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調程展・璽剛の手で横み燃しでき

は先行き必要なウランをさらに一

当て済みだが︑これによりわが籔

擬期契約により十四万五千沙を手

力各社はすでに海外各社との短・

きるまでに騒ぎつけた︒わが国電

にしてようやく︑ウラン生産がで

五百ゾ規模工場建設で検討が進め

備会が設けられ︑黛間処理能力千

闇ではすでに心力各社を中心に準

法㎝部改正はこのためのもの︒践

の改正が前提となる︒こんどの同

処理薯藁を認める原子炉等規制法

計画だが︑そのためには民間の溝

茨城県・東海栂の動鰍薄処理施設

詰めを行っている︒二十八回転は

C︒ソーン両氏が嵐席︑技術的な

人︑王AEAからB・クラーク︑

スはA︒プティ践︵CEA︶ら六

︵エネルギー雀︶ら九人︑フラン

約十人︒米麟からN︒オブカ氏

当窟︑中村康治氏︵動燃理肇︶ら

を見学︑三月鷲冒までに方針をま

すでにわが国とIAEA閣では

とめる︒

視装躍の評緬⑭ハルモニター実証

①髄周済み燃料受け入れ癒設の監

試験③計曇霞の溶液璽羅の津蟹技

システムの調蕉⑤使用済み燃料の

術試験④リアルタイム核物質籔遅

で共石研究が行われている︒

ガンマスペクトル分析の各テーマ

可申譜があった同社嬢海製造蕨の

料工業︵騒村歓久社擾︶から許認

ると︑東海製遣所ではPWR︑B

張も園ろうとするもの︒計醐によ

一それは東芝のモットーです

霧

ウラン鉱床に着鉱

の調査鍵として約四十二億円が建

機閲︶との間の再処理施設保磁描

については︑昨嫌九月の麟米墨処
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られている︒

込まれているが︑同地域はかつて

東海製造所の

原子力婁

安全審査開始

原子力委員会の核燃料安全騨門

躍関遡機羅試験共生硯究に関する

なっている︒

燃磯保︑とくに別業化体制のあり

なったが︑岡法薬については安金

東海製造所は損須賀の同社鼠山

理交渉終了聴の醍醐転用で機器改

定で︑隼闇処理能力はウラン墨で

WR爾炉轡料の成型籏工を行う予

騒野跨郎氏を加えた近氏︒摩本康

えだ︒

試

◇

⁝醒購達三看闇で引取りはいつか

麻

轡門蒙会議が二十七臼から東霞・

研究所が手狭となったこともあり

て︑同法案の審議入りは畢く三月

趣謡説明を求めていることもあっ

良試験の実施がうだわれており︑

王AEAとの保隔描躍共周研究 これを東海村に移転︑生産能力拡

より民聞による再処理珊業化にも

末ごろとなりそうだ︒

再処理交渉のいきさつを踏まえ︑

禽いもあるが︑同社では五十二上

五薙早々から本格操業に入りたい

工工場をもつているが︑東海製造

灘購郡に黛間処理能力四十沙の加

所の完成により処理蟹は薙間八十

になる︒総社はこれを機に︑PW

誘規模に能力倍繕が圏られること

ニュクリア・フユエル両社に瓦

Rの三菱原子燃料︑BWRの日本

闘本原子力文化振興財団は懲エ

共属通儲論説副委員擾を爾書に︑

◇科技庁人瑠︵三月百付︶

エネルギー庁公蕪薯業部技術課

力周動力炉開発課長︵通産省資源

動力炉開発課長︶内田蜀爽▽原子
入場整理券が必要︒参加希望の

騰原子力軽羅殼幡一式（原子炉、核燃料、タービン、難戦1磯

るようになったわけ︒

らにするか︑その方法︑料金など

仏が二十琿間にわたり基礎調査を

民間再処理法

方を熊点に野党各党が反発の構え

赤坂の動気野業団会議窯で開かれ

安盒審査にとりかかった︒
をみせているだけに︑海蛍づくり

ている︒

わが國と王A露A︵国際殿子力 審蚕会は︑工月十三鰹付で原子燃

OURDはこのほかアクータ地
域に隣燃するアファスト西地区で
も仏︑ニジェールと協力し探鉱中

でいる﹂という︒同地域はアクー

だが︑﹁調糞は極めて順調に進ん

タに比べ桁違いに広く千八薫平西

含む契約交渉が進められている

来琿は千五菅誘へと段階的に生産

円︶が投じられてきたアクータプ

鉱等を勤む砂岩﹂という︒尊位は

は擁本門が全額を野島︑ボーリン

行った経緯もあり︑このため探鉱

肇備を避めていたが︑この一月二

ベースの操業に入る︒ウランの欝

羅をアップ︑八○年代以降二千蛭

四か国が協力︑総経費山ハ百億円

が︑年内には固まりそう︒

現在︑COMINAK詩1
0
D
厨︒
さU
しあR
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五十四年度まで

ンは九電力へ売却される二士で︑

本側翻取り分は四三︒三％oウラ

嘱霧四月から鉱石採掘
ウラン鉱床に魑鉱lI︒海外ウラン資源開発会社︵判OU費D︑鈴木薄照社長︶は二歩瓢日︑かね
て岡山が仏︑ニジェールおよびスペイン各国と協力し推進中のアク⁝タ地域ウラン資源探鉱開発で高
贔位のウラン鉱際掘り当てに成功︑四月から本格的な鉱石採掘態勢に入ることになったと登嚢した︒

でに金属ウラン換騨九百ゾ程産が生産できる冤込み︒先行き所嚢ウランの三分の一虜主確保がわが國

坑外糧製錬工覇の建設完了を待ち七月にもウラン糟鉱生産にとりかかる計灘だ︒糠調にいけば鋸末ま

の政策囲標で︑この線に沿い環在十数件の海外プロジェクトが組豪れているが︑いずれも海千霞千︒
それだけに︑アクータプロジェクトの成功は資源小鴨円本にとって断報となるものだ︒

ひきつづき四月から本格的な鉱石

十八日待盟のウラン鉱床に魑鉱︑

蒼入り︒閥十八年に実用化調査報
平均○・四％︒来國やカナダ産ウ

︵うち二本側負損分は額二±二王 グなど調査がつづけられることに

イール山塊西方に位麗する約九︒

ロジェクトー1探鉱開始から八年

アクータ鉱区はニジェ⁝ル国ア

九平方㎡耕︒四十五年五月からO

サインが出

で難航は避けられない冤適し︒社

政府は二月二十一日︑﹁核原料

法的恨拠を与えようとするもの︒

原子力発露翻発の進展につれ︑

米国とフランスが呉岡研究への参

会︑公賜︑共薩三党が本三白での

開発のための共圃出蜜会社COM の埋藏が確認されているともいわ

物質︑核燃料物質および原子炉の

隠処笹薮漿蕎の指定︑使用潮検査

加回向を伝えてきた︒

政

れ︑盤界でも鍛大級のウラン鉱山
INAKが設立︑あわせてこの時

規制に関する法︵原子炉等規制

わが岡では昭和六ナ鋸に年間七百

約四十誘︒安金気蛮期聞との兼ね

点からスペインのウラン公社EN の一つ︒

沙︵累積四千︸臼ゾ︶︑六十五琿に

拡大

秋までには施設建設を終え︑五十
このため賎︑※︑仏︑IAEA
の専門家による共圃研究の

蔽え︒建設費として約十五層円が

岡二千一一酉ナ︵累積一万三千二酉

と定期検査の義務づけなど規定が

岡法案は︑動燃輪業國と原研以

会議

莞込まれている︒

を開催︑①共岡研究の対象

出される冤込み︒こうした再処理

テーマ選定②技術的町能性③研究

ナ︶もの多盤の使用済み燃料が排

USAも撫わり開発は四脚共同体 ウラン粗悪錬工場建設など諸準

外の蕎が再処理嚢業を行うことを

＋臼の閣議で了承︑国会上程と

時期︑などについて検討に入った
もの︒わが岡からは科学技術庁担

議常任理畢︑樹木騒一電労連原子

欝擁長︑稲蘂究三懲懲経済難民象

盟代表委員︑板難燃郎験電敦賀欝

出席蓄は管内薗一日木鋤羅蓄逓

鰯を民間が薫体となって建設する

エネルギー・原子力を鷺える

諸団体代表を
招いてパネル
ネルギー・原子力を蓄える偏を基

兜行きのエネルギー附給兇遍し︑

研究調整局調整課畏︵原子力局

に総懸的に難場を確保していく耀
調テーマに昨黛響︑六大政党代表

エネルギー安定供給に渠たす原子

し・取轡え燃料の成形加工を申心

によるパネル整談会を開いたが︑

題にとりあげ総論を行う︒

力の役割︑立地禽愈づくり等を主

町の齪協ホール︵白道ビル九階︶

⁝弾︑

こんどは譜國体代表を東京・大手

そのパネル・シリーズの第

3月17B︑縷縷ホール 力対策委員会纐間に技術評論家︒

原子燃料工業はすでに大阪府下
再処理施設につづく第二鱒処理工

正される︒

新設され技術薗からの規制枠がは

けば年末までに金属ウラン換算九

五十層︑延長三千二藤耕の坑遵掘 精鉱生薩に入れそうだ︒順調にい

禁じている鏡行法を改め︑これに

備も翼々避行︑予定釣り七月から

潮を終了︑その後鉱石破碑設備な

哲ゾ程合が生産できる見適しで︑

制に移行︒昨無秋までに地下二百

ど一速の坑内設備建設と鉱石採掘

寡翼一1㊤ウラン鉱床魑鉱を確か

で七月からの浄曲入りに備え慧ピ

向きは同轍園︵電鍵験京五〇四1

長︶中栂守孝︒

午後一時から︒

に招き晦談会を行う︒三月十七日

︸三八〜︶まで︒

ッチ︑建設が急がれているウラン

める地髄技術陣と︑㊦猛羅の砂箱

彌要をカバーしていくため︑藁海

められるほか︑関係規定が整備改

国会に提出した︒

審議入りは早くて月末

案を国会提出

OURDによると︑﹁鉱石は予

掘E
へと進むことになったもの︒
URDと仏の核燃料会祇CO採G

MA・エジェールの鉱物籔源公社

告がまとまり
ランが平均○・二％姦盗であるこ

想還
ONAREM三暫が協力し探鉱
調り極めて爾物騒の瀦霧ウラン

されたものの︑翌四十九庫はクー

とからみると︑ほぼ倍の高齢有

日米仏lA琶A専門家が討議

法︶の一部を改正する法律案﹂を

ゴー

デターが勃発しプランク︑五十年
率︒鉱区金城にわたり四万四千ナ

保障措置で共同醗究

寒

六月から開発魑孚となった︒探鉱

再処理施設向け
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一︑原子力産業の安金性はきわ

電藤を原子力に切り薔える場禽に

石炭焚き火力との比較では既存発

いぜんとして優れている︒ただし

のこ〇％値上り②条件が悪いサイ

トを整備するので費用が二〇％膨

張③建言期閣が六十か月から七十

か月に延びているので利子負槻を

四

塾

鱗︑章
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七四無にはイランが参加した︒現

めて短期間に安全性規則の標準化

く，

九七八年末か七九年初頭を予定し

と構成機器検査の強化のため費用

を完了するよう勧告する︒また地

で開きがさらに縮少するとみてい

盒めて費爾が一〇％拡大11など

エネルギー革命を展開する雌のバルブ

騒二千六百沙SWU︶の運開は一 加していたスウエーデンが脱週︑

トリカスタン工場は一九七四駕

がかさみ原子力発電コストが膨張

方公共団体に最着の方法で資金の

一︑一九七八〜七九庫着工原発

は九十万KW五墓︑颪三十万KW
る︒またフェッセンハイム原発の

配分を行うため安全性措置の社会
コスト推定作業が行われることを

とから︑さらに経済性が悪化する

はあげられないとみられているこ

希望する︒

再確認する︒

いう七七年六月二十八日の渓定を

四基︑盒計約一千万KWとすると 還れから薙間六千時間稼働の成繍
一︑原子力発電計薩は遅れがみ
られ︑さらに最近数か月のズレが

トは一九七二年三・八サンチーム

＝

在の出資比率は溺裏の通り︒

べ売れ行きがよい﹂としており︑

したためと説明し︑七七蕉の億上

︑

から七七年九・七サンチームに上

︹パリ松本駐在餌︼オランダの

ウレンコは黒酒U供給へ

ブラジルの再処
理サイト決まる

原子力発電のKWH当たりコス町能性を指摘している︒
いく見通しである︒手続きが複雑

昇した︒七三年石油価格が四倍に

加わったが︑漸次取りもどされて

化したため遅れが加わる危険を指

憤上げされたので七四年には原子

摘しておきたい︒一九七七黛価格
による原子力発電所の発霞コスト

H当たり遠望︒七サンチーム︵四 ％割安になった︵七三蕉は二〇

は七六庫価格比一八％窟でKW 力発霞は璽譲焚き火力よりも六〇
％︶︒だがその後は両蓄聞の開き

ウレンコ︵葵国︑西独︑オランダ

内閣の決定を︑一九八一隼までに

ジルに傑給するというバンアグト

円五十三銭︶︒コストの大幅櫨上

が郵送に縮少している︒EDF

下院はこのほど濃縮ウランをブラ
りにもかかわらず原子力発電の経

︵仏葬力公社︶では安全性の強化

ーおよびブラジルとの保障措置交

協同濃縮グループ︶の他のメンバ

アルメロ濃縮ウラン工場の拡張を

渉を終えるという条件で認めた︒

一九八一年からの予定︒

瞳に認めたものでもある︒供給は

一方︑西独がブラジルに建設を

縛済している小規模再処理工場の

サイトがリオデジャネイロ州レ

センデに決まった︒ニュクレバ

ス︵ブラジル圏荷原子力会社︶社

鉱埋蔵燈は金属ウラン換算で六万

長によるとブラジルの推定ウラン

る原発乱塾を含む十三基︵各薫三

六千八酉沙に上り︑西独が建設す

十万KW︶の運転期間中の核燃料

半には輸出もできるという︒

核流体制御精機の領域です

ている︒試運転の電力はピエール

ル︒ウォルスキーAIF理壌長がうち六〇％を占める二十二社につ

また︑大型化した原子炉に対する

Uの委託筋工を契約している︒

ここ一︑二野は産業界にとって

一昨年開催された門原子力資金問 いて調査した篠懸から﹁電力会社

りは一一・五％程度だったから開

涯

厳しいが︑こうしたなかで原子力

儘頼性にも間題があるとして︑こ

百万避だけだったので︑微妙な

N避RA側は軽水炉販売の縛来

の数社は一九七九年までに最大十

のといわれている︒ウォルスキ！

題﹂の会議で発表した原子力発電

A王F理事長は同会議で︑現在原

政策変化をうかがわせる︒恐ら

る︒しかし忌門家は①原材料価格

部門を存続させていかなければな

ではない︒

残があり︑見通しはそう賭いもの

保障零露予籏も当然使い方が

く外国の使閑済み燃料引取りよ

は経済性は対等となる︒

﹁二年間に千万Kw着工﹂

内閉三頁万炉︑国際用三百万が

︵不拡散代案評価計画︶の予算

炉関係やプルトニウム輸送に代

変わってくる︒クリンチリバー

りは︑地域貯藏センターの提案

済性は新規需要に応える場含には

琵67

40％

供給には十分で︑一九八O庫代後

原子力バルブ憶

NERA 縮ユ工：場ロ試デ運ィ転フへ濃
副会長語る

璽力を供給する九十万KW加圧水

ユーロディフはフランスが来国

ラット工場から供給されている︒

した︒雲間生塵力は一万八颪沙S

型原子力発電所㎎基とともに着工

78隼︑二午六百万少をメド
門パリ松本駐在凪︼ユーロディ
による濃縮ウラン市場独上﹈体制か

できる︒一九八O⁝八一無金面運

WUで原発百墓分の核燃料を供給

ら逃れるため霊導︑ピエールラッ

一号機の一部︵三十四カスケ⁝ド ト工場で竃事用に開饗し民閣用に

開予定で︑日本の磁力会社も一九

フ︵欧州ガス拡散濃縮ウラン会

転換したガス拡散法技術で欧州工

社︶はこのほどトリカスタン工場

場を建設︒運転するため一九七三

ているとはいえない︒原子力剥製

二月六日から試験運転を始めてい

の巖初のカスケードニ＋段︶で

八○年から十隼間︑毎年千沖SW

を健全なものにしていくために

しては︑石炭が期間にして二黛ほ

上の比率が望ましい︒許認司に関

毎士薄に設立された︒現在の資

も︑石炭瑚O％︑原子力六〇％以

ど優位にある︒このことからも原
本金は一

許認可の短縮が必要に
る薯実を明らかにした︒試運転は

億五千九颪出湯︑当初参

愛まで続けられ︑一盛機︵年墨黒

七年に短縮しようとの要求が強

イラ／はIGO6）

きの縮少は止まったといってい

性について﹁PWRはBRWに比

1111％

ENUSA〈スペイン）
SOBEN（ベルギー）
こ当分は中規模なものへの指向が

子力発電を行っている霞力会社の

しOGLMAの投二桁は晃78％（鋤接出資を合めた比争は

雪278％

11u％

CNEN（イタリア）
強まる︑とみている︒

しOGEMA（フランス）

五墓の原子力発電所を発注する﹂

AG三P（イタリア）

2778％
2500％
1250％
1250％

｛ム・イラングループ

所の発雲霧通しを考懸に入れたも
らない︒GE社︑WH社には発注

い︒

ユーロディフの出資比率

という大胆な外翼をしている︒

パール氏の今回の発言は︑カー

力のリード・タイムを十年から
※終済研究協会︵NERA︶のルイス・パール副会長は︑※原芋力産業会議︵AIF︶のインタ子ビ
ューに応え﹁今年は大幅な原子力発電所の発注は期待できない︒しかも原子力産業の禦気回復の蒐通
しは一九七九蕉ないし八○奪になろう︒その後︑＝十基の発注は必要で一九八八焦ころの躍力需要ピ
ークに応える必要がある﹂と語った︒発注の落ち込み︑繰り延べや取り消しが櫃次ぎ低迷をきわめて

いては︑原子力が優位にあるとさ

また︑石炭との経済性比較につ

る︒

建設許認可の遅れ︑を挙げてい

きた米康子力産業興に湧気がもどってくるかどうか︑失業開題などをかかえる来国内事情もからみ今
後の動きが注自される︒

ピークに灼応していかなければな

NERAのパール裂禽長 は ︑ 今
応じるため一九八八年の電力需要

年国内の原子力発醒所の発注は八

らないi一としている︒
同氏は︑原子力の発注を妨げて

基を超えることはない︒しかし︑
それでも七七年の四墓に比べれば

ている︒一九七七年の発注を鬼る

石炭と原子力の並行路難を選択し

れている地域ですら︑電力会社は

の建設コストエスカレートを懸念

いる閤題として①醒力会社が原発

していることが大きな理由だが︑

イラ〆グルーフ軍（．LA60％，イラ〆1苧f力委只全

仏

AS納E

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

二倍の伸びということになる︒電

には一九七九年を振り出しに毎年

力隅要の伸びにこたえていくため

と石炭火力によるもの一千酉四十

仏︑原発の遅れ回復に本腰

実橘は逆に発注が減少によリコス

万KW︑原子力によるもの五百四

¥墓の発注にもっていく必要が
トがエスカレートしている②カー

③原子力発霞計画−一を再検討し
万KWであるが・石炭火力の記数 原子力委員会︵PEON︶はこの
た︒内容は以下の通り︒

設の利絹は弩えられない︒また

ほど①原子力施設の安全性②原子

進行ともからみ︑まだ機が熟さ

説明されている︒NASAP使の
用済み燃料貯藏関係では︑国

力会社の関心を見極めるためと

力発電計画の現状︑ことにコスト

あり︑一九七九薙あるいは八○年
ター大統領は原子力推進になんら
は経済控において原子力にまさつ

︻パリ松本駐在醸︼フランスの

は原子力関連産業界にとって璽要
の濁入れも行っていない⑧原子力

路線からの転換︑つまり代案評

の他の研究開発はプルトニウム

な年になるであろう︒電力翻要に

＼
価一色に塗りつぶされつつあ

は四百万ザ威のわずか七百二十

に向かう前触れであろう︒

が計上された︒昨隼は国際昭五

万がだが︑ここはいわば参謀本

って︑代案サイクルにともなう

廃棄物処分関係では︑国防廃

る︒その中心になるNASAなP
いのであろう︒

子力三二％︑罪原子力五七％︑

が︑エネルギー雀の関係者は原

部で︑ガス冷却高速掴殖炉︵三

二二フガーズが霊対象になるわ

棄物予算の埴舶がめだつ︒商業

︑／

核融合＝％の数字をあげてい

千三百万謎︶新型代案炉︵二千

ングや混含抽出の研究が取上げ

けだ︒再処理関係ではスパイキ

雪国エネルギー省の一九七九

ター政権が初めて編成した予算
る︒原子力はクリンチリバー彊

が︶などの予算が総合的に使え

万が︶︑保瞳措踵︵四単二颪万

年慶予算案が提出された︒カー

であり︑カーター色が色濃く出
の中止︑再処理延期の影響が大

減り︑問題がアクセプタンス

廃粟物関係は地麿調査費が逆に

きく︑カ⁝ター政策を反映した

玉門総額は萌年度より二三％

カーター色濃厚に

召89

箋3

塁27

一

ている︒

の鍛大部分は石勝戦略備蓄の実

をますます固めよ

1979｛卜）

（1978向

繕の酉二十六億がに達した︒そ

にあることを圏付けている︒国
防廃藁物はニューメキシコ州が
巖終貯認を引受けるようだが︑

巖終的に二百億騨という見積り

代案路線

だが︑研究開発を主軸に米国が

予算案の議会審議はこれから

カの大きな悩みだ︒

もあるほどで︑核保有国アメリ

も急がねばならず︑総コストは

バーンウェル再処理工場関係

料サイクル評鯖︶に向けて︑最

優先度が湘わっている︒トリウ

の予算も消えた︒現在バーンウ

大限の努力が展開されよう︒

られる︒INFCE︵国際核古燃
くなった貯槽の取替えや固化

代案路線を強化へ
る仕綬のようだ︒

N度米予算教盤

項目はまだ金額的には小さいこ

たとえばガス冷却高速炉は︑

クリンチリバー炉の中止で︑

ム︒サイクルの場合︑この炉型

トリウム︒サイクルを予幽して

研究開発ははっきり再編成の過

の方が贈殖比が高いと見られて

ルギー雀も施設の長期利開方法

筒万が︶が行われており︑エネ

うとしている薯態は︑巳本とし

箋25

3号

に四十二・五億メ︵一八％楢︶
で︑七九年魔五億疹︑その後に

される︒エネルギー保存関係費

いる︒

とが︑総額の減少につながって

E五瀬疹の膨大な鮪蓄が推進

れに見含って原子力予算は現状

も約十慮斌と五八％もふえ︑そ

程に入った︒ナトリウム冷却高

の再処理研究は打ち切られ︑ワ

いるわけだ︒しかもガス冷却炉

維持︑構成比では二年運続低下

速欄殖炉は本年度の五二七億

を検討中なので︑その結論いか

を続けたのが大きな特徴だ︒

原子力予騨のうち︑国防関係

避から三・六七億がへ三〇％減

ンス・スルー方武︵トリウム利

ェルでは核拡散防止研究︵千三

億メ︶︒廃藁物処分費などの埴

で︑うち一︒三倦メはクリンチ

ても習過できない︒

一

フラマ／ビル
未
疋
130万kW

蜜は約＝二％轡加した︵二十八

加が原阪だが︑それを含めての

んでは追加予算が編まれるとい

︵K・K︶

閑が潮提︶が採られている︒ま

仏の原子力計画

（72）

リバー計画の終戦処理麗だ︒当

現状維持だから︑原子力発霞関

策のわく組からはみ出すこの施

4零
1号
1号
ま30フ）kW

3，4号

4号
1，2号

クリュアス
パリュエレ
三30万kW

エ
イ
ラ
フ

90万kW
90力kW

1979年
1978禽

ト
サイ

力
娼

Q，000ヲラ／kg

H6
ユ33
10

97
−

95
r封
合

79

係費は当然減少したことにな 嘱 F F T F ︵ 高 速 炉 燃 追 試 験 施
た高濁ガス炉︵HτGR︶の実う︒いずれにせよ︑カーター政
用化の助成は予算ゼロだが︑電

?転費
D料費

35＄／1bU

月現イ｝｝
1
…977身

（kWH㌧たり

「

設︶の建設だけが継続され︑そ

原子力・火力発電所のコスト

煙
る︒問題は研究開発賢の動向だ

投資額

ﾎ力発電所 ﾎ力発電所

@再処理

?，750ヲラ／kg

薦拙焚き 石炭焚き
所
竜
発
力
子
線

30事／1bU

25＄／1bU

@再処理
一王，5003フ／kg
@再処理

一一

一一

（2）

第915号
傑；三種郵便物認葡

野

子
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新

業
産

力

原

℃

一
一

眉

一

海外探鉱促進に全力

一喩

侃

電力︑鉱由︑商社︑政府機閥など二十六団体で構成する¶ウラン資源確保二品婁隅会﹂が二十二日
発足︑窟賜が︸体となって海外ウラン探鉱へ総力体制を敷く新体制がスタートした︒婁員畏には伊藤

て轡門鑑図会を激闘︑蚤面︑海外からの持ち込みプロジェクトの選定︑鉱石の引き取り融顕売鉱等の

俊夫麗電副祇長︑難燃醗鎚には金子正男三芽金属鉱業副祉擾がそれぞれ就任︒委蜀会は下部紹織とし

とになった︒

検討を行うとともに状況に応じ現地調査隠を派凝するなどして海外ウラン探鉱の健進を図っていくこ

二〆

することになりそう︒

ニド

多

き二

多

ニニき二

世界の原子力発電所調査は︑原
巨多〜︵二

伊方原発の放
射線影響なし
愛媛興が中間報告

環境試料の放尉能分析でも営業運

あい︑雨水︑海水︑農作物などの

／晴︑五十

奪が六・九緕レンドゲ

値で五十鋸が五・六欝レントゲン

でのガンマ糠費間糠蟹簾は︑鰻高

これによると︑働えぱ敷地麗界

ついて行われた講薙も︑水温につ

方︑儲方原発の漏排水影響に

認められなかった︑としぐいる︒

原発運開による放射線墨の変化は

一つの調董点で七月と十二月に摂

いて摂氏放水瓜から二首屠離れた

転開始による影響はみられなかっ

ン／階︑試運転中が八・三雷レン

た一⁝などの点を明らかにした︒
伊方原発が初臨界に遣したのは

トゲン／隠だったのに対し︑営業

愛媛県・伊方原子力発題所環境

運癒中は五・二野レントゲン／

践一度程度の臨監がみられたもの

に入ったのは丑十二隼九月︒これ

の︑その他透明度︑PR︑塩分濃

昭強磁牽整商一月で︑嘗築還転

蒔︒また︑平均でも五十一︑五十

会畏・僻藤猛央愛媛大教授︶はこ
に対し岡技術専門部会では澄方原

安全籔理婁員会頭術聯門閥会︵部

発が運開麟の昭和五十年度からガ

的な探鉱開癸に移行すべき有盟プ
のほど昭和五十二隼度の伊方濫発

鉱プロジェクトの横転および無体

周辺環境照雨線調糞の中川報告を

探鉱︑開発へ移行するための必要
空聞ガンマ線羅羅は運開前の︸・

りまとめ①伊方原発敷地境界の

的なモニタリングを開始︑試運

射能分析︑金ベータ測定など総禽

ンマ線瞬間線騒率︑環境試料の放

常健が認められたのを除き︑俄方

も一部核実験の膨響とみられる異

ン／時程度で︑このほかの測定で

始後は一︒九〜

ン／時だったのに対し醜業運転閣

それ運転中二百一基︸億六落七万

くるい

が
生じ縮局四十四墨四千四颪三十八

ーゴなどでも臥蚕に
三菱商

古田鉱業︑釜菱金属︑暇本鉱業︑
同租鉱業▽商社グループ

てみると︑この〜薙闇に十葺墜千

九千五函五十KW︑建設中二颪四 百六十九万九千KWが新たに運転

岡導門部会では今憂六月ごろを

れなかった︑としている︒

メドに昭和五十二登霞調査の簸終

報告をとり藤とめていく予定Q

これにより芦浜原発は立地二二づ

挙公約の㎝つにかかげていたが︑

確実となった︒中部財力は今園の

初惑選に敬顧を表すとともに︑原

出直し選の精果を受け︑縄墾氏の

子力発電醜聞は国家的夷講でもあ

たため︑実質的な謝薩堰はわずか

炉辺購で軽水炉の紙倒的優僚は

り今後もひきつづき穰極的に推進

六墓にとどまったQ

設中野園・匹％︑発注済み九三・

揺るがず︑逓転中八一・九％︑建

していく蕩えで地域倥民の理解を

誕を発表した︒

求めていきたいとの田中社擬の談

六％と高率を占めている︒
現状を兇腐し将来の方向づけに
多くの論議の髄されたのが︑昨年

通運・科技工密庁が発蓑

浜岡原発︻号
細管ににじみ

通日︑科学技術の濁省庁は二＋

八磁︑原子力発躍駈の定期検査状

か国が新しく原子力発飽國入りし

容羅が今回初めて一書KWの大台 ン各一疋が運転を開始︑これら三

された密圏為也前町長の辞儀に伴

地に破賄と業務上横罎などで盤捕

中部醒力の塁上原子力発電所立

繕衝に軽微な異常を示す指示が認

力八十二万六千KW︶蒸気発蛋器

況について中間報告を行い①關西
に到達︑調査を精色づけている︒

たことも今園調査を特魯づける一

大所

をはじめイ

ﾎ︶を誤差で破り初当選した︒
投票率は九一︒三四％だったQ
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十
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探鉱蘭発によって持ち込まれる鉱

ラン資源の獲期購入方策の演討⑥

石の引取方法︑融資買鉱等海外ウ
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北海通︑東京

る探鉱プロジェクトの受付および
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ェクトの潤本官

談会が昨年十月︑通産雀総禽エネ

ったことから︑嶺面︑家ず持ち込
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プ三井金属鉱策︑住友金属鉱山
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弁︶のりーク検査装置など点検検

ィルターとチャコールフィルター

実力発電駈篭写△口理化検討委員

会﹂が発足︑製糖利用率二上のた

る対策目①蒸鍮発生器細管検蒼用

︵一︶慮動化・遠隔化などによ

減対策は概要次のようになる︒

加圧水型原子力発電所の被隈低

討︑順次実施している︒

する篠入被曝管理tがそれぞれ適 め︑工穆短櫃化︑被隈低減化を検

し︑管理線墨を超凡ないよう響理

切に実施されなければならない︒
個入被管曝理上︑外部被曝線癒は
フィルムバッジによるものを正式
のデーター︑管理区域立入ことの

みるQ内部被曝の袴無は震期的お 事駿動渦電流探傷検査装躍②原子

ン③水用縫用脩フィルター取替装

炉容器上蓋内面検査用テレビジョ

︵二︶空間的︑蒔聞的対策11①

躍④燃料検萱装躍の改良︑など︒

蒸気発生器細管の異相ヘルツによ

のトレーニング③原子炉容器上蓋

る渦露流探傷検査②禦前保修作業

關濃漿速作業の改鍵④窪業鵬所の

︵三︶ALAP対策翻①原子炉

変更︑改蕎︑など︒

の脱ガスと酸化運転②水嚢再結合

容器開放に先立つ原子炉冷却系統

方式または水素分離方式による原

墨の低減・など︒

子炉冷却財系統中の希ガス漏えい

茨側水質管理方

︵四︶機器の下上性による対策

巨①蒸気発生器

ボーイング軽減対策など︒

気の変蔓と監視計器壇強②鍬料棒

︵原子力発鱈設備改良標準化調査

︵五︶改良標準化による対策

ための設計改擬②原子炉容器の上

委員会︶薩⑳燃料の健全性確立の

の対策が図られている︒

生器細管涙罎用マニプレータなど

中の被曝低減対策として︑蒸気発

このほか技術開発中または計画

の改良など作業効率向上︑など︒

董漕脱方法の改︷懸り燃料取薔設備

関係︑冷却材ポンプ関係で線歴が

での実績とぼぼ岡じ状況︒

被礫低減貼出は被懸管理︑放射
線管遷の二本的考えに基づき︑設
備︑作業要籏︑還転方法の改蔑な

関西題力では五十年九月に﹁原

ど総△口的に検討し実施される︒

〃露
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ガラス、金属、フラスチンク製二等の放射
能汚染は容易にバノククランド。レベルま
て除染てきます。特に放射能汚染されたク
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鷲︒

響豊胸
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（
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（〜80）（

（〜65）

100

100

多い︒これは米国の岡種の発露所

占め︑次いで原子姫容器関係︑弁

関係での被際糠騒が大きな割合を

定検中の作業では︑蒸生発生器

なり︑その低減化が重要︒

度線蟹に占める罰合は八割前後に

線蟹構成比て︑定検での線畷が鰯

第7表は︑粕淵中の主要作業の

高浜とも全体で約O︒二五レム︒

○・五三レム︒以後減少し美浜︑

塑で︑最高は四十八制度の社員の

第6表は︑両発電所での軍均線

開始に従い美浜と岡程度の線麟︒

が巖大で以後減少︑高浜では定検

のとおりで︑美髪では四十八謡言

蓄合計の態度別警報線壷は第5表

美浜・高浜両腰鱈肋の社員︑業

罵の線歴統謝を実施しているG

曝管理に役立てるため︑電算機利

際状況を速やかに托握分析し︑被

により計測し︑確認している︒被

蒼装置の灘入②CRD︵制御榛駆よび随時ホールボディカウンタ⁝
動機構︶自動交換装置など保修工

コンピューターを挫いた作業被爆
管理による作業公理の的確化

この籔腸線麗の達成には︑まず

要立入謄間︑頻度を考翻して定め

を適当に使馨し︑所内作業環境の

運用管理面では︑①環境状況を
連続的あるいは定期的に摺握・確
認するための汚染チェックと放酎

ベルによってさらに放射線区域︑

線レベルの監視②審理区域内をレ

る区域籔理③作榮内容︑作業場所

汚染区域などに区分けして管理す

護衣などを定める作業管理④個々

などから作藁方法︑聴聞︑耐用防

290

翰墨は次fl度にまて毅いている。

註2

（）内は｛1度線｝潟こ占める￡1｝合

306

737

100

100

100

王00

322

10
38

587

2．1
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曲浜1弩

兵2号

の商事者の被隈状況を摺握︑記録

高浜
︵三︶作業環境の線壁塗低減縫

機器の配置とスペース拡大のため
の改痩型格納容器の採用
︵四︶自動化︒陣門化および作

定検主要作樂の線璽構成比（％）

探傷装置︑MSIV︵主蒸気隔離
被曝線墾はポケット線籔計により

業方法の改着など錘①自動四声波

第2回

他

（〜75）

（〜40）

1）

第11ロ1

多粕変化調査関係

シンホカら

ぞれ中性子照射されて生成したコ

③で
給水系再診環配管設置④給水と
バルト60マンガン54コバルト58

定期検査の作業管理調も

機器自動化など促進

とおり︒

これまでの遼転経験から当初の

LPR、1父衡ノ1業（3）

lo

施設面で①遮へいは各区域への所

要な被礫をできるだけ避けること

空気席染防止を警与して設計︑設

57

水系の炭素鋼の鉄と湾えられる︒

43

られた放射線レベルの基準を満た

被曝管理の基本的壽え方はAL すよう設計︑施工される㊤内部被

である︒関顯贈力では被曝蟹理の

麗される⑧建屋内レイアウトは不

APに従って発電藤従累者の不必 曖を防ぐための換気系は高性能フ

レムを超えないようにし︑いかな

運用上︑銀度あたり原則として五

甥さを考訳して定める⁝が満たさ

必要な被曖の防止と点検保守の安

35

れ︑守られなければならない︒

る十二か月にも五レムを超えない

7

コ口ルト60

49｛1度

美

原子力公ひ合

美浜

0．25

要︒腐食生成物は︑一次系の材料

0．20

期的に外部線鍛を︑ポケット線璽

002

︵〜︶腐食生成物の蛋成抑制と

o．oo

が冷却材中に溶出し︑炉心で照射

0．26

計などで作業時の玉璽を監視︒ホ

0．22

る換気設備tが設けられている︒

oo1

面で醐極的な施策が講じられてい

000

核分裂生成物の野水への山椒低減

者

されて放射化されたもので︑コバ

業

ールボディカウンタ⁝で定期的に

0．17

また装躍・機器類の運転には轟轟

OU

る︒従業員の放射線被曝低減化に

oo4

細分化②接近性︑作業性を考えた

o．oo

①局所遮へいの追㎝なと遮へいの

員

給水への酸素注入による腐食抑制

社

ルト59︑鉄54︑ニッケル58がそμ
れ①掃過黒滝水煎塊装置の採用③

60

、1｝

O 傭三

0．27

内部被曙を測定し評価する︒

48

｛繍｝財ポンプ関係

第3衰に定検時の機器の点検︑

018 028 040 040 024

自動操作できる設備を設躍し︑点

境の放射線レベルなどを測定︑監

44

写

大半は定検腸に受けている︒

0．10

検・修理にも還隔︑自動装置をと

考え方から︑儲頼性の高い機器︑
視し︑従業員の立入規鰯︑作業蟹

定期検査時

137

保修作業について︑被爆の観点か

0．28

ついては︑発電所還転保守時の被

材料を選ぶこと︑放射線源に対し

ベル︑汚染レベルにより区分し︑

理を行う②管理区域内を放射線レ

能な限り低く︵A﹂AP︶﹂する 一方︑轡理譲からは︑①作漿環

て十分な遮へいを設けること︑作

の区域管理を行う③機器の点検修

高レベルエリアへの立入制限など

業方法を改善し保修工翼を改良す

る︒

ること︑などの点を配慮して い

22

1

ら主なものを摘出した︒作業の多

0．25

興の開発③モックアップ装麗によ

18

浜

くは定期的な点検検査だが︑簸近

038 040

ある︒コバルト60︑マンガン餌の ヒータなどへの低コバルト材採用

15

係

ち①腐食生成物の付着による配

0．27

ムで表わした経隼変化は第1表︑

40

原∫炉谷器関係

連で堰賦した供周期間中検査︑修

スペースの確保③機器の操作・点

の保工作業のための遮へい設計と

0．15

理作業などには︑蝦前に計画高

52

美

は︑配管の応力腐食︵SCC︶蘭

の進み翼合により鰐来被際はかな

このような経験をふまえて︑東

には一禰強力な対処が必要︒

0．08

従業質に対する放射線防護のた

56

承気発ノ1器関係

理・改良作業もある︒SCC対策管︑機器の高線騒化の抑制②機器
を行う④許容線鑛を超えないよう

機器からの放射糠は第4表のよう

検と保修作業の自動還隔化の拡大

放射性物質の生成を抑制する復水

な腐食鷹成物の田園に隔るもの

従業員被礫の原因となる配蟹︑

り軽減すると蕎えられる︒

設定し被曝蟹理を行う一などの防

0ユ9
者

よう努めている︒さらに五レムに

16

を設けている︒

歪。

至るまでに年度こ〜レムの醤理線麩

コバルト58

51

％

単位

運転躊の被二線式は定検潮止以

温

20
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50

外の小凝然時の作業被礫も含まれ
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設讃段階で考慮していた薯項のう
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018
業

る作業員のトレーニングの強化④

（IL）米田の発電所については贋年

（｛｛

保つため︑職橿ごとに露安線蟹を

立入頻度︑滞在時間を考嚇して設

037

︶腐食盗成物の除湿莚①原

オイスタクリーク

の

原子炉魏魏装躍など②鵬所ことに

計した放射線源を遮へいする遮へ
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曝線賊が許容線画を超えないよう

策が検討されてきた︒
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レス綱︑バルブなどのステライト
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関

脱堰装躍や放射性物質を除表する

原子力発電所では周辺公衆の安
い壁⑧放射性物質の汚染拡大を抑

でコバルト60の線毛寄与が巖も璽 東電力では次のような被曝道面方

舗し︑従業員の内邸被網を防上す

51
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り入れている︒

被曝線羅はフィルムバッジで定

るために設備設計︑運転萱門の両

会と同様に従業魔の安全を確保す
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員
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コ

六憾ギ士雌白万KWに還しだことが

明らかにされている︒※四︑英︑

発は総計七筥十五基︑設傭容鍛も

仏各二︑フィンランド︑西独︑B

227

12，393．4

114

衷現の若干の箏薩し程度にとどま

ることが確定的になった︒このほ

クル騨姫︶がらみの国際樋勢を十

か﹁INFC鷺︵國際核燃料サイ

分袴懸する扁﹁六十年四千九毒胃

理購長︑多圏的高湿ガス炉を宗煉

日転換炉を動燃購業団の瀬川正男

の環況について︑二毛増魍炉と月

この臼の会合では︑動力炉計画

る﹂などの方針が確調された︒

︵円城讐次郎部藪擾︶は︑ヨB︑ KWの原子力開発規櫻を手癖しす

原子力蚕騒会二期計懸三門部会

東東の赤坂プリンスホテルで第六
暇会△口を開き︑動力炉開発を中心

審議では餐十動力炉麗発三顧し

英一

に審議を行った︒

しのタタキ台となる一昨鋸八月の

爾橋宏資源エネルギー庁原子力発

爾源關発総裁がそれぞれ説明し

電課揮︑CA蕊DU炉を三角罠彦

原研理嚢畏︑軽水炉標壁化を

三部会畏︶報籍以降︑解しい欄勢

薪型動力炉開発騨四部金︵穗網棚

更はないとの点で禽愈︒この結漿

次園は煕月中旬に予定︒核融舎

た︒

変化はなく︑二本方針に大きな変

動力炉開発に灘しては︑軽水炉か

開発の審議を行う︒長説二野部金

ら高速炉への路線を基幹とし︑二

は今津をメドに結論をまとめる︒

壷

三菱原子燃料株式会社

いてわが国麗係蓄と会談すること

アンソニー副首相らは滞瀦中︑

四︑仏三︑韓二︑ポーランド〜の

程となった︒発注はイラン︑米各

規計塁上穆は仏二十︑ソ遼十二︑

へと濫展︑資源国によるウラン供

原子力皮対

給の一時僚止描躍といった嚢態と

も欧州を主舞台に吹き購れ

旋風

なって詩体化した︒

こうした動きをもろに受けた形︒

たが︑今回集謝に表れたデータは

成

中止あるいは放棄も相次き︑縮

があったものの︑逆に計画の

局︑実質的な謝画堰はわずか六基

画上程も多くを数えるなど︑将来

だがへ方で︑原発の薪規発注︑誹

た鋸でもあった︒

の葱欲的な躍進へ期待がかけられ

ったのが︑一九七七年の世界にお

にとどまるなど総じて振るわなか

ける原子力発霞概況だったといえ

原産の﹁世界の原子力発露所﹂

と語った︒

に食満し悪兇を交換したい︑など

力船むつ修理港問題などで非公式

近く上奈するのでこの機会に猿子

議後の会晃で︑久探畏騎県知蝦が

熊谷科学捜術庁擾窟は七摂︑閣

熊谷科技庁畏官衷明

むつ修理港問題で
久保知事と会談へ

そう︒

調査は毎日︑六月宋と十コ口日月

往の二回︑出力三万KW以上の発
電炉を対象に発注ベースで調査し
ているもの︒

今園の簗計は昨無ナニ月末現在
で調査したもの︒その概要は製嚢
に聞す通りで︑運転中︑建設中︑

21ほ97．06
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発注済み︑計画中を及め世界の原

186

畏野部会︑塞本線で合憲

9，442，315

と位丁づ

三菱原子力工業株式会社

アンソニー豪州

70葺

1976年実繊
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貢五十万揚︑ウラン濃縮鈍九千七

らかにされることなく行われた︒

静岡堅小笠郡浜岡町fを倉
靴烈婦係の他｛ 離：羅鍛難宇島｝各三所にてビル管一一蝶

7
2

〔原子力関連営藁種霞〕

〔原子力関連主要得意先〕
（発鷺所関係）B本原子力発電（株）・敦賀および東海発電所、東京電力（株）・福勘原子力発田所、
中国電力（株）・島根療チ力発電所、ノ』州電力〈株）・玄侮原子力発電所、三菱薦事（株）、 （関電興
業（株）、関西電力（株）・美浜発電所）、日立プラント（株）、東京芝講電気（株）・原子力本部、三菱、
原子力工業（株＞GE・敦賀および福島建設所、WH・高浜建設所、日本シールオール（株）、蕊和テノキ（株）
（研究施設関係） 口琴原子力研究所・東海・大洗・高崎各研究所、理化字研究所・大隅研究所、

藤碧羅織 雛墾上鎌

電力中央研究所、日本アイソトープ協公、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、放射線医学総合研究所、電気通信研究所

6（6）1326

懸欝

︐懸吻醗

東京都中央区銀座5−5 文春別館内
電 霞舌（572）5734脚（573）2664

七三庫に従業熱汚染票故以来操業
を輿車︑この後軽水炉に使嗣され

特に稼働率が高かったものはポ

の︒

況は芳しくない状況となったも

しかも七団体が促進を申入れたの

g

本社（原子力部）

から︑政府 決 定 に 踏 み 切 る 前 に 議

た酸化ウラン再処理エ場を堰設

PWR︑四十九万七千KW︶でし
そてきたことにより二百七十万

イント・ビーチ原発︸︑混融︵各

二月以来颪万ナ以上の石炭節約に

ナ︑デューク・パワー祉は昨無十

米原子力産業会議︵AIF︶のテートとペンシルバニア州のフィ

ルド︒C・クック原発はほぼ認簿

れぞれ一〇〇％に近い稼働︒ドナ

高速炉建設中

表の通り︒︵蛍位匡箇万嬬︶

究技術開発予算﹂の各省負担額は

6

26 2
3

電話（06）（353）5

3

五言舌（07702＞（2）16

−18−23

1

福片霧隠女医彗i曜召和覆∫

3

9

7

福二界双葉郡人熊国1電語（024032＞2

9

島根県八束郡鹿島町｝〜句蜷話（08528）（2＞0
愛 媛 1艮 西字孝II測；修｝方 図丁フし矯∫越
空誉茜（08943＞（9）0
0
佐賀県東松浦郡玄 諭旨 電脳く095552）6
4

大阪市北区松ケ技町40クラウトピル

原子 力本部

海外にあたえる影響が大きいこと

議会もこの間題を審識することを
一九穴五璋原子力施設法にからむ
調査によると今年

月の原子力発

千誘︶する誹画がもち上がり︑B 環塊への膨響④再処理以外の開発

駅所の稼働率は各地において平均

續ｪ四年︑八七年にそれぞれ

会の同愈を必票とすること︑また

強く希望していることを明らかに
した︒

NFLは︑七七無︑建設のための墨画とのからみ︒
申講を出した︒これに対し
り︑十月には終了する予定だった

の稼働攣を上げ︑余剰の璽力を寒

報告露を ま と め た 調 査 委 展 会 の
メンバーはパーカー判襲を議長と

の友訂など原子力反苅グループ

波により稼働率がおちた石炭電力

地球

し放射線防誕周尉︑化学響の計三

ところもあり放射線放出麗などは

が︑皮対派と悪見が折り禽わない

による不足分にあてたことが主な

は︑再処理工場から出される放射

国立放射線保護局が撫わって実際

性物質への懸念や海外からの便用

﹁再処理工鵬建設謝画を許可し・

済み燃料を簗め英国を

ゴミ馬

名︒パーカー判瑠は報告轡の中で

海外から持ち込まれる使用済み燃

理由である︒
！さ

に撰定を行うなどの慎璽な調査も

ノ

断提訴を却下

ッフェン︵DWK︶︑ステアグ・

グ・フォンケルンブレーンシェト

ケルンエネルギー両社はこのほど

で法律的に櫻雑で環境︑経済︑社

ずか四十八時間の審理で片付けて

ウェストファーレン州当筒にアー

会的に著大な影響をもつ問題をわ
︻パリ松本駐在艮冒フランス参

しまった︒提訴後七か月沈黙して

ハウス放射性廃棄物貯蔵駈︵

フランス塗轟院

薯院︵法制局と行政裁判駈を命体

八三年完成千五菖ジ︶の建設許可

九

した機関︶はこのほど︑一九七七

に苦しむ︒

スーパー

からいまになって急いだのは理解

がクレイ・マルビルの

年六月十六日霞然環境保全七団体

（発難所関係）機器その他の汚染除去、定期検査時の除染・サーベイ、核撚料装荷・交換作業、
個人被曝管理、朽乗衣類のランドリー、冷却取水講の屑掃、廃棄物の運搬、変電所・空調設備運
転保守、施設内の補助工事並びに営繕業務、管理区域内除染および清婦、藩通区城罐掃
（研究施設関係）RI放射線取扱実験竪琴訓コンサルタント、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、ブイルターの交換、空間線型率・表面汚染率分霧測定、窒田田
備運転保守、管理区域内除染および濟掃、善：通区域麿掃、浄水管理

輔︑．

茨城爆那珂郡東海替村松電語（02928）（2）1662・1663
「H
電書舌（02926＞（6）1
3＿
3
1
茨 城 蟻穴 蝿之茨城橿；大≧紅霞r戒

買受営簗駈
策海営年所
大洗営樂所
敦賀野薮所
大阪出張所
鰯根出張所
四国出張所
九弼出張所
浜岡出張所

ビル代行

高
高

晶
晶

力

原
にする︑などの点を挙げ再処

場

達
〆

ベビル氏は﹁飽の諸国は米国ぬ

〆〆ヨ

核薫辛を防止し︑十分な探陣門

きで事を進めており︑現在のとこ

嚢

羅を確保しようとする米国の霞的

ろ来圏を数図引き離していること

〆

はさきころ訪欧した際︑再処理を

は広範な支持を得ているとしなが

は明白である扁とし米国が選択す

き

繰延べ︑液体金属高速燈殖炉を延

らも︑ベビル氏は次のように述べ

る︒﹁憶界における原子力の安全

を晦請した︒

西独の原子力

6，532

〆さ

期することによって︑※醐は平和

ている︒

な利屠を磯保し︑将来のエネルギ

一︑工業相は一九七五庫公益事

期に堅塁を命じて法令無視の心向

業認可も建設許愁もえていない時

︵商閑高速炉︶

の建設認町取消しと工鶉中断を求

・フェニックス

連邦研究技徳密は12％増

1，767

〆

的原子力技術面における琶界の指

高窮の中に核拡敵を憂慮し︑米国

択はいかなる技術的基盤からも楚

1，733

ヨ

麟者としての立場を放棄している

は再処理を繰延べるべきであると

現在では米圏の政策と豫圏に大き

しては七団体を代表してガイヤー

1，597

料の再処理は議画通り実施すべき
き

のではないかという懸念を大いに

ー選択を確実にするための捲郵蕎

べき方途を次のように述べてい

掴いた︑とべビル氏は総べてい

か︑ウラン・プルトニウムサイク

としての立場を保持するか︑さも

﹁技術レベルの磁任ある

る︒

ルを利用した液体金属高速窟照炉

榿界中の大半の諸国はかつて米
国の原争力計羅に絶大な儲頼を寄

予算20億窃に
一九七八年の西独逮邦予算草案

を示した︒一月三十臼の淡定が籍

を審議している運邦議会予算審議

める提訴二件を却下する決定を行
きである︒と考えている人はいな

を無視できることが明らかで︑今

委員会はこのほど︑連邦研究技術

︵﹂MFBR︶の開発を延期すな
べければ︑他国に対する指轟的役

せ︑安全な原子力選択を提供する

八日に参事院にあてた講簡の中で

後とも漣法でもなんらの処罰も受
である﹂

587

；1

った︒この決定は七団体が一月十 われた経過をみれば工業椙は法令

いのである︒ーーLMFBRの証
選計画を中断し︑エネルギー供給

けることなく原子力計画を進める

認されないように思われる一⁝と

として十四鱈五千六颪万場︵約一
千七百五十億円︶口喚声比一二・

5，521

176

算

割を放棄し︑楽国の原子力開発実

米国に頼り切っていた︒しかし︑

に関連したリスクを聾すかの選択

た結菓とみられている︒決定に対

訴訟手続きを促進するよう要織し

いうことを理由に過去においてL

廃棄物貯蔵所建

ベビル議員は次のように二野づ

した門国際核燃料サイクル評価﹂

な不確定要素があり︑来国が提嘔

た講簡で次のように抗議してい

の同苧算として三千七百三＋七万

八％憩を︑適邦内務省︵BM1︶

1，480

189

言

下院歳出 委 員 会 ・ 公 共 纒 綿 小 委

国にとって危険であると蓄えてい

︵INFCE︶はエネルギーを
M農
FB R を 選 択 す る た め に 排 除 さ
けている一iこの後唄の選択は米 ル弁護士が二月閥日参事院にあて

設認可を串請

髄会のトム ． ベ ビ ル 委 員 長 ︵ 民 主

れた技術を今になって鰐検討しよ

る︒

七千嬬︵約四十四億八千八颪万

1，434

143

株式会社

ホノト
ライナー

ぐぐ顛鷲

省︵BMFT︶の原子力関連予算
的としての原子力発露の開発と利

る︒政府の現行計画を大統領が個

︻パリ松本駐在簸︼西独のドイ

1β49

予

三ぐ

タブレットHI

ことができることを示している︒

大統領に宛 て た 一 月 二 十 五 B 付 露

う︑と謂う来圏の提案には︑ほと

いかなる弁護を行ったか内容が明

（BMFT）

将来のための投資二業

発

党・アラバ マ 州 選 出 ︶ は カ ー タ ﹄

用を制限しようとする政肩の独断

検織するよう要織した︒

簡の中で︑騒近の原子力政策を覆

人縫に再検討し︑方向転換を図る

西独のウ州に

んど全琶界が驚きの眼で見つめて

一︑決定は被告人側の工業相が

いるご

ことを強く希望する︒

いか︑との疑念が縛たれている︒

217

一一

的な欝欝をおおい隠すものではな

ベビル氏と小委員会のスタッフ

56
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開
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プレストレシング
りング
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昭和53年3月9日

◎

日

︵火﹀

に即応しうる施策を準備しておか
開発の調和ある発展のためにわが

化していくべきか︑今後の原子刀

月

15

B

3「軽水炉ノステムの現状と課脇

男

︵水︶
さつ︑蕎沢広巳原産金懸樋儒表明

3

〈ホテル・オークラ溺館〉

人

内ドイノにおける放射聲廃二物笠理

H・クラウゼ

似

T・ローサー、S・サ／ドストローム、 L・オト／冬
ル、口橋差、a口京総一朗
一（昼
食）
一一一一一一
5「原子力論争一原子炉の工学的安全性をめくって」

・アクセプタンス問題︒まず第四

ションの中心テ⁝マはパブリック

鹸終β︑十六日の田屋︑五セッ

い︒

発方向を明らかにするのがねら

の技術進歩をレビュー︑今後の開

上︑核燃繕サイクルについて世興

の稼働率向上︑安全性︑儒頼性向

課題として最も関心の高い軽水炉

ステムの現状と課題﹂は︑当颪の

また第三セッション﹁軽水炉シ

3月略日︵木︶

〔［王掻砦く！ぐ不ノレ，11ボ爵〕

て︑この新儒勢にどう対癒してい

した※麟の薪原子力政策につい

タンスへの提醤﹂では︑騒近原子

子力開発のパブリック・アクセプ

ニウム利閉の無期隈延期を中心と セッションの国際パネル討論讐原

をなげかけている再処理︑プルト

の原子力開発の前総に大きな波紋

策を探るのがねらい︒家ず︑世興

いくための翻際システムの羅立方

力開発と核拡散防止を爾立させて

る各国の考え方を明らかにし原子

的展望﹂は︑新原子力構勢に聞す

際パネル討論﹁原子力開発の国際

R︒ケネディ来NRC委齪ら十四
所感︒つづく第〜セッシ曇ンの鶴
名の海外講演暫を予定︑今圓初め
てソ遡︑オーストラリア︑スウェ

◇

ーデン︑イランから各代表が繊題
する︒

まず初日を飾る開発セッション
では鵡葉秀三大会得厳島騒長あい

六七年︑フェニノクス炉の設

九三八年ストックホルム王立工科六一︑死︑原子炉建設部で高評炉撫

西独カールスル

社疑︐ヒ六年から現職︑

H・クラウゼ

しサ

ウムへのかけ橋にしていく︑

明らかにし今後の騨真薦シンポジ

門象間の態兇の一致点︑相趨点を

えるのか扁などの概念について馨

﹁どの程度まで安金なら安曇とい

った工学欝欝金性に焦点を絞る︒

え︑今回は漂子力論争の発端とな

から︑昨大食での慰冤交換をふま

のネックの一つとなっていること

する国難的至極を得るうえで最大

の葱晃のくいちがいが原子力に対

腋歯学立大助教授の四氏︒騨門家

授︑能沢正雄原研安全工学部擾︑

助教授︑都踊泰正更大工学部教

大教授を議長に鎚瞭勘票大工学部

魔圏の試み︒出隠者は柴醗唆一京

続いて螢成︑反対による討論の二

安金性をめぐって漏は︑昨大金に

論﹁原子力論争−原子炉の工学的

また第五セッションのパネル曲

く︒

プタンスの霊地から再検討してい

をあらためてパブリック・アクセ

ることから︑原子力開発の問題点

國難生疲への影響が懸念されてい

IF理聯長︑ケネディ氏︑D・ジスローダウンによる政治︑経済︑
ョージオーストラリア原子力婁棚
曇委疑長︑A・エテマド︒イラン原

子力庁総裁︑新関欽哉原子力婁員
らが原子力先進国︑途上圏︑資源
国の立堀からそれぞれ強談寒冒え
方を発表︒このあと︑ここで出さ
れた問題提起をふまえ︑パネル討

際パネル討論門高騰欄殖炉開発⁝

このうち家ず第ニセッションの国

題をレビューするのが中心課題︒

ンは世界の原子力開発の技術約問

大婁百眠の第二︑三セッショ

などを明らかにしていく︒

めの新たな国際的仕纏みのあり方

﹂九二七無︑チェコスロバキア生 論で原子力開発の健全な発展のた
濠れ︒麗学博士︒薬学研究所︑ラ
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鷲華麗

コ
・クラスノヤロフ

S・エクルンドーA鷺A蟹務総長のあと能谷太一二郎原子力蚕轟長が

た︒流動する國際憎勢を反映して

〔1｝i卜撃ノぐイ・ノレβr葬禽｝

くかエクルンド氏︑A・ジロー仏 力エネルギーの急速な開発への批
計を撮当後︑し︸年︑GAAA頬
CEA長富︑C・ウォルスキー判
Aが世界的に表面化し原発計画の

大学で化学工業膨士号取得︒現薇当

槌田納、都lfj泰ユエ、能で尺」1一雄、服部1

原産年次大

会の焦点

交換により新しい情勢下の原子力

なっている今日︑国際的な恵兇の

とだ︒同時に軽水炉稼働率の尚

開発の世界秩序の確立を急ぐこ

月目14

なければならない︒一方︑原子力

ている闇題について認識を新たに

国がいまただちに行動を要道され

え︑問題点を浮彫りにし︑総命的
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て内外の進展状況を分析︑今後の

の確立︑高速炉の実用化等につい
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問題点を明らかにし︑将来の要講

めぐる鐵※交渉︑原子力協定改定

織るために現在の施策と努力に撮

することに霊膜が躍かれる︒この

まさしかかっていることをこの一

という初めて

ため︑三田間︑六セッションにわ

ねない︒そうした冬夏な岐賂にい
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の洗礼も受けた︒

く︒
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ろう︒
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被う建屋の外ではほとんど聞こえ

を二入の別個の筋から入手した︑

れはこれに付き舎っているわけに

生活水準を危くするので︑われわ

電所などの建設推進の必要性を訴

退およひ節約努力の推進に超印す

輸︑電力需要を押し下げた暴気後

た瞬には︑失業を輸出させるので
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計・建設を行なっておりま玄

東京都千代田区大手町2−2−1噺大手町ヒル）
TEL菓京279−5441〈大代表）〒【00

蓑

瓢

罫

照藤・藁

一

駄

子力発電所の放射性廃棄物

行官が驚告を発しているとの情報

0︶大会における最近の演説の中

同盟産業別会議︵AFL・C1

ない﹂と書いている︒

スデン発電所について不満をもら

ルス・エジソン社のドレスデン原

に就職口があれば︑比較的静かな

﹁反成長論はあらゆる※国民の

ことと塵埃の少ないことを好む他

クライン記者はさらに︑﹁当地

で明らかにされたものである︒

す理由はこれまで存在しなかっ

子力発電所を扱った特別詞襲を︑

清潔で静

一部︑および近接勲爵と話をして た﹂と断蕎した︒

発電所で働く五郎人の入びとの

るためリアン氏が執行富事務所に

と語っている︒この鵠実を確認す

﹁満潔で静かな原発︑地元儀罠の
満退を得る﹂と冤出しをつけて紹

問い含わせたところ︑﹁執行窟は
放射能雲を寒雲するため外出中扁
介している︒

語った︒ところで当のボウァー執

との知らせを避信貫から得た︑と

かな原発﹂

はいかない﹂と述へた副長宮は・

﹁ドレスデンを学説する入がま
ドレスデン倥民の反応

の電力会社の莞電所労働者が先を

ず感じる点はその渚潔さと︑静か

象ってすぐ応募してしまつ︒国際

行官は︑デンバーに陶かう放射能

露した︒﹁われわれは経済の拡大

さらに︑その所晃を次のように披

雪について︑詑蓄に話した覚えは

電気労働者友愛会の楽地方支部委

さである﹂と書いたF︒C・クラ

の赤字が隼額でぼぼ蕪颪傳がに昇

ければならない︒米国は国際収支

員長B・ハガチー践は︑二分が安 ならびに魅用の拡大と取り糧まな

いつであったのかを思い出すのに

全性に闘する藩情を戯し出たのが

ことがわかった︑という︒﹁原子
力発罐の安全性については︑自已

これは主として︑米寿がエネルギ

るという状況に置かれているが︑

みて︑クライン甜者は次のような

満足の範囲を指摘する人もいるか

苦慮していたようだった﹂と記し

イン記者は︑つづけて﹁石炭や石

は煙が出ないし︑ガタガタと膏を

は︑正味電気出力蕪十三万KWの の発醗断の二本の臣大な煙突から

もしれないが︑話をした人ひとは

油を焚く溌電所とはちがって︑こ

高温ガス炉で︑このタイプの炉は

たてて幽入りする鉄道賃車もな

ている︒

フォート・セント・ブレイン炉

まったくない︑と述べているQ

トリウム燃料を使えるものとして

箪静さを製していた︒発電所から

EE王によれば︑一九七七年の るものである一と述へたヒンドレ

えた︒

はなく︑国内でこうした資源を利

大統領に提言

原子力推進で

用することができる﹂︒

ス副社長は︑高いとされる予備率

三偲九千四百九＋万KWに達した の背後に潜む閣題点を次のように

鍛大電力が対銅鐸銘六・五％増の

した場含︑こうした予備力の一部
もしくは利用不可

指摘した︒﹁しかし︑事態が急迫

みせかけ

のにもともない︑豊国露気薯業は

は

ピーク晴発露記録を璽新した︒ま
た同年の総発磁電力鰍も新詑録を

全米萄色人種向上協会︵NAA

全米有色人種向上協会

発頭藤のリストの中には︑運開
た︒

の儒頼性もしだいに回復されるだ

⑪日揮株式会社陪麟細

ーフォート・セント・ブレイン原発⁝

ている︑と受け取られたためだ︒

デンバーへ大魔の放射能が陶かっ

りに高いことから︑この放射能漏
い︒高圧蒸気を電気に変換するタ

は七十か月であった原発の建設期

LCO︶は︑技術作業を中断︑岡同プロジェクトが発表された当時

ー供給を外国資源に依存している

注目されている︒

局発で州内晦けおよび金国向けの

発霞所の二墓の運開隼を四年間繰

CP︶はカ⁝ター大統領に﹁高速

ろう︑としている︒

先にした原子カプラントの設

﹁ユユークリア・インフォ﹂

軽微

て︑門われわれの甲状腺取り込み
研究では通常三鋳キュリーを利用

合いで行われている事例に謡及し

放射線漏れは軽微なものだったが
している﹂と述べるとともに︑か

一月下働に発生したフォート・

誤報と混乱がひろがって︑一時︑
なり頻繁に実施されている甲状腺
構密検蓋では︑壕轡は飯十三キュ

恐怖をまき超こした︒

セント・ブレイン猿子力発電所の

は米原子 力 産 業 会 議 ︵ A − F ︶
放射線の漏⁝れは

・アンド・インフォーメーショ

が︑パブリック︒アフェアーズ

ン・プqグラムの︻環として︑

原子力に関ずる驚報を収納︑分
析︑騨価し︑その結果にもとづ
いて︑全国的なコミュ瓢ケーシ
ョンとパブリック・アクセプタ

この原因は︑地元郡執行宮の誘

藥を引用したAP霞に〜部の南蔑 リーのヨウ素を照射される︑とつ

ンスの輪をひろげるために発行

が刺激されたことによるもので︑
けくわえている︒

は︑原子力をめぐる月間の動き

放射線漏れ薯故は︑高温ガス冷
れ事故を﹁第二種事故扁と捲定︑

長びくNY嬬公聴会
のぼる証雷を得るほど長期化して

通僥網を逓じて流された初期の至

九後四十年以上を経た二颪六十八か

会向上のために必要であり︑積極

轡殖炉を含む原子力開発は黒入社

EEIは︑こうした数値は

ている︒必要時に︑こうした老朽

るとともに︑政麿は議会日程上の

使用済核燃料再処理工場、原

憲

ない、安全と環境保全を最優

く

子力分野においても求められ、

転

棄物処理システムの開発を行

観測

日揮の総合エンジ≦アリンク肢術ら

難・・灘︐難︐鑛︐︒嚇 塗﹀難鱒箋

原子力産業の発展に貢献する

しているものです︒この構報に

却炉のヘリウム循環系で援衝弁が
発電所への立入り制限と閣係蕎外

州保健局担淺筥は︑電力会社か

す︒

がたんねんにまとめられていま

故障したために発生したもので︑

の避難を要請した︒その後︑ぼぽ

電所周辺の道路には防塞が築かれ

S五十人の従業員が避難し︑発

このため二丁間にわたって一次冷

パブリック・サービス︒オブ・

却材が漏れ出た︒

は︑掲当官が軽微なものと判断す
ジェームズポート原発に関する

鴛目鍛完成は四年遅れに

原子炉からの放射能漏れは︑命計

る門第一種零故﹂に指定変更し

いるものの︑同委員会からの発電

コロラド社︵PSC︶によれば︑た︒三蒔闇雲になって︑保健周

でヨウ素が五夘酎キュリー未満と希

ニューヨーク州政府の公聴会が異

駈建設許可はいまだに交付されて

た︒

しかし︑AP通儲社デンバー支 常に長期化し︑このためロングア

ガスが四キュリーとされている

る︒発興趣の胃軸員も州の保健担

小さな櫨であろう︑と述べてい

急鱈文は明らかに恐怖の源となっ

闇が︑現在では八十四か月に延び

が︑コロラド州保健局はこれより

嶺官もサイト外では放射能漏れを

た︒AP電は次のように伝えたQ り延べて一九八八年︑九十無とす

所の化石象料火力発熱所が含まれ
低成長が終息したことを露ねて確

七四年と一九七五卑に経験された

イランド・ライティング社︵LI いない︒LILCOによれば樹
︑立し︑一九七六年比で五二％ 能なものになる恐れがある﹂﹁苧
増の二兆一千四百億KWHとなっ備率算出のために掲げられている

検出していない︒こうした各極数

ているという薯実が運開黛を再検
討する上でのもう一つの淡定要素

セント・ブレイン原子力発露所の

同社によれば︑四年間の建設繰

ることを余儀なくされた︒

斯の排撮許容羅は計顛ベースで一

値に関連して︑PSC社は︑発電 門大墨の放射性物質がフォート︒

四％の黒人が失業し︑白人とのエ

しくはないとしているが︑環在一

子力は環境︑安全コストから好ま

面した︒NAACPは撮⁝︸面の申

鮒に開発を進めるべきである﹂と

横極的におし進めなければならな

前にして①溝費者の電力節約策を

発田所に依存することが賢明であ

り延へによる問原発の追加コスト

ら必要な許可が交付され次第︑技

ロフォー蓋鼠長はこれらの数値を

煙突から漏れ出た︒電力会社の幹

術作業を再開する計画である︒

させるものだ︑としている︒ク
であった︒なおLILCOは州認か

聴聞当たりヨウ素が十五緕キュリ

は十一億がに及ぶが︑石炭火力と

最大電力︑電力

で一国家エネルギー計画は︑原
比較して耐用年数期間にわたって

提一

部は放射能の緋出羅を明らかにし

六十重三の節減となる︒同社の場

るかどうかには︑かなりの疑闇が

ー︑希ガスが一キュリーである︑

ていない︒ウェルド郡執行窟D︒

ゼロ成長
を批判

済を支えていくためにも遷非とも

ネルギーギャップも増大︑また経

事惰が許せばすぐにも原子力許認

ジャi長窟はゼロ成長論を批判す 原子力搬進は必要である︒原子力

エネルギー雀の﹂・シュレシン

シュレシンジャー畏官

論

ある﹂︒

ボウァー氏は︑放射能の雲が発躍

ペンシルバニア大学医学部の放

い②石炭火力嚢腫藤や原子力発電

進しなければならない③新規設備

所の時宜にかなった新規建設を累

ばならない︑と述へている︒

エジソン電気協会︵EE工︶の の建設に必要な資金調達を助長す
W・P・クロフォード会長はこ るための刺激策が講じられなけれ

米麗の一九七七年案績

量ともに最高

と述べている︒

合︑ここ当分低重要が想定される
ことから︑ジェームズポート原発

懸から南西方向に三十五膚離れた

警告している﹂と︒地元ラジオ放

デンバーに構かって流れていると
︵RMC︶の社蓬でもある飛・リ

射線医学佳教授で放射線籔理会社

ンネマン医罐は︑今回排出された

の建設を繰延べしても霞力需要を

ユユーヨーク州電源立地・環境

まかなえるものと予測している︒

九七七琿の箋綾から電力糎要が増

蜜を報道した︒

APデンバー支局のニュース編 蟹玉会の公聴会は一九七四年四月

みかけ上の予

スクよりはむしろ︑大事故や累横

に作成されたもの︒︵﹁非原芋力

︒モデルが採用されている︒この

箏故想定にはリスク分析やリスク

エネルギーに関連した事故の概

※環境保温庁︵EPA︶はこのほ

十一玲に要約されたこの報告露

は石炭︑石油︑天然ガス︑LN 要﹂のコピーは米環境保護庁研究

してきました。それら技術は原

灘懸繕灘

ヨウ素璽は門きわめて微壌であ 送局もまた︑放射能雲に関する氷
る﹂と述べている︒リンネマン簿
士はペンシルバニア大学付属病院

勢嬢嘱に転じたと判断︑原子力発

婁蓄である孚・リアン氏は︑郡執

に開始され︑これまでに三万否に

において毎闘三件ないし四件の割

備力を懸念
米国の育力投資銀行であるメリ

概要は﹁罪康子力エネルギーの資

して大きな影響を及ぼす小事故を

非原子力エネル
パワー社は三分の一以上の発電が

ル・リンチ社のR・G・ヒルドレ

ど︑開発済みおよび開発段階のも

メリル︒リンチ副社蔑
不可能になったとして︑クラフト

ス副社長は一月に開儲された※原

アメリカン・エレクトリック︒

窺いている︒﹁この在来型システが磁面した諸問題を引き倉いに出

氏は︑﹁このため同社は他社系統

産の会議に出席し︑﹁全米の電気

って石炭依存獲が高い躍気事業者

ムは太陽熱と併嗣するように設計して︑﹁多くの大工業都市では︑

から大願の露力融通を得て︑かろ

に出してクラフト氏は次のように

環境保護論蓄にとって醗も魅力的

地元篭目会社は山横みした石炭が

うじて急場を凌いだ︒主たる融通

ざる出来事﹂と題する報告喬を墓

源と技術に関連した箏故と予期せ

﹁過去数週間の吹雪と寒山は︑

な新エネルギー源の弱さをはから

されているので︑通常のボイラー

凍結したため︑石炭を取り出すご
h

のを含む非原子力エネルギー・シ

とりあげているQ開発システムの

ずも指摘する結果となった︒ま

と比較して効率面で劣っている︒

聖業麿が筋有している富源設備の

と語った︒

米環境庁が報告欝

た︑期待のエースである石炭に欠

依頼先の電力会社は︑コモンウェ

ギーの事故評価

点があり︑したがって原子力発露

寒波が残した教訓

ついて︑その概要を取りまとめた︒

ステムを採用した場合の危険性に

を准進ずる必要牲があることを溺

予備力は現在では十分であると一

らかにした﹂︒特別窃稿家の﹂・

太陽熱・石炭設備動かず

般には響えられているものの︑そ

クラクト氏は全米特約コラムで以

に占める原子力の比率がきわめて

の数傭はかなり誇張されている﹂

ルス・エジソン社とニューイング

鎌の原子力に対する純粋な疑問

とができなかった︒かりに取り出

開発部技術情報課から入幽するこ

このため太陽熱利嗣設備を付けな

G︑水力発電︑オイルシェール︑

三週閤日照がなかったために︑

ったが︑軽輩は︑ともに露源構成

ランド・ユーティリティーズ社だ

や棄朴な不安を襲った方向へ増

上のように結論づけている︒

﹁周知のごとく︑過去三年間の
高い﹂と揺摘している︒

とができる︒全体報告書は※商務

すことができた場含でも︑水分

地熱および太陽熱を峻討の灼象と

五がで入手できる︶︒

雀全米技術情報局から一部九・二

い場含よりも多婬のエネルギーを

している︒この報告欝では︑通當

在来型禰助電源に頼らざるを得な

電力予備率はきわめて高いもので

運転に開連した潔境上の影響やり

来︑原子力関係者のみならず議

事実︑過張七週闘に全米の原発

におけるアラブ諸国の対来石油禁

あった﹂﹁このような状況は過去

が多過ぎるため︑結局︑効率的に

働塞績を示した︒

は還常水準をほぼ一〇％上回る稼

サンタ・クララが消蜜していた︒

い﹂と述べている︒

利用することを断念せざるを傳ま

くなったカリフォルニア州サンタ

クラフト氏はまた︑中西部にあ

︒クララ市内の太陽黙利用レクリ という舗箋がある﹂︒
エーション・センターを引き舎い

撃発においても各種放射性廃

1薫1㌶謙

一

会︑連邦・州政府︑マスコミな

かがえます︒この情報は発行以

輻させかねないという翼情もう

解や不正確な構報が増加し︑大

鋭化するにつれて︑﹁方的な見

原子力開発への批判や反対が先

ンフォ﹂を発行した萄蟹には︑

A嚢Fが﹁笛ユークリア︒ イ

㊧
どからも注貝されています9

豊富な経験とノウハウを蓄積

臨．

を残していま曳日揮は技術

網嚇 一

ラントの設計・建設を手がけ

は、約半世紀にわたり石油精

処理装置など、数多くの実績

総合エン旗アリング会社日揮

製・石油化学をはじめ各種プ

使用滴核燃料再開理施設主工場

幽

（4）
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官学︑民が連携強化
総合政策確立へ総力体剃
官︑学︑民が一体となってエネルギー問題の総盆的研究を行う財団法人﹁エネルギー総禽工学研究
駈﹂が十五日︑正武発足する︒現状のまま推移すれば第二の石偏危機は避け得ないと予測されている

克服のための総合エネルギー対策確立へ趣け総力体制を敷くのが設立のねらい︒理瑠長には

一九八○年代を自麟に控えてシンクタンク︑大学︑工場︑民闇などで行われている研究と密接に連携︑

危機

った﹁エネルギー技術懇談会扁を
設躍︑エネルギー総台対策確立の
．滲謀本翻躍としてエネルギー長

期安定供給に向け員体的な提需を

このほか︑プロジェクト研究と

行っていく︒

タ︒ベースの作成などにあたって

核融△口︑地搬など多樋エネルギー

して原峯力︑天然ガス︑太陽熱︑

の評極を行うとともにエネルギー

どの協力を得て︑あらためて﹁財
団法人﹂の形で正式発足の鋤きと
技術の儒頼性︑安金性について棊

きており︑今回︑政府︑経団遼な

なったもの︒

性安全工学の棊礎的研究を実施︑
さらに︑エネルギー開発政策に関

礎的デ1タを蓄積するための儒頼

する研究︑技術騰勢・データの傭

窟︑学︑民に分散しているエネ

テム設計︑興体的プロジエクトへ

携︑新エネルギー技術開発のシス

系化︑データの収簗管理などに壷

ルギー闇題研究機関と密接に達

の感用︑エネルギー技術の儒頼

﹁

持たせエネルギーの擬期安定供絵

菟込み︒なお︑蜜務局は港区・内

顧問には土光経団遣会長が就鉦の

理薯擬には山本藁大名懲教授︑

究をスタートさせるQ

躍設醗︑本格的エネルギー総倉研

三〜二乗程度で︑工再製鍼として

て﹁現認︑燃料の破損率は十の二

巴

を図るための方策を明らかにして

幸測の冒比谷国際ビルに四月一

点を撒いていく計画︒

総禽工学研究所一仮製務所を翼大
いくのが欝血の目的︒翼体的には

性︑安全性などの研究に一興性を

原解炉工学科に設灘︑すでに二薙

山本寛璽大名轡教授が就任する見込み︒
大学︑民闇などを中心に原子力︑

聞にわたってエネルギー罫価デ1 研究所内に官︑学︑民が︷体とな

1

通産省総 命 エ ネ ル ギ ー 翻 査 会 の
天然ガス︑石炭︑太陽熱︑地熱な

ウラン協会甥務周畏のτ・プラ

のウラン購給問題︑核不拡散問題

イス氏が八碍︑原薩を訪問︑幽幽

などについて森原塵撃務周畏と懇

このなかでプライス氏は︑来圏

談した◎︵鐸写翼︶

の薪原子力政策の膏興となってい

いて﹁オーストラリアで簸近発兇

る楽観的なウラン照給見瀬しにつ

されたウラン鉱床の埋蔵鰯などに

より兇通しは大きく左右される︒

い﹂と揺篭︒さらに環在進濁して

現在のところ確実な艶通しは難し

﹁ウラン協会として独旅に︑検討

いる王NFCEの満管についても

していきたい﹂と述べた︒

学会賞も決まる

学会が28日か
ら東京で年会
＝髄＝僻＝ニ＝騨＝一嵩

・新宿の工学院大学で門昭和五十

日から三十臼までの三日間︑藁東
アルミニウム︑空気などは割れを

三輝黛会﹂を開く︒

年会では︑圏玉門顕露拡敬と原

促進し︑水分︑水素︑酸繋はこれ
を抑癒する扁門申姓子照射では︑

相︒虎の門の霞が関ビルで昭和五

原子力安貞研究協会は一日︑二

上では蒼い感受性がみられた﹂1 して纏花秀武王A￡A瑠務次長が

原蜜協が報告会

めぐり論議

＝一榊扁＝＝＝＝偏＝冒＝一篇＝＝一＝糟二篇＝＝扁＝一＝＝一鴨＝一＝＝二一＝鱒＝＝冊一＝＝暫＝＝柵＝二一幣＝＝二篇＝＝

トップ・レベルに遠している扁と

どについて研究が強化されて窒た
一轍＝一一＝僧＝一＝四一罵＝＝二一冒二＝聞竺＝＝補＝嚇冊＝＝一御榊齢＝鱒＝＝一圃楠一＝

前鷹さしたあと︑燃科樺内の腐食

蔓期エネル ギ ー 禰 絵 冤 遡 し に よ る

逕

とになるものとみている︒

性核分裂生成物の影響によって生

減少となり︑非製造業も九︒五％
贈に留まったのに対し︑畏購的供
給力確保の観点から横極的な投璽

％堪の二兆五千鷹否七十七偬円と

1などと指摘︒さらに︑現在︑低 特別湿潤︒原子炉材繕︑炉物理な

二×二の二十二粟n／平方聖姻以 子力平租利用は両宣可能か扁と題
激贈を記録︒これが藷粥全体の対

十二奪塵燃料安金特別脇門委綴二

い臆におさえられている轡料破損

ど原子力の各分野に全部で三首八

の活動概要を報告したあと市露塵

農績索大教授が︑昭和五十二年慶

検討する必要がある﹂と指摘し

盤構造にするなどの新しい方法を

に金鰯の内張りをしたり︑蟹を二

を高めるためにも︑被覆管の内側

トルの測定と群定数の評懸︵京大

三︶▽諭文鑛目高遼中性子スペク

性研究︵原研石川辿夫︑認井格

特鍵疑NSSRによる燃桝安金

量式が行われる︒

峯八田午後三時半から会場で日

回受鶴十件が次のとおり決まり︑

また︑屡本原子力学鼠蝿の第＋

＋九件の研究発表がある︒

と述べ﹁将来︑電力醐給のひつ迫

方式に趙因している面が大きい︑

が予想されている重重︑例えば︑

確率は麗行の余裕ある原子炉麗転

会﹂が昭和五十一黛三月︑現在の

て設躍された﹁燃料安金轡門委曲

轄別悪騒会に発展的改超して以来

昭和三十九畑原安協翻設と並行し

つぎに︑昭和五十三照度設傭投

とそれぞれ減少を震動した︒

蟹計醸では︑全体的にみて製造業

塵榮でもガス︑石油は六％︑四％

一因となった︒一方︑エネルギー 成果報告会を開いた︒虚報憲会は

曲隼度伸び率温・七％の下隻えの

を行っている躍力は対前葎慶二四

端本原子力学会は来たる二十八

実横冤込みでは︑不況を続映して

燃料の安全性

と経済成擾率を昭和山公−年濠で駕

学・民間研究機関等のこれまでの

電力設備投資は堅調
羅53年度計画で調査
憾円に遼し︑全産業に占めるシェ
アは蕊八％と臨調的に麗くなる⁝
一ことなどを明らかにした︒

じる応力腐食劃れについて﹁鉄︑

製造業が八・一勇減と三島連続の

が︑墓本的には政府研究機関︑大

研究体制は

率六％︑昭 和 六 十 年 か ら 六 十 三 年
までを無五 ％ と 仮 定 し た 堀 盆 ︑ 昭

に留濠っていたのが現状で︑今後

の関係

和ホで黛︑ 六 十 五 鶴 の わ が 国 の 総

予想されるエネルギー危機を回避

欝本島⁝発銀行は六墜︑昭和五十

点

門エネルギ ー 翻 要 は 石 漉 換 騨 七 憾

していくためにもこうした各毬の

二・五＋三隼度の設備投萱動向の

と

四千万詩轟︑九億二千万謎膨へと

研究の遡携を強化する整目性の
ある総力体制の確立が求めれれて

点

戴し︑﹁供給﹂の方は現状維持ペ

飛躍的に慰 霊 す る 騒 込 み ︒ こ れ に

ースの蠣舎 ︑ 昭 和 六 十 年 慶 の 石 油
調査結果をとりまとめ②工嚢ベー

：：

璽ピーク購の厳しい運転方武に十

三葺連続の繕加を瀬瀬︒なかでも

生氏︵原研︶は︑﹁ジルカロイ

炉二村逸郎︑林修軍︑小林捷平︶
わが国原子力発奮所の二周の運

を記念し玉本原子力文化振興財鐡

ん︵鹿児島凝・川内純心女子属︶

心ときびしい簸﹂︵苦臨尚解︑大
阪府・醤毒中︶︑﹁原子力くらし

関する研究︵原研菱沼野道︑片野

フィーによる隅位体分離に閲する

吉男︑白石健介︶︑クロマトグラ

研究︵東工大耀花秀武︶▽技術糊

析に関する研究︵藁蟷照申霧憲︶

旨原子炉建屋の弾塑性地震応答解

肺モニタによるプルトエウム肺貧

荷測定法の研究︵原研城谷孝︶︑

研岩塞多実︑井川勝蒲︶▽奨励鰹

被硬駅子燃料の検公法の確立︵原

電話254−1341（大代表）

ﾅ低018

聞
新

業
いた︒

この調査は︑開銀が毎年︑蜜本

二月の原登稼働爽綴

初めての試み︒

偲力は工事ベース甚一・二％増の

被綴蟹の応力瀦食割れ﹂と題して

た︒

会場では︑まず周委員畏の三三 二移行できるよう燃料の安金性

は飯然減少傾向から脱却できない

三兆一千四百五十九億円に達し︑

講演︒まず︑二十隼にわたる経験

ものの︑罪製造業は一九︒三％と

産叢全体のうちのシェアは三八

を持つ軽水炉燃料の健全腔につい
いっぱい原子力﹂︵家田正勝︑兵

は中・覇校生から作文と標語を募

二木

到高速炉炉心の温痩分布および燃

克︶︑パラレル沸縄チャンネル

料変形の理論解析へ日立原研

の不安定注に関する研究︵学寮

東京都千代田区神国三山町25

@予地015以ま

8．5

九基が定書な
一どで運転停止⁝

％︑ガス・石油を加えたエネルギ

原産鯛べ

ー産業の翔舎は四五％を超えるこ

晦緊・灘串︶︑﹁協力と理解で伸

く響いたもの︒定検入りとなった

擁したが︑短日︑その入選者が決

に生かす新時代﹂︵佐々木浩行︑
広鰯緊︒山陽高︶︒

ステンレス鋼中のスウェリングに
四二・四％︑設備利用率三籔・二

六十七篇の応勢があったが︑審盗

ばせ康子力﹂︵佐々木祥晒︑京都

為

の糖果︑萱野英子さん︵福属凝︒

・鴨游轟︶︑﹁原子力蕎てる矩性

原子力の日物論作文

鷹野英子さんら

御鶴爾中︶︑綱山亮藷窟︵編取回

傑原中︶︑西原隆広召︵静織県・

と生かす三悪﹂︵徳村鍔患︑福騰

各炉はいずれも︑憂までには起ち

の六名に鍛纒白露︑ほか二十名に

興・東郷巾︶︑﹁原子力に理解と

・藥中︶︑武藤力悪︵秋田経済大

六名に叢優秀欝
標糖は寡国君ら入選

あがり璽攣ピーク綱要蒔に戦力入

まり発表された︒

優秀鍵がそれぞれ授箒されること

僻文︑標語とも入選作には科学

が贈られる︒

ゴ

ﾅ低019

GLOVESの損

2．GL、OVESの撫先部分の保護のためにGLOVESの圭に、更に薄ゴム手袋を重ねて使矯しますと、

ク

285±5

@望均G23

200
210

8

ウラン協会事務局長が来訪
技術庁畏富豪と二品︑図麹券など

た炉新鋭解析︵阪大摩湿邦治︶︒

大有麗正癒︶︑統計物理に塁つい

株式会社コ

@下纈016以ヒ
r
部

o

270士5

7．5

需給問題などで懇談

転実纏は溺表の通り︑時間稼働率

％と低調だった︒

蜜検などで運転郷止中のもの五
薬に加え︑このところずっと好調
に還転をつづけていた契浜二腎︑
腐浜二弩︑麟根︑玄海の四坐が擶

りする謝画だ︒定検は懐露が期さ

作文は﹁私は原子刀についてこ

に決まった︒標語藁座は今回から

何属高︶︑鎌匿翼藍子さん︵東禦

れ︑このため痩期化しているが︑

う蕎える隔を基調に笛学生は﹁私

昨焦＋月工十六欝の原子力の臼

弩が⁝年

新しく企画されたもの︒総数八百

錨と淡まった︒﹁ぼくたちの騨が

多§売元

500

@4均026

冗

厨聡ジ

欝

って窟検入りとなったことが大き

二月には禰鵬︑樹雪転

たちのくらしと原子力﹂︑画校生

都・女子学院蕩︶︑赤碕あき子さ

余ぶり︑禰鵬二弩も近く試還転入

五＋篇の癒勢のうち次の五簾が入

翻題から長雨択・総数壬鯉川

は雌臼本の暢来と原子力扁の各二
に櫨勢は魑々︑整いつつある︒

りとなるなどこの璽のそろい踏み

三興化学工業株式会社

265土5

正70

の御使用に際しては
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これに応えるのが財団法人﹁エ

1〜均

手の周壁

千五菅万KW程魔に留まるとみら

合計または

％

産
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金藤織円以上の主要企業について

毎

寸

資は対潮年度踏固一三︒八％贈のこ

ヨ
＝原論刀発電所の運転豊報欄遽（原産調べ）
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玄
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1．GI、OVESに万一機械的損傷などによる破損がみられたとき、信ずのままでは汚染事故の危険を生じます。従って、予
め信頼のおける薄コ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。

傷を防ぐことができて長蒋間の御使粥に耐えます。

《種類・寸法》

◎

聞
二

業
産

力

原

世界で運賑中の原子力発徽駈が昨年末で設備容騒一億KWの大台を突破した一⁝日珊瑚吊力
産簗会議の調董︵一面既報︶で明らかになったこの数字は︑幽思に︑各国がいずれも原子力傾

をとり巻く環境は蹴界各国で欝堰しに厳しさの度合を深めてきているのも事実のようだ︒原産

斜聞発へ横極化姿勢をとっていることを襲つけるデータでもあろう︒だが反面で︑原子力開発

た︒西海漆の原発が耐蟹問題から

ネチカットヤンキー原発は二言二

翻司プロセスに混乱を来たし安定

立鵬を公にしたのをはじめ︑①許

無期限延期を発表し原子力抑制の

理とクリンチリバー羅綾炉建設の

年だった︒カーター大統領が再処

たれ建設再開となったものの︑今

可をめぐる舗争は最近終止符が打

なったシーブルック原発の建設許

昨年原子力反対運動の攻撃目標と

環境に彫響を及ぼすとの観点から

止となっている︒冷却システムが

施設近くに断魍がみつかり運転停

任比三〇％贈の約二手六颪憾KW

面立による発電電力羅は昨年も前

来原産の調査によると︑原子力

ことも大きな出来箏だった︒

画のもとで再び脚光を浴びている

原産の調
スウェーデン

霧実上今琿内に謹とまる予定の新

た原子力発電拡張計画については

は強まってきており︑また︑エネ

子力産業界︑動線からの風当たり

なフェルディーン首相に対する原

されるかは予断を許さない状況︒

われ︑いつ︑どのような決定が下

の議鼠の圧力に押されきみともい

︵頁二十万KW︶の建設も再処

騒案の簡用高還堰殖炉CFRl

規エネルギー政策待ちとなってい

ルギー政策を検討しているエネル

六次報鑑の勧告︵︸昨奪九月︶や

ここ一毛余︑モ立環境委員会第

電力PWR二纂︵各出力八一二十万日本︑澱粉︑仏に追い越されてい

三万引千KW︶︑ニューヨーク州 と騒騒中を含めた総設備容璽では

・ロシア地区に鎚中︑需給のアン

口の約七〇％が西部のヨーロッパ

のシベリア地区に国国︑一方︑人

スといったエネルギー資源が東部

◇・フランス
石油危機以降︑世界で巖も原子

ソ適では︑石炭︑石油︑天然ガ

ソ達は第十次五か鎌計圃︵一九

でいるが︑政府は﹁決定を下す前

けソ運を除く共産圏諸国に供許し

謀︑︽

ぎ

生きております

入室管理システム／CCTVシステム／熱線感知警報器／震動感知警報器

計画の拡張は
◇

新政策待ち
るためだ︒昨年末︑バースペック

ており︑一部でそれが来鋸開かれ

理と同横︑公聴会開催が要求され

毒︵BWR︑六＋万KW︶がよ
ギー委員会でも大黒の委員が原子
力発電開発を支持しているもよう

るとの観測もあるが︑再処理問題

一昨年九月の政権交替以来︑ス

だ︒このため︑フェルディーン首

を満たし新しく

うやく

相も原子力発電開発に離する否定

条件法

還転中原発は△薗計繭ハ基三百九十一

所︑方法など一切︑見通しはっか

がかたつくまでは開催時期︑場

運転開始となったが︑この縮累︑

も伝えられている︒首相の今黛巖

に陥っている︒新政將のイニシア

年平均六一二％の設備利用率を認録

万KWになった︒これら野墓は昨 的な態慶をやや軟化させていると

実質的な原子力モラトリアム状態

H︵全米総発電籔の約一三％︶に ウェーデンでは運転中原発を除き

のぼり︑初めて水力発電を追い越

ティブにより今後通商する原発に

初の試練はリンガルス三号︵BW ないもよう︒

し石炭︑石油︑天然ガスに次ぐ実

対しては二九七七年十月一日ま

し︑躍力供給に占める割命も一昨

ジが顕著だった英国だが︑八五隼

R︑九十五万二千KW︶の運転認 原子力開発におけるスリッペー

れたうち五置％が原産力で︑さら

は︑一九七一丁七四毎にかけ薪規

に約二億二千灘百万KWが発注さ でに蕩処理契約または使用済み燃

駕の一七・七％から二一︒九％に

に千五百万KWの原子力叢設備

繍を収めたという︒電力関係筋

料ないしは放射性麗棄物の安全賠

可だが・エネルギー委員会の答串

が制定され︑ま

KW︒新規の発注炉はパロベルデ かろうじて雪国に次ぐ世興第二位

号︑スターリング︑タイロソー

ベン・エネルギー相の悪陶が漠映

百四万二千KWだった︒建設許可 KW︶の四箆五百二十七万KW︒るのが現状だ︒

号︑ウルフクリークの十五基千八

かわらず︑仏が原子力発声への二

された形で原子力開発の漏斗をめ

バランスが巖立つ︒

献︑ペリー一︑一弩︑リバーベン

なみに︑昨年新たに運転開始とな

二依存により︑石縮輸入をいかに

ぐるより広範な議論が展開されて

七六⁝八○隼︶の中で原芋力発電

八・九％だった︒今後の亮逼しは

在︶に占める繭玉点滴震の謝合は

ったものはフェッセンハイム一︑

おり︑昨年はとくに次期商周熱中

ド一︑二署︑セントルーシi二 四︑五号︵各PWR︑出力筥三十の設備容暴を椎持したが︑建設中

二号の二纂︵いずれもPWR︑九削減しようとしているかがうかが

性子炉の選定とウィンズケールの

二十五回党大会の決議によると︑

計画の拡大を打ち出している︒第

昨年︸班間に新たに蹴転開始と

なったのはクリスタルリバー三

はシノン五雲PWR・九＋五山 原子力施設に対する過激な反対

酸化物燃料再処理施設の拡張計画

五か鋸計画では新規の電源開発規

別表の通り︒

署︑ドナルドクック一嵩︑デービ

七千KW︶のみだった︒このため 運動は最近も梱変わらず各地で繰

士秀KW︶で着工となったもの

り広げられており︑とくにクレイ

が議論の対象として大きくとりあ

◇−共趨翻

新規開発主体

政府は昨庫︑七五黛に策定した八

げられた︒次期炉の選定は当初緊

は30万．w叢叢

力開発に悪欲的な仏は︑この数年

干繰り延べて同年ニヂ五百万KW ス高速野業炉計画に対する大規模

五駕三千藪万KWの開発計画霧 マルビルではス⁝パーフェニック

し︑うち千三藁万一千五百万K

模を六手七語万−七千芳KWと

1

間に原子力産業界の再編を終え︑

たが︑今年一月に持ちこされた︒

縮十月にも閣識決定の段どりだっ

結局︑政府は﹁sGHWRを断W
念︑つまり二〇％近くを原子力発

える︒

野心的な軽水炉建設計画を軸に畳

︵毎薙五〜六墓着工︶と改定し な識力デモが展開︑多数の死傷者

々と原子力発露設備容鰍の魍加を

ついても︑従来の九十万KW級に原発建設計画は今後ともにかなり

し︑新たにAG黙黙墓を建設する 霞で賄うとしている︒ちなみに︑

しかし︑原子力開発をめぐる反

かわり百三十万KW級のPWRの
へ困難を余儀なくされるものとみ

図っている︒

対運動も他の欧州諸國と隅隅に上

コットランド躍力点はAGRプロ二百万KWに拡大した︒原子力発

鋸時点で千二菅四十万KWだった

とともにPWRについても設計作ソ連の総発魔設備容態は一九四六

ーフェニックスを含め一年半〜野

業を始め安全性の確認を違める﹇

られている︒また︑現野党の社会

︑四号の三墓三

っている︒昨黛はルブライエ三 党はミッテラン第一諮記がスーパ
下︑パリュエル一一

百六十六万千KWが新規発注とな 芝の原子力モラトリアムを提案し

が︑昨璋一月にはこれが二癩三千

変更または移行するケースが目立
み一〜二隼の遅延が出ている︒ち

クセン州ゴルレーベンをサイト候

は一九七五年一掃三百八十億KW

補地とする岡センター誹醸の安全

敷地作業を今璽にも開始する予定

Hで・昨年は一兆千六銭函KWH

H︑一九七六無一壷千百十億KW

ジェクト︵六十六万KW二墓︶の 電の割合は約三％︑総発電電力騒

世界簸大級︒新しく計画されたべ

萱学説万一一千KWと単機容受は とのからみで︑今後の成り行きが

で︑施設も一九八○年に着工︑八

ており︑この一一胃十ニョの総選挙

がかなりの影響力を及ぼしたとも

対策は十分だと判断を下したこと

六〜八七駕に運転開始に持ち込み

ソ逮ではチェルノビルニ署︵黒鉛

にのほったという︒この一矩間に

始めた︒

減遼BWR︑葛万KW︶が運転を

たいとしている︒ウィンズケール

マラソ
公穂会が開かれたが︑この一

月にかけいわゆる

再処理施設の拡彊は︑厳器六月か

注園されている︒

を基幹路線に

ン

ら十

イギリス

◇

ソ連以外の国ではチェコスロバ

経済不況に伴う霞力購要の落ち

キアが原帯力発霜計画の拡大に関

ェントセイヌ一︑二号︑サンモー

讐︑ルペルラン一︑二弩︑ノージ

三︑四弩︑フラマンビル一︑二

︑一一︑

開発︑AGR
いわれている︒

ところで︑運邦政府は閣議決定
により昨年一一産にわたるエネルギ

ー翫画の改定を行っている︒原子
力発電開発規模は三月に約二劇方

ノム一︑二署︑クリュア

レビーユ一︑二︑三︑四白︑カテ

ったが︑後一再はいずれも出力が

との決定を下した︒このため爾ス

覧で︑昨年も原発建設計癬に薪並

た︒賢慮または計画段階のものに

を出しているため︑西独と周様︑

ソ連では80年
原子力20％に

手六百二十四万四千KW︵八月縄 はチェロキー ︑二︑一一欝穏︑ハー リップスベンド一︑二君︑WPP った︒この結果︑運転中原発は三 KW︑高速雪降炉三千万KWの開
ツビルへ一︑コ号︑岡B一︑三 SS三︑五号の六基七百五十二万 ＋三階八難八＋四万KWとなり・ 発を提案している︒

今世紀末までに熱中性畢炉七千万

国原子力公社︵UKAEA︶では

なることが予想されている︒英
にAGR︑六十六万KW︶がと運

を確保︑全発亀設備容璽の一〇％

匹婦を高めたと報じられている︒

条件法

に発注がわずか約三千三百万KW 蔵法を実証しなければならない﹂
とする

発行蘭に条件つきで一部建設工事

厚・

一方︑原子力発電開発に批判的

待ちとなる公算が蕎まっている︒

だった七五一七七年で原子力発電

の発注節滞は化石燃料火力でも二

はその四二％も占めたとし︑巖近
スベッセ一号︑ジョセブファーレ

戸三百四十四日の世界記録を樹ウ

三門四千KWが取りやめになっ 性が再確認された︒ちなみに︑コ

の調査が報ずる主要各国における原子力開発の現状と今後の見適しはーー︒

建設長期化等
で発注に鋳躇

工あるいは艶麗されたものはなか

転開始となったほかは︑新規に籍

している︒来国初の動力炉として

万五千KW︑建設許可がおりたの 可はマーベルヒル一︑二葉︑フィ

イ

摘される︒遷転認可牢講申のダイ

署名なシッビングポート原発がP 様だと指摘している︒

立ち往生︑苦悩していることも指

アブロキャニオン一︑二野ほか︑

を燃料とする軽水冷却贈彊炉炉心

WR炉心からトリウムーウラン瑠

アメリカ

フンボルトベイ原発もこの一無二

◇
米国にと っ て こ の 一 門 間 は ︑

近く運転を停止︑そして医療用R

した審査がなされないため建設ス

年は新しく反対運動の的として︑

難い要因とは対照的に︑昨鉱は原

があり︑一時は数年間にわたる二

号の各PW飛四墓三百七十七 を進めることができる隈定工事認

﹁エネルギー源として原子力は鍛

ケジュールが例えば従来は契約か

原子力規制瓢法がらみから解認可

午力発熱ならではの有利性︑コス

一方︑昨矩は︑原子力発躍開発

要﹂との判決を下されている︒い

しかし両党とも十

子力モラトリアムも懸念された︒

昨年の米国の総藻躍容璽五千四

後に頼るべき季段﹂とするカータ

シスト試験炉︵五万KW︶も昨秋 鵡力運転に成功し海市蓑原帯炉計

I生産炉として広く知られるバレ

ら逓開まで六年ぐらいだったもの

手続きにかなりの遅れを生じてい

に改造され︑八月臨界︑十二扇金

ー政権の誕生で︑原子力発電關発

が最近では十一年を超すなど大蠣

るサンデザート原発︵カリフォル

発注を跨躇させているのが現状

ト利溢が大いに発揮された無でも

まれた︒うちビール︑ブロックド

を樋極的に推驚する立場にあった

の処分をめぐって︑原子力発躍開

ずれも現在係難中で︑巖終結論が

が提出され政府によ

六七年着工のヒンクレー・ポイン

百三十五万二千KW炉を採博して 発は停滞ぎみである︒昨鋸は一九

いるという︒

ていくだけの豊富な技術を備えて

を

9一冒冒響覧口離

7

翻置

認

﹂

●

礎

の進展に歯止めがかかった逆境の

に遅れている②将来の躍力隅要想

だ︒これに輪をかけるように︑建

しかし・こうした開発にとって

をみせ始めている︒

ニア州︶が矢面に立たされる兆候

定が至難な騰勢にある等々︑カー
ター政権の不確定蟹陽があまりに
も大きすぎるため︑鱈力会社の負

錦鱗のサリ⊥二︑四暦の二基︑発
あった︒銀初に大寒波が北細部を

握リスクが越大し原子力発濾への

注済みの十 一 基 千 三 頁 二 十 万 千 K

ルフ︑グローンヂの三原発は壕該

政閥与党の自由民霊党と社会民主

もミュンスター高裁から﹁建毅に

令を受けており︑SNR⊥二〇〇党の間でも鑑として放射性廃棄物

行政裁判所からすでに建設中止命

千KWの含計二十基二千二齎五十 電力供給が大いに賛鰍︑その儒頼

W・計画中の七基七颪四＋五万三 襲った際︑原弔力発鷺の安定した

発電開発計画
を大幅に縮小
◇・西ドイツ

対する反対運動が契機となって︑

得られるまではなお相当の時間が

ついては憲法裁判所の判断が必 発の貝体的な進め方に新たな動き

西独ではこのところ原発建設をめ

に

月パーカー判薯からショア環境相
判決録

エネルギ⁝供給面にゆとりがでて

下方罎正されたが︑十二月の二三

トB2と六八年着工のハンタース に 判溶溶βを公表し︑それに対

心を寄せており︑ソ堂島の四十四
毛に縮小された︒行政訴訟の成り

いる︒しかも計画段階のものは六

トンBIR14の藺発電所︵とす
もる公開討議の時間を与えよ﹂と

る巖終決定が待たれている段階︒

行きもあるが︑今鎌から営繕にか

原子力論叢計画の繰り延べにもか

割が八六年以降運転聞始予定で︑

BNF﹂は漿急な決定を強く望ん万KW雑居炉製造を一手に引きう

程匿だろうともみられている︒

け建設許可がおりるのは二〜三基

W・九〇庫四秀KWとさらに大四千KWのうち十四墓は単機容二 きたこともあって︑原子力発露開

込みと北海油田の開発とによって
こうした状況の中で︑昨年魑工

と放射線防護婁薦会がニーダーザ

フェンスセンサー／ガラスセンサー／総合警報制御システム

幽詳細寅料。図面等て入用の

亀

リスーサンアルバン一︑二︑三︑

となった原発はフィリップスブル

W︶一轍にとど纏った︒

2｝＊r［i欄の数値は瞬家工不ルギ自誓｛画に基づくもの。

料サイクルセンタ1︶の立地の適 目の改定では八五年二千四百万K 四号の計二十基二千四欝五十七万

放射性廃棄物処分センター︵核燃

月の党大会で

ぐる反対還動ないしは行政訴訟が

かかりそう︒

フ︑グラーフェンラインフェルト

係争中のビール︑ブロックドル

グ︵PWR︑百三総懸KW︶一た
基め︑モラトリアムだけは免れる
ことができることになった︒もっ

否を条件とした妥協案を採択した

の三原発に加え︑グローンデ︑ミ

ュールハイムケーリッヒおよびS のみで︑新たに運転開始となった

が昨隼︑新花に行政訴訟に持ち込

金庫つくりの豊かな経験が
原子力事業特殊扉にも

黙懸灘職

査

一

235
83，000
283
100，000
317
120，000
1＞容量は不ノト（不ノトfh力X104罵グロス出力｝表小。

活発化してきている︒すなわち︑

一九七五隼二月のビール原発に

1990＊ 19，500
1995＊ 28，300
2000＊ 38，000
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彗

置

一
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米国の原子力発電開発見通し

NR⊥二〇〇高速繕殖炉の各原発 の も イ ザ ー ル ︵ B W R ︑ 九 ＋ 万 K
とも︑これには原子炉安全委員会

〉

〉、

︐ 層

含

笠窪騨霧毒

膨

霧雲イコ

㌧、

∀

暦 年 運転ゆ（ ）内数 総発電谷禄 二子力発
dの割合・
艪ﾍ基数
1978
5，5588フ豚W〈75） 57，0899カkW
97％
1979
10 6
6，2891
（82） 59．3258
ユ2 ユ
1980
7，4520
（93） 61，449 4
1985
15，4421
（165＞ 75．951 6
203

（6）

第916号
（第三種郵便物幽幽）

子
昭和53年3月9日

一第917号一
日召牽口53年3月16E…

擦週木曜臼曇…行

購醗料1銀分鶴金45◎◎円

1部書。◎円r送料共）

夢

国際協調 め ぐ り 論 議
に実屠化されなければならず︑蕩

離核騎政策に日欧が反発
臼策原子力産業金議の鏑十一回奪次大象が十四鑓から三段翻︑粟京・瞠宰町のイイノホールで︑

の財蔵には︑﹁プールに蓄蔵闇貯

の早期開発を主張︒籐用済み燃料

﹁原子力關発利雨の調和ある発展のために﹂を基調テーマに約二酉五十入が懇為して開かれた︒IN 処理はどうしても必要﹂と高遡炉
FCE︵国際核燃料サイクル騨価︶の国際舞台にのった原子力平和利用の推避と核不拡散の両立をめ
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だ︒あれから八庫︑敦麹原発も八

のが︑ちょうどこの日だったから

万盛会堀に原子の灯を送り込んだ

辺七千KW︶が営業運転を閣始︑

会社敦闘一躍所︵BWR︑三＋口

所の先陣を切って臼蓋原子力発電

だった︒わが函軽水型原子力発聡

界にとってもまた︑記念すべき日

姦物会臨機の田︒この日は原子力
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捜術協力に労をとったことに対す

ルオークラで伝達式が行われる︒

散防止法に纂づき楽国と合愈する

が供給傾止を武器として二声聞の

五饅から墨型転換炉原型炉﹁ふげ
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仏原子力庁長官
に勲二等瑞宝章
政鳴は十四日の閥議で仇原子力

審議組織として原子力委麗会内に

一元的に検討する雰公式︑臨晴の

来日︑原麓奪次大鼠に出席︒

庁のA・ジロー長窟︵52歳︶に勲 玉藍窟は原子力婁員会の招きで
二等瑞宝醸を贈ることを湊めた︒

は︑国際的な制約を強化する※国
の政策に対する反発が強く︑エク

を受け入れること

ルンド︷AEA購務総長は﹁各国設けられたもの︒
は潔挺沓政策

のリスクを考えねばならない︒爾
遡炉のためには薦処理が必婆︒国

でも外でも︑あ濠り厳しい制約は

際該燃料公社がIAEAの樺の内
課すべきではない﹂と述べた︒
雪田議長は﹁核防強化を考える
のに竈要なのは原子力がエネルギ

﹁原紙力開発の国際的展讐の
国には核燃料の供給を保証する﹂

がある︒核拡散の購威から角に保

ある﹂と異論を培えた︒

第一セッションには︑エクルンド

交渉を通じてできるだけ有利な条

の原子力利用の牛を殺してはなら

隔描羅の袋をかけるあまり︑肝心

活発な論議を展開した︒

稲葉秀三大会懸盤委艦長のあい

ーAEA︵国際原子力機蘭︶覇務と核防政策を展開した︒

件をかちとろうとするやり方に

⁝源として安くなければいけない

さつで始謹つた十四臼午繭の二会

これとは全く対照的にフランス

は︑強い皮発を感じる﹂と消費國
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セッションで︑有沢原産会議が原

総長はじめB本︑米国︑フランス
原子力庁のジロー畏富は﹁璽源の

ない﹂と討論をしめくくった︒

子力婁麗会議与︑生田亜朗エネ研

十一月の縫工以来七年余︑六百八

よる初の野趣用動力炉︒四十五年

九百八十万七千KWKで︑軍均設

張︑発鰍電力騒は蔚五十鰯憾九千

備利用事は六三％︒法雛で義務づ

月と長期にわたり︑このためフル

けられている定期検實は軍均三か

稼働でも設簾利用率は七五％が総

かなりの高率だったともいえる︒

高なことからみると︑この実輔は

だがこの聞︑闘題がなかったわけ

ではない︒配量の応力腐食撚れ︑

圧力繊麗内撚りのクラック︑緊難

した経験はしかし︑すべてが鍛璽

なデータとして後続炉にひきつが

れていくわけで︑敦賀原発にかけ

る︒

る期待が大きいのもそのためであ

これでわが国の試運転中原発は

簗弩とし︑二〜粍醸に同大会全セ
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働をだめて牛を殺す

子力開発利粥の推進と核拡散防止
西独︑備州︑イラン各国のトップ

の石場を卒面に表明した︒討論で

動力炉・核燃料關発饗業団は十

の両立について﹁濃縮︑再処理の
節約の点から︑高速炉は論い鋳期

れの嘗脇から原峯力開発を展肥し

クラスの代表が顔を揃え︑それぞ

核拡散しにくい技術を開発する諜

五千KW︶の燃料装筒にとりかか

ん輪︵蚤水減速圧力歯型︑十六万

題と羅際管理する翻腱的な課題と

久原子燃料工業社長︑古藤利久三

学技術山雀庁の担当諜農に翻村武

た︒

核拡散防止を最腿饗する※政府

があるが︑技術︑制度を合わせた

形で解決策は兇畠せよう扁と所儲

ついて審議したが︑この結累︑問

畏に互選した後︑今後の進め方に

森一久原灘珊務局擾を終えた十一

所長︑摩田幸一嵩襲運特務局長︑

﹁ふげん﹂は周璽業邸が申核と

懇談会は毎月一回の頻度で座畏が

った︒

をめぐる國際問題等に窟民が一体

招等し開催︑必要に慮じ臨⁝係方面

経団連騨務理璽︑簗瀬文雄電機工

トニウムを取り出す再処理は︑現

恐れのある高速炉の商藁化とプル

となり適切に対処するため︑野蚕

業会要務理璽︑宋田守エネルギー

全確保と立地難の打開に努める︸

員会内に﹁原子力国際問題箸懇談

門緊急性がなく核拡敬につながる

代表のケネディ原子力規舗総員は

方︑核燃料サイクルの確立と核不
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段階では必要がなく︑疇間をかけ
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荷︑難論にいけば

燃料は毎日四〜六体のペースで装

燃料装荷を迎えることになった︒
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注ぎたい﹂と述べ︑内外の課題へ
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に意見員串を行うことになった︒
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だ︒残りもひきつづき装荷︑四月

テルで開かれた︒

三B午前︑東京・赤坂プリンスホ

いて審議する︒

僚に﹁官民の総力をあげ強力な原

十Bにも︑印
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化を図るため幹購禽を驚くことに
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件も発生︑今だに係争中だ︒こう

もの︒原電は今後

二か月間程獲を
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したものの︑金社をあげて対処︑
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と石油に限られ︑原子力は石油癒
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ジロi仏 原 子 力 庁 畏 富 ︑ ウ ォ

クルンドーA聡A累務総長︑

ルスキ！米原産理事畏︑ケネ

ディ米原 子 力 規 制 委 穏 会 委 翼
ジ認ージ藤州原子力委員会委
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爵キ

ウ
二〇〇〇年の原子力の琶界を展

ニウムに放射性をもたせ僅周濱み

簡素化も図られる︒第二はプルト

施設の常隠国際監視など強化され

プルトニウムと高濃縮ウラン使用

検討せねばなるまい︒

の線に沿ってそれぞれの政策を再

般協定⑥原子力停止など核兵器禁

法の機密椎持の必要性に関する一

とそれに付随する広範なニードを

水炉燃料を再処理し︑LMFBR

まらせることである︒使用済み軽

いプルトニウムの利稽を思いとど

た王AEA保瞳措置⑤ウラン濃縮 ※国の第二の目標は放射能のな

れる△口態的国際制裁⑦上記原則の

比の約束順守違反国に対し実施さ

原子炉から取り出されたプルト

ないように思われる︒

国との間でほとんど交渉の余地が

一部制約要素を排除する技術手法 考えれば︑この霞標は原峯力主頸

開発のための国際協力︒

この原則だけでは十分に運罵さ

で︑全部の核分裂生成物を除去し

燃料以上に近寄り難くするもの

ないようにする︑プルトニウムに

不十分︒原劉はこの闇題と原子力

れても︑核兵器国の拡大阻症には

陣を諸国に提供するという︑原子

を否定しきるだけの十分な安全保

をもつ国の人には外国の薄処理と

に︑現在小規模な原子力発露計画

ニウムの爵威は誇彊されている︒

ング︶︑出荷前のプルトニウム燃

アイソトープを加える︵スパイキ

二〇〇〇無の原子力発鷺の世界

愈力のある公正な価格の燃料サイ

懸殖炉の経験を分かつ︒さらに竸

況に限定するよう提案した︒償い

を見選して検討対象となりうる調

力分野外の政治努力となろう︒核

私はその使用を経済的に妥詣な状

整は︑叢に次の原則からなる︒①

要不可欠である︒

兵器保有の誘惑に対する注愈は必

い︒鍾要なのは︑核具器の必要性

段は︑コストに冤含つた防護なら

︸慣代前には予想だにできなかっ ない︒プルトニウムの悪用防泣手

主権国家間による協力への一次的

発電との関連性を示すにすぎな

受け入れうる︒プルトニウムを使

な依存②ウラン︑濃縮サービス︑

料製品に照射する︑などのための

た国際的な検討と行動がもたらし

用するにあたって核拡散しにくく

施設改良︵遠隔操作︶がいる︒

た︒このことから︑国際協力への

する技術方法は①コストはそれほ

ニウム利用について考えねばなら

政治的不確実性を減じるのに大き

新しいイニシアティブが制約と哲

約︑多国間再処理と濃縮の調整は

国際社会が使用済み燃料の管

計画の需要を十分カバーする二頁

の賎男の儲頼性についての論議の

部地域で原子力発電性能やコスト

イライトとなった第一セッシ

一九七七年来温点で︑同年甲に
万ゾの推定埋蔵麺がある︒成型加

e曜麟C・ウォルスキー

員長︑エテマド・イラン原子

KWを加えて原峯力発電飯は︑世 工濃縮︑再処理など燃料サイクル

運転を始めた十七基千三百五十万

凾r︒エ ク ル ン ド

力庁総裁︑新関原子力委員が

喆

見解を述べ︑このあとポップ

く質潔しうるとを考える︒

定に向かう現在の傾向をできるだ

に原子力技術・恩恵を与える既存

は大いに手助けになり︑域内諸国

える︒

け早く覆すことが最も重要だと考

はわずかの効果しかないもの②プ

ど繕えないが︑国の拡散に対して

確実な供給が偲られることなど原

使用済み燃料処分の競合価格での

とげる間︑来国などの政策立案者

平和利爾の管理が長足の進歩を

で軍和な原子力状況をつくろうと

国々に提供される︒世界的に安定

い大きな不確実性は︑技術的なも

実性の根底にあるのが核兵器の拡

的にあまねく適用することにより

太平洋・藁南アジアの地域協力

原子力が克服しなければならな

で沼本が回顧的役割を果たすこと

種になる︒

原子力発贈の技術的掌記性︑現
のではなく政治的なものであり︑

なのか︒答は事象の麗運について

一懸KWに蓮しょうとしている︒以上には上昇しない︒
この間手五百幾年の原子力発電運

政府の政策変更にある︒この不確

原子力︑石炭火力︑石油火力の

えて全員がパネル討論した︒
核不拡散への努力と調和させ

るとき︑現在の難しさの理由は何

在および将来の経済的利点を謬え

鶴は原子力利用に一定のカセ

の地域協力協定︵RCA︶に日本

の自発的な麦援が絶対的に必要と

するなら︑畏期的にはこれら諸国

保陣措躍に関し検討を始めたとい

いるが︑カナダ︑米国と岡暗期に

る︒

いて検討を進めている状況であ

にはこの方針を受け入れ細部につ

協会設立を勧告し︑政府も基本的

っていくウランマーケッティング

序ある開発︑蟹易のとり決めを行

員金は政府に代りウラン資源の秩

を進めている︒レンジャー諮問委

在︑琢本との協定のためにも華備

進められるものとの立場から︑現

なる︒

からは新たな要講が鵬ている︒米

の代償として核兵器を断念するよ

う求めている︒他の供給諸国もこ

漂州は現在のところ原子力発電

うことで﹁ウランカルテルに参

D・WンヨーWン

所の計錘はなく︑国内のウラン開

加口とする見方もされたが︑核拡

オーストラリア原
子力婁艮会婆員畏

二国閥協定でU供紛

隈する一般協定④核呉器転用可能

ニウムと高艘縮ウランの拡敬を制

子力輸出国による灘入への二次的

散についての憂懸である︒

過去三十年の歴史はどんなに規

比較的コスト高になるもの︑に二

びさせ国の拡散防ぬに三蓋だが︑

分される︒第一の点は︑プルトニ

註

これらの実施には国際協定や条

ウム輸送を安逸にするための再処

畳目一日目ロ一

約が必要になる︒国際的な中陣措

一ρ＝一﹁胴﹁

などを恵幽する︒このことはウラ

置はもっと煮詰めうる︒制約によ

理施設と成型加工施設の併設︑プ
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圃翻一日一

ン生産と拘束のない商業化︑適当

る核不拡散政策は遷かれ早かれ挫

ルトニウムとウランの混合処理な

一幽芦一門一

な技術を習い適正な保陣措置のも

折する︒逆に技術進夢と結合した

の価僖があり︑国際査察員の作業

どで︑テロリスト対策などに検討

ρ騨一一一﹁謄

とで適当な土地に建てられた大型

国際協力︑供給側の体制︑受け入れ

p；一日目一

の分析を必要とする︒原子力発電

一嚇一 幣曹卿

コストを銘べると︑ベースロード
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用の大規模発電所の選択は原峯力
︐一一■四脚一

ごうという米政府代表の主張
需輔檜一一輔

核拡散のリスクを減らす方法は

工場での萎託濃維︑委託再処理を

うる規則を通じて核防が図れる︒

この例から︑原争力産業の国際

繕頼できる国際供給を鐙進ずるこ

推進することにいきつき︑ごくわ

協力の璽要さがわかる︒

とだ︒﹁僑頼できる﹂とは十分な

ずかな数の工場で間にあう︒

られたすべてのものにも適用す

ていける状況であるが︑商業的に

発に対しては時間をかけて検討し

るためのものである︒さらに核拡

鉱床の開発計画も進めているが︑

散防止政策をより霧効なものとす

際核燃料サイクル評価︶に参筋︑

国内では社会のあらゆる部門に

散防比の方針からINFCE︵国ウラン開発については︑新しい

RCが輸出許可しない場合これを している国へのエネルギi資源の 恵を理解してほしい︒

わたり論争を呼んでいるが︑褒労

ャー鉱業開発の許可決定を行つ
理︑増殖姫︑濃縮施設の無期限延

る︒また米国から輸出された核物

の場として蚤要な意味がある︒簸

た︒政府のウラン政策は①核拡散

州の国際的立場から政簡はレンジ
輸出規制に関し︑防衛︑安全阻隔
あるいは来国の核拡散防止政策を

る︒再処理についてはプルトニ

習措置効果の騒強②センシティブ期とは考えていない︒釜殖炉硯究

期を打ち出した︒来国は①国際保現在はまだ埴勉炉の商業開発の時

覆す権利を崩するわけであるが︑

州にとっては同様に輸出入国の二

十分に尊重した上で決定する︒今

ウムにスパイキングさせる方法も

質が核兵器に転屠されることのな

この場舎︑議会も大統領の行動を

供給③鉱山開発予定地域の環境保

ある︒PWRは核分裂性物質の拡イクルの将来のあり方についての を世興的に進めようとの観点から

保有国のすべての原子力卑租利用
われている︒INFCEではより

内に省内の判断を送らなければい

である︒
INFCEは多国閣の語し合い

年＋二月までの契約分については

組評議会︵AC孚U︶は一九七七

認める︑今後の新規の閣発につい

国間の話し舎いが翼要で︑すでに

つかの国と締約しており︑この描

政府は二国間保陣措置協定をいく

鰻州としては醤来︑イエローケ

い︑との兇解を発表している︒

睡がINFCEの多国間の場でて
もは全てを否定するものではな

石油需要は一九八○年代後半供

生かされることを墾んでいる︒

ていきたい︒この十年︑濃縮につ

⁝キではなく漫縮ウランを輸出し

近では臼本と協同研究を進めるこ

子力を主力エネルギ1と考えてい

とになっており︑他の国とも研究

給を上回ると思われ︑先進国は原

である︒

防上条約︶および襲州のウラン政

計画従事蕎の福祉と利益に対する

簸州は供給したウランの傑障描

策に則り︑また資源を持つ国の義

保証︑の墓本方針を踏まえたもの
れること②平和霞的も含めた核爆

を依存している国にとっても納得

置政策の大前提として︑原子力の

ていくわけであるが︑輸入に多く
累については米国は︑翼の核拡散

発装置の開発に利購されないこと

のいくものでなければならない︒

平和利用および無条件に核拡散防

る︒今後は必要な手続きをつくっ
ては①IAEA保陣謙譲が適用さ

で︑近く議会に提出される見通し

ある︒鰻近︑来英の騨門家が示し

のため来国は本鎌度は四馬が近い

チェックする能力を有することに

条例︑規制法などの成文化が必要

フラマトム社がウエチングハウ

な技術・機器の輸出禁止③核燃料

いようタイムリーな検短を行うこ

播的な保瞳措躍一1米国供給の核 町手続きを促進するため︑国務雀
コンセンサス確立⑤核拡散防止のINFC宛の開催を提囑︑各国の

また︑大統領は核拡散防止政策とになる︒岡法施行により新たな

のリスク劇減②エネルギーが不足

ス社炉のライセンスを取得して以

たシーベックス・プロセスも核防

の傑誕および使用済み燃料処理の予算を擾挿している︒

ため国内政策の確立⑥核磁器開発横窓的な協力を得て評衝作業が行

なる︒さらに核散防止法は輸繊許

塁をつくれるシャロン工場を建

散にとって

を進めるあらゆる行動に対する牽

齢掴
る︒炉から取り出すにはカバーを

謳④アリゲータ︒リバース地域の

番疑念のない炉であ

設︑一方アルストム︒アトランチ

外さなければならず︑保障搭躍上

頗住民︑同地域の住民および開発

や関係局はNRCに対し六十日以

ック社もタ㍉ビン発罐機体翻を整

うことになるQ爽際の輸出に關し における輸出に関する概要であ

聯動に対するものllの適用を行 けないとしている︒以上が新法下

物質︑施設︑機器のみならず非核

えた︒アルストムは潮間二棊を輸

いる︒来政府が撮んでいることはための経済的基盤に立った技術︑

国際社会はセンシティブ技術を

否定4ではなく核兵器制度の撲討を進めており︑この結

防止になるよう各国の一致協力し

③適切な物理的二丁の処置がとら

最大の目標は核拡散の危険をなく

止のための協定を受け入れる場舎

に転用できる核物質および施設を
十分検討する必要があるというこ

たアプローチと国際協力漁業とし

れること④米国の承認なしには核

し原子力を袴効に利用していくた

原子力の

米国の公武見解が変った七六年ま

とである︒原子力の平和利縮を阻

ての成果が得られるものと蕎えて

めのコンセンサスを得ることであ

まきちらす誘感を減らす方向で纏

で再処理の必要性は万人が認めて

凝しないためにも濃縮能力の繕

の承認なしには再処理あるいは他

物質などの再移転はしない⑤米国

織化を國らなければならない︒

いた︒再処理委託のメドがたた

の使用済み燃料の隈定受け入れの

強︑鷹際核燃料銀行の設立︑海外いる︒

の重み愈わせにより核兵器製遣と

用が蟹事煙塵しえないものなら︑

ば︑各国は自前の工煽をつくり技

ず︑ノウハウが得られないとすれ

われわれは経済的に妥当で︑高濃

の結粟は再処理の煙延となる︒

術を開発するだろう︒再処理禁止

ても誤解を招いているようである力技術移転のコントロール︑およ

政策をとっている︒増殖炉につい

縮︑再処理︑センシティブな原子

一品七八年核拡散防止法は︑灘

米国から輸出された技術を敬い作

のものに転用しない⑥前述内容は

る︒

もし平和利絹の三物に係わる遡

縮ウランを生獲しえない比較的小

陣措置について検討を逢めてきて

に限る︑としている︒このため保

り引きと保陣描置協定は並行して

にされていない︒政府は商業的取

が︑貝体的な供給手続きは明らか

務としてウランを供給していく

Eでの罰議に期待したい︒

設がよいと蕎えているがINFC

は核拡散防止の面からも多國闇旛

を進めたい慧向である︒濃縮工堀

ることから璽照はNPT︵核拡散いては国際間の研究にも参加︑巌

制約を課すことは何の役にもたた

分離しえなけれぽならない︒

なくなる︒濃縮ウランについて︑

摩︑適切な国際機構︑政治酌要件

原子力の平和利用は︑捜術的護

出用に供給しうる︒

制︑を罠的とする政策を推進して安全な核燃料サイクルを実施する

協定が結ばれるが︑これにより包

︒施設の輸出を禁止したものであ 回の核散防止法により大統領はN

来︑親会社のクルーゾ・ロウール

援助④INFCEを通し核燃料サ

資金的援助も行っているなどの熱

原子力規制委員会︵NRC︶は採掘可能な大ウラン鉱床を持っ簸

なろう︒

る︑の六基準が課せられることに

鼎

容墨が必要とする時までに建設さ
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れていることや価格が妥当なこと

国は原子力輸入国に原子力協力へ

をはめ核拡散防止に全力を注

︑ρ一一唱隔日一
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再処理禁止︑蔓延招く
Zツンス原
手力庁蝿官
フランスのエネルギー政策の中

礪灘四

で原子力は絶灼的な必要性をもつ
ている︒七三年の石油危機で︑政
府は原子力計画のスピ⁝ドアップ
を決め︑十駕間にわたって隼聞五

一諺︐講鑓簸

ることとした︒ウラン不足への不

が︑プルトニウム経済︑代薔聚︑

セスを発表したっ他の国と協力し

カーター大統領は昨年四月七日

つける必要があり︑できるだけ攣

U︶の建設が珂能となる化学プロ

頁万KW︑鍛小五基の炉を建設す

な依存③核兵器転用酊能なプルト

ルトニウムに高レベル放射線を帯

蒼定

って翼然な討議が続いた︒

黒熱開発と核防の両立をめぐ

核不拡散技術・舗慶の貸入・︒

政策 の展開︑保騨描置強化︑

ることを印象づけた︒

とはいぜん大きな隔たりのあ

と燃料サイクルの特定の聞題は一

クルの供給やサービスもこうした

で死亡者を出した例はなかった︒

のコストも一般工業製鑛のコスト

鎌灘

転経験を怯んだが︑放緯線がもと

界中で二百二慕が稼働︑総容蟹は

犠羨、

ながら原子力開発の翼翼推進

町

を誤ろうとする欝欧側の発

西独研究技術省開発部畏を加

く

理想的だ︒

ジ簑一一ジ氏

聞

懸灘
1 ・

の間の技術的選択も一考の余地が

び濃縮︑再処理︑聖水製造の機器

ケネディ氏

証明妓術の一つとなる︒各種混乱

を持とうというもので︑

て実証段階︵五十沙SWU︶に移 ﹁原子力政策﹂を発表し︑再処核兵器転用防止などを評価する

霧k騨舞

子炉容器八握︑蒸気発生器二十照

時間

期に高速炉を優議することとし

1轡鱗

業

エクルンド氏
遇を圓避するため擾期戦略と結び

@
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原
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聞

業
産

討議重ね制約排除を
が偏在していることからくる制約

の危険もつき家とう︒ウラン資源

転が閾題視され︑これには核拡散

が重要だ︒しかし︑それを淡して

なかろうか︒このためには︑対謡

かりおれないことも知るべきでは

ぼど深刻なものとなっている︒つ

やこの閾題で単独行動はとれない

もあるが︑以前と違い瓢態はもは

ある︒かねて強卜していた問題で

して指澄したい︒ともあれ國際協

もち︑獲期的なこと等々を一例と

バルな協力︑開発と規制両機能を

儒頼をベースとすること︑グロ︸

といった概念を捨てること︑梱互

燃料サイクルが薩難というような

だ︒万〜︑ウラン・プルトニウム

いるわが国にとって︑甥は璽大

ム・リサイクルを基幹路線として

題に悩み︑高速炉へのプルトニウ

いうことである︒

ーを平和的に滋閣していけるかと

ルトニウムのもつ強大なエネルギ

可能性を最小限にとどめつつ︑プ

ない︒要は︑いかにして核拡散の

土俵に立ち公正かつムロ躍的な国際

NFC8の課題でもある︒共通の

か︑そのためのルールづくりがI

く形でつくりあげることができる

国際的核秩序を多数麗の納得のい

う︒供給継止を歓羅に︑二国聞交

秩彫をつくる努力をすべきだろ

まり︑核不拡敵のための新しい概

こうした袴え方のもとで︑わが

ことは㌧さまざまな閾題提起とそ

ことにでもなれば︑その曳縄︑ウ

強いてはならない︒護憲に必要な

力は時間のかかる問題だし︑互い

らしたが︑こうした諸々の現実が
念が必要となってきたわけだが︑

も多く︑遂にはカルテル化ももた

れに対する共通のアプローチであ

團は墨縄米国と薄処理交渉を璽ね

A・エテマド
技術に対する懸念を深めたともい

禽癒をみたし︑また︑核物質防謹

イラン原子

供給のため︑すでに五十万平方詩

定供給にも露大な支障が生じよ

ランは暴騰に混乱を来たし長期安

力庁総裁
石油資源の枯渇見通しもあ♪て

に討議を露ね儒頼感を高めること

渉で荷利な条件を勝ちとろうとす

が何にも上して肝要だ︒

には﹁角を矯めて牛を殺す﹂とい

るやり方には反発を感じる︒藁洋

そのための新しい国際仕経み︑協

う︒カ垂雪；米大統領が昨年のI の国際的適携システムづくりのた

力はどうあるべきか︑旧来の隻配

今一つ量要な問題に核不拡散が

十か国︑四国際機罷が参加しIN う諺がある︒核拡散防止は確かに

NFC8館立総会で提察したいわ
めの動きも急速に進み始めた︒四

であるエネルギー源の確保が犠牲

FC泡も始まった︒王NFC霊大
は切だが︑そのために死濤の問題

える︒王NFCEでこうした問題
ろう︒

ゆる門ウラン銀行﹂黙想を歓迎す

にされるようなことがあってはな

がとりあげられることを期待した

るにやぶさかではないが︑この日

国際的な禽慧による原子力開発政

らない︒﹁野立﹂は十分に実現一

型以上にわたる空中探査を実施し

輪のためにウラン・プルトニウム

策の枠糧みをつくる上で重要な巌

能だと思うし︑この間題を解く鍵

間銀に地上探査も行っているが︑

子力開発は初期の研究開発段階か

燃繕サイクルの放藁あるいはこの

磯をもつものだが︑ただ協議は当

はプルトニウムという麗塾なエネ

り繕んでおり︑現在︑一九九四無

ら本格的な産業体舗へと移行しつ

サイクルの無期隈延期等が前提条

きで︑徒らに結論を延ばしこれ以

初の陶購わせ通り二黛間に騰るべ
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つあるが︑と岡隠に︑隅際協力を

だ︒こうした溝え方はエネルギー

灘縮に閲しても多国間協力による

る共同探鉱も進めている︒ウラン

のない国にとっては大きな負担が

リード・タイムも長く手持ち外貨

原子力は確かに資本纂約的だが

うになり核拡散防止の鰯がいち段

とくに再処理とプルトニウム利用

通じ米艇繭国にみられる政策から

の璽藤性を過小騨価したものでは

が︑このことは決して核拡散防止

だという非難を蛾るかもしれない

という瞬際的要撃を無視するもの

経籍論︑資源論に偏り核拡散防止

止と平和利用の両立を図れるよう

がら︑どうずれば各国が核拡散防

定できないが︑それらを夷服しな

るべきだと思う︒利露の対立は語

上の混乱をひき起こすことは避け

にあるものと儒ずる︒

ルギーを秩序正しく利絹すること

新

件になるようだと︑受入れは困難

イランは原子力開発に難聴的にと

一二一一一■＝＝口一三帰＝二＝鼎＝一一榊＝二一冒＝

工場建設計画に参加しているが︑
強いられる︒このギャップをどう

人類が実験室の中から取り出し

たのはインドの核悪習で︑以来︑

と高まってきた︒その契機となっ

い︒

これらがいずれも研究撃発︑安全
埋めていくべきか︒国民の間で巖

た最も偉大なエネルギーが原子力

本旨見失うな既利用

対策︑放射線防禦︑環境保全︑人
近原子力論議が盛んになってきた

だが︑この原子力は出生と同時に

までに総設備容騒聡警二酉万KW このほか三か国との国際協力によ
強暴を計画している︒うち四四四

員確保そして廃棄物処理等の好運

処理︑魏魏描麗︑物的防護︑プル

が︑他方︑施設の安全性︑廃棄物

嬰黎新関欽哉
懇懇謹

蟹項も盒めア携進されていること

な態度を平すようになり︑原子力

の画で国際的膨響を強く受けるよ

米加両国は核歯間題に極めて強硬

政策にも反映させている︒

うにもなってきた︒深刻な璽源問

二つの業を聞負ってきた︒その一

つは放射能であり︑今一つは原子

開登魑手二十鋸を過ぎこの閤飛

ウム利用等女をとりあげ渠た

力が戦争のための技術として誕生

躍的な進展を遂げてきたわが国原

ト一

して原子力は必要なのかといった

したことに由来する︒この第二の

今営︑原子力開発は洋の藁紙・
南北を問わず各国で関心が職まっ
論象が同点に超こってきているの

点が笹葺あらためて兇顧されるよ

運転開始に持ち込む予定だ︒これ

に加えさらに各菖二十万KWのユ ているが︑原子力技術への挑戦は

ものであり旧来の技術に頼ってば

も饗実だ︒技術船艦に危険はつき

ニット四基が八八年還転開始をメ
ドに契約交渉に入っている︒燃料
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れはこの条件が安定したものであ

漸関

賑本の場愈プルトニウム

おり︑評緬作業が進められる予定

の誤解を生み出す原困となった︒

もある︒あるいは機関が実際のウ

他の代薔案を求めるインセンティ

薪しい国際制度も検討されている

国に満遷のいく形で解決できると

だ︒私は総隈措躍の聞題はNPT

ているが︑この方法が西独に適切

しかし︑なにも大統領は再処理︑

的なコンセンサスとなっている︒

は望薄的に利屠しうることが一般

ムの秩序ある利用に配慮すること

は岡感だ︒ただその際プルト一一ウ

できないとしたらむしろその方が

これに伴う衛効な保障描圏を開発

FBRを偲淫するという籍え方にな技術を蒐服してきたのに対し︑

の利用は澱源状況から不随欠だ︒

ブを与えることになるからだQそ

確藩する︒もし︑人類がこれまで

ラン鉱石を所有することになるの

FBRを永久に実施しないと主張刑期燃料供給自証はプルト一一ウム

ケネディ氏から︒

うなれば各国は独自の開発努力を

だとは思えない︒むしろ︑核燃料
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具体化︑今

か︑そうではなくて銀行のように

ケネディ海国の核拡敬防止法

原子力発電や再処理のような嗣難

パークをつくりできるだけプルト

利己なしでは考えられない︑との

実際にマテリアルはなくてもコン

しているわけではない︒爽現でき

には核燃料供給サービスの保証が

ピュータで流通を管理するだけ

核燃料サイクルはも
ともと櫻雑なプロセスの強み愈わ

西独は早くから核兵器を放彙し

かけが行われた︒

﹁※隅はこれま

とができ当購上院で繍極的に働き

考え方は約一年前まで逆のぼるこ

圓かわせることにもなりかねな

ぞれ独立にニーズを求める方向へ

く確立されないなら︑各国をそれ

円建な核鰍料供給システムがうま

もしこうした点が解淡されずに

はいけない︒ウラン開発投資は

としても︑供絵を楽観視しすぎて

た岡賭に︑この制度が確立された

は安定な開癸はできなくなる︒ま

的に条件を聖算されたりするので

いったん機能が崩壊した場台大変

心腹に評魅しておく必嚢がある︒

は︑それが爽際十分機能しうるか

のサイクルに移ろうとする場合

おく必要がある︒大統領は門今日

のためのよりよい方策を媛寒して

も確かだ︒この間に︑核拡散防止

用していきたい︒臼本として独竃

新技術が実際に利用できるなら採

と︑廃縫物処理を容易にする︑な

も実旛しているQもし︑そうした 用︑長期ウラン隔要を下げるこ

まの時点でFBRが必要ないこと法などセーフガードのための研究

どの理由から再処理は澱終的に推

給の条件を厳しくすることは逆効

な影響を与えかねない︒また︑供

ならない扁と掲摘している︒宇品

の段階ではFBRは籍たなければの提案を行っていくことも藍要

進すべきだ︒これは世界中で︑つ

ウォルスキー核燃料の再利

奇妙なことといわざるをえない︒

ている︒ロンドン会議でも積極的

で儲頓される核燃料供給国だった

が前提となる︒このため混合抽出

な役剛を巣たしてきた︒しかし︑

し︑拡散敵防止政策に協力を求め

しかし︑現実的にみて今日︑い

い課再処理のシナリオを短きかえ

せであり︑このうえさらに多国間

ポップ西独の原子力塵業と核

るわけにはいかない︒再処理申止

引きつづき継続していく必要があ

いアプローチではない︒

来国が再処理︑プルト

また︑大規藤原峯力難題国は翻

み燃料の長期貯蔵は司能なので嗣

薩業界で︸致した麗解だ︒使絹済

ぐ必要はないが経験を横む愈味で

国で再処理を行う必要があるQし

かし︑その負事︑撫工工場の共同

実施する必要がある︒また︑FB

Rは商叢ベースに肇るまで時間が

立地などより合理的な立地を検討

そ今から技術を蓄燃していくこと

かかることになろうが︑だからこ

を延長していくと核燃料サイクル

いうのは歓迎したい︒しかし︑ま

議畏

今欝︑原子力髭電がエネ

が重襲だ︒

た同時に門FBRは待たなければセンター構想へつながる︒地域燃

ニウム利周に絶鮒反対ではないと していくことも必璽だ︒この考え

ジロー

まり各國の政雇と藩業界と米国の
る︒でないとしたらウラン帝釈の

R路線へ進むのをとめることはで

しそうなれば各藩が再処理︑FB 既存システムの再検討は決して悪

きないだろう︒

利用と核防の

料サイクルセンター構想について

コストが他より低いかあるいは少

ルギーとして利潮されるためには

﹁悪がねばならない﹂ことも指 は︑もし〜つの地域で成功したと

ならない扁のではなく︑むしろ︑

功するとはいえない︒その地域の

再処理︑F8R

︑バランスを

だ︒

い︒そして︑もちろんこのケース

ウラン資源は︑英連邦に騒在して

をふりかえってみても︑こうした

が核拡散防止上好ましくないのは

ジョージウラン資源国はこの

いるが︑やがてアフリカなどで発

果となるとの意冤には蟹成だ︒も

るためにも燃料の安定供給を図る

うえでも妊ましくない︒

必携がある﹂というのがその論点

いうまでもない︒

のみによって核拡敵を防止するこ

だった︒核拡散防止は技術問題だ

とはできないだろう︒

今田︑原子力をめぐる国

核燃料供給問題についてともする

晃が憩えることも予想される︒こ

現在のところ︑
けでは十分でなく︑また※国︸蟹

と自己中心的になりがちだ︒しか

ウォルスキー
の力でできることでもない︑との

しオーストラリアは何もウランを

しかし︑この国際鱗度を翼体的

認識がその蕎難にあった︒

敬防止策を検討しておく必要があ

一人じめにする気はさらさらな うした三態に対してい濠から核拡
い︒しかし︑わが國が核拡散防止

る︒

にどんなものにしていくかはこれ
からの大きな課題だ︒今後数か月

に璽大な関心をもっているのは自

るだけの十分なウラン埋蔵蟹があ

摘しておきたい︒FBRを延期すしても︑必ずしも他の地域でも成

また︑核拡散防止を検討する際

この闇題に薩面していくことにな

ろう︒また︑INFCEでもこ恕
のだ︒それはウランをめぐる論議

処理︑プルトニウム利用﹂の閤題

る︒

なくとも同程度である必要があ
難題をかかえているのが錦状だ︒

はFBR延期によるウラン醐蟹の 議江つぎに第二のテーマ﹁再

この制慶については︑まずこれ

変動︑新型炉︑レーザー鶴舞のよ
ういう薪摘勢のなかで︑どう長期

ス委騒会でもいまだ一部未解決の

・センター構想について︑論議が

沸騰の一照ともなった︒フォック

特性を十分考慮していくことが必

くコストを押し上げることにな

いる︒

地域核賃料サイクルセン

問題を検討していくことになって

るかどうかは不確定な闇題だし︑

議畏

要だ︒

カーター大統領は核

か︑ということだQなかでも︑こ

に移りたい︒まず︑来国政麿損当

するという璽大二野さえ予想され

もし不足にでもなれば電力が傾止

ケネディ

る︒﹇驚を矯めて雄を殺す﹂とい
るからだ︒門FBRは時間がかかター構想についてはIAEAが二

方︑核論難防止撮躍はとか

うな新技術について並行して諏懸

蓄としてケネディさんから︒

しておくことが璽要だ︒

拡散防止に関達して蕩処理︑プル

エクルンド国際的核燃料供給

しかし︑日本のような資源の少な

制度については一つこの供給条件

るいは王AEAの関係機関とするい国が原子力平和利用を進めるに

を独立の園際機関とするのか︑あ

あたってオーストラリアが巣たす

にわたり核燃料の供給を行い︑爾

のか︑という問題がある︒郷郡の

処理︑プルトニウム利用問題をい
かに取り扱っていくかは鍛大の関

しておきたい︒

口置を失ってはならない一と指摘

この研究について

原子力が利用できなくなることが

は現在INFCEにも握出されあ
てってはならないだろう︒

エクルンド

うことわざがあるが︑あまりに厳

に核エネルギーの利用が一時的に

るから延期してもよい扁との議論

理︑プルトニウム利用を躍動に放

格な搭躍を講じることで未来永劫

トニウム利用の無期延期政策を打

臆するのではないか﹂という一つ

隼間にわたって研究してきている
があまりに厳密なものになると逆

ことを指摘しておきたい︒あまり

が︒
厳しい足腰セをはめると各國に

もあるが︑これには﹁だからこそ
核燃料供給システムの
条件について一つ抵謝したい︒そ

ポップ

ち出したが︑これは岡晴に門再処

んなものになるのか︑という問題

誰が規則を設定し︑その規劉はど

効累を及ぼすことになりかねない

べき役翔は極めて大きいといえよ

テーマに絞って討論を進めたい︒

う◎

催限はどうか︑ウラン供給国と機

まず︑核燃料供給の問題について

関の関係はどうするのか︒また︑

心饗の一つとなっている︒こうし

また︑核拡散防止に関運して使

た恵味で︑このパネルではこのニ

用済み燃料の撰期貯藏が提案され

はならないということだ︒

せよ優止させられることがあって

沸騰している︒しかし︑この場禽

強化をどう調和︑爾立させていく

力平和利用の捉進と核拡敵防止の

際的に最もホットな問題は︑原子

議畏

る︒このことは岡聴に高速繕殖炉

この廃棄物管理や核拡散防鉱間

ている︒

は広く一般のコンセンサスとなっ

行うということが前提となること

めるうえで︑安全な廃棄物管理を

規模な原子力エネルギー開登を進

物管理をあげることができる︒大

う一つの問題点として放蟹性廃棄

っている︒また︑原子力開発のも

開発促進のインセンティブともな

は今後の諜題の一つとなってい

氏からコメントを︒

きたい︒粟田にウランがないこと

る必嚢があるということだ︒一方

エテマド

増すだろう︒こうしないため制度

ニウムをリサイクルすることが必

なのか︒そして鍛終的に供給ある

鰯際核燃料銀行

い国際制度として国際核燃料公社

明認されている︒この法篠は新し

いは鎌止の権隈は誰の手になるの

後の課題に．
要だ◎そうすることによって使用

か︑など問題はつきない︒

ないFBRに二食がの投賢するは夏本政策をとっている︒この点で

村鑑議畏ではパネル討論に移 済み燃料の貯藏麗を少なくし︑核

力するよう求めている︒こうした

構想を打ち出し大統領に検討に努

ずはない︒また︑軽水炉について

可能だ︒

拡敵上の危険性を低くすることが

のとする必要がある︒

りたい︒まず︑この討論から参加

は縄要国の悪兇を十分反映したも

された西独研究技術欝エネルギー

ポップ氏

自敬防止闇闇について掴摘してお

研究・技術開発部擾のM・ポップ
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とくに途上国にとってまだまだか

鞭

なりの制約がある︒例えば技術移

は八一鑓︑残りも八四矩までには

型二十万KWが建設申で︑一弩機 はもちろんだ︒

エチマド二
緊要なのは︑この畏い論争のだめ

題を背漿に現在︑核燃料サイクル

村上議喪

力

原
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は︑従来から原子力の開発利用を

エネルギー資源に難しいわが国

ないという実綴を積み璽ねてきて

るような騒故は一魔も趨こしてい

まで周辺公衆に放射線陣害を与え

劉︐亀多亀︸監︑

強力に推進してきたが︑今後一難
いる︒

第二の闇題は︑原子力平和利用
の推進と核不拡散との両立をめぐ

る国際間題である︒昨年の藁海
難処理施設の運転に関する日来原
子力交渉やウラン資漂国のウラン
輸出規制政策など︑核歓料サイク
ルをめぐる近年の国際情勢は︑わ
が国にとってきわめて厳しいもの
があるが︑原子力平和利用の樵進

ついて国際的な横討を行うため︑

と核不拡散との両立を図る方途に

昨年十月から二年聞にわたり︑国

められている︒

際核燃料サイクル評懸の作業が進

わが国は︑国際的な核不拡散へ
の努力に横極的に協力する︸方︑
それによってわが国の原子力平稲
利用の円滑な推進に支障があって
はならないという墓本的立場にた
って原子力をとりまく国際偽勢に

ない︒政府は核拡散を防止しつつ

適切に対応していかなければなら

政膚はさらに原子力安全委員会

△墨
脚＝

糞

ルトニウムの燃料サイクルの確立

有効利用の観点から︑ウラン・プ

まりつつあるものの︑種々の理懲

重要性についての一般的認識は高

遅れている︒こうした惰勢から︑

ており︑原子力発鱈計画は大幅に

原子力へのパブリック・アクセプ

から原苧力発露所の立地が難航し

にとって︑原子力開発の前提をな

と高速槽殖炉など新型炉の聞発

すものであり︑各国の原子力産業

はわが国を禽む世界の多くの国々

際的には原子力の平和利用と核拡

いる︒本準備委員会では︑こうし

タンス問題は一差重要性を通して

として日本のなすべきことは︑国

の健全な発展が獲麟されてはなら

会の構成︑内容を検討し嬉備を進
めてきた︒その結果︑基調テーマ

た内外の諸情勢をふまえて︑今大

力開発のための国際的な繊度ある

のために﹂とした︒

を﹁原子力開発の調和ある発展

子力開発に関係するすべての国々

いは仕粗みを再構築することが璽

木村尚三郎

スタントな捜術をいかに開発する
かという課題と︑他方では濃縮お

巾で行われたものであるだけに︑

原子力開発に対するパブリック・

まず最秘に始めるべき仕膿は︑

から︑巖も効果的なものとして追

まで核燃料資源の有効利用の観点

的な転換期を迎えつつある︒これ

今摺︑世界の原子力開発は歴史

核拡散につながりにくい燃料サイ

るのではなかろうか︒われわれは

流をかみ合わせた形で兇出されう

いが︑おそらく︑解決策はこの両

度的な課題とに取潜まねばならな

よび再処理を国際的に蟹署する制

の鍵重な実繍は引きつづく高速原

今後の運転には覚悟を萩たにして

アクセプタンス濤動の全醐的な展

クルについて研究を進めており︑

にするにはどうすればいいかとい

拡散の危険性を増大させないよう

体制にも協力し︑参加する用葱が

また核燃料サイクルにおける国際

る思考の変化がみられる︒

とい

昨臼

化し︑人間と離してみつめようと

示す一つの例である︒自然を客体

れもが理解しうる孚法への移行を

は︑主観的な褻現から客観的にだ

欠如である︒絵画における還近法

たらした人間相互聞の﹁共感﹂の

たものは︑空間的なひろがりがも

しかしその科学攣命を呼び起こし

のは科学藁命であったといえる︒

中撹から近楓への転機となった

いう空間的な関心を喚超した︒

社会は︑必然的に︑他との運帯と

う時間的な希望がもてなくなった

より今日︑今日より寒冒へ

的なものから他へひろがろうとす

その背鎖には︑かつての自己充足

＝≡≡＝＝≡＝一＝堺＝＝＝備＝櫛二一＝騨≡≡⁝＝喘＝一＝三幣＝■騨禰≡≡＝≡＝≡＝⁝＝＝≡＝

国内においては︑原子力開発の

要である︒

が話ムロいの場をもち︑今後の原子

ないと考える︒このためには︑原

この大会の目的は︑原子力開発

認冷艶蒸篭

利用について国内ならびに国際闇
の理解と協調を促進することにあ
り︑そのために広く内外の関係蕎
から見解の表明︑葱見の交換など
を通じて︑長期的展望のもとに原

ミ

子力開発利落全般にわたる重要課
題とその解決策を見出すための指

≡＝＝一層≡≡＝＝⁝≡＝三三≡⁝＝≡＝＝櫛寓

意を確立することである︒資源の

散防庶について早急に国際的な倉

原子力開発の当薗の最大の課題

針を得る場としている︒

鵜＝＝≡＝≡＝＝≡輔＝需＝＝麗牌＝辮二営

塞尽大学教授

午餐会における特別講演

雛鰭齢稀薄麩大いに期待するところである．

あり︑その対応策を官民一体とな
って総合的かつ一元的に検討する
ことがきわめて重要てある︒この
観点から民間有識曹の星雲にもと
づき︑先般︑原子力委員会に﹁原
子力園際問題等懇談会﹂を設けた

さらに︑わが麟における自主的

ところである︒

前進を続けた社会は︑十三世紀な

部国民の不安はまだ必ずしも払貫

らみ合いをみせながら︑時代とと

み︑安定水平飛行期を経てナ六〜

かばの生産の伸び悩みともから

社会と科学ilそれは複雑なか 欧州に花開いた農業技術とともに

ウラン餐縮︑再処理などに関する

もに爆翌的発展とその行き詰まり

核燃料サイクルの確立については

研究開発を急ぐほか︑所要の体制

平和利用を推進する国際的秩序の

このような国際縫勢の推移は︑

からくる水軍飛行をくり返してい

形成に質献していく方針である︒

く円滑に機能を発揮するように努

る︒たとえば︑十一〜十二世紹に

日も軍

発目標の逮成は楽観を許さない︒

これら脳策の推進に滋たっては

整備を進めていくことが必要だ︒

十七琶紀に低迷の極みに遼した︒

推進に重大な影響を及ぼす恐れが

国難の儒頼を回復しなければなら

あげ歓迎するものである︒

置されたことをわれわれは双孚を

玉一二：≡聾一＝＝閣刷毛＝一＝冊；隻＝二三噌i＝二需

ない︒その上に立ってわれわれ

＝＝蚤＝二憎＝盟︸舳＝＝幽二薯L鷹曽≡＝曽

民経済の将来にかかわる重要な選

は原子力の開発のための新しい前

今日︑わ が 国 の 原 子 力 発 躍 の 現
型炉﹁もんじゅ﹂の建設に大きく

万全をつくさなければならず︑わ

ム燃料サイクルに対し︑それが核

究されてきたウラン︒プルトニウ

﹁原子力国際闇題讐懇談会扁が設

運転開始は原子力平和霧罵と核拡

状をみると ︑ 運 転 申 の 原 子 炉 は 十
貢献し・その成功を約榮するもの

開である︒わが原子力塵業会議

進を關難したいと響えている︒

四基︑その設備容麗の舎計は約八

は︑国民に対して﹁開かれた組

ころがら︑各地の原子力産業懇談

盃﹂としての役割を握っていると

る動力炉開発のもう一方の翼をに

われわれはここ二︑一篇年の間︑

・三％に相当している︒建設なら

原子力開発が国民の舎愈のもとに

なう新型転換炉﹁ふげん﹂が今月

ある︒しかしそのような技術や体

模 は ＋ 穴 尻 ・ 約 千 頭 男 K W で あ 末には臨界を逮成する予定であ

う莞地から︑蟹際的な再評懸が膿

進められるために必要な社会的環

会などとも手を携えて︑原子力開

り︑わが国の原子力鯛発は自主開

継は︑プロリファレーション・レ

るが︑昨隼十二月には大飯原子力

えられることになった︒原子力発

発の置難を克服しつつ︑将来の世

発に対する図民の理解と協力を求

発電所一志 機 が ︑ ま た 今 年 一 月 に

するところに科学の発展を促すも

ればなるまい︒つまり︑躍際核燃

ジスタントについての世界的に合

うにすることは︑いうまでもなく

期間はこのための努力が翼剣に払

料サイクル評価︵INFC8︶の
の成果がひろまった時代である︒

愈された基準に基づくものでなけ

代のために安定したエネルギーの

原子力産業界の将来にわたる璽大

われる期間であり︑この間におい

の危険を磁大させることのないよ

確保を匿指して︑第一段階を登っ

一方︑原子力開発を進めるため

な戴任である︒それゆえに原子力

ては︑そのような努力の結果を先

露の今後の拡大が下界的な核拡散

は粟海第二発鶴所が臨界に達し︑

の墓本的︑総禽的政策を今ほど必

平和利用の先進国の一つとしてわ

取りするような朽動は厳に慎むべ

なろう︒

もその際忘れてはならないことは

きであると考える︒いずれにして

かということを明らかに示すこと

ようなもので︑それがどうなるの

理性の再構成ーーとくに原子力

のために完成させるということを

鮮明なイメ⁝ジが必要だ○

が大切である︒宜しいビジョンや

不司能にするようなことがあって
一方ではウラン濃縮︑再処理にお はならないということである︒
けるプロリファレーション・レジ

代でもある︒

かを翼剣に検討するとともに︑国

に横たわっているQこれら流動す いかにしてその両立をはかりうる

の再選成には︑原子力社会がどの
核燃料サイクルの確立と核拡散

を中心とする社会に対応するため

元的に検討すべきである︒この悪

われわれに諜せられている今後の

味から︑簸近︑原子力委員会に

際的動向に積極的な役講を渠たさ

とによって︑原子力開発に対する

規舗の行政麗証の一璽化を図るこ

一体となって新章台への対応を一 防止との両立の問題に関しては︑

国産技術の総力の紬簗であるとと

に等しいわが国としては︑核燃料

選択が︑原子力の平和利用を人類

り︑理性の再構成を必要とする蒔

女狩りの階代にも似た時期であ

期に入っている︒それは中世の魔

そしていま︑この社会は水平飛行

二十世紀は︑そうした科学技術
要としている時はない︒山忘する

が国は︑核燃料サイクルの早期確

のがあった︒

聞題はたがいに関連しながら︑し

立と核拡散の危険防止について︑

たいと弩えている︒

それぞれ今 年 の 璽 か ら 運 転 開 始 の
たことになる︒

かもまた国際的動陶に鰯約されな

原子力開発の蟹璽な足跡の第二

がら︑わが国の原子力開発の臨前

は︑藁海再処理工場の還転開始と

体系の中核となるべき原子力安全

る囚外の諸閉題に対処するには︑

によりわが 国 の 原 子 力 発 震 開 発 史

委員会の設置ならびに原子力委員

勇KW級の原子炉であり・これ

運転開始は︑わが国における核燃

会の強化の問題はまだ簸終的には

整合性のあるトータル・ストラテ

なければならない︒

境の整備に努めてきた︒それは縷

過去一期 目 ︑ わ が 国 の 原 子 力 開

の糖晶であり︑われわれの待望の

料サイクルの確立へ陶けての努力

決定していない︒もちろん原子力

ジ；の樹立とその柔軟な展開が必

の建設魑孚である︒再処理工場の

発はまこと に 愈 義 の あ る 足 跡 を 残

安金の確傑は現在の体制でも十分

要であり︑それには政府と民間が

ウラン濃縮パイロット・プラント

した︒その 第 一 は ︑ 昨 年 春 の 高 速

聖業である︒それというのも︑原

になされているが︑さらに今後の

は新しい一ページを筋えることに

増殖異験炉﹁常隔﹂の臨界であ

子力登躍の開発においては核燃料

大規模な開発に備えて原子力安全

々と整ってきているが︑この整備

る︒ナショナル・プロジエクトの

あるが︑とくにウラン最源が皆無

めるためのキャンペーンを展開し

予定である ︒ い ず れ も わ が 蟹 窃 の

びに建設準 備 中 の 原 子 力 発 醗 の 規

を強く感ぜざるを得ない︒

散防止をめぐる現下の麟際偶勢の

択であるからである︒しかしその
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不安の解消を図っていく所存だ︒

の新設と安全規制の一璽化を図る

稲葉準備委却畏

め︑原子力の安全に対する鶴民の

新しい原子力安全行政が

4

原子力の安全確保については︑

地が十分円溺に進まず︑今後の開

垂

政府は従来から万全を期し︑これ

しえず︑ために原子力発電所の立

ある︒原子力の安全性に対する一

と原子力発罐駈などの立地問題で

第一の問題は︑原子力安全確保

いる︒

いくつかの璽要な問題が山横して

必ずしも容易ではなく︑そこには

の推進を図るうえで︑その前途は

含 羅誤 ミ蘂

箪．亀︑

ん会特別講演﹁歴史における科学と社会﹂要騒も併載した︒

藷楚騨魏魏簾詑戴課甜韓蝋

聞

業
産

塁

一つとして薔手された﹁欝隔﹂は サイクルの確立がきわめて璽要で

唱沢原塵会畏

力

原

豊

が罵に課せられている磯任の璽さ

臨ワ

サイクルの完成をめざすことは国

詳しい御問合せはイトーキ鉄扉部原子力課
東京都中央区銀座1−13−12 TELO3（567）7271〜8

ズ

颪万KWであり︑総発電設備の七 といえよう︒また︑わが国におけ

篇
﹁常隔﹂

札幌、仙台、東京、新宿、横浜、名古屋、大阪、広島、九潜

株式会社イ恥翠黛

＝
もに︑わが國の蔑速堰殖炉開発の

墜一議 原子力特殊扉

｝

V
〜

大きな第一歩である︒
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原塵蕉次大会瓢昌︑十五日午繭の第ニセッション門高

速魍殖炉開発一実胴化の展望﹂は︑商業化を凝糖し時間を

化こそが原子力開発のあるべき姿とする仏︑ソとの間で見

かけて核拡敵のない方策を見出そうとする米国と早期商業

解が分かれた︒

轟食一票ーー 臼口舞一食一費ロー食一良自Ω鑑

原型炉︑83年に運開
仏・ノバトム社畏M・ローゼノルク

ヨン2

セッン
炉の設計︑建設で得た森組から簸

電駈の容醗が設定されるが・原型

適となるのは函二十万KW以上
で︑これを大面に上回らない程度

山

高速増離籍の実義化への遵を展

氏
大

艦出

三

N代には実用期に
大

原子炉系と並んで︑原子力庁と
望すると︑原型炉﹁もんじゅ﹂に

動力炉・核燃科
醐発珊典団理醗

マーク夏の次にくる一遮の高速
コジェマは第一期簡罵炉罵に矩聞
次ぎ︑技術的性能を実証して経済

となろう︒

炉系の予備研究が七五年に設定さ
百ゾの成型加工︑再処理の工場を

菱繊麟騨鞍懸

れ︑七六︑七七年には娼力憩に伴

的罠髄しをたてるため︑百万KW

並行して核燃科サイクルの確立を

は時間的余裕がない︒炉の開発と

ることが必要︵三︶核燃料サイク

ばし︑適切に仕購を分担し協力す

化などの課題があり︑核燃料セン

ン・プルトニウム燃料製遣の産業

ターの建設が必要となろう︵四︶

ル確立には蕩処理技術閥発︑ウラ

葎から研究開発に着手︑ホットの

図る必要がある︒縞馬炉燃料の再

工学試験施設の建設に入る︒並行

るには安全環境闘題や経済性の実

堰謎謎が広く社会に受け入れられ

処理については︑動燃は昭和五＋

を進めており︑一九八○年代後半

証とともに︑増殖炉︑燃料サイク

してパイロット・プラントの設計

に遮転開始を計醸している︒

実証炉着工後三i四年内に建設 跨KWを超えると予想され︑ウラ ーの三蕎が体制を整え︑能力をの

瀬と実証炉の設計建設経験をみて

爾新のKWHコストは軽水炉発櫓 実用第一熔炉は原型炉の運転成

とする日本の原子力発電容簸が一

一九九〇庫代には軽水炉を霊体

妹化の途上で動燃︑電力︑メーカ

ない︵二︶原型嫉からの長期の実

めたい︒

の協力のもとに宝蔵に実用化を進

これらの課題に対処して関係管

力は今後の課題︒

ルなどの知識が国璽に常識化され

ることが必要︵五︶動燃は※英仏

つくる予備設計調糞を始めた︒

高遜炉実用化には今後十年以上

発駅コストを蕎えると︑パイロ

級の実証炉の建設が必要と袴え

め︑一応︑電気出力を颪八十万K

独の政府関係機関と協力誤答を発

ット段階と商業規擾段階との間に

の開発努力が必要だが︑それまで

は・成型加工と薄処理のコストの

用地︑試験施設など必要で︑これ

所のコストと競賀するレベルに肇

一難程度が望ましい︒実証炉開発

Wレベルまで拡大してみて検討が

はまだ設計研究の域を出ていない

殖炉発蹴所を建設︑実曙期に入る

らが適鯖供絵されなければなら

る︒塞証炉の織工は原型炉臨界後

行われた︒また設備コストを原型
大蟷低減や燃焼率が二簡に岡上す
が建設主体の明確化など開発体制

ことを娚麗している︒

展させてきたが︑産業界志紀の協

炉以下に減らすため︑設計︑製
ることが謬えられ︑原子炉一次系
樹立が当面の臆要課題︒

に次のような課題がある︒︵一︶

作︑建設過程の簡素化を罵る研究
の設備難が著しく低下︑高速炉発

九〇年代を通じて数百万KWの繕 研究開発資源として資金︑人工︑

も並行して始まった︒電力庁︑ノ

ろう︒こうして八○詩嚢前半には

アトム︶︑蕪IRA︵イタリア企 バトム︑原子力庁がこれらの研究
を箋施︒七八薙にはこのシリーズ

叢で主力はブインメカニカ系列の

問題はほとんどが燃料の選択と燃

が高いので︑開発スケジュールに

糧嚢の米罵の計画は織方践で代

伝達系や二次系とは本質的には別

料サイクルに結びつくもので︑熱

二無ころには運転灘始となろう︒

替の燃料に開する研究開発に簗巾

個である︒このためナトリウム系

している︒この誹画は燃料と燃料
サイクルの選択に︑混△嗣法やスパ

統の騰発と試験は今後郵亭的に研
究される︒サンタ・スザーナの試

イキングのような在来のウラン︒
プルトニウム︒サイクルの変更︑

験旛設は世界でも技術鹸先端にあ
り︑融通性に望んでいるG

繕殖蜻と転換炉システムの縞舎が
図れるウラン蹴生薩方武︑などの

利夫

めていきたいと考える︒

いろ難しい点があるが︑大いに進

いては︑産業ベースとなるといろ

海外との腐全軍の捜砺交流につ

は順講である︒

問題をはらんでいるが︑立上がり

闇をかけ菊脹しなければならない

う豪く取り入れられるかなど︑時

だけやっていてメーカーの経験が

長期の開発中にエンジニアリング

なってうまく行くのか︑あるいは

普段競争している各社が一体と

から調達する︒

憾頼性と経済性の鍵いものを各社

グを行うもので︑ハードウエアは

開発やシステムのエンジニアリン

峯鍵㌶彪即高市

高速炉開発の過程で︑技術を有

全計醸要爽はLMFBRプラン
トの設計開発によって繁約され横

効に錨約︑蓄礫し︑安金性低頼牲

炉を完成し︑国際的な競合牲を達

み上げられる︒邑標の出力は穴十

成させるためメーカーの開発体制

得燃料の特来性は核不拡散の季段

彊力性をもたせる︒とくに︑嵩利

メーカー添鋼一元化

AMN︶と補完しあい︑協力協定の鍛初の予備研究に濁手した︒発

ジュールを延娚したQFFり巳F以

燃料サイクル謬纐︶の結累待ちと

ルアップする︒燃料と燃料サイク

近くFFTFが稼働し︑増嫡炉
チリバーの出力から大豆にスケー

万〜七十万KWの範囲で︑クリン が高く︑経済性も兼ね備えた高速

塁の余地は残される︒計画の予算

を検討する聞︑増殖炉の銭卜を延

燃料と材料の開発に強力な孚段を
は他の霊璽なLMFB鼠計画と同

ばす時間を与えてくると警える︒

墓礎技術開発は盆残り︑核拡散の

逆に・強力で十分資金を投入した

発を放棄したというのではない︒

なる︒こ れ は ※ 圏 が L M F B 紀 開

ン資源の確保が薦難になる可能性

がくるだろう︒

調整ずみ︶と独蘭ベルギーの研究

驪c半輪S・ブルワi

時間かけ基礎硯究

一達の商罵認速炉発醒所の灘入神 を始めるべきだ︒実証炉は一九九

で結ばれている︒七七年に①仏原
電容懸の増加は技術的に爾能と
子力庁︵イタリアのCNE震とはの予備調査結粟から開館中には発

機蘭との聞でのノウハウのプール
と研究醗画の調整②欧州の筒速炉

ー︵熱出力四万KW︶︑馬簾炉フ システム促進のための合弁会社S
ェニック ス ︵ 電 気 出 力 二 十 五 万 K 猛 民 E N A の 翻 設 ︑ に 蘭 し こ れ ら

仏餓力庁は八一庫に簸初の二間

する︒

ルギーのノウハウをそれぞれ提供

％︑ネラトーム一五％︶は独蘭ベ

％︑ベルゴニュークレール〜五

ンターアトム五︸％︑GFK一九殖炉︶翫画はINFC露︵国際核

ノウハウを︑西独企業KVG︵イ降のLMFBR︵液体金属高速増

〇％︑ノバトム四〇％︶は仏伊の

り仏企業SYFRA︵原茅力庁六
米国は鷹処理と魍殖炉実証スケ

W︶の二基の高遠炉が稼働中︒今 両グループが含愈した︒これによ
年初めクレ・マルビルで商用原型

ーの建塵墓盤工璽が完了︑八二年

炉スーパーフェニックス︑マーク

臨界︑八三鎌還開を予定してい
る︒罵速炉建設の産業胴上は七六

クルーゾ・ロワ⁝ルなど三社によ

一七七駕に整備され︑原子力庁と

た︒

る芋会社︑ノバトム菰が設立され

を一元化すべきことが求められ︑

を設躍した︒この禦携所は東票芝

ルの弾力化がこのデザインの騒標
等ないしそれ以上である︒エネル

米国の兇地からはよりよい成粟

三菱二二の各社とその関係会社が

浦電気︑田立製作所︑霧士念書︑

与え︑熟伝達系統と構成機器をス

リスクを排除ないしは最小にする

ノバトムは￡EC城内では1鐸の爾速増殖煙発聡駈を手がけ九二

を開発し核拡散を検討する腸間が

る︒

ナトリウム系統ハードウエア開

メーカーが一つになって

れは世界の儲をみても明白︒競争

は醐の規模でないとできない︒こ

間︑金額にして二兆円からの關発

が︑三十蕉から四十無の開発期

ンポが遅くなるかの心配がある

やる場台︑高くなるかあるいはテ

高市

影響を憂ける︒

設計などの要素があり︑それらの

ント駿粥の吸収︑聯故評価︑耐霞

が︑二︑三の点を︒FB靴開発は D蟹素︑ファースト・オブ・カイ

協力し︑FBRのソフトウエアの
取手しなければならない︒

qーゼノルクFB釈が実溺化
糊地から︑ループタイプの方が当

ある︒われわれはそうすることに

メ⁝カー側は昨鎌八月蟹隈三歳所

ト︑機器︑蒸気パラメーターの簸

発と試験は米国で高い優先性をも

となる︒

適化の探求が完了するはずだ︒

ち続けなければならない︒核拡散

ケールアップする拠りどころとな

ギー鍵源の賦存からみて︑米国は

こうした作業はソ連ではここ数薙

がこのプールタイプ︒ソ運では︑

ユーザー・インダストリーの形で

はBNI一六〇〇︒単基としては第 に質の醐い製編であること

よく︑プールだと︑それができな

一ループをカットして取り出せば 進めること︑実証纐設をつくって

初適切と袴えた︒故隔があっても

で︑儒頼性︑安金性の薗から大

いとの愈晃があった︒BN⊥︸蓋 出のオーダーを受けることが必

FBR開発謙画の次のステップするにはいくつかの条件がある︒
六〇〇︶の建設が進んでいる︒二

ソ連鍛大の電気出力で︑八＋万K

切︒第二に投資リスクの軽減のた

パネル討論

いくこと︑資本醤を下げるため沢
次系ポンプなどの尊母けや熱交換

Wタービンニ基が使われる︒プー
器などの製造が進み︑七九年には

軽水炉との競合カギ
鍛初のBN⁝一六〇〇の建設は 会性が必要で︑フランスのFB配

ーはBNl六〇〇に似ている︒ と︒第三に軽水炉とのコストの競

ルタイプの炉で︑仕様パラメ⁝タ
る︒

主要部の建設と据付け作業を終え

この炉が運開すると︑互いに違

ったこ蓼の増殖炉の建設︑運転経 八O年代となろう︒BN⁝三五〇は八○蕉代には軽水炉と競合しよ

要︒

なり蟷があり︑田水は西独と周じ

している︒

ープ型かタンク型かの比較は検討

で儘頼性を増すことが大切だ︒ル

大山三＋万KW級の纏段はか の原理より一つになってつっこん
が寝い聡発段階になればプールタ

原型炉については産業体舗︑続＆

水炉と竸合しなければならない︒

めに商業化するために今から準備

ブルワー実用化計醐のない国

側の嵩い方にある︒実胴期には軽

として発欝権はないかもしれない

イプでもいい︒

ループかプー
ルか炉のタイプについて儘頼性の

クラスノや環フ

がいる︒

要︒いずれにしても八O薙代の初 切なものを晃つけた︒炉の稼働率

題を理解して受け入れることが必
早急に次のステップについて正し
い方向が決められる︒これはソ連

とBN一六〇〇がうまくいけば︑ う︒第四に国罠が蕩速炉の環擁問
ップとなる︒次のステップについ

の科学煮・技術蓄が国民のために

験を繊むことになる︒いずれも将

ての決定はたいてい前の段階のス

高速炉の開発で掲げる目標とな

来の商業発艦所への道のりのステ

テップが終ってから行われる︒し

○はループにしたが︑一部に不適

め顯客に製贔の質が保籠されるこ

所でこのタイプの堰殖炉︵BN一

ウランの曵ロヤルスク原子力発電

いる︒仏フェニックス︑英PFR二二され︑炉心︑熟フロ⁝シー

り︑経厩的で安全になると考えて

つかるまで続こう︒LMFBR憤選
露な検討の機会を備えている︒

B︵ペルギ⁝︑オランダ︑西独の 黛に八哲万⊥千万KWとする雲 制度的または技術的な解決策が兇

ﾙ会社で密力は西独のインタi 速炉計画をたてている︒今世紀宋

N・クラスノヤロフ

BNi㎜︑80年代に
ソ遼原子力利用鯉瞭婁風

会原子炉研究所翻所擾

じゅ﹂と難じループタイプの炉Q

この炉は賑本の﹁常陽﹂﹁もん

場から総懸の供給を受けている︒

ェフチェンコ箔⁝は全面的に脱⁝堀工

設計特性は実験で確認された︒シ

熱出力六万KWの実験類BOR

一六〇︵六 九 璋 に 臨 界 ︶ に 次 い で

大型の縄遼炉BN⊥二五〇が七三

六十五万KWの黙出力で順調に運

年七月運転 を 開 始 ︒ 七 六 薙 以 降 は

転され︑羅力＋二万KWと函七

万宣方綴の翼水を生塵している︒

一つは初日以来すでに三万五千賄

運転状況は 九 〇 ％ ︒ 蒸 気 発 生 賠 の

間以上稼働︒初期に劉の蒸気発生

器で趨こった ト ラ ブ ル で は 安 全 装

躍の性能の畏さが立証され除染

90

う技術的問題点を明らかにするた

dO巳む蓉導U呂琴00弓呂導誓むU巳に弩
は二千五面諭KWに拡大する︒

＝

フランス で は 実 験 炉 ラ プ ソ デ ィ

白垂心嚢議
鎌

聞
新

高
産

力

原

駆ワ

る︒

態

﹁

曜／

罫

圏

樺︑

ゆ

醐

ヘ

⁝厩

へ

漕

㌧

◎カタロク及び資聡達絡∫耀き次第お騰り致します。

胴
■

嗣
鱒

かし設謙暫や騨門象は蔓立って紙

＼

一

しいステップを贋愈しつつある︒

｝〜【Dト

隅製作所繍製糖驕擁襲弊

㈱岡霊

＼

。その他

○放射性廃粟物連搬用フォークリフト
○サンプリングフート

猶
闘

しかし多くの馨門家はプールタイ

（臼本塗気硝子製）

ム

プの炉が糟来〜魍コンパクトにな

鉛ガラスで放射線をシャットアウト〃

l

購
鶴

後︑機鴇を取 り 燃 え た ︒ ほ か の 猿

断面図

放射線騰棄物ドラム詰開覗窓

放射線廃棄物貯蔵魔覗窓

ブルワー帰

晒r

跨コ篇）Σ＝〉Σ＝）＝）

戸や構成機器は全く隠隠に作動︑

韮10T

腐市氏

一ゼノルク氏

○グローBox逆へい用
○ホノトラボ
○タービン釜覗き窓

○放射線廃粟物II…蔵庫

審i

罠本葺気強手㈱総代理店

し凡CP

冷∵

△口

○放射牲廃薬物トラム話室

■勢

踊醐｝曽書挿

廟加〉

囎

騨

口q億q燃αα億、

フ氏
クrラスノヤ；コ

二㌧

∴ 勧ジ 罎

増加

昭和53年3月壌68
子
（第三種郵便物認可｝

第917号
（5）

聞
新

高
産

霊

暫菱

6

鑑

一

{セッシ灘ンでは軽水炉システムについて︑臼本および海
外諸国の技術進歩をレビューするとともに醗も麗心の高い軽
ρ水炉の稼働率︑安全性および儒頼性向上のための対策と国際
塩問題として注田を繁めているウラン濃縮︑罵処理︑廃棄物鷺
理について鏡状の報告と今後の開発向方が明らかにされた︒

第二次標準化も始動
わが国の長期エネルギー安定確
標準化調査委員会が設置され︑第

無︑通産省に原子力発電設備改農

桒k購欝豊田正敏

傑のため原子力に重点をおかざる

ずしも満足できるものではない︒

われるが︑その稼働率の実繍は必

軽水型原子力発電が主になると思

第二次標準化の作業もすすめてい

さらに改鯉を籏え標準化をはかる

聞の技術開発の成果に墓づき︑

定することを考えているが︑この

る︒第一次標肇設計は四一五年贋

一次改農標準化が進められてい

安全性︑儒頼性の向上︑放射線被

を得ない実個で︑今後二十年閤は

曖の低減および自動化︑遼隔化な

の自動化・遠隔化などによる保守

改農標輩化のメリットは①機器

る︒

良を行い︑その成果をおりこんだ

どによる稼働率の向上のための改

標準化をすすめるため︑昭和五十

菊男

改善で稼働率80％へ
驕遜総灘興藤原
ぴ設備利用率を見てみると堺方一

制限などを実施し独りを解消でき

た燃料の採常︑燃料披撰管の偏肉

の聞隔⁝⁝グリッドスパンを狭め

昨薙の袈水型炉の璽謹る︒今後のプラン︐で雛轟

号などの国産プラントは良好な稼

号︑玄海一号︑高浜瓢号︑美浜三

ると考えている︒

定検作業工程短縮のための対策

働を示しているが︑美浜一宿︑高

既に運開済みのもの︑さらにこれ

稼働率向上へのアプローチとし

ガス拡散法は遠心機の評価を行

る経済性の向上⑤許認可手続の効

している改良項霞は︑佛騰水型炉

二次以降に取り上げることを検討

業を本駕度より開始しているが︑

ここ数年の遠心分離の性能の向上

とからも注輿されるものである︒

く︑日本独自の力で開発されたこ

海外からの偽報は皆無といってよ

では別の方式で麹二倍の能力をも

＆レビュ⁝の時にもすでに西欧の
が初期の冒的を達成したことから

学チータが得られることになって
いる︒

中の最高温度は三十六年間二百四

医療器具製品では効力を発揮します。

轍︑漁の回収技術と中低レベル廃

液の固定化のためアスファルト固

化技術を開発中で︑いずれも一九

である︒また︑核不拡散について

八一隼には施設を完成させる予定

障胡馬技術開発呼びか一3に応じ︑

IAEAからの計測機器による保

高レベル放射牲廃棄物の処理に

調査研究を行いつつある︒

関してはコールド・テストながら

実規模に近い工学試験を行ってお

る一方︑高レベル実廃液を取り扱

り︑廃液の固化法の金評価をす

一九八○年中頃には完成の予定で

うための施設の建設を準備中で︑

ある︒固化体の処分については地

層処分を中心に研究開発進める予

クリートないしビチューメンと混

ている︒安全評価と取り扱い自動

十度Cに達するとの結累も得られ

処分工鵬などすべて難じ場所に集

まで実証を横んできた技術を開発

雨を遅らせようとしているが︑今

放射線滅菌は近代的な滅菌方法として現在各方面で利用されております。

U／年／がの控能を繹たが︑現在

っという︒わが濁の開発規模は小
規模ながらフランスから発表され

る︒

た成果にも十分匹敵すると思われ

レーザー法の研究は原研で進め
られており︑すでに励起実験に成
功︑今琿は電離実験に着手し来年
は回収実験に入る︒一九八○年末

システム試験装置をつくる予定

頃に総禽評価後︑八一年分ら濃縮

水準に匹敵すると認められ︑特に

現在は収束したQ

再処理に関してはすでにホット

ている︒また︑高レベル廃込物処

研究あるいは試験規模で実施され

くりが早急に望まれる︒

定であるが︑実施のための体制づ

低・申レベルの液体廃棄物は化

西独では現在︑具象四十万KW 四つの小さな原子力研究所があ

禽︑固定化される︒低レベルの岩

化の研究開発も行なわれており︑

ついては熱拡散の実験申で︑岩囁

分はまだ実施しておらず︑これに

学沈澱あるいは蒸発処理が行われ
るが︑液体廃棄物の処理によって

る︒放射性核種も産業︑医療︑研

塩抗翼壁は一九六七年から約八万

露轍翫灘穫H・クラウゼ
の原子力発電所︑毎年四＋捷の再

個のドラム蟹を賠蔵し実験的に実

生ずる低・中レベル残留物はコン

処理プラントさらに軽水炉︑高温

これらすへてから発生する放射性

ックスに収納する処理方式での実

ガラスビーズ申に収め金属マトリ

究分野で広く利用されているが︑

施してきた︒申レベルのものも現

ガス留用および混合酸化物燃料閑

廃棄物は︑体積の縮少︑最終処分

れ︑貯蔵した︒

在まで約千三酉欄のドラム蟹に入

る︒

分は今世紀終りころを予定してい

施は一九八四隼ころに︑多盈の処

に適した固体化を行い︑最終的に

加工から出される廃棄物の処分は

再処理あるいは混△口酸化物燃料

は地騒深部に貯蔵され生物圏から
隔離していく︒小蚤の無難な職封
性核種は環境に放出していく︒

ついてはすでに順調な試験が進ん

める②中・低レベル廃棄物は処理

核拡散防止には核兵器所有の願

医療器具類の完全滅菌は放射線滅菌施設で

訂が必要︑などである︒

地層処分の体制必要
限縮関係は二十年前の原子力開
う必要から研究されてきたが︑一

率化および期間の短縮⑥機器の互

は①核燃料の改良②炉心改湊設計

︵応力腐食割れ︶対策⑤高温フィ

耐襲性については高い評価を得

化学分離による濃縮は旭化成工

これまでに経験した再発防止対

る︒

﹁通常トラブル﹂とはリーク︑

彗
強

（0273）61−6101番（代表）

標準化を固定する期間が短かす

なる︒第二次標輩化の設計は五五

技術進歩がおりこめないことにも

縮技術研究が進められてきたが︑

発嶺初から遠心分離広を聾心に濃

セッシ

点強の的確化②作業スペースの確

一五六難度完成を騒撮し︑これに

ョン3
きるとそのメリットが期待できな

保︑一朝配置の改良などによる従

必要な技術開発および設計改慧作

くなる半面︑長すぎるとその間の

業員の被曝低減③機器の鱈頼︑稼

閣幾懸鯛灘天沼

働率の向上④謝画生渡が可能によ

よび予備品保有の節減である2

ルタの開発とその採周⑥轡料交換

た︒瑚在は人形峠地区にパイロッ

・テスト中であり︑技術開発の努

で︑これによりレーザー法の技術

のスピードアップ⑦インターナル

ト・プラント建設のため敷地を二

業で開発されている︒海外ではフ

指向している︒前書についてはほ

力は環境放出低減化と核不拡散に

鎖︑．＼︑㍗齢天

・ポンプの耳鼻とプラント概念設

ランスが遠心法よりも羽先させ研

策は軌道に桑っており︑軍均稼働

的︑経済的司能性を評価できる工

計である︒艘導水型炉では①鰍料

成中であり︑一九八○年には総計

ン交換樹脂により約四十詩聖SW ぼ達成できる見通しがあり︑また

究を進めているといわれ︑陽イオ

の改良②蒸気発生罷の改良③プレ

である︒

約七千台の還心機が稼働する予定

化吊上装置の聞発⑤高放射線下
作業用自動装置の開発⑥雪転操

のスピード・アップ︑である︒

作性︑運転特性の改着⑦燃料交換

定検期間は約百日であるが︑蒸気

高レベル処分は84年

ストレスト・コンクリート製格納

③制御棒駆動機構の改定④SCCは圏覚ましく︑一昨年のチェック

ずるディメリットは①標藁化設計
をある期間團定するため︑技術進
歩による設計至重が反映できない
②闘定期間が長すぎると技術開発
への恵欲がそがれる③安金への考
えが変わり︑設計に反映する必要
がある場違その度に標準設計の改

発生器と燃料の夕鶴性向上の結

率七〇％は近く建成できると考え

考えている︒

果︑全額査を爽施しても九十日未

ている︒また︑定三期聞短縮を目
的とした設備面の改蓄により︑稼
働率は八○％くらいに向上でき︑
さらに欧米並の定検内容︑労働条

成型加工工場が稼働しているほ

検萱などの定検期間短縮への寄与

変璽が実現すれば一魍の高稼働率

ついても棊本的な問題はすでに解

でいる︒また廃棄物処理・貯蔵に

核燃料サイクルのバックエンド

し︑關センター内に貯蔵される

プ
聞題は︑西独国内においては未解

の国が贈製する一方で︑再処理は

・利用すべきであり︑原子力指向

米圏は再処理︑プルトニウム利

実検期間の短縮は稼働率の商上

決の問題として取り上げられ︑国

決されている︒

に寄与する割台は大きいので次の

が︑そのためセンターは貯蔵に適

点に努力をしている①検査項目の

際的には核拡散防止問題と瀾潤し

必要条件となってきており︑核不

見開しと極査所要時間の種肥的短

拡散の観点からも必要かもしな

する岩蟹層を含む場所に建設する

したあと地鶏中に貯藏する︑とい

の国にとっては代薔エネルギーを

③蔦レベル廃棄物は固化し熱除去

ない︒

い︒西独のようなエネルギー事惰

議論されている︒西独では国内に

果は大きく実用化され始めている

減と作業時闇の短縮に寄与する効

う従来からの方針は変萸されてい

縮化②被鰻低減と被曝管理の効率

策の整理とこれらの後続プラント

作簗の圏動化・還鎌継は被曝低

化・禽理化︑である︒

設計・製作への反映㊥これらの運

③過牽のトラブルおよび処置・対

転申のパトロールチエックの充実

ていくことにある︒

か︑二つの大きな原子力研究所と

件などを指圓した行政︒制度颪の

り︑今後建設するプラントでは六
十日から七十日穆度の定盤短縮を

あるが︑一例としてステンレス配
管の応力腐食割れがある︒これは
昭和四＋九年に米国のドレスデン
発電所で発生︑その後の究明によ
り現在はその発生メカニズムも解

万KWの原発稼働が適当と思われ 兵器に転用できる核物質は出てく

できない︒さらに︑代替炉でも核

るが︑原発計團が順調に進むとす

蒔間をかけて開発していることは

おける核燃料サイクルの完了が遅

れば︑センター建設蓉手のよい時

この核燃料サイクルセンターを

れていると批判されているが︑国

ており︑そのためINFCEに協

望をなくす政治的解決が必要とみ

経済的に運議するためには約五千

次のステップのプラントに対

際的には時期尚早とみられてき

ウム・リサイクルおよび廃棄物処

期とみている︒再処理︑プルトニ

が︑さらに開発の彪と深さを拡げ

し︑保守点検のための接近性の改

た︒国内において核燃料サイクル

ィット︑などを着実に実施してい

善と︑搬出して定検を行う部酪類

が完了していれば︑原子力原発所

ある︒

力し︑努力をおこたらないもので

転中の他のプラントへのバックフ

の搬出︒搬入を容易にする観点か

う︒プルトニウム・リサイクルに

理の技術に麗しても問題ないと思

確立している︒また︑今後建設す

プラントの運転性向上について

らの格納容器内機器配躍の合理化

う︒西独の計薩は①再処理︑処理

は広く受け入れられていたであろ

ていくものである︒

は︑発電所は所外からの外乱の影

次標準化作業で完

くつもりである︒

響をうけるわけであるが︑今後の

については第

るものである︒

原子カプラントについては外乱の

了している︒

の配管材による試験を実施中であ

作動不当︑破損など田購起ってく

ような方策を考え改善向上を計っ

影響によっても臨単に止まらない

るプラントへの代替材については

明され︑既存プラントへの対応は

達成も不司能ではない︒

が大きい項國を璽点に改良を國

燃繕検査および蒸気発生器伝導管

る︒原子炉容器蓋の驕放・復旧︑

満で定横が完了したプラントもあ

ントでの羅列から導入までの平均

容器の定着化④原子炉容器蓋一体

方︑標準化を行うことによって生

換性による建設︑保守の効率化お

慧藤蔓

九七五年の時点で隔膜などの性能

@瓢
@｛

るトラブルであり︑この対策とし

高崎宙大八木町168
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電
話

二＝

①定検時の点検︑整備の充実②運

申込先

磁

欝欝会徳

灘最終包装密封状態で滅菌

麟大量のものても迅速確実

きる

簡単になる。

｡

墓礎的研究は完了し︑現在︑実寸

処

できる。

にできる。

浜一号など初期の輸入プラントは
については︑現在國内既設のプラ

機器の儀頼性向上対策として︑

から設計し今後建設するプラント

﹁特異トラブル﹂は主として設

牧浦氏

滅菌状態が長期聞持続で

醗包装材質か自由で工程も

ジ

稼働率向上に努力

蒸気発生器伝黙管のリン酸塩濃縮

ではそれぞれ条件が避うことから

計不適墨によるもので︑性能︑形

、鱒灘1

力

原
長期停止のため低い稼働率で平均
聴間稼働率は五〇％︑設備利用率
は五二％と低迷であった︒露な要
因は蒸気発生盟リークと燃料榛損

ひ

@願蓬験菊戴牧浦隆太郎

による局部減肉は︑二次系の水処

ている︒

鵬対策で停止舞の約三〇％を占め

現をリン酸堪処理からボラタイル

アプローチの仕方も異り︑この観

を強化することにより再発防止対

縮︑に別けられる︒

ント運転性の向上④定検期間の短

不絹なプラント鯵止の低減③プラ

②﹁轟常トラブル﹂の防止による

と④﹁特異トラブル﹂の軍期解決

点から稼働率向上施策を大別する

処理に変更するとともに水質蟹理

湖駈
怐D

策を完了︒燃料擁の曲りについて

り︑環境への対置策の不適などで

状︑構造の不適鎖︑柑質選定の誤

再
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潟bクアクセプタンス状況がとりあげられ︑共通課題や国情
ーー
一の蓋を踏まえだそれぞれの戦略について愈莞交換があった︒
浬

fン︑来国および臼本立圏における原子力開発をめぐるパブ

一テーマとしだ第4セッションは国際パネル︒薦独︑スウェ⁝
喉

㎞颪勇開発のパブ・・ク・アクセプタンスへの響L奮

瓢

・

︑
・

︵開発鍵展につれ各国譲反 対 覇 も 激 化 し て い る が ・ こ

㌦うした中でどう国民的合川をとりつけていくかーーバネラ⁝
副 からは政治家の理解増進が必要︑各橿旛策実範でもっと注愈

Oρ

[くあれ︑原子力分野で働く者がもっとしっかりしなければ
・等汝︑多くの提講があった︒以下︑概略は次の通り︒

情報 活 動 活 発 化 を

画︑理解の増逸につとめている︒

原子力開覚にとって大きなマイナ

必饗なことでもある︒

らず・現代社会が生き残るために

スとなろう︒轟々が負っているこ

なく︑原子力分野で働く暫に対す

の橿の義務は︑原子力発罐のみな

る公衆の儒頼痩にかかっていると

かしないかは経済性や蜜金性では

の璽求もあった︒理性と労纒の良
いえる︒騨門家の生半可な態慶は

黹?センツ4シ ともあれ︑原子力発電が成功する

り抜けばしたが︑もし政治象がも

識もあってこの攻鰹はなんとか切

S・サンドストレーム

る︒しかし︑さらに将来の聡力購

中心に電源立地を促逸する必要が

要をカバーしていくため原子力を

設けるなど体網整鮪を麟リエネル

ある︒このため政府は閣僚会議を

立地点の指定︑電源三法の施行等

ギー対塁を進めている︒璽要鱈源

電源立地促進へ対語とそれによる

元交付金として拠出されるなど運

鳶職KWの康発の場盒ハ億円が地

に電源三法に関し来年慶は例えば

もそうした臆策の一つだが︑とく

りの努力を盤ねているものの︑例

理解増進が肝要で︑このだめかな

点も多かったように思う︒今後の

った等汝︑率置いって反省すべき

には行政が対症療法的︑後追いだ

駿擢琳勇躍高橋

不可欠な企業努力

差

る︒諸法律︑描躍はいずれも必要

用面の大筆改藩も畑島されてい

でもなかろう︒企業の姿勢と行動

不潔欠なものだが︑これがすべて

えば安金性シンポジウム開催計画

一度開かれただけだ︒

は凍結状態のま謹︑公聴会もただ

はこの二隼間に各一幅が決まった

エネルギーの谷間を乗り切るた

だけで立地難に臨面しているのが

わが国では現在︑試運転中の四

る︒椎逸派も反対派も米国のコピ

騒は一千万KWの大台に藁ってい ここで引馬しておきたい︒

墓を含め計十八基が開発︑設備容

ー・それも団君たちに都合のいい

め原子力は不可欠だが︑わが国で

現状だ︒不正礫な摘報による不安

たりしてもさっぱり理解し得ない

必要性そのものも闇題視されるよ

性︑中爽簗権化なども撫えられ︑

の増縮などにも起曝するが︑一つ

ところがある︒つまり︑何が閤題

ず︑

ものについて論争しているにすぎ

塵業会議轟務局畏

スウェーデン原子力

今秋の新政策が注目

っと原子力について理解を深め︑

もし放鮒性廃棄物がもっと注愈深

も繭独エネルギー供給システムの

く管理されるならば︑原発は将来

中で覇風な石製を果たしつづける
ことになろう︒労縄はモラトリア

の委員会の設櫨後電力三社共同の

になっているのか︑何故それが問

原子力反対の論争点はこのとこ
ろ確実に減少してきており︑現在
は放射性廃棄物処分と核物質防護
の二つが焦点となっている︒廃棄

ベル鰯鯨物の中央貯蔵所をつくる

の唱いすら理解し得ないようなと

プがあり︑例えば放財線と放射能

派の間にあまりにも大きなギャッ

ず︑このことが︑原子力は必要

みても驕嶺たり的な感はぬぐえ

ルギー政策薗で憲要な二つの措醗

原子力反対の新政瞬は薩ちにエネ

かっており︑反対運動は今後ここ

という新システムを握質した︒八

転向するなど政治欝欝化︑七六隼

の放棄をうたい︑共豊里も環対に

備ができながら何ら決定がなされ

とフォースマルター讐も運開の準

独自炉麗発に成功したスウェー

告翻は今春まとまる麗込み︒

だ︒理解済み燃料貯蔵に間する報

よう︑今慶七月一日までに髪貌藩

がこの秋どのような決走を下すか

い︒原子力の必要性一つをとって

﹁本当は必要ないんじゃないか﹂

だと感じている人たちにとっても

のも懇鍵だろう︒PHについても

といった気持すら起こさせている

それでは一体︑国民は何を基雌

同じことがいえる︒

る人たちがいかに国民の倦頼を勝

それは︑原子力開発に携わってい

に原子力を選択すればよいのか︑
いわけで︑換欝すると原子力にも

不憾感を抱かせてしまっているの

騨味がないということになる︒わ

が現状だが︑本当に原子力開発を

が国の原子力論象はただ党利党略

われる現場の技術者たちも原子力

推晒していくのなら︑もっともっ

ち得るかということであり︑安全

は冠険だという︒今の進め方がよ

ない︒金と政治が一厨︑原子力に

くないことを彼らがよく知ってい

性などといった技術的な聞題では

子をどうしょうか騒いでいるかに

に走り︑肝心の原子力闇題が抜け

思える︒このことは原子力船むつ

おちてしまっている︒推進派とい

原

蔑氏

ころもある︒この趨いに興味がな

って驚いたことに︑蟹成派と反対 した論争からは疑念しか残らな

般公衆にとってみればこう

対をそうした事段の一つとしてと
に睡中されそうだ︒防護面では懸

への関心が高まり︑製塩もその対 ら適用となった︒政府の璽要な政

三〜八四庫には擬桜蘭始の計画

物間題は核燃料サイクルセンター

うになっている︒

をとった︒条件付き原子力開発法

核燃料安全プロジェクトが発足︑

題なのかということだ︒鏡地に行

ムがエネルギー不足と隈用不安を

スウェーデンでは嶺初︑原発は

の新設がそれだ︒玉書成立した条

興の国会提繊とエネルギー委員会

たが︑昨年懸初の報告をまとめ地

法にいう条件達成の研究に蕎沖し

りあげている極茂グループもあ
察国家論もでているが︑この論議

されるわけで︑リングハルス三暑

策はすべてその法律をもとに決定

では︑国民禽轍とりつけ誉どう

ていない︒国会議籔︑幽門家︑企

デン︑鍛近は世論も反対姿勢を弱

下皆野層の宕盤内洞窟の中に高レ

る︒国民の大部分がこうした反対

に串予覚が綱領の中に原子力発電

象に含まれるようになったのを機

改善していったらよいか一1西独

秋の総選挙ではさらに激烈化し

業代表ら十五人で構成するエネル

め労纏や産業連盟も開発支持を輔

Wの原子力 発 電 が 還 転 機 だ が ︑ さ

がP・Aそのものだという認葉を

公衆から極めて好運的に受け入れ

件法は再処理と高レベル廃棄物処

さて︑総選挙で勝利をおさめた

られ︑オゲスタ原発が十年闇の運

分の手造てなどを条件とするもの

もたらすことを懸念している︒

ら抗議すらあったほどだ︒しかし

︵ゴルレーペン︶の実現如何にか 転後閉鎖された際には地区住民か

で︑中速︑バルセベックニ単機か

グループによって代表されている
漁りしたくはないからだ︒

は危険である︒戦中社会に再び後

舗灘準縄縢T・ローザー

六〇譜代の終りになって環境保全

かの報滋もあるが︑駆爽ではな

原産では公衆に対する偶々酒事を

た︒環境影糠︑蟹故リスク︑テロ

ギー墓誌会は︑今無秋に議会が新

い︒世論調査によると五〇％以上

％が反紺・残りは無関心というこ
活発化するためオピニオンリーダ

問題を禽めた核拡散などが焦点だ

西独では現筏十四塾約七筥万K が原発受入れを愈思衷添し︑三〇

らに八五年二千四落万KW・二〇 とになっている︒にも拘らず反対
ーや教騰︑多湿窟など対象を特定

ル麗難物の管理と醗終処分︑経済

時間かけ論議尽くせ

注署されている︒

導しているが︑こうした中で政府

し燭報資料を提供しており︑公開
展示会や討論会など各種多彩に謝

プロセスが高度に政治的なもので
あることを知ったほか︑彼らが理
解したもう一つ簸要な政治的傾向

眠った子を起こすなという諺が

と時闇をかけて論議し︑そこで新

騨襲田原総一朗
わが国にはあるが︑今の原子力開

るからだ︒なぜ関係蓄が一巡に会

を求める際にイニシアティブに依
拠したことだ︒七六薙︑七州で実

放射線漏れの取材体験から罎たこ

は州レベルで原子力反対法の制定

を提出することになっている︒こ

った反対論議に︑現在では高レベ しいエネルギー誹画を決定できる

響を与え︑昨駕十一月には二つの

〇〇年七千五颪万KW︑つまり二 運動は趨邦そして州議会に強い膨
十二年後に 約 六 十 墓 が 運 転 入 り す
連邦与党から原子力モラトリアム

支持受けた原発推進

る謝颪で︑ か な り 過 激 な 反 対 運 動
が霞開され 社 会 問 題 化 し て い る の
も狸解できると思う︒

反対正野 は 團 接 的 に は 集 会 や サ

圏争や地方政治家のロビー活動に

イト占拠に よ り ・ 間 接 的 に は 裁 判

一畏補佐

米GE二

L・オドンネル

よっている が ︑ こ れ と は 別 に 現 代

施されたイニシアティブは結局︑

発の進め方は眠った子を超こさな

中に拡がりはじめ︑議論を選嫌︑

反対派が二対一の大過で破れ去っ

しい価憾を模索すべきだ︒

理解とそして何らかの反対も生み

し論題できないのか︑疑間でもあ
た︒撹論調査によると︑原子力反

とでもあるが︑報溢を覧たり闇い

出した︒当時も頗子力発電はまだ

対派は数が少く政治的スペクトラ

いでやろうとして・勝手に起きた
依然として璽大間題ではなかった

できればなおよい︑いわば国民軸

氏からはさらに公的な場でそれが

探ることが三民禽悪のとりつけに

たが︑これを受け高令法も田本で

部がこうした検討の枠の外に立ち

って共通の問題点を提起︑饗実を

ですべきだと強く反発した︒国個
ムも狭いことがわかり︑逆に支持

継続的な対

どるばかり︑だから同じ土嬢に立
が︑翌六九牽に国家環境政策法が

がらもオプションを開けておくこ

魑は安金性︑経済性をとりあげな

の寒いを浮きぼりにした感もあっ

公電は大饗と紬びつくことにな

議会を通過したのを受け原子力

話が肝要

るともいえるのではないか︑人々

得ないはず︑などとした慰兇もっ

さにそうした試練のいい機会だと

の検封にとりかかる必饗があると

は細々でいいから今からそのため

は将束の問題に繕織的にとり組む

撮摘︒各パネラーからも陶様の指

不可欠だと強調した︒田原氏は︑

一九圏五︑六隼にマクマホン法が る︒七一奪︑コロムビア控訴院は

各パネラーからひと通りの現状

る︒人はそれぞれが何らかの緬煽

摘があり時間的な制約もあること

け加えられた︒津本七生は︑原子

紹介と見解表明などあった後︑討

ているわけだから︑そこには凝然

観をもちそれをもとに道を選択し

いつに﹁儒頼偏にかかっているこ

摘︑パブリックアクセプタンスは

抑えることはできないしそのため

ローザー氏が純粋皮紺グループを

悪見の食い違いも轟てくるとし︑

愚見は〜致したが︑磁原︑高橋両

た︒継続的な対語が肝要なことで

かかる必要のあることが強調され

に盒悪とりつけ方策の検討にとり

だし過宏の撒を楚濠ぬよう軍懲

んだ︒

つけへの出発を示唆しパネルを学

p・A酎舗

とを主張していることがわかっ

論が行われたが︑大方は田原氏の

力は邑大な試練を人類に強いてい

た︒反対派はその後廃棄物問題に

濯え方に共通点のあることを揺

姿勢に欠けるきらいがあるなどと

州では閲係州法の制定に成功して

し︑AECに対しても許思懸プロ量器の矢を陶け︑カリフォルニア

カルバートクリフス判決を想い渡

いる︒ウォータ！ケート蟹件後︑

述べ︑エネルギー問題の検討はま
セスに原子力施設の金環境影饗に

政府の僑頼回復を一聯に登場した

を尽くす必要があるとも橿摘す
る︒その第二は︑五三年︑アイゼ

議会で討議︑成立したのに始ま

ついて分析要望する醐任を編入す

原子力の間題はもっともっと論議

ンハワー大統領が国連で﹁平和の

るよう命令した︒反対グル⁝プも

カーター大統領は核拡散問題に正

とを強調した︒賛成派も反対派も

に臆間を蟄すことは無駄だとした

だ︒この間︑国民の原子力に対す

相次いで組織化されていった︒彼

原子力発躍の発展を願うならばこ

面からとり紐んでいるが︑今後の

のに︑そうした発諾は論議した後

述べ︑困難な原芋継聯弾△口悪とり

らに共還する特微は公開討論会等

持ち出していたのでは並行線をた

お互いが都倉のいいデータばかり

る受止め方は恐怖の一語に尽き︑

たといえる︒しかし六八年︑AE を認んで企画ロビー湧動を行い・

本当の葱味で論箏は存在しなかっ

ベルで検討することが不戦欠だ︒

の間題を翼剣かつ徹底的に国際レ

る

PPB一

体
品
体体 商用用馬

ホ
命

ポリ

謀⁝緊

隅
砲

O2928（2）一5063

T鉦三L

茨城県那珂郡東海村

ノイ

2＞1・

讐会鷺

3

11

心骨

ノ

一

2

議32翫・

本

L

舞2

関

社 場店
綴

お

東電埼蹴関大電

メ

儲簗μ王優．阪ラ湾

巾 県︵窩市
おま
ヨ
ず

糖躍︒4來︵・

ヨ

日﹀廊8薬区︶

轡滑平2

本2市7晶之0

丁﹇ノ王

25髭一丁一

曝4
丁−子︒株23

6

ビ番2ビ6

の6地4社の7

〒3肇9−11

原子力弘済会解サービス事業部

財団法人

宏

を昧かに引き入れることだ︒規制

◇充実した各種2次資料を完備
◇迅速なサービスと安い料金

懸曲薬晶コ〔難樵式盆融

１，300誌

◇原子力関係ジャーナル……………

霞橋氏

選挙運動に参加︑ジャ⁝ナリスト
しだのを機に原子力発電は大衆の

リチウム顎位体 燃料成型加工用
燃料転換用
や再処理用工業国画
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霊
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今回康産葺次大会の湿球を
︑飾る原子力髄成派︑批判派が

柴照議畏原子力論争の結論を
は常にこうしたキチンとした孚つ

もないことだ︒すぐれた科学技術

学技術がいかに難しく︑気の長い

状だ︒このことはつまり︑現代科

小さなトラブルは鞭えないのが現

も慎璽を重ねた新幹線でも今日︑

ある︒

性物質がまきちらされる危険性が

格納容器さえふつ飛び︑広く放射

器を破組し︑水素ガス爆発により

うだけでは十分でない︒新幹線は

かは疑問だ︒しかも︑実規模で行

だ大きな議論を呼んでいる︒巖後

いうことだが︑この点も今日いま

ても酉万KWで実際に働くかどう 放出するが︑これをどうするかと

の五経五千KW炉で成功したとし は原子力は大駆の放射性廃棄物を

この根本姿勢に問題がある︒

むれとの論点にとれなくもない︒

採算がとれないので安全に圏をつ

混同しているからと考えられる︒

が起こるというような簡単なもの

三人物アジテーションで反対運動

解決しない︒原子力批判は︑二︑

傾向がみられるが︑これでは何も

あるだろう︒

かなか理解されないという側面も

こうした危険を防止するため
過酷な時速二百五十六詩での走行

実際は時論二着十詩だが︑もっと

ら国民に儒頼された形で進めなけ

の点は︑もし原子力開発を行うな

べきではない﹂との論理がよく反

門安全が確保されるまで開発す

に住民の立場を理解しようとしな

では決してない︒関係者はあまり

に進めている︒また︑先のECC

もない︒三号轡は少しずつ慎重

まで大票故が駕こったことは一度

し︑これが実際に効果があるの

ればならないということだった︒

核分裂反慮技術を使うかぎり潜在

しかねる︒というのは︑原子炉は

灼派にみられるが︑これにも賛成

亟ねさせすぎた︒これをとり除く

かった︒不信感を住民の間に横み

﹁絶薄安全﹂はないとの

なかに宙然界の法則を発兇してい

いと思うQ小さな実験プロセスの

単に小さいからダメ︑とはいえな

Sの大型実験についてだが︑ただ

私は︑この二十五無間︑原子力開

槌田

ことは簡単ではないだろう︒

原子炉でも実際を越える過酷な状

発は国民の儒頼を失うための実績

の危険性をどう低くしていくか︑

的危険はなくならないからだ︒こ

か︒実証されているのか︒それは

態を想定して安金性を実証する必

を穫み重ねてきたのではないか︑

要がある︒しかし︑現実には︑と

という気がしてならない︒

だれにもわかっていない︒この場

という小さな横み重ねを行ってい

き︑こういう場台には︑こうなる

てもこれにはほど悔いのが現状

だ︒しかし︑祉象通念だけで安金

で︑ROSAl皿のBWR実験が

指摘があったが︑これには同感

いくにはまず小さなスケールの実

用の冠CCSの実証には百万KW

都甲醸成だ︒確かに壱万KW

のだ︒

キチンと行い︑これを獲付けてい

けばかなり正確な予測はできるも

くことをしなければ国民の理解を

い︒安全性は︑地道な横み璽ねを

原子力は火力の季順を襲踏して

性を押しつけるのは十分ではな

きたとの抵摘があったが︑この場

くか︑が安全問題の本質だ︒

二︑三段のあたりでもたもたして

れにどういう姿勢でとりくんでい

なばならない︒また︑まず熱力学

いる︒こうした現状で大規模原発

開発姿勢に

側面からみて軽水炉はどうか︒私

的な問題を第一段階として解消

の方法だろう︒しかし︑それだけ

炉での検討が必要というのも一つ

やっと始まったばかりだ︒八段階

は・この点科学技術開発の正当

得ることはできない︒開発は安全

げて実規模の実験を行っていか

ECCSは信規模なものからしだいにスケール
な手順を踏んでいないと握凄した

マを絞っているようだが︑氏子 含原子力がとほうもない大魔の放

服部氏

ジウムを取り扱うのでさえ細心の

方法は現在工業分野で広く普濁的

どして設計に反映していくという

ねなる︒ECCSに聡して﹁大型
数分解し︑計算コードを驚いるな

今曝の討論は工学的安金にテー

・・

問題がある．

をあげていく数多くの実験を繰り

開発を進めるなどは狂気のさた

での実験も行った︒新幹線はそう

のか︒確かに原子力が大きな可能

炉でたった一鳳やっても安全とい

の実証プロセスのなかでまだ一︑

返した︒実際以上の過酷な条件下
し︑第二段階として発熱の模疑実

槌田まず︑安全性の問題につ

槌田氏
い︒こうした手つづきを踏んでい

上十分コンサーバティブな立場に

ないために思いがけないトラブル

わざるをえない︒このままいくと

KW級の舞子炉が使われるときは えない﹂というのもあったが︑何

注悪が要請される︒ところが百万

が唯一の方法ではない︒技術を因

射能を取り扱っている点が兇落さ

した地道なつみ重ねのうえにやっ
が発生し︑調製な事故につながる

段階にきているにすぎない︒また

い︒しかし︑これを実現していく

性をもっていることは否定しな

たってきたとの撮摘には寒暑しか

だ︒地道なつみ重ねどころか︑一

と実現された︒それでも︑初め東
可能性がある︒

﹁科学的﹂という露葉は多くの場

いてこ︑三桑摘しておきたい︒

票−大阪を走るときは三時間＋分

次冷却材の喪失

面てたびたびつかわれるが︑この

う状態のなかではこの種の議論を

れが全てまちがっているとは思え

に罵いられているプロセスだ︒こ

さらに大変なことになる︒こうい

も一回やれといったのではない︒

われているが︑これはむしろミニ

ラジウムの何颪ジ以上に相当する

米国でセミ・スケールの実験が行

のにはいくつか乗り越えるべき

何國もやる必要があるのは当然

もその一つだ︒もし︑ひびわれが

しても悪味ない︒安球審壼もいい

膨大な放射性物質を取り扱わなけ

原因となって冷却材が失なわれる

︒スケールというべきだ︒

大きな困難が横たわっているのも

でなく四時聞もかけて走った︒こ

となると︑もし核分裂が止まった

かげんなものといわざるを得な

うしたひかえ黛な開発姿勢によっ
て初めて現在世界的にも高く評価

実規模実験についてはまだ計画

ケースが多い︒科学技術は常に︑

工学的に地道な横み重ねが行わ
としても大過の放射性物質の崩壊

としても一回やっただけではその

原子力もつまるところ﹁社会的安

ったになかろう︒ということで︑

り﹁絶対安全﹂というケースはめ

・能沢属

い︒

だ︒しかし︑技術上の問題はやが

事実だ︒技術上の閾題もその一つ

う︒こうなれば壁皿にちがうだけ

ればならない︒ケタのケタがちが

ってきたようだが︑あまり

過

議畏まさに 水かけ論 とな

服部原子力を新幹線と比較す

だが︑これについて一点指摘して

るのはおかしいとの議論について

れしすぎたとの指摘についてだ

についての技術ではない︒地霞と

が︑新幹線はなにもスピードだけ

しないように︒

が︑どういうわけでこうなったか

熱

でなく質の違いも出てくる︒これ

故障が趨っても火力なら簡単に

はよく考えてみる必要がある︒轡

ｱとだ︒二十四黛前学術会議で いかハッキリ解るときがくるだ
ろう︒技術上の問題はそれほど心

修理できる︒しかし︑原子力の場

ている︒この点︑原子炉の仮想禦

か仮想事態も十分考麟に入れられ

するのは適切でないということだ

おきたい︒平常時と仮想時を欄間

って安全麗視の観点が貫かれてき 原子力に関する会合がもたれたこ

配していない︒それより︑国民の

舎人が近づくのさえ容蜀でない︒

門家がよく説明しなかったからこ

故と比較するのは適切でないとい

度時間がたたないと明確に区別で

単なる初期故障なのかは︑ある程

グ！ーンンノチ！ダ！4つ7ン

このトラブルはすべての技術に共

術を踏襲しているからでもある︒

きないのが遡例だ︒

じエラーを経験している︒新幹線

では︑これに対しどう安全を確

通にみられる現象だ︒新幹線も同

！一多多

門十分安全﹂との理屈だけではな う方が適切でない︒

大騒の放堪能を取り扱っており︑

うなったのではとも巖初考えた︒

不量感があまりに窪川さ
とがあるが︑そこでまず抵摘され

ッキリさせることが重要だ︒

信頼を得るため安全への姿勢をハ

﹁むつ﹂の場ムロ︑もし設

能沢

たのは︑原子力の平和利用はこれ

くレッテル張りにおち入りやすい

また︑原子力論争の場合︑とか

論点が出てくるのも森然だ︒

﹁開発のテンポが会すきる偏との

ているのではないか︒

た︒多難防御の考え方もその一つ

が麗重利甫に転用される危険性が

本のエネルギーはどうなる︑とい

暇部二十五年にわたる原子

う議論に転換されることが往々に

よく安全性の論議の際︑では日

めて大きな問題点となっているこ

一つ指摘しておきたい︒それは二 最近のカーター大統領の政策で改

あるということだった︒この点が

＋五年前の原子力の問題と今日の

してある︒これは安全と経済性を

能沢

し第一番機が働かないとしてもこ

機盟の鍋質保証で実現される︒も

が多重防護の考え方だ︒多蓮防護

障が起こることは最初から導爆し

の雪による機器破損がそれだ︒小

架線を切ってしまうことと︑床下

保していくか︑これに対応するの

う点は評価されるという指摘もあ

ておかねばならない︒これより璽

関係者は念には念を入れ︑簸終的

いう結論を出していた︒門放射線

る︒もう一つ︑むつの場之だと技

要なもう一つのトラブルはシステ

計自身が誤っていたとしても︑出

．い議︑葱紳亭葵獄塞︑

戸〆グ多多多多グ！クーク！多多！墨差！

とはいうまでもない︒つぎの論点

多チグノ！ノ多！萎多一髪⁝ーグ！グ

問題はほとんど変っていないとい

力へのかかわりの経験の藩かから

だ︒

は大変だとの認識が推進側に欠け

て解決されるか︑あるいはされな

ない︒

されている新幹線が完成すること

安全性は必ずしも身頃されないの

全﹂を論議することになる︒そこ

：

だ︒

れ︑安全性も科量的に傑証されて

さえできていないのが実情だ︒こ
れでは安心できない︒かりにいま

であり︑各種のスケール実験な

で今回の議論もこの社会的安全性

能沢

！グノーク多多ク

になることも予想される︒圧力容

熱により炉心が溶融︑大変な事態

しかし︑こうした慎璽のうえに

になった︒

ことができるというのはいうまで

どで十分データを爾座し︑総合的

についての論議でなければなら

もし﹁絶対安全性扁について議論

ている︒原子力の場合常にまえも

グ！多⁝多多⁝多！多グ

ECCSの話が出たが・に集大成していく方法が︑必ず

ない︒この共通の土俵にたたなけ

万KW炉で況OCA実験をやった技術も人間がつくったものであ

いQ

しも間違っているとはかぎらな

に立っている

この点に関連して二つ懸心してお

再冠水実験を行っている︒この実

り︑この圏発にあたっては︑これ
豪でいろいろ批判もあったが︑常

つ﹂のような結果になりかねない

ない︒爽証しないでやるなら﹁む

議畏討論を次の段階に進めた

一つの例として原子力船﹁む

をするなら︑それはもはや議論で

つ﹂問題がある︒当時︑出力上昇

験が終われば仮想巖大難塵を二

いるからだ︒

はなく︑初めから結論はわかって

い︒今度は︑これまで具体的に起

に十分コンサーバティブな立場に

一二百五十度繊塵下げることがで

こしたが︑そのとき当時の科学技

テストの塵前住民は反対運動を趨

きよう︒豪た︑安全蟹査も十分コ

こった原子力発霞所のトラブルを

たって開発が進められてきたとい

例にとって︑これをどう考え︑ど

危険性がある︒

つぎに︑もっと無体的な課題だ

術庁長嘗は﹁安全は確められてい

うことだ︒また︑大事故は起こら

が︑いまの原子力開発は︑一歩突

う理解するか︑を通じて議論を進

ンサーバティブに行われている

う︒
らは︑ROSA宙を使ったと
B思W

めたい︒また︑﹁工単的安全性﹂

というテーマについてだが︑あま

薯故は絶対起こらない扁と説明し

が必ずしも十分でなかったことが

術的にみて船屡と原子力屋の連携

く協力して進める必要があろう︒

か︒今後はこの点︑濁サイドがよ

いた要因によって起こるトラブル

ものだ︒開発の途上で見落されて

マティック︒トラブルと呼ばれる

ので予測できなかったのだQ

たし︑実際雪はふっていなかった

田原の試験線路は金長三十謎だっ

にするのが二番目の捲躍だ︒三番

れが炉の箏故につながらないよう

いうことだ︒これは主に安全関係

射線漏れを起こした︒これでは技

った︒畏く走るとパンタグラフが

は三つのレベルから構成されてい
りこれにこだわらないで自由に発

ていた︒

に小田原に試験線路を敷設し︑走

言してほしい︒

で何璽にも遮蔽してある﹂といっ

行試験を行った︒しかし︑このと

多くのトラブルが起きて

偶発自陣がある︒技術は人間が作

襲している︑ということを指摘し

﹁故障漏という人もいるが

こうした態度は秘密主義を醸成し

一つの康因となったのではない

小さなトラブルで防止できたとい

物しておきたい︒安全について一

ておきたい︒農い点も悪い点も踏

戸出

た︒しかし︑実際には小分の一の

力上野試験の孚順がうまく働き︑

の話だが︑これは一種の比諭であ

襲している︒とくに火力のケース

いる︒

出力上野試験で警報値の二簸の放

る︒一つは︑異常の発生の防止と

覆難しいのは︑社会が何を安全と

には︑一号機は輸入︑二弩機から

を継承している︒火力の︑大型化

トラブルには変りない︒希望的観

きでも二つの故障は予測できなか

奪門家の間でも大きな憲冤の相避

一のレベルで扱うことは適当でな 考えるか︑ということだ︒まだ︑

り︑新幹線と原子力をまったく同

がみられる︒そこで︑ここで一つ

測がそういわせているのだろうが

た︒そこで︑思いがけないトラブ

かなか自主技術が開発できなかっ

術不儒が鑑まれるのは当然だ︒

ったものであり︑小さな確率で故

い︒新幹線の整合時遼二筥五十詩

子力にあてはまる︒このため︑な

国産化︑という図式はそのまま原

れば︑それは議論とならないと

てきた︒その結果︑後季後季の頬

例も籔本の指では数えられないだ

ラブルとも同様のものと思われ

るための安全システムが設備され
いっていても実際は漏れた︒瑠実

ﾍ初期故障

こったとしてもこの拡大を防止す

欝としては︑もし原子炉頭故が起

れを職分比較するのは誤解を招き

となっている︒地道な積み重ねを

策となり︑国民の不僑薔積の一白

原子力のシステマティック・ト

いうことだ︒安全には二つの愈味

として一般に不信感を抱かせてし

ルにあうと解決にとまどい︑結果

がこれだ︒鰻近この曖向が強く︑
がある◎一つは︑理論的に翁面な

テムとなっている︒三つ同時に故

ている︒この三つは互いに別シス

現在の故障

やすい︒確率評価でも︑熱伝達係

あらゆる塞態がおこったとしても

ールアップしていく際︑初期故隙

る︒技術が実用へ向け開発をスケ

後も多くの事故はこの響え方で十

陣する確率は極めて少ない︒今

ろう︒この解決には翼廊がかか

は常につきまとうものだ︒ところ

る︒一般の不僑の一因ともなって

欠陥に起因しているのか︑または

がこの段階の故陣が技術の本質的

：都甲氏

；

ではなぜこれが起こったか︒そ

原子力のトラブルについ

・

は能弁だ○これ以上いうことはな

都甲

れは一つは原子力技術が従来の技

・

行っていくうえで秘密主義は逆効

い︒こんなことなら議論しても三

禰類に分けることができる︒まず

まうことになる︒

菓をおよぼす︒卒面に話し舎いを

だ︒計算︑推灘だけでは十分では

味がない︒ECCSだって同様
てだが︑このトラブルは大きく二

安全という︑いわゆる門絶対安全﹂

ただ従来と異っている点が一つ

池だ︒

し︑みんなで解決を急ぐことが大

故を高遼スピードと比較するのは

ある︒それは安全の考え方だ︒こ

いる︒

れは従来の覇業と根本的に異っ

がそれだ︒豪た︑もう一つは再会
通念上の安全︑つまり︑﹁社会的

分カバーされると確僧する︒

安全しと呼んでいるものだ︒

論理の飛躍があるのではないか︒

また︑実規模の実験が必要との
指摘だがもし躍想的に実規模の類

キチンとやって︑絶対大丈夫と
の数億にもとづいており︑想定肇

数などは十分保守的︑安全サイド

﹁鉛︑コンクリートなど

は箪常運転疇のスピードだが︑炉

共通の土俵の上で議論を進めなけ

確認しておく必要がある︒それは

った︒原子力推進派尊門家がそう

っ込むと根本的に従来の技術を踏

ないだろうと合えている︒四月か

れば議論は進まない︒なぜなら︑
また︑ECCSについては現在

きたい︒まず︑原子力は必要であ

︒安全サイド．

ーグ〆多一多多！⁝一多多

はじめて翼の﹁科学技術﹂と呼ぶ

言葉は非常に満緒的に使われる

れているのではないか︒一望のラ

験を行っていくことになるが・現

勢の方が大きな問題なのではない

験を行い︑しだいにスケールを上

合科学技術的に安全性を実証して

これこそがまさに狡術であり︑こ

りECCSが設置してある︒しか
テストを実施している︒だから︑

原発には緊急炉心冷却装置︑つま

しかしも現実には世界中でこれ

出すのがこのパネルの報答ではな

だ︒

に物語っている︒

努力が必要なものであるかを明確

づきを踏んで初めて成立するもの

たとえば︑こうして実現された

い︒もともと一回の討論で解決さ

ハ畢的塞性をめぐっ三は・ としたらその方がまちがってい
科学技術の一つに新幹線がある︒

れる問罐だと考えている入がいた

︐十六日︑午後二時から論戦の一 る︒どこに海嶺の問題点が介在し
瓢幹線は在来線の長い諮贋︑地道

ン﹁原子力論争−原子炉の︑

一堂に会しての第五セッショ

h ているかを掘り起こすのがこのパ

ロ

リ

な積み重ねによってはじめて完成

柴田俊一京大教授を議長に

．火蓋が 切 っ て 落 と さ れ た ︒
ネルのねらいだ︒フェアプレイの

一
したものだ︒しかも︑それは在来

た︒にもかかわらず︑関係技術蕾

ピードにするだけにすぎなかっ

線の時速酉十詩をたった二倍のス

ら︒

槌鐙氏

ところで︑こうした臨み重ねの

1疑餐

力ではむしろ技術より考え方︑姿

は何年もかけ何鳳にもわたって小

義♪

在のROSAシリ⁝ズはこの第二
種のバクチであり︑罪科学的とい

用できない

かせてもらいたい︒まず槌国氏か

学門的立地に立ち卒鷹な悪兇をき

神で︑政治を蔭りこえ︑純粋に
．ECCS︑原子力船むつ問題精・
などをめぐって論議が白熱︑

あたって自生開発の璽視が不帰

︷今後の原子力開発を進めるに．

一可欠となっている点ではぼぼ㌔
n見解が 一 致 し た も の の 原 子 炉
︑の安全性︑開発姿勢のあり方︑
︒をめぐってはまつ向うから膚
恵弓
一見が対立︑専門家間で今後も
︒ひき続き論議をつくすべきこ

芝があらためて認識された・旧
以下概要を紹介する︒

ぢ

心喪失箏故は︑とても起こりそう

R実験も始まる︒新幹線との比較

「う

二

業

驚，

る︒反対は科学への挑戦だ﹂とい

都甲氏

産

含

︾

第5セッシ

ご

もない仮想故事時の謳であり︑こ

都甲安全の考え方について発

＼ぐ守

力

原

量
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槌田

融副︵崇都大学工学部助教擾︶

学

脅

︑零

畏

あたっていくのは現代の技術では

のと同じ原理だ︒しかも臼本は世

が起こるのは鰐知の製実だ︒切れ

素蔭に反馨してみる必要がある︒

ない︒どうしてこの藻ができたか

数年の差がついている感はぬぐえ

考えてみると民主の原則も必ずし

の原則は十分守られなかったし︑

三原則を打ち出した︒確かに公蘭

ただ臼本の基礎研究は︑

﹁外国の

いがしろにされていないと思う︒

はないか︒基礎研究についてはな

提となる︒もし利益がゼロなら議

力の利益とリスクの比較評価が繭

都甲盆意形成については原子

論にならないわけだ︒

目の入っている紙がちぎれやすい

いが多分にあるQ今後︑基礎研究

基礎研究の基礎研究﹂となるきら

当然の法則だが︑これをやってい

でも鍛も守られていないのが自主

も守られていない︒しかし︑なか

ない︒政肩はこのとき兇ているは

そこでこんどは技術問題にとどま

が開発につながっていくように配

い︒この段階で比較を行うのは閣

り︑科学技術として確立していな

鼠懸者謡講
議

讐璃

らず開発体制などの問題を禽め恵

の原則ではないかと思う︒自主捜

懸する必要がある︒

原子力は欠陥技術であ

までもないσ

界有数の地錘国であることはいう

術の確立のためには︑強い古され

槌田

たはずだ︒ところがこれが公けに

ずだ︒そして毘ているならわかっ

しかし︑もし軽水炉が科学技術

都甲西独と野遊の比較につい

柴
なるには碑康氏の﹁原峯力戦争﹂
ではないことを認めるのなら︑ど

冤を交換していきだい︒

まで持たねばならなかった︒轡か

槌臓浅

もある︒しかし︑こうしたデータ

も遡旧する優れたものがいくらで

研究は掘界のどこに持っていって

うのが儘民を説得する巖も効果的

が起きたらオレもふつ飛ぶ﹂とい

作った炉のすぐ側に慶んで門魍故

全とはいえない︒私の解合囲分が

たが︑金をかけたからといって安

議痩安金性とコストの詣が出

の国内での通流は必ずしもうまく

偶も認識する必要がある︒では巖

な方法となっている︒こういう爽

だ︒地道な努力の積み蟹ねを行っ

し︑安全運転を蓄えることが必婆

縮濁現在の漂難は出力を落と

後にあと一難つつ︒

ていくために大きな悪才がある︒

分析を通じ今後の開発を発展させ

ついて芙慣欄目すぎるのではない

ていくべきだ︒また︑罵蜘莉屠に

か︒

柴田二成だ︒せっかく大悪の

たなら秘密にするのではなくみん

前

しなければならない︒政府は

なで知葱を出しあって皐急に解決

していかねばならない︒秘密霊義

めに翼任体制を明確にすべきだ︒

科番

さらに闘本で独自の耐霞技術を開

であり︑儒頼を回復するた

強調しておきたい︒

一つには簡業秘密という

ンだがメ⁝カーのプライバシーは

うは思わない︒三〜照年後には多

完余との揺摘があったが︑私はそ

能沢HCCS実験について不

発することが必頚だ︒

問題がある︒米NRCは﹁オープ

能沢

は金︑入のムダ使いであることを

方・従来の秘密霊跡は改凹

資金を投入した炉に薯故が起こっ

したデータはなぜ失敗したのかの

失敗データの公表が蟹要だ︒こう

服部データについてはやはり

必要がある︒

いっていない側澗もあり︑改講の

とがいえる︒しかし︑現在の安全

違っている︒また︑自由な酎論が

︵東都大学教授・同大原子炉実験侮蔑Y ースは三年単も覇故を隠してき

︵立教大学助教授︶

正雄︵日本原子力研究 所 安 全 工 学 部 長 ︶ φ

都甲泰正︵東東大学工学部教授︶
能沢
脹部

▽臓卜

柴田俊一

撮淫したい︒

たことだが基礎研究の璽視を︑と

⁝

タブーとなっている環境のなかで

ては岡感だ︒やはり︑これは日本

・

槌園私はお金の問題を掘概し

﹁学暫は札束でホホをたたけばよ

ておきたい︒ある政府蘭係者は

い﹂といっだ︒この了え方が田本

全体を風びした︒原子力研究も本

当に将来のエネルギーのことを考

えているのではなく︑金に振り回

されているのではないか︒﹁研究

暫は金を求めて群がるハゲタカ﹂

との批判もある︒こういう開発を

儲議したらひどい因にあうと指摘

しておきたい︒現在ではこうした

批判はタブーとなっている︒公衆

都甲安金研究をとってみても
の原子力開発が火力のやり方を踏
些し︑海外からの麟入技術に頼り

立地問題が困難なこともその一因

て研究を行っている︒いまは︑ま

の面酌で＋分こうした議論ができ

てはじめて臨叢技術は司能となろ

確かに従来のやり方は外国依存の

うぞ定盤を短縮するなりしてほし

服部悉曇︑定検の検査機器を

すきてきたことに一番の原因を求

背蟹に効率的に経済的に一番の近

めることができよう︒また︑その

蘭発熱ときくが︑いまころになっ

い︒

れただろう︒最初国会でも﹁知ら

かをみんなで蕩えていかねばなら
原子力は恐ろしい技術であり︑

てこんなことでは困る︒放射線を

道をいくという高度成畏隠代の精

だが︑原研では現在クラックの応

となった︒独自の安全揺針を要脚
されたからだ︒一方︑灘入に頼っ

ない気がする︒初期故郷なら一山

だ十分予測できないが︑やがて逸

ルが趨こるというケースもでてき
た︒こうした場合まず米国のメー

は本当の議論はできない︒

れなかったら糊から脇に葬り虫ら

子力で異常鶏故があったら︑まず

ないのに︑この法則は無視され
こんなやり方では園る︒知ってい

すべきだ︒また︑破片が残った濠

初は※国と技術提携を行ったが︑

力による進展︑ストレス︒コロー

る︒これは初期故陣と追えられる

程度たてばトラブルは低減してい

展を予測できるようになるだろ

う︒

能沢西独と日本のレベル比較

についてだが︑藻はそれほど開い

ていないのではないか︒西独の場

ていど認めざるを得ないのではな

守る漏といっている︒それはある

都甲愈慧形成問題について一

くの分野で結論が出る予定だ︒

つ指摘したい︒それは討論は共通

いか︒

ができるが︑翼成はできない︒純

の土俵が不司欠だということだ︒

がったのかもしれない︒しかし闘

簸近︑西独︑※国からの協力の引

然たる商業秘密でないものまでこ

商業秘密はある程度理解

き盆いも多い︒また︑田本と西独

とがあってはならない︒

の名前のもとに隠されるようなこ

登載

では研究暫数に鐙がある︒実質的

われてきた不儲感を取り除いてい

服部この二十五駕間につちか

には写本は西独の四分の一程度で

本のシステムもよく働いている︒

っており︑これが高稼働率につな

合は内務懲が厳しい安全審査を行

きらいがあった︒規舗でも同じこ

う定義し︑どういう原國で趨きた

最悪の蟹繊を想定し︑そのあとで
た︒まさに犯罪というべきだ︒も
て政府が隠したのなら免許は返上

ない﹂とゴマカシた︒

順々に可能性を消表していくのが
し肇実誤認でこれだけ時聞がかか
ったのならあ蒙りにおそまつすぎ

妥当なやり方だ︒ところが︑現実

にはこれがさかさまとなってい

神があったことも揺摘できる︒火
力がう塞くいったので原芋力もと

塞運転を続けたというが︑これは
極めて恐ろしいことだ︒出力をダ

る︒そうなら技術はゼロといわざ
るをえない︒いつ折れたかは放射

る︒国民の安全を守るのではな
く︑原潜を臣民の目から守ったソ

いうことになった︒

あびるのは鍛初からわかってい

まもなく学ぶものを学びそのあと

もしれない︒現在のトラブルだ

ジョンによるクラックなどについ

ので︑段階的に解決していく必要

くはずだ︒ところが公表されてい

う︒兜ほど鱈摘したのは︑もしこ

カーに対策をあおぐ︑という手順

でようやく憩入一辺倒への反省が
生まれ︑現在︑国産技術確立への

は資金はかかっても︑この自主技

気遡が罵まってきている︒今後

術を確立しない限り本嶺の會意は
得られないだろうということも強

一一十五年繭臼本学術会議

く感じている︒
服部

かれているが︑これでいいのか︒

より小さくリスクを捉つことに麗

力の安盒臨標は現在既停のリスク

かを詰めておく必要がある︒原子

微羅の放射線を放出しているのに

きらいがあった︒実際は管理して

はこれまでややもすると勇み湿の

て放酎能をあびることではない︒

漫に心配しているのは事故が趨っ

残っているからだ︒この地域PR な反雀が要訥される︒怯民が本

け入れ地点の禽意形成問題がまだ

本当に心配しているのは﹁響故が

は推進側が醸成してきた︒素翻

くのが第一だ︒この不儒感の素地

だ︒

いう風調をどうするかということ

もしこれでいいのならはたしてい

の普及を

正しい知識

いか︒住民の側に立ってくれない

起っても隠されてしまうのではな

ク多多多！ーク多ノ〆多⁝一多多ノー⁝霧

は自主︑属生︑公開という原子力

オープンな討◆
論が前提に

︿敬称陥Vけ た︒羽翼を趨こしたら︑これをど

新しい技術にトラブルが

懸熟麟二
瀬鞭黙思

ウンして運転してたからあの穫度

る︒どういう当鉦になるかは十分

れない︒しかし︑どうもそうでは

が︑これは確かに彿期強陣かもし

を進んだ︒人口密奏が極めて轟く

やがて協定を打ち切り︑独自の逆

都甲稼働率の低下は︑思いが

能沢クラックの癒力碁中の件

予測できたはずだ︒

ところが西独をみてみると︑酸

能レベルをみれば簡単にわかるは

たら穴変なことになっただろう︒

ードフィシュ号贈件もこれを獲付

もし︑解っていたのに発表しな

これでは国民の不儘感をかうのも

ですんだものの︑金出力運転だっ

かったならさらに問題だ︒票故に
当然だ︒

けるQ原亭力もこれと同じ方向を ずだ︒

燃料棒折損嚢故にもその

むいているのではないか︒

槌田
顔堅したらみんなで問題の解決に

ター髪一！一！一！！！！！！多！多ノ多多！ーノ！

典型をみることができる︒このケ

けないトラブルも一因となってい

究が進んだ二軍のことだが︒

議論を進めたい︒現在︑原発の低

つぎに︑稼働率の閻題に

稼働率が世間の不儘感の一礪とな

講畏

れが踏みにじられてきているのが

が極めて慣璽に開発を忌めている

がある︒つぎに︑偶発故隔だが︑

るデータをみるとどの原発にもこ

をとることになるわけだが︑ここ

てきた日本でもやがて原子力開発

も多くの前例が嚢付けている︒わ
ことの表れとも覆うが・能沢氏か

これについては一望炉の儲頼性の

し︑場命によってはこれを放聞し

うなればクラックの進展を予測

っている︒これは一つには関係習

が国の原峯力開発の初期に圏産燃
ら◎

の傾向はみられない︒

たまま適転を止めないケースも可

が進展し︑日本で最初にトラブ

料が破損したことがあったが︑こ

兇窪しをやってみる必要があるの

にみすぎている︒定盤闇隔を長く

駈落蓄は稼働率について楽観的

額となるため︑うまく稼働させて

場新聞に発表した関係者を処分し

ではないか︒原子炉は資本蟄が臣

のケースでも︑これを公開し︑国

慎重に慎重を
期し安全運転

能となろうということだ︒

蔑の財産にしていくどころか・職

し︑白露自体は短縮する︑という

−能沢氏

いく必要がある︒もし︑儘頼性評

てしまっているのが実憾だ︒礪藍

つぎのテーマに論議を進

意見さえ出ている︒この考えは誤

能沢

いくつか原国があろう︒

燃料のトラブルは︑どこにミスが

っているのではないか︒現在の定 めたい︒なんといっても西独など

のは蕩心で︑欧米とくらべると肌

と比較すると臼本の稼働率が低い

一つは︑やはり擬露すぎるくらい できるのならペイするのではない

い︒また︑さきほどクラックは放

検でさえ必ずしも十分置はいえな

っておいてもよい︑との指摘があ 寒い感じがする︒同じ程度の投資

ければどのくらい稼働率が上るの

ったが︑これはとんでもないこと

速炉︑高温ガス炉どれをとっても

を行ったのに軽水炉︑再処理︑高

ン多ノク多多多妻髪多多一多！多⁝ク■グ

だ︒地霞の際クラックに応力藁中

か︑評価しておくのはいいことだ

服部低稼働率には一ぢ原隊が

と思う︒

か〇一度︑どのくらいコストをか

あったのか︑どう解決していくべ

きなのか︑圃産技術を確立してい

そこで何が起こっても︑時間をか
け対策を検討する︒ふつうの火カ

慣量にやっているためだろう︒

り︑これでは自生技術の開発に逆

めたりはしない︒しかし︑原子力

プラントなら少々水が漏っても止

くうえで極めて璽要なデータであ

中性子スペクトルなどはキッチリ

弩えられる︒一つは葦葺の多発
だ︒これは本葺に初期故隔なの

い︒現在の原子力立地問題にはP い懸獲をみていると住民が原子力

もなかなかそれを認めようとしな

に不安をつのらせるのは当然だ︒

つぎのテーマに移りた
か︑それともそれだけでは解決で

Rがヘタなことが一因となってい

議畏
きないものかわかるまで蒔闇がか

決してポスターの作り方だけで本

た炉を金て止めるというようなこ

獄曝憲灘綬潔・烈

るとも指摘されているが：︒

服部PRは大変うまいと思 質的な問題は解決されない︒

かろう︒もう一つの原因は原子力

⇔寿齢ン榊

の稼働率を火力の稼働率と比較し

肇≦立夏

が趨こると︑それだけで賑本の似

だとはるか離れた米園でトラブル

効果だ︒﹁むつ﹂薯故のケ⁝スで

測っておくべきことなのに︑これ

もう一つ︑こうした面懸を示す

もやろうとしない︒

典型として原潜ソ！ドフィシュ弩
放射線漏れのケースがある︒この

繋鶴臨

歯切れよくするために﹁絶対に放

がり︑それは国民に反映される︒

り高くすればそれだけコストが上

歯切れは悪くても正しい知識を普

柴田

一つ指摘しておきたい︒

う塁雨雪な認識が見落されたまま

きた︒ましてや原子力の場御霊属

で企業側に立つ形でつちかわれて

ハデにやるとマイナス効果となる

タにもじょうずにもなる︒あまり

能沢

ならどう幸標に役立つか議論して

するかにかかっている︒もしやる

は将来どういう経済成長を蟹標と

PRは受け律しだいでヘ だ︒原子力をやるかどうか︒それ

魎ができたということになる︒し

論が出たならそれで受け入れの盆

にかかっている︒もしこれらの結

これをどうすべきかは国民の選択

う醤い方には論理の飛躍がある︒

エネルギーがいるから原子力とい

たとしても安全問題は依然残る︒

うことだが︑もし禽恵が形成され

醸成されてきている︒今後︑批判

たってやっとこうした気運がいま

にきているということだ︒二十隼

気で原子力開発に対応すべき鋳期

てるだけでなく︑学界としても本

それは︑いまや悪い点をあばきた

起こっても場合や大きさによって

開発が行われてきている気がす

だろう︒しかし︑話しい知識をや

コンセンサス作りをとり
艦のそれとは限らない﹂ともいっ

はつぎの定論まで放躍しておく︑

の立場は極めて不利な公憲だ︒急

服部

及していくことが藥要だ︒

た︒そして嫡嗣的に調蓋断が派遇

る︒

る堀命にのみ止めるということに

もっと下っているのが本当なのか

きく誓えるのは危険だ︒むしろ︑

公審のようにハッキリ解っていて

的にも困難だからだ︒カドミウム

登関係の窓明が︑熱間的にも窒聞

だ︒間題は総論蟹成︑各論反対と

さしく普及していくことは必要

度安全なら社会的に受け入れうる

おく必要がある︒同晴に︑どの程

解決していない︒各論︑つまり受

かしこれではまだ半分しか問題は

産業構造の転換を蕩えるべきだ︒

むしろエネルギー隔要については

労していくことが必要だ︒

的な人も含め一緒に問題解決に苫

槌頃稼働繭の問題を技術上大

なるのかも知れない︒そこまで研

もしこれが漏れることが予測され

ということも費えられる︒そして

さかったからよかったものの︑原

いまのケースは放射線漏れが小

というし蜜つだった︒

されてやっと翼相が解明される・

安全はタダではない︒醸標をよ

のメリットを評価するということ

のではないか﹂ということだ︒

粥線は出さない扁と説明して︑反

人タレントをいくらつぎ込んでも

都謂パブリック︒アクセプタ

Rだ︒

わないのか︒それこそが巖良のP することが必要だ︒一つは原子力

対に不儒をかった例は多い︒少々

について議論しておく必要がある

う︒しかし︑P飛だけやっても本

ンスについては二つのことを実施
在の立地問題の原賑を形成してい

ということだ︒

まの発耀所はそうなっているのか

質的なものは何も変らないだろ

その金をなぜ地通なつみ璽ねに使

淡して受け入れられないだろう︒

ると思う︒それは多くの公審問題

都甲氏

ているから

う︒むしろご十五駕間にわたって
とになる︒もちろん︑これで同様

小さな膨理でも大変なことだとい

被曝線懸が醐くなる︒原子力では

PRは極めてヘタだ︒二
そまさに原子力が火力と岡三のも

示されつづけてきた開発姿勢が現
のクラックが見つかる薯例もある

槌田

ずかった︒騒初は乱そういう薯実

のだと憲いちがいをしている典型

ったが市民を不安に漉し入れない

が︒しかし︑将来にはクラックが

のだ︒これこ

はない﹂と発表した︒つぎに地元

的な例だ︒原発では窟検時の方が

た︒門放射線が畠ているが︑麟水

ために公表しなかった﹂と詠っ

低い

薪閣が薄くと﹁そういう購実はあ

蒔の政府のとった態度は極めてま

柴照
価を行い︑稼鋤率を上げることが

実動だ︒それは︑﹁むつ﹂以外に

はならない︒ところが︑親実はこ

磯でおし通すようなことがあって

有していくことが大瑠で︑秘密憲

ータを團民︑技術の財産として共

た璽故が起こったならこの経験デ

といえよう︒しかし︑もしこうし

解決していくことこそ技術の一歩

のこれまで気づかなかった欠点を

っきまとうのは当然のことだ︒こ
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第6回原産
懇講演から

した基本的な考え方をふまえ①原

主張し︑欝本もこれに同調してい

ーク︑プルトニウム︒サーマルを

だ︒第四部会では西独が核燃料パ

っているとはいえないのが現状

子力技術開発の歴史と継続性を十

そして対応方針としては︑こう

そして︑NPT条約問題が解決た︒自童︑民益︑公開をうたった

分趣璽するとともに︑代書技術の

れに対する認識は低いものだっ

向を助長する結論となった︒

日本の原子力基本法もこうした傾

ということが浮き彫りにされる︒

策の厳しい環境下におかれること

したところで︑今度はカーター政

るのに対し︑英国やフランスはプ

﹁なにもそこまで・扁というのは 屠と核拡散防止を両立させるため

T条約︑カーター政策など核拡散 核拡散防止を求められた場舎︑

した
Pなかで外国からやつぎばやに
の時点でも︑NPT条約を成立さくるのは︑IAEAの設立︑N

の輿体策の検討については︑動燃

ことを撮隠する②原子力の草和利

所要の期間︑資金等も看視すべき

のクライテリアをどこにおくかと

の必要性と拡散防止とのバランス

として残されているものに原子力

ルサーマルは行わず︑FBRに備

検討については核拡散防止の効果

ファースト・リアクションとして

だったわけで︑こう のみならず︑その実葛化の難舅度

防止政策の流れは常に島国がりー

選然のことだろう︒しかし︑IN 再処理施設での核拡散防止のため

無菌状態

いわば︑核拡散防上問題に対し

せるためには︑﹁濃縮ウラン供給

ダー・シップをとってきていると

FCEも始まった今日では︑こうの研究開発の成果等の提供を通じ

てみて一つの事実が浮かび上って

になった︒これまでの経緯を考え

聞題などから平租利用が阻害され

いうことだ︒しかも︑その核拡散

ければならなかったQ一九七六薙

かねないレと説得をくりかえさな

防止措置は︑しだいに厳しいもの

て穰極的に協力する⑧技術面での

ではとり上げられないもようだ︒

については今後も技術調査委員会

いう問題がある︒しかしこの墓準

さらに︑今後の重要課題の︸つ

検討のほか国際新規制の制度面で

W・マーシャル議長は一つの提案

議畏となっているUKAEAの

るよう求めている︒それは︑使用

を行い・日本に共同提案に協力す

済み燃料を貯蔵することは核拡散

防止上有効でない︑との考え方に

基づいている︒使用済み燃料は︑

うものだ︒そして薪燃料について

トニウムを燃やすのがいい︑とい

藩

纏
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えるとの考え方をとっている︒

子力開発の歴史をふり返ってみる

ければならなかった︒こうして原

いに明らかになってきている︒

した対応ではす塞ないことがしだ

ところが︑日本の原子力関係春

になってきている︒

問題と密接にかかわってきたにも

の改善に関する検討にも参加し寄

る︒それによると︑まずINFC

◆◆第四部会

このため︑Aグループの共同

と︑猿子力は当初から核拡散防止

の間に核兵器を作ることは念頭に

PT条約に羅許した︒
かかわらず︑こうした流れに対す

となっている第四作業部会は︑再

Eの意義については①融資は︑原

検討の内容だが︑私が確当して

のプルトニウム・リサイクルを行

を打ち出さなければ

さは一段と瀬している︒

式 会 社

会で国際核燃料サイクル評価︵工NFCE︶第四作業部会議長を務めている田宮茂文濃縮・再

︐

しかし︑これから発効に至るま

いうことだ︒崇時︑すでに日本は
英国と※国との闇で二国閥原子力

与する一iとしている︒

ノーンノ！5ノ︐！4−7ノ多∠61一多！多ーノ！多多︐ノンノグ

なかったし︑こうした国際的な流

多多ノ

る認識は必ずしも十分でなかった

処理を取扱う﹁A﹂グループと︑

子力の平和利用と核拡散の防止と

基本的考え方﹂をとりまとめてい

たプルトニウムの国際管理などの

プルトニウム利用撮当の﹁B﹂グ

したわが国の基本的立場について

は両立しうると考えており︑こう

八作業石鼓のうち日本が議侵国

検討を担当する︒

ループに分かれている︒このうち

自計画提案へ

また︑第五作業部会﹁高速窟殖

私の担当している燃A﹂グループ

究︑プルトニウム利用︑分離され

多多ダグ多多！ーン⁝

でには︑さらに六蕉の歳月を経な

八作業部会
検討すすむ
炉レは︑高速炉に特有な保障搭

英︑西独が独

協定を締結していたにもかかわら
ず︑カナダ産のウランを輸入する

際王A鶏Aを通じて購入した︑な
どのケースがあるのも︑こうした

しかし︑この工AEAによる核

背漿があったからだ︒

計画

い︑これを高速炉に継いでいく計

この案については三月末までに

はホットにしておくとしている︒

第一弾

だけでは十分でなく︑紹本独自の

嘗業品目

漕

㌦処理準備会顧問は﹁INFCEの進展状況と国際動向﹂と題して講演︑﹁現在のところ米国の
．室張はまだ明確になっていない一としながらも︑西独︑英国等からは再処理︑プルトニウム利
ρ用について具体的提案が行われており︑※国の核防法案も成立した今日︑わが国としても皐急

︐

㌔に核不拡散のだめの興体案を提示する必要がある︑と指摘しだ︒以下講演の概愛を紹介する︒

訓解−

利用と核拡散
防止は不可分
日本の原子力開発は一九五烹薙
のアイゼンハワー大川領の﹁アト

実なものとなる︒その後︑世界の

物質の国際的分配はやがて梅名無

ムズ・フォー・ピース﹂竃欝が顧

た︒日本で初めて二億円程度の原

諸外国に理解と協調を求めるため

接のきっかけとなってスタートし

積極的にINFCEに凍雪する②

低いが・数年たつとその可能性が

では再処理需要︑各国の再処理ス

いる第四部会Aグループでは︑今 廃棄薩後はホットで接近可能性は

ケジュール︑再処理工鵬のベース

後の検討のタタキ台として西独が

会﹁使用済み燃料の蟹理﹂は︑貯

うのが一番核拡散防止上安全とい

り︑この案が世界二一の案とは思

応じた方法がとられるべきであ

った状況にあり︑それぞれ国摘に

返答を求められている︒各国は異

この部会では︑その他の国の計

る︒

画も求められており︑霞本もその

一つだ︒しかし︑独自の陰画を提 えないが︑王NECEを建設的な

だけでは押しきれないことを

多多多︐

をもっところまで肇

くとも懐に何らかのシナリオをも

められている︒このためには︑少

て

この聞に︑はやく写本の考え方を

原子力本部

浦電気株

東 ぬ
尽 芝

INFCEは総会と技術調査置
委︑再処理方法など︑第六作業部
蔽の諸戦略とその費嗣︑濁度︑環

でなく︑FBR開発を學め︑プル

蕩まるため貯蔵は核不拡散に梅田

ている︒八作業部会のうち第一作

の原子力政策に大きな膨響を及ぼ

を通じて日本の政策を反映させる

すと考えられるので︑検討の過程

必要があり︑この観点からも本計

芋力の開発利用は塁審不可欠②ウ

は①エネルギー安定供給のため原

いる︒豪た︑基本的立場について

画に横極的に参加するlIとして う考え方がその背禦となってい

画だ︒プルトニウムは燃してしま

同時に︑INFCEの結果は田本

独自の再処理謙画を提出する予定

員会と八つの作業部会で瀦成され

境影響と安全性︑核拡散防止性︑

︒ケース︑資源としての利用︑環

原子力開発がむしろ二国闘協定を

についてそれぞれ検討を進める︒

闘本︑具体案提示を

能性﹂では︑原子力翻要予測とこ

境︑霊芝毛掻︑安全上の二二など

中心とした酒肥へと准移していっ

今厨ほど厳密なものでなかったこ

業部会の﹁核燃料と重水の入手可

のことだ︒一九五六年十月には国

を一手に収簗し︑世界に分配する
とにも起囲している︒しかし︑そ

依然微妙な米国の出方
一方︑第七作業部会﹁廃棄物処 代替蒋処躍法︑代歯法の評価︑圖

ラン資源の有効利用を図る必要が

場にしていくためには︑日本も何

際制度︑などについて検討を行う

らかの翼体的な考え方を承す時期

理扁は処分の狡術的側面・心門施

出するには︑少なくとも西独のよ

にきていることは確かだ︒

ごとのウランと璽水の鯛要予測︑

うに興体的な提案をとりまとめて

針

あり︑また使照済み燃料を長期貯

一方︑こうしたINFCEに藏
薄することが困難な窮情にあるた

おく必要がある︒日本でも現代︑

ことになっている︒

閲係優等で核燃料パーク構想など

に第八作業部会﹁新しい核燃料サ

イクルの確立を図るーーとの考え

め︑再処理を中心とした核燃料サ

設・覆照などについて検討︑さら

ついては︑原芋力委員会が昨隼十

する日本の対応方針だが︑これに

これに醐嫁した各橿核燃料サイク

性子炉のための核燃料の使い櫓て

イクルと原峯炉の概念﹂では熱中

シナリオ

！グ〆ク多一多 ノ⁝多多グ！−！多多多多5〆ぞ！クー！一⁝！

認識する必要がある︒

！多一孝！多多多多〆ノ！

が検討されているがまだ十分固ま

〆

月に﹁INFCEに臨むわが国を
の明らかにしている︒

見が一部出ているのも当然だ︒

大方

ついて検罰を行うことになってい

ついて明らかにしていくことにな

利用︑改霊廟原子炉の概念などに

またトリウムの入手可能姓などに

ルことのウランと細水の罷要予測

れに関遅した各橿核燃料サイクル

だ︒それによると涯独は軽水炉へ

子力予算が組まれたのもこのころ

また︑第二の査察については当

際原子力機 関 ︵ I A E A ︶ 憲 璽が
たからだ︒
採択された︒この籔輩は二つの蟹

った︒それは一つには︑当蒔日本

時B本ではほとんど注國されなか

に尽する︒

藤な項目を含んでいたことで注目

という機能をもっていたというこ
の後︑申国が初の核実験を闘い︑

にはまだ研究炉しかなく︑査察も
一つは︑IAEAが特殊核 物 蟹

と︑もう一つは︑こうして分配さ

るにおよんで︑しだいに関心が高

部分的核実験停止条約が締結され

一九六七年には日本もN

のを防止するために傑瞳描圏を実
まった︒

れた核物質が躍窮利用へ転用する

施する︑との役翻を担っていたと

響

．

る︒第二作藁部会門濃縮の入手灘

拘束力のある国際協力体制につい

能性﹂は︑櫨々の核燃料サイクル

っている︒

っていない︒

FCEの結論を待つケ⁝ス︑INこれまでの日※関係は常に︑米

しかし︑一方では︑来国がIN
統領に与える︑ことが明舘されて

強行するケ⁝スなども考えられ

FCEのりーダーシップをとり国が日本の 筒をたたく 形で終

戦略ことの心胆の入手可能控と翻

求められる日

いる︒興体的構想としては国際核

によっては不拡散法が改正されう

る︒あるいは︑INFCEしだが
い自国の βをたたく ことが求

始してきた︒しかし︑いまは日本

燃料公社︑国際便用済み燃料貯藏

て各国と交渉を開始する権限を大
月中

みてみると︑総会は今年十

食本の具体案
今後・

次に︑INFCEの検討誹画を
燃料サイクルセンタ⁝構想などの

旬︑技術調整委員書は六月十二囲目

⁝

要︑技術的・経済的評価︑地域核

検討を担当している︒

・

る︑という嫡報もある︒

INFCEスタートの原動力施
と設をあげている︒そして再処
なったのは米自身の考えだが︑こ

されている︒第一作業部会は薄月

規施設は設躍せず︑既存の施設に
れは現在までのところ︑INFC

と十月二十三濁に次回会合が予定

二〜一二臼︑第二作業部会は五月二

さらに第三作業部会門核不拡敬

十三〜二十四日︑第三作業部会

と相いれる国家的必璽上庄冒され
る技術︑核燃料︑聖水の擾期供給

理︑濃縮については一国単位の新
と譜役務の保証﹂では︑照給蕎閤

ついては効菓的な蛮察を行う︑と

っていることが必要だ︒

E部門ではあまり開脚になってい

米国の考え方は︑どうやらIN
は四月二十四一二十八日︑第四作

そのまま強行することはしない︑

FCEが終る濠では自国の主張を 早く各方面のコンセンサスを得

示してもらいたい︑との恵向とも

原子力をめぐる国際環境のきびし
は︑この結論が各国の政策を拘束

収拾できぬ轟態さえ予測される︒

しないとの前提のうえにスタート

か︑ということだ︒INFCナE
イ国務次冒補に近い筋の話では
日︑署名した核拡散防止法には︑

するときにきている︒

立場︑認識にたって穂極的に対癒

NFCEの関係がどうなっている
というのが妥当な見方のようだ︒

問題は︑この核拡散防止法とI

の畏期商業契約の奨励︑プルトニ

証﹂で︑国際核燃料バンク構想を

している︒

月三〜四臼︑五月十五一十九日に

検討する動きがみられる程度だ︒

ない︒第三作業部会﹁侵期供給保

それぞれ会合が予定されている︒

業部会は三月三十〜三十一日︑四
は他の核燃料への翻緬換えの司能

さらに第五作業部会は四月十二霞

ウムの他の核燃料との交換もしく

性︑国際核燃料バンク楽想などを

来国の考え方が明確に打ち出され

していることから﹁これではIN いわれる︒しかし︑現在︑絵本に

しかし︑カ⁝タ⁝米大統領が昨
検討することになっており︑第四

七作業部聲は二月十五一十七日第

第六作業部会は六月五一九﹇口︑第

FCEもムダではないか﹂との愈は 方針 はあっても︑翼体的な

協調

の取扱い︑リサイクル﹂は︑完全

作業部会﹁再処理︑プルトニウム

ン︑傍粥済み燃料の管理について

ている︒この法律には濃縮ウラ
っている︒

八作業部会は九月中旬の会含とな

な工業規模の再処理の経済上︑躍

一それは東芝のモットーです一

パ響

則
境上︑エネルギー上の側面の研

安全で環境に調和した原子力発電所

な
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これまで研究炉では国薩化の例

灘廻する場含︑熱処理を実糊する

認を懲る⑭ウランを二〇％以上に

能していきたい②オーストラリア

鑑頼されるウラン供給羅として機

席上求ず松根宗一経欝欝エネル

にはこれらもすべて終了︑全炉心

戦体制でこうした難関を次々突

のの︑聖業麟技術陣を中心に総力

施︑頴凝にいけば来庫三月寒から

つづけながら出力士獅試験など矢

の契約分からのみ適用されること

する方針といわれ︑新規制は今後

になる冤込み︒

アンソニー藻捌副二相

ウラン輸出環
境は好転の兆

そのまま確保できるか閣題もあり

か入ってくるものの︑擾期契約が

ウラン罵給の将巣は楽観視できな

いのが現状だ︒そうした藤味でも

つ藤護は大きい﹂と荊慰したあと

オーストラリアのウラン資源のも

で二国間協定が申心となってきた

核拡散防止聞題について﹁これま

がこれからは園際的な多濁聞をベ

ではないか︺と掘摘︒これに冒し

ースにしていく方が適しているの

アンソニー副蔭相はまず簸本的な

警え方について﹁オーストラリア

ン供給園としての機能を漿たして

は毒念にわたって儀頼されるウラ

いく方釘だ一と指摘︑多国間協力

〆

㎜黍

ヂ軸欝

慈

棄京都千代田区大手町2−2−1（新大手町ヒル）
T≡三L束京279−544【（大イ七表）『FlOO

灘

寒

講輸

子力発電所の放射性廃棄物

ぎ

灘

・論繋

響ンミー婁

懲灘︑灘︑灘一斗︐始難講−

⑭日揮株式出社鰍麟輔

成した瞬闇でもある︒

出に反対しないことを決議するな

労継協議会が既契約分のウラン輸

どウラン供給に関する環境は好転

場愈には獲州政臆の事繭罪悪を細

る一⁝などを盛り込むとしてい

もあるが︑実紹発墨炉の開猫はこ
れがわが園では初めて︒同屡︑熊
る︒

T野選項闘については現行制度で

ギー対簾委員禽蚕員藁が﹁来奪か

しかし︑この新政策のうちNP してきているーーなどの点を明ら

谷太三郎科技庁畏窟は自霊開発の

づき実灘化へ陶け努力したい﹂と

十分カバ⁝されており︑その他の

らニジェ1ル産のウランがいくら

戯墨をたたえるとともに﹁ひきつ

の談話を発表︑願娼正男動燃瑠業

点についてもいずれも先の日癩原

確認し懐子炉の巖小脇膵到達を實

での初期臨界に到達の孚はず︒そ

二士

転業運転開始の運びとなる︒

かにした︒

闘理辮畏も現地での食兇で﹁この

込まれる形で決籍をみているもの

子力協定改定交渉で新協定に盛り

ばかりであるため︑今回の改定交

誠累を踏まえ︑五十五無には実訂

の整繊などを関係方面に要醜した

渉も︑ほぼ濱加協定に則っ鷺線で

輝建設に魎手できるよう感発体制

い扁と語り従来からの方針を璽ね

る︒

愈藪に還するものとみられてい

ふげんには混合酸化物燃科嬢倉

て強調した︒

黙した︒大洗工学センターでの密

の後は七〜八月にかけ併入︑関爾︑

年前十一三一十分すぎから制御棒

破︑七黛三か月ぶり圏霊技術によ

康塵との懇談で繕る

日揮の総合エンジ≒アリンク肢術。

癬鋤

醗

ない、安全：と環境保全を最優

，、r

鱒

原子力産業の発展に貢献する

独自開発で初の成果
ほど抜いた段階で中央欄御山のス

部に位羅する酒煮の制御梅を楽分

また︑隅麟は際本の電力会筏と

中性子

体九＋六体と天慶縮二酸化ウラン

タートアップモニターが

の聞で繕んでいる既契約分のウラ

あり滋初酒壷が鷺頓ほど遅れたも

梅実験に塁つく設計の見心しなど

R︶とまったく綴じだが︑ただ軽 市浦底の日本原子力発墨会三川地

備を除くと仕糧みは軽水炉︵BW ルプロジェクトとして福井膜敦賀

四＋九本の引き抜きが始まった

る初の笑用炉誕生という簿業を湊

ン輸出については現行規制を遡用
二十四体が装荷されるが︑四月末

燃籾集合体筥二十八体の禽計二百

○・八％を混ぜた混舎酸化物轡料

塞でに天然ウランにプルトエウム

を指示︑江守健躍

所由が逓産繊係鷺とともにこれを

の一定の流れ

け︑四十五隼十二月からナショナ

投入の計薩を打ち出したのを受

内に騒動︒原子炉本然を抵当した
が︑年後㎜蒔四十九分︑気心串央

については﹁置成だ﹂としながら

も﹁その場合は輸亡国︑輸入騰な

アンソニー・オーストラリア副
滋椙兼貿易磯源相は二十二賑︑東

どすべての関係薔の愈慧にもとづ

また三州梱は︑オーストラリア

た︒

現には時聞かかかろう﹂と述べ

いて進めることが齢提となる︒実

禦・赤坂のホテルオークラで寒心
会長︑一本松︑中山萬謝会長ら原
転落脳と寒雲︑①長期にわたって

メ

の反対逓動などについて門ACT

鐵に反灯しないとの淡議をしてお

Uが既契約分について︑これの輸

り︑全体的にウラン安定供給のた

めの欝欝は好転してきている﹂と

に禽及し門非現実的な間題は含ん

指摘︑さらに原子力協定改定難題

でおらず︑盆理醜に難し難いを行

うことによってすみやかに解決で

きよう﹂と述べた︒

鋤向︑放射線プロセス漆絵源の

子力分野においても求められ、

講躍齢来夏から本格運転へ
新型転換炉原型炉﹁ふげん﹂︵ほA？R︑璽水炉︑出力十六万五手KW︶が三月二十個年蜜欝四

ロジェクトとして総工蟹六百八十五億円を投入し建設された︑わが国独自技術による初の困産実用発

十九分鍛小臨界に到達︑原亭の灯をともした︒岡炉は動力炉核燃繕開発二業瓢を中核にナショナルプ

纒炉︒十二霞から燃料装荷にとりかかっていたが︑この欝︑二目逓り原子炉鍛小春野到遷を達成した
もの︒瀟工以来七無三か月ぶり︒順調にいけば来蕃三月末から當業運転開始となる︒海外の技術に頼

門ふげん﹂は減速材に川水を轟

膳部︑北陸三電力管内に試滋電を

らず独自で霊用副乳炉開発に成功したのは世界で八番國︑璽水炉では英国︑カナダに次いで一一奮騒︒

いておりこのために付加された設

水炉が濃縦ウランしか燃料に使え
欝立を主務食縫に︑爽芝がタービ

体の装荷を終了︒この沼は

ないのに悔しこの炉は侮でも燃や

團に限博する②羅州のウランは豪

核磁器傑荷剛の場愈はNPT三日

策によるとウラン輔出に濠ず①非

羅
となった昨無理月の紙墨曄搭羅政

今回協定改定の激壌のキッカケ

の新憶勢がその蕎鑑にあった︒

二園閣協定改定を実施する︑など

ン系︑隠士鷹機が燃料取扱いと発

田傑原子力協焦は語群四十七奪

て話めることになる見込み︒

来田中の3・D・アンソニー︒ 温程については外交ルートを通じ

ア豪副首相︑園田外相が合意

ロ壁蒙協定も改定へ

せる︑つまり核燃牒の選択の懇患

系︑住及原子力が蟹水とヘリウム

霞機︑

系をそれぞれ担当するなど文字運

一町璽工が原子炉一次冷却

トをもつており︑加えて燃料利用

度が大きいといった解れたメリッ

効率も軽水炉に毘べ高く︑プルト

米出蜜で建設した︒

ニウムも効率よく利用できる讐 り国薩技術の総力を継子︑欝民折

十五日から始まった燃籾袋萄は

々︑特色は多い︒原子力婁員会が
四十一庫五月に新型動力炉開発戴

オーストラリア謡扇相は十六賑︑

七月に締結されたもので①Ψ秘的

州の所岩群を離れる睡点からIA

欝惑

霧

利胴︑医療用興の滅薗・食晶照

開発と薄額点︑環境への放附線

射などで︑アイソトープ利鎌グ

ル⁝プ︵小林幽敏差蕊︶が新し

い応罵技術の紹介︑内外の利絹

状況︑経撫性の横討︑利用上の

参加蟄は一名一グループにつ

技術的闘題など︒

き俸間四万円︵原綿非会騨は六

棄物処理システムの開発を行

影鞍

先にした原子カプラントの設

計・建設を行なっておりま実

甑

園田外楢との鼠談で陰醗原子力協

どの条件を設定︒さらに興体的に

EA保障怨霊下に課かれるーーな

莚

する︒蘭

してきました。それら技術は原

鞠

一日騰〜六体のペースで︑十九罠

灘． 鰹

転の制隈④保隔措躍の悪罵⁝な

麟的②公關憾報の交換③籔轄外移

定の改定を懸盤に幽し入れ︑外学

子力改爆発嚢以東熱拡散防比鍋島

もこれを了承した︒米国の新原

どを条件に①資材︑設備︑施設の

輔入国に存置する核物質に対し

躍が適矯されなくなった窪田は︑

一菌閥協定に①NP﹁P下の差障描

強化を求める漂子力協窺改定交渉

ーなどの分野で協力するというの

供給②都門籔の交漉③悩報交換ー

ら供給された核物質の第三圏への

欝欝鎌隔描置を実施する②豪州か

難戦交渉以策ご欝欝︒翼体的交渉

五無間となっている︒

が並な内餐︒協定萄効期聞は二十

は今奪二月に〜鋸ぶり決懸をみた

鵜繹無

筆

勉強

開発においても各種放射性廃

鼎

講麟
／曝奮麟

移転については豪州政府の製無難

髭鋼

月まで一葎聞

副首相と原塵の懇談会

蝸｣

難

ところが︑オーストラリアは昨

ぽ

著しいアイソトープおよび放射

など近郷広範多岐公野に拡大が

蒙一

葺
年五月︑約二葬間にわたったフオ

ックス委員金でのウラン曙発︑翰
一国

間協定を講じウラン輸出に心しい

出葛紙の検認牲果を受けて﹁

日本獅子力蜜蝋会議はこのほ

原
策を発表︑岡十一月︑各二能間協

ど︑放射線利用研突会︵大難懲

核拡散防止娼置を課す﹂との新政

定縞轟轟箏国に対し縣改策を贋映

グループの調蛮研究誤題はそれ

豊富な経験とノウハウを嘉積

纏

N度新規会員を募集
した﹁協遊改定蜜﹂を送旧し交渉

一会長︶の昭和粗豪瓢璋度新規 線利胴のあれこれについて︑主
が蕩処理︑プラトニウム軍気を中

れ謹で十四黛闇親しまれてきた

ぞれ︑照慰利用グループ︵田畑

入りを打診していた︒昨焦来米陶

心に大植園︑核拡幅防比掛調強化

放射線化学研究禽の内容︑体制

米穂霊査︶が照射利用の鍛近の

として技術者を対象に︑二つの

写翼縫㊤一十口源子娯が鰻小臨

を前面に打ち出した新政鍮を照臨

を拡充し昨黛から新しくスタ；

本研究金は放化研の酪称でこ

騨に瑚達した﹁ふけん︸全景と㊦

するなかで︑講衆のウラン資源鰯

トしたもの︒懸樋愛業への応用

会員募集にとりかかった︒

ふげんの炉心上部︒四＋九本の制

カナダがいち熱く各隅に対しこう

クループ編威で照月から来館三

郷樺は原子炉上部の駆動蓑騰から

した核拡散防慮描躍強化を求めた

を残しています』R揮は披術

へ一蹴一偏一聯脚＿噌論

・

通し炉心内を︸下する︒

ラントの設計・建設を手がけ

…喧
一随

椰岬
ワイヤで昂るされ蟹内轡の内側を

㌻1寸断十二わたり石1蝿

戦藩

魁

使用済核燃料再処理工場、原

使用済核燃料再処理施般主工堀

処理装置など、数多くの高級

継

嚇
騨

兎璽i醐騨盟ド「P
麗騰関川渤

産

端
禽
難

製・石油化学をはじめ各種プ

・

＝
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議
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丁
丁

興
産

力

原

﹁処

分は88年ごろから﹂

力

の一に縮少か

とになったQ従来の計画では一九
八五隼には原子力発電所の総出力

NHER︑H￡CSA︑FHS︑

FECSA四月目ループが建設す

KW︑PWR︶が発注されるが︑

一壬薔万ないし一 千国万KWるパンデロス原発三号機︵九十万
を露標とし︑その隼間発電騒千二

％︑一次エネルギー供給墨の二二

げているが︑アルストム社がスペ

スのフラマト⁝ム社も名乗りをあ

れかに行われる兜通しだ︒フラン

33︐・茎︵x︶⁝

核轡税サイクル

2〆151⁝⁝⁝

44，530

穴統領は昨鋸十一月︑上下両院

に送った八千万がのCRBR継続

のための予算を拒善︑議会に送り

返したが・議会では大統領の握否

権行縫を予想していたことから︑

CRBRの八千万が予算黙と大統

1遠跨離爆繋機など︶を一緒にし

領の意商にそった璽要法案︵3−

っていた︒

た形で遡加予籏法案を大統領に送

米との慰協定改
定交渉を拒否

仏︑εC理臨会で

︹パリ松本駐在餓図フランスは

このほどEC︵欧州共問体︶理事

会でユーラトムが来国とのウラン

供給協定改定を交渉することを褥

慰し︑勉の八か国と対立した︒こ

ため要醒してきたもので︑ギド・

の交渉は米礪が核拡敵防止強化の

ブルソナー委員︵エネルギー担当︶

がユーラトムの擢利承認と原子力

資替の供給保証を条件に改定に応

フランスのドギランゴー外相は協

ずることを提累したもの︒しかし

定の期限が〜九九〇年までである

フランスのこの描躍は︑INF

とし譲歩しなかった︒

あるわけだ︒当面の防衛ととも

との聞で論議を呼びそうな気配で

もない﹂としており︑今後巌窟界

組紀中に再処麓を必要とすること

鷲︶の追加予算王威に署名した︒

一九七八箪のエネルギー省︵DO要な拘束を受けることになるとみ

R︶のための予算八千万がを含む の終了薗に改定に応ずることは不

たため︒他の八か国は︑このフラ

※国握案の国際管理蟹︶の再来

つまり︑屡本から見た新法の

一︑国際核燃糾機関︵︸NF 六︑大統領は※国の濃縮施設

停止のための予算でないことは曙

と述べたが︑議会では﹁岡法案は

憂慮している︒

止につながるのではないかとして

EC天然および縷縮ウラン供給檸
議扁において二月二十七闘発表し

会長が﹁第丑回エネルギー技術会

皿PR︸のチャンシー︒スター 止のために縫われるものである﹂

大統領は﹁CRBR予舞は建設鯵
ンスの強硬な態慶は米図による対

るQ来雨は十分なウランもあり今 リンチリバー高速贈殖炉︵CRBCE︵核燃料サイクル評緬計瞬︶

カーター大統領は斎月七賦︑ク

カーター大統領

八千万ドルC駐B醗予算に署名

C︸VEXの名前の由来はC
I協議会が議図案として大統領
合子

初めて︒

3，三（x）

52，1（｝o

ある︒

︵K・践︶

討︒確立も急がねばなるまい︒

にしぼられるQとくにINFA
の場慣は︑濃縮ウランの金騒が

関
力
子
原

核燃料の転換成型加工及び販売

浮勢r

〜

関
力
子
原

連機器及び材料の製造販売

曲柄︾

毛

連ソフトの開発と技術指導

／

社腸

＼い︑

賦躍

／捻§

ぞ・熱

東京都千代田区鍛治町2丁目6番
電話 東京（256）7831番

…

4㍉762

間題は︑︸NFAの士官と薄処に将来の核燃料サイクルの再検

設立︒

臨写翼

しかしこれらは︑来鷹がめざ
す核燃料サイクルの

住友原子力工業株式会

未DOE
作業部会

・八％を占める予定だった︒新エ

インG8に一一一％出資しているほ

百三＋億KWHは総発電璽の五六KWUか米国のW冠︑GEのいず

︹パリ松本駐在鼠︶スペインの

ネルギー設圃ではその規模は三分

新エネ計画投凝額は大幅威

原子力発電所建設計画は一九七八

の一に縮少される見通しだ︒

妥峯な蘇方であろう︒米国の新法はこの供給擬証にからめて︑再処理・濃縮工場の

2，760

38，678

でに現在のサイト内貯蔵と最終処
分の無闇としての籠用済み燃料貯
年〜八一隼の投資額が当初の三千

ルギー計画ではウラン戦略備蓄五

されないとみられている︒新エネ

最近ではFENOSA︑イド
かは
ロ工策基盤をもたないので指魯

二十八億ペセタ︵約九千八十五億

エレクトリカ︒デル・カンタブリ

円︶から新エネルギー計薗では千
早百八十八項ペセタ︵四千八蔚七

千ナの構成︵原子力庁とENUS

コ︑エレクトラ︒デ︒ビエゴ三社

︵九十万KW加圧水型炉︶が西独Aが探鉱開発・備諮︶を想定して

グループが建設するレゴドラ原発

十五癒円︶に縮少され︑また高い
インフレ率︵七五鋸一四・〜％︑

たC丁V猛X法は︑核拡散防止に

ビ

父君も抑えようと驚えている︒

1，858

4L976

蔵のための避加施設︵サイト外︶

目標を一九八流年としていたが︑

が必要となる︒当禰最終処分開嬢

敷地選定と許認町孚続きの翼体的
検討の座れから一九八八年差いし
九三葎ころにすれ込む︒政府は低

用していく方針は変っていないの

から観望を集め議論されているが

窪関する新しいものとして各方面

！一法効羅嚥講矯戯願鞭防功

i ﹃︒ビンガム下院議鍛︵民鑑党︶は三月一日〜二田の両日︑議会において来霞力研究所︵EPR王︶

託を評定はしないが︑核拡散への技術醜歯止めと門国際的監督・蕊察﹂を要求し︑さらに燃料

その憲味ではINFCEや日来 ウムを信効にし核兵誰に転用でき

1，（XX）

，，｛

継ぎに中間貯蔵施設も
来エネルギー雀︵DO露︶の放射性廃棄物作業部会は三月＋五澱︑使用済み燃料の貯蔵ならびに廃

で︑永久に再利用できない形での

のKWUに発注された︒続いて混いることが庄圏されている︒

会の代表を入れ廃巻物管理につい

処分については今のところ検討す

一

の供給保証と引換えに︑﹁一国

8（＞G

5（｝G

合

七六年一九・八％︑七七庫二六︒

レベル世評物も警めた金放射腔廃

処理施設を鱒籍していくべきであ

て審議し今隼十月までには麗棄物

ている︒

一散︒拡

単位﹂の新たな再処理施設を作

今回の勧告に開し︑廃籏物処分に

スヘインの原子力計画
ま彙資津7定額（ε「1／3ヘセタ）

白﹂としている︒

政策をまとめ提墨する予定︒

以上の勧鑑をもち作業部長の仕

一翼給保証8年核防法で米の立
強︒したがって︑来国は既存議論による再処理や再処理委化かし
て場
いる

のものは国際的監旙︑齎察下に

議会で取り上げられたのは今園が

る一というものである︒

は国家環境保護法に添って廃者物

棄物に対し藁任を有する︒DO鴛 四％︶も加わって大幅に遅れるこ

のため﹁必要ない﹂と断琶︑永久貯

棄物の巖終処分に関する報告書をとりまとめた︒報告はその中でとくに高レベル廃闇物について十分

運用

蜜全処分

処方ができるとした蓄え方も打ち出しており︑そのためDOE内の組織固めを早急に進めるよう勧告
している︒一方︑再処理については使嗣済み燃科の

薩されている廃棄物隔離実証プラ

が注目されている︒

藏に反対する産業界と謬え方を異にしており︑今後の

DOE放射性廃棄物僅業部会の ついての発表を行った︒

麗棄物蟹理実旛へのステップとし

クアップしょうというのかねら

※原子力産業会議︵AIF︶はるつもりはないことを明らかにし

報儀講の主な内容は⁝多くの

ある︒同計圓は原争力規制麦焦会

使用済み燃料貯蔵を実証すべきで

ント ︵ W I P P ︶ に お い て 皐 期 に
妻は終ったわけであるが︑さらに

ジョン︒ヂューチ委員長は︑今回

蔵は安全と戦断している︒しかし

技術者は高レベル廃職物の地無貯

7 い姿勢を示して大疑領をバッ
強

と︵第一〇欝節 ︶ ︒ こ れ ら を ﹁ 拘 藥 力 を も つ ﹂ 国 際 協 定 と し て 成 立 さ せ る よ う ︑ 大 統 領 は 努 力 せ よ と い う の が 法 の 趣 旨 で ︑ ﹁ 掬 吏 力 を も た な い ﹂ と い う I N F C E の 申 倉 わ せ に 反 す る が ︑ あ く ま で ※ 国 の

の発表は政府の正式冤解ではない

懸盤満たせま

て大統領は五日︵十五日︶DOE閲し進展があったと評価︑蝦も璽

四︑三に関連して︑縫罵済み燃料の内蔵エネルギー︵プルト

としながらも︑閲係機際と十分な
健︑

の政策は一応 確 定 さ れ た わ け で あ り ︑ I N F C E ︵ 国 際 核

か ら 予 想 さ れ た 以 上 の も の で は な い ︒ 新 法 の 童 圏 標 は 第 一牽﹁＋分な核燃料供給のための※国のイ

※国自身

検討を行った上のものであり︑単に作業部会の恵見でないことを強調︑縫用済み核燃料の貯藏および廃棄物の最終処分に関する蝦告澱を族とめ︑勧告と今後の見遡しに

カ⁝ター賂線

欝欝されていた米醗の核不拡敬法が︑大統領の羅名を得て成立した︒これによって

燃料サイクル評懸︶での郷国の態慶も硬鞍懸が懸念されるが︑新法の内容は

おく﹂という供給気門の条件も

協定改訂交渉における田本の防

でCIVEX法が籠われれば他の再処理悪様︑増贈炉への利用︑ひいては核拡散につながってしま

ストック︒パイル︵低濃縮ウラ

衛線も︑まずは燃料供給無題に

いだ︒協定違反に対する舗識措置や︑﹁一雨単位の新たな濃縮︑再処理動揺を設けず︑既存

ン十万メガワット年分︶の餅設

としているわけだ︒

らないという約束を取付けよう

ニウム等︶に適嶺な補償を与える描置︒五︑INFA設立までの懸定

に対してのみ︑燃捌の十分な供

てのバル⁝ク案︵一九四六年︑

聡示されている︒まさしくかつ

ニシアチブ㎏に示されている︒その根本思想は︑核不拡散のための二定の条件﹂を轟たす團

給保証を与えようという も の

すること︒

等︒大統領は六か月以内に寒蘭

う︒スパイキングによリプルトニ

だ︒異体的には︵第一〇 四 節

400

400

し濃繍、核桝談判、貯蔵

分

⁝その軍和利用命一の田象が強

菌際協窪︶

725

264

スヘイノし鉱開発

は

A︑いわゆる核燃料バンク︶の 拡張に関し︑外国の出資参加の

七︑プルトエウムの単体抽出

可盃を検討すること︒

または高灘縮ウランの存在をべ
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業
産

文化振興財
団がパネル

理大醗は十曝︑異議串立てを躍擁

驚を縛たことを明らかにした︒

SME︶からNPTスタンプの認

獲内歳保氏︶が※国機械学会︵A

岡工鵬は串講から十か月闇で︑

のは隅社宇都寓工場が初めて︒

ルを作泣︑昨無十二月審査を受け

横蒼など一連の錨質傑証マエユア

たもので︑このほど認定読が送ら

れてさた︒これにより岡工場の饗

とカナタ向け輸出に

お灘付き

系支持談義︑スナッバー類は米麟

射射

照照

験託

試委

關法人放：射線照射撮興町会

伊方二号炉増設の
人らに送付した︒

ション斑のNFでクラスー︑2︑

認罵を受けたのはASM鶏セク

する湧決定︑淡定講灘本を申立て

棒の課磁温厩︑ボイド率︑炉心の

放射線照射の利用

より異っているが︑それらの地域

異議申立てを棄却

署炉は愛媛梨西鑑識郡解

発熱罐︑破断のタイミングなど調

もASM露スタンプが要求される

場盆︑材属する籍系支持縫礫類に

⁝カ⁝が外麟プラントを憂了した

プを取得しており︑これら大手メ

はすでに籏力容器などでNスタン

わが岡の大手プラントメーカー

べるが︑このための訊験信弩は五 を得だことになる︒
箇点を轍すという︒原研ては万十
六隼豊月まで今後出駕間をかけ欝

渠が議とまるのは試験終了から約

輝試験を重ねていく訓薗だが︑緒

一隼町となる盛込み︒

この種の試験では米国のアイダ

の輸出健追の漿雌からスタンプ主
リッシ研のTHTF更験︑ユエフ

用資格の取得を急いでいたもの
トム共岡研究センターのLOBI

実験などがあるが︑8W鶏を対象 で︑笹系隻特写躍︑スナッバ！類

の単
としたものは※GE祉のBDH
T独輸出ともども力を庄いでい

断建設が予定されている北海遵慰

北晦避確力共和︒泊漂子力発電

繕︽漁協

対を再確認

原発絶対反

／学L哩A実験があるのみで︑原 きたいとしている︒
研のように公共研究農書が行う総
愈実験は世界でも初めての試み︒
炉心冷却作業後の魏象も対象に含
め︑模擬燃料集台紘は繕買干渉も
解明できるなど特徴もある︒

内町漁協はこのほど際いた臨時総

代会で門絶紺反対から条件付き二

した結累︑五十三封三十八で岡修

成﹄への路線修羅繋について審議

を堅持することになった︒

正聚を楽長︑従来の翼然反対路線

トリチウム挙動で

干370−12

に遡伝的相違はみられない︒放射
性物質の籍理を子孫に頼むことは
伊方一

3と蟹Cコンポーネント︒ツポー

瞭国懸力伊方原子力警醒駈二轡

れる譲醐︒昨銀三覆二十闘に総理

ト︒これらは康子力発画所の配蟹

できても理存石趨資漂を便いきっ

の川口寛之灰ら倥罠認＋三名は昨

穴臣から設綴許司がおりていた︒

方町の同一暑炉に隣重して三豊さ

強いる権利はわれわれにないだろ
劔欝月行政不澱霧査法に無づき異

炉撃墜に関しこれに反対する地元

ないだろう扁と述べ︑原子力の必
う﹂と述べ︑安金性を撮ちながら

てエネルギーのない生懸を子孫に

要性を強調した︒

PWR︑五＋六万六千KW︒ 系を隻持する蟹系支持袋鷹と地鰹

るスナッバー煩で︑わが国の蟹系

などによる配管系の娠動を防止す

議を晦立てていたか︑禰照内払総

代人の藤務だ︑と懸摘した︒

原子力激発を進めていくことが現

ついて竹内践は︑﹁非常に長い隠

さらに︑原子力発の安全問題に

物二分の

灘できる佳縫み︒緊憩炉心冷翻系

また︑稲藁氏も︑門田本のエネ

として簡︒低圧炉心スプレイ系と

職畏の集會体四体が内

外を選択すると極めて高くつくこ

間をかけて地球上の三物は二二放
とになろう﹂

低圧注入系の三系涜が備えられて

アクセプタンスへのスタートライ

を続けていくことがパブリック・

吸収板︑ガイガー計数響︑二十誤

っての放射線翼翼は初めてとあっ

PTスタンプ使用犠格を取零した

ルギー糖蟄は〜九〇〇卑〜一九七

翻は藤業構造の転換を醜提とすべ

いる︒炉心の鹸大発難騒は四︒二

隻持装灘メーカーがAS漣EのK

七黛の間に三十藩増加した︒譜来

き﹂門このところ麓業のエネルギ

﹁エネルギ⁝講要録

患掘される人贋増毛を支えていく

エネルキ⁝の方が贈二選陶にあ MW︒試験では︑あらかじめステ 設謝︑購入︑製作︑溶接︑保蟹︑

ー強要は罷ぶみ状鱒であり︑生謡

射能に対処できるよう自然陶汰さ

な放射線が加われば遜娠始審の魁
うえでも原子力は不可欠だ﹂と鷺

れている︒これに少しでも人工鮒

険があり︑これは樋奇しなければ
摘︑エネルギー成書率︑産業構進

ならない﹂と述べ︑また︑放射性

このあとパネルは隠子力発露の

燃料騰勢体︑各穰計装欝欝︑霞源

キュリ⁝のコバルト遡源が使われ

得のだめの隻蕩セミナーを開蔵し

て簸初はいささか緊張ぎみQしか

はわかっていても︑実物を便
獄

ていくことになったもの︒

◎巳◎◎・N竃A

国際シンポジウム

経済協力騰発機構㌔原子力機関

︵0猛CD・N麹A︶は國際原子

秋十月十六臼から二十鐵まで米糠

力機関︵IAEA︶と共催で︑今

O273−46−1639

禽 御囎ムレ翻魯轡 ︽

是舞 に賛否爾諦
戴話の必要盤では見解繭致
欝木原子力文化振興財翻は十七蔭︑榮張︒大撃町の朧協ホ⁝ルで漂子力螢成派︑批糊派が一堂に会

門エネルギーを増艘させるという前提自休が綴っており︑これ以上原

してのパネル座談会門エネルギー・原子力を袴える﹂を際催した︒パネルでは原子力の糞婆駐︑安父
性などをめぐって論議が白熱︑
子力開発を進めることは人類に対する犯葬﹂﹁将來の人口︑腿罵を支えていくためにも原子力は不司

る﹂などの藤麗が続墨︒勲等に岸

ンレス製の破裂板を配管にとりつ

転換の影響︑繋金とコストの念え

廃棄物聞題について﹁廃戴物の処

けておき︑これを入為的に破裂さ

経済性︑工学的蜜全性︑立地問題

本議擬が・﹁広羅な分野で冤解の

かあるいはいま閥発を中止するの

方などについて︑いまからコンセ

板窟氏も︑﹁省エネルギー︑原子

奪えることはできない﹂と反論︒

かの選摸を迫られている偏と搦

ら対立したが︑﹁今後こうした討論を続けていく必璽がある﹂との点ではほぼ見解の一致をみた︒

欠で︑今臼原子力を孚離すことは将来の燦癌を破滅に懸びくことになろう﹂iなど態艶は翼糾うか
分はただ捨てるだけの原始的な方

ルギー鷹給問題について門現在の

力︑石炭︑石面︑地平︑などあらゆ

揃Qこれに対し板禽氏は﹁原子力 などをめぐって門原子力は出力以

箸から成り︑とくに横擬燃桝は実

姓検証と改良など行うのが闘的︒

校生陶きの適切な突翌キットを特

た︒参撫の高校焦はいずれも

ーを開始しだ︒セミナーが行われ

蟻な測定キットがなかったことも

に攣が

ホ工学研のもOF孚醗画︑オーク ため︑同社では︑擁外プラントへ

装鷹はROSA〜聡本体と模擬

から試験蘭始の遡びとなった◎

轟轟纏

睡蝿

の脳力︑差圧︑流体の灘度︑鰍繕

ような多三宝型産業構造で開発を

る手段を講じても予想されるエネ

ヒの石細エネルギーを必嚢とする

せながら一連の喫緊における温点

咽喉鰯は昨隼十二月に﹁エネル

続けていくことは現在の矛属の拡

のではないか﹂﹁いや︑原子力以

摺違点が浮き彫りにされたが︑こ

ギー・原子力を蕩える﹂をテーマ

大再生蓬につながる﹂と独自の論
ルギー危機を克服するには大変な

を認めながらも﹁放射線は地域に

斎殿は潜在的に危険﹂であること

うした公の場で今後も公蕉に議論

に六政党代表によるパネル座談金

点を展開し﹁こうした開発は汚染

いとなると現在の生写を維持でき

努力が必要だ︒原籍力を実施しな

ンサスづくりを懲いでいく召喚性

を箋施しており︑今回は︑岡テー

の種機︑蛇拝の危機を現出する﹂

を強調した︒

マによるパネル︒シリーズの第二

と指摘Q緊懸氏もこの薄え方を支

われはこれを子孫におしつけるの

弾︒摩応艇氏︵単願通鱈論説副婁

翻し︑さらに﹁海外依存から脱却

法がとられようとしている︒われ

熈擾︶を司会に竹内懸一説︵臼本

するために原子力を﹂との論点に

に模擬装麗を礎って購故時の冷却

ンになろう﹂としめくくったQ

消盤蕎還盤代表委員︶︑星野蕩郎

系の流慮︑炉心冷却状態の変化︑

験装醗がこのぼど完成︑四月流々

ECCSの効果確証
然にこうした塩町を防ぐよう講羅

BW腱対象に四月から実施
田本原学力研究所は冷却材喪炎

試験 シ リ ⁝ ズ の 第 三 弾 ︑ R O S A
されている︒こんどの原研による
一斑計燭を四月初からスタ1トさ 試験は︑こうした鰯躍が効果的に

原子炉は普通︑炉内の一次系配

炉心冷獺系のはたらきなどを総愈

年動ずるかどうか︑BW罠を薄鈍

管が何らかの原園で破断したよう

せることになった︒

な場台にも周辺住民に放射線障宙

的にチエツク︑確請するととも

祇億円をかU黒作を進めていた試

氏︵技術評論象︶︑板愈誓嘉 定
ついても﹁むしろ原子力の場愈さ
らに海外依存性が高くなるのでは

︵原礪敦鯉発蟻所獲︶︑種藥霧三
氏︵社会経済國民会議常任理蜜︶︑

これに対し︑舞木浅は﹁将来に

ないか﹂と疑問を投げかけた︒

塵会顧問︶が出席︑エネルギー需
わたって腿罷水鵬を推持していく

欝木蟹一風︵耀労遡原子力対策六

給︑猿子力発爾の必要性︑安全性
ためには隻ハ％の経済成藁は不薄

達成していくには原子力をぬきに

欠だ﹂と述べ︑門こうした成長を

などをテーマに白熱した論議が繰
り広げられた︒

禽場では︑まず骨内氏が︑エネ

を及ぼすようなことがないよう非

種の安全防護装羅が備えられ︑未

礎知識の修偲は︑読師については

燐に開発︑まず高校生の龍脳な参

論

に︑このための雪折コードの妥嶺
常用炉心冷却系︵KCCS︶など各

﹁隔校璽も笑響キットで放射線

同財照が実旛しているセミナ；で

吸収弊など放射線の勝本的知識閣

加のもとにベータ線︑ガンマ線の

琿

の塁礎知識膨鴛を﹂⁝日本漂子

愛験地

たのは士一華の東束︒同国高校を

にわか康子力研究醤

サンフランシスコで︑﹁膿境にお

蔭・d画諜京で︒

三和チッキ株式会社ハ本社染泉

工場︵栃本県珂内郡偉勲町︑て場

った﹂﹁つかの開受験地獄を忘れ

わりする璽徒も︒﹁大変タメにな

い

には手なれた手つきで測建器を扱

実測していくにしたがって︑なか

に逆比瀕して低減していくことを

し︑やがて紙〜枚でベータ線がさ
皮切りに十七田の北海道粍幌孚縮

えぎられることやガンマ線が距離

を探った︒

とそれぞれ以催︒実闘内容はガイ

理化学協会︑業根は県双胴委鑓象

セミナーは榮張と北侮通は日本

室磁蹴東京など三か所で

高校で放射線実習
高校︑二士蕎の島陰祭立教警セ

十名が

ンターの三か漸︒文票高校︑北蕩
など周辺高校から愈計颪一

原子の磁興

って

の傾陶

あってほとんど実習は行われてい

実験軽視

原子力発聰利用の普及︑新累脚

．理論彰徳

ガー卍数蟹の特眺把握︑ガンマ

などの感想がきかれた︒

シンポジウム﹂を開く︒詳糊は纈

が︑放弱線への正確な知識を譲成

ガンマ線の距離の逆二乗則など︒

線︑ベータ線の物質による吸収︑

けるトリチウム挙動に関する團際

する原乎科学︒しかし︑こうした

いた︒そこで同財稠では今図・嵩

するうえで一つの欠聴ともなって

・品川︑社長芦択新二鼠︑漁本金

輸出促進に全力投入へ
た﹂門もつとやってほしい﹂一

わらず︑学校教爵での放射線の基

原子力時代の急速な進腿にもかか

争の発兇一とめまぐるしく展擁

ないのが現状︒このためこうした

参加︑初めて手にした測定器を使

による過密カリキュラムや適

の︑高校生については

るR◎SA−lll試験筋芝本体
嵐格鮒な笑蕩も行われているもの

炉心冷却機能爽験に用いられ

沼本原子力研究所内

L
ひ
E

商校生を対象とした放準線セミナ

撫鑑難

懸澱蝉1繋

丁王ヨL

…；
●

力文化振興財懸はこのほど初めて

臨鷲1欝

三億円︶はこのほど︑岡社箏艶笑

ASME移を取得

〈原硯〉

群馬県画繭市綿蟹町

＝
放射線爽習を行う褐校生惣ち︵濁国蔑校で︶

管系支持装置の三和チッキ
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吸収しない周波数のレーザー光線
を使ってこの箆を利用する︒七四

の後の試験結果から推竃すると︑

レーザー濃縮へ

のDOE見解

を國的とはせずテイルの完全な回

収を屡的としたものである︒これ

⁝ザー濃縮は安い分離技術の開発

は︑綴来のウラン供給巌に対して

同氏は喬定︑﹁この種の議論はあ

心分離法にも岡じことが誘える﹂

らゆる濃糟技術にあては京る︒遠

と述べている︒

ー分離用の司視光線または赤外線

ルトが必要なのに対して︑レーザ

る︒DO露の同位体分離計薗部長 の運転に持ち込む可能性もあると

な役罰を果たすものと見なしてい

ず︑完全に開発された階に補助的

を遠心分離法との競命技術とは見

代初めにはパイロット・プラント

府の計画のように莞られ︑八○奪

の決定に当たって比較的碕望な政

スケール・アップする予定Q﹁こ

の申の一つを選んで試験装置まで

いて試験中で︑八○年未までにそ

つかのLISプロセスや計函につ

DOEは︑現在の開発計繭で幾

を蔵SW9庫とすると九万台の
︒ベネディクト教授は︑遠心分離

った技術情報

あるが︑同政肩はこの惰報を醐定

しかし︑門レーザー技術とは︑

七〇年代初め以来連邦政府はL も盃定もしていない︒

固まりのウラン鰯を持って出て来

た︒七六隼の初めにERDAのら
Rれるというようなものではな

き秘密扱いとするよう璽即してき

非常に高度で︑後進国では高度の

て済むのでGNP小國には魅力が計画に留置の投費をする淡断をす

ラント氏は︑周社が遠心分離艘縮

い将来完成しても竸争刀は弱く︑

る前に行ったLISの罵能盤分析に完成していない︒また︑例え近

法は春望ではあるが︑まだ技術的

については懐疑的で︑﹁レーザー

のウラン濃縮謝薩部畏R・L・グ ドシャー氏も二様にレーザー濃縮

串謂をした場禽︑核拡散論議が繰

としても︑実規模工場建設許可の

また︑民聞レーザー濃縮が可能

かることが予想される︒こうした

心法濃縮工場建設計画を進めるの

箔勢から現状ではポーツマスの遠

DO鴛のレーザー技術一周に関

が妥嘱と考えられる︒

成果を罠間企業が利周できない限

する規制が続き︑政府による開発

＝

レーザー濃糖で達成し得る経済性
に驚くべき結論が傅られた︒ガス
拡散法では︑ウラン猫の分子を一

光線をつくるのに必要なエネルギ

代理N・ゴ⁝ルデンバーグ氏によ 伝えられていたが︑鏡在の計薩で

DOEは︑レーザーウラン濃櫨 LISは︑一時は七八年度予算大きな影響を及ぼすだろう﹂︒

ーは分離されたウラン猫の一分峯

補助的な役割しか盛徳されていな

は輩常に消極的となり︑LISはの段階が完了すると︑遠心分離ま

つ分離するのにおよそ菅万電子ホ

当たり一〜十甲子ボルトである︒

いう︒﹁二つのシステムは︑成熱

ると︑その蒔期もまだ何隼も先と

部として建

遠心分離法はガス拡散法のエネル

たはガス拡散工場の

ギー霜嚢の一〇〜一五％とされて

ことになろう﹂とゴールデンバー

い︒hレーザー濃縮は︑ガス拡散 設し︑必要に応じて拡張していく

グ氏は述べている︒同氏は︑試験

度が金く違う︒選心法は比較的完

工場または遼心分離工場のテイル

いるが︑箋験塞での試験をベース

を利閑する技術の開発を圏的とし

とみている◎

装麗の運転開始を九〇年代の初め

本的な分野に不明の点が多い偏︒

局はポーツマス工場の一廓に縄み

﹂IS謝画についての上院エネ たものに方向転換されている︒絃

に判断すると︑L丁Sは偏在必嚢 成した技術︑レーザ⁝法はまだ璽
なエネルギ⁝蟹に比べるとほんの
僅かな蟹で濃糖ウランの生産が薄

トを大老に齢減するが︑資本擬は

込まれることになろう︒即ち︑レ

び回わるようになるまで励超させ

RDAのロバート・フライ長窟代遠心機が必至となる︒MITのM

藤本的には殆んど変わらない︒露

ISがウラン濃縮に利周できるこ

ルギー委員会の議論の串で指摘さ

た︒その結累︑ウラン猫の原子は

理がポーツマスの寸心分離工場の

工場の保守費について﹁還心機の

れた核拡散への懸念については︑

霞気的にプラスとなり︑それをマ

計礒を発表した晴︑﹁遼心分離と

工場では平均⁝縣当たり九十台の

故障率を平均篇輩／台とすると︑

民心分離法はエネルギー・コス

能となる︒

イナスの電気を帯ひた集電極の吸

ガス拡敬の工場建設費には殆んど

功したという乱調性の高い憾報が

引力で気慾中から取り出された︒

溢がない︒即ち︑遠心分離は四十

り低コストでウラン獅の分離に成

この集められた物質を溶解し︑

秘密扱いとな

乾燥して紛末にし︑暴露分析心置

とが箋誕された場愈にはその情報
簡単なハード・ウェアを持って袈
ノ
を康子力法鼓一照一条C項に夏づ の部塵へ行き︑一時間程度でひと

なる﹂としている︒それに対して︑

による運転の乱れは掘当なものと

鱒がなのに対して︑ガス拡散は 鶯嬢が発生することになり︑それ

にすぎない扁と擬定していた︒九

四十困億がで︑僅かに雷声がの差

で濃縮塵を測定した︒その結果︑

この実験により直撃間で三％の

技術蓄がそれ程多くいる筈がな

︒C︒シーマンズ獲蜜は︑ロス・ い︒必襲とするレーザー技術は︑
アラモス科学研究所スタッフの論

ニュークリア・アブコ・アイソト

エクソン社の子会社シャージー・

線が必要なだけである︒

るものだ︑とチャーチ議員は開張

ての論文を各種学金で発譲しはじ

ープ社が﹁同位体分離の方法と一

ソ連などの科学薔がLISについい︸と雷うものもいる〇七三母に

つは︑ウラン濃縮のコストが幕無

した︒しかし︑ハンセン上院議員

文三件の公衷を認めたQこれは︑

に高いことであり︑それによりの

めたからであった︒しかし︑フォ

れわれは世界の核燃籾の緑発と拡

は︑﹁世界各説に︑既に岩手して

の場愈︑遠心機一台当たり生産鑓

平万SWUの能力の遠心分離工場L王Sは比較的少数のレーザー光

濃縮ウランを四ド望製造したこと
がわかった︒

各彊のレーザ⁝光線を使ったそ

不明確なレー

ザー法資本費

とは不可能︒しかも︑コスト酬減

階到達に十六年もかかっている︒

わかる︒来図でも︑LIS初期段

躍﹂として敗諄した特許を調べて

しい費用のかからない方法を飼い

が可能ならば︑私はその端黒に反

エルは︑七三年にレーザー法によ

るのは米語だけではない︒イスラ

ード政権はこの搭羅は不適切であ

出すためのものである﹂︒この極

蜀を述べている︒

対することはできない﹂と反対意

るとし︑梅報公表を禁じた︒

な費本費についての権威のある試

の技術は︑世界の兵器級核物質の

実規模のLIS生産施設に必蟄散を規諭できた︒LIS塞験は新いるものを虻めるよう要求するこ
舞はまだ行われていないが︑上院

拡散を規制する来国の能力を弱め

結果について謡した時に︑﹁われ

L了S情報を秘密扱いとしてい も︑このプロセスの複雑なことが

に疑問なく受け入れられる建設費

委員会公聴会で広く響胴され一般

大きい︒従って︑完成技術の輸出

分離工場の二＋分の一である︒

最大の鵜点は︑フィードの中のウ

か話題な場台には︑レーザー法の

多分還三法の補助的な役舗を著た

は同穆度の生塵能力をもつた遠心

ラン猫を殆んど総て取り出してし

われは何悩掌ルもの資金を遠心分

しかし︑レーザー法は遠心分離

まうこと︒ガス拡激法では︑健か

難える︒また︑カーター大統領は

方が小園には遥かに魅力があると

LIS法が実用化された場盆の法と比較して建設運電費が少なく

に六〇〜七〇％のウラン獅しか経

り返され︑許認司手続きに数年か

済的に取り出せず︑テイルとして

利用して︶より多くの製品が得ら

遠心法の補完的色彩濃い

悪寒成熟度に格差
ってしまう︒

O・二〜O︒三％のウラン獅が残 既存のウランから︵多分L了Sを

しかし皮肉なことにLXS謝薩れるので高速増勉炉の際発を遅ら
せても支駆がないと主張している

り︑エクソン社がウラン麟のレー

を打ち腰す最も強力な主張はまさ

ザー分離技術の面では他社に先ん

黙ゴ

懸

〒100東京都港区三門三」目13番12号TEL棄京（03）454−7111（大代）

米国でガス拡敵︑遠心分離に次ぐ第三のウラン縷縮技術の撮い手︑レーザー法の今後が注蟹

キセノン︒レーザーは︑ウラン

レーザー技術の酸大の魅力は︑

存するようになるだろう﹂と述べ

すにすぎまい︒そして︑将来︑共
を殆んど持っていないために遠心

が︑その技術開発に成功する希鑓

離法に投入することをそれほど簡
にこの点にあり︑このプロセスに

単に決断したのではない︒われわ

鰐する援助を政府が拒貴している

訟

薙に政府のローレンス・リバモア
研究所の麟学蓄がキセノン・レー

ン社とそのパートナーであるアプ

鵬原子の電子を高いレベルまで励

翻心分離法やガス拡散法が連続鮒

するために今の政寒貧勢に変化が

騒原子力発璽設備一式（原子炉、核燃料、タービン、発蟷野

されている︒ウラン麟をワンステップで分離できるこの技術の将来性に大きな期待がかけられ
る反薦︑その特性ゆえに核拡散防止の見地から新たな警戒の蟹も向けられつつある︒レーザー
ザーとクリプトン・レーザーを加
熱したサンプル︒ウランの気体の

コ・エバレット・リサーチラボラ

ア︒インダストリーから拾ってみた︒

同位体分離ウラン濃縮法をめぐって出国が当面している闘題点と将来展望を︑米誌ニュークリ

流れに嶺てたコ饅光学題離方
とは思えない︒ウラン濃縮に関連

トリーによる未確認の技術的成功

式漏のL亙S法に成功した︒

する核兵器の問題は総てそこから

せなかった︒クリプトン・レーザ

起させたがウラン蹴原子は励起さ

始まっている﹂と述べている︒し

かし︑C︒T・ハンセン上院議員 を前提としたものである︒これら

レーザー濃縮の
楽観論と慎重論
一九七八黛度の連邦政府のエネ

ている︒昨年璽︑連邦政府は七六

年一月一澱に遡及してこの穏の研

こうした薯態の進展により︑ド

なステップを必要とするのに対し

ーはさらに電子が完金に毒心に飛

とP・V・ドメニチ上院議員は政 二社は︑親在︑研究計画について
た︒ドメニチ上院議員は︑﹁われ

の情報やデータの公表を禁じられ

ルギー予算を一つの指標と篶えれ

われは︑鏡鐙の供給麺を繕やすた

ば︑レーザー同位体分離法︵L I 府 の 立 場 に 及 対 す る 慧 見 を 述 べ

S︶は核拡散防止のため︑もう一

めにウランを濃縮している︒レー

つの犠牲として消滅の危機に窺面

ザー躍縮をやればコストが二十分

していると震える︒

しかし︑政府の方針とは対照的
の一になるならば︑それをやって
なぜ悪いのか扁と反論した︒委員

にエクソン・ニュークリア社は今
無六月頃ワシントン州リッチラン

ザー分離に必要な波長では︑強力

ータがない﹂としている︒﹁レー

ての物理的︑化学的︑分光学的デ

なウランおよびその化禽物につい

Sプロセスを評価するだけの十分

AのLTSに関す評価は︑﹁﹂I

た︒例えば︑七五葎中頃のERD

は十銀以上も兜の認と思われてき

蘭発の切期段階にあるので実周忌

はこのシステムの多くの面が未だ

巖近まで︑LISに関する議論

は今後にもちこされた︒

縮捜術についての突っこんだ議論

除は支欝された︒そして︑この纒

ドにLIS旛設の建設に魑工する会は︑この問題を表現上の闇題と
して扱い︑ウラン﹂IS予算の削

計画を検討中だ︒この旛設は︑二
年後には運転を開始し︑隻産暴は
少ないがエクソン社が過去七年間
に幽千万がの蜜金を投じて開発し
てきたレーザー濃縮技術の実証に

証試験が成功すれば︑実規模の生

利用される︒リッチランドでの実

産施設を設計︑八○年代末には運
転聞始に持ち込む計画だ︒

こうした楽観論がある反画︑産

業界や政府筋にはL︸sの攣期 実
用化や民営に疑問を持つ者も少な
くない︒また︑レーザー法は還心
分離法の補完にしか過ぎないとす
で安定した細い線のレーザが存在

せず︑﹂ISに必要な形で大簸の

には燃しい妓術が必要扁と述べて

ウランまたはウラン化愈物を扱う

しかし︑それから一蹴もたたな

表を禁じた︒

究を秘密扱いとし︑その成果の公

いる︒

いうちにエクソン社はこの分蟹の

ワンステップの

研究室での成功を確認するため︑
プラント建設着工のライセンスを

メ一一チ上院議員の上院婁員会での

じているとは誘え︑それを実用化

れは︑すぐに通えてしまうような

ている︒

分離艇櫃工場の建設計画を進めて

のもそのためである︒チャーチ上

式 △ 社

浦電気株

東 め
尿 冷

原子力本部

述曳

る綴方も多い︒

コスト評価をめ
ぐる議会論議
七八年慶のエネルギー雀︵D O
E︶の予算に︑ウランとは関係の
ないレーザー分離の研究用予算難
詰千三百六十万賭と並んで新しい
研究所の建設予簾三百覧十万ドル

質聞が璽要な悪味を持ってくる︒

濃縮プロセス

が禽まれている︒カーター政臆
晦難し︑商業的L正S濃縮禦業へ
は︑ウランLIS部分を削除したの道を開こうとしている︒

が︑議会でもこの総懸は上院エネ

ルギー・天然資源委員金で支縛さ

れた︒

エクソン社がL夏S技術の完成に て︑一つのステップで済む点︒理

生じ︑規制描置の緩和されるのを

論的には︑レ1ザー濃縮は一位体 院議員は︑蔚述の通りDO鴛の予 いるのであり︑その政策は矛盾し

グッド・イヤー︒アエ庸スペ⁝

もっと楽観的な発方でも︑民間
近づいているなら︑※麟はなぜ効

技術に臣願の益金を投入すること

⁝チ上院議員はホワイトハウスの

算審議の中でウラン濃縮を簡単に

︒アンド・コンストラクション社 ス社経欝経済部長3・C・フェル ている︒

ボーイング︒エンジニアリング

待つしか仕方はないだろう︒

による分子の光吸収特性のわずか

述べている︒﹁従来の防謹策の一

する捜術の開発に反動する附箋を

時聞がかかると露う点では一致し
な違いを利用すれば可能となる︒

企業の響胴化までにはまだ椙嶺の
率が悪く︑コスト高の遠心法濃縮

特定の分子だけを吸双し︑ほかは

はできない篇と述べている︒

工場をオハイオ州ポーツマスに建

ている︒

編綴を支持して﹁現時点ではウラ

設するのか︒この疑問は︑エクソ

六月宋の議会の審議でF・チャ

まずは先行技術との組合せ利用か

ン澱縮を単純化し︑コスト低減化

♪尋へ

一それは東芝のモットーです

講

講灘

弐心品目

筆

安全で環境に調和した原子力発電所

購

低コス臥核防の歯止め失う恐れも

を図るのに資金を投ずるのは疑明

甲

蔽

翻

将来盤に大きな期待

（4）

第918号
（第三極郵便物認葡

子
昭和53年3月23日

第9蟹9号一
日野鶴53年3月30霞

籐遡木曜臼登行

購醗料1年分蘭金4500円

1部100円鷹料共）
日

論年︑みかんは四年

いるのをはじめ︑小麦・小麦紛

米一

原子力婁鐙会は二十八目︑五十二無難兜了をメドに実施してきた食品照附研究開発携進プロジェク
︵※国︑カナダ︒殺虫︶︑にんじ

遺転酌安全牲研究を追糖
がある

標

鹸の健照性が騨価され︑突驚化に

を鷲設するとともに︑規制行故も

地点酉三十七万KWの台計二十八

二地点六十二万KW︑水力ニや覧

りQ

第二原発三号以来およそ一璋ぶ

鍛調審認司は昨璽ご月の康電鼠舞

み一地嶽にとどまった︒原子力の

響られず・紬局︑島厭三︑四弩の

強化
図るため原子力安全委員会
たFAO・IA鷺A・W薮0
甚を解

政府は二卜七日の鷹源開発講整

地藝蕎七＋三万KWとなった︒

この日の懇談食には科技特側か

任理嶺が出美した︒

重水炉の補完的

位置づけ強調
整院科技特で原子力局畏
二十閥熱腸かれた参院科二更で

にとどめ︑閣諮を避けた︒

は︑表現を含め検討すると述べる

これに対し︑松田県議会議長は

松田議笈はこれらの点が八分遜

幽検繊器は、人面秋のカスフロー
カウンタを採用。高感度で安定

張工

ゲ

illl定ができます。

また、汚染が下郷された場合には

射う

騨

@

脚

誉︑︑題鎌畢ドド融く離職鵬磯

翻翻 擬⁝

⁝浮嚢︑−肩晶出⁝一f謡瀞戟葦︑

ザ

棉磁

部騨

︵ATR︶の実託炉建設とCAN

塩出幣興氏︵公︶は︑新型転換炉

れぞれの位躍づけなどに政府の溝

DU炉導入の問題を取り上げ︑そ

由野科捜庁原子力局長はATR

えをただした︒

実議炉について﹁概念設計と関連

また翼翼氏が︑電算がCA賛D

けは変らない﹂と答えたQ

U炉爵入を計画しており︑撚繕の

いて横討の余地があるのではない

多角化や橡働率の点から導入につ

か︒轟入するとすれば紘霞づけは

どうか﹂と見解を求めたのに対

し︑痢野局罠は︑﹁CANOU炉

も利魚がある炭量︑耐震霞︑安全

解析など閥題があり︑原子力委員

会で検柔しようとしている︒CA

NDU炉を記入するとすれば補児

科妓首筋によると︑撃ければ西

的な役剛になる﹂と述べた○

間する検討の場を螂門部会か懇談

月にも建水炉と核鰍料サイクルに

会の形で腺子力書毛会に設け︑A

て実現する上での難題点︑国際環

TR笑談炉とCANDU炉につい

境要函など多角的に検討︑約一薙

間の検討で方陶づけをする方針︒

燈化成が關発成果発表

イオン交換法で
躍．単位の濃縮U

イオン交換法によるウラン濃縮

天然ウラン溶液中に含まれる○・

技術を開発している旭化成工業は

で濃縮することに成功︑廉票・新

七一％のウラン麟をO・八七％ま

宿の工学院大学で開催中の昭和五

十三薙臼本原子力学会無会で︑欝

闘祇が独臨に開発した新しい陰

欝賑︑その成墨を発蓑する︒

ラフィーに基づくもので︑O・八

イオン交換広酸化還元クロマトグ

一方︑グラム・オ⁝ダ⁝の濃縮ウ

％台の濃縮度をくり返し採駅する

ランを欝たのはイオン変換法では

初めて︒

〈特

となっている︒二奪後にも予

※︑魚の嵩⁝晶麟は条件付承認とす

とする勧政改横法案︒許無二月岡

る︒

拍粛がかかることも予測されてい

指 ータに墓づきさらに多くの照射食

想される詞轡門委頻会では薪積デ

﹁承認﹂が国際的に実用化の

る健全牲諏瓠が出ており︑この

会に提出後︑八十︑八↑一︑八卜

四無の期聞延長を決めたもの︒

ールを撃難して︑贔冒溺に一葎〜

の照射食錨の健全性に関する蝉門

高浜三︑四号を認可

轄議禽で︑関西蹴力の高原鷺︑四

翻雛勃目標50％の達成率

署なと原子力︑火刀各一︑水力二

零露の盆訓四地点二男二十六万K 葎度当初の懲機七薦且十一万KW

長崎県議会の懲圓を反映して︑も
し政癌が翼蟄請するのであれば︑
①被醤を心配している灘民への対
策を明示すること②いわば国策と
もいえる﹁むつ﹂を受け入れる佐

を禽む対瓢策を明示すること③県

世探璽工叢に対し︑瞬衛艦の発窪

民を納得させる描鷹が必要でこの
晃地から擬崎新幹線に関し配照す

り満たされるなら︑門繋議禽とし

﹁驚慮してみたい﹂と述べだQ

ること⁝iの三点を撰示︒擾竃は

熊谷麟学技術葦簾窟は︑二十

て再考の余機がある﹂との兇解を

八臼午後︑原子力船﹁むつ﹂の修

盛機︵PWR︑五十六万六千理
K懸聞題について早し愈つため上

き漏受け入れの方劉を決めており

みせている︒

世傑欝との聞で愈兇の食い違いを

﹁核付き﹂で受け入れるとする佐

明らかにした︒撰蘭県は﹁核抜

この腐で︑長官は﹁近く﹃む

の再認講を中心に懇談した︒

藻貝蕪議長と禽い︑門むつ﹂修理

窟国難炎漏議澱︑舞上薬雄佐世傑

W︶は二＋八沼から巡転を鰹出︑
同叢書所初の難壁に入った︒
伊方一己機は昨無九月蓋江田に

W︶が︑二十八購牛後一時五十五 ル稼働︑出隅利用孫も九六︑七％

号機︵BWR︑出力八十四万滋
K業遜転入りした後︑これまでフ

晃返
を示したことにより︑政

地元議余関係蕎が正式に
きるだけ速やかに行いたい﹂と政

府は讐むつ﹂問題に筒慶な故総レ

り条件

定検は三か月間程滋が麗込まれ

府の慧向を伝えた︒しかし原子炉

つ﹄修理愚引き受けの再蟄請をで

ているが︑七月未には蹴転を再開

と順調な運転をつづけていた︒

晦︑鏡窪定脳中の同一薄紙に隣接

ベルでの決蕊を迫られる恰好にな
った︒

を去り外して入蔭するかどうかの
﹁核抜き﹂に

し戦列に復婦︑憂挙ピーク講襲に

いわゆる﹁核つき﹂

対応する激醐だ︒

富士全身表面モニタ

圏

薦止電擬製焼抹式会較辞，團ll箪業部〒100集京都

三豊譲健違蓉慧霧
@科技特自民理事に要請
木松露騨︑円城背次郎両

堅木隙イ力鯉ノ窯護の再開広し
会長︑

て昭和血縛年代単ぱに決めたい︒

化塗立やATR原型炉の性能をみ

踏み切るかどうかは蕩趣炉の実用
んと進んでいない︒このため療産

研究は進める◎ただ実証炉建設に

は︑これ以上審議が遅れムノ四食で

二︑八士鴫と四魑金で継統審糞扱

テルに衆識院科学捜術振興対策特

繍し串で︑この中でも墾水炉の検

溌斎原子力開発利用長期計蠣の冤

は二軍九B牛後︑康象ヒルトンホ いとなり︑今国会でも審理はほと

別婁員会の佐々木義義氏ら臨民党

うなことにでもなれば今後の原子

劇会長︑ま光敏夫敵策会議婁員ら

ん︵ブルガリア︑イタリア︒発響

法認一こ組蕉法案の猛勇促進力を

理ぶ三馨響叢︑原勇塞も美言蔑豪見送らむΦよ

櫨み残し

のと︑澱伝的安金控試験を薪たに需研究することによるもので︑臣事七塚閣のうち︑すてに実罵化

など実用化例は約二十錨穰に及ん

防止︶︑えび︵オランダ・殺菌︶

公立研究機関︑大学︑原研︑理研

海外での食贔照射実用化例も多

家肇謡曲で︑じゃがいも︑小麦︑

炉への基本路線を補完する二二づ

などが分担︒科学技術庁原子力周

い︒じゃがいもはソ連︑カナダ︑

量は進めている︒軽水炉から高速

原子力委農会が決めた研究灘発

に設蹴された食昂照射研究運鴬会

一国など十六か国︑玉ねぎはカナ

と判断︑この欝︑審議ω促進を求

期聞の延長は①発募防止を霞的と

議が研究開発の調整や膵価を実施

パパイヤ︑いちこ︑鶏肉の盃隠蟹

発駅炉は通覧省︑研究開発段階に︸ら精々本識瓜︑小沢一郎︑三石千
ホ
あるものは科学技術庁︑原子力船⁝八の⁝瓢氏︑瞭産側から党沢愈長ら
⁝
四氏のほか正親亮一︑森⁝久爾犠
は凝輸備にそれぞれ一繊化しよう

力開発全般に及ぼす影響も大きい

する玉ねぎの食品照射については

した︒とくに︑実用化のカギとな

ダ︑ソ趨︑イスラエルなど九か

については無条件承認︑罷ねぎ︑

瞳三雲は原了力安全規舗行政の

昭租五十憲無度②殺虫のための

る健金性に関しては誘導放酎能の

圏で法的酔鰐がおりて渡及して

要請した︒

来︑小麦は凹田瞬隼度③殺齢のた

生成︑羅徽物質の生成︑発がん物

一昨無八月ジュネーブで開かれ

めのウインナーソーセージ︑水麓

質の生成︑凌辱栄盤成分の破壌な

に
との製本長袴え方から︑

凝たに遡然的翌翌性を潴える必袈

て追加することを決めたGこれで 最低の達成率︒顧子力は北海通握

Wを五十一羅渡瓢規酒事電源とし に対し四九・七％とこの㈱駕間で

力の典翻・泊など数地勲の上灘が

力一地点醤七十鶴万KW︑火力十 予定されていたが︑地元の盆慧が

五十二駕度の新規着乎電源は原子

一

界となったもの︒五月ころ併入し
試送霞を闘始︑秋から営業運転入

伊方︻号は初

りする段取り︒

の定検入り

めだもの︒

のみかんは五十六調度の完了をメ

この粘果︑腿十七鋸には照射じ

どに分析評懸を麗ねてきた︒

ゃがいもが実用化されたが︑後続
六昂圏には結論が出ず︑ほぼ終了
した薫ねぎを除けば︑まだ試験を
﹁部残しており継続が上襲Qさら

研究分野を結集した総禽研究とす
入れる

萄用な最懸の評伽力法を贈り

る必嚢があるとして特定総命研究

照射技術︑健全性試験など菰範な

霞生慈の愈理化に樹専するには︑

スを防ぎ︑流通機構を安定化して

原子力離礁会は㎎士蕉︑食品ロ

食品照射の研究開魏について︑

ドとするもの︒

ねり製贔は丑十五確度④殺園演的

でいる︒

したじゃがいもを除く六嶋鶴が対象︒食品の安全無密控の確謙にさらに慎螢を期すことになった︒

トの研究關発風間を醸霞に応じ一〜照薙法事慢ずることを決めた︒健全性試験に

@

して四十八無九月癒工︒今痒に入

したβ（γ）線測定かできます。

高感度な測定ができま塊

あ問い合わゼは

厨が嶽ノクされます。

監視する画期的な戯匡含1です。

購疋・

の全身にf・1毒した放射線を、

1｛1人ロ扉の1｝｝！閉や

遼鵡llに匹畦知鐸し、放射線作業従事名

㈱自動扉により、人了をかけずに

ソトープ取扱施。貨において、施設の

ことができます。

原，り」発屯所なと原f力施設やアイ

畏〉

嘉i屯機の放射線「冨1測技徳iよ、昭和

調走器の製遣を群i隠していらい、

個所を知らせ、1；犀1時に記録する

は

醇AS瓢。

織二1全身表謂モニタ

⑳全身を王41又分して、個別にliノ染

に裏づけされてきています。

@
@
@
@
@
@
@

今卜iまで長年の歴史と振頼ある才支術

原
京した松田九郎圭冠県議会議長︑

四二電力の伊方原子力発織物一

県、再考に3条件提示

24ぞ｝i目神戸」巣㈱において放射線

国産で初のガスフロー方式

@

「むつ薦く再要請
り二月一田から轡科装爾が始謹っ

誤岡二穆機は静闘県小豊郡浜圃

分︑臨界に達しだ○

長i騎購歪蔓と会震炎
糞裏毛露長官、

〈羅調審〉
ていたが︑この難︑四黛単ぶり騰

i

﹁食通照射研究開発基本

曳

今秋営業運転へ
申部鷹力の浜岡原子力発町所二

浜岡2号臨界

千代繍区有県町1−12一三（瓢膚鳥緯丁ヒル〉τEl（03）2U−7掛㈹i甫

富士の計測技術

着工後4年半ぶり

に播定︑

国

覗㍉

が出てきた︒原子力委員食は︑こ
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座談会でまず取り上げられたのは原子力発魑所は煎当に必⁝

⁝

⁝

⁝

脚

⁝

煩は原子力がなくてもエネルギー

齢のが現状だ︒
︐ 今回は︑日本原子力文化振・

まず将来のエネルギー辮給の前

蝋

が容易に行われ︑二十一世紀の入

報箔を引面しながら﹁現径田木ては碍子は全エネルギー利周の簗○

闘鱒についてはローマ・クラブの

上させる必要がある︑との弩え方について︒覇氏は︑この両方の論

点と冊子のエネルギー霞給縣を陶

高く︑エネルギー消費型の二業構造を根本的に変える必襲がある﹂

健全な生存は幣かされる可能性が
ま蒙反映されているのが特魯◎﹁糧来にわたって生活水準を維持

％にすぎない︒にもかかわらず︑

成長自体に

点を背景に指滴される﹁だから

ー源を手に入れられるようにいう

核融含やFBRで無道のエネルギ

f通の土讐よる鶉〃という

原子力を﹂との論理展開畠億に問

零

と指摘︒さらに︑原子力発電駈の

題があるとし︑﹁一九七艦無の石

．

建設に必硬なエネルギー消籔關題

のは問輕っている﹂と縮摘︒結

共

し塵用を安定していくためにエネ

についても﹁原子力発電開発を進

独パニックのときは石趨かくし

周︑エネルギー危機は︑政府が第

蛎けていくべきかの論争は

ルギー成長は不曙欠で︑なかでも

めるためには石佃エネルギーが必
が行われた︒中東からの供給閤題

三世界の儒魑獅得に失敗したこと

論点を導き出す︒

こうした原子力無冠論に対して

薪エネ

は授術鮒にも量的にも聞にない﹂と指摘︒﹁絡局代替工

は二〇〇〇無に至る種機を救

でもやはり原子力に蓮点を置いて

ギーとしては石炭︑LNG︑なか

いかざるを得ない扁と結論づけ

また門原子力は高くつく﹂との

た︒

罠方についても﹁梱対視される石

切価格は楽観できない﹂と侠を分

傑予測についても﹁四億数午万計

に命わないのでは漏と独自の見解

しろ産業のエネルギー消螢は昭租

換を﹂との考え方についても﹁む

る︒しかし︑天然ウランとそれか

團民が行うべきものであるにもか

る﹂と述べ︑﹁しかもその選択は

利益得失を十分比較する必要があ

ノ
いうのではなく︑石炭と原子力の

論議の鹸提となっている貧エネル

る﹂と反論︒とくに︑これまでの

ていることを認識する必要があ

らない︒こうした塁塞にたち璽っ

機はさけられるかどうかさえわか

に開発したとしてもエネルギー危

めあらゆるエネルギ⁝源を積極的

きるだけのエネルギー供給を磯保

場食でも麩の大小にかかわらずで

されていることを指嫡︑いずれの

窟価格の予想に不安定な要因が残

に淡定される司能性が高い偏と石

のエネルギー源との関係で政治的

だけで決まるのではなく︑その他

らも﹁石油の場禽︑今後市場緬洛

たり八習︑火力が九円︑としなが

かつQ現状では原子力がKWHあ

鴨程度では一と厳しい兇方︒この

鰺十八年以来足ぶみ状態で︑エネ

かわらずこれに関連した喰料は十

需給ギャップ説にもとつく康子

説するとともに︑昭和六十薙一〇

えた︑というケースもある﹂と総

に成功しだが︑逆に矯力目下は奮

エネルギーを〜○％節約すること

傾注するとともに︑やはり巌巌携

こうしたエネルギ⁝開発に全力を

にわだって支えていくためには︑

た︒しかし︑わが国の人口を将来

すべきときにきている︑と強調し

このうちまず竺内氏は﹁資源多

︸致しだ艶美︒このうち門将来に

した︒

て再び反論︒この論舞では︑とも

本は粗鋼生躍蹟で四十三癌︑プラ

ー消費が︑乗越を一とした場合日

診当たりの米圏と謡本のエネルギ

新たな類題を生む一とこの薙え方

経済成長をザウンさせるとなると

スティック生繭で三十四催︑翻動

欠けている﹂と擬摘︑ある程度の

蘭にある繕曙不安に対して認識が

閥題の本質論については奨っ込ん

だ議論が行われるに翌らず︑一応

まだ欝木瓜は哨陰虚の単樋面績

のケリ︒今後に謙題を残しだ︒

あたりのエネルギー汚染は世界荷

﹁石炭の湯愈︑聾OXや炭穀の廃

炭か﹂の選択の閤髄に縞びつけ︑

璽

原f炉圧力容器、格納容器、原∫晶系配管、熱交換器

糠

賢

廃棄物処理システム、炉過器、濃縮器等

一．

即

静

曾

轟・

耀

臨

灘

軋拶
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㍊
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・のなかで原子力をどう位置づ

原子力の果たすべき役割は大き
要で︑もし石応が枯渇したら原子

だけに幡羅を求めるのはおかし

に起因する縄然たる改治熊機とう

．る﹂パネル．シリーズの第一 隔

．弾としてこのほど実施した原

竭閧ｪある
い﹂との考え方と﹁むしろエネル

力も終りになるともいわれる◎石

い﹂と椴摘︑臼給率の類題につい

9薪局面をみせながら︑いまだ・

ギー成畏は地球破壌につながる恐

蘭鷹機に頬処するために原子力を

けとるべき︑というのが岡氏の結

されたとしても将来のエネルギ1 ルギー需要の伸びは生播エネルギ

ため〜○％の雀エネルギーが実現

ーの伸びによるところが大きい﹂

ト産業のようにここ十隼間に一次

ギー蘭題について﹁例えばセメン

青太氏は︑﹁省エネルギーをはじ

艘機免脹のためには全課約な努力

と指摘︒これが原子力への不儀醸

分公表されていないのが硬状だ﹂

プに起図するエネルギー危機は避

力酎醐近体に疑闇を投げかけるの

この聞題に闘連して星野氏は︑

と批判した︒

けられない﹂との論え方について

造の転換を図っていくことが前提

この点は板倉氏もほぼ好様で︑

が必要というQ

いくため︑原子力の利用は必嚢﹂

代藩エネルギー源としての原子力

％の轡エネルギ⁝を実現するだめ

となると懸摘︑この点では竹内氏

に門将来の生活を守っていくた

車の保有台数で十億などとなって

気︾

げ

混迷から脇出しきっていない．

れがある︒また︑原子力以外のエ

ても﹁原子力は臼本のエネルギー

論︒

経済成蝿問題

ネルギー源に重点を麗きかえてい
というのは雪避っており︑エネル

臼立に大きく負献ずるといわれ

・

ていること慮体誤っている﹂との

興財団が昨無スタートさせた
握となる経済成長率について提撮
︒﹁エネルギー・原子力を考え・ された主な論点は﹁成長を前提し

く必要がある﹂との論薫が鋭どく
ギ⁝小室の観点からも原発は羅り

に困ることはなかったろう﹂との

主張と﹁隼五〜六％の成擾は不再
手立したまま終始した︒

ある程度の

90

このうち︑﹁経済成長を続けて

欠漏との霊夢の二つ︒前薔は﹁経

子力蟹成派︑批判派が同席し．

・ につながる﹂︑後者は﹁雇用︑生

すると︑それはその濠ま環境破壌

ての討論会から︑見解の一致● 済成長とエネルギ⁝成畏を葭提と
．点︑不一致点など論争の現状

腎を追ってみた︒
酒水準維持のため経済︑エネルギ

成長は必要
工＊ルギ⁝問題
これに対し青木︑板倉︑稲葉の

という響え方︒確かに原子力には

も同氏の論点の一つ︒唄もし六％

には︑さらに独諮に石磁換算八千

の考え方に岡凝した︒

三氏は皿エネルギー成長︑原子力

必然的に放射冬物賢という閣題が

と石巌の相閲関係に蕎及﹁もし本

成長となると一九八二年までにエ

万詩膨を新たに激発するくらいの

﹁この濠まいけば石醸儒給ギャッ 成の一園ともなっている︑と批判

ていくためにも原子力に全力を傾

わたって睨倣の腿用水鼻を維持し

つきまとうが︑いまや︑原子力を

当にエネルギ⁝竜機が予測される

チレンは三醤万歩一三鳶五十万

﹁ある程度の生布霜融を維持して

濠する必蟄がある﹂というのが響

開発してエネルギー生薩を行って

としても︑その場食すぐ原子力と

利用は不可欠扁との篶え方でほぼ

照蟹型の濫業構造のままで︑この

木氏の見芳︒﹁今後とも引き続き

いくしか方策は残されていない︑

1成長は必要﹂というのが主な理

有限な地球で無限に成長をとげる

麗競不安を解消し︑なおかつより

由︒

ことは不鰐能﹂と︑長期安定経済

というのがその琿由︒﹁繕び的に

べ︑あまりダウンさせすぎて将来

の生活を破壌に導びく危険性を指

の投貸が重要な問題となる﹂と述

摘した︒結局︑経済成長︑エネル

ばならない﹂と指摘した︒

という論理は︑麻薬悪轡が︑薬を

す扁論で︑この璽剛性のどちらに

止めると禁断舵状が早るためつぎ

らいの利益がもたらされ︑どの程

ギー成長によって醜体的にどのく

上っだ壁濡水準が下げられない︑
竹内氏は﹁人類は子唱酬に至る

つぎと麻薬に深入りしていくよう

力点を堆くかで議論が分かれだ︒

輪

には一定の経済成長は不可欠で︑

よき播祉社書を笑競していくため

にしないよう使っていくのが人類

やはり原子力

まで健康で文化的な璽活を魑む権

なもので︑この悪盾環はいっか断

稲葉氏は﹁やはり籠草山万人強

﹁人購の高蔵をとめることは凶蜷

め﹂との同じ蟹的から正反対の精

の入晴轡瀦が続いており︑これで

で︑エネルギ⁝増加を前提せずに

つまりエネルギーのもつ両義性︑

に批判的Q青木氏も﹁現爽に囲の 数一との論理展開を﹁原子力か石
麗日の人口を支えることは考えら

論が塞き出されているのが特色︒

度の絶境破壊を招くのか︑という

利をもつており︑経済成畏はこれ
を霞標とすべき﹂としながらも経

と反論した︒

．

成長論に疑聞を投げかけ︑門潰源

これを蔑づけるエネルギ⁝成長は

の英知一という判断だ︒

発電が主流
代替工本ルギー

﹁一度

危険なものでもこ轟を饒実の燈険

地球が霞浄できる範隣で経済懸動

不良欠だレという︒

利用は必ず廃棄物と廃熱を爆う︒

を行うべきで︑これを超える経済

﹁今購︑鍛調練の審議ペースなど にエネルギー贈加は不斑欠漏とい

まず︑エネルギー危機について

﹁将来の人熱を支えていくため

摘︒これに対し︑育木蝋は﹁今後

成長は自殺行為に等しい﹂と摺

・

たなければならない﹂というのが

﹁雇雨確保︑生猛の安竃のため

だめ経済成長をダワンさせること

済成長は逆に環境破壌をもたらす

〜九〇〇葎〜一九七三年の間にエ

うのは稲葉氏︒岡氏は︑門鐵木は

に経済成畏を﹂との壽え方に対し

から昭和六十〜六十五葎ごろに需

竹内氏は﹁地球上の當然︑質源は

給ギャップが予納される﹂と懲

ネルギー露要は三十優に飛躍的に

がそのまま経済成長の翻的を実現

とも引きつづき薩用不興を解消

鰻濾した︺と歴史をふり返ったあ

これを子孫に財藤として大切に残

する︑という考え方︒貫体的に〜

し︑よりよい編祉縫会を実現する

場台︑親笑に勤務体系の変璽や操

摘︒こうした壌態にたちいたった

と﹁エネルギー艦機はつくられた

していかなければならない﹂とし

同氏の結論︒

業短縮になりかねないとの不安が

危機ではないか﹂との批判に対し

ために一定の経済成長は不司欠偏

また︑将来のエネルギー成長論

ある︑との考え方がその背饗とな
っている︒一次エネルキ⁝供給忠

直︻託︵日本雲箔蓄迎盟銭表委員︶

れないレと覆論︑﹁産業構追の騒

棄闘題などから大きな汚染につな
いることから﹁こうした世騨有数

成長のダウンはやむをえない面も
電気を供給するという利点を指摘

た点からも石炭︑大陽︑地熱など

がる恐れがあるレと指摘︑こうし

ていくしかない︑と述へだ︒

と比較してやはり原子力を重視し

ある︑としながらも噌漫本のよう

いくためには︑今後こうした醜へ

将来よりよき福祉社会を実現して

な社会資本が不撫している潤では
えることは逆に社会破手につなが
る﹂との論点を導き軽し﹁環在の

の汚染出島で山霧％もの敵長を考

経済成長はダウンしていかなけれ

とする﹂論︑公界をもたらすとい
う欠点を強調するのが後嗣の﹁エ

．猟
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﹁隙子力は必要か㎏に続いて蹴り上げられたテーマは﹁で

いるか︑原子力開発を続行し放射

り・これが現実の危険性を極めて

門三覆の安全装醗が設齪されてお

リー測位でみれば六凶が外印濫

擬遡しており︑わが国の場盆カロ

の世論調査では︑石油資源が樒

法に難題がある﹂と批判的︒﹁こ

羅野氏は﹁こうした調竃は実施乃

性廃棄物の蟹理を子孫に頼むか︑

﹁なぜなら食物や飲みものは広く

京た門もし炉心部は非常に構驚

選択するとすれば︑後瀧を選ぶべ

る︑という項難はみあたらない﹂

渇しても石漉火力で十分補いう

ている多頚防御の警え方を説明︑

射性廃判物は樋めて原始的﹂とい

だ︒したがって︑個人の薗然彼測

極
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式醜

幣

業E
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日本
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離郷

力晒

鎌脚n
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東 特デ

叢墓

I」03（372）5002。8214

脆を講っていても︑それに比へ放

低いレベルに撮っている﹂と懸蔑

に﹁鑑識のうち四一％は︑わから

014

露

盤轟

譲

］』06〈252＞3512

﹁原芋力は麟在的に勉険性が高い﹂との考え方と﹁しかし現
きで︑子孫に欠芝生濡を強いる権

射件核種と人工放凝性気慰を細長

ない︑と震えているが︑いままで

（372）

社軸社

TELO3

は︑原子力は本当に安閑か﹂という闇題︒ここでの議論は︑
うのも属浅の論点の一つ︒﹁廃鍛

比較する凶漁論は砂上の楼閣を建

に選択を迫るなら︑こうした点を

3727〜9

が

いう考え方︒﹁慮然放射線は地域

長で笑業がどのくらいおこるの

れている他の社蕪現監に比べ五︑

これに対し板二二は﹁原子力の

技術壷料、力夕葭クは下記へ

安全論

とし︑﹁だから︑こうした設問方

致せず︑このことは

射線嶽には

線羅はその地点の物理的な窟然放

また﹁放樹難は澱めて低レベル

した︒

板禽氏の弩え方︒原子力は満脊的

利はわれわれにない﹂とするのが

ない﹂とするのがこの蕩え方︒竹

ファルトで閉じ込め︑海に捨てる

物をガラスのなかに入れたりアス

内践もこの考え方に嗣調し︑さら

霞然放射線暴の醐いインドのケラ

う︒こうした観点から葭然の放

ラ州の調壷も嚢付けている篇とい

であっても澱伝に膨響するのでは
ないか﹂との批判に対しては﹁入

に危険だが︑技術的にこの燈険性

山は摂い間諮冬期酎貰下で進歩し

などは技術ゼロのやり方といわざ

いう穆え方がその冑漿となってい

を現実のものとせずにできる︑と

てきており︑遮伝影禦はない扁と

法は作為にみちており︑儀偲でき

発緬駕危険論には﹁放射能という

るを得ない﹂という︒こうした原

る︒

矯激は︑まず潜彼的麓険姓と現

擬報といえば政膚が作成したもの

天然エネルギーを入工的に封じ込
めること自体が不惑能であり︑も

てるようなものだ﹂と絃棄した︒

やパンフレットや大新闘の舘襲し

によって大きく異っているが︑こ

これに馨し板愈氏は︑まず﹁瞭

心理曲に繭蕎を混同ずるきらいが

実の種左心について﹁ともすれば

うした放射線が曇る地謡での趨俵

高度の擬製国家をまねきかねな

かなく︑これでは多くの入が正確

しこれを無理に実競するとなると

な覇断ができないのは当然だ﹂と

る扁というのが騰氏の継諭︒

これに薄し﹁もし︑い酒石痢を

中に含まれる一酸化炭素は人を死

働には大きな淫異が背澄すること

倉葱問題を考える際は︑わかりや

麗A睡S−1。・。シリ＿ズ敵1購叢濃購定シス． ぽ

実の危険性は極めて低い﹂との纏え方にご分︒

危険論

門潜在的に危険でも摺董にもわたる安裏装躍によって現実の
危険につながることはない﹂としているのに対し
は﹁灘在的危険は現実の危険性となる可能性が高い臨として
いるのが特色︒

る米国の擾醒する科学背罵盟報告
を引用しながら﹁現実に炉心部の
トラブルが頻繁に起きているしと
指摘︑さらに放射性物質が敷地内

うが入体に影響を与えるのは放射

いう︒

然であろうが︑人工のものであろ

愛野氏も︑出藍確な彌報不足が

いる◎こうした懲然放射線との比

既物質ではなく放射線だ﹂と指

禽慧形成を難しくしている﹂とい

に相異はないことが明らかなって

摘︒さらに原子力の場臼潜在的縫

う湾え方︒門たとえば叢叢と経済

ある﹂と懸耀きしたあと︑工学的

険と現実の億険の遵いを縫分認識

成長との関係についても︑六〜七

安金性閲題については現在とられ

較で原子力開発を進めていく鴨り

する必喰がある・とし︑﹁たとえ

い﹂との考え方がその鷲禦にあ

だけを考えて原子力を爽施するの

後麗に選伝的な闘題を残こすよう

ばここにある机は墨金なものとし

勲というが︑では四％や簗％の成

％の成長は腿嗣確傑のためぜひ必

る︒結局﹁いまわれわれの快適性

か︑子孫のことを考えて原子力を

なことはないだろう﹂と繊細︑

て社金に受け入れられているが︑

撒は放射能平滅期は八・

の行敷︑経済の体制を変えること

幽する何らの機翼にも懲敵れたこ

によって免れえるのではないか︑

か︑それが起こるとしても︑日本

といってだれも机を抵鼠から聾

の危険にさらす︒しかし︑たから

り去ったりはしないだろう︒確螺

たりが十分承されない︒原子力と

あるいは免れえないのか︑このあ

徹炭の比較についても総計醜に撤

からいえば漂子力の方がはるかに

較的短いが︑体内に入ると︑その
大逸玉が急速に印状線に集まり︑

また門霞然放業性核種と人工放

たらす﹂という霊張だ︒

こうした論押から門炭素14のよう 濃縮され︑局部的に競い被曝をも

優説がその膏雛にある︒そして︑

に畏寿命で︑しかも二物体内に入
ると︑その一部が畏羅聞体内にと

底した譜礪はなされていないので

安全だしと指摘した︒貝体的に原

とがないため︑無抵抗だ﹂との

鋸と比

﹁陳発が遡伝瞳醤を与える﹂との

蕩え方は科挙的に憂け入れられな

もしこの机が発火したらその煙の

放観するのか選択を迫られてい

いだろう︑と述べた︒

使い切って子孫に欠乏の鑑活を強

が構えるのは︑樹水が空気申や地
震の物質を濃縮して初めて可能な
のであり︑濃縮は澱然界の極めて
膚然な過程﹂という考え方がその

また︑﹁放射能を閉じ込めてお

背漿にある︒

スムツセン・レポートを引用し

子力の安全性について穏したう

があるのであり︑爾嵩から鮮麗さ

まず意慾に示すことが前提となる

﹁両舷の人体内︑湧物体内での行

射性核礁の比較﹂問題については

比が大きくしかも擾寿命潮然放購

六ケタも危険駐は低い﹂と髭摘

極めて低い︒逆にいうなら︑存蕉

くことは懲然法則ナ不運能Uとの どまるものは自然弊での存在比が
指摘に対しても︑﹁放射能を全く

性核種を多鍵に蹴り込み︑藤乱す

れる放射線の曲輪を騰接比較した

﹁原子力は現存すでに受け入れら は﹂と揺摘︑原子力について国罠

るような生物は︑進化の過程で︑

﹁親荏の蜜全の闘え方を今後とも

受けついでいくかぎり︑原子力を

すい広報を行っていくと同購に︑

と絡愉した︒

り︑礫親中での放出放粥綜羅によ
れ︑絶滅するだろう﹂との縮論を

郵蔵しても社会に偏して麟石工危

って繭鞍の雀物効果を比較するこ

この不朔な条件のため︑淘汰さ

導きだす︒﹁スト資ンチウム90は とはできない﹂という培え方︒

よって住民の謬加を求めていく必

﹁報翠雲︑説明該︑公聴会などに

齢捉となると︑述べるとともに

がパブリック・アクセプタンスの

は・行政懇箸申に従った行政改革

要なのでは﹂と指摘︑また編木瓶

国民にも理解への努力の姿魏が必

¶鳴浜の比較が無能なのは人がそ

の地点の屡外で裸で一年中すごし

その地点でとれる食物と水だけ
を摂取する嚇命だけだろう﹂とし
︐

態形式を難しくしている﹂と分

食◆

険性を実聡的に増舶させることは
その放射能Ψ滅期が二牽ヒ︒ヒ蕉
組織にどんどん心積さ

◆

ないだろう﹂と述へた︒

と擾く︑

れて︑脳髄︑遣血組織に簗近距離
から被曝を伝える︒京た︑ヨウ素
ゆ

つぎのテ⁝マは︑原子力購黙認進の画業のカギを握る凶民

ギー建長︑石趨の入手司毛鑓︑産

析︑人口悶題︑経済薩長︑エネル

さらに︑このあとの敷疑応答で

要があろう扁と指摘した︒

1

（244）

町1−31−3

遺伝障害の
．危険がある
・一放射線問題
で粉失したケースに誘行し﹁康発
を扱う入間の質にも物越がある︒

いかに精密に設計された施設で
も︑例えば炉心部の談叢を下講に

へ立ち入らないような労務籔理で

まかせっきりにし︑正社麗はそこ

ははたして安全が傑てるかどうか
疑惑撫と述へた︒

現実の危険
性は低い
安全容態
しかし︑こうした﹁騒然放射線
以下なら安全篇という考え方に薄

放射能を閉じこめることは原理的

なくすことは困難扁としながらも

に難しいことではない︑と指摘︒
﹁のちに放射能の管畷を子孫に委

託するわけだが︑現在・どういう

方法がこの管理に一番便和か︑
その方法を検討している段階だ﹂

こうした論点に紺して星野氏は

と述べた︒

現在松山地戴で係鎖中の伊力原発
行政訴訟に提出された第十一一回確

備真面を引用し﹁人工放射能は翻
然二重能に比べ人体にとり込霞れ

スのあり方をめぐって﹁抵追側の秘踏薫義︑正しい補蝦提供

的合懲形式問題︒ここでは今後のパブリック・アクセプタン

業構造転換の実効性︑生濡エネル

るのではないか僧門従渠の尊い古

はフロアーから州際子力批判論は

ギーなどを総舎的にとらえ︑︸つ

された賛成︑反対論では議論して

理論無界で︑哩論におち入ってい
また︑この病訴に閲撫し︑最返

も憩峡がない︒新しいオリジナル

の多元宿老式とし︑国民の覇断を

実旛された世舗調査に為及︑一二

データを提出し︑論議を少しでも

求めていく縮緬がある︑という︒

の四四％は門蟹成﹂と罫描してい

％が﹁心寄偏と愚答しているもの

などの悪兜が両懸︒鹸後に司金の

進展させなければならない﹂1一

ア ム

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。

まず放射線の問題について︒こ
こでは﹁原子力発輪回は将梁にわ
たってすへての図属に放射線隔を
無える﹂という霊張と﹁人闇は長

原発からの棚抵レベルの放射線が

く菌然放射線下で響してきており

放射線障害説〃を霊

というのが霊な袴え方︒

人類に影鞭を与えることはない﹂

このうち
淫する熔内氏の論点は﹁われわれ
の子孫を健全に維持するため必塾
な避伝子は原発からの放射線が地
球上にばらまかれるようになって
以来確実に隠欝を与えられつつあ
る﹂というもの︒岡鋲は︑まず︑

いう仮説を引飛︑さらに﹁遺伝

によって・千万傍に凝縮されると

うもの︒その例として牛乳が生物

く濃縮される河能性がある﹂とい

放射鮨でも蛋物によって極めて重

する竹内氏の反論は﹁低レベルの

工CRPが放射線の鞭伝獣性につ
いてしきい値はないとし︑極めて
低い線騒の領域はいまだ生物学的
な解明が行われていないため︑現
在はより安金サイドに立つべきだ

としている考え方についても︑
﹁これでもまだ十分でない﹂とい

陳欝は現旺の方法では探知できな

やすいのではないか篇と反論︒そ

の不足が合悪形成を難しくしているし・﹁原子力批劉論は空論

に妊りがち篇一iなど態亮が分かれたものの︑今後ともこう
した議論を続けていくことが合慰形成の渤提となる︑という
ことでは晃解が一致した︒

を瞥わが国にはこの問題を︸つの
観点から覇閉し︑押し切ってしま
おうとする傾向があり︑これが禽

ると指摘し︑さらに五大政党も経

野縁氏が﹁今後もこうした議鍮を

済成屡率について五％以上では〜
致していることから︑﹁ほぼこの

クセプタンスへのスタートライン

の牒状ではないか﹂

続けていくことがパブリック・ア
合憩

となろう﹂としめくくった︒

線が

しかし︑この世論調査について

と分析した︒︑

5
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原
う︒hはっきりしなければ︑それ

だ︒

安八﹂という論理についても﹁非

い形で進行しているかもしれな

れによると﹁たとえばカリウム40
のように霞然界での存在化の爾い

て肇く︑盗物体内に入っても短期

今後も論議
酔・A問題

継続が必要
・

このうちまず﹁パブリック・ア
クセプタンス形成には多元総懸武
の轡入を﹂というのが稲藥氏の遣
え方︒難燃は︑台顧形成の聞題点

ADC8K、メ「きり一4K

ρ

了4，一29
一31−3

のシステムが構成できます。

闇闇幾

TELO3

∫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

は便うへきではない﹂という霊張

常に長い騰問をかけ地球上の生物

い扁という︒﹁プルトニウムのよ

損傷を專えており︑これでは子孫

闇で排出され︑藩横されない︒し

専

特

独自に開発したAEC−NIM

，

かしスト曽ンチウム90︑ヨウ素

かで初めて作り出した人Y放射性

脅

﹁放射線の灘性はすでに霞然界
に存窪しており︑原発はその一γ

は了然界の放射能に対し対処でき

うにい濠まで自然界に存在しなか

分の一の放鮒線しか出さないから

るように自然淘汰されてきてい

こうした遺伝灘性物質は︑ちょう

に対する灘酒がもてない㎏という

った放射性物質が越伝に潜存的な 放射能の塗物体内での代謝は禰め

どコップに水が一ぱいに入ってい

論理だ︒

る﹂ことは認めながらも﹁二物と

るような微妙なバランスを保って
いる﹂として﹁これに少しでも人

﹁自然は常に慮然放射線を濃縮し 家島には生物体に擾期間にわたっ

こうした考えに対して板禽氏は

撒︑セシウム獄などの入工毅射性
工的な放射姓物質が加われば鰻伝

つつ健康を撮ってきた﹂と応酬︒

の間これを摂取し︑今日の健艇に

に愈んでいるが︑人類は趨い歴更 論理と岡じく﹁人類が原子炉のな

て影響を与え統けるものが多い﹂

陣霧を超こそう﹂と独霞の見解

例えば灘の魚はカリウム40を多蟹 という︒この能え方には雛内段の
また同氏の指摘するもう一つの

に立つ︒

論点は﹁原発の工学的安全性にも

る生物がこれに対する適応力を獲

核魍については入洛を盒むあらゆ

9

◎

CSには二千の欠陥がある﹂とす したQ﹁なにもないところに樹木

覇監酢聖獅匡睾11酢膨511匹lll甚撃1匹｝9｝1融巳「乙子1響匹撃弓馬1睾顎顎1艇婁

聰じ51覇1匹摩帽1摩11摩匡lt摩5量匡6星監1匹脂編1雪曇「1甚，雷19臨【摯｝門戸艮匹1甕糎毒

竹内氏

臨膨曜5覇「曇睾聾酢1摩11睾91「膨覇1脂8婁膵511｝1曜il竃1曜811臨ll匡匿11鵬1辱塵

疑闘がある﹂とするもの︒﹁EC はなんら異常はみらない︑と摺摘
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ドタイム六年に

事前にサイト確保が必要
米エネルギー省︵DOE︶は三月十七日︑議会に原子力の建設を撮進ずるための法案︵一九七八蕉
原子力立地・許認可法を提出した︒法案の骨子は安金性をそこねることなく︑りードタイムを現在の
約十年から約六璋に短縮しようというもの︒その内容は許認司プロセスの単純化︑立地地点の事前環
境調査によるサイトのバンク化︑など︒許認可の促進法案が通過すれば建設に要する不確かなリード
タイムに対する不安も除かれることになり︑建設キャンセルも自重に減るものとみられている︒

に求めなければならないことが明

石川ストから鱈力供絵源を多方面

昨無の天然ガス不足さらに今年の

千四湾万がとされている︒一方︑

開し︑髪の建設コストは約四二三

トーンけ順調な進捗で七五葎に還

に建没申論を行ったが︑マイルス

→

議会に送られた法案の薫な内容
許認可プロセスは今後さらに縷討

容易にする︑としている︒新法案の

照︑﹁核燃料サイクル必露癒︸と

加速されだ場台は二〇〇〇年に一ご

原子力機関︵NEA︶は三月十六原峯力開発が現状の冤通しを懇え

経済協力開発機構︵0露CD︶ 倍に拡大する必要も弩えられる︒

鉱濡動の継続︵新鉱床の発冤およ

刺激︒拡大②その要因ともなる探

た公聴会のくり返しによる建設の

禽懲⑤霞力翻給計画の州への護任

クの廃止④佐民の攣期参撫による

翻隈⑧遺邦・州政府の二璽チェッ

サイトおよび標準化のバンクから

環境調査を終え建設が認簿された

なる

千誘になると発表した︒NEAが舎には十一癌の拡大が富強になっ

の世界のウラン講蟹嶽は牽七万八

︵彌蓄︶構想1⁝ 題する報告欝をまとめ二〇〇〇年

うるとしていることから︑この場

十三万八千沙のウラン羅要もあり

国の原子力開発の十分な検討と計

二点が必要︒薦激策としては︑各

び携定資源を確認資源にする︶の

強化︑など︵概要滲照︶︒これに

電力禽祉が八O無代三々短縮され 源︑生薩︑需要﹂によると一九七

選択し着工する⁝⁝に対しては︑

今犀一月に発表した﹁ウランー資

源は二〇〇〇年までの原子力発電

をあげ︑さらに各国でのウラン開

限されないためには①生合能力の

り︑この閣題は原子力平和利用国

討されている全ての問題は・今後

NEPA費務の一部もしくは金部 原子力発臨所の許認可で目下襖

の後十無ごとに輿新できる︒

費務を引き受けることができる︒

る︒NRCは初期敷地許可︑標輩

公聴会

る場愈のみ開かれ︑以前の聴聞の

トを完成するのに要するコストと

める原子力発隠所製造懸者または

講③建設許司︑または麻前調董し

（再処理しない場合）
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き中でも正式公聴会の開催を要講

める霞気嘉業蓄からの晦講

紅
年悶

︵八千九酉八十九平方詩摺︶の一二

いる︒ENUSAは新協定で一億

か所でウラン探鉱作業に魑照して

八千万ペセタ︵約五語五十億八千

万円︶を二年半にわたって追加支

出する︒

西独ウラニット社

濃縮工場建設
を州に申請

︹パリ松本駐在酸︼西独ウラニ

ューケム蕪社の共同子会社︶はレ

ット社︵VEBA︑ヘキスト︑ニ

のグロナウにURENCOの超二

1ニシェ・ウェストファーレン癖

定し︑州政府の認可を申請した︒

心分離濃縮ウラン工場の建設を決

認切をえた場盒ドイツUR鶏NC

︵約一千一奮一円︶の見積り︒

O社を設立する︒総工費は十量産

濃縮工場拡張し
ブラジル分確保

オランダのアルメ貝

オランダ政府はUR8NCOの

工場の生産能力を年四蕎六十樋か

超遠心分離農縮ウランのアルメロ

可︑二億ギルダー︵約二百二十億

ら千五首ゾに拡張することを認

円︶について保証することを決め

た︒これはブラジルへの供給を確

○年代初めに行う︒従業員数は千

保するためで︑拡張工事は一九八

五百入と冤込まれている︒

スペインで十万
人が反対デモ

痢︑工璽甲断を要舗

︻パリ松本駐在艮回スペインの

ニア原発︵九十三万KW︑籠圧水型炉心墓︶建設工事環場では反対運動が激化し︑三月十二臼の反対

バスク地方ビルバオ市近郊のレモ

会も中央政府に工事中断を要謂する決議を提出している︒

韓国︑W翻社に原発二基発注へ

韓国は計画中の霞里康発三号︑

四号を米ウエスチングハウス社に

五酉三十四平方薄層︶︑メタ︑ボ

菌屑︶︑クンディナマルカ州︵五千

力とも伝えられていた︒

み︑一華は仏のフラマトム祇が有

ては米国議員買収工作問題がから

したことによるもの︒古里に対し
を準備し発喪する︒また︑州は計

ヤカ︑クンディナマルカ三地域

動きは来内務省が全面融資を約束

式に発注する模様である︒この
ENUSAすでに昨秋・サン正タ

所の探鉱開発権をえた．．

車方詩焼におよぶウラン鉱区二か

結した︒この協定でENUSAはアマゾンの森林地帯グアイニア地域とウアウペス地域で各二万五千

このほどコロンビアのウラン乳業協会と新たなウラン探鉱協定を締

門パリ松本駐在澱MスペインのENUSA︵国有ウラン公社︶はは電力会社イベルドエロの事務所で放火箏件があった︒バスク州議

スペインのENUSA
デモには十万人が参加︑士二臼に

コロンビアでu開発権得る

と捲摘している︒

処していかなければならない一

など核拡敬防止がらみの制限に対

プルトニウム燃料︑再処理の利用

を予想し︑ウランの輸出︑濃縮︑

ことにより︑今後の原子力の伸び

の開発という大きな闇題を抱えた

給確保と薪型転換炉および憎殖炉

っては︑現在の数催のウランの供

曲が特に璽要となる︒産業界にと

燃料のない国にとっては増殖炉蘭

猶蟷炉があり︑ウランまたは代替

つながるが︑決定酌なものとして

水炉と比べればウランの節約に

新型転換炉︑トリウム炉なども軽

択が必要とされ︑現在︑進行中の

隅要に対する策として炉型の選

撰期的にみれば︑繕罰するウラン

間で討譲していくことが璽要︒

ウラン需要（丁トノ・ウラノ）

地域︵四万三千八蒼四十八平方

て認識済みとなった敷地と設誤を

r。2「

ーハム原発︵港WR︑八十四万K
W︶があげられる︒岡原発はマイ

ルストーンニ矯激︵PWR・八＋

白になり︑原子力もその一つと考
ショーハムは公聴会と阪定工蟹認

六万KW︶と同国︵一九六五駕︶

える︒現在の許認可方式は内容が

ことが亀な原町となり︑運開予定

可の期潤が三十六か月にも及んだ

は八↑蕉秋︑建設コストは十二億

たびたび変璽され︑電力側の租極

謎にもなるなどの影響がでてい

的原発建設を抑舗しているが︑今

つくりあげたいUと述べている︒
る︒

回の法案により︑明確なわく線を

現在︑許認曙の遅れにより顕著
な影緻がでてきているものにショ

二〇〇〇﹄年に六倍⁝に

はりードタイム短縮のため①建設

のの︑リードタイム短縮の墓礎に

・改良を糖えていくとしているも

ことなく米團のエネルギー開発を

法﹂案の欝的は︑原子力発電所の

七八駕原子力立地・許認可促進

公聴鼠での問題蒸し返しに封ずる

許期と運転許旬を倉わせて発行②

で伸び悩んでいた原点力開発に酒
気を呼びもどそうというもので︑

より瑚在の建設のために要する十

七年のウラン生産騒は約三二ゾに

発︑生産︑再出に関する政策強化

画︑建設資金の確保︑ウランマー

カ⁝ター大統領が昨黛匹月に提案
たプロセスを運用できるよう大息

はむしろ逆効累を砲むことにもな

〇〇無までに生産量︑能力とも六

NEAは報告講で⁝ーウラン資ケットの安定︑インフレの軽減︑

した﹁国家エネルギ⁝計画﹂に沿

〜十二蕉のりードタイムを六〜

二〇〇〇無以降も含め戯絵も制

所の五塵に＋分見隠うものだが︑

金と消蟹者への電気料金物担軽
OE長窟は﹁七三無の石縮危機︑

法案に対しシュレシンジャーD 沙と報告していることから︑一一〇

近づき︑生産能力はほぼ三万三千

⁝謙癬で阜急に許認斑プロセスを
滅︑安全性や環境問題で妥協する

﹁混成偏公聴会︵法舗手続きと論

り︑電気薯業蓄は発霞駈を運転さ

の引き受けを認めることによって

欝翻可翻萱手続き

せるのに要する時間を確実に冤通

によるものと璽翻している︒州が

瓦NRCが行い︑多くの場含︑州漕手続きの場倉︶を開催する︒

贋境調査も霞力露要の決竃も筒
る︒認蕨済み敷地の州備蓄﹂から

を約六年間に減らすことができ

一奪闇衡効な魎定運転許可瓢は

ディアを通じ公褒される︒

原子力規制委員鼠︵醤RC︶が緊 の選定と認簿標準設計の利用によ

①敷地隊愕

畢項の爾請を切り離した標雌化発

急な公衆の必硬姓または緊慧性が

標螺化発電駈設計

て︑原畢力施設立地と許認司手続
羅駈設計の早期認可

あり・蟹江︑安全上の孚続き金て

建設︑運転磐台許可

出する︒法環は﹁一九七八年漂石

放射線安全に属するものを除いて

のある敷地と標準化設計は調齎さ
可される︒このことはプロジェク關趨する不確竃要累を減らし︑プ 決定プロセスへの公衆の係わり強金︑環魔上の全ての要講に盆致し

早期敷地認可については︑露力罵

引続き検討される○しかし︑計画
環境調壷

この法案は︑公聴会はいかなる時聞を酬減する︒

求される所要の環境影欝調董の一

無難輝縣罫羅繍號鯉熱編麟講

野戦勤繍嘲の機会申乞菩λ該翫鶴総監獣麗総

早購の公告と公衆闘与①惑思Cが公衆の利叢になり︑健康︑安の上司地葺団体は︑放射線衛生とを根拠とすることができる︒

地・許認可法あ概要

二九七八年原子力立

NRCの認可を得て︑各粥や州境の決定は電力の籔揺糧来見趨しれ︑発電所建設串請に先だって認 原子力発爾所の立地と群野司に

れをも支持するに足る十分なデー

了醗に与えられる︒

法律は作業の璽鰻回避を求める︒

運転上灘誕の鷹定改定は︑NR

すことができる︒

タがなければならない︒

が完了しだと認めれば︑公聴会終

国的

とする︒

力立地・許認可法﹂︵醤SLA︶ は敷地認斑と酸終設計鶴里のいず

①串請に

きの効率化を図るための法鷹を提

統領の国家エネルギ⁝計画に沿っ

エネルギー省︵DOE︶は︑大調糞︒

再検討するよう指示し︑標準化を

ったもの︒大統領は国家エネルギ 七琿に短縮し︑電力会社の建設資
修正を行わない方針︒

てくる︒

遅延をなくし︑相次ぐキャンセル

バンク

敷地賜辺の環境調査や建設および

DOEが識禽に提出しだコ九握案していた︒

700

運転許司に対する藻躍の変璽︑ま

丁丁ウラン需要で予測

l．8（X）
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放射線影響に関するNRCの結論は建設︑運転併禽許司の発行手続用いる建設・運藤併a許認罵を求ンデール︑ボヤカ︑セザール三

標準設計認可は葺隼間有効としNRCは州に反し︑原子炉運転の設計の認可を与える手続き︑また

置穐の発露所硝請麟項を敷地と

その後一溜ごとに璽瓢できる︒

催し︑NEPAの決定のための

他

されています
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懸盤ス 期 間 を 十 〜 十 二 年 から六〜化の規定

璃O踏肥驕驕境雛露髄灘繋蘇離繍

介入番資金①介入蚕に資金供

給するための五か奪試験計闘の規

定
法律はこのほか次の点も規定し

単婚の除虫

追求等により信頼を独占し、世界！20ヶ国の広い分野で使用

原f力設備容量（GW・）

敷地認萌は＋無間構効とし︑そ部もしくは全部を暴慢することの機会に出なかった問題に隈られアーキテクトエンジニアからの申

ついての繭諸検討を含め︑大部分叢者︑州濠たは機関からの融請②対するコストを軽減することになせる規定②新しい衛愈偶報がな たと認めれば︑公聴会終了前に認 氏家環境政策法︵NEPA︶で要 の季続きでは︑公臆会は要請があ 機華原子力発電藤設計の認可を巡る︒この法律は公聴会プロセスにく︑これまでの手続きで提趨されめられる︒

鍵濫蘇讐講鰍邦雛淋雛灘複号ゆ
への配懸も欠くことなく消費者にる間額の解決に公衆を十分参加さ

簾爾

の役翔 強 化 も う た っ て い る ︒

公衆が學期に参加することや 各 州 た 問 題 の 再 検 討 を 制 限 す る こ と

主な内容

阜期緻地選定と敷地

①建設許欝要求前に許される認可

転開始にもちこむのにかかる期間

安全問題について請願公聴会を麗

発電所設計の思議から﹁切り離す画派の発育蕨からの罐力需要を淡される︒NRCはあらゆる傑健︑

ている︒

保存

晦講霞提出恵陶の逓知は宙請書

備薔

②将来の発電所壌に

提出の少くとも六か月荊に主硬メ

とサービス、また優秀な技術陣による研究開発並び安全陛の

工業計測器用各種線源
研究用各種線源
原子炉スターター中性子線源
静電気除去器
校正用標準線源
標識化合物

30余年にのぼる経験をもつRCCの製品は徹底した品質管理
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業
魔には︑振動台機械装羅の設計の

躯体工襲に入っている︒五十簗葎

り︑今無二月宋には根切を完了︑

箏故聴など特殊策件下の繕頼性も

件下で儒書性を調べるほか︑想定

気︑漏水なども実機と瞬じ環境条

十繰類藝一十個の弁について︑蒸

に便われる逃し弁︑蜜盒弁など七

五十三駕獲は︑環境試験階層︑

整したあと試運転にもちこみ︑薫

る︒

十四驚展からの試験体制を整え

の製作︑懸想を行い︑引き統いて
試験を開始︒総愈模擬誠験につい
ても機器の製作を進め署十π焦蔑

籔．
彦

脚

膨
嵐

鷺年度新規会員を募集

原

など本年広麗多岐分野に拡大が
難しいアイソト⁝プおよび放射

開発と出題点︑贋境への放射線

動向︑放射綜プロセス隈線源の

射などで︑アイソトープ利曙グ

利鎌︑医療㎎翼の滅菌・食品照

い癒購技術の紹介︑内外の利㎎

ループ︵小鉢轟敏憲査︶が新し

状況︑樫贋性の検討︑利曙上の

性廃二物のガラス固化技術の開発

（原子力癖藁部）

からの試験の嘩鱗を整えるQ

利購研究会︵大鋸懲一会憂︶の

き奪間懸万円︵原産罪△獣農は六

を行うもので︑溝処理工腸に隣接

義烈アーム工業株式会社

家た検査機器の瓠頼姓を実面し

警醒期闇巾撫蒼蝿浦訟験に関し鍵

万円︶︒参撫希盟および詳細は

参筋費は一名一グループにつ

技術離闘題など︒

グループ編成で四月から来年三

原涯・技術課まで︒肉込み締切

イ照襟幅彗八︵離奪周⁝期から百六

する区域に地上豊階地下一階の二

⑱数簸の多少にかかわらず、納期厳守。
㈱新製晶の開発、改良、試作撮のこ三文も
お気軽にお串しつけ下さい。

口本原心力産溝会議は放粥線

には赫三王に張込福漏第一原子力

線利購のあれ象れについて︑輩

する︒爾

として技術姦を対象に︑四つの

月まで一母闇

りは颯墨ギ欝︒

勉強

それ︑照蜀利絹グループ︵田畑

グループの認査研宛課題はそれ

十エ輪鼠所の増潴︶となり四十駕

葺
当購と比べると約二・九傭に達し

速増殖鍵験炉門常陽隔から敗り出

した使用繁み燃測ピンを使って三

蟹金轡門部盆に審査を指示︑同等

漂畢力婆員会は昨鰯九月核燃繕

舞瑚技術の確立を騰る︒

金加工鍵飛部会からヨ月六田︑実

像を受け︑樋設の安金樵は︑耐

十閃︵八・閥％︶︑教肴甑関節蕾

一︵一一・五％︶となっている︒

九十颯︵八︒四％︶︑その飽四闘

理︑ぶ故評燗なとの点でいすれも

鍵︑耐火性︑臨騨籔理︑帯業事

備えるもので︑照劃汽卜︑＼韓服に

十ゾSWUの試験盤な醗縮能力を

は七千台の湖心分離機を応酬︑五

パイロットプラントは最終的に

になる︒

わせ六年分の瀞藏能力をもっこと

ル貯蔵勝︵四七五十平方駁︶とあ

る計薗︒究成すれば既得の低レベ

欝六や軍方雇︶の貯蔵駈が発成す

無四月に地上二階地下一際︵千五

十三鰯葺月に建設を開始︑五十四

販納枠︶で野段稿み貯書する︒五

する旛設で︑パレット︵ドラム無

ら酬てくるドラム鶴翼化体を欝与

麗棄物③プルトニウム取扱区域か

轍のセメント鐘化体②不定形囲沐

贈駁する訓懸は紙レベルの①不轡

第二放射性固体革嚢物断蔵所を

たもの︒

悶題はなく︑副蘭は妥嶺と判断し

また総農業断数三千四百九十八の

A麗出購業所は甲二颪州民十六︒

うち附司舅業所は一⁝千二欝三十

二一都窯勝︵三二㌔八％︶を筆頭

幾開企業の内訳では化サ工業の孟

に欽鋼︑パルプ・紙︑給気機器な
どの業樽での利用が多い︒

原子力鉱員金は︑一一ナ八R︑①

犠時・唄故買定時の腿辺環境贈響

被ばく管理と、廃棄物処理が容易で

は︑BWR燃腿では︑蕊十三震度て検査作凝の遡焦化を図るための
昭利五十三無度鷲規食員を募災

を拡発し昨黛がら新しくスター

放射線化学研究公の内馨︑体鋪

れ求でづ四奪閣親し暮れてきた

本研究金は放化研の略称でこ

している︒

本避難を検討する︒

型鉄環ループに︑補助系統一論水

ポンプ実話試験については︑大

発電所鷺懸機に装荷して照嚇して
いるモニタリング燃料の照窮デ⁝
タを策め︑辮料孫動解析をする︒

PW魏敷料でも岡様に関露場欧発 霧雛系纏︑冷遮水系統などの設備
を転語六無識前畢謹でに建設し︑

のポンプと岡じよ．つな洪御休壱つ

q妻ーーd

完成後は約二葎闘にわたって実勢

くり︑通常の条件と溢護時など特

で行うぽかは︑パルプ︑核燃料︑

亀藪⁝⁝野機で照尉データの販集と

このほか実規換の模撚鰍科麹合

殊な条住下で蓮漏し︑ポンプの信

挙勤蝉折を行う︒

体の熱水力筑特姓欝認のための炉

績性を実証するもの︒霧W罠は再 藤細部籔圏発響部・ポンプの察実

が園のぽかスイスも移三等の殉閣

叢実認訟験を瞬の鱒助と幌疑獄鰐⁝検鵡・駕潤う︒

オ⁝クリツジ礁鴛明に持ち込み超

ヒ研蜀藤に西独とユ⁝ラムが紹糊

ど腿服した門放射線利用統計︸几

叡は昭和五十二鎌三月未現在で∫

線を調目している使滋藤業所の総

灘つずつ二列のセルを設ける・簡

率粟方層の緬設を硬設︑簡臆醜に
灘炎醍の内譲を機閲甥にみると

ていることが朋らかになった︒

※穂空査︶が餌薬利唱の嚴近の

外試験として︑蜴腿澱大田︑負轟畝

循覆ポンプ︑PWRは︸次冷鶴舞認試験はいザれも槻の幾認を轟け
て行う︒

トしにもの︒毯穂群島への感用

浴嬢部等熱影響皆実認試験は︑

験筆画の募木設計を行う︒

ポンプが紺鎮となる︒聾ナ三鐸厩

は8WR魯循耀ボンツ実醗のため 岡センタ㍗−は︑このぽか実損試

原予力醗管系の応力隔愈躍れ発生
一個駈に物えている溶臼酸素飛︑起

⁝てつくり寺蕗の麹籐購

墨黒の襲撃し︑溶鋸

観閤企業千⁝盤領︑十二︵驚七・八
⁝動四辻による裏腹変化︑水性伏な の試験裟膿の募水設計を行うほ 験の推獣に閃遷る璽錦織績や今褒
轡料製造から照射︑さらに照躬
か︑紡料手醗や供野萩謎材魍の芋
⁝必療と認められる3︒認試験につい％︶︑欝饗梗闘七蔭八十八へ二二
後試験段階に至る求で実用の種確
i驚くそ織︑毒し︑業界 ・薫％︶︑臨療機関 ハ猛九十肥
⁝の俗頼性を実例するもの︒鷹士︸ 醗などを肴うことにしてい灘︒
懸巣集合体の信頼轍を確認しよう 離農に絡二瀬愈認れ環猿を短時購
縺B八％︶︑敦鳶簡関二蕾九
原子力丁単試験センダ⁝は︑耐⁝進し関しても必敷な調費︑ヴ臓︑

とする核鰍科凱議試験について

核融合で国際鰯力

際協胤に調隣︑プロジ鷹クトに参

加する矛駕

伝轟のテストをするこセになる︒
談た︑プ⁝フズマ寧醸絹々作用研

してトカマク塑装置丁鴛XTOR

究プ資ジェクトは︑凶独ユーリッ
ところによると︑わが麟が輪回す

ダ︑トルコが二乗︑研究筈を派濃

七七偏によると︑ラジ男アイソト

日本アイソトープ協愈がこのほ

昨年三月家環在

放射線使用事業
所︑三千五百に

るのは︑超伝轟マグネット研究を

一旺A二協定に調印へ
政厨は核融合研究の礪際協力を
促追するため︑黒月十二・十三の

鰯伝轟マグネット・プ資ジェク

している︒

互作馬研究のTKX肥0魏協定︒れ求でに※澱︑ユエツトム︑カナ

両月︑外務繊で騰がれる0￡CD行うCCT協竃とプラズマ壁爾相をつくり実験を湛めるもので︑こ
猿鍵金で二件の核融盆研究協力協

・王EA︵国際エネルギー機関︶

竃に調邸︑1露Aの進めるプロシ トは︑※オークリッジ研究所で実

のは初めて︒十謂⁝顛の琿饗会でわ

開催されており︑温水で驕かれる

至EA理壌会はこれまでパリて ープや放射線発生捷搬によめ放射
ユーラトムが参敏︑わが圏も茄照

験を謝懸しているもので︑米國と

により国内でコイル一台を試作︑

れを処押する凝集剤の量も少くて
すむ朔点もあるQ
装贋を覇発したつけ工業水処理

動燃壌業隣藁海三業懸に所設する

などから花岡岩盤士の設灘で耐旧

安金審査は︑ホ⁝リングデータ

党旗させる聖画︒

姓は十分であり︑敷地の益金が確

溺レベル放射薫物鷺研究施設

ることを確認したもの︒

がいすれも箭答濃厩を大輻に下圓

丁鴛L（06＞364−2121（｛ざ〉

五テ粕に設騰作り急ぐ
振動台の基礎工事も進展
財団法人原子力工学試験センター︵藤波憧雄理購鍵︶は︑二十七嫁の理甥愈で︑①大醗︒赫性能振
動台の建設②パルプ醤頼性実証試験③燃料漿禽体信麟性笑証試験④浴接部口熱影響繕頼戴実認試験⑤
ポンプ儒頼性実証試験の五テーマを柱とする昭和五牽三無度瑠纂計噂と三士ぼ無漫予舞を承認︒原子

鍛大級の装躍で︑五十六年三月の

力発醗機器などの蜜金性や儒頼性を実証するための試験設備づくり申達心に糟巣を蟹近することにな
った︒

購業酎鷲によると︑地麗に対す
完成を黙婚す︒五十鷺奪度から翻
振袋蔽︑油斑供絵蓑躍などの工場

る安金性を巖も璽求される原子炉
格納容器︑圧力容麗などの大型霊
製作を本格的に始めるとともに総

購騒牽五万踏の基礎駆休をつく

バルブ実謹試験は︑横浜市磯子

型を振動台に粟せて耐腿性をチェ

褻構造物について実物大程度の模

は︑香川興多度津町の多度津工学
区の磯子工攣試験駈に誠十三録展

る︒

試験駈の＝⁝十三万六千平方層の用

四奪から三無間で

までの三か硫で設備を建設・五牽

ックしょうとする耐霞突証試 験

地で大型︒高性鮨振動台設舗礁設

製作︑振動台基礎工曝を引続き行

次系や安全系

の纂礎工甥が昨庫から始まってお

うほか︑実験棟の建設や受変聰設

作動性能︒欄洩試験装暇︑安金

実証することになっている︒

の構造物を凹いて水平熱慮方向に

十五綴四方のテーブルに千ジまで

弁︑逃し弁誠回瀾認を掘付け︑調

備などの製作を進める︒振動台は

罵蒔に揺さぶることができる麗弊

ェクトに積継晒に謬加する方針で

敵鰐筋が二壷八騰曙らかにした

ある︒

製出の発表は︑この二つの課題

一己；雪＝謄︸刷＝二曲謄二＝腎髄F榊認＝課＝二；＝＝一＝一構ニ冊冊＝一瓢柵＝讐一＝漂

鵬︑ジルニコウム95を趨択的に分

が①薪しいアクリル斜陽イオン凝

＝竃＝闇＝諏髄認﹁冨＝柵諜卿講＝瓢嘗串需篇罵P一

離捕戦するQ試薬条件を変え周様

蟹剤︵FC⁝八○︶の採縦⑭つけ

東泉・荻械の工学院大学で開か

篇＝榊＝曽鷲営一闘自閉＝瓢一需識瓢＝営一寓＝＝卿卿露噂皿山コ＝＝驚一讐＝槻一一需濡＝コニ需隔芦凹翼隔悪一置一瓢＝罵一瓢圏冊冨齢鷹n一閲認一冊曽一瓢噌冊＝

れた昭翻五十三鋸沼本転ず力学禽

チウム9Gを︑第瓢段でセシウム鋤 工業の協力で公論難読厚選嚢醸の

な操作で︑第︸⁝段では︑ストロン

開発妓術センタ⁝の黒谷彰膠所良

の古屋仲芳男教授は︑便拳闘み燃

叢雲で︑ニナ九a︑大分工業大学

は︑これまでに湘鯖聞嘱たり一皿薗

をそれぞれ取り出す︒突験で扱っ

技徳開発が進展︑廃水処珊にπ業

料を再処躍したあとの放射性廃水

立厚葉の廃水処岬能力をもつ大型

来の沈澱法に比べて処理コストは

M方規能力の裟澱の開発も懲能だ 局レベル放耐鱒物慣研蜀撫設②鶏

女いという︒さらに大型化した千

鼠沈浮選装羅を開発しており︑従

化のメドがついたとするもの︒
た冬核樋の濃度は

籔難工業化見通し得る

．︑鴇抑蟻たり二

ンチウム90などの擬嵜愈放射性核

中に食まれるセシウム餅︑ストロ

廃承処理に浮選法
により迅遜に分離装着する方法の

稠を三段の化学的な共学浮選操件

技術開発に域撰したと発表した︒

貯臓阪購入形臥鉱業所の濃蒲パイ

像されることを磁認︑さらに騙川

三三施設の第﹁放鮒姓弱体梶集物

薬屋伸教授らは︑技術︑コスト

ロットプラント設羅の宏全日につ

としているQ

藤で見糊しを得たので︑傘後は爵

この方法は︑原擁水に第一段で

購闘かかるのが︑難曲に発雌させ

いて︑﹁聞題はない﹂とする欝燕

ppm︶︑オレイン酸ナトリウム子炉実験駈在糖中に猛礎概究でこ

処理施設や原子力発霜所のような

を再処理する技術と蕩レベル放嗣

は・踊躍繁藤のプルトエウム燃料

止理の塾則性を詳価したうえ︑平

︵捕収剤・二Qp畠︶︑ポリプロ の方法の隅興をつUていた︒ただ て泡漁をつくり︑これに付島した

結果をまとめた︒

どレンオキシド化グリコール︵発

い︑としている︒

に手を論え実縦化を期していきた

とタイアップして放鮒線防謹など
る︒岡鴎に︑処理したあと残るス

放射哲廃水をス騒に処理する現場

ラッシ撫がこくわずかになり︑こ

作業蟹…に優れた：特殊品。

職晒
憾鵬

滋法だと養分から十分で上柳にな

た︒

H六・○⁝八・Oで一分間沈殿浮 浮艦上躍の開発が課題となってい
蔵してセリウム崩︑ルテニウム

新宇治電ビル内

干530大阪市北墜曹根綺1丁繕2−6

式

産

原子力委が安全答申

原子力作業用被服と雑消耗品

護コ

各穐放躬甑核郷をこし蹴る只沈浮

凝鍮沈殿法だと分離するのに敬

（〜

一一

讐

皿

…・

工染化には第二段の試薬条件が不

寄キュリーで︑其屋伸灰が嫌大原

遠心分離パイロソトプラント

数

泡灘・三〇β職︶の顧に添瓠︑P 十分なのと櫛型浮戯に適した大型

水酸化第工鉄沈殿︵共沈剤・三〇

動燃の高レベル研

産

力

誘

簸大級の振鋤雪ぐ塞礎工事のもよう

㎜
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新

子
く第艦種郵便物認可）
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聞

業

％謬圏産誰撮藝罐寒
み燃料から為熟しないで抽出した

この炉はまた︑軽水炉の使絹済

混命抽出問題は国際核轡料評価協

もムダが多いことから難色︑結局︑

らねばならず資金的にも隠目的に

加還化をうながし︑

が高まっているとしてその促進と

た楠勢判断から勤燃事業団筋は︑

ウランとプルト嵩ウムを混倉状態

つづけることで片がついた︒

議の結論を待ちながら試験だけは

あるものの︑ほとんどが日本人の

﹁一輝輸入は

新型転換炉開発は以酎に比べ価億

のまま静料に網塗することもでき

うした点に大きなねらいがある︒

嗣済み炉隅虐財蔵するのに比べ天

このケースだと︑軽水炉のみで使

以上の落焼度が欝られるという︒

多墾に照いることなどに伴ういろ

という高価なものを減速越として

だが︑その掌篇化のためには璽水

ことが黄務でもある﹂と強調す

システムを開発路線に乗せていく

ふげの中央制御窒

る︒この場禽︑軽水炉の二分の一

高速憩殖炉の実周化が避み次第に

然ウランと凝縮蕨要蝋をそれぞれ

会

干100東京都港盛三田三酌r露13番12号TEL群類（03）454−7111（大代）

てこようが︑それを乗り越えこの

プルトニウムが不足するようにな

漂子力委員会は近く眠しい検討

る︒

の場を設け重水炉開発について審

議する予定だが︑ここではATR

られることになりそう︒

実証炉問題が中心課題にとりあげ

・輸出にも意欲⁝
．もやすカナダ︐

⁝⁝・：⁝・⁝海外の現状

一疇六十万KW総

態灘

し︑黙

︑

原子力本部

頭脳による成果だ︒トラブルも出

れば︑こんどは微濃縮ウラン燃料

力炉開発轡門部該報告で﹁概念設

のが実僑だ︒しかし︑動燃二業鐡

センタ1での各種窯証試験の結果 的計画は濠だ何も決まっていない

ところで海外諸国の露水炉開発

アの三か国が開発に乗り出してい

はどうか︒英国︑カナダ︑イタリ

るが︑熱心なのはカナダだ︒天然

W︑CANDU−P這Wの二種の

ウラン三章のCANDU⁝BL

はピカリング︑ブルース両原発が

炉を並行開登︑とくにPRW型炉

閲発を継続の構えだ︒インド︑パ

順調に稼働︑今後もこの炉の一貫

輸出したのもこの炉で︑電発が灘

キスタン︑アルゼンチン︑韓国へ

LW型はジェントリー原発で代表

入計醸を進めているのもこれ︒B

った︒すでに大型炉の概念設計は

されるが︑炉の安全性で好題もあ

かが残された課題︒英国では︑S

終えており︑いつ路線復帰させる

一炉︶が稼鋤一中︒

GHWR︵ウィンブリス︑原型

安全で環境に調和した原子力発電所

︒耀膿

一それは東芝のモットーです一

馨

翻原子力発羅設傭一式（原子炉、核燃糾、タービン、発羅機

数々のメリットをもったATR

子炉が誕生した︒新型綴炉原型炉﹁ふげん﹂︵璽水炉︑出力＋六万五千KW︶がそれ︒動力

いろと困難な問題を克服していか

三千億円と牽傍近くにはねあがっ

謝とこれに必要な研究開発を行

を逐︸設計に反映させるためそ

一昨鋸から大型熱ループ実験︑昨

経済性︑機罷のモジュール化︑原

れたのに苅し︑実証炉ではさらに

一つ．プルトニウム輸入の遅れは 性能と健金性の実証に生眼が置か

子炉隻罷ラインの充実︑添水とプ

核物質防護上の配懇から出樹が遷
れたためで︑このため燃料は初装

ルトニウム二化燃料製造の技術開

荷分二百二十八体のうち︸︒五％

発と工場建設なども籏わる︒技術
巻蕉成も必須だ︒すでに五十五黛

体は製造を終えたものの︑もう一

度後半からの漕工をメドに︑概念

濃縮の二酸化ウラン燃墨嵐二＋八

つの天然ウラン酸化物に○︒八％

ことなど態勢も着々闘めつつある

設計は童契約轡方式をとって行う

のプルトニウム酸化物を混旨した

やっとさしあたり必要な四十二体

暮露酸化物燃料は二月末になって

今後とも安定的に供給を受けられ

懸六墓の建設謝画を打ち出してい

たが︑北海癌田の発掘成功やGN

に灘たっているとい

営難品扇

福井緊敦賀半局の突端︑原餓敦賀発日所用地内の一角で︑三月二＋臼︑また一つの新しい原

炉核燃料關発薯業団を中核に七黛余の歳月と総工費六百八十丑億円を投入︑国産技術の総力を
三五％臼農鍮誠できる︒まだ器催

ねばならない︒この炉のもつ︑も

ははるかにいい︒工期

ているといわれ︑これからみる限

一昨年八月の原子力婁員川幅型動

炉開発をどう進めるかについては
実験を繰り返しながら研究開発を

り

に応じ修正も加えてきたが︑洪用

う﹂とうたわれているのみ︒臭体

静間再検蓋機器︑配蟹破断検出

が強奪半も延びたのは︑大洗工学

⁝：⁝・

は︑門ふげん﹂開発の当初からそ

要な研究開発を追加あるいは必要

稽度

設計︑製作に反映させてきた︒必

進め︑それらの結粟を逐一実際の

るとまた新しい再処理工場をつく

に新しい日米再処理交渉で米側が

に切りかえればよいわけで︑その

プルトニウム供給炉

︵軽水炉並み︶として役割を菓た
すことになる︒

9

︒慎重期し設計
見直し幾たび参

う一つの特色でもある︒

結簗して建設されたもので︑昨無五月の高速実験炉に次ぐわが国自霊開発の成果︒発露炉では

でも燃料の利用効率が高く︑軽水

ナショナルプロジェクトとして

か︑見積りで予定と実際に大きな

の見縦しに時間をかけたことのぽ

進め方

強く求めた点でもあるが︑こうな

際には

ウランを必要としないということ

て済むという剰点︒例えば高速繕

炉に比べウランの三無鑓が少なく

りするQだが︑これにつづく実証

これが初めてだ︒開発史に新しい一つを轡き潴えることになったが︑同時に﹁ふげん﹂の誕生
は新型転換炉をどう実用化︑産業化していくかといった点で今後に新たな問題も投げかけてい

第二の特色は︑燃料として微濃

だ︒﹁ふげん﹂は燃料としてプル

化天然ウランいずれを便った場舎

縮ウランあるいはプルト一一ウム霊

トニウムを富化した天然ウラン

そのまず第一は︑この炉が濃縮

るからに他ならない︒

利点となる多くの特色をもってい

る︒﹁ふげん﹂が臨鼻となったのを機に︑そのもつ特魯などを概観してみると⁝一︒

何でも燃や

・AT臼の特色

ｹる原子炉
・
﹁ふげん﹂の霊下目は別表に添

ど諸開発はそうした一例︒モック

法︑バルーニング燃料の熱除表な

が︑これらによって得られた特許

ど前から評価研究を始める一方︑

開きが生じこの講整に手間どつた

この﹁ふげん﹂感発には国︵動燃

アップそしてフルスケールでの機

禦業圃︶と︑そして罠間からは階

てそれまで軽水炉のみに頼る場禽

︵減損ウラン︑劣化ウランを含 殖炉を一九九〇黛に導入するとし

と︑一九八五鎌からATR︵降水立︑栗芝︑蕪菱珍味︑富士電機製

す通りで︑減還材に璽水を用いて
む︶を便うことになっており︑こ

の技術を実証炉︵六十万KW級︶

おりそのために付加された例えば

字通り︑国産技術の総力が結集さ

は出願血目を超し︑ノワ︒ハウも

さて︑﹁ふげん﹂は四月束の全

るか︑環麗は厳しさを召す︸方だ

天然ウランそして濃縮ウランが

が：・︒

炉心による初期臨界の後七〜八月

の蓄積醗も増えるばかり︒こうし

し︑軽水炉の運転でプルトニウム

三月中に露地搬入となる予定だ︒

の製造を終えた︒残り五十四日越

いけば来春三月宋から営業運転入

には併入し試送霞を開始︑順調に

隼一月になってこれをとり止め︑

P侮び率が低いことなどから︑今

とを決めだ︒イタリアはかなり驚

今後はAGR開発に主力を注ぐこ

いるが︑経済情勢悪化のあおりも

くからC王R鷺N￡計圃を進めて

いずれも型式は同じだがそれぞ

あって︑開発は遅れぎみ︒

れ燃料に乞いがある︒とくにカナ

たが︑これに加え︑わが国同様︑

ダは天然ウラン芝焼一本ヤリだっ

プルトニウム欝化燃料炉開発を進

める考えももっており︑このため

掲導

田本から設計チームに一名が参

う︒

加

社

式

浦電気株

東 ぬ
尿 芝

へ反映させるべく取組み︑五鰯ほ
こと︑プルトニヴムの輸入が遅れ

れによって濃縮作業騒をぐんと減

たことなどが原因︑石懸ショック

原子炉圧力容器と炉心部に相当す

器試作︑改良は数知れず︑そのた

ると︑後留のケースでは天然ウラ

炉︶を導入する場倉とを比べてみ

れた︒開発に際しては①璽要鄙の

千柵を数えるQ大部分はソフト技

たとすると︑この壁は九万沖にも
として便われる計噸なのもこ

吊から途中︑生コン屋がごね︑コン 黛から璽水臨界実験にもそれぞれ
クリート供給が途絶えたのもその 蒼諭しているQ原型炉が原子炉の

めに設計変更も数圓にわたった

らすことができる︒一九八○焦代

来春から運転入り
高速炉へ補完的な役割

ノウ・ハウは自ら蕎穫する②既存

術に簗中︑特許はうち十数俘が確

もし高速麟殖炉の導入が十隼遅れ

技術を検討し極力利用する③情報

定しているという︒

ンが四万ナも節婦できるという︒

実用艦で今後に課題も

ふげん

車グループすべてが参加した︒文

以降の世界的な濃縮ウラン購給逼

ないで済むという強味は魅力が大

水炉は糧来トリウムが利馬できる

遣︑倥友原子力のいわゆる原子力

ど関係の精萄設備を除けば軽水炉

るカランドリアタンクと圧力管な

いる︒この炉がアドバーンスト︒

縮ウラン燃料もそれぞれ効異を減

きい︒同じ炉心で間一寸法の微濃

迫予想の中で︑濃縮ウランに頼ら
︵BWR︶と全体構成は類似 し て

中性子炉︶と呼ばれその頭文字か

サーマル︒リアクター︵改良型熱

ら賂称AτRで親しまれているの じることなく制御縷も変えずに使

可能性もあるという︒いってみれ

1盤璽縄

産
その炉が何故こうも︑罵家プロ

うことができるが︑別にこの型璽

ジェクトとして蟹の総力を結簗し
ば﹁何でも燃やせる漏というのが︑

も・そのためだ︒

てまで開発されるようになったの

か︒それは︑このAτRがエネル この炉のセールスポイント︒核獣
糧選択の自由渡が大きいわけだ︒

炉

の炭映対象を萌確にする⁝一の三

た︒設講墓準や各種データを自ら

点を基庫に︑技術特発が遜められ

今後の対応

の引き継ぎを

実証炉へ成果

のぼる︒かりに天然ウランがげン当

の天然ウラン穀減は二兆四千懸霞

考え︑評価できるよう︑できるだ

たり四十五〆だとすると︑九万ナ

の節約につながることになる︒

⁝

新しいものを自ら警え︑つくり

160ton

実証し︑例えば憶報もどんなもの

墨すということは︑やはりむつか

9tOB（z2玉

華水濃口摂

け実規模試験を行ってその性能を

が︑いつ必要かなどを分類︑その

24〔｝職

第三は︑プルトニウムを効率よ

反映対象も明確にし開発計藤を立

茎G5m

貧力管磁i晒

く利用できるということで︑岡じ

てみても︑エネルギーの厳り出し

富葦戸のプルトニウム燃料につい

難産だった︒蟻籾予定から三熱半

しい︒﹁ふげん﹂も例外にもれず

ヒ

910ton／｝〕

魚気流敬

5設9／c㎡q
63
熱ζく」墨ノ3

2ルーフ
再循環「ロi路数

てたわけだ︒成果を原型炉から実

も遅れた︒なぜか︒まず︑総工費

68kq／c㎡9
霊力

癒は軽水炉のそれに比べ二二偲大

の憩︒窩民折半出資だったとはい

7，6（X）芝on／h
冷⊥μ季イ済己軽転

284℃
蒸気1ラム〜三度

きいQ携えぱプルトニウム一・三 証炉に的確にひきつぐといった大

のため動燃事業団は大洗工学セン

え︑これも当窃の試算一士八や億

露標があったからでもあるが︑こ

一〜五分の一で済む︒つまり新型 ターに炉心特性を明らかにする重

円からみると約簡堰︒﹁二時は不

ランの消費壁は軽水炉の杓四分の

水臨騨実験装麗︑炉心熱除去や流

％認化燃料を周いる場禽︑天然ウ

転換炉一基と軽水炉〜・八芽を繕

動特性を船出する十四MW熱ルー 確定襲素も多く メノコ勧定 だ
ったせいもあるが︑エスカレーシ

ばまあまあの線漏といった兇猛も

ョンや石油価格の高騰など考えれ
ネントテストループ︑そして安金

の三薗五︑六＋億円予想が今では

ある︒ちなみに高速堰殖炉は嶺初

丸久性や性能を異証するコンポー

プ︑燃料集盆体や圧力管旧盆添の

み食わせればプルトニウムのバラ
ンスがとれることになり︑この場

水炉のみの場含に比べそれぞれゴ

など大型試験施設を建設︑各種の

性を実舐する巽物大安全試験施設

禽︑天然ウランと艘縮所要墨は軽

プルトニウム馨焼

漏

㈱

」

○％︑一二五％が節減できる︒この

炉が先行き
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