に努力し

十無風の構想︒準備検討会メン

を交

などでき

るものから翼施していく方針と

あえず糊非破壊検琶

に関係者との折衝を開始︑とり

︒このためすで

三千人とも五千人とも︒定期検

管理手纒

四十三葎から岡技術部放射線安

入薯院入り︒三十四隼放医研︑

昭和二十二年北大理学部卒後

いう︒

なかったのが実情︒これまでの

全課長︒被曝管理︑廃棄物対策

︑濫

ただけに感慨もひとしお︒今春

査にともない原発から原発へ

と移動一こうしたケースで
ら塁塞して

は︑例えば︑異なったメーカか

付される場含など︑効率的に

管理体系が基本鮒に覇業駈ごと

本藍の影壁歴を知るシステムが

ずみで︑月宋には発足︒まず︑現

に留まって

すでに購務局を電薯逮内に設置

董︑検討する︒

長期的︑安定的に確保する方策を
在臼本にきている各国からのウラ

の

子力開発に対応するウラン資源を

資の中核機関となる見込みで︑原

円滑に推進するのがその自的︒

ン探鉱誘致地点について調董を開

いたからだ︒

ータ端末機︑ファックスなど

には神田の事務所にコンピュ

傾けた︒そして今度は全国規

などを担当︑安全徹底に情熱を

で結ぶ

そこで登場してきたのが中央
線

み露ねていきたい﹂と決恵を新

を

模の舞台へ︒﹁地道な努力をつ
点

録︑定期登録︑レファレンスサ

と

うこと︒積極的に取り選んでい

﹁慎重にも強盛を期すとい

見わたす体鱗が整うという︒

この制度も当颪は原子炉等規

藁京都出身055才︒家庭は裕

子炎人と一男二女Q趣味は園芸︑

りであり︑こうしたことからも地

璽点的な鰐築展開が決まったばか

鈴木購一︑石田泰一︑望月恵㎝︑

は吹沼徳雄︑三木良平︑坂田肇︑

課題解決への方途も探る︒講師陣

るとともに︑パネル討論でこれら

温室完備の本格派︒︵→・Y︶

題点を飛詰めていく︒二年間をメ

い︑といった強い声もある1等 討︑計画性ある利用椎進へ各種問

ている︒

元理解繕進へ疲磁瓶極化が待たれ

制法対象の従業員のみの登録︒

たにする︒

外新設備を設躍︑夏には統一登
点

中央管理へ向け第一歩を踏み出

蟹は憩えるばかり︒国公立試験研

した︒

究機関の墓礎研究と民聞機閲によ

々︒法規嵩の改着整備︑途上国援

ドに問題ことの葺石小委員会も設

聾集しんが︑一月十四日の締切り

して中・高校生から作文と標語を

庫︑原子力の日詔念行譲の一環と

日本康峯力文化振興財団は昨

原子・刀の礒醗愈作文募藥

いずれ劣らぬ
秀作ぞろい

課へ︒繭込み締切りは三月十日︒

込みと詳細問△口わせは原産・業務

名︶は別に一万二千円が必要︒串

十名まで︒晃学会参加者︵二十

参籏費は二万八千円で︑里中五

設の見学会︒

ヨは大洗工学センターなど菓海施

日に講義とパネルがあり︑二十四

花昭の各氏︒二＋二︑二士この両

安成弘︑植松邦彦︑武井満男︑立

け検酎を進めていく計画で︑対策
原産の懇談会では︑こうした現

は改定作業中の長期計画にも反映

日ソ協力で
連絡委設置

郎原鱈会

月賑ソ間で

方について検討を行う︒
・

高速炉開発とプ

原簾がセミナー

ルトニウム燃料

・3月22〜24曖までに全團都々浦々からそれぞれ

零

締結された協力協定興体化のあり

婁会を設國︑昨年十

で樹成︑必要に応じて分科会︑幹

研︑科技庁など関係団体の代表蓄

委員会は萸電︑濁立︑動燃︑原

長︶を設署した︒

会偏︵委員長︒白沢富

ために門口ソ原子力協力連絡委員

Bソ原子力協力を二二化していく

貨本原子力産業会議はこのほど

原 魔

助なども大きな課題の一つだ︒

る実用化研究の結びつきが少な

⁝どスなど全国を一墾のもとに

登録センター構想︒昨年の宋︑

点と点の関係

叢な業務は︑海外ウラン資源に

地域についても調査罰を送るなど

始︑さらに引き倉いのきていない

誹画だ︒

してウラン開発を積極化していく

達︒内外の鉱山禽社︑政府ベース
で持ち込まれる探鉱プロジェクト

関する僑報収策・分析と現地調

の受け入れ窓口となり︑翼体的な

る需給バランスに薬園するひつ迫
撃通しに︑ウラン価格の高騰︑最

ると︑わが国では原研などが原子

がとられているものの︑ともあれ

近の日宇原子力協動交渉で典型的

アイソトープ・放射線は医学に

炉泥描のあい間をぬってわずかな

状を踏まえながら長期視点に立っ

核糧をほそぼそと生産しているに

おける診断︑治療をはじめ工業︑

課題山積のR一利用

懇談会設け再検討へ

あげ海外ウラン開発横極化へ体制を整え第一歩を踏み出すことになる︒

設置ずみ︒これにより︑醤来ウラン需給のひつ迫が必至と予想されるなか︑わが国関係団体は総力を

と蕎望プロジェクトの選別③鉱石の引き取り融資買鉱等の検討1など︒すでに事務局を醒三連内に

①滋外ウラン質源に関する情報の収簗と現地調査②内外から持ち込まれる駆血プロジェクトの受付け

委員会﹂を設立︑海外ウラン開発強化へ向け総力鉱制を敷くことになった︒委翼会の主な業務内容は

露力︑鉱山︑商社︑政府機関などウラン関違団体は今月末をメドに共同して﹁ウラン饗源確保対策

当面︑現地調査などで協力

海外 探 鉱 へ 総 力 体 綱

；△
半までの必要ウラン量は確保され
ている︒しかし︑それ以降ウラン
講給のひつ迫は必歪の憶勢︒

すぎず︑ほとんどを輸入に頼って

させる考えだ︒

議簗会があったほどだ︒その後心

日による促薩方要講に際しても抗

で地元の反発はさらに強化︑副知

ていたが︑興議会の調査縄進決議

累漁連もこれをバック・アップし

組織をつくって反対態度を示し︑

地元麗北町では聞内九農協が連言

に派遷︑この男向を伝えた︒一方

今年一月三十賑︑副知得を麗北晦

ねがね調竃に前向きだった知事は

査に岡葱を淡議し知事に報告︒か

ていたが︑十一月になって環擁調

琶特別委員会を設躍︑検討を続け

て開発利期全般のあり方を溝検

神田鐸原発

いるのが実憐だ︒﹁少くとも自ら
使うもの程度は圏分でつくれるく
らいの体制がほしい﹂といった要
港が強い︒国内にチェック体制も
なく︑いったい錨震管理はどうす

るのかといった問題も海上の課
題︒また廃棄物処理処分面では︑
現在危険物や病原菌など禽んだも

い︒保管貯蔵による減嚢処分の形

のは集荷処分の対象とされていな

の︒五月下旬まで約三か月閻に︑

言口一号機から今月と来月に分

弩機からのものをそれぞれ再

けひきつづき搬入されるもの︑美
浜

時静穏だったが︑反対派漁民ら約
千人は六畜︑あらためて抗議簗会
を開き︑晦長に調査の捲否を迫っ

処理︑六月上旬から仕上げとなる

山口累麗浦三舞北町の側三崩町

作文は中学生二筥五十七鷹︑高校

長は六日︑中国霞力が建設を誹画

日本原子力産業会議は来たる三

生五蕩六十一簡︑標語は中・高校

総命機能試験を実施する計画だ︒

月二十二︑二士二︑二十四の三日

生台わせ八百四牽九簾の応野があ

ホット試験で用いられる使周済み

間︑藁縄・新橋の原産会議塾でセ

た︒町農はかねて﹁碗議会に図っ

たが︑同日︑一部分挙による過激

ミナー﹁高速燧殖炉開発とプルト

正式な態痩を表越することにな

員協議会でこうした経過を説明︑

対応など譜問題をとりあげ総括す

ルトニウム燃科サイクル︑今後の

要と醸際協力の鏡状︑安全性︑プ

セミナ⁝では内外の開発計画概

授与される︒

月三田○纒秀作には鎚状と玉織が

作ぞろい﹂という︒入選六甲は三

かったが︑﹁作文︑標語ともに秀

阿財団はこのほど審査にとりか

った︒

行動もあって︑調査拒否の確約醤

している神田岬原発の薯前環塊調

意が得られず受け入れ難いと調繭

むBWR型約＋鏑︑PW重氏査＋
は
三診の台計二十七釣︒これらが順

篭蒼を表明した︒

が面隠される計画で︑亟籔本では

る︒神田原発は︑ついさきごろ政

ニウム燃料﹂をひらく︒

工大級の原発︒昨年六月に中綴霞

府関係閣僚会議で璽要露源として

神田岬原発は百＋万KW炉二尊 をとり交わした︒町長は議会の金

調にいけば︑国の認可を得た後︑
今秋十月上旬から本格擬業へと移

︵写短目東海再処理施設向け専

これを受け県では議会内に原発調

力から緊︑豊北町に調査申入れ︑

ることになる︒

福厨一号機からの使用済み燃斜︶

用船﹁臼の浦丸﹂に船工みされる

1．・・

・
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霧

翌

劃

壌

指定されている原子力バルブは原子力発電
の効率を左右するコンポーネントの1っで

AS蟹置

原子炉と同様に圧力容器として重要機器に

Z

燃料は動力試験炉からのものを含

待たれる政府の対策展開

た上で態塵を決めたい扁としてい

環境調査拒否力

部地元の漁民︑地権轡の同

地元漁民らの同意得られず

野

謙

輪搬親て轍と湘された

へ

原産

（2）
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金問題についてはNRCの原軸力し︑シーブルック近辺の生態系の

トレイトンEPA前長官に地方擾 カーター政権下で新しくEPAイトと代傘地の姥較③ASLA騒
B所はガラス固定した形で鐸年二

ス固定能力を必要とする︒仏原子

二QOO庫には二千立方綴のガラ

臨は能力を銭轡七絶立方層とし︑

力庁︵CEA︶の計画では第二工

いるQ

プアーグに建設することになって

B＆Wから西独

ヅラウン︒ボベリ社

子会社の株買入

︻パリ松本駐在観冒スイスのブ

︵鑓独ブラウン・ボベリ社︶は遡

ラウン・ボベリ社とその二二被

ック・ブラウン・ボベリ・リアク

独の原発建設業蕎BBR︵バプコ

ター︶に対する持樵比率を米国の

︵B＆W︶からの姿態買入れによっ

バブコック＆ウィルコックス社

て二六％から六〇％に6一上げるこ

BBRは一九七一年設立された

とを決めた︒

續ｪ○奪完成予定︶︒またレ

定②ASLBのシーブルック・サ
すむ︒欝万KW級PWR原子力ム
発・ケールリッヒ原発を建設中

評価副委麗畏を務め︑シーブルッ

メルシェン原発︵ルクセンブル

霞男の耐醗︑資金︑入口密度︑鱈

立方耕の高放射性廃簗物を排出す

長窟に任命されたダグラス・コス

注内示を受けているQ

グ︶とノイポツ原発︵西独︶の発

竃の決定緻回を要観したが︑決薔

るが︑現在の原子力計灘では一九

料要素購入へ

KWUから燃

偲影戯を出し︑NRC婁轟の判定
待ちになっていたものである︒

来年50立方癖
／年で運転へ

アルゼンチン原子力婁
︹パリ松本駐在興回アルゼンチ

万八千KW︒総発露醜力騒の五％

に建設されたもので︑娼力三＋一

岡原子力発電駈は申蘭越で簸初

本の購入を契約した︒

R︶嗣核燃脳ニレメント七再呈ぬ

八五矩には累二五薫五十立方綴︑

安金許可会議︵ASLB︶と原子バランスを十分に保つものである

議余や環境國体の皮対でほとん

きく︑シーブルックの場禽環境上

ク闇題にかかわりを持っていたこ

NRCから建設許可︑EPA・
かサ
らービス社は六颪人の作榮鷹を

シーブルック原子力発醗所は︑

ての舗価からシ⁝ブルック建設に

B︶の評価を取入れたものである

力薯橘および送還線の解題に閲し

とから決定 権 を 自 ら 比 翼 ︑ ま た 残

が︑同評価にあたっては︑※国に

トル氏は一九七七鋸六月︑原子力

ことから三裂翼により認められた

が︑※躍の圧力が行きすぎれ

ど消えた︒簸近公表された政策

不司避と読んでいるようだ︒今

ば︑インドを孤立的な努力に追

もごく一部の外国からの引取り

後のポイントは協定に零する米

国議会の反応に移るが︑IAE いこむ彪険があることも齋定で

仏︑ガラス肝管工場

ナー﹂ではガラス薗化技徳が一つ

ン︶からアトーチャ原発︵PHWている︒

ど潔しい恥実が明らかにされた︒

隈り︑NPT︵核拡散防止条できないうちに︑使嗣済み燃料

うとする早り︑逆にそのむずか

止の﹇決定的な手蹉を麗つけよ

な評価はまだ障いが︑核拡散防

ン原子力委鰍会はこのほど蔽独K を供給していたが︑転置︑改良を

域貯蔵センターの場合︑誰がそ

パリで開いた﹁原子力廃糞物セミ

子力協鼠︵SFHN︶がこのほど
WU社︵クラフトベルク・ユニオ 加え約言％の鳩力アッアを実現し

の焦点だったが︑世界像初のマ

︻パり松本駐裡鋤図フランス原
の設立のイニシアチブをとるの

しかうたっていない︒しかし地
インドの熊腐は︑核拡散リス

か︒カーター政策に批判的な欧

きない︒

場をある程臓代弁している︒

クが大きいと見られる諸国の立

寛恕性は少ないし︑将来の霧処

﹁IAEAセーフガーズの全州
施やアジアでリーダーが司れる

が閥激したという悪血もある︒

このほかインドからは︑比し

A以上のセーフガ；ズにイラン

禽い難航のニュースが流れてい

理の可能性をどう考えるのか︑

る︒インドは国蔽部分︵施設︑

壁にぶつかっているわけだ︒核

設への適用﹂はこれらの譜国の

︸方イランでは︑再処理とプ

然三二しており︑核傑筍國が核

燃口︶への保障描躍の適用を依

M⁝︶が六月にはホット・テストに

ルトニウム閣題の棚上げ︵一九

縫鯛済み燃料に薄まれるプルト

うするのかなど冠介な問題が多

AVMは十隼闇でマルクールに貯

がたまり︑熱処理を必要とずる

しさが浮かび上ってくることは

ピベール

︵パイロット︒プ

し一九七蕪辞から運転されている

五駕の研究後︑四腰間かけて建設

ラス固化する予定だ︒AVMは十

立方耕の能力で本格遜転に入るな

の突破は容易で

い︒米国霞身︑再処理の筒能性

蔽されている液体廃品物全騒をガ

移り︑一九七九葎中には年闇五十

ないようにも冤

を蕾下しきれないところにもジ

ニウムの所角権や返認問題をど

える︒しかも米

レンマがある︒

約︶への参加を嚢求する遡載的

追いかけてきている︒

國がふえるという厄介な問題が

カーター政策に対する断定的

閃にとっては︑

い限り︑この壁

傑萄国が蟹縮への跡悪を示さな

八五年まで︶によって︑米iイ

実験全謡禁血条約に懲懲しない

核防決め手なしにジレンマ

進まぬ米国の説得

ラン協力協定が調印の還びにな

ルクールのガラス固化工場︵AV

態度変化に反発している︒

れている﹂として︑フランスの

︑／

り一名の婁魔の選出が遅れている

＼

再処理の延期はカーター政策
の大目標といってよいが︑これ
までに各國に対する来議の差響

まず︑鰻近のカーター大統領

はどの程度成功しているか︒

の欧州︑中近簾訪問はいくつか
の結果を生んだようだ︒ひとつ
はフランスがパキスタンに輸出
した再処理施設の設計を︑混△口

抽嵐方武に変麺するため溝交渉
の恵思を表明したこと︒来国は

必要とするのは〜九九〇無ごろ

崩していない︒来園はタラプ⁝

権利はない︑との原則的並場を

その隣蜜が克服

は今後の研究課題としたが︑パ

であり︑八五年に協議すれば間

ラント︶を基鑓に研究開発して建

に命うという点が両園の妥協の

の廃藁物のはんらん隔に対する

に引き取る司能性は︑﹁継界中

ている︒使用済み燃料を米国内

威貯蔵センターの設立に向かっ

が︑今のところ米審の矯標は地

効性ではあるまいか︒︵K・K︶

正統的な保障揚躍システムの荷

のは︑やはりNPTに立脚した

れる︒そのときに罵認識される

を認めざるを得なくなると思わ

いる︒さらに︑フランスが奮発し

金上の点からもはるかにすぐれて

るが︑騰体ならその必要もなく蛍

に︑液体では常時監視を必要とす

齎万分の一に縮小し貯藏できる上

ガラス固化は液体廃魏物の縢を

設したものである︒

ンドは雨霧が供給を縷止すれ

どうしようもない︒懸者問題に

ば︑欝欝のウラン︑プルトニウ

嬢課するほど︑米国はそのこと
炉輸出への通を開く一方︑八五

ムから混合酸化物燃料を作るこ

来鰯が使購済み燃構貯蔵政策

無までには群論な﹁代案﹂を範

ともできると強硬である︒その

を雛熱しているのはそのためだ

必要なことを認めており︑その

つけて罵処理を封じられるだろ

点のインドの技術能力は不明だ

てこに畿力をかけているが︑イ

抽出が要求されるとなると︑樗

つた︒イランがプルトニウムを

設謄評悔をもつ︒現在ミュルハイ

た技術によると圏菱蟹は一KWH会社で米B＆W社のPWR原発建

5

世界最大のウ
ラン鉱床か
オーストラリア
オーストラリアのウラン探鉱会

において断しいウラン鉱躍を発見

一九七六年即納に入った︒取排水 社ペコ／EZ往は二日︑北部川州
を謙爾している海岸は有数のレク

によると︑レンジャー鉱床の推建

したと発表した︒非公式筋の携定

埋蔵暴十万ジを五〜牽倍上回る大

リエーション地区︑とくに汐干狩

に
ウラン鉱としている︒隅推定が正

はまぐり

が盛んだといわれており︑発羅所

しければ︑オーストラリアのウラ

からの温緋水が

が繕成され反

影響があるとして原発反対グルー

ン埋藏騒は︑国国の四十五万四千

は墓ぐり同盟

プ

ゾをはるかに超えることになる︒

ン

ン

与

米NRC

﹁資金︑環境に問題なし﹂
一年黙止の係争が決着
来原子力規制委員会︵NRC︶はこのほど環境間題で建設が中断していたシーブルック原子力発電
鰐運動を展開させた︒七七年差メ

イ

ラ

年七月ASLABは①EP当
Aりの
コ裁
ストの○・一〜○・二％で

闇題はいなどの判断を下した︒聞

ペ

フ

一

所一辱︑二讐︵寝PWR︑璽一十四万七千KW︶の建設爾閣を認めた︒周原子力発電所は当初建設認
イ・デーには千四蒼十四入の逮捕

しかし︑コ部の掘湖による學
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ス
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ェ

可を受けたものの︑環境保護グループなどが漏鉾水による海洋生物への影響を問題にし控訴したこと
蕎を出す激しいデモも行なうなど
慧な判断﹂との冤方もあり今後の

もかなり膨いポテンシャルを持っ

君PAの地方長富マックグレー 調董が待たれるが・いずれにして
ン氏は一九七六鋸十一月︑シーブ

ているものと注圏される︒
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ル発電所屠燃料と距水の供給を

所叢晴閣を蕩えれば動議上の再

うという野面の購間かせぎにあ

総
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反対者の拠点的存在となった︒

ルックのワンス︒スルー海水冷却
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土台となった︒来鶴の狙いはフ

処理延期と冤られるから︑パキ

るが︑イラン側は再処理は結周
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ことから︑公聴会は進展しN飛Cの建設解司決定待ちとなっていたものである︒
ある在来の金商用野中︑騒も厳し

方式は海洋生物に膨響を与える恐

のシーブルック原

ユーイングランド罐力会社からの

243

M4

がつかぬまま︑カーター政梶の誕

遽加勢賢も中止されている︒
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から建設に待ったがかかっていた︒来環境鎌講庁︵8PA︶は携水口を延擾すれば問題はないとした

N民C婁麗ービクター︒ギリン わけである︒

ワンス・スルー海水冷懸方武の

く行われたと伝えられている︒

撲水口を延長︵二九菅層から約二

決定に際し︑纂本鮒聞題である
①シーブルック原発を建設してい

スキi︑リチャード・ケネディ︑

ック︒サービス社の蟹金閥題②康
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千耕に︶することを条件づけたE れがあると判断︑さきに与えた許

解畷しており︑岡祇の持株会社エ

子力発電所建設再開を認めた︒ジ

PAの裁定を含め︑温排水に関し 司を取り消した︒パブリック・サ
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としている︒

ては︑運邦水頭濁防止法にも適安
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子炉冷却システムによる海洋への
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本稿の翻訳ととりまとめにあたった斉藤保氏︵碍水原子力

ンの燃焼率三十MWD／詩纏のも〇〇で︑これはレーニングラード

転〃

転〃設〃

転〃〃〃

への移行が実現する︒この型の原
子炉の第一辱は︑ノボボロネジの

設画設〃
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建

運
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開始された︒この型の炉は今後力

転設〃爾転設画〃

一九七六年にはクールスク原発
四基計画の一署炉が運開︑一九七
七年にはチェルノブイリ原発の一
馨炉も運開し︑レーニングラード

ノ

︑

を

奪

スモレンスク原発の一号炉が建設

チェルノブイリの二母炉︑それに

今後のチャンネル型ウラン黒鉛
炉の発展は︑電気出力二百万〜二

中性子吸収の少ない耐熱性ジルコ
ニウム合金を採用して蒸気の核豪

ンネル型ウラン黒鉛炉の採用によ
って︑ユニットの穴型化︑核過熱
による蒸気条件の引きあげ︵した

原子炉を慰めずに行う燃料の適続

機動性を確保できることである︒

的な入れ替え︑すぐれた運転上の

高速増殖炉
ソ運における高速炉開発計画の

経験によって︑鷹速炉BNーヨ五

BN⁝三五〇

ことが可能となった︒この二つの

照原子力発躍所の建設に移行する

一週所の課題は︑大型高速動力炉

上げ・工業規模でのナトリウム冷

の主要部分と虫設備の深達的な仕

却材の特徴の研究︑および鍛適設

一九七三年七月に運開したBN

計の決定にある︒

1三五〇は︑蒸気発生器を除く主

作の際の欠願によって生じた蒸気

設備の良好な運転を実証した︒製

発生器の不調は︑一九七三〜七四

ンプ︑熱交換器︑制御︒安全系統

年に解決した︒原子炉︑主機環ポ

および計装を含めて蛍要な設備は

一九七六奪三月から︑原子炉は六

運開の嶺初から順調に作動した︒

ループのうち五ループを便って出

力六十五万KW︵六五％︶で運転

し︑十二万KWの霞気出力と日濃

いる︒一九七六年を逓じて原子炉

五万ナの蒸留水生産をまかなって

緊急停止雲霧作動のケースはなか

った︒

電気出力百六十万KWの高速動力

けられている︒このほかソ運では

るBN⁝六〇〇の据付け工事が続

発躍所雨標準動力炉と響えられ

BR一五とBOR主ハOの運転

いる︒

および技術的な基盤が確立されて

トリワム冷却高速轡殖炉の学術的

現在すでに︑経済的に有効なナ

ことにある︒

力のある高速動力炉をつくり出す

とができるような安全確実で競争

原子力発躍の需要とを確保するこ

的な利用とますます発展する国内

炉とともに核原料資源の羅も命理

のE辱炉と四号炉︑ク1ルスクと 贔終的な騒的は︑将来︑熱申性子

︵三十七〜四＋MWD／総構︶に

は︑このシリーズの炉のトップを︻焼率は壬一纏MWD／チャンネル

を建設中だ︒

ベロヤルスク原発二弩ユニット

の供給端KWHの躍力コストはO
五十銭︶で︑美容蝋のウラルの火

一結臼MK⁝ ・九二〜○︒九三力ぺーク︵三円

ウラン黒鉛炉

⁝

ソ運最初の原子力発電所とシベ

⁝

鉛ガラスで放射線をシャットアウト〃

産業会議嘱託︶は︑二月三日︑脳いっ血のため曝書された︒

〇〇炉がイグナリンスク原発の一

かして設計されたRBMK⁝一五

の運転で明らかにされた余裕を生

威であった︒原子力をはじめとする日ソの科学技術協力がよ

中である︒レーニングラード原発

うやく黒体化しようとしている今日︑氏の逝去は︑その進展

ソ運問題の専門家であり︑とくに同国のエネルギー簡題の纒

り一一一ン︑西ウクライナ︑南ウク

にとってもまさに覇蝦繋というべきであろう︒ここに哀潭の

百四十万KWの組立ブロック式原

六十七歳であった︒氏は︑その生涯を﹁ソ連研究﹂に捧げた

ライナその他の原子力発電所で建

恵をこめて︑

力発難所の軽羅発心コストに等し

とでの燃料費翼の運転信頼度を実

転〃

母炉と二号炉に採用された︒

設されることになっている︒炉の

リア原子力発露所の経験をふまえ

子力発躍所の大々的な建設に移行

証した︒その結果︑二割炉では燃

転

められているが︑この炉は僑頼度

炉BN⁝一六〇〇の設計作業も進

の高いもので︑発躍所全体として

十分納得のいく経債性を示すもの

ソ運の原子力発纒は総台的に発

と沿えられている︒

展しつつある︒すなわち︑原子力

発三所の建設とならんで建設工窮

機関の翻設︑発罐所に設備や燃料

︵二子力機械

贈

灘

O属

○その他

昨年末の臓本原子力産業会議とソ達原芋力利用国家委員会による民間原脳力筋定の締結につ

容暴贈糖とならんで︑原子力発霰

編簗部

いで︑この一月には両国政府による日ソ科学技術協力委員会の初会舎が開かれ︑懲懲とならん●

蕩霊設備のスケール︒アップと熱

子炉の爽現で︑この型の炉では︑

一九七三〜七六年の間に︑極北

を紹介する︒

で原準力分野での協力横極化が合悪されるなど︑このところ両国間の原革力協力の機運は大き

い︒

適稿

な高まりをみせている︒本紙はこの機会に︑ソ遮の原単力蓉門誌﹁アトムナヤ・エネルギヤ﹂
て︑同型のウラン黒鉛炉で建設さ
れたウラルのベロヤルスク原発は

の条件下で︑爽気出力各一万二千

の炉四基からなるビリビノ原発が

KWで冷却水自然循環式のこの型 健を行う︒特筆すべき点は︑チャ

びに温度五百〜五百四干度C︑圧 運転に入った︒

することになったため︑ノボボロ

設〃画〃〃〃

○およびBNI六〇〇による実証

効率の引上げが行われている︒

さらにまた︑構造を巖大限に規

十一月号が報ずる閥国の原子力発電開発の近況から︑その概要紹介を試みた︒

菰力ペーク︵三円困十銭︶︑また

格化したVVER一五〇〇炉によ
単二路盤方式で蒸気の核過熱を行

計画も実現をみっつある︒

い︑弱放射性の蒸気でタービンを

ユニットが賜えないところで予定

みて︑VV8Rl一〇〇〇によ動
るかす原子力発醒所の安全性なら

出力二菖四十万KWで野墓・ガス る原子力発電は︑系統の条件から
だきのコナコフ火力発熱駈では○

動力用軽水炉
・七一ニカペ！ク︵二円七十七

一VVE溌1
力九十〜菅三十気圧︑熱流東一×

ウラン黒鉛炉の次の開発段階は

されている︒

発の一号ユニット︵一九七三年運

ネジ原発の五辱ユニットの運開

設爾〃〃

蕉

が促進されている︒これに関運し

簗合体を供給する麗逢産業の発展

アトムマシ

てなによりも大きな愈義をもつの

が︑

◎三遷ロク及ひ資料連絡頂き次第お送り致します。

ソ逮の原 子 力 発 霞 は ︑ 罐 気 配 挙

しっっある︒原子力発電所の建設

全体の僚ぴ を 上 回 る テ ン ポ で 進 展

は︑主とし て 有 機 耕 の 乏 し い ソ 連
銭R
︶であった︒
︸あ型の騒初の原子炉VVE

開︶と二号ユニット︵一九七六年

ヨーロッパ地域で︑火力発醗所に

罷霞所の一弩ユニットとして建設

1一一一〇は︑ノボボロネジ原子力

運開︶に据付けられており︑建設

が〇
ってまた熱効率の引きあげ︶︑
商業用シリーズ炉RBMKI一

ソ運ヨーロッパ地域での発露出力

代るものとして推進されている︒

の後さらに出力の大きい炉が開発

され︑一九六四隼に運開した︒そ

VV E R 炉 は 現 在 で は ︑ コ ラ 原 V V E R ⁝ 一 〇 〇 〇 炉 に よ る 康
＋の六異詩糟／立方耕︒時︑ウラ

の増加分に占める原子力の割禽は

転設設画〃〃

原発で順調に運転中である︒

現行の五か年計画︵一九七六〜八

中のものにはコラの三門炉と四面

原子力工場の建設も進む

薫炉型を並行開発

O年︶で は 約 三 五 ％ に 達 す る ︒ 絡 さ れ ︑ V V E R ； 三 六 五 が 一 九 六
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一面筋報の通り臼本原早力産業会議は三臼︑出置五＋一毎度のわが國原子力産業の現状と今

後の見遡しをアンケート調査した第十八闘原帯力産業実態調査の命析結果をとりまとめた︒昭
和四十八年の石縮ショック以来︑依然不況から脱却できず︑突破口を模索し続ける窟本経済︒

こうした煩陶を反映してわが国原子力産業も瑚状では建ぶみ状態を余儀なくされながらも将来
へ向かい藩実な設備︑人興の投蟹を継続している姿が今圓の調蛮であらためて閣らかにされて
＝
％︶と潮年度と比べて一翻穆塵減

種別にみると首位を占める電気機

鉱工業の原子力関係支出轟を業

鉱工業支出のうち生産支出は三
を占める造船造機業︑建設業︑原

減少したが︑続いて二︑三︑四位

受注残高に明．

⁝るい見通し
蝿上
塁無度の鉱工業の原子力翠黛売
上腐は三千闘首十四懸円へ潮無慶
比○・九六簡︶で薗灘酒に比べ四
％︵百二十八億円︶の減少となっ
た︒この売上高の減少は︑本格的
簡用原子力発根所建設が軌逆に粟
りはじめた四＋奪度以来初めての
ことである︒工薯は懸薙魔と同規

1︸

原産実態
調査から
子力為業は前血筋と比較して一・

は六︒八％︵蔚銀蔑は五・八％︶︑

六催と微減だったが︑研究支幽箪

堰︶︑RI︑放射線機器関係部門 農しているのに対し︑工員︑その

子炉関係機材部門︵三十一億円

研究支出を部門別にみると︑原

八人︵前年慶比一・一三倍︶と欄

傍︶︑劉務系従曝轡三千九百七十

す四慧隈︑五十六葎度が一・五二

識照度が一・〇七倍の三千八酉四

九倍の三千醤六＋五三︑五鑑

癌の五千四蕩七十二簿円と予測し

人︵蘭無

︵四︒五憾円瑠︶︑土建関係部門 他が一万三千七面七十

部門別の支出冤込みでは核燃料

％︶とわず

売上高に対する研究投資率は七・

刀i前二度は六︒

ている︒これは製造部門を中心に

・〜五優の支出を売込んでいるぽ

関係部門が五日後には叢叢度の工

ている︒

おり︑顧霊力機関への趨籔金およ

璽員の削減が行われたことがうか

︵三億円増︶がそれぞれ堰加して 慶比O・八三管︶と大圏に減少し

調査対象の鉱脳漿鞍懸の総売上
び海外捜術灘入蟹︵笠懸円減︶で

かに上逸している︒

高に対する研究投擬率は一︒三％

がわれる︒しかし他の分野と翼な

鱈気欝業の支出は五壬董二十

子力分野では嶺奪慶も技術系従窃

り技術蕎の璽成に晴間のかかる原

瀾係離門︵岡一・六七倍︶︑発変

一・顯五簸︶︑RI・放射線機器

かは原子炉関係機主審門︵五奪後

減少している︒

とはいえ原峯力分野の研究投費率

暫は一罰の増員を行っている︒

一八倍︑一・〇五倍︑一・二丁 なのに比べ実鯖段階に入っている
といずれも懸加している︒なお︑

三懸円で前琢度比一・瓢織筋だつ

関係部門︵岡一︒四一管︶︑その

電関係部門︵同塵瀬高︶︑セ建

た︒その支出内訳は準備費頁四十

鉱工業・心気襲藁別にみてみる

原子力産業が研究簗約近業である

態円︵前無腱百十六転置︶︑建設

の一・一〇簡に増員されてはいる

と鉱工業では技術系従事蓄が前圏

が依然としてかなり覇い状態で︑

二二六

慶比○・六九倍と大憾な減少をみ
ことを示している︒なお︑研究支

五十四懸円︶︑核燃料費千

蕪一一千八百三十四億︵同二千三酉

前團二雄だっだ機械製造業は二心

せており︑順位の方も一挙に五位

の他経麗が前年魔画一︒五五樒の

出の蟹國内訳をみれば材料蟹箸そ

は繭年度比一・一六悩の二百五十
の反面︑人件蟹︑設置蟹は薗庫度

爵七堂鴻と鶉しく魍賦したが︑そ

運転維持蟹六百九十七懸陽︵同照

十三態円︵同八藪四十九億円︶︑

少したため全体では○・九六傍の

ものの︑工工数が○・八三催に減

されている︒

と・いずれも一・五傍薗後が予測

他製遣関係部門︵岡一︒五八儲︶

鉱工業の原子力関係研究支出葛

に下った︒

鰹円と憩締しており︑不況と禰横
とほぼ同程度となっている︒また

億円︵周蕎十四懸腕︶︑となって

百九十賀億円︶︑その他翻八十八

係従事煮総数はほぼ前回調竃の兇

た︒しかし︑離気肇業の原子力関

二万八千和声八十二入にとどまっ

・五三優の囲千三頁三十八億円︑

千三百五十欝円︑五十三強度が〜

獲が当無農耕蟹の

全分野の技術野守丁番総数の伸び

また︑硬設の進捗とともに麹加

いる︒

一兆千四菅三十六億と計画されて

さらに玉十六奪腰は四・〇一篇億の

・︸八議の慧

構成蜜の内訳では︑人件鑓︑その

込み通り一・一〇催の五千二筥九

鱈気窮漿の態設麗は五十二鐸

術の尚上を図っている原峯力産業

見適し難の現況にもかかわらず技

示している︒

し︑研究設儀蟹は七・三％︵前廊

原子力蘭係技術系従劉書の伸び

十三人に達した︒

おり︑核童謡関係が大蔵な鱒加を

子力関係の総支出薦は前置度に比

度九・六％︶と減少した︒

の地道な努力が側えるQまた︑原 他経麗で占める割合がさらに楢瀕

べほぼ同額で︑周売上高は○︒九

％︶は核轡料関係で前隼慶の一・

をこの調蒼の対象となった企業の

それぞれ減少している︒売上蕩が

﹂一一＝一瓢一一一一＝

い簿のため電気課業への納入が前

と比較してみると︑金分野の技術

ぞれ五牽六無爵は当無鹿箕贋のご

する運転維持費︑核燃料費もそれ

九七癌千八甲羅九十山電畜隣へ五十・蕪

系従薯笹数は︑ほぼ籔ばいとなっ

慶沈欝六十㈱⁝円︶に賑しこている︒

ているのに対し技術従煽蕎は鉱工

繕撫した主な業纒は原子刀二業

これに対し輸出取扱い高は前鎌度

叢で雪年慶の一二儂の一万工千

年度比○︒九二優と落ち込みをみ

は核燃料加工関係によるものであ

に比べ二〜％の十近簿減で五十七
将来の売上を予灘する上で璽嚢

は前薙鹿の三・二％から二五％

係取扱い高に占める輸出取扱い蕩

・一二の三千八灘六十四人とそれ

鶯六十二人︑勇気裂業でやはり一

気勢漿全体では悪子力関係の支雄

それぞわ潮加を噛込んでいる︒竃

な傾向を示しているが︑わが国の

雛の輸出については相変らずほ調

一謹撰は薗六塵に比べ一・六一癌 と減少した︒このように原子力機

閣係技術轡養成に穰極的に取り綴

らず産業界が将稟に備えて康子力

発電所建設魎工の郷蒲にもかかわ

ぞれ〜割の猶騨が行われ︑不況下︑

六千六面五十六懸円︑五十三眠農

冷込みは覧十二無為一︒鷹ゴ嬉の

鉱工業と電気二割の原子力関係
従験蓄を聯門分野別にみると原子
力書函技術分甥が前二度跳○︒八

ったのに対し︑原子力関連技術九

癌と減少し︑千照薫八十八入とな

千九百八十二人︵一一・一四倍︶

核燃料技術六指八十五人︵岡〜・

・三倍︶︑原

一七優︶︑放射纏利罵技術二千四

薔五十八人︵燭

今尚堰旧する原子力発翫所の円転

題気恥簸の従欝篶聴込みでは︑

実な懲加を艶込んでいる︒

鷺四二無度一・一一一僖と毎鐸展竪

C四三︑五十三品川一・〇九悩︑

従事奮に対しては五十二鋸度〜・

と増頒を翼込んでいるが︑技衛系

に一・二一醤の筑芳四千七齎三人

九入とほほ横ばいで︑万十六無滋

が一・〇五悩の二万九千八葎陽十

の二万九千九＋五人制五蓋犀震

犀度から至孝展望纏の一・9鷺

見込みは鉱工業においては五十二

罠間企業の漂子力関係従編蓄の

みを示している︒

誹画に兜謬った月極的な支出冤込

九千颪五十二懸円と発電所の建設

円・五十六奪匿は三・八僑の一兆

は一・六簸の八千臨醤藁十八億

の一兆酉丑十八鱒円となった︒鍵

原子力灘莫として國際競象力の強

ることが期待される︒

人鐡
鉱工業と凱陣聖業の原子力関係

んでいる姿勢がうかがわれる︒

種別にみると霞気機器製適漿へ前

・九七催︶の三業橿が大頭に繕照

化を図り︑強力な輸出の襟淫を図

し全体の九三・七％を占めてい
る︒

商社の嶺隼度の原電力閲係取扱
い高はこれまでの簸率直に達し︑

五鯨円となった︒叡扱い高の内訳

瓢千七翼七十五人で嗣隼笈に比べ

徒鵬蕎は五十二薙三月宋環在三万

八竃六十五入萩︑比率でO・九八 峯力蜜全管輝技術千乱騰窄鷺入

をみると国内取扱い高は全体の三

傭となり︑四十弦度以来の減少を

︵同一・ご二傭︶と大幅に翻員さ
醤三億円贈︶となった︒

に大きな力を庄いでいることがわ

野の鱒が多く︑藏霊界がこの分野

れている︒とくに二三蟹理技術分
この傾向は従事暫の内訳をみる

示した︒

と場らかて︑技術系従事脅︸万六

・六
七簡のニイ﹂一哲七十六催円となり

かる︒

全体の五八・六％を占めている︒

〜○

千二寧六窓︵前婦度比一・

＝＝＝＝断一一一＝＝＝＝騨＝縣＝一畿一一＝＝＝一：一一儒＝＝＝学齢二日＝＝鼎＝一柵二＝一瓢用幽一紫寓臨一：需＝ニコ一＝一＝曝＝冊＝＝齢讐一＝

れるように数磁央の原子力発懸建

は生産支出︑従類蕎の減少にみら

いる︒今慰の支出晃込みで鉱工業

みについて企業の辛想を三三して

る︒

は〜・五二使とややもち晦してい

し今回は五器後︵五十六隼度︶に

と趣めて厳しい二方をしたのに対

十五銃麗︶でも五十隼度を下目る

は一・五簸の七千九額二十三人と

の六千二酉六十六人︑五十六年展

十六人︑五十三無闇は︸︒一八脇

瓢＝凹一＝＝冊＝

この細入取扱いの大半︵ムニ・三

輸八取扱い局ぱ懲薙度の

・△二倍の千五酉五十〜懸円へ七

九︒九％を占め︑前幾度に比べ〜

前年度の一・七侶の三千八薫八十

は着実に推移

技術者増員

︵岡一・九〇癌︶︑建設爽︵岡〜

黛度比一︒四八倍︶︑燕船造機衆

○〜倍の五午四蔚六ナ九億円と︑

ま二天闇は減少しているが︑箕十

な指標となる受注残高をみると過

・七五簸の千九蔭十八億阿・四・

簿円にとどまり︑商裡の原子力閲

︵麟六度比一・四三倍︶で︑これ

る︒また︑収支バランスについて
は︑支出高がゴ〜千六蕩九十二働一門

で瀧年に比べ十三鱒三吉加してい

となっている赤字が二百七十九懸

るため嶺年度も原子力麓業の特籔

円計上されている︒

納入鑑別売上醐では売上鵬の構
成比の諾い霞気嚢業への売上へ千
八首八十一懸円︑構成比五五︒一

％︶︑メーカーへの売上へ六百九
十六萎黄︑同二〇・四％︶が前開
度に比べ○︒九二億︑○・八九倍
で澗蕎で二蕎丑幸二催青も減少︑
さらに公私立大学︒病院︑地方公

共機関等への売上高も三蹟慶の0
︒六九管︵九十ヒ億円︑同二・九
％︶と減少している︒反対に政府
への売上高︵六薦八二円︑同一七

・八％︶は丁三五億となり︑颪
五十八惚円と懸斯している︒輸出

についても少額ながら前知腱に
比へ十二億臼増の菅三＋一億円
︵前二度比一二〇管︶となった︒
業懸別では︑売上高の上位三門
櫨︵全体の七笠％︶の電気機器製
造災︑建設業︑遺書造機業ともそ

設諭爾の運鷲傾商から拷え闘な冤

すなわち鉱写Xの支出冤込みは

業豊艶計て前隼度より薦三γ六突
円の減少となっているほか︑売七
織構成比が灘〜一〇％の業樋でも

万ナニ隼農が峯餐展蒙蟹の○・九 り︑ほほ溢実に増鐵されている︒

毎奪〜舗駈度の主脚を計画してお

一奪蔑の一・〇九臨の五千七譲六

込み蔦となハ︑ているものの酌鳳講

に対処して︑爺十二年腰には五十

糞の鉱で爽の見込みか五難癖︵五

・九八儲︑○・八八傭と減少し薫

調費では毎圓一葬後︑二焦後︑

電力︑設備投
資に積極姿勢

雄蝶後の支出謡込みと従鱗喜平込

将量見逓し

倦︶︑鉄鋼業︵同○・八O優︶が

れぞれ角葺度比で○・九八倍︑Q
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第三項関係︶

いて︑総理総噸で定める技術上の

うち政令で定めるものの性能につ

いて総理大艶が毎年〜回行う定期

蔓嘩に適禽しているかどうかにつ

ればならない︒︵第四ナ四鎚のこ

第二︑再処理施設の鰯雲潮検査
等の制塵の新設

に大きな影響が出ることが予想さ

⁝新 版一

俊一

︵四︶再処理施設の位齪︑構造
および設備が使周済み燃料︑使用

これらによって汚染された物によ

れる︒ただプルトニウム貯蔵に淫

Rlレビュー

済み燃料から分離された物または

三使用計画

︵第四＋六条の一三係︶

検査を受けなければならない︒

萬処理纂業蕎は︑総理冊令で定

⁝使用麟検竃
懇業を行う揚合の動燃と原研を

めるところにより︑再処理施設の

あること︒︵第四十四条の二第︸

禽む︒以下岡じ︶は︑蔦処理施設

使用謝画を作成し︑総理大窪に届

る災憲の防止に魏魏がないもので

の三選と姓能について総理大艶の

︵一︶再処理襲業蕎︵再処理の

三総理大麗は︑一の承認の串

検蕉を受け︑禽格後でなければ︑再

項関係︶

︵四︶の菱雌に適舎していなけれ

請があった場＆には︑勢揃がこ

六条の四惑乱︶

け出なければならない︒︵第四十

再処理の離業の指定筈の新設に

第竃︑その他

司と層出︑異業開始等の届出︑炉

伴い︑指定の欠格条項︑変璽の許

格とする︒

法に従って行われていること︒

①工恥が認司を受けた貴著と方

設が次に適倉しているときは︑倉

︵二︶前震の検査で︑再処理施

処理施設を使用してはならない︒

四条の二第二項蘭係︶

ば承認してはならない︒︵第四や

四総理大艶は︑㎜の指定また
は承認をする場台︑予め二の照準
のうち︵︸︶と︵二︶の墓蘇並び
に︵三︶の麗夢︵経理醗三品部分

れさせる一1などからなり︑プル

鋤講藩糊鞠晦麟l！l灘1臨翻磁議錨
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一襲の健全艦／玉藍期門中験査／冷却材の漏由橘検出／麹

家はもとより︐〜生にも理解できるよつに解説

軽水型原題炉を1対象に︑原f炉安全工翠全般を専門

A5判／2200円

B本原了力研先駈 替宇

進編勲
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野のものを加え全面改訂し︑収録語数を約鼎蕊︑○○○
冶として人輪強勇させたもの︒原子力贋語の解説︑原
イ・刀略写と認nラ表︑英秘二二集引の二部かりなるわが

瞭イカ薦語研究会編

化学）

試験問題の傾向と角了答の硬六（堀

英次

ザ「阪井

ヘリオトロン型核融合炉の開発現杁
京都メゴ 宇円光冶・飯吉厚久

L体原∫力研元
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放射線医∫総合石1ぎ

小山内」1ジ、

原∫力船オ／ト一一ン写乗船の印象

財棚・∫力船開発1喋田

柴田

，】諸1》人∫

トリウムの臨界失験を1｝｝錬台

再学理民営牝に全力
︵〜︶再処理施設が平和二黒以

法案︑定検など義務づけ
政府は十臼の閣議で門核原料物質︑核燃料物質および原峯炉の規剃に関する法径︵原子炉等規制

︵二︶指定によって原子力開発

施設の解体等に関し︑駈要の規憲

塞︑稲続︑指定の取消し︑再処理

外に利用される恐れがないこと︒

②豪勇が総理爾令で定める技術

法︶の一部を改正する旧徳案﹂を了承︑今国金に提出することを決めた︒同改正法案は︑動力炉・核

上の塁準に適命ずるものであるこ

燃料聡発議業団と臼本原子力研究所以外の管が再処理鵠業を行うことを禁じている礪行法を改め︑臨

に攣る︶の適照については原子力

および第近＋条の二関係︶

四︑第四＋六条の蕊︑覧︑六︑七

の整備を行う︒︵第四＋四条の三︑

委黄鼓︑︵蕊︶の垂準︵技術的能

二定期検益

恐れがないこと︒

力部分に限る︶と︵四︶の基墜の

再処理瑠業蓄は︑再処理麓設の

︵第四十六条⁝関係︶

適用については原子力安全委員食

トニウムや高濃墨ウランの照襲転

を協定に髄りこむよう米国が要求

しては同法に沿って﹁瓢前協議﹂

わが團は田※原子力協定に基づ

用防比もねらっている︒

購前協議鮒尾のなかったEC諸国
︵王AEA︶の保醤蝦齪を受け入

と︒

︵三︶手業を的確に遂行するに

の懸冤を聴き︑これを尊臆しなけ

糧券の計懸崖遂行に隻瞳を及ぼす

理の覇業を行おうとする巻は総理

罵る技術的能力と経理的墓礎があ

に法的根拠を与えるもの︒

第一︑再処理鶏業の指定等に閲

ところで︑第二罵処理工場の建

ること︒

力会祉を中心とする民間の再処理騰菜化を認めようとするもので︑民間が得う第二爾処理工場の還輔

子力華瓜法等一部改正法案ととも

設謙圃牽備を逓めている濃縮・再

直接的影響なさそう
N米核防法可決の波紋
れるとみて対応を急ぐ田圃であ

え︑今回は原子力論象の発端と

能谷太三郎科学技衙庁擬官は十

を条件に受

最近の半導体検出器をめぐる議題

核融合棚ラヒ開発の近イ1亡 日4源∫綿綿吹 山州＼ 賢
トカマク研究の巡歩と展塾日本腺畢力研死町 ル．i l堅覇
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放射線のモユタリンク（2）

勝

故策不＋〆畢1焼8ザr伊藤

蒋処理民欝化を可能にする原子

国会に核拡敵防止条約に募つく保

大臣の指定を︑動燃または原研が

動燃と原研以外の蓄で再処

三幅躍協定絡みの改正とだき舎わ
処理準備会は︑電力と関係会社な
再処理の袈叢を行う場盆は再処理

一

する規定の新設︒

せて提出されたが︑審議日程上︑
どで構成する再処理懇談翁で今後
施設の設置について総理大毘の承

に審議動同が庄醤されている︒

協定批准期限の追っていた門保障
のあり方を中心に検討を惣いでお

認を︑受けなければならない︒

炉等規制法一部改正法案は前通常

搭謡曲を優先審議︑﹁再処理﹂は
り︑五月の今会期宋までに法撚が

来議蕪で一九七七薙核拡散防止

になったいきささつがあ

︵第四十四条第一項︑第葱項関係︶

流産

成心すれば︑設立進備委員書を設

してくることが予想されることか

る︒こうしたことから繊細孟紘の

同法鐙は①累国製核燃料を他麟

る︒

ら︑わが圓としてもそのための藁
て︑科学技術庁筋では︑当面わが

法璽が可決されたことに関適し

に受けているため︑大きな影響は

二総理大臣は︑一の串諸があ

き実質的に同広並みの規制をすで

った鵬禽︑串謂が次の︵一︶から

る︒

簡が必要になるものとみられてい

け︑麗係各方胸との調整を行い︑

は︑協定に星き塾前協議を昨艶麗

なさそうという︒再処耀に関して

脳内をメドに会社設立にこぎつけ

が醇処理するには出離の購前岡慧

第二再処理工場計圃の纏れを懸念

を必要とする②米田からの核趣料

する蒔も強まっており︑政府は法

国の原子力利用計画に霞接影響す

供給にあたっては凶際原子力機関

︵四︶までの丹塗に適慰している

も予想さ

ることはないものとみているが︑

佐世保港修理
今後新たな

ませたわが麟とは逆に︑これまで

と認めるときでなければ︑指定を

締めつけ
してはならない︒

たい愈陶︒

要綱はおよそ次のとおり︒

原子炉等規鰯法一部敬正法纂の

案成宣に全力を注ぐ構え︒今期会
では︑継続審査扱いの原脚力安金
甲員会の新設などを内容とする原

の違いをこえた短策を襖虫︑する︒

もいうべき原畢炉の工学的蜜全性

で協力要請へ
後の開発の方向を明らかにする︒

さらにパネル討論﹁原子力論争

五田の衆院予算委員金で︑原子力
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へ協力を要讃したが︑佐世保帯が

核抜き

政府要請通り受け入れの考えなの

に対し梨は

入れを表明するなど︑地元議会の

縣向は並行線のまま︒この点で政

飛はすでに運絡を受けているが︑

この欝熊谷長醤は門これが正式厩
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あらためて要講︑協力を求めてい

の構勢もみながらできるだけ早く

式見解だとつけ加えた︒

きたい扁と述べ︑これは政騰の公
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鑑に米︑ソ︑仏︑日難事門寂が現

に槌田勘気大工学部助敦授︑都串

1野ζ陣｝層

@

て一では柴照駿一東大教授を醸侵

う方醐でできるだけ翠く︑あらた

産・調査部企醐窯まで︒

3弓賂良︵木﹀

5「厚子力論争一輝苧炉の工攣的安全性をめくってノ

@謹
ﾆ
図

際パネル﹁原子力開設のパブリッ

めて長崎県︑佐世保市に協力を要

月 15 窺 ︵京︶

@黙劇ハ宇ル溺翻

鑓躍皿

ク・アクセプタンスへの擬講一で

と題し特別講演する︒

東大教授が﹁歴史における科学と

m『璽量；讐＿コ

荢ｴ

等について愈麗交換し︑技術開発

社会

k田際ハ零ル舘論〕

@諾

状の計圃︑経済性︑実用化の時娚

いが原子力に対する国民的画意を

授が出鷹︒専門象の愈兇のくい澄

第11回原産年次大会

廻るうえでネックとなっている現

に関する小著武購氏︵撰社︶の質

る政理︑経済︑国民腰迎への影響

化︑原発計画のスローダウンによ

状から︑前園大会で試みた賛成︑

疑に応え︑佐世保慈での修理とい
システムの現状と課題﹂では軽水

が懸念されることから改めてパブ

反対が同席しての意見交換をふま

餐会では河本通麓網の所感をそれ

炉システムについて内外の技術進

リック︒アクセプタンスの冤地か

ぞれ予定︑午餐会では木村尚三郎
的展廼漏の蕉点は核拡散防止政策

歩をレどユーするとともに稼働率

ら凍子力開発の間題を提起︑国構

泰正粟大工学部教授︑能沢正雄田

田本原子力産榮象議は来たる三

子力開発の荊途に大きな波紋をな

と猿峯力醐髭のあり方︒世界の原

の向上︑安金性︑ウラン濃縮︑再

図工学安金部簾︑服部学立大助教

層十四〜＋六顕の一⁝三曲︑東察・

げかけている薄処理︑プルトニウ

処理︑廃棄物薇理などについて今

な開発への批判が世界的に裂離

内幸町のイイノホールで第十〜墜

ム利用の無期延期を中心とした来

は︑鍛近原予カエネルギーの憩速

原産黛次大会を開くが︑このほど

圏の新原聴力政簾について︑この

@イラ／にわける厨f力凹凹と生際協

匿菊核融合炉開発の現状

囲

さらに第三セッション﹁軽水炉

同大会の滲加登録を蘭糊した︒

@〔発表〕

講ずる蕎えだと語った︒

大会では﹁原子力開発利用の調

萩脩勢にどう対応していくべきか

y「原子力開鑓の腰際的展翌」

参加礁込み︑詳細間倉わせは原

和ある発展のために﹂を墓調テー

ひ、巳

翻墜

醤

上の問題点と解廻方節浮き彫り︒

@〔［1」鶏口イノレ轟矯〕

原爆力先進國︑途上国︑資源供給

携
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マに︑多様化する総懸偶脚下の憲

を発嶽︑ひきつづいてパネル討論

国各国の代蓑がその基本的考え方

に移り︑康峯力薩業の健全な発展

国の原子力開発と展望︑技術開発
の現状︑安金闇題などについて内

のための新たな国際蔓性組みのあ

遷
x葉…百22。一i目G＞
3

添鋤
@〔ハ眉レ

食1
（昼

鼈鼈鼈黶 @

を中心に﹁圏際展鰻﹂門軽水炉シ

3 月 14 B ︵人﹀

ヂィラ〆

アクセプタ／スへの提霧」
4「迷子力のハプリノク
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@

興馬化の展盟」
2「萬速増殖炉関発

外の状況をレビュ⁝︒パネル討論

京た︑第ニセッション・出際

（交

珂リ
D

@

鉄改
新関
@日本の趣∫力聞発と岡郷r1題

エアマト
A
@力の考ゐゐ

！置一ノ
@紳f力闘発と貸憩世軽」IFiの没溺
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@承国の際1回飲策〔仮題）

一一
一一一一一
食｝
o憂

一一一一一一一

一
〆
A
tラ〆スの婚∫力開発と国冊1畠力

エクル／ト
〜
﨟逞ﾍ発屯の展吋1と田砕擢勢

ウマルスキー
C
発電と核不立L散
ｴfノ

り方などを明らかにしていく︒

稀第

ｴ諄全∫乏

、〜表明

鐸p
無脅ま、
瞬唇
P㌧ひi力委呉双

ステム﹂﹁原平力論争﹂など緊急

諌題について多彩なプログラムを

パネル討論門鵬速憩殖炉⁝実用化

に原型炉が運転︑建設中で︑脚本

の展望﹂では︑養親やソ連ですで

でも実験炉﹁常陽﹂が順調に運転

らかにしていく︒

国際笛蟄かな第一セッション国

人会麟備委員長抵拶

書1斥

薩ヒ沢且1雄
槌臼i助、郡甲奉ll
@

組み込み︑総合対策のあり方を明

際パネル認論門原等力開発の国際

第巨回療産年次大会仮プログラム

購饒料1隼分蘭金4500円

1部lOO円r送料共）

聞

業
産

力

原

米上院無籍

︐黙盤羅 選釜心

ンは剃限

︸フ

羅熈重岡
下する︒同公社はウラン供給蓄
と購入蕎の三蓄で決められた料

決める③大統領は核拡散防止政策

金に基づき︑ウランの割り当てを

を守る諸国に対し︑二〇％以下の

用︑モニタリング機器などの剥用
るものの兵器への転周を適蒔に検

きる特殊核物質またはそれに類す

する舗激の塞施︑である②※国は

知すること︑また︑兵器転用に対

に限り︑一国五穏鰯ノ年とする︑

撮障措置システムの強化のため

などである︒

関係諸国と︑核物質や原子力機器

嚴を決記する︑などである︒

の転用︑盗難などに対する制裁搭

条約︶に遠反した国および核物質

①IAEAを強化し︑傑聯措置
閲係あるいはNPT︵核拡散防止

の主な型置は次の通り︒

を徹底させる︒そのため︑来国は
技術的財政的に援助を行う︒轟体
的愛着としては︑核奨器に漫罵で

質源︑生産︑需要﹂と題する共同

ラ

的

く一
﹁

獅3805掘0⑳000
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一九八五年には七万一千〜八万八

千ナ︑一九九〇年には十万二千〜

ﾇ四午〜二十三万四千誘︑二〇

十五万六千鏑︑一九九五年には十

〇〇年には十七万八千沖〜三十三

今回の調董では世界的にメート

万八千ジと予想されている︒

ル法に移行しつつある現状から︑

たり﹂で表示されている︒また︑

ウランそのものの値上りにより︑

蕪懸

計・建；設を行なっておりますと

示されている︒

八十〜璽二十が／詩壕Uの蟷で表

憎赫

戯
面

@

ノ

尽

ハ

お

撫

無

・翻

丁蜘繊・

に︑＋五〜三＋が／麟U308を 諭灘︐灘︑懸総懸湘欝・灘

十五がから謎惇U当たり八十が

従来の調査蟷を睡U308当たり

子力発電所の放射性廃棄物

報告書を発表した︒同報簿諮によ

功しやすい③自力的な国際協力機

先にした原子カプラントの設

ウラン麟の供給を撮証するため︑

pアルセノヂノ

ぼ三万三千鏑となった︒秩序ある

た︒こうして実現したのがENE後は︑ウランの埋蔵羅に左右され

構が適切である一という結論が

使用済核燃料再二三工場、原

ると︑八十が／菌望U︵三十謎／

世

界

峰U308︶以下で採掘可能な世 ウ
五万ナで︑前回の一九七五鎌一月

界のウラン確認埋藏蟹は約函六十

一日現在の発表より約四十八万ナ

蔵騒は今後二十一年間の一九九八

の贈糖を示している︒この確認埋

年までの世界の原子力発電所のウ

ラン需要腿をまかなえる騒であ

の報告番に墓いて①共同蜜業とし

経済成長を進めるため経済に刺激

Aで︑二十年前の一九五八年二月 よう︒またウランの年間蕪嚢蟹は

的な共同薯業を確立したからであ

いまでも有効だと考えている︒

ない、安全と環境保全を最優

本法律成立後六か月以内に必要な
国国を提出する④非核兵器国の全

工鵬を新設せず︑また︑既存の施

る︒これは世界の原争力発飽計厩

能な確認埋蔵蟹は五十四万三千ナ

開発を進めるべきとした︒だがそ

て灘縮ウラン工場︑翼処理工場︑

をあたえ安定が図られれば︑一九

高で経済性がない③各国とも自国

一環としてユーラトムが設立され 実現しなかった︒原子力船︑超高

る︒一九五六年二月二十・九目門設立

子力分野においても求められ、

下院も全面的に受入れる
﹁一九七七年核拡散防止法案﹂を八十八対三の圧倒的多数で可決した︒また九日に

認を必要とする︑などとなってい

設は国際蟹運・賓察下に置く一

四

の伸びが各種のプレッシャーのた
め前回予想された︸九八五年

億七千七暫万KW〜五四三千万K
Wが二億七千七函万KW〜三億六

いる折柄︑国際協力の戦累を展望

の実施は①三野交換が行われてい

重水工場建設の三研究開発グルー

の将来の沈静を展盟しておく必要

しなければならない時期にN鼠A は原子力発電コストははるかに割

八五銀までに九万ナの生産能力を

たことでも閣白だ︒またエネルギ

爾処理工堀ユ二二ケミック︑ハル

た︒OEECのワク内での原子力
速炉の共岡津業も放棄された︒初

された原柔膚特別委員会は共同禦

原子力産業の発展に貢献する

高濃縮ウ
米上院は七渥︑
は下院も上院で可決した周法案を全面的に受け入れることを淡定した︒このため︑上下両院は協議会

的子力活動に対してIAEAの保
障措置をかける⑤核燃料供給保証
は核不拡散政策を順守する国のた

を開くことなく同法案を議会承認案としてカータ⁝大統領に送り署名を待つのみとなった︒下院では
ほぼ同じ内容の法案を九月二十八日可決している︒同法案が成立すれば大統領が囲指している核拡散

めであり︑以下の襲項lIAE

る︒

は高峯縮ウラン岡周の代替案︑使

八十〜百三十賦／詩螺U︵三十 であり︑酉三十が／詩思U以下の

れたことにもよる︒

確認埋蔵量の合誹は二巴十九万一
力機関︵IAEA︶は﹁ウランー
〜＋曾孫九千万KWに下方修正さ 〜簸十勝／曜U308︶で採掘可

経済協力開発舌苔の原子力機関

天百万KWに・二〇〇星聴二
︵OECD−NEA︶と国際
原〜
子二＋四濾八千万KWが＋億
＋億

防止政策の製付けができるわけで︑今後︑再処理・高濃縮ウランをはじめとする原子力輸出に制限が

ものは①米国が輸出したすべての

蟹理下に置かれない濃縮・爾処理

Aの保障描置を受けており︑国際

核拡散防止法案の賢的は︑原子
核燃料の葛処理は︑※国の壌前承

加わってくるものとみられている︒

力の平和利馬のためのすべての国

大統領は画ちに全原子力関係輸入

︵IAEA︶の保瞳措置の下には
置特殊物質︑原毛核物質および副

用済み燃料の取扱いおよび保障描

①原子力規舗委員会︵NRC︶ 国と︑プルトニウム単体分離また

措躍は次の通り︒

産物に対し輸巖認司の擢隈を持つ

置の再評価をする︒特殊核物質の

べての核燃料を国際原子刀機関

が守られる場合のみ保証される⑥

認を必婆とする②米国からの核燃

を

ウラン供給に関する米国の主な

のエネルギー翻要に応じ︑核物質

体翻

︒機器・技術の輸入のため国際協 料供給条件として非核保有国はす
力による一団効果ある

く③プルトニウム︑ウラン鵬また
②世界のウラン霜要に慮えるため

確立することであり︑米国が核物

質︑施設︑原子力技術の輸出 を

輸出にあっては︑実験用︑医療
国際 核 燃 科 公 社 ︵ I N F A ︶ を 設

と総計で四百二十八万六千六百ナ

午ジ︑推定遠加埋蔵騒と倉わせる

もつ︒それは闘際的な観点から取

ないので東諸的に際際協力ができ

プの設立②核燃料国際管理の設定

業︑安全性コントロール︑法則の

ったが︑原子力が重大な段階にさ ネルギー政策を実施してゆかなけ

上げられなければならない︒NE を検討することは荷憲義だ︒ま

琵後には

使用開始に比較してその面謁性を

れば生き延びることはできないだ

Aの歴史は一九五八隼に始まる た︑原子力エネルギーが石獣いな

ない②アルマン報告は

採択④常設機関の設定1を定め 膏することが可能である︒それ以

③欧州戚丙原子力貿易翌週措麗の

嬢写する要請に応えてきた︒この

機関︵NEA︶創立二十周年を記しかかっている時期だけに︑核兵

ろう︒この要謂は一九七芝〜七四

く必要だということが明白に認め

トを下回るとしているが︑実際に

康子力発煙コストは火力発電コス

境への影響をも考慮しなければな

器とエネルギー源を保有している

庫のエネルギー勉機後︑節約と代

が︑国際協力による大士進歩の墜

のための制約の早雪を開確に限定

られ︑環境を保護し︑核拡散防止

ウランの生産羅は一九七七隼は

となった︒

念し︑﹃原子力国際協力の戯果と
国の核兵器拡散防止に重点をおく

替エネルギー開発のため共岡行動

緒たった︒籾期には技徳の普及が

調整︑教育協力の四項圏を検討し

展望﹄をテーマとするシンポジウ
主張と︑エネルギー源として原子

ルギー機関︵王鼠A︶が設立され 世界平租への質鰍と認められた︒

をとる必璽が認められ︑国際エネ

約一二万ナに近ずき︑生産能力はほ

ムを開いた︒同シンポジウムでは

安定供給に重点をおく兇解とが対

力に依存しなければならない国の

⁝に お け る O E C D の 弱 体 性 を 緩
力と知識を隻結するため必要だっ

大視槙な国際開発計画が各国の労

た︒また︑住民によるパブリック

ピエール・ユエNEA初代蔦務事業への出資を渋った④僑報供給

デン炉とドラゴン炉である︒濃縮

を輸入に依存している②消費蹴の

協力には来患も潤極的で遅々とし

一九七七年二万ヨ千少であったが

立していることが萌臼に感じられ

は麗事忌用を促進すると認めら

ウラン工場は米国が供給を約榮し

︷臼発足した︒共同窮業としては

局長の認念講趨魏一九五三鋸＋二

たので︑また麗水工場は工業化技

の研究開発には出資するが︑共岡

月十四田の欧州経済協力機纏︵0 れ︑政治的に霧島協力が成立たな

術で三門の一致をみなかったので

があろう︒

◇

?年記繋累雌を開催

にわたり概賂を紹介する︒

シンポジウム出席蓄は湘盟二十
四か国が指名した代蓑︑国際原子

力機関 ︵ I A E A ︶ エ ク ルンド薯
務総長︑フォーラム︑欧州宇函開

なかった︒この間︑欧州共岡体の

四分の三を石炭に飯存している一

州がエネルギー消費騒の六分の一

罵￡C︶事務総畏の報告欝は①欧 い一という障警にぶつかって進ま

た︒だが︑原子力エネルギーはこ

とし核分裂エネルギーは一切触れ

﹁国際協力には政治的推進力が必要扁
和するためには原子力の拡大が主

こ数雪間に実験・デモンストレー

EA執行委員会のボ・アレー ル 議

発機関の代表など約藷五＋名︒N

長︵スウェ1デンのアトムエネルー ・アクセプタンスが優先的な課題

ションの段鷲から技徳︑行政手続

代嬰務局長としての経験から駕N

要かつ不可欠の要素と広く認めら

鷺Aの婿来については①国際協力 従稟の﹁峰当たり﹂から﹁詩鰯当

れた︒だが原潔癖エネルギーの大

て進まなかったのである︒

で︑この面でも情報の交換などで

ていなかった︒その翌年の閣療網

圏際協力拡大の必要性が強調され

き︑唐尺上の課題がからむ叢雑な

テーマについて講演・質議応箸と

規模展開は技術的および政治的課

EC︵欧州共同体︶と※国の消 には政治的な推進力が必要である
ス国鉄総裁一後にユーラトム議 極的態度にもかかわらず︑OEE②応罵技術よりも科学技術の基礎

栗をあげてきた︒環境面からはク

月︶は︑原子力を人類による火の

棄物処理システムの掛1発を行

1，2866

〔｝1

「5面）

2，19正

3437

嚢会ではルイ・アルマン︵フラン

妨げている課題の性格はきわめ

エネルギーと耀境問題を禽舎的に

リーン・エネルギーだ︒NEAは アルマン報告轡︵一九五五隼五

してきました。それら技粥は原

78

段階に移行した︒技術の工業化は

て特殊な意味禽いをもつ︒放射性

開発においても各種放射性廃

2014

4号

4881

L6肇73

誕

合

o

5〔｝

28

o

ど8

1｛〕9…

21）9

………馳………

S夏

ト

887

アルジェリア

Q4

ノ

他

の

そ

P78
298

大視模な環境︑社会︑安全上の諜

が設立されたのはいくつかの藁体

C内に欧州康子力機関︵ENEA研
︶究開発の方が共同覇業として成

の開会の辞月現在の経済構造と政

廃棄物の課題は数午年にわたる凝

豊．富な経験とノウハウを蕃慰

418

5三

・ラ・ス

シンポジウムにおけるOECD
題を握起する︒それを解決するた

シン ポ ジ ウ ム は O E C Dのバン
薯務総畏とNEA事覇局長の講演め原峯力政策は︑政府の巖高レベ

ルギー政策を作成するよう依託し

畏︶を長とする委員会に欧測エネ

締めくくる方式をとった︒

ギーはいままでのところ稜極的成

題を握趨している︒原子力エネル
の概要は次の通り︒

ルで取上げられなければならな

レネップ蟹務総長の開会の辞で始

・ユエ継代薯務欝欝︵フランス参

の窮態が起る前に時機を逸するこ

治体制は予想される石癌資源澗渇

められ︑続いてNEAのピエール バンレネップOECD璽務総画
い︒原子力エネルギーの発展を

薯院審議窟︶が二十銀間の歴史を

た︒

回顧する記念講演を行った︒シン

を残しています』日揮は技術

5丸5

ハ7

29 8

148

TEL東京2フ9−5441（火代表｝〒100

ラントの設計・建設を手がけ

959

37

イ

16〔｝

ニノエール1

エネルギー蘭と核防戦の関係が大

た︒同年七月十八日︑特勝委員会

はウラン麟の禽愚計二〇％以上の

16〔｝

強講︑繰戸について犯した過まち

濃縮ウランの輸出は来国の病前承

0

翫味で︑ことに核燃籾サイクル評

コントロ⁝ルする実質的権限を持

圭82

を繰返すことなく欧州のワク内で
価計圃︵INFC猛︶が進展して

つことにある︒その主な樫となる

29b

三5

らない︒プルトニウムは軍纂的に

となく蔭ちに新しいエネルギー技

7

正67

も使用できるので政冶的な嵩みを

ポジウムは記念行事なので各国代

289
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術を全巖動員し︑長期の健全なエ

︻パリ松本駐在艮︼パリの経済

OECD・NE：A−lAE：Aが発表

きくとりあげられた︒以下︑二團

は二月一日︑二日の両日︑原子力

表の激しい応酬という形ではなか
協力開 発 機 構 ︵ O E C D ︶本部で

確認資源48万㌧増に

ギー社長︶を議長に五つのサブ・

㊤

た︒

20

いう形で議事を進め︑円卓会議で

N∈：A

蕪

世界のウラン埋蔵量

1，696

国

南アフリカ

〜一

総合エンジニアリング会社日揮

使用済核燃料再処理施設主工場

OE：CD

（2）

第9筆3号
（第三樋郵便物認可）
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アカデミック

なシン

料サイクルの自立は壌実上不可能

み燃料の賠蔵はむしろ核拡散防距上種険だ一1などの悪晃が続出︑従来の

料貯蔵設備⁝一の五点を指摘︒

ポジウムとは趣を異にしたものとなった︒
シンポジウムではまず村田浩氏
になりかねない﹂と撮摘︑二藍的

蟄があると閤題握起した︒

意愚に基づき対応を簸極化する必

﹁とくに国際核燃料銀行と国際便

面期聞申に導体化を麟り︑残る撒

用済み燃料貯戴施設については評

ついて﹁現在世界の使用済み燃料

電︶もこれを支持し︑

露などの買い付け商談を納める計

各地を訪間︑工作機械や原子力機

週間にわたりグループ編成で米国

係機器も当然その対象となるが︑

査に嶺たることになる︒原子力関

対象に︑対日輸入の司能性など調

ような形にはならないだろうし︑

しかし︑原子炉一摺輸入といった

とくに璽電機器関係では日立製

画だ︒

一部部贔の調違が焦点になろう﹂

と関係筋では述べており︑現在︑

二要露

工業三社から代表が参記してお

作所︑稟京芝浦蒸気および

が急がれている︒

ﾉ慶原子炉研修部門研修スケジ

トープ・原子炉研修所の昭和五十

躍本原子力研究所ラジオアイソ

原研・研修所

原子炉砺修の年
間計画固まる

計画諜まで︒

みなど詳細問合せはいずれも原塵

する会議﹂も關催する︒参潴申込

凹エネルギー政策と電力計画に関

ら十九鼠まで※国アトランタで︑

また︑同AIFは四月十六Bか

子炉の許認司と蜜金性﹂を開く︒

エックスで︑ワークショップ門原

は四月四臼から七日まで米国フェ

※国原子力薩叢会議︵A王F︶

原子炉許認可
などで討論会

詰め

機器業界でそのための対象品胞の
かわが国から第三圏へのプラント

り︑原子力機器などの対雛輸入ぽ

輸繊に購う来圃製品組込みの可能
性などを探る︒ただ原子力閲係機

助成もあって国麗化を推進︑瞬本

器については︑通産織指灘による

ートしたばかりで︑このためミッ

型軽水鱒開発へ標野化計癬もスタ

ション派米が決まり懸子力闘霞機
器が対象に愈翻れることになった
際も﹁今さら：﹂

え︑大雛の入手は群論なため核拡

ら反発が強かっただけに︑どの程

・と業界か
混融︑罵処理︑廃弄物対策を強化

解﹂としながらも﹁ウラン資源︑

﹁ミッションは翼翼機羅一般を

魔の成約が見込めるか一︒

的にトリウム燃繕の利隔は二十一

するとともに縫帯臼本独自のウラ

散防止上袴利としながらも﹁技術

世繕以降になろう偏と指摘︒ま

ン濃鼠施設に地域センター的色彩

借み燃料を長期に炉外で茜横する

方が核拡散防止上危険だ﹂と述

た︑原子力のパブリック・アクセ

防止は非常に園難で︑むしろ髄用

べ︑原子炉申で傑篇︵燃焼︶して

をもたせたり︑再処理旛設を厳璽
な瞬際鵬理下に置くことも湾えら

プタンスについで講賦した今井隆
吉氏︵瞭電︶は︑パブリックアク

おくのが巖も僚隔月鷹上安全な方
法だろう︑と指摘︑核拡散防止上

散方笈を更体的に捉承していく時

発勉国としてわが瞳独翻の核不拡

れる﹂と指樋︑世界第三の原子力

の受け入れとエネルギー政策上の

セプタンスを地域での原子力施設

プルトニウム利用の位澱づけにつ

もできるだけプルトニウムの炉応

に繰り返し利宣しつつ高遼炉に備

期にきている︑と述べた︒

保葡躍を少くするよう熱中性子炉

相孝の雫張を燃理解扁することと︑

いての国際禽葱の二種煩に区別︑

また︑※隣のプルトニウム測用

えるのが望乱しい︑と強調しだ︒

月宋突施されるのにあわせ門欝封

は放射線鍛扱脱侵書窓験が欝駕八

破のために︑臓本原子力産綱金議

学力をもてば誰でも憂講でき︑主

経験を問わす理科系轟校卒二尊の

行うもの︒国財線取扱の経験︑朱

カリキュラム編成で講義と実謬を

四十名限りQ受講希蜷蓄は二月十

も受ける場台は四万五千円︒先魑

演醤がびっしり︑二臼は実習︒

術庁撮当官各講師陣による講義と

撫

︐

葦㎜岡撚

＝

鱒㌧

彌羅

咽

零

雛

膿

︵原子力委員︶が﹁核燃料サイク

ル確立の展望﹂と題して特別講
演︒動燃揖処理施設をめぐって行

これに灼し天沼本塗︵動燃︶は
﹁プルトニウムの利周計画﹂と題

して行った講蔽のなかで︑プルト

中には約九十ナのプルトニウムが

研修各課程の鎌間計醐は罰表の

ュールがこのほど闘まった・

趨りで︑実施の都度薄簗される︒

繭込み︑詳細聞台わせは茨城県・

八一ご⁝五六六七︶まで︒

璽海村の同研膨所︵纒語〇二残二

琵お知らせ具

三月一日は創立認念賦にあたり

ますので︾務局業務は休ませてい

臼塞療子力塵藥会議

ただきます︒ご了承下さいQ

データ管理部長︑山口武蜷放賑研

任研究員︑石漂鰹秀分析センター

線漂取扱技術講習賢君を開いてい

任蓄試験の台格率も高いと好評を

葱日までに原産・業務課︵電話五

フェンスセンサー／ガラスセンサー／総合警報欄細システム

團詳細癒料・図面等で入用の場食は下記へご運絡下さい。

想については評緬後引き続き国際

だ﹂と指摘した︒

的作業を続けたいとの意陶のよう

について門各国の政策を拘束しな

三月二日から同十七日まで来腰を

た◎

訪問︑調鍛に顧たることになっ

の鶏二士商交渉妥結に際し派米が

湾蔵薫井物魔社長を繊艮とずる各

て参加の便はさらに高まった︒実

習は従束通り︑水戸箭の茨城総台

二十二圓園の今回は三月ご十七

織等職業訓練校康子力科で行う︒

線源技術習繹まで広範にわたり︑

れ初歩から第二揮資格となる密封

理学部助教授︑粟糠隆男原研副主

日開講︑四月一日まで猿沢進立大

憂験シーズン到来−⁝る原子力

るが︑今年も来たる三月二十七日

座Qこれまでは混濁東海村で実施

得ている本格的な捜術蕎鰻成講

正康研RI薯業部長および科学技

生物研究部第一研究驚畏︑機本茂

から四月二日まで七難問︑細江・

五︶まで︒

九一−六一一一一︑五〇一一一〇六

参加糠は講義のみ三万円︑実習

港曝新橋の原甦余議箋で開くこと

に移すことになり︑受講生にとつ
本心三会は放射線取扱のあれこ

になり︑受講生を募集中︒

してきたが︑今回から金場を菓懲

羅い愛4となりそう︒長き懸案 童として基礎科圏に璽点を躍いた

雲量技術福にとって今年もまた︑

受講生を募集中

業騨臼蓋ら七十五入で繊誠︑約二

I

われだ糧米交渉の総総をレビュー

議が続けられている屡際核燃料サ

いとの前提で進められているもの

福島一号が戦列復帰

号と三五日定横を終えた美浜三号

に入り一日から赫原二号と融融︑

および伊方の穴機となった︒二月

四陽から鵬擬︑十四日から美浜二
母の四機が舵検入りし︑竃検がつ
づいている禍畠ご霧︑浜岡︑藁蓑

一号︑興浜菖領鰯機の禽計八機
が運転鰻止となったため︒とくに

j，II謹「講
1リ

I

陶

口

したあと︑凋在︑麟際レベルで論

て︑来国が翼体的に検討している

強姦されており︑これが二〇〇〇

イクル評価︵1NFC獄︶につい 同氏はさらにXNFC泡の繕論ニウムと核拡散防止問題の関係に
構想として①国際核熱演銀行②国
の現実には⁝薗開協定により規定
年には千鏑へと髄大する︒国守的
露量を疑うなら︑そこからの転馬

わが国でも陸上処分計画ととも

が出されされた場舎わが岡の核燃

され︑もし累国の線に則った艦論

際ウラン濃縮センター③地域核燃
料サイクルセンター④国際プルト
ニウム管理機構⑤醐際使用済み燃

に︑昭和五十四年をメドに海洋投

決寂り︑その後構成メンバー︑日

れやにじみのあることがわかっ

塞のうち美阪三響を除く四機が運

関潤電力では染浜︑凝浜両康発籔

転傾止となったが︑憂までにはす
べて戦列に復帰︑ピーク謝痩に闇
に愈わせたい苓え︒蒸気発生器対
策などで僻耳巾の簗凝一号機もサ
イクリング運転開始へ醗終調幣が
順調に瓶められている︒運転再開
となると︑四十九隼七月の是忍入
り玉来四強ぶりとなる︒

池田氏団長に
輸入促進ミンション

輸入紀進ミッションはさる一月

原子力施設などから発議する放

藁東磁力の禰島第一凍子力発織

南︑輸入対象錨囲などの老体化が

一当機は〜昨年八月から定襖入

圧実験をほぼ終えていることか

た︒改修に長期がかかっだため趣

葎︑巣海︑敦賀︑禰轟一膠︑三三

射性廃懸物のうち高レベル廃液と
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四月にも交渉入り
米国の﹁一九七七年核拡敬防止法﹂は七日議会上院で叢書されたのを受け近くカーター大統讃が羅
解法は︑使絹済み燃料の再処理や

事繭承認問題など焦点に
名し発効となる兇通しだが︑わが国政府筋によると︑日来雨瞬は岡法に盛られた諸描躍の実施に慶し
ユ⁝ラトム皇国など※国が協定を

第三国への技術移転等規制を他の

早ければ四月にも現行日米原子力協定の冤盧し作事にとりかかることになりそうだ︒同法は原子力閲
糖んでいる各園にも適用しようと
するところに大きなねらいがある

係物璽輔出基準の強化など核不拡敵のための描躍を内容としたものだが︑わが國との関運でも第三国
への技術移転の規舗など現行巳米協定ではカバ⁝できない諸点を禽んでいるため︑協定の改定が必要

︵盗難防護︶︑センシティブな技

ジカル︒プロテクションの規制

日ソ協力連絡

委が初会合

について黙認を交換︑﹁軽水炉の

協定をどう墨体化していくべきか

について協力をしてはどうか﹂な

建設︑遡転経験か︑またはFBR

Bソ協力については庫一回︑日

協定翼体化で意冤調整

ソ語聾で交互に開催される両国代

ものばかり︒このため︑﹁米

論

理垂垂に伴う輸送契約交渉を進め

ますので甥務局藁務は休ませてい

三月一難は創立繋念田に当たり

も

日本

．毬葭

東 特デ

社﹀翻詫三

極

葺

一性能、安定性、使いやすさで御好評をいただいております。

術の移転の規舗︑プルトニウムお

﹁田ソ原子力協力逮絡婁圃会﹂

表濃鼠議を通じて貝体化し︑その

よび二〇％以上の爾濃縮ウランの

︵婁鰻長・白沢圏︸郎原餓会長︶

第＝劇会台を今膏開くことが昨庫

どの愈兇が出された︒

譜点はいずれも︑さきのカナダと

月︑原産とソ遡原子力利

日本原子力産藁会瓢は二十臼︑

要求をのん

昨年十

第一回会合を開いた︒岡婁翼会は

り︑遷絡婁質会では︑今園会倉の

束の協定締続の際合愈されてお

一つ墨磨をとり除かねば立地難は

解消できない﹂と迫り︑政府の魑

処を求めた︒これに対し中川腿相

は門法がある以上︑それに従わね

九電力象袖と日本原子力発電の

ていたが︑このほど合繊に達し︑

︵BNFL︶と使用済み燃料再処

三瀬︑ロンドンでわが国側から海

描麗を譜じていきたいとした響え

ら横極協力するなど閲接的な助成

1

4

l

O

賠藏の規舗の四点︒しかしこれら

だ

摺国画委麗会との間で締結された

の協定改定交渉で

國との改定交渉はさして難航する

譲ソ原子力協力協定にもとつく協

ソ還側に打診︑さらに委厨会とし

内容に基づいて玉体化のあり方を

て今習をメドに鰻終的に瞳本側の

力一抹化のあり方を検酎する田本

と政府筋ではみている︒現行協定

はほとん

儲窓口として設躍されたもの︒

ようなことにはならないだろう﹂

実審

ですでに同法並み規制を受けてい
るわけでもあり

考え方を詰めていくQ

初会含では︑民聞べ⁝スで動力
炉と核融禽について協力するとの

ば漁榮関係にも交付金は堅塁され

寒い間をぬって

どないとしており︑交渉は欧娼諾

る単線みになっていることなどを

再処理については岡法にプルト

と極めて楽観的︒

めて低いとした葱発があり︑これ

撫摘︒しかし小難氏は︑﹁首慰を

園との受理の

の方綱などが

ントも

超す剃余交付金が繰り越されてい

マルチ化

ニウム単体抽出に醇認可を与えな に加えわが国ウラン麟縮実舐プラ
いといった規楚はなく︑このだめ

るだけに︑協定改定を機に米国が

とりざたされているといわれてい

が︑同様にわが国との場禽も現行

愚行協定に盛られた蕩処理規制ス

協定ではカバーできない規定が含

キームは何ら変更がないものとみ

設けず受ける側の愛撫裁璽で傍え

にも使えないからだ︒枠や鰹限を
か︒予断は酔されず︑政膀関係当

るよう弾力運馬を象るべきだ︒条

どういつだ要求をつきつけてくる

局あげた金力投入の対応が高まれ

しかし︑米国関係筋の間にはプ
ルトニウム︒リサイクルの経済的

られている︒

欝米協定改憲の賑点となるのは

件の厳格化はエネルギー政策推進

が現段階での翫旧規擾だと答弁︒

大部金は継続工璽に充当される予

ばならない﹂とし︑闇題はそれを

約に仮調印

再処理輸送契

開発調整審議会で承認されながら どう承認あらしめるかだと強調︑
未魑工となっている約壬瓢置万K 必要なら法改正も検討しなければ
Wの開発累進にふり臨けられるこ ならないだろうなどと述べた︒

定だが︑うち二午偬円転腰は醗源

でむしろ塞来転倒であろう︒一つ

ている︒

示を求めたのに応えたもの︒橋本

千億円を艇えた三兆瓢千二舞億円

効梨は一九九〇無末までみても白

長窟は施設識別では北海道電力千

灘漂立地問題に関し同長富はま

橋添利一獺源エネルギー庁三富

た︑総台エネルギー調査会隅給部

は十六曝の衆院予讃蚕密会で︑麗

円︑榮票稻力九千颯百億円︑中部

象の魎定冤通しにいう例えば原子

とになろうなどとつけ加えた︒

躍力三午九蔚億円︑北縫電力千首

三蒼億円︑粟北越力一一千箕百癒
社設備投籔は三兆二千旛円山腹に

簿記︑関西爾力五千五菅億円︑中

小異県主氏︵罠社︶が︑通常相

力六十年三千三菅万KW︑六十五 電力十社はかねて葵国核燃料公社
毛引千万KWは鎌率六％の経済成

国醒力二千簿円︑四国醒力勝菖億
一兆円の追加投資を躍力試鮭に蟹 円・九州醗力二千四酉億円の九羅

は四兆円の設備投蟹に加えさらに

なる兇込みだと述べだ︒

疑に応え照和颪十蕊年度の電力各

規模三兆二千億円に

N度の電力設備投資

軍和利鰐核爆発測試の禁止・フィ

ったもの︒

まえ︑協定改定の葬公武打診があ

まれているため︑理法の発効を踏

診されるなどわが国原子力開発をとり巻く環麗はまた一段と厳しさを増してきたといえよう︒
迷わせ

写翼赫常賜の点検作策︒四月か
らはいよいよ三遷上汁隠田1︒

るのは︑条件が厳しすぎて使おう

となったもの︒カナダに次ぎ※国︑そして毅州からもすでに昨鋸馨原子力鰯定改定で交渉入りが打

⑧プルトニウムおよびウラン鵬ま
を行うための両院協識会

核拡敵防止法は昨年四月発表さ
が聡かれるはずだったが︑下院が

たことから叙法は両院の協議を経

上院可決薬の金面鮒受入れを洩め

承翻を必要とするーーなどがその
ることなく大統籏に送付︑魍嶺を

の濃縮ウランの輸出は米國の聯劇

したすべての核燃料の爾処理は︑

杢な内容︒上下両院が別個に議展
待つのみとなっている︒

たはウラン麟の會有騒二〇％以上

来国の脳前承認を必要とする②米
立法︑審議していたが︑下院は昨
ウラン供給︑傑陣描躍など各薗

ものとなっており︑②米国が輸出

國からの該燃料供給条件として︑

牽九月︑上院は今鶴二月にそれぞ

れた米国の新原子力政策に則した

非核保衡圃はすべての核燃料を国

は順次︑段階的に上昇させる誹圃

出力上昇試験に入れそう︒出力

でかなり厳しい描鷹を盛り込んだ

ボイド効果など核物理的な原吊炉

で順調にいけば六月中旬にも初⁝期

合格読を受けわが国初の高遮増殖

は設翫値とほぼ一致︑当初予定通

昨年十一層から﹁常隔﹂として

中旬以降はサイクリング運転へと

炉誕生を迎えることになる︒七月

定格熱壌力の五＋MWで官庁から

一定期検蛮を行

験のための塾備が濫められている

身体極意

うとともにひきつづく出力上騨試

が︑﹁憲種点検はこれ豪でに大方

移る︒

柵の

りの成禦をあげた﹂という︒

特性を確証してきだが︑﹁データ

スリ

⁝⁝

れ可淡した︒当初︑零幸の

・

際原子力機関の保瞳描鍬下に躍く

翻
：点検︑順調に避み

⁝四月頃ら出力⁝

⁝：萬遮粟験炉・・

⁝上昇試験へ⁝
⁝：⁝
ただ今︑定期点検申⁝一覇速実

た後︑五月申旬までに臨界試験を

ら七牽ぶり待望の初期臨界に糊し

終了︑あとは

験炉﹁常陽﹂は昨隼四月︑魑工か

終了しその後低出力試験を繰り逃

み﹂といわれ︑予定通り四月から

大物凝を残すの

しながら反応魔︑中性子束分布︑

うことは経済難燃六％も維持でき

外再処理契約婁畳鰯の松永擾男康

畏を前提にはじき出したもので︑

ないことになるわけだとし︑この

徽原子力開発本部副本部憂︑英国

千四齎億円など民間他社の湿田鷺

二︑核燃料サイクルの確立に係

ため来年度は電源立地健進対策特

ー欝欝翻本部長がそれぞれを代表

側からBNFLのM・T・カバナ

力會計二兆九壬習億円に竈発の

わる試験研究①核燃料サイクル

の倍増化を懸るなど地元福祉の岡

別会謝から拠出される地元交付金

るかと麗疑︑各社設備投蜜額の提

の技術的代願集の評価⑫核燃騨サ

隈巾ときくが誹画はどうなってい

イクルの利周笈の代替築の騨価③

逆にこの囲標が愚成できないとい

平和利用委託

費試験研究
科技庁が告示

輸送契約は霰力十社が英仏薩国

し仮調印した︒

二鶯沙の再処理婁篭を行うに際し

にそれぞれ千六衝沙ずつ三三一瓢千

っているなどと述べた︒中川膿相
は︑漁藁蕎との倉慧が難ず肝要な

の安金属纐

上等に極力協力していく搭麗もと

甑臆S−1。。。シリーズ敏財i纏灘建シス、 ア ム
核燃膨の蟹理技術④核撚秘の輸送

三︑核融禽に係わる試験研究

科学技術庁は十七賑︑昭測血十
三年度原配力平和利嗣研究婁話費

ことは璽々承知しているが︑だか

料金や鹸送方法など海上輸送のた

料㈱核綴金炉システムの評価

めの詳細をとり決めたもの︒

①磁場の生成②核融襲用燃料︑材
委託欝試験研究題園と確譜鶴の

旗をふるわけにもいかないとし︑

交付の試験研究題罵を告示したQ

四︑原弔炉︵滴速増殖炉お小ぴ

鱈源立馳では環境庁が検難中の

五︑原芋力開発利用に黙する捜

ただきます︒ご了承下さい︒

一お知らせ一

新型転換姫を除く︶施設の安全に

漁緋水排出基鵡づくり等に懸盤か

らといって蟹林野が先頭に立って
提出期際は次のとおり︒

試験研究題灘

係わる試験研究

術の予測または評価に係わる試験

を明らかにした︒熊谷科技庁藤織

︑放購線瞳審防止に係わる試

②放躯線騰の測定または騨価③放

験研究①放鮒線被ばくの低減化

も籍上︑所定の手続きさえメ汽

藤本原子力簾簾会議
三鉱三月灘日から養田豪で︒

研究蜘講轡の握嵐期閲は昭和五十

東：京都港区三三薮i三三罰丁鼠13番12号TELO3（454）8521

峯上

ミニ篇ン付マルチ

米の核防法
発効踏まえ

射線による臆轡の推定④放射線利

購技術の安全性

、

本原子力事業株式会社

ADC8K、メモリー4K

TELO6（252）3512

一29

3727〜9

（244＞

LO3

（372）

エ覧1￡LO3

1−31−3

TELO3（372）5002●8214

町1−3ユー3

のシステムが構成できます。

技術餐料、日夕ロクは下記へ

撒繊

∫2−2−1

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

特

独自に開発した：AEC−NIM
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議
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咳

聞

新情勢に対応する

整舎性のある︑そして三体
界の原子力の流れはいま激しく揺れ動い

ンクの樹想など︑魍魎的な対応を迫られ

め︑国際核燃料センターや国際核燃料バ
入れ遮へい性を確認する︒さらに

も実験後︑キャスクに中性子源を

決着はついたものの︑INFCEをは明
じ︒また︑いずれの試験について

ャスク内での配列の変形を美挙︑

夫臨界試験では使岡済み燃料のキ

職の強みに加え農協︑瀕協などの

展⁝て い る ・ 原 勇 へ の パ ブ リ・ク

避いなかろうが長崎県の対処方針

溢受入れを要請してくることは間

く方針だ︒

成文委員長︶を中心に煮詰めてい

にした︒佐撹保港でのむつ遮蔽改

葭提になるとした考え方を明らか

核付きのま

していた

約二酉人のユーザーを対象に検索

AEA︶舶盟各部と国際機閲の協 原研はこれまで試験的に平内の

にしている︒

が軌道に粟ってから実施すること

いくことになりそう︒

①保障措置査察局開発

扉がロソクされます。

き 重

また、汚染が検出された場合には

監視する画期的な数【んです。

策がらみの解決方策が検討されて

川内原発設置許

可に異議申立て

鹿児島県川内市の九州電力川内

康子力発電所の建設に反劃する地

元倥民七千四十三人は十四麟︑内

懸総理大臣に対し︑建設許町取り

異議申立ては行政不服審蒼法に

消しを求める異議串立を行った︒

三原則を無視して行われた②地盤

基くもので︑①設置許可は原子力

が原子炉の設置に不適当なのにも

ていない③機雛︑装備が不十分で

かかわらず十分安全審査が行われ

業に影響を及ぼす︑などを理由と

安全上問題がある④温排水が水産

川内原発は電気出力八十九万K

している︒

Wの加圧水型軽水炉︵PWR︶︒

置許可がおりている︒

昨年十二月に内閣総理大臣から設

原子力規制

職員と専門家募集

翻際原子力機醐

国際原子力磯関は次の要領で職

▽職員

員と轡門家を勢藥している︒

詳細は原産・調蕉部企画整ま

析⑳原子炉系の化学︒

で︒

⑳検出器は、大面秋のカスフロー

長〉

⑧全身を王4区分して、個別に｛も染

︵50歳︶を大差で破り当選した︒ 森︑璽京・長隔三つどもえで︑政

任期満了に伴う長崎県知票選は

投票率は五九・五五％︒

れ一つをとっても親類にとって来経験の

る問題は自白押しに並んでいる︒そのど

中性子源︑計籔モデルなどで臨界

支持を背暴に金離的にむらなく得

こうした情勢のなかで︑フランスや西

ている︒

・ストラテジーが要求され

性と弾力性に冨むトータル

独など︑エネルギー政策上︑原子力に俵

への影響を明らかにする予定︒

票︑吉田氏に圧勝︒一一一期鼠︒

総合政策の確立を
存せざるを得ないとしてその開発を進め
ものであり︑かつ︑安全保障開題につな

科技庁では︑これらの試験につ

久保氏は三選を果たした後の古

証試験にも取り繕んでいく計画︒

べ︑修理港受入れは

はすでに議会で議決済みだと述

まま遮蔽改修といった方向で修理

試験の翼体的計醸については科技

時の安全実

一騎打ちとなったが︑久保氏が現

このようなトータル・ストラテジーの
てきた欧州の原子力先行国は︑大きくか
がってもいる︒こうした新たな環境は土

いては個々の試験を単独に行うだ

城でとくに原子力船むつ修理港問

前回と同じ久傑︑吉沼両氏の保革

樹立と展開の必要性は︑とくに現下の国
つ急速な環境の変化への対応を敏速にと
壁の核燃料サイクルの記号や動力炉開発

けでなく︑例えば落下したうえ火

題にもふれ︑国が核働機体付きの

る︒

際摘勢のなかで高まってきている︒来国
りつつある︒フランスはカーター政権に
などの基本的な問題の様潤を一変しかね

災にあう︑など︑いくつかの予想

ますます厳しく︑かつ復雑化し

が提起した﹁核拡散防止を原子力平和利

よる来国の原子力政策の追撃を莞越し
ない︒

される最悪の

か・また︑流動する内外の問題に対応し

庁に設置された検討委員会︵酉木

なくされることになろう︒

わが国の原子力開発は大きな郷滞を余鍍

対立

とした地元佐磁保市

を主張︑

まで︑安全性確保の観点もあり
核抜き

までもいい

側の響え方と

た形︒ただ修理港問題については

が︑岡日の発言はこれを再確認し

サービスを行っていたが︑おおむ

罵
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⁝

・アクセプタンスの獲得ならびにこれと

点に優先させる﹂という響え方iすな
て︑ジスカールデスタン勤続領を議長と

定︑

また礪独は核燃料のダウンストリームに

その撃急な確宣なくしては︑これからの

うる総盆政策は練られているだろうか︒

これを基礎に核の不拡散をはかりながら

変貌を遂げつつある国際偶勢に対処する

がこのほど︑国の各行政機関と民闇蘭係

議︑経団連︑エネルギー総合推進委員会

一部の地元の有力

力で還當される︒各国の政府・公

ね好評だったことから一般に呼び

＿富士全身表面モニタ

望⁝原勇開発をとりまく魏は

深くかかわる立地田口の解決︑ウラン資

する対外原子力政策閣綴会議をいち弾く
の変化の申で︑独自の原子力開発を進め

しかしわれわれはいま︑こうした惜勢

エネルギー利用が停滞することもやむを

わち︑核の拡散を防ぐためには原芋力の

るための基本構想を持っているだろう

を想

源の確保にはじまる核燃料サイクルの完

や態度をタイムリーに打ち出している︒

発足させ︑偶勢の変化に追随しうる政策

ストーリー

結︑麗麗動力炉の開発とその二業化の促

つの両立を大前提に原子力隔発を進めて

得ないとする来国の政籏変更は︑この二

関適する施設と活動の地域的な女難をは

違続ショック

達など︑解決すべき聞題は枚挙にいと藤
きた世界の流れに大きな三紋を投じてい

かるコ︒ロケーション構想を異体化し︑

あくまでウラン・プルトニウム路線を追

エネルギー対策のうえから︑これらの

政策の変化はきわめて璽大である︒した

近い

で国際会議

米国原子力産業会議︵AIF︶

は五月十六暇から十九日までベル

的機関がそれぞれの国内で発表さ

⑳自動堺により、人手をかけずに

ソトープ取扱施設において、日没の

出入ロ扉の開閉や測定かできます。

退嶺口に設置し、玉璽線作業従事者

ことができます。

原子力発屯盾なと原子力雲鏡やアイ

個所を知らせ、同時に記録する

は
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進︑原子力開発に要する資金の分担︒調

がない︒そしてそのいずれもが複雑なか
る︒この問題は現在︑原子力平和利用と

照する國際核燃料サイクル評価︵至NF

が

核拡散防止の爾立の司能性を技術的に遣

CE︶の検討に委ねられている恰妊だ

核抜き

開発の酒酔に横たわっている︒

もちろん︑個々の間題への対応や解決

究しようとしている︒

がって︑新しい偶勢に対応する政策とフ

知事に

番の間から﹁あまりむつにこだわ
っていては漁民の反発を招きかね

より大きな経済効粟が期待できる

ない扁など諌早湾開発を含む他の

久保

③工業用ラジオグラ

謝とエンジニアリング⑩核物質の

ービスの利用轡を馨る︑と発衷し

れた文献翌翌を整理︑データを毎

冨士電機製蓮株式会社計測箏業部干100東京都

お問い合わせば

らみ合いをみせながら︑わが国の原子力

策はこれまでにもさまざまな形で論議さ
が︑米国はあらゆる機会を捉えて核不拡

ためには︑官民が一枚摺となって︑原子

原子力開発環境の変化︑とくに慧激な

散優先を国際的に呼びかけている︒

国々以上に原子力の利用を必要とするわ

を練りあげる必要がある︒原子力産業会

力開発のためのト：タル︒ストラテジー

防ぐ核拡散防止法が認会を通過するな

施設︑技術が軍鵬的に転用されることを

蓄が一体となって新たな惰勢への対応を

膨受入れについて久保知事はこれ

の結論が得られているかに見られている

れ︑検討されてはきた︒そしてひと通り

開発を進めてきた日本にとって︑※国の

が国︑そして日来原子力協力を軸として

に立ちはだかる間題の数々は︑時ととも

ィロソフィを最も強く必票としているの

この問題に対する米国の強い姿勢は︑

が︑巖近では︑来国が供給する核物質︑

昨秋の節米交渉に端的に永されている

にその様椙を変え︑また相互に組み台う
ど︑一願の体制がためが進んでいる︒さ

ものも少なくない︒しかしそれらは︑概

る︒これにひきかえ︑康子力開発の総総

して観念的であり︑きわめて公式的であ

スクラムの体形も刻々と変化する︒それ

総△口的かつ一死的に検討すべきであると

一

はわが国であるといえよう︒日来夏処狸

＝箒＝

を設置︑健全性実験を行う︒

剛：曹＝︐

今年予定された全国九地区の知

：茸一一︐

ルギ！の規制に関する国際会議﹂

ギーのブラッセルで門原子力エネ

累選のトップを切って十九日三崎

＝一一＝

らに︑カナダや山州などのウラン資源国

＝二＝

への取り紹みはもはや観念的な個々の問

一：：髄

大プロジェクトが結局ダメになっ

県知贈賄が行われたが︑即B開票 癌存置派の河野幸蔵氏が返り咲く

氏︵67歳︑無所属︶が︑共産党公 ているだけに︑むつ問題は

︒技術援助部︵一重︶②原子力発

▽專門家

電・原子炉部経済研究課︵一冬︶

フィ④ラジオアイソトープの工業

原研では︑当屋は毎月入手する

ンター建設管理⑬同運転管理・練

熱力学⑪照射損鰯⑫原盤力研究セ

中研を中心に行われる覧込み︒

スが軌道に乗れば︑予め必要なテ

た︒原研による文鰍の検索サービ

の全身に付着した放射線を、測定・

軋鞠

カウンタを採用。高感及で寡定

したβ（γ）線

高感度な測定ができま重

新

土
＝曽＝＝

政府に要交したのもこのためである︒

輔謄櫛乱戦圏

一鱒一＝：

交渉︑臼加原子力協定改定交渉は一応の

一管需議論隠
層一＝一冒

も米国と同様の政策を打ち出すなど︑世

甲

耐駈試験は輸送中にキャスクが

を開催する︒参加申込みなど詳細

てし濠うことを懸念した薫も出始
めているといわれており︑これら

で深海を再現する︒さらに伝熱試

は三千〜五千気圧︒高圧実験水槽

の遮蔽改修も再び頭をもたげてき

など鰯勢は〜転︑むつ議定係港で

を解明するのがねらい︒想定水圧

海中に水没した場舎などの健全性

験ではキャスクに使用済み燃料の

ブの三党翻せんで現職の久保勘〜

の結果︑自民︑民社︑新自由クラ

するほか︑浸讃試験では水深十五

の間齋森緊ではむつ南長選で定係
規則に規定されている九層の高さ

ャスク表齎への伝熱性を開らかに

発熱に相当する物質を渋み込みキ

に知累がどう対癒するか一1︒こ は原産︒開発部計画課まで︒

下衝撃︑変形挙動︑加速度などを

から実際にキャスクを落下させ落

測定するほか︑耐火試験でも薪規

の対応を焦点に今後︑青

認で党県副委員長の吉田次雄氏

新築襲

田下でのキャスクの水密性を解
♂ｧ開＝＝＝一一＝輔禰一国＝一一＝用一一＝＝＝一一一＝一町一一一一一一＝＝P＝噂＝一＝回凹＝＝＝一＝勝一一一＝一＝冊餉一＝＝＝＝＝一一一瓢＝＝輸＝＝＝＝一＝＝網＝一＝冊噌＝雪寓＝二二＝用御＝＝一冊輔原研︑五月から検索貯開始

かけることにしたもの︒月宋から

た利屠希望青に対して五月から八

医療被曝防護⑧研究炉のフィジビ

利用⑤食物保存⑥応用放射化学⑦

参加︑わが国は原研︵技術情報

み︒四十九か国︑十三国際機闘が

磁気テ1プの中から登録ユーザー

⑭同センターでの炉の取扱技術

リティ・スタディ⑨燃料要素の設

ーマをコンピューターに登録して

部︶が担当機関となっている︒贈

﹁弓懸偽報定期検索サービス﹂

のテーマに早う文献捜しをする

月一回磁気テープに納めてウイーンのIAEA事務局に窒輸︑岡事務局では各国からのデータを一本の磁気テープに再編したうえ︑全世界のデータとして送り返す仕粗

則の条件八百痩の環境にキャスク

﹁世界の文献届けます﹂

月まで四回にわたって試験的にサ

募簗を始め三月中に串込みのあっ

︵有

おくだけで︑テーマに合う情報が

国の協力で労力の素襖が避けら

本番

ければ︑毎月世界の原子力文献お

麗ながらにしてデスクに舞いこん

れ︑日本の照照︑金建の約五％︑

ービスを提供︑以後

験⑧耐火試験④耐圧試験⑤浸漉誠

よそ六千件の申からご希望のもの

捜しに多くの脂間をさいてきだ原

︵SDI︶のスタンダード方式だ訓・R−生産等の揺灘⑮十KW研

繕︶に備えることにしている︒

は︑これまで一九六三無のIAEも﹁安全性が保たれること﹂を規

験⑥遮へい試験⑦未臨界試験一

1︒環本原子力研究所は二十陪︑

を選んでお手もとに鰯けます輪1 でくることになり︑これまで文献

﹁希望テーマを登録していただ

A規則に墓ついた輸送規制が行わ 定している︒

の七項霞で構成︒このうち霞中研

このため科技庁でも︑この新輸

れてきたが︑今年一月から㎝九七

たのは︑落下試験などを行うため

が昭和五ナニ重度分として受託し

三国は約三〇％の文献播報土与で

究炉の安金解析⑯同炉の運転試験

国際悩報システム︵王NIS︶の子力砺究習や技術蓄にとって大き

送規則が施行されたばかり︒それ

⑰研究炉センターの計画立薬⑱炉

提供になる原子力文献の検索サー

七項目の解読試験のうちまず搬

サービス﹂︵RS︶はSDI方物
式理⑲高温疲弊⑳照射脆性⑳核分

初に行われる落下試験では新輸送

1飛ISは国際原子力機関︵王くる︒

一〇〇％の﹁フルーツ﹂が戻って けとし︑毒虫五年ぐらいの文献検

のクレーンの建設等試験ヤードの

ビスを五月から希望看に対して始

な福膏となる︒

を急ぐことになったもの︒原子力

めることになり︑月並からこのサ

によると使雨済み核燃料の輸送に

予定されているその他の試験も電

整備で︑向こう六年間にわたって

新情勢もその背嚢にある︒

送の飛躍的増大が予想されるとの

索をする﹁過留分憶報不定期検索

型容器﹂のうち﹁B型容器﹂の便 国初の動燃萸海豹処理施設がホッ

は﹁簡易容器﹂﹁A型容器﹂﹁B 発電利用が本格化するなかでわが

器﹂の薯故時の安全性について①

用が規定されており︑﹁B型容 ト試験入り︑今後使用済み燃料輸

九厨の高さからの落下②八百度の

酔

一
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集

乱

題への対応では通用しえない︒そこには
騨贈﹇一

を実験装置を使って再現︑過酷な環境がキャスクにおよぼす影響を解明し︑健金てを実証していこうとするのが実験のねらい︒キャスクの実規模安全性試験はわが国初めて︒躍力中央研究駈が受託した試験ヤードの建設を待ち︑試験開始となる︒

新局面迎えるかむつ改修

した実地試験を開始︑安全性実証

悪難試験は①落下試験②伝熱試

現職久保氏が三選

三矩IA E A 規 則 に 華 拠 し た新輸
送規則をベースに 本番 を想定

高温畷境11などを想定︒いずれ

長崎県知事選、大差で

即淀ができます。

｛則定鵠の製造を開始していらい、

今日までk年の歴史とイロ頼ある技術

ミ穐＿寧

に裏づけされてきています。

iλi

〈特

／難

富瓢織機の放射線計測技術は、昭和

24年旧神戸工業㈱において放射線

々

1

米原産

乏紳

二

、ハ。＿

1

国産で初のガスフロー方式

産

肋跡

核燃料物質箸の輸送について

事故

H電・甲子⁝が一括砿潅注へ

実規模で六か年計画
／

力

原

、
科学技術庁は来年渡から使屠済 み 燃 紺 輸 送 キ ャ ス ク ︵ 容 器 ︶ の 本 格 的 安 全 性 実 舐 試 験 を 開 始 す る 計 画 だ ︒ そ れ に よ る と ︑ 昭 和 五 十 七 隼 慶 ま で の 六 隼 間 に わ た っ て 落 下 ︑ 海 水 へ の 水 没︑火災など輔送中に想定されるあらゆる

＼

千イざ田区有泉田丁1−12一三（窒斥有楽田丁ヒノレ）

富士の計測技術

μ一

＼

（2）

第914号
舘三樋郵便物認可

子

昭和53年2月23B

聞

業
産

力

原

めぐり︑カリフォルニア州議会の
動きが注目されている︒

原子力船シベ
ソ連三詮議の砕氷船

リア号が就航

一方︑輸入エネルギーへの依存
魔を八五鑓までに五〇％に引下げ

るとしているEC︵欧州共同体︶

は新たに原子力船に浅観してい

ソ遡の原子力砕氷船シベリア弩

成はかなり先になることを認めて

発には時間がかかり︑簾約國標還

の霊要な目無であるとしていることから︑自らも平和利用施設を対象に卒先して蓋察を受けようとい
うのがその趣睡︒就任以来︑来外交の柱である核拡敵防止を推進するため法案の成立︑各国の協力を

は認めないというもの︒

タス

エネルギー委員会の勧告を受け

に関しても四委員は欝欝から免除

に上院では門三法の適絹から免除

を免除するかどうかを審議︑すで

かしエネルギー委員の一名だけは

るが︑下院に擁するブラウン開知

で近々投票にかけられる模様であ

した︒︸方︑下院では現筏審議中

への強い姿勢を崩していない︒し し建設を許可する﹂との決定を下

されるべきではないと原子力凍結

ルギー不足などから原子力は必璽

原子力の経済性︑八○隼代のエネ

カリフォルニア州のエネルギー

高レベル麗棄物に照しては来エネ
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き〆げ

さノ

定を下すようなことがあれば︑拒

大きく︑また議会が建設詐可の決

から酸処理は無鮒限延期に︑また

二

さ

粥︵モラトリアム側︶の影響力は
建

♂

との響えを強く主張︑州議会にも
ノ

ルギー省が八五無をめどに興験に

二一

国のメーカーが南場を確傑するた

中心のユーロディフと英︑オラン

と曹諾した︒その実現はフランス

体制から脱出しなければならない

発していることを明らかにした︒

拡散にならない化学濃縮技術を開

る︒フランスは

とづき今卑三月ころ下されるもの

INFCEは八作業部会にわけか
二どうかの酸終澗断は報告欝にも

っている︒針口理工堀を拡張する

ページ︑薫四十六名の証讃からな

書を受けとった︒報恥丘は約八千

ることとしたのである︒一九七一

ことに翼同できないとしている︒

朔日にわたる公聴会の判定がよう

に萸團の嵐方が淳囲されている︒

やく下るところでの米国の横ヤリ

鉛ガラスで放射線をシャットアウト〃

サンディエゴG＆E祉はサンデ

がこのほど処女航海に出航した︒

原畢力推進に切り換えた場合には

超大型タンカー︑砕氷船など︶を

ザート原発を一九七五奪発注︑昨

講をした︒しかし︑カリフォルニ

鋸カリフォルニア州に建設許可出

シベリア弩は全長酉三十六耕︑纒

年間二千万〜二千五百万銃の石油

域内船舶︵とくにコンテナー船︑

ア州は一九七穴薙六月︑原子力モ
二十八掴︑排水騒二万脇千ナで︑

を節約できることを開らかにし

ソ適の原子力砕氷船としては一

いる︒また︑突傷世界で唯一運航

るなど︑西側藷国の原註力船開発

得るための努力がなされてきたが︑傘回の要講も核不拡散政簾において世界のイニシアチブをとって

≠

め原子力発霞所発注養に割安の核

とみられている︒しかし︑来国は

隼にはソ運が南場に進出してき
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Oその他

る︒避C委員会は今後十鎌以内に

ラトリアム三法を可決しているこ

二月に進水し︑試験航海をつづけ

醒大速力は二十

九五七隼±一月レーニン弩が遜

中の原子力商船門オットー・ハー

推進はこのところ沈滞ぎみだ︒

ノット︒七五年

しこの法律の適潮免除を認めるか

とから議垂ではサンデザートに薄

水︑アルクチカ辱が一九七四年に

ン﹂弩に満し︑西独政府は航海翻

いくためのものとみられている︒

一

に対し︑モラトリアム三法の適用

たカリフォルニア州議会は畿終決

提案を支持していた︒今回の嬰請

多

ばならない気勢に遥んでいるよう

き

接客行使もありうるとの予翻もあ

っては予断を許さぬ転結にある︒

り︑サンディエゴ・G＆E社にと

燃料供給を約束して卿熊を慰化さ

ダ︑西独の濃縮ウラン工場建設で

年聞にわたって核拡散を最大限防

核拡散防症の立場から同問題に閲

た︒これに対して米国は工A欝A

○サンプりングフード

米大統領

平和利用施設対象に
背景に葬核保有国の批判
が他彊に与える呉下などについて

完成しており︑シベリア屠はこれ

援助を今年で打ち切るとしてい

訟

蟹否が相次ぎ︑主要各紙もサンデ

に次ぎ三番冨の原子力船となった

働きかけた︒

た︒しかし︑実際には原子力船開

のように述べている︒i⁝※国が ザート原発建設問題を社説でとり

わけである︒

魑手といった段階であり七六年の

ていた︒

あげるなど︑昨年の﹁シーブルッ

原子力モラトリアム蕊法を満たせ

どうかの闇題に発展︑州のエネル

強要するつもりはない︒強国も窟

受け入れたくないものは︑他国に

たな波紋を生じている︒さらにこ

ク原墨力建設許可﹂につづき籍

み燃料再処理技術の確立②高レベ

る時期ではないし︑近い繕言にも

ギー問題︑あるいはこの成り行き

接国家安金保樋にかかわるものを

の問題をきっかけとし環境保護憎

ル廃翼物の最終処分の蔵置︑さら

カーター来大統題は議会上院に国際猿吊力機関︵TAEへ︶との間の保瞳描躍協定を受け入れるよ

し︑説歪力をもつものとの判断か
除き︑すべての原子力関連分野に

に③州での地下立地の検討︑の蕊

1A E A 査 察 受 け 入 れ ば 一 九 六
ろうージョンソン大統領以後の

原子力砕氷船﹁シベりア号﹂睦

現行のNPT下では※︑萸︑ソ て二九七七年核拡散防止法﹂を
ら識会に批准を促したものと思わ

今秋十︸月に行うための孚続きを

おいて一AEへの董察を受けるだ 体は原子力規制のため住民投粟を

好となっていたQ

提案︑すでに議会の承認を罎てお
れる︒

七庫＋二月に濡話のジョンソン大

︵CEA︶顧問難欧州における最鉱力会議︵ジュネーブ︶で終り︑

層厚処理工場

拡張に反対

米が欝簡を送る

ピーター・ショアー英礫境相は

せた︒メ⁝カーはウランを手当て

進められている︒これに対して米

止しながら原子力の平秘利照を促

からくる不安が取り除かれること

曝懇

◎カタログ及び資料連絡｝頁き次第お送り致します。

う要講しだ︒大統篶はNPT︵核拡散防止条約︶が世界に受け入れられることが来国の核不拡敬政策

を除く九十九か国の非核保有国の
り核拡敬に薄する大統領の霞的を

当時のジョンソン大統領は以下

原峯力旛設に対し︑核兵器など麗

統腰が提案したものの・議会がこ

窮目的に転用できないよ︸マーAE 達成一⁝原平力の平和利用のため
のすべての国のエネルギー隅要に

も平和利用施設に習ったもの︒

定を下すため︑サンデザート原発

応じ︑核物質︑機器︑技術蟹理を
れに難色を示すなどタナ上げの恰

資源保護・開発委員︵汚名から成

解決されそうにもない﹂とした判

Aの査察が緩目づけられている︒

国際協力により一頭効粟あるもの

七六年に通過した原子力モラト

だ︒

ノ

ニア州において原子力の新規建設 断を下してる︒サンデザート原発

しかし核保有国に対しては査察を

にしていく一⁝するための一つと

条件を満たさない限りカリフォル

受ける義務が免除されていること

してIAEAの強化を挙げてい

る︶のうち四獣は﹁米政府の方針

規制免除を認める

三州上院

ミ

のためにはこの試練も受けなけれ

から︑不三等なもので原子力平和

リアム三法はカリフォルニア州に

ニクソン︑フォード前大統領も岡 麗書しており︑サンデザート建設

利用を進めている国には堕審にも

るQこれらの五重に応えるために

おける原子力発駕所建設に対し︑

げ

サンデザ
ート原発

なりうるとの強い批判もでてい

も楽国儲らをlA細A保瞳措白下

ミ

の管理下に多国籍懸縮工場︵ガス

多

拡敬譲︶の建設を提些したが︑欧

〆

ン売買には平和利用条件と岡際査

〆 さ

察がともなうのは当然だが︑多く

げ

た⁝一ためである︒

が留意に応ずる義務を論わなかっ

州諸国は受入れなかっだ︒ユーロ

二ミ

璽業を進めた︒ユーロケミックは

ディフとウレンコ︵英︑オラン

づさノ

欧州士二か国の共同聯業で照射済

の鮪入国にとってその核燃料サイ

ダ︑西独︶は事莫の促進を期して

〆

では再処理と楢殖炉の政治的・経

クル戦賂に薦接干渉するような条

︐︐︐︐ミ

もめる建設許可

た︒また︑カーター大統領は核拡

ンデザート原子力発電所︵PWRより厳しい規制を加えようとする

︐二 建
︐

サンディエゴ・ガス＆エレクト

ノ︐︐げ︐︐さノ︐

に躍くことが︑各幽︑とくに発展

ミ

散防止を国際的に漫透させるため

〆

九十七万八千KW︶の建設許可を ものであり︑聯邦政府が①使用済

︐ 多

リック社が建設を醗画しているサ

♪〜

途上国に対し蕉察受け入れを促

〆

の基礎固めとし︑来国内におい
さ
二

濱的愈國に疑惑がもたれるように

ウラン宙場は不幸にして国際協

件がっけられることは受入れられ

おり︑︸九八五庫には世界の韻縮

平和のため

み核燃料再処理技術の研究開発・

いう樋況で激しく変動した︒一九

力漕神がまったく欠如していると

ないと思う︒

演説︑覧五隼の国遡原
なった︒そして孤立賃率時代のよ

ム抽出という現在ならば核拡散に

工業化を罠的とした︒プルトニウ

五〇黛代には来英がウラン購入を

の原子力

護の慶匿いについて不儒感がもた

うに国際約束と国際監視に墓く保

独占し︑他の国では不足に悩ん

1※大統領が行った

第二期に入った︒一九七〇無代初

つながると問題になったと患われ

︻パリ松本駐在鼠︼ベルトラン

頭までの第一期にはウラン独毒体

るが︑当膳は欧州の共周事業とし

・ゴールドシュミット仏原子力庁

理学蓄グンナー・ランダースが睡

初の多国闇協力はノルウェーの物

管に制限が設けられるようになっ

れ︑原子力資縁︑施設︑技術の移

だ︒六〇庫代には来国では大規模

国際核燃料サイクル評価︵王N

能力︵中ソを除く︶の三分の︸を

濃纏ウランを供給︑実験炉につづ

制が崩れ去り︑※国が臓界帯場に

て墾ましいと認められ政治的なん

溌電断建設技術に続いて濃縮技術

鑓をえた︒原子力先進国は原子力

※閣は貿易ウラン独占供給によ

できなかったのでフランスに供給

水炉を建設したが︑ウランが入手

たのである︒こういつた傾向がど

禁止に進んだため︑世騨的にはウ

ウラン鉱区の霊威で輌入制隈から

占める見通しである︒

き原子力発電堺の国際取り引きが

て建設されたモル工場は十年間順

らの傭憲もなく実現した︒こうし

って政治的にも商業上も大きな利

を求めたことに始まる︒来英艇三

のような方量に進み・また制限が

FCE︶では実験用高縫縮ウラン 一月二十六日︑昨年十一月四日に

強化されて永続きするかどうかは

工場拡張に関する公聴会偏の報告

終了した﹁ウィンズケール再処理

発展をみた︒科学技術の秘画は濃

については米国は二〇％以下縷縮

縮ウランを除いては公開され︑ま

の獲得を期した︒︸九六七鎌ユー

国は一九四五年十一月︑原子力に

ランは過剰気味となり価格が纂落

ウランによる代醤を提案してい

することなく三年分の核流儀供給

国は不思議なことに薩縮サービス

九七七年春︑核

した︒七Q隼代初期にはさらに米 ラトムは欧州が濃縮で米国の独占

調に運転されて一九七四年に立憲

を約束したので購嚢が減少した︒

一NFCEの結果に期待
いまのところ予想がつかない︒

核燃料サイクル

た歴史上澱めて翼の国際査察舗度

された︒モル工場はベルギー政府

し︑ナイ国務次窟補が英外務雀に

国際協力は基礎研究の分野に属

進する方策を検討する︒ことに再

?年記念誘雌を開催

関する技術︑饗料は公開しないと

の協定を結んでおり・この三国に

に求めたのである︒しかし︑フラ

晦込めなかったことからフランス

ンスのジョリオ・キュリーはウラ

ン純化および金属形体化技術は提

ウェーの共同聯業とするという厳

が確立した︒

供しないし︑炉はフランスとノル
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ことなくかえって条件を厳しくし
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髄鞘を送付︑ウィンズケール薄処
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九七四無からは瑠態が一変する 契約破棄には数奪前の予鑑が必要

を確立したが︑エネルギー危機で

ル工場の庫間再処理規模が百ナで

再開し︑核拡散防止をめぐる制約

輸出︑オーストリアが探鉱開発を
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とで寅験炉を運転することになっ

なり・また核拡敬防止の要講が強

は濃縮と原子力発爾所建設で竸翁
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墜
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撃
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現荏進めている研究の主なもの

んでいる︒

．黒

嶺時︑早くから連濁県柏騎帯が誘

所立地選択が振り出しにもどった

嘲

まれていること③土地が摺対的に

どの関係から交趨の便に比較的患

一方︑醸豊艶側に畢驚されている抽城研究所についでは摩輿研究

頸回発霞所の大型化︑簗申化によ

海洋生物環境研究所が︑豊穰庁虫翻︑電力関係蓄協力のもとに原

る温劃水の匹田に対絡して︑わが

蕪繍瀟蹴翫臨熱暴 騰

月に﹂と︒

間では難しく︑やはりおかみが日

立工鵬翻工場農などを経て四十六

社︒一二十二薙原子力開発部長︑日

髭霧は大きく二項目に分かれ︑

した︒

建設協力を前提とした覚欝に調印

学部機械工学科卒︑B立製作駈入 道電力と壇兀の共愁鱒は＋四日︑

アルミ板の上下の諏極に高電圧が

しゃすいようヘリウムガスを密封

かかるようにしておくQ本体の上

（原子力蘂業部）

ンターを備えつけてあり︑上下の

圏発アーム工業株式会社

と下にはシンチレーション・カウ

被ばく管理と、廃棄物処理が容易で

カウンタ1で岡階に入射宇瞳線を

がかかってイオン化した飛跡の線

捉えると︑それぞれの籟に高露圧

分析騨緬に慰する地城間訓練コー

孚鴛L（06）364−2123．（代1）

沿いに放即して光る仕縫み︒﹁天

に﹂と禰井崇躊名古塵大学教授の

然放射線の葎僅を理解する一助

これに引きつづきさらに原子力圧

力分野に焦点をあてていく弩え︒

力容器など大型機器部門にも進出

摺内岡︑十一月に泊村︑十二月に

していく計画︒

神愚内村とそれぞれ建設協力を繭

提とした鎚需をとりかわしてお

月二十八Bから十月二十田まで︑

濁際原子力機関と※圖政府は八

安全性分析で地
葦間訓練コース

も提供されよう︒

方︑取糧み姿勢などホットな溺報

工齊FCEへの各州の反応︑貰え

はその日本側議長として澹躍中︒

の議長をつとめているが︑田宮氏

の取扱いを担当する第脳グループ

国とともに再処理・プルトニウム

始まった王NFCEでわが国は萸

を闘く︒昨秋から二壁間をメドに

る国際動溜とその進展について話

ル評価作業︵INFC鷺︶をめぐ

葦茂文二間から国際核燃料サイク

獲麟は濃縮・再処理準備会の一

十一園原子力三業懇談会を開く︒

・丸の内の日本工業倶楽部で第六

月十臼午前十拳から正銘まで東京

日本原争力産業会議は来たる三

原 慶

を招き原産懇

田宮茂文氏

一NドCピなどテーマに

り︑これで︑共和︒泊原発建設に

て出揃ったことになる︒蟷諮の内

伴う異所跡村との間の覚撮がすべ

容は四つともさして変わらず︑ほ

ぼ同様Q共和陶との覚灘で盛り込
まれた風評による価格低落対処条
須は︑かつて同町地域※穀が坑山

をしたこともあり別途︑追加され

廃液で汚染されるという苦い経験

た︒﹃第三養﹄はひきつづき安全
協定締結までにその役割︑構成な
ど盆めあり方を二番で煮詰める︒
拠秘︒泊原註建設計画はこれに
より一歩重目︑あとは岩内町三主
の合懸とりつけを残すのみとなっ
た︒月内附漁協はかつて四十五年
三月の総代会で﹁絶対反対﹂の月
塞を打ち出し︑今もそのまま︒し
かしその後の二月変化も踏まえ︑
近く開催予定の総代会では八庫ぶ
り﹁条件つき日成﹂へ路線を修正︑

この線に沿い各地紅絹命擾の了解
を求めていく段どりともいわれ︑

成り行きが注圏されているQ

ASM鉦の

臼立造船の大阪工場築福はヤ七

まで︒

作業姓に優れた特殊品。
麟数量の多少にかかわらず、納期厳守。
劔新製晶の開発、改良、試作品のご注文も
お気軽にお串しつけ下さい。

醤
㌧

いる︒

再三で臨雪嶺研工業︵東京・新宿︶

この襲翻の本体は︑側面をアク
リル樹脂で囲み︑薄べったいアル

が製作した︒

ーションカウンター︶

工場として認定を受けた︒

造

︵写爽は装麗の本体とシンチレ

ミ榎を上下の醗樋とし︑その中に
ヘリウムガスを允嘉した蕊十二層
の放聡箱︵スパークチェンバ⁝︶

を磁ねたもので︑籍の巾には放電

することをうたっている︒岡山は

部門璽視方針を打ち出しており︑

船不況

の渓め鶉︒パイロット︒プラント

ウラン濃縮をめぐる国際間勢は

導電力購榮本部理珊︑五十庫同本

北醗が蜜金性確保で努力すること

陸

餐︑北贈の近藤︑千頭岡常務らが

ットプラントを建設することにし

場合︑台弁が必ずしも適っている

して生産技術を開発するというこ

波乱禽み︒﹁かってガス拡散法の

部技師畏︒この聞︑大鷹の酸素を

の畏期化を曹漿に

兇守る中︑共和町の藤四四簸町

日立造船では︑昨蕉七月︑

装閥を完鮪︑総合約に灘排水彫響

生物環境などについでの幕礎爽験

北電本店で︑共和晦の秋廟議会議

研究を行っているところ︒

持ち込み︑厳放水巾の細物の比較

海牛研では︑串央研究所を︑こ

方針の主要部門の一つとして原子

れら傘園で鍵施している裳験デー

今回のASME取縛を契機に︑新

蛮﹂﹁大虚温緋水に対する水篠環

は門濃捌水曜境容器騨辮髪礎謂

に調印した︒北躍は昨黛︑＋月に

致に乗り出し︑順調に到醐が准行

長︑北野の巾野笈雄翻祉畏が総懸

していたため海洋研でもいったん

解明を行っていく計颪だ︒

もとに立地選定を揖開︑北は禰鵬

安いこと一の三つの選定条件を

繍が認められたもの︒受血額は一

て活動を開始したのは昭和五十年

で行っている蘭発試験が順調なこ

億二千六酬臼万円︒

ラン化劇物を取り出してから六弗

多

力して三社聞の横の調節をしなが

北海道電力

とから︑能力をスケールアップ︑
実馬規横の十分の一程慶の年二二

化ウランに転換するまでを一璽処

動燃の一 貫製錬実証施設

三菱金属が設計受注

国初の総愈的温排水研究機関とし

十二月Q﹁研究所建設については 興から爾は静脚興までを対象に数

この結累︑千葉環郷宿瞬が外房

十地点について検討を行った︒

る中爽研究所を太平洋側に昭和五
に位醗し︑海洋の湾染か進んでい

一二塑金属は十六﹇口︑動燃購業睡

ており︑五十窯年麗に魑工︑五十

颪ナの六二化ウラン製造のパイロ
からウラン製錬プロセス・パイロ

理できるユニークな方践︒世界的

五琿慶には完成させ︑周プロセス

ットプラントの詳細設誹を受注し

の技術的経済的可能性を簑讃する

多

三口金畷のパイロットプラント

二︾芝

から三済性を探求する第二段階﹂︒ ウ

をつくっておくことの必要姓はこ

と﹂︒まだ空席の目立つ所内に圏

露米共同騨藁構想の盛んな頃︑米

簿に各面にわたる地鴛との共葎共

をやって︑設計作鎚をする所では

栄に誠恵をもって協力することな

三国のアルゴンヌ受話醗究所で発
発に成功し製鉄などの仁術振興に

どとり憾めたもので︑風評による

認定を取得
翼献︑照臨内多念盗薩蝿︑臼本機

ス﹂を開く︒詳細は原産・企画整
日︑来国機械学会︵ASME︶か

生産するT︒0プラントの捜術開 のほか各誌産業の振興︑文教対策

五頁ジSWUの濃縮実翫プランがきた︒だが肝心の隔膜技術はブ

熱学鼓騰︑科学技術庁丁霊蝋を受

ら原子力発急用プラント部面発議

国から環本側メーカ：にも引酸い

いことの胆嚢をしみじみと感じ

ラックボックスのまま︒技徳のな

三者による公正な調萱を行い補早

慶蕾産物懸格の低落についても第

展途上國等を対象とした﹁安全性
トの建設に千五首慰円とはじいた

鐡︒63才︒

ヨ立造船大阪工場築港
政府サイドの試算がある︒﹁下士

團主技術を確立しておかないと国

新宇治電ビル内

干530大阪鐵北区瞥根騎1丁霞2−6

名古屋で装置公開

た﹂という︒﹁擬製のない日本は

原子力作業用被服と雑消耗品一式

讐

宇宙からの放
射線見えます

かに切り下げることが大繭提とな

ない点を力説︒

・三原粗薦発露所建設に関し北海

北海道電力が計画している共和

嶺鵬8年ぶり路線修正か

まず今後の温排水研究の中核とな

十一鋸度中に蕊工︑さらに五十三
ないうえ︑地充漁業など関係者が

の中央研究所建設となったもの︒

も最も適していたことから︑今國

﹁誘致﹂の影向を引明︑三条件に

年には日水海側に地域研究所を﹂

ところが︑このうち中央研究所

というのが引引書画だった︒

として当切謝癒で予定されていた

にも注囲されている︒動燃が中心

海生研は十五日に千葉興観光公

PNCプロセス︶は︑ウラン鉱石となり︑三菱金属︑旭硝子などが

機器︒装翻の詳細設計受浅は︑試

たと発零した︒闘プロセス︵通称

茨城興爽海村先海域は︑河糾によ
社と蝦終的な売貿契約を終了︑現
を製錬していったんイエローケー

動燃では導出凝・人形峠の同プ

テストに入るQ

る淡水の影響が顧署で︑温撲水研
在串爽研究所の詳細設計を憎いで

キに仕上げるこれまでの拳闘を省

多多多多ニニ︑芝 多二
一

協力して開発を進めてきた︒

たため立地は難航︒このためいっ

究所思雌には不適なことが判明し
おり︑遅くとも七月には凹凹︑今

多

際協議の場で不利になる︒儒頼性

一

のある良い選心機をつくること

多二

る︒そうなると材料から安くしな

は︑例えば多国闇共同建設のよう

多

的要望も背に受けての財務開設躍

ければならないし︑懸産体制で

な場台でも︑交渉階の一つの擦

婁

である︒

能︒だから繋中生産にいっかは踏

対処しない限り厨的達成は不簿

〆〆多

禦務所のさしあたっての藁覇は

多

一︒﹁当葭はパイロットプラント

認︒実続をもつておくことは鰻大

が灘劇にあるので鋤燃事業圏に協

み切らなければならないが︑その

二 さ 多多ニニ 一 二多二多 一

験施設などこれまでの開発での実

二多

ロセス試験施設︵年闇五踏規模︶

さ

き︑ウラン鉱石の漫出液としてウ

二

年慶末には完成させたい幽晦︒
一多多二

たん計画をふり出しにもどし改め
・ニゴ﹀〜く二︐︐︐︐︐多︐一︐︐多︐︐︐二

一UCエンジニアリング購務所蝿

べルに︒﹁これからは儒頼性や経

松本政吉氏に聞くー
懐妊

とは隈ない︒簗中生日の実効をど

ウラン濃縮平心分離法共岡開発

金議︵UCA︶の

ら開発を進め︑そして糟来を一越

ラン濃縮は官民一体で

こにもある﹂︒

顧二か月︑臼立︑榮芝︑三菱三祉

うあげるかについてはいろいろな

瞬、

昭和十三年頭大工

との社会

動礎甥麹無

共融体制のUCエンジニアリン グ

罫．購

総

松本氏略歴

型式︵かたしき︶がある﹂と一気

価葭

に︒そして﹁休制を篶えるのは厩

購務駈︵UCO︶が・粟京・内幸

町の日比谷國際ビルで産闘︒

すでに遡心分離機べ⁝スでは欧

N

共和町と覚書に調邸
すれば今の開発コストを何分の一

Q

来と比べてひけをとらない技術レ

／

共和・泊原発建設、一歩前進

昭和53年2月23已
学

子
（第三種郵便物認買D

第9竃4号
（5）

．

国に依存していながら︑自朗の外

このように︑どこもかしこも外

にすぎない︒今後の憶勢によって

ウラン濃縮添書が建設されている

ダの多国間協力による還心分離の

る︒そのほかは英︑西独︑オラン

婦のウラン濃縮工場を持ってい

システムで︑握当燭家群の中の塞

の領域で︑こうしたティアード・

日本は︑いうまでもなく︑多く

えるのである︒

に置いた世界秩序のわく縷みを考

の国家群︵担当国家群︶を中心部

いでおいて︑経済曲な利益だけは

が︑欄手の国に何らの賛献もしな

受ける可能性がないとはいえな

ん日本は参艇する︒アメリカ︑西

ている︒先進国蕩脳会議にもちろ

要国として貢献できる能力を持っ

あまりに希簿だと︑外国人の眼に

発に参加するという構神が日本は

るため︑明日のエネルギー捜術開

る︒人類の将来の安全性を保障す

的すぎるとたびたび批判されてい

は新エネルギー捜術の開発に消極

国際エネルギー機関でも︑日庫

ふえている︒

い︒そうした累態が超こらない間

独とともに三つの機関車国とも呼

力にふさわしい視野の広さが要講

必要がある︒そうした観点が欠如

していると︑カーターの原子力新

と︑その対応にあわてふためくこ

政策のような簡勢変化が起こる

とになる︒視野の広さが原子力開

この場禽︑視野の広さとは︑国

発関係奮に求められている︒

際感覚とほとんど同義語であり︑

噸

聞は依存しないわけにいかない︒

交をのぞましい形で進めることは

は︑ウラン濃縮が国際的な規制を

な漏り独立牲を高めるよう所要の

に︑臼本も㊥蔚のウラン濃縮プラ

ばれた︒原子力では︑ロンドンの

世界にはいろいろな蟹がある︒

される︒讃任の畠覚も求められ

繊

一それは東芝のモットーです

ごっそりさらっていくとみる欝が

ては︑原子力開発の各分野で司能

実際上不精能である︒わが国とし

灼策を推進する必要がある︒

ントを持って勤かしているという

己的だと外国には感じられるので

は映る︒つまり︑樹本は霧常に利

瞬本は遅れて原子力開発をはじ

ウラン資源は国内にはほとんど

実績をてきるだけ早くつくってお

加しなかったころから︑メンバ；

核供給国会議に最初七か国しか参

めた︒先発国から進んだ技術を導
入することが不可避であった︒す

にはあるまいが︑この鵬愈にも外

ない︒外国からの輸入に頼る以外

く必要があろう︒

だが︑同時に核拡散防止の世界的

い︒自身の能力にふさわしい拡が

の観点を璽視しなければならな

独裁胸な圏象では︑昨日までの懲

それは国際的な廼任の庖覚と密接

なつながりを持っている︒

元来︑原子力行政の担嶺蕎たち

蕊︑

懇懇

干100東京都港落三三慌『r目13番12号丁紀L東京（03）454−7111（大代）

＝ダ

はまたたくまに世界をかけめぐっ
でに二＋年以上の経験を窄み︑多

国のウラン資源の開発に資金や技

なわく重みをどうつくりあげるか
で︑それに応じた大きな影羅力を

に納偲される外交であるための不

りで闇題に取り臨む姿勢が︑相手

行使することになる︒したがって

響力を行使できるよう︑実纒なり

術と多くの類似点がある︒だか

原子力平和利粥技術は核異器技

胃欠の要件だと思う︒
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実力を身につけておくことが不可
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う努めなければならないのは当然
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たウラン鉱の開発が進んでいる︒
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澱盟して︑核保有は行わないこと

そこで︑脚本の原子力平和利用

INFCEの作業でも︑自国の原

義務と費任を菓たし権瞑を行使で

を足めている︒核拡散防止条約に

の鮭進が陽審されることのないよ

も︑少なくとも形の上では四十の

きるよう︑主要な国家群の仲間に

・− 背 畢

繕聚︑ウラン澱源の入手をはじめ

岸

つくりあげそれを維持することは

る︒

のバランスを

めなければならないが︑どの場△口

国際剃度づくりを多くの領域で進

これらとも関適するが第二に︑

・

外交の条俳
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