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ミアトム社は︑ウラン鉱床の調
査︑探鉱︑開発などを國的とした

フランス石油︵CFP︶とべシネ これに対し︑ボーモン社長は︑

︒ユージン・ク⁝ルマン︵PC ﹁両国の原子力発餓計画は︑同程
立︑米国︑オーストラリア︑西独

はあり褥ない︑などと述べ︑可能

行わなければ︑社会や産業の発展

摘し︑海外の資源開発を横撃的に

▽ジョ1ジア工科大学主催﹁原

会の動向やNRCの疑義が発表︒

ン︒今後の規舗政策等に関する議

K︶とによって一九七五年に設 慶の規模﹂など国欄の共通点を指
など引数か圏で調査を行ってお

なかぎり︑各国で共同開発を行い

三月十七日〜二十一日︒

原産に入会

詳細は原産・企画室まで︒

斯︒

月八日︒米アルゴンヌ国立研究

発電所建設翼翼﹂11六月九三〜八

六月六日︒サンタフェ②門原子力

管理のあり方﹂翻五月二十七臼〜

ス①︹臨調描躍のための核物質

▽国際原子力機関主催訓練コー

MIの教訓などがテ⁝マ︒

アトランタ︒購故分析︑立地︑T

ース﹂

子力発電の安全性に関する訓練コ

三月九日〜十二臼︒ワシント
り︑仏︑ニジェール︑ガボン︑ナ

たいこと︑日本との共同作業を強

的課題に関するワークショップ﹂

ている︒

ミビアではすでに生産活動を行っ

く望んでいることを強調した︒

ひきつづき︑同社の活動状況に
ついて説明があり︑ウラン備茜問
題や価格問題等について質疑歯答
が行われた︒

2月18︑19B

学会が教麿会館で

脅原子力総合シ
ンポジウム
⁝

第十八回原子力総勢シンポジウ
ム︵都嗣泰正遮営委員長︶が︑二
月十八︑十九の両省︑東宗・虎ノ

北野建設︵株︶

電

住所長野

住所変更
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る︒

丈夫か︑耐震性は十分か︑技術進山にど
公開ヒアリングは電源開発調整審議会

再評価すべき時期にきている︒

一︑エネルギー分野での日米協

力は︑垂々のプログラムではな
く︑迅逮で︑強力な協力体制をつ

壽詰︑

﹁常陽﹂は︑わが国の高速贈殖

シンポジウムは︑臼本原子力学

門の国立教欝会館で開かれる︒

帝県町五二四番地

取締役社長北野次登氏

れた実験炉として︑六十年代初期

炉開発の一環として鍛初に建設さ

会ほか関達三十七学塁壁が共同憲
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内幸町二の二の二︑憲国生命ビル

﹁ポストーNFCHとわが国の二
原月十二日から新霧雲は千代田区

故の解明とわが国の対応﹂および

る講演と討論が行われる︒A・B

子力開発﹂を基調テーマに関運す

関西躍力︵株︶

イ除魚串 原子力特殊扉

望もし︑提藷もしていきたいQ

穏のうちに終始︑無縫︑初期目的が達せ

べ大きな進歩と評価されているが︑他

形式をとったという点で以前のそれに比

利用︒その取扱霊任者試験の国家

ンド原子力発躍所事故の教訓をどう異体

う対応しているか︑スリーマイルアイラ
の前に通産省が虫催し施設蓄が説明役に

ことを評価したい︒と同時に︑今後に課

各講義のテーマ︑講師は次の通

られた︒われわれはここで︑まず︑この

試験では︑今年度の台格率︑わず

沢進立教大教授▽放射線とその物

なるものと︑こんどのように通産省が行

理作用原沢教授▽放射線の化学

方︑愈見陳述人が隈定され︑陳述階間も

ているが︑今回で二十四回騒をむ

作用

化し安全審奮にどう反映させたか︑許容

がダブルチェックする際に行うものの二

かえるこの講習会からは毎黛たく

題を残しながらもこの新しくスタートし

つがある︒うち勘番は行政改蛸が行われ

さんの合格者を出している︒バ月

懇談会では︑まず︑ウラン資源

ミ

くるべきである︒日米両国とも葭

的は同じで︑思想の相違ではな
い︒両国とも︑問題の解決に向
け︑協力の道を摸索すべきであ
る︒

ウラン資源
問題で懇談
原鷹︑ミナトム
社ボーモン氏と
仏ミナトム社のボーモン社長は

熱出力七万五千Kwに

課まで︒

いのに加え内容も専門的すぎるなどその

た際すでに安全蟹蛮の段階にあったこと

問題委員会の河合舞晒委員獲︵日

り︒▽放射洪同位元素の物理原

あり方をめぐって批判も出されている︒

もあり︑まだ一度も開かれていないが︑

三十日︑原産を訪聞し︑ウラン資

か二割台という厳しいものとなっ

のか︑放射控廃棄物はどう処理処分する

しかし︑公開ヒアリングは︑ただ時間

源確保対策と日仏協力について懇

った安全審査の結果を原子力安全委員会

のか︑温排水の影響について科学的究明

をかければ︑意兇陳述人を埴やせばそれ

いずれ年内にはこれも爽現の運びとなろ

短かい︑安全審混書興は公開期間が短か

とに軌道に乗せていかねばならないこと

はなされているのか︑防災対策は万全か︑

う︒そのあり方をめぐる運遡上の諸々の

被隈線麗五︑ゾレムとはどんな意味をもつ

をあらためて強調したい︒原子力船むつ

簗中化対策は一⁝等々︑愈毘は︑嶺該炉

こうした場で出された意見︑提起された

でいいというものでもある寒い︒要は︑

七︶まで︒

力学会︵躍語藁察二〇一一一九二

た新しいルールを︑関係蓄一致協力のも

放射線漏れ問題を頂点に国民 の 原 子 力

國葎の工学的安全性を求めたものにとど

ン確保状況や考え方などについて

本鉱業相談役︶が︑わが国のウラ

の救済も課題であろう︒この十四臼には

反するものではない︒各国がそれ

催する扉薙簡例のもの︒

て利用することを隠的として建設

一工二八O

に必要な技術的経験を得るととも

の実用化をめざし︑原型炉の開発

された︒

に︑燃料︑材料等の照射施設とし

クル運転を行い︑五十四年七月に

陽扁につづいて原型炉﹁もんじ

わが圏の高速増殖炉開発は﹁常

籠嗣逗留蓋に△正格していらいサイ

使用前検査に合格
茨城県大洗聞の動力炉・核燃料
開発事業団大洗工学センターにあ

KWの出力上領を達成︒

両会場に分かれ原子力研究︑技術

変更新住所は千代田区内幸町二

第二期目標である熱出力七千五千

今後は七万五千KWでの定當運 ゅ﹂︑さらには実証炉へと段どり

ほか︑潤成遭原子力委員長代理︑

開発それぞれについて発表がある

臼︑科技庁の使嗣前検査に合格し

を踏むことになるが︑﹁常陽﹂で

露三番弩は従来通り︒

東京支社僥所

転を一薙あまり行い︑その後︑炉

O

の二の二︑憲国生命ビル︻工O

り︒

心燃料を入れ替えて十万KWの照 の各種研究開発の成果はそこにフ

理︑新見翠蔓原子力委員による特

る罵速実験炉﹁常陽﹂は︑二月一

熱出力七万五千KWの定常運転に

中原弘溢東京都立大助教授

行政に対する不信感は一挙に 贈 纏 し た

まらず生盾に密題した素朴なものまで原

談した︒

が︑この公開ヒアリングが︑そうレだ不

いう新しいルール︵場︶を︑今後︑より

要請にも応えながら︑公開ヒアリングと

儘感を払拭し僑頼回優のための原子力行

ていくかということである︒もれた悪見

子力開発全般にまたがる︒

件とあるいはそれに伴う環擁頬策を除け

こうした諸々の不安や疑問は︑立地条

政立て濤しの一つの手だてとして制度化

はなおさらである︒まして︑こうした場
福島第二原子力発醒駈三︑四号炉贈設に

されたものであることを思えば︑この感

ば︑そのほとんどが︑原子力開発に関す

るため︒しかし︑岡社では雨西ア

一︑再処理︑プル︒サーマルは
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を逓じて出される地禿佳民の閏が原子力
零箋費甕＝鴇躍謹﹁

プルトニゥ

ムの利用
疑嚇聾多二

慧蔓ご

月には︑五懲ドルの予算を勧帰す

一︑閾題はプルトニウムの商業

ることになろう︒

利用のタイミングだ︒軽水炉の効
率化などで︑ウラン資源の寿勲は
飛躍的にのびる功能性があるだけ

途上国へ拡散するといった︑国際

に︑プルトニウムが不必要に開発

招きによって一月十二日に来日︑二十八日に痛国したコーネル大学のシャインマン教授は二十四日︑

暢勢への不安定な要霞はつくるべ

て︑次のように語った︒

原産の有沢広巳会擬︑一本松珠磯副会長ら原産薗脳との置旧会で懇談︑カーター政権によって強くう

巖終段階にはいった圏際環境をふ

きではない︒

シャインマン教授は︑国際核燃

一︑これまで米国がとってきた

イール鉱区での開発自体について

まが
え︑来国の原子力政策につい
料サイクル評価︵INFCE︶

ニジ ェ ー ル で の U

ぞれのニーズに台つた原子力政策

政策は︑本質的に各国の政策と椙

生産︑82年以降に

ただ︑原子力のもつ特殊性から︑

をとるのはとうぜんのことだが︑

その政策なり施策というものが︑

には鉱区の契約を璽新︑今後の開
発に備える醗画だ︒

は門変更ない﹂としており︑六月

國際資漂
国際資源の取り組んでいる西ア

性をもっていることの認識の上に

他の国へも波及するという︑国際

フリカ・ニジュール共和国の南西

同鉱区は︑ニジェールのアイー

一︑これまで︑米国は︑他の国

たって行われるべきだ︒

ルウランベルトのぼぼ中央部に位
置︒一九七六年に首都ニアメィに

アイ⁝ル鉱区でのウラン開発計画

レ込む公算が強くなった︒岡社が

現地瑠務所を設麗して探鉱調査を

の生産開始は一九八二年以降にズ

巖近のウラン価格上昇の鑛静化な

﹁常陽﹂は︑五十二年四月に初

のFBR使用に反対しなかったよはいった︒
海外探鉱成功プロジェ うに︑こんこも︑この政策は変わ

スタート︑一九七八琿愛にわが園

ﾔ目の

どを背蟹に﹁貝体的な生産計画に

は今後の琶界のウラン市糊の動向

高速実験炉﹁常陽﹂

ちだされているプルトニウム使用の延期についての見解をあきらかにした︒

プルトニウムの使用に反対しているのではない︒問題は︑そのタイミングなのだ一︒東海大学の

シャインマン教授利用問題で語る

核不 拡 散 政 策 を 強 調

実りあるものとしていかねばならない︒

間題をどう受けとめ︑今後にどう生かし

一一

御園笙輩輔漂子力安全委員長代
になる︒

らない︒※国もFBR聞発計画を臨界︑同日七月に熱撃力五万KW 射用炉心︵MKI獲︶への移行をィード・バック︑生かされること
開始する予定︒

放棄したわけではなく︑八一鐸三

を達成︑五十三奪九月に同出力の
ていた︒

クト

として企業化の見通しを得

聯
総．＼臨禽、、

，し，

断︑単急な開発計画を手控えてい
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W−PP︵廃 棄 物 処 分 ︶

CRBR︵高 速 増 殖 炉 ︶

謂劉81年慶予算教書提出
カーター大統領は一月二十八臼︑一九八一会翫奪度︵八Q隼十月〜八一年九月︶予算教繍を議会に
送った︒それによると︑エネルギー雀関係の予騨要求では核分裂研究開発費が九億二千五雷雲がと対

前隼鹿比二二％減︒とくに︑増殖癖関係は︑前奪に銘べ半分に押えられ︑クリンチリバー憎殖炉︵C

RBRと並んで激しい攻防が展開

盛り込んだ法薬を通しており︑C

商業原子力発認駈から発生する

されることになろう︒

殖炉技術の維持に必要な鹸小経費
舞とは別に︑必要な貯蔵熊力を黒

無闇に二千万がが計上︒なお︑予

う大統韻政策実施のために︑八一

使用済み燃料を睡塩鯨蔵するとい

が認められただけで︑クリンチリ

糖馬権隈を与える法案が昨薙議金

黒庫までに確撮するため三億がの
バー増桜口︵CRBR︶建設蟹は

ゼロ査定︒これに対し︑上院で

殖炉計画に五億四醤万メをあてる

トカマク核融禽試験施設︵τFT

磁気閉じ込め核晶出については

に提幽されている︒
は︑CRBR蝋画は放棄するが増

ための立法化作業が進得中︵下院

照射試験緬設︵腰試庫完成︶の建

ずれも八二年完成︶︑核融含材料

R︶とミラー核融愈試験施設︵い
は同額をCRBR維持にあてる法

議会と政府の間で激しい論争が予

核分裂

一方︑原子力規範婁員会︵NR

工場建設に三盆一千九翠雲がが引

比べて二五％増︑補正込みの八○

予算︵三億七千三首一二十万が︶に

億六千八暫万がで︑八○葎慶当初

C︶の八一無臓予算要求額は︑四

む︶予算は︑六億四千八筥六十万

上︑スケジュールどおりに工慣が

年度予箆︵四億一一千思想万が︶に

ウラン濃縮関係では︑遠心分離

設が続行される︒

案を検討中︶であり︑昨璋に続き

放射性廃棄物︵商業と鰯用を念

想される︒

賭で︑前職度に比べ二九％髄旨し

進められる︒ウラン資源懐石計薩

ド高レベル廃蘂物処分場︵WIPP︶建設は認められなかった︒識会では繕殖炉とWIPPの描進を

RBR︶の建設蟹はゼロ査定︒まだ︑放射性廃禦物予糠は二九％もアップしたものの︑カールスバッ

たが︑放射性廃棄物隔離パイロッ

O葎度の総懸％から二三％に落ち トプラント︵W王PP︶計顧は落 ︵NURE︶の予算は︑三千五比
千べても一一％の憩︒

打ち出しており︑今後の三塁審議が注日される︒⁝方︑原峯力規舗婁員会︵NRC︶の予算要求は︑

億がのうち︑核分裂関係は九億二

四億六千八頁万炉で︑三筆薙度比一一％の増となった︒
議会に提出された米エネルギー

八千六酉万が︶に比べニニ％もダ
億八千四活惚騨︶が核分裂研究開

贈魑炉研究聡発賢︵八一年度三

物管理計繍の一環として︑サイト

国防計画としてでなく︑商業廃蘂

シコ州の嘱託ルスバッド地点は︑

とされた︒このため︑ニューメキ

れる兇込み︒

当初予定の八七年から三〜髄鞘遅

万がに半減︑岡筆画の完成期日は

CAに墨点が移行する︒介入者に

S︶の確認爽験から︑小破断LO

A︶や緊急炉心冷却装躍︵ECC

大破断冷却材璽失事故︵LOC

炉規制研究関係では︑これまでの

NRC予篤の半分を霞める原子

十六億がを計上し︑八O無礎に比 ウン︒それにひきかえ︑磁気閉じ

け︑八O隼度に比べ半減︒とくに 精資が続行される︒WIPPの放
四蕎九十万が︒これらは︑軽水炉

込め核融愈は四億四哲万が︵八O 発蟹の中で一番大きな影響をう

の燃料利罵効率の野寄︑従業資被

て五十万がが計上されているが︑

資金握供するための初の試みとし

込んだ︒

奪度比一三％憎︶︑化石エネルギ

液体金属嵩速増殖炉︵LMFB
棄に雌い︑最初の高レベル廃棄物

曝の減少︑スリーマイルアイラン

雀︵DOE︶の一九八一会計無慶千五菖万炉で︑八○無度︵十一億

べ八・四％の贈︒エネルギー︑〜

処分場のサイト選定は一九八四〜

の予算要求額は︑予舞権限で齎二

歯科学︑国防活動の分野で実質的
ー十山懲六千五買万が︵同三〇％

八五奪︑三業開始は一九九Q〜九 ド誘発の検箆・評価︑研究炉に利

転換炉関係の研究開発蟹は五千

な僻びがみられる︒戦略石油備蓄

要として︑大幅朝蹟︒蕩速中性子

飛︶は︑二〇〇〇無以降まで不必

用するウラン濃縮度を引き下げる

力発霰に厳しい条件を付けてお

は石炭への従属︑また廃講親処

なかったが︑新規建設について

五十の市罠団体を中核に︑千以

論難協議鼠﹂だが︑ほかにご頁

の霊催養は﹁環境行動グループ

呼ぶものとみられる︒

原子力携進︒批判爾派から論議を

千八首万が︵同芸％憎︶などは

束試験施設︵FF孚F︶の運転︑ 五年になるもよう︒一方︑議会

増︶︑太陽エネルギー関係八億六

燃料柑料試験施設の完成など︑増

を含むエネルギー関係が全体の六

いずれも増加︒エネルギー研究開

支持は得られなかっ 分には確愚な見通しをという︑

明厳な

上のグループと協力していると

り︑シュミット薗相の鯉んだ

ための技術開発にあてられる︒
は︑昨年宋︑WIPPの礁設費を

発鷲に占める核分裂の騰台は︑八

の準備を急いでいる︒

ただ蝿のがせないのは︑ゴル
レーベンの代案として小規模溝

二璽の煩根を論いたわけだ︒差

は︑廃蔵物の申間的処灘が契約

一︑建設中発鱈駈の運転認可

りに奔走しなければならない

に︑暫定貯蔵と再処理の態勢作

︵再処理方針の決定︶を鼠標

ことが︑既成政党の地方党鳳に

視できない社会勢力に成長した

も結成されている︒それらが無

た︒すなわち

えての﹁使用済み燃料のままの

ールスルーエ設蔽と︑万一に備

によって保証され︑安全な醸終

または充分な晒定貯石蟹の建設

処理工場︵卑三頁ナ規模︶のカ

処分扁研究がとり上げられたこ

しあたり政府もDWKも五年後いう門西独環境保晶帯罠適盟扁

と︒西独敷府の蕾境を示すとと

FDP︵自由罠童党︶も足もと

も膨指し︑政権与党のSPD︑

逞ﾍ国防活動

1・〒︷

NRCの予算要宋〈鞠肋トル〉
ゾ
鴇⁝

●

︻パリ松本駐在風扁デンマーク

二牽七日︑原子力発躍所の建設を
無芯延期することを決めた︒これ
は原子力発艦駈建設を年内に決定

おける原子力国蔑投票︵三月二十

するためこの轡︑スウェーデンに

いう従来の方針を放爽し︑今琶紀

三臼︶の後に国民投票にかけると

針に転換したものである︒

中は原子力発電駈を建設しない方

7

う

原∫力規制研売

処理で満幾がゆく解決策が見出せ

ンドには逼当な轡目口がないこと

なかったからである︒ジュットラ

がはっきりし︑また英仏との交渉

できない竈爽が明らかにされた︒

では貯藏を引受けてもらうことが

また原子力発隠所を建設する適当

一方︑輸入石演については一九

なサイトもない︒

八○年代末には三分の一を北海か

ら輔入できる覧通しが明らかにさ

れ︑また緊張火力発電勝は主とし

ストラリアから輸入する石炭をた

てポーランド︑南アフリカ︑オー

く火力発躍所に転換されている︒

の露悪な政策転換に驚いており︑

しかしそれにしても政界では政府

だ︒

議会では一波乱は免れないよう

仏フェソセンハイム村

職業税で太陽熱
文化会館を建設

門パリ松本駐在艮目原発︵九十

フランスのフェッセンハイム村で

万KW級加圧水山姫二基︶がある

緕ｵ九年午五酉万湯を興と関

は︑このほど︑職業税配布収入

い付けるのははじめてのこと︒

外からこの種コンポーネントを買

ポンプ閥体を発癌したQソ遡が海

態KW加圧水工臨原発用の五十ナ

ンシデール彰彰グループ︶に︑百

ぼど︑イタリアのチル田島︵フィ

陰

︻パリ松本駐在凪︼ソ適はこの

ソ連︑伊に原発
用ポンプ発注

ている︒

罵を行うシステムの建設も計醸し

霧を利用して村の佐宅二千戸の暖

係町栂で分配︶を太陽継体筒文化
デンマークの一次エネルギー購
要は八O％を輸入石心に依存して 会館の建設に影てることを決め
た︒またアラン・ベル村長は︑地
ている︒このため一九七六無から

おり︑国際収支上の灘難に臨薗し

り︑一九九一年に一暑機︵六十万

原子力発現駈の建設を検討してお

KW︶の運開を翫画していた︒だ
が原子力反対運動は政党内でも強
く︑ことにスリーマイルアイラン
ド鱗故後は激しくなっていた︒こ
のため政府も議盆も計画推進を跨
鐵し︑国民投票に訴えることを決
めたのである︒

政府が原子力発胃底建設を放資
したのは︑霞目には放胃性廃棄物

ノ︒

一︸

．＝

・二一る

弾一三

鎗

絹繭（044）233−4351名門騰（052）962−0121大阪（〔＞6）931−9058・広島（0822＞43−1532

9

政府︵社民党少数派内閣︶は一月

六％︑国防猛動が金体の二七％を

エネルギーの研究騰慰撫四十

占めている︒

起きなかったという︒

ヂモ隊の数も減り︑トラブルは

糧︑夢
昨製のゴルレーベン再処理・
廃簗物センター藁筆のざせつ以

が︑エネルギー構勢の変化でも

薯偶もある︒しかし︑反薄派の

立地が多いなどの韻独に署の

その背禦にはもちろん︑内陵

を揺さぶられているのである︒

処分の開発が遷滞なく進行して

もに︑もし酌蓄が実現すれば︑

大会の批判派

ではない︒

しが明るいわけ

年代後業の兇遇

ない限り︑八○

濃霧のなかでの繭進

しかし︑かんじんの再処理鍍

しないが︑路線変更による蒼干

来︑西独の嫡勢はまだすっきり

処分までの 環

がつながらな

きでは︑廃蘂物

ひとつは︑昨無の懇からゴル
い︒その対策に

の前進も兇えている︒

レーベンでの深贋ボーリングが

再処理・廃棄物対策に悩む西独

ように︑間題を科学的に詰めよ

ついて︑昨黛九

ら原子力発懲を締め出そうとい

うという姿勢よりは︑摘緒的に

始まったこと︒差しあたり第一

月︑シュミット

うものだった︒その決議に四剛

ている︒震動の違いがあるにせ

原子力を悪避する傾向が蟹立っ

熟狂

期の五〜七本が魑手され︑約三

再処理・廃翼物処分の二丈立地

二︑新たな発霞所の建設許町

以上の支持票があったことは無

R︶を設躍することになった︒

︵K・K︶

で︑たとえばイギリス人の

連邦首摺と穫州酋掘との禽懲が

原則は崩れることになる︒

も︑上詔の運転誌司と岡じ条虫

視できない︒昨秋ボンで行われ

るわけだ︒現場はコンクリート

麹

か月で地下千八酉溺︑広大な渚

できているが︑それによると︑

ドイツ構勢のひとつの天董山

にしたがうが︑原論力の碓設は

運動の特徴はきわめて

塩罎のほぼ中心部まで掘り下げ

再処理方針の決定を八O隼代半

は︑昨庫懸に開かれた政將管守

提案は︑運転中

る︒順調にすすめば二艶陽で調

周済み燃料の繁中欝蔽駈︵AF の社会眠霊党︵SPD︶大会だ石澱が鰐要を覇たし縫ないとき

ばまで延ばすとともに︑背面使

よ︑運動暫のなかに既成政党へ

壁と灘と蕎劇鉄線でかこまれ︑

の発心所を順次傾止し︑三管か

査を終わり︑腐レベル廃弾物処

た反原子力デモには十万人が参

の不憾が強腰っていることは︑

題であろう︒

いる場合にのみ与えられる︒

分場としての適性が確かめられ

にその必要に応じてのみ認めら

西独の将来にとっても大きな問

つた︒大会の討議は深夜におよ

加し︑原子刀発電所の運縣爆止︑

つまり︑大会決議は原子力の

ローガンにかかげた︒このデモ

巣進化学株式会社
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DOEの原子力閥係予算要家
〈1鉾位
80イ1岐
巨
項

5v血
壁漏1
鰹宮隊に誕衛される物々しさだ
ったが︑再処理計縣の棚上げで

璽灘襲灌

翁

試

曇望

嚢2

原ii無機蓬器翻

一

〈】1工〉

硫黄分（10P・Pm以下）

弗素分（50玖Pm以下）

低塩素分く150PP・m以下）

／

検介

（一

「

▲

昭和55年2月7日
憎

子
（第ヨ種郵便物認可｝

第1014号
（3）

来燭のことし最大の関心事は︑今秋の十〜月四日に行われる大統領選挙︒先月二＋一当には民主︑
共和両党によるアイオワ地区大会が行われ︑民主党では現職のカーター大続領が︑共釈党ではブッシ
ュ元中央楠報局長官がりード︑大統領選に向けての九か月間にわたる本格的なロングランのスタート
を切った︒その論争の中心は︑各国とも頭をかかえているエネルギー聞題︒七六黛選挙では︑すい星
のことくホワイトハウス入りしたカーター大統領︒その大統須による厳しい原子力政策の転換によっ
てゆれにゆれた世界の原子力︒アイオア地区大会で名をつらねた両党の大統領候補を三二に︑各候補

⑦切迫した問題だ︒われわれは

五％までにもいたっているのだ︒

イングランドの六つの州では︑三

ージャージーでは二〇％︑ニュー

な展開も行われなかったというこ

のかかわりあいはといった本質的

に関して︑国家のセキュリティと

だしており︑ニュ1ヨークやニュ 野に立った論戦とはならず︑環境

しかない︒それゆえ︑馬蝉的で︑

の問題の︑ほんのわずかな割盆で

る︒発駅駈から出る廃賜物は︑こ

には︑逮邦政府や蟹の仕事であ

限に活馨しなくてはならないとい

一一一＝需一需▼

②・

べきだ︒そして︑庄宅︑商業︑生

ギー源に︑糖力的にアプローチす

力︑風力などの薄生可能なエネル

曽一匹一一騰聯曹

騨二

一＝棚︐

■一鴨一一＝層▼

一櫨の■一願置︐

薩二襯鱒噌一7

二一一一一一需曹

三景する理由は︑まったくない︒

・鴨﹁篇曽鼎7

糟一脚二胤＝

順一禰幽一＝蟹匂

目前カリフォルニア捌知藩︑共

⑧・

和党

帰﹁＝＝鞠一

ブでき︑安い︒政府はこの節約の

推進のため︑刺激的で・かつ有効

めるべきだ︒日常生活の上で・経

的な財政的補助を強力におしすす

薩現カリフォル漏ア⁝州知事︑艮

成燃料は︑この先︑エネルギ⁝領

⑥拡大すべきである︒

⑤開発すべきだ︒

上について確認した︒

霊醒してきた運転鍛と蟹理蓄の向

域で大きく翼献しよう︒核融合は

⑦安全に隔離︑管理する技術が

まだ研究段階だが︑その予々は︑
楢大されるべきだ︒

理と蟹理は︑仏と西独で︑すでに

すでにあるQ放鮒性廃棄物の再処

やガス生産者の刺激となろう︒ま

続行することを希望する︒その技

速堰殖炉のプログラムを支持し︑

⑤わたしは︑クリンチリバー高

卜

⑭Ri汚染除去工事
④Ri施設の環境測定

は横極的な開発が行われている︒

この問題と環正獲からとりくまな

う以外︑問題はない︒

一＝＝＝圃︐

関する鱈庁間検討グループ︶レポ

無尽蔵な電力源であるこの原発を

ければならない︒轡門家の多く

センセーショナルな報道は︑︸般

⑤：

④TMIの事故と︑誇張されたとだ︒安全のための孚段を︑巖大

ティカルな問題は︑技術的なもの
公衆と産業界を混乱におとし入れ

⑥・

は︑廃棄物をとりまく今臼のクリ

ではなく︑ポリティカルな闇題
た︒掴えて不幸なことは︑この噴故

から石炭への転換も行おう︒また
同晴に︑麗大なマーケットへ送り

によってなされた数多くの論議が

⑧われわれは︑いかにして︑エ

二一＝＝曽︐

⑦廃棄物処理の問題は︑基本的

だ︑としているQ

も確立する︒

ネルギー資源を有効に︑ムダなく
一一需

﹁エネルギー需給﹂という広い視

出すための︑石炭の輸送システム

③原子力を平和利用の動力源と
使うかということについて︑いま

①米国の将来を想えると︑原子

して使ったのは︑われわれ米国人

独立心とセンスのなかに︑その解

だ確たる方法を毘つけ得ないでい

決策があると傷じている︒ニュー

る︒だがわたしは︑※国人の強い

れわれの経験に由来している︒わ

である︒今日︑世騨各国で利屠さ

れわれは︑ひきつづき︑原子力を

れている原亭力発鍛の技術は︑わ

これまで︑政將は︑この廃棄物問

③原発は︑向こう三十鎌の︑わ

産分野での︑エネルギーの効率的

②米国は︑より多くの石炭を採

⑧節約は︑もはや︑ひとつのム

ギーにとって︑もっとも大切で堕

ダもできないという※国のエネル

目薗テキサス捌知覧︑共湘党

要な課魑だ︒

た原子力も︑ちかい蒋来︑璽酷な

亀，融3−255−2691（代衣）

13番5写（松ナ言ビノの

〒101東京都丁・代国区外オ1｛…田3一∫ri

者の原子力︑エネルギー政策などを八つの質問︵別稿謬照︶から総補してみると一︒

題に︑ふかい関心をしめし︑各種

効で︑多大なエネルギーをとりも

済︑工業活動で捨てられている有

のひとつだ︒輸入石油を減らし・

⑧節約は︑もっとも力強い施策

⁝トを隻持する︒

弱まった経済力を園復させるとい

力に頼っているげんざいの状況か

地で︑穰極的な石油やガス用田

棚もふくめた運邦政府や公共の土

ら脱却しなくてはならない︒大陸

られたガスホールにかわり︑ボス

どすために⁝︒

トン郊外では︑ゴミの焼却発躍所

のストーブは︑アイオア州でつく

てはならない安全上のステップを

イングランドで使用されていた木

数多く指摘している︒

④このレポートは︑実行しなく

ぼすこの問題で︑ちかく政府は︑

う国家的目標を隻持する︒二郎

開発していかなくてはならない︒

その具体策を発表する︒

は︑生産するよりもBTUをセ！

が国のエネルギーをになうもの

な改善をはかるべきだ︒

主党

の開発を行うべきだ︒公警防止装

ーンな燃料を開発すべきである︒

拡大やメタノールのような︑クリ

ユ兀中果驚報情心官︑共和党

が生まれたように・・o

つくっても︑輸入石製を減らすこ

⑥拡大すべきで︑一部の領域で

とはできない︒エネルギー資源の

エネルギー自立への鍵だ︒エネル 要とするかぎり︑原発を運転し︑

で︑その利用は︑磁極的におしす

①再生可能なエネルギーや愈

置をとりつけた石炭火力発露所の

の機関で研究︑討議をしてきた︒

は︑十分に尊璽し︑その異体化を

⑧節約は︑米国のエネルギー自

原子力の潟来に璽平な影響をおよ

はかっていかなくてはならない︒

立の基礎となるものだ︒法律だけ

原発の安全性を高めるための勧告

⑤わたしは︑せまりくる﹁プル

①エネルギーの多絹化は︑おし

年には確立されるだろう︒国塚の

すすめる︒その構成は︑一九九〇

トニウムの時代﹂に反対でない︒

⑤⁝−

エネルギーの比率を二〇％まで高

目標は︑二〇〇〇年までに︑太陽

ではない︒いまは︑その時期では

太陽︑地熱︑バイオマス︑ミニ水

高速麺矯炉にも反対しているわけ

多様化︑拡大だけで︑達成される

ふくめ︑太陽︑倉成燃料などの多
ない︑ということだ︒

めること︒政冊は︑核融舎開発を

くのエネルギー源の研究開発に︑

①来国がエネルギーと凶事を必

建設を続行する以外に選択はな

すめなくてはならない︒すでに︑

ものでもない︒節約は︑まさに︑

ップの基礎となる中期︵一九八一

ギーの節約が︑義務や不愉快な犠

い︒原発は︑陶こう二十年︑三十

⑥ひかえ露にみても︑次のステ

②石炭火力への転換は︑わたし
〜八四︶のプログラムは︑珊珊の

年のエネルギー問題の解決に︑僻

掘し︑石炭火力をおしすすめるべ

減らすために︑これは完全に履行

きだ︒OPECからの輸入石油を
実施されている︒

③醐速増殖炉開発もふくめ︑原

されるべきだ︒

④委員会は︑わたしがこれまで

子力は拡大すべきだ︒

るわたしの哲学と政策とは︑ケメ

エネルギー源となろう︒太陽など

ルをたかめ︑石炭の消麗幽を減ら

術は︑米国の原子力のポテンシャ

ラドセーフ雰㌘澱株式会社

質の高さをマークが保証

ン

Rlの総合コンサルタ

⑲空調、排水設備の保守
⑭フィルター交換工事
⑱各種廃棄物の処理
㊥モニタ、測定器点検、調整

＼

積極的な 支 擾 を 行 う Q

のエネルギー政策の︑ひとつのオ

11現大統領︑昆主党

②支持する︒石炭への転換は︑

牲蜘行動とは考えていない︒

⑦この間題は︑来国内だけでな

︑

⑥核融合予麗は拡大ずべきか︑縮少すべき

⑤窩速増殖炉についての調メント︒

ての見解︒

婁艮会︶が昨年十月に公表したレポートについ

里数の大統領鋼査特藤織凪会︵通称︑ケメニー

原子力は全米躍力の一三％をうみ

繕大を要求している︒

ためのプロセスである︒九〇矩ま
く・国際的な諜題となっている︒

次の八つのフィールドからとりまとめた︒不

大な力を発揮するだろう︒

プションである︒それは︑前進の

でに︑輸入石油を五〇％まで引き
下げる︒

③原子力エネルギーを放麗する

ほどの余裕は︑この※国にはな
陽︑水素︑そして核融合だろう︒
大統領として︑わたしは国民に︑

は？
．②カーター政権による石油︑ガス発蹴から

①八○年代のエネルギー・ギャ
ップを埋めるためにも︑原子力の

こうした再生罵能なエネルギーを

い︒シカゴでは︑その躍力の半分
を原子力によってまかない︑全米

拡大︒強化は緊急の課題だ︒京

御開点は﹁ ﹂で表示したσ
① エネルギーの多様化について︒その予測

電力の一三％を原子力がうみだし

⑦放射性廃棄物についてのコメント︒

か︒

①石炭の拡大は︑あきらかに実

の再笙司能なエネルギー源は︑そ

．施すべきだ︒それは︑国内の石油 ニ書レポ1トと一致する︒

の拡大をはかる必要がある︒合成

⑥核融舎の研究開発は拡大させ

す効渠をもたらす︒

⑦無視できないこの課題は︑T

るべきだ︒

MI原発瑠故のその後の状況とか

サービス業務

販売品目

聞

二
二

力

原

．石炭火力発羅への転換をどう思うか︒

篠

③現在以上に拡大すべきではな

かつ効粟的な役謝を演じる︒

い︒太陽︑石炭といった代轡エネ
ルギーが可能なときには︑現存の

燃料は︑環境と経済上のことを加

は︑次の＋〜二十鉦のあいだに︑

④委員会のレポートは︑原発の 味して開発されるべきだ︒核融盆

原子力施設も︑廃止すべきだ︒

安全性と当局側への告発である︒

など︑醤来にむけての有効なホー

⑤高速轡殖炉開発は︑原子力は パイロットプラントがつくられる
これ以上繕やしてはならないとい

とつだ︒エネルギ自立への根底を

考えるとき︑璽要な概成要素のひ

⑧節約は︑将来のエネルギーを

らめて解決されるべきだ︒

千重な資源である︒大統領による

②以前から︑石炭は︑もっとも

プとなろう︒

ル︒エネルギーとしては︑管理で

⑥核王命は︑将来のポテンシャ

う観点から︑反対である︒

の保存と新たな生産拡大というこ

⑧﹁保存﹂ということからみる

的判断や指富力にかかっている︒

経済と技術の繭領域で刺激的で︑

⑧工準ルギー資源の保存と節約について︒

卜

ならない︒

保証するために処理されなければ

山一一隅一一一7 脚二一腎＝一顧 ．喩輔一認卿髄▼ ﹁一一鼎囎一

らすという翼体鮒なプログラムを

需隔︸＝隔﹁凹 二一一一轍＝． o纂＝曽需騨・

提案した︒それは︑一ゆあたり十

●旧訓一膳一儒＝

ない︑効率的なエネルギーの利用

仏や英のあとを追っている︒

⑤開発すべきだ︒われわれは︑

約束してくれる︒それは︑ムダの

現上院議畏︑民立党

一がの節綿をもたらす︒
一睡四百万疹まで︑輸入石油を減

を愈心する︒議会で︑わたしは︑

■一m曽 ＝︐o 鴨一一一一鱒﹁．

④スリーマイルアイランド︵TM一︶原発

鱒べ巻か︒

③原子力は鑑進させるべ鷺か︑中止させる

約束しよう︒

②大統領として︑わたしは︑必

今世紀末までに実網化することを

要に応じて︑この石炭火カプラン

もはかるべきだ︒効率的な資源利
用の新しい手法についても︑努力

トの建設をおしすすめよう︒石油

た︑豊竃にある石炭の有効な利矯

④ケメニー委員会は︑これまで
しなくてはならない︒獲期的にみ

ているという現実を忘れてはなら

大統韻が捲命しだ委員会のなかで
て︑もっとも期待されるのは︑太

ない︒

もっとも璽要な役割を果たした︒

鰍は縮少されるべきだ︒
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①原発がつくられるたびに︑石

⑥拡大すべきだ︒

Cの縷織そのものの改革を勧告し

と︑安全で︑実際上の役割は︑短

④委員会の基本的縮論は︑NR

ていることだ︒NRCや産業界

期間である︒次の十蕉間で︑資源

炭労働者の九千人が職を失い︑五
百万ナの石炭が減産に遍い込まれ

いった既存の技術以外のものは︑

③推進すべきだ︒安全性を考懸

⑦安全に廃棄する技術は︑す

ている︒璽縦なことは︑節約であ

革ができるまでしてはならない︑

は︑運転・建設の許胃発給は︑改

し︑わたしは︑人口密簗地帯から

でにある︒その実得はいま︑政治

る︒二〇〇〇年までに︑全エネル

ていない︒節約を強化し︑国内の

いまもって︑実験段階の城を脱し

離れたところに︑十二一十五墓の

転換は︑よりよい施策だ︒

なくてはならない︒

ギ⁝の二〇％を太陽から供給させ

⑤開発すべきではない︒必要で

というわたしの儲念を確認した︒

るために︑すべての技術を投入し

なければならない︒命成燃料は︑

①石油︑ガス︑石炭︑原子力と

おそらく︑エネルギ⁝危機の救撹

石炭︑石油︑天然ガスを増産し︑

きるものではない︒核職掌推進の

ない︒

今回の遵邦政府の研究開発予算を

主となろう︒

る︒

とが︑現異的な翻題となってく

巨現上院夕凪︑共瓢党

れるべきだ︒

流れる選択として︑おしすすめら

パーク﹂を支持する︒

原発を配躍させるという門原子力

③安全対策を講じた上で︑拡大

のエネルギ⁝源の実用化に力をそ

すべきである︒

⑦IRG︵放射性廃棄物管理に ④茎本的に︑原子力開発におけ

信じることはできない︒

将来のために︑その実験レベルで

到環上院攣餓︑共瀦党

⑥げんざいの方針を支持する︒

多くの評価は︑原発の安金運転を

④籔任ある委員会が指摘した数

⑦すべての州をふくめた協力体

②支持する︒ただし︑環境を守

そぐべきである︒

③DOE︵エネルギー省︶の 一

⑧節約は︑より向上した生活を

制のもとに行う必要がある︒

②聾富な石炭を活屠すべきだ︒

だ︒国家の原子力エネルギーの容

九九〇隼までの計画は非現実 的

⑳R施設の設計、施工
㊥R施設の改造工事
㈱R施設の管理業務

爾放射線遮蔽機器
㊥フード、グ一一フポックス
⑭各種モニタリングシステム
醗放射能瀾定装置
⑳核医学診断装置
㊥給排気空調システム
⑭総合排水システム
⑳Ri安全取扱用器具
⑭Rl取扱用防護実

ρ
曜

印
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浮彫りにしている︒

この研究調査は︑科学技術研究
醐査の付帯調査として︑エネルギ
ー行政に必要な基礎資料を得るこ
とを園的として行われたもので︑
今回の対象となったのは︑資本金
一懸円以上の鼠社五千五百三十︑

比べれば︑エネルギー研究劉は︑

八％の贈加であったから︑これに

エネルギー版

と

力発醒研究糠は︑ほぼ岡程度の︑

研究費は七︒九％となっている︒

共闘会議ら

嘉触易霧
響は︑はかりしれない︒

には︑米国側から横軸交流形が於

製で︑立軸交流形は葵国製︒驚月

わることになっている︒

二十﹁世紀にちかづい
たいま︑その海は︑資源

陸上送電された電力は︑皿均二

のエネルギーが︑はじめて還常の

センターでは︑実験チータの分

究閣発酎画としてとりあげられ︑

ランドと協力して波力発璽技術の

十五KWであった︒だが︑海から いらい米国︑英︑カナダ︑アイル

蒙た各国が淀軽しているもの

に︑やはり︑波のエネルギーを利

用する門ブイ﹂がある︒航行標識

でいるブイは︑五十四年

二月末現

として日本のまわりの海に浮かん

在で千四酉十九基︒このうち︑波

ているのは

二％の二着八十閥

力によって電力を得︑灯をともし

蔓︒その出力は︑平塑二十〜爾五

地球があるかぎり︑タダで使

＋W︒

え︑しかもクリーンな海の工塞ル

ゃく︶するために行う公聴会﹂の

ックストラップ接続部よりはず

二一一＝＝

配管が離脱したとき︑塞内には

二名の作榮番がいたが︑ただちに

寵外に退避︒その後︑作業衣︑靴

体汚染は検出されなかった︒また

底などのサーベイを行ったが︑身

ファなどから岡室内の空気湾染は

岡蜜に設圏されているエアスニッ

検出されなかった︒

職員を募集

薯AεA

国際原子力機関︵IA鷺A︶は

①研究およびアイソトープ周・

次の硬領で職顔を募巽中︒

FAO／王AEA共同事業部上級

所部二級職聲一名③保艶麗霞局・

職輿一名②同局︒研究および研究

名︒応葬締切りは①が二月牽五

開発および話術擾助部一級職麟一

に当たっては所管機関の推麗のほ

濤︑②と③が二月一一十二田︒応募

か︑実務経験など燗格制眼があ

詳細は原産︒企画察まで︒

る︒

原子力の翻訳は専門家のいる当社へ

明したという︒

析をいそぎ︑陸上送羅へ向けての

波のエネルギーから電力を得る

実験をちかく再開する予定︒

この計薩がスタートしたのは昭和

この﹁海明﹂は先月牽四日から

四十九年︒五十三難には圏際的な

小国︑厨本によって︑こ

沖で実験を行い︑そのうちの一

静心を簗め︑王露A︵圏際エネル

一月いっぱい︑山形興鶴携帯曲良

基は︑遜羅ケ⁝プルによって︑東

んどは︑そのすばらしい
我は海の子︑白波の⁝：︒

エネルギー源として︑利用されは

北鰭力の⁝般配殿系統へ配給され

そのリードオフマンとして︑い
まもっとも期待されているのが︑
波力発醒船﹁海明﹂︒

全畏八十規︑縄十二摺︑璽麗八
百±雑踏のその船には︑定格鵬力

ギー機関︶の波力エネルギーの研

じめようとしている︒

つB本列厩︒
萄艶いらい︑日水心と海とのか
かわりあいはふかい︒置本人の生
濤︑文化など︑海がもたらした導

は︑はかりしれないものがある︒

開発をおしすすめてきた︒

aの波高で20KW
初の陸上送電に成功
﹁欝欝﹂

えつけられている︒

落ご十五KWの発醗機が八白そな 電力系統を経て消費された悪義

この実験ではまた︑どのような

にはたらくかということについて

発電機が︑波の高さによって有効

理論上からいうと〜千KWの醗

なる灘﹂のこと︑その日の天候に

も︑長窪なデータが偲られた︒

力をうみだすのだが︑そこは﹁母

よって門気分﹂を変える︒

ンターによると︑横軸かご形誘灘

実験を推進する海洋科学技術セ

﹁愛の力﹂を得ようかと︑この

ギ㌔

その﹁母﹂から︑いかに多くの

発蹴機は︑小波のとき出力が大き

理解と協力を求めた︒また︑再度

れ︑このとき配管内の希簿放酎性

・二榊一＝一鱒

業墜床に飛散したと発衷した︒

物質を遠駈する餐液の梅微蝋が修

一﹁榊︻＝胃一己富二盤＝＝

八O年代を迎え︑その実爾化へ︑

四方︑海にかこまれた日本は︑

﹁海明﹂には︑脇つのタイプの発

こ一＝＝鼎一；需一鵠■＝

の発罐機とくらべ︑最大出力で四

＝需一一躰・二一＝騰曽■

く︑蝦腰が五十讐ていどだと︑他

どの可哲の醸終結論は︑この公聴

二

電機が備えつけられている︒立

るなど︑その内餐は非民主的・ギ

会後で併罠が︵催民投票などによ

安全嬰に総名を手渡す俊藤物争

二鱒＝隔翻購刷曹謬＝胴＝幽

悩の差︵20KW︶があることが判
大きく踏みだそうとしている︒
騨二漏＝齢・

ご形の三つのタイプ︑七基が日本
齢謬

軸︑横軸開簡園転界磁形︑横軸か

︒禰一二2一一●網＝一隔脚一聯9一＝

述蓄は︑佐民の推薦する入は無条

だけでなく︑納得のいくまで麗疑

件に認めること②陳述悪阻は一圃
ついで共闘側から村上武士福島

れること④建設または遡転開始な

ず︑間題が解明されるまで続けら

数︑時日︑陳述人数は制隈され

聴会は︑その民霊的手続上から

らかじめ届出を義務づけられてい

陳述入が制限され︑その蟹問もあ

応答が許されること③公聴会の回

も︑公聴会の欝欝そのもののあり

している公開ヒアリングは︑愈毘

方からみても聞題があり︑公開ヒ
アリングは中血すべきだ﹂とする

マン的なもので︑ただちにとりや

と︑などを盤り込んだ︑﹁民主

って︶決めることを傑証するこ
︵二刀二千八百九十六

める㎝轍名﹂

要請轡と︑﹁民主朗公聴会をもと

一

また︑公聴会当日の十四譲まで

的﹂な公聴会の開催を訴えた︒

に︑薪たな艦名の提出と再度の諾

弩は第三園定検をそれぞれ

終了︑戦列復耀したが︑覧たに定

開ヒアリングは︑爵空的なルール

の器し命いについては﹁十三瞬の

説明︑﹁安全審萱に参酌︵さんし

にしたがって朽っている﹂と︑蜜

これに対し︑御園生婁員は﹁公

し盆いをもちたい恵向を伝えた︒

全体としての運転実綴同上につな

全裂員会が行っているダブルチェ

たことやトラブルもなかったため

理入りした原子炉が

纂もなかっ

賜浜一

および浜騨二弩が第一回定検を︑

めるべきだ﹂と述べたのち︑①陳

一

月間記録︑絶好
のすべり出し
利用率七〇％を超す

転実績は︑晴問稼働率七四・一％

環から五月中旬まで第一圃定検に

た︒

年前中までならば﹂と確箸はさけ

理施設の計羅分析罵低放射姓試料
分析窒に設踊されている第二系統
グローブボックスライン︵㈱台旧

動力炉・核轡料開発禦集団は二

格使用︶の廃水管が︑グローブボ

十八日︑茨城県東海村にある再処

動燃再処理施殴

汚染事故

試験分析室で

ック︒システムと公開ヒアリング

がった︒求た︑ふげんは︑一一月一

方︑玄海など運転中の原子炉二十

讐は︑一月に二回サイクリング

で︑串し分のない運転ぶり︒葵浜

の法律上の悪味台い︑性格などを

い高懸垂を記解した︒

くないが︑設朧望粥率が七〇％を

二基のうち半数以上の±一墓は︑

福島㎎弩︑高浜一︑一一轡︑伊

入る︒

超えるのは三︑四年ぶりのこと︒

七〇％を磁えておりそれぼど珍し

賠間稼働率は︑昨銀一︑八月に

設備利鷹覇七一︒二％と近間にな

一月のわが囲原子力発囎駈の運

た︒

世界でも有数の憂い海岸線をも

無難

テーマ別にみた研究蟹をみると︑

核燃料サイクル研究蟹が二八︒六
％増の四齎六十六億円︑核融含研
究蟹が六五・七％憩の二百六十四

ている反面︑原子力発鰭研究擬は

慮円と︑平均以上の伸びをしめし

＝・二％減の騰函六十隙億円と
なっているのが注囲される︒放射

の二百二＋億円となっている︒

線利用・安金研究雛も一︒一％減

なお︑エネルギー研究蟹全体に

それぞれ一六︒八％︑一六・七％

と︑核燃料サイクル研究蟄と原子

占める原子力研究賢の期含をみる

Y強の伸びをしめしたことにな 原子力は千八百二十六鱒円と︑エ

と︑含わせて三國を占める︒核融

その原子力分野での︑主な研究

倉は九・五％︑放鋤線利用︒安全

ネルギー研究鍵全体の穴五・七％

また︑エネルギー研究劉の増加

る︒

ガスなどの化石エネルギー関係が

率を分野別にみると︑石炭︑石油・

七九・六％髄﹃引力癒換・貯蔵︑輸

なっている︒

を占め︑エネルギー研究の主流と

だが︑異体的な研究駿でみると

るやかな増捕率にとどまった︒

もいえるもので︑報告は︑いちじるしい伸び︵平均二四・三％憩︶をみせるエネルギー研究蟹の姿を

された調査繕菓は︑昨館十二月に発表された﹁科学技術研究調董結集の概要﹂の

総理府統謝周は厭日︑﹁昭和五十四年慶エネルギー研究調葦結累の概要﹂を発表した︒今回︑発衷

著しい核融合の伸び

全体の66％を占める

灘懇霧懸麟綴舞懸

聞
九頁五十︑大学八首六十︑合わせ

自然科学系を苅象とした研究機関

送システムなどの釜エネルギー関
係が四九︒八％遡︑太陽︑バイオマ

て七壬誠百匹十︒

調責繕果によると︑昭和五十三
スなどの翻然エネルギー関係が煕

苅共闘会議︵佐藤徳雄妻琴︶と三主

名分︶を︑応対にでだ御園生︑内

公聴会の中止を陳情

年痩のわが国のエネルギ⁝研究擬
二・六％憎と︑いずれも大輔な伸
十照頃に三塁される簾京電力裡

的公聴会を求める会︵三瓶美知子

田両頚髄に手渡した︒

50

﹁今回︑安全婁が開催を決めた公 緊会議員は﹁十四圏にひらこうと

﹁民主化﹂を唱え

は二千七首八十億円︒前当度の二
びをしめしたのに対し︑代鞍エネ
騒第二原発三︒四書翼翼設にとも

代表︶は二月五譲︑原子力安全帽

福鵬原発反対

千ご百三十七懸円にくらべ︑二四
ルギーの盟主として国がもっとも
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・三％の幽加︒昭和五十三年展の
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N豪でにサイト

発生する放射性廃棄物の安全処分

策をh大幅な後遥﹂と非難し︑

ワイドラー議員は︑カーター政

續ｪ五無までに処分場を開設

が日刊できるか蒼かについて規則

る︒N飛Cは徹底的に︑しかもタ するとした薗フォード大統領の誹

作成手続きを完了するよう要求す

べた︒一方︑ゴールドウォーター

画から毒しく後退している﹂と述

議員は﹁われわれは連邦レベルで

イムリーに実施すべきでその際︑

会を十分に与えるべきだ︒

技術轡や政府機閣が参湘できる機

る︒現在すでに十分な技術と能力

廃棄物対策を促逸する灘任があ

がの予算を使っており︑誹睡をこ

をもっているQこれまでに数十億

カーター大統領の廃蘂物政策は

ラー︑パリー︒ゴールドウォータ

発表後ただちに︑ジョン︒ワイド

ー薗下院議貴︵いずれも下院エネ

は突行あるのみ﹂と語っている︒

れ以上遅らせるべきではなく︑今

設懸を墾んでおり︑議会も岡様で

ー︶から厳しい批凋をうけた︒

ある︒とは鱈え︑大統領の廃棄物

ルギ⁝研究生睡小婁綴会のメンバ

処分技術の

計画により︑今後五二以内に︑一

早期実証を

か駈あるいはそれ以上の適切な処
分場サイトを決定することは︑台

A−Fが凝メント

臨に燈する︒さらに︑運邦処分場

すでに手元にあり︑われわれが廃

とによって︑﹁廃簗物処分技術が

ったものであるとのコメントを登

表したG

︾ノ

は︑一つは︑原子力船の広範多岐
にわたる業務を購握し︑その研究
開発をおしすすめるため︑現行の
門暇ホ原子力船開発薯築三﹂の名

門賑水原子力船研究瀾鯉口藁団﹂

称を︑﹁研究﹂の二文字を加えた

とすること︒

︵冒的︶︑二十三条︵業務︶も︑

これにともない︑現行の第一条

今一つは︑﹁B本原子力船研究

査﹂の字筍が加わることになる︒

嚢綱によると︑新麟業団は五奪後

開発畢業囲﹂の門統廃含﹂聞書︒

の昭和六十蕉三月三十一臼濠での
階隈立法に依拠︑それまでに政府

と統含するもの﹂とし︑﹁必璽な

は﹁覇業闘を他の原芋力関係機闘

描薩を講ずる﹂︵付則・禦業団の
﹁原子力船開発に必襲な研究︒調 身受︶ものとしている︒

︑︑べ章卿・㌔

⁝
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醐以外の一定磁の使照済み燃料を

カーター大続領の廃棄物政策に

受け入れる︒

一︑商業低レベル廃型物の処分

設醗の前に︑認司された懸定貯蔵
試験施設をつくるオプションを提

関し楽原産は次のようなコメント

大統領は︑換囎なペースで廃棄

場を地点ベースで確撮するため︑

他と協力して︑圏壕計魎を作成す

DOEに対して︑州︑産業界そのを発表した︒
する︒処分楊立地に関し州に捲沓

璽していることは︑智慧に励みと

は︑久しく待たれていたものであ

なる︒試験繕設が操業入りするこ

物対策を進める内容の聡舎政策を

一︑NRCに対し︑薄行の許認策建した︒このような大統領政策

るよう命じる︒

る︒これ塞で政冶胸不淡断と臆病

一︑大統領離離の使用済み燃料

権を認めることは適切でない︒

同法案はエネルギー省︵DOE︶ 蔵︑超ウラン騰藁物および葬国防

溢案を畢期に制定すべきである︒

ている﹂ことを公衆に実証するこ

解物を安金に処分する能力をもつ

町権隈を拡大︵使用済み燃料欝

ている︒

に建設する司能性もある︑と述べ

が廃棄物無題解決の鹸大の陣密で

に︑一か所以上の原子炉外欝藏施

低レベル廃蘂物の処分も許認可の

大統領の廃典物政策のその他の

原譜事業団衣更えへ

⁝＝≡三三＝榊三一⁝＝＝⁝≡＝舳＝≡≡霧≡葺⁝輔■≡≡＝⁝⁝三＝鱒需≡⁝＝＝≡⁝＝榊■樽 ≡三三⁝⁝⁝響一一藁＝＝＝＝＝叢⁝楠＝⁝＝⁝ヨ 葺⁝一≡≡≡羅≡＝≡一＝＝＝

与するもの︒AFRは︑永久処分 一︑NRCに対し︑発蹴炉からールに関しては︑われわれは學期

とができる点で︑とくに墨要だ︒

あった︒廃端物処分場のスケジュ

蛍な内容は次のとおり︒

ため︑十九名の署員からなる﹁州

﹃研究﹄加え五年後統廃合

改正をもりこんだ﹃日本原子力船

い無業園法案は昨隼懸れの豪婁鍛

科学技術庁と運輸雀は十二B︑ 関して原子力婁員会は岡臼︑新し

のアプローチを通じて︑プログラ

研究開発劉業団法﹄を︑今国金に

今鰯十一月三十霞で騰止となる

ムの翼翼︑サイトの確認︑電量︑

要綱によると︑改正法興の焦点

︑

︑

福島公開ヒアリング

ン・亭甲．

蕊︑︑︑ミ︑窪
︑∴・

奮の陽光に︑隠折りきらめく粉雪︒そのもとで繰り汰げられる

淡々とした陳述が進むなかで備

幅の憾頼をおいている人は︑甜ひ

正央さん︵さ︶は語った︒﹁安全に全

後五聖すき︑楢葉町から来た本田

一蔭発三︒四金鈴︵各BWR︑蔭＋万KW︶晒設に伴う公開ヒア

﹁瀞﹂と﹁鋤﹂一︒原子力十全婁澱会虫催の︑粟禁躍力癌島第

リングは十匹臼︑千七詫人にのぼる機動隊に守られて︑福島市郊
外の卸町血鯛センターで開かれた︒一方︑公鰻ヒアリングの中止
を選ぶ反鮒派は︑渤鐵から県内各地で行った及対集会をバネに︑
卸町濫悪センターに策中︑中核派も加わった千四西人︵県警本部
発表︶が抗識行動を展開︑金国一の原発立地県門禰島﹂の姿を︑
あらためて浮き彫りするかたちとなった︒

リングでもそうだったように⁝︒

とりとしていない︒高浜公開ヒア

月101…ヨ駒引予定
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特価董000円

坙{原子力開発過去：渠藁

・処

み燃料と︑核不拡散冒標の遂行に

場ができるまで︑来醐内の使用済

助言欝癖企画会議し劔設へ
カーター※大統領は十二顛︑放射性賃銀物管理に関する総州政策を発表した︒箏想されていたよう

カーター大統領は︑最初の高レ
ベル廃爽物処分揚サイトについて

﹁まず鴎︑五か筋の地点を調査
し︑その適性が確認されるまで︑
一︑廃託物管理について行政府

企醐会議﹂を︑大統領詔令により

に助言し︑議会と共同で検討する

なる多種多様な地蟹環境が調資さ

イナ州知嚢を委鎖長にあてる︒

一︑廃払物処分場が立地される

実規模の醐レベル廃藁物貰分場

立地決定など︑運邦政府のあらゆ

提出することをかためた︒これに

司能性のある州は門協議と協力﹂

設囲に役立つ経験を取徳するた

る悪志淡定の段階に継続的に謬画

年度では︑安金確保対策のための

会決定︵統墜口説懸︶の趣旨に沿

め︑中聞段階として︑認可された

の向上を確保していくためには︑

施策を前轍にすえ︑原子力箕金規

﹁臼本原子力船開発纂藁団法﹂の

小規模の地熱欝藏試験旛設を畢期

わが圏の英知と翻造監の所塵であ

−−：⁝︐

原子力の強カ一

粟院・科技特：

放射線懲懲防止対策の強化︑防災
論策の充実などを稜極的に展開す

制行政の充実︑安全研究の推進︑

えおきしたあと︑原子力研究開発

る科学技術を︑横極的に振興する

な推進は使命⁝
畏田蝿留所璽萌

た︑自主的な核燃科サイクルで

また︑原子力発馳の拡大に応じ

ることをあきらかにした︒

代替エネルギ⁝の中心的役割をに

燃料の湾処理技術③欝欝増殖炉原

も・①ウラン濃縮狡術②縫用済み

いエネルギー襲情をふまえ︑石油

衆議院・科学技術振興対策特別委

とは︑科学技術行政に器械をもつ

なう原子力を︑強力に推進するこ

型炉の建設など新型動力炉の開発

第九十一薩国会にあたっての所償

擾田科騨技術庁長江は十二日︑

利用についてふれ︑門今田の厳し

ことが不司欠の諏題である︺とま

つづき調査されることになった◎

分場候補サイトの一つとしてひき

シコ州川霧ルスバッド地点は︑処

W王PP計画は鎌止︑ニューメキ設熱する︒リレー・サウスカロラ

れよう﹂と強調︒これに伴い︑

﹁そのため︑さまざまな渚体から

サイト選定を行わない﹂と述べ︑

設︵AFR︶を建設する権隈を付対象とする︶するよう要求する︒

W璽PPは中止へ

おり︑獲麟間放財蜷廃棄物管理検討グループ︵IRG︶の勧告をほぼ受け入れた内容となっている︒

府と州の闇に﹁協議と協力﹂のアプローチを確立する④翼RCの許認可権眼の拡大⁝一などを決めて

い購期に開設する②有効な助雷同關としての﹁州企画会議﹂の劇論③処分塀立地にあたっては連邦政

決定した︒大統領政簾では︑このほかに①中間段階として小規模の高レベル廃要物二段試験施設を畢

半ばまでに操藁させることを明らかにし︑廃濡物隔離パイロットプラント︵WIPP︶誹画の中止を 鶴堵すると判断した協含には︑来

に︑一難の高レベル廃職物処分場については︑﹁一九八五無ほろまで﹂にサイトを選定し︑九〇無代
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麟会︵瀬野栄次郎婆員長皿公︶で

蕾の使命である扁として︑五十五

④核壕舎の研究開発など︑エネル

を表明した︒

ギー自立化に欠かせぬサイクル全

うったえた︒

のための予算描顯に麗解と協力を

を強くうちだし︑その円滑な推逸

般にわたる諸分野での強力な推進

そのなかで︑長子欝は︑﹁石

に乏しく︑狼い國土に多くの園民
が生活をしているわが圏が︑この
厳しい舗約をのりこえ︑将来にわ

たり︑経済の安定成長と国民生濡
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発醗へのコミットメントは五〇％

っている国は四十二か国︒まがり 依存︒イギリス︑フランス︑西ド

で詳細な原子力発罐開発計画をも

蕊％︶︒韓国は約一二％︒日本

イツはそれぞれ＝二％︵山国も一

スイスは一九％の躍気を原子力に

A王F調査によると︑来車以外 有利に作用するとみられている︒

フランスの豪局者は︑昨年末の

させる壮大な誹画を立てている︒

二か月ことに一墓の原子炉を運開

た︒一九八Q年から八五年まで︑

も増大し︑六千五蔚万KWを超え

なりにも原子力計画をもっている
石油価格上昇以前でさえも︑原子

工場では︑七十七ぜの容器計
に対し︑十酵以内の精度をもつ

なチェックー1の二極類の入力

測器についても既知の基攣と照

正確さを期するためプラントの

︒そして︑これとともにテスト

いとしている︒

境に璽大な膨響を与えることは

の装置は︑原子炉から取り畠

欝嫉

鍵鱒

電力中央研究所、日本アイソトープ協会、東大工学部・原子力研究施設、東北大学・金属材料研
究所、東京都立アイソトープ研究所、放射線医学総合研究所、電気通信研究所

物質管理精

依存している︒

しながら摺度をヂェック︑この

﹂と述べ﹁放射性ガスはすぐに

れた燃料脚台体を水中で検査︒

善人被曝管理、汚染衣類のランドリー、冷雄取水構の瀞善、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麿掃、普通区域構掃
（研究施設関係＞R1放射線取扱実験室r没計コンサルタント、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、空間藍鼠寧・表面汚染率分布測定、空調設
簾運転保守、管理区域内除染および清掃、普遁区域罐掃、浄水管理

灘器を使用しているが︑毎日の

回開発されたシステムは︑この

ないのが実情︒こうしたなかで

性の向上を可能にする︒また︑

このうち︑コンピュータ化した

ータをプログラムに送りこむ仕

G茂在来間プ

確な在庫甜録を確認するための

蟹データ︒ベースは六千以上の

新システムによって在隣管運の

鞘

同社の研究開発センターと原子

リットの一つ︒

タをもとに作成︑これらのデー

新システムはL鶏IDとよばれ 湖核燃料物質に関する取引きデ

薯時聞が三〇％短縮されるのも

は毎良︑コンピュータ︒システ

少することができるという︒

の入為的なミスの発生を大幅に

釈︒拡散してしまった︒作業員

サン織ーラン原発B

︻パリ松本駐在鼠︼フランスの

ーラン︒デゾー原発B︵九十万

貨題力公社︵鷺DF︶は︑サン

W級棚薪水型三二墓︶のロワー

た︒このための公開調査が沿岸

剛への冷却水排出認可繭謂を行

ペールからプロアまでの市町村

︶︒Bの排出蟹はA︵ガス含量

行われている︵一月二十滑剤ま

合計九十五万KW︶の九︒鷲

ブが強い不安を表明している︒

︒このため沿康佳民ことに釣ク

料検査装置の

給契約を結ぶ

ニュークリア︒アシュアランス

NAC社
大を求めるのはデマゴギーにす

ーポレーション︵NAC︶はこ

ほどベクテル社との聞で︑コン

ないとした︒

ューマーズ・パワー社のミッド

︹パリ松本駐在鼠Mフランス謬

定するためのもので︑同装置は

原子力関連鴬二種図〕
（発躍所関係）機器その他の汚染除去、定期検査日の除染・サーベイ、核燃糾装荷・父換作業、

確認で新装置
来国ゼネラル︒エレクトリック

塁じる微努誤差はさけ識

は七日︑核燃料物質の在庵管理
差を勘案し︑正確な在暉記録を

事業本部の研究陣が共岡で開発

コンピュータ・プログラムが基

に送られ︑プラント内の核燃料

リビアが各一基・韓国が二基・

DF︑冷却水

ルラン原発
賛意を表明
縫ワール共塵党支部
︻パリ松本駐在戯目フランスの

原発がナント市に近いから危険

レン中央盤記局員は︑﹁ペルラ

することに蟹愈を表明した︒ポ

ワール地域其群党支部はこのほ

匿＝隔＝

︑同地域に原子力発纏所を建
〇二＝一一騨一

閣係者は︑﹁発電駅敷地境界で

巳櫨一＝＝層甲

放劉線の明確な上昇はみられな
一一雛一膳＝

ら九十人が失職する②原子力優 要と試算されていた︒多額のコス

参事院︑建設

ンド原子力発磁所向けに使用済

燃料を検査する装置を供給する

院はこのほど︑フラマンビル断

絹済み燃料貯藏プール内に取り

が分かり︑それらの独がり︑ね
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G覧社︑嶺尊皇窩精度

精度を確認するための世界剛堅

ルミントンにある同社の核燃繕

たもの︒ノースカロライナ州ウ

︒このプログラムは①コンピュ

質の流れが常時追跡されてい

るうえで大きな威力を発揮︑生

鵬では︑すでにこのシステムを

タ化した在臨に関するデータ②

のコンピュータ・システムを開

入︑毎葎実感される颪万園以上

場内にある計測器に関する粗織

み︒

処理作業に酒製している︒

計測に際して笙じる統計的変動

四基二鶯九十四万KWの原子炉したが︑その間に数千昭︵三千八

対する健康影響はない﹂と強調

予備の甑力制御システムが作動

発注された︒韓国の二墓はウエ 颪拐︶の放射能で汚染した水が補

防謳局とNRCに通知した︒

ている︒昼間会社は︑州の放射

避難し︑2人編成の検査チームが

曽冒用縣鱒一輪﹁曽

た︒新原子力法により︑同炉は修

出ている︒また︑議会やNRCス
マルクールのG一一原発はG一

蒔代にまだ蒼命がある原発を閉 トに加えて︑許認許蛋周が﹁運転

止の訴え却下

子力反対運動の原発建設工購中

地域磯藁不動産グループほか二

約を結んだ︒

ラアーグ再処理工場

フラマンビル原奨

︹パり松本織在一回フランスの

海中排出管
で再び漏洩

できる⁝⁝として閉鎖に反紺し 決定的となった︒

ンドレミンゲ
炉も永久閉鎖
コストと安全性が理由

出認可を申請

チングハウス︵WH︶即製︒ 助建屋内のサンプポンプ区域内に

水炉の採用を予定している︒

一一卿＝鼎卿﹁ 噂＝＝腸桿鱒7 二一響︻齢卿草響 醜一円一門一 7

畜

裟
同建屡内に送り込まれた︒

ス︵おそらくクリプトン85︶が少

ング装置を調べた結果︑放射性ガ

補助建麗の歴上にあるモニタリ

M一二号で

量の漏洩

︒

タッフの中には︑半蔀潮け燃料供

ともにフランスの核奨器用プル

するのは間違っている③集産プ 再開の認可を必ずしも保証できな

という議論は科学的に根拠がな

給の緊要性と︑アーウィン工場の

ニウム製造を主厨醜として建設

トニウムは憎殖炉で効率的に利 い扁と述べたため︑同定の閣鎖が

これに対してマルクール原子力 繕以外に︑安全袋躍の追加などが

ュークリア・フユーエル・サービ 物難中のウラン含穂蟹を減少させ

工婦の操業管理をDOEに移蟹すれたが︑同時にフランスのガス

管理のズサンさに照らして︑門同

型の原型となった︒G二は一九

NRCと連邦捜査局︵FBI
二︶
隼魑工︑五九駕運開︒毎隼二

後には閉鎖が予想されていた︒

みられ︑いずれにしても二︑三

可能

国は︑次凝原子炉として来国製 流出した︒補助建地内の十一人は

＝＝営雪昌昌一二猛一一＝一隻需一一＝募＝一＝玉＝冊＝賃＝＝︻猛冊一魑一隻幽ρ回＝蚤＝＝一至一＝＝雪＝一庸一覧嚇＝；雪＝一＝覧轄＝一嘗蚤＝＝讐隻一一層＝覧冊一＝一一

2●9525＝したと発表した︒

設期間約十二儀と長期化してい

力による発電コストは︑石炭火力

とサウジアラビアが原子力計画策

︒

々の原子力一匹へのコミットメ

や石佃火力の半分以下と雷明して

︵二十二墓︑ネット感力︶が逓二 電所の建設期闇が擾期化している

に相当する千四百五＋秀KW いる︒また︑フランスの原子力発 ソ遡との商業的結びつきが強い

ったイランは︑原子力計画を中止

外部への影響はない

ーマイルアイランド原子力発醒 百ドキュリ⁝と推定されている︒

欧諸国で︑その原子力誹画は︑

えた︒こられの国々は︑キュー

で覧ナ九〜六十六か月︑百三十万

均建設期閥は︑九ナ万KWクラス ％アップし︑一棟二千芳KWを 来国ペンシルベニア州にあるス し洩れ出たが︑せいぜい二百〜蕪

トは︑控え賞に兇綴っても約世

とも期待している国は︑フランス

将来の塗壁として原子力にもっ

野︒

が世界の軍均以上に大きく質遷し

二号機で十一日目小さな洩れが 格納容器内には昨年三月の事故に

であり︑建設麗の安定化に寄与し

遡の原子炉製造能力にほとんど

持する補給システムの三匁パイ

った︒漏洩は︑一次冷却材系に よるクリプトン85が約五郎キュリ

KWクラスで八十四〜九十六か月 ︑フィンランド︑リビアおよび

ている﹂と説明している︒ちなみ

で発生した︒

フランスは︑国内に石炭と石室

とソ連圏の国々︒

をほとんど薩出しないため︑主要

一九七九蕉には︑アルゼンチン

面的に依存している︒

経済性からではなく︑全く安全

と認め︑閉鎖を淡めたとみられ 低減蟹故以来︑運転を停止してい

一嘗＝一騨輪． 量麗霧一丁騨． 膳幽幽齢一一聾罵． 巳噂一謄國一一一噸

結して一次系内の水燈と圧力を 一たまっている︒

の二五％が原子力によって供給さ
に︑来国では︑規制の不確実性と

禰＝扁髄一7 昌二■騨鱒欄■冒

反対派による介入のため︑平均の
塵圏一臨鴫讐障σ◆．一﹇＝＝＝ 騨隔一一一卿需曽︐ 鴨山脚一山7軍

碓源として原子力を間いることを

爾一瞬＝一曜噸 ゆ一一幽需閣＝順 昌易一騨需一胴p

決定︒過表十八か国の間に原子力
轍一一一竃卿一． 〇二＝需噌一騨 単鱒一需一＝7 0騨一喝器騨岬一

デンの国民投禦では原子力推進に
冑鳳一一． 0閣餉卿＝需緊鱒 圏一＝罵一7 腫需膳＝鱒需勲．

この薙墓準は︑従来の黒鴨管理墓

の視点からとられた描認だと答

るllとの条件も課しているが︑ ︵困万KWガス炉︶の閉鎖決定

準に比べてゆるくなっているため

の翼常を局所化するためのモニタ

ス︵NFS︶社の核燃料工燭はこるための装躍の採壌②ウラン計璽

テネシー州アーウィンにあるニ

リングの強化③社内懸盤搭躍体制

べきだ﹂との悪莞も出ている︒

万からコ十五万KWHを送躍し いる︒

﹂と述べた︒また︑エネルギー

のほど︑いくつかの条件付きで︑

の改醤などが課されている︒ま

は︑高濃縮ウランの石鎌不明の原

の設置に茂対し︑他方で魑用の

操業を再開することになった︒

た︑核物質防護対策としては︑①

きた︒旛設が老朽化してきてい

ンターのFO︵社会党系労働義務づけられており︑そのために

同工場は︑昨年九月以来︑運転

特殊核物質に接近し得るすべての

函について﹁盗まれたのか転義さ

ので最近黒鉛︵減速材︶の膨張

同等の建設費に匹敵する約一二五
︶とCGT︵総藻盟︶両型繊は

許可規定を超える高濃縮ウランが

人々に対する管理︒身体検査の強

れたのか明らかでない﹂と述べて

した︒

行方不明になったため︑操業を申

化②追脇の防護装躍の設躍③排除

いる︒

﹁将来に悪例を残す輪との批判が

アーウィン工場は︑海獺の原子

区域の設定と同区域の懸備④工場

G二 炉 の 閉 鎖 は

けられる︒これによって︑個々

に基づいていたが︑それは取消

水素化現象などがチェックされ

れ︑伸びおよび被櫻蟹のつぶれ

燃料棒や燃料簗合体の放射線影

提訴を却下した︒岡原発建設は

れ︑新たに一九七九隼八月の認

爵ドイツのRWE社とバイエル
ラア！グ再処理翌翌の液体廃棄物

政令で認められており︑原発の

のところ該燃料被覆梅の破損

︒久
三十層の総長に亀裂があった
二十五万KW︑BWR︶をた永

全性は保証されているし︑また

九七八年一層の公益事業認司政

ためで︑十九臼から修理にとりか

ベルク社はこのほど︑両社所有 海中撲墨鷲から漏洩のあることが

開鎖することを決めた︒

グンドレミンゲン原子力発電所 判明し︑十七日から排出を中止し
が必要になっている︒薄命と老

岡炉は︑一九七七庫一月の負荷 かっている︒

︑安全性確保のため桐嶺の修
︹パリ松本駐在風︶フランスの

化状況から判議して︑あえて修

︵昨庫九月︑十月目十二月︶が続

アンドレ・ジロ重工業梱は︑この

ジ日；仏工藥相

安全性が理由

規制委簾会︵NRC︶は︑誹璽管明分が一％を超える場台︑再び在

ほど議会で︑マルクールのG田原 してまで運転を続ける価値がな

︒
璽の不明分を一︒五％以下に押え

窟調査する②二回図以降は︑在慮

業繊麗にあたって︑①懸隔麗の不

NRCは︑アーウィン工場の操

省︵DOE︶が原子力国防誹画と含まれている︒

の関運で岡工場の操業再開を強く

社が瀾心した世界
構度を誇る核燃料
管理システム。従
くらべ確認所要蒔
30％スピードアッ

として︑操業再開を認めたもの︒

要講していたこともあり︑原子力

︵王学KW︶︑G三︵四万KW︶G二の閉鎖によって職員八十人 華万マルク︵一二︸田六十催円︶が必

力潜水艦向けの高濃縮ウランの成

内の核物質移動時の護衛︑などが

止していた︒

型職工を行っている︒エネルギー

誹総懸理の強化として︑①廃棄

NF＄ ア ー ウ ィ ン 工 場

条件 付 き で 操 業 再 開

れた︒このため︑三月のスウェー

では︑一九七八年の全発電磁力騒

ている︒ベルギーとスウェーデン

いくつかの国では︑原子力発電

させた︒

とのマスコミ報道に反論し︑﹁平

贈運転国で︑全発電設備のご一％

慢界（米國を除く）の原子力発電開発状況

醤基の原子力発躍所が建設中であ

は︑※国を除けば遠大の原子力発

開発に熱心な仏とソ連圏諸国

は五％︶に比べ︑七九年にはかなり燧加したと推測している

ことが明らかになった︒また︑全発電露力璽に占める原子力の劇毒は︑︼九七八鋸の約六％︵七七年

在︶になった︒一部の国で原子力計画の縮少がみられたものの︑全体としては拡大基調の続いている

この十八か月の間に︑運転中の原子力発躍規模は約二五％憩大して七千二十万KW︵一九七九隼末現

米原産︵AIF︶はこのほど︑※国を除く世界の原争力発電開発状況を発表した︒それによると︑
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△

︵A−Fが調査︶

蜀

輝識

7

8

8

L｛峯註舌（05378）（6）6

倉

｛を

沼∫

1司

浜

君i；

笠

4、

一

定に強い関心を示している︒一方

計

R35
W8

C7472
C8742
P，4304
R，601

1▲

圏が七か国︒さらに︑エクアドル

Q，4004
S，704

T2
P55
U6

煢謦??

譜二二屋山翻各営鞘にて・・管・辮を営藁

珊欄係の他｛藤

話（572）5734・（573）2664

O，4162

ｭ注済み

黄乳

隣】

静

所

張

出

，0201
Q，5362

嚼ﾝ中

0 6 9
3
2

岡

X，47（〉

，6351

661
T63
R2

6

阪営粟所人阪【11北1×饗島浜2一三一8・し。匹収06）（姻）1

根出張所島根県八東郡鹿島町ll｛1，電話（08528＞（2）0

本社（原子力部）
京春15中央区銀座5−5

C（め91

1979年末
基数 刀Kw
Q，6623

2

屡出張所愛媛界西γ和郡伊ノ」閏Pし町越しし ，猷08943）（9＞0
粥出張所14賀ll匙東松 1症撰；玄｛毎町 魯琶話（095552＞6
4

ζ春夢崖」館内

洗営禦所茨城県取茨城郡人洗剛成田・竃。鼠OZ926）（b）1
雪 3 1
賀 営
耳 銭し亭5ζ宝更響hiE堅手H緯r三 一三8−23
覇し6再（07702）（2＞1 6 3 6（6）1 3 2 （｝

子 本部

O，（天）82

1979年未
基数 万KW
511
T54

團

理と核物籔防謹対籏の強化を条件

式会社

ビル代行

島嘗興所 福誌1い双墓郡人能閏∫屯活ω240禰2
7
〔1
3
海蛍纂所茨城県那珂郡東 毎季t村松紅E話（02928）（2＞1662 1663

麟灘
取弓鱗、

原子力関連主要得意先〕
（発電所閲係）日本原子力発電（株）・敦賀および京海発電所、東京彪力（株）・福島原子力発通所、
中国電力（株）・島根原子力発電所、九州電力（株）・玄海原子力発電所、乱菱商事（株）、 （関電興
業（株）、関西電力（株）・美浜発電所）、凹凹プラント（株）、東京芝浦電気（株）・原子力本部、出菱、
原子カ工業（株）GE・敦賀および福島建設所、WH・高浜建設所、監本シールオール（株）、二和テノキ（株）
（研究施設関係） 日本原子力研究所・東海・大洗・高崎各研究所、理化学研究所・大盤研究所、

零

，aう71

1978年央
基数 万KW

運転中

（参考）米国
世界（》K悶以外）

＝
＝

（2）

第三015号
薦三種郵便物認可1

三

子
昭和55年2月壌4日

聞

業
平

力

協会が行っている﹁ラジオアイソ

璽璽かつ必須と思われる購項をと

物︑測定︑管理︑安野取扱いなど

物理学をはじめとして︑化学︑生

加え︑新たにR王権傭機雛の欄類

ーズアップされ︑毎黛行わ

理が工合な問題としてクロ

﹁ラジオアイソトープ
基礎から取扱いまで﹂

ドックスな教科欝形式をと

演翌間題を添えて︑オーソ

ラジオアイソトープを利

っている︒

テキストあるいは大学の教科欝と

繍だが︑各瑠業燐での教欝訓練購

幣する人々にとっての入門
を使絹するにあたって必璽な墓礎

日本アイソトープ篁賦纒

蓄試験の受験蕎数は一万人近くに

知識︑管理技術︑安蘇に取扱う方

このような現状を踏まえて刊行

法等を体系だてて執領したもの︒

しても十分に役立とう︒A5判︒

騨幽一目鱒一団・一・

幽門卿卿魑マ

齢鱒一門一嘗7

二百十五円︶を醗源多様化対策に

動燃が米社と協力し

動力炉・核燃鵜開発麟業鋼は十

三貝︑※国のコンチネンタル・オ

隔頓騨騨一

﹁

﹁鱒曽胃冨齢ロ︐垂

こうした点に魑團して岡協会で

リブ海に生まれたあと︑太西洋を

今圓の輸入もその一環︒稚無はカ

ヨーロッパで獲れるシラスウナ

わたり︑フランスで捕獲された︒

ギは適温の低いのが特魯︒このた

ともある霧海陰野断での養殖に適

め︑水温が二十度以下に下がるこ

しており︑これまでの三豊試験で

ウナギの二塁率は蔦薄塗鰯／平

も毎鎌収穫率が上ってきている︒

方綴が採鷺のボーダーライン︒し

に三十菌修／国方層のメドが得ら

かし︑これまでの擁殖試験ですで

れつつあり︑企叢三三でもう一歩

験ではさらに三十詩緒の収穫を突

の状態︒このため︑今回の養殖試

破することに全力をあげる計画

1．GL、OVESに万機械的損傷なとによる破損かみられたとき、素手のままでは汚染事故の危験を生じます。従って、ア
め信頼のおける薄コム手袋を手にはめておいてからGLOVHSを装着することが推奨されています。

放射性汚染防護用ゴム手袋

儲を防ぐことかてきて長時間の御使用に耐えます。

種種・寸法

今日︑ラジオアイソト

トープ基礎技術入門講習会﹂のテ

噺一鎖
ープを取扱う禦業所は︑

躍している縣門脇がアイソトープ

キストをもとに︑現在第一線で酒

て法令等に規定する︒②主任番免

鷹療施設厳含めると五千

紹一介

か所にもなり︑その利用左脳も大

別の主任轡資格として︑第三穰主

れている放射線取扱い霊任

これに対応し︑放財線管

制とし︑この機器のみを使溺する

任暫制鹿を設ける︒④放射線瞳轡

状の交付または霊任暫の選任にあ

て加える︒③主任薔資格の種類に

たっては︑講習を新たに襲件とし

憾に拡大している︒

堀合には︑新たに設ける第瓢一線霊

防止上︑必要があると認めるとき

りあげ︑これを詳説し︑巻茉には

ついては︑現在の第一種︑二種に

任穫で工作できるものとする︒③

は︑科学技術庁長窟は︑使用蕾な
達している︒

蕎などの手続き簡素化をはかる
という観点から︑軽微な変更によ
どに対し︑主任蓄に講習を受けさ

一︑RI管理状況の点検葬密 せるよう指示できる︒

る変璽手続きは簡略化する︒

螂吟︒一部四千三百円︒丸藩発行︒

めウナギの成畏も畢く︑一盛尊堂

め︑ウナギも冬眠しない︒このた

︐禰一且騨一一鴨

一︑横無事の民屋婁託型武検

・匹田鴨轄曹騨︐

定︑施設検萱や主任蓄試験購脇の

項旨としては︑アイソトープの

扁︑低レベル放酎濫廃棄物放

・一︸卿需舳一︐

工を運搬する際︑瑠業所内外の運

財牲廃棄物については︑その形懸

僻一一用脚一曹

搬についての技術上の基準に従わ

一︑R工の輸送翼翼奮は︑R された本繍は︑日本アイソトープ

型の放射線発生装齪などについて

なければならない︒また︑二選蕎

封R王施設︑穴倉源照顧施設︑大

は︑使用蔚および髄用開始後︑一

騨一一一月日一

七九隼度︶の探鉱墨金として︑百

ための地麗構造調査を行うととも

で︑このため問特闘金倉は新しく

ふり向けようとするのがねらい

改正法粟によると︑慰源多硬化

区分経理も行われる︒

これまで︑収穰率をあげてきた

だ︒

のは暮雪池を池の循還のよい中央

原礪︒このため︑今回はさらに効

撲双方武に切りかえたのが大きな

率的な酸繁供給に配磁して収穫率

シラスウナギは﹁味は圏内産ウ

の層舶をはかりたい愈向だ︒

ナギと変わらない﹂と廉票箭煽で

も好評を得ており︑今園のウナギ

も︑薄墨十二月ころには食用に成

畏︑食蜜をにぎわすことになりそ

同歯金では︑こうした養殖試験

う︒

をふまえて五＋七年をメドにウナ

本紙一〇一四暑一面

デルを作成していく計懸︒

ギを中心にした温水利用企業化モ

門醗疋冒

の皐川氏璽賞認懸中︑逝曇日は二

GLOVESの損

2．GLOVFISの指先部分の保護のた：めにGLOVESの｝に、更に薄ゴム手袋を重ねて使贋しますと、

二十鉦−ぶり新改亜へ
驚．鍛規綱整備などで報告
原子力安全委鍛会の放鮒性岡僚元素等蜜金規舗三門部会︵山金畏・斎藤僑腿榮邦大学教授︶は八日︑

定期間ごとに施設検査を行う︒

︐

円︑電源多様化働定には八菅二十

の税率を鏡行の千KWH当たり八 慰源多様化は同階に一部改正とめることになっている︒

に開発垂垂垂雪葦に対しても補助

イル社︵CO翼OCO社︶と︑米

った慧さえある︒

で食用に成擾する︒

の獲魚企業化試験を行っており︑

は昭秘四十九無からシラスウナギ

的処理になじみやすいものについ
ては︑民間法人を国の代行機関と

ような︑その内容が技術的︑定型

して捲定し︑これらの業務を行わ

や核種も曹懸のうえ︑公衆に及ぼ

るとき︑放射線瞳密防比の描躍が

適合することが確認できるもの

とくに必要なRIについては腱の 能レベルを設定し︑そのレベルに

す影響が無視しうるほど低い放射

放射線安全蟹理組織︑主任暫の職

確認などを受けなければならな

一︑放射線取扱憲任建制齪① は︑瑠業所外の運搬をしょうとす

めるほか︑憲任者の衡耀者などに

一嘗

せる︒

︐龍響

は︑廃棄の取扱いを検討する︒

幽幣鱒一一■需・

い︑とする法令の整備を図る︒

●＝噌御聯一・

対する悪毘翼申の櫃瞑などについ
ビ●胃脚鱒鱒卿静騨

電源特会法改正へ

0社と合意︒その後は︑各回慶こ

七億一千万円︵国鷹籔務負握行為万がを投下することでCONOC
限度額八百八十匹億九千万円︶の

動燃購簗圃による共同調査は︑

とに術われる覇者による管理婁員

これまで数多く行われているが︑

含計千四百二十五億八千三百万円

なる﹁石炭および石油対中特別会

来圏の探鉱会社との共同毒筆は今

会によって︑その投下資金額を決

十五円から新しく岡三金円に引上

計法﹂とともに対憾が進められる

がふり向けられる苧定︒

げるとともに︑従来の磁源立地対

両鶴蕉法案は︑富源開発二進税

◎騨騨轍一口卿︐轟

務などを放射線瞳轡防距規定に定

大線騒RI︵放射性岡位元山︶の利尾拡大︑RI装備機鋸のいちじるしい普及など︑RIの利周分
野・方法に︑新たな状況を生じている現状から︑これらの状況に対応した禽理醜な規制体系の整備を

①ガ

があるとし︑次のような方策をあ

憲防止関係規定の改定を行う必硬

もりこんだ﹁放射性同位尭素箸の安全規制のあり方について﹂の中間報簿をとりまとめ︑原子力罰金
婁員会︵吹田徳雄婁贋畏︶に提出した︒

京た︑放射線防謹については︑

放射牲嗣位元素︵RI︶等の利 たっしている︒
用については︑放射性問蟹兀素等

会︶などによって︑国際的闇雲の

ICRP︵飼際放射線防護婁踊
げている︒
スクロマトグラフなど︑鑓用時の

一︑許司蓄続きの合理化

による放射線隔憲の防止に関する

整備がすすめられてきている︒

法律︵隙轡防止法︶などに塞づき
規糊が行われている︒だが︑この

金上︑その取扱いもきわめて簡単

瞳憲防止 法 は ︑ 下 和 三 十 三 年 に 施
A︵圏際原子力機関︶によって勧

RIの輸送についても︑IA被
通曝線醗が︑きわめて少なく︑安

行︑三十五年に改定されていらい

なR工装備機認については︑嶺豪

政府は八籔の虚心で︑躍源開発

税率アップなど

衝された規則が︑各国で採用され

促進対策特別会計法および電源開

政府︑閣
膿で了承

この二十年闇︑ほとんど実照的な

用︑規制の合理化をはかる︒②型

勇羅の安全性に応じた規灘を採

発提進税法両法の一部改籏法粟を

策に加え魍収分︵千KWH当たりことになっている︒

このような︑R工をとりまく内

ているのが実態︒

で︑めざましい発展をとげ︑R工 外の嫡勢を踏まえ・報告は・R1 式検定および燗別荘寵を受けた嚢

了承した︒近く国書に提出する︒

この問︑放射線利絹は︑各分野

改驚が行われていない︒

鮪機器の使爾については︑届出

などの安全規捌をはかるため︑瞳
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取扱い螂藁所は︑現在︑約四千に

金を交付する態勢︒

﹁私はカリブ海鑑まれ︑約頓才

ワイオミングで回が二圓目︒

そのたびに研究開灘艶が予算化さ

新エネルギ⁝の将来を挺う岡機

です﹂一⁝原子力発鱈所から放出

門葉エネルギーだ﹂と強調され︑

れてきたが︑これまでは︑それぞ

構のマンパワ⁝については三百名

園ワイオミング州のパウダーリパ

選択の余地は残されていな

だ︒﹁高腰成擾﹂を闘えて

いことを認識させたから

れがパラパラに行われてきたのが

程鹿を予定︒当初予騨は︑設立雌

対簾は﹁エネルギーで石趨に代替

⁝盆地の南顕地域で︑ウラン探蒼

︒が︑その劇途には

開発機構への拙資︒とくに地熱資

臼添丸

ウラン探査へ

きた名演もその口開がほの

に向ける關係者のまなざしは熱

実偶︒それだけに今園の統舎構想

するものの発躍のための利周を耳

魍

羅源立地勘定と聡源多様化勘定に

みえてきている現在︑いま

備鵬籔六億円をふくむ一鑑百六十五

底するための財政上の描躍﹂とさ

される混水を利謁した養殖試験用

パラに爽施されている新エネルギ

CONOCO社は︑全米第九
尾が
位七日︑空曇成田空港に到魑し

一日発建予定の新エネルギ⁝総命 発表した︒

のシラスウナギの稚魚麹二十八万

無難L

や﹁とにかくエネルギーな
い︒

億円が計画されている︒今回の新

の共済調査を行うことになったと

ら何でも﹂が蘭係奮の含糊蘂にな

機構スタートにともない︑石艇鉱

れており︑翼依的には①今秋十月

へ波泓

炭液化から熱水利絹発電︑太陽光

藁命理化甥業醗を廃止︑その藁務

エネル ギ ー 危 機 の 海

こうした未来のエネルギー開発

発霞︑産業用ソーラーシステム技

の一部を引きつぐほか︑現在パラ

た︒このウナギは温水鉄魚開発協

﹁経済性﹂﹁実用化﹂一

殖は静岡県の浜名湖などでも盛ん

これに対し同協金の東海覇叢蕨で

8．5

夢の設醗騨には石

の救盤主として浮上してきたのが

術感発まで︑蓄えられるあらゆる

の石油会社で︑世界各地で︑心懸

会がとりくんでいる馬溜企業化試

バラ色

アリゾナ︑ニューメキシコ各州で

は︑原爾集海発躍懸から放出され

8

新機構の

前人未踏の荒海がまちうけてい
新エネルギー総合開発機構︒今秋

源開発に必要な蝦金の徽務保健な

・糟製︒輸送・販売を行ってお

験の一環として輸入したもの︒た

ない︒

頼りの海 鐵 に は ブ ラ ン ク が 営 立
エネルギー開発が登騰︒

っているのは糊実︒が︑いまやも 多様化に必璽な発電施設またはこ

査澹動を行っているところで︑こ

月五日の誤りでした︒お駝びして

訂正します︒

7．5

にみちた航海にのり円した小資源

る︒ふきすさぶ石演値上げの嵐︒

風聾急を つ げ る 中 藥 鱒 勢 ︒ こ う し

ー技術開発は︑その効率的推進の

ど②動燃螂簗樹に対する出資︒と

り︑さいきんでは石炭にも力を入

だちに茨城票の東海覇業所に輸送

新喋防開発機構が浮上

たなかで ︑ 一 つ カ ジ と り を ま ち が

観点から︑極力新機構に統盆され

くに転置炉開発︑薄処理話術開発

れている︒ウラン探鉱の歴吏も葺

され︑蟹殖試験の雌備に入った︒

えれば疇ちに破局につながりかね

ることになる兇込み︒

およびウラン磯縮技術開発など③

ワイオミング︑ユタ︑コロラド︑

く︑十三葺繭の一九六七鋸から︑
の将来

脆關徽 決定打 になりうるか

電源多様化促進農業の補助④鰍源

新エネルギー総禽關発機構の行う

る︒同機携は︑新エネルギー技術

十月にスタートが予定されてい

新エネルギー關発の蔚途に﹁技
術開発﹂

ち︑﹁安定供給﹂の

ことになる︒

冬眠︒このため︑普通食用に成擬

は冬嬬に水量が下がり︑ウナギも

だが︑宙然海水を薬罐した養殖で

施するパウダーリバー盆飽は︑一

今劉︑動燃禦藁団と共貸して実

探鉱騒動を展開している︒

自然海水を利用したウナギの獲
1と腐い壁がいくつもたちはだか

はまだ纏えない︒すでに︑燃料メ

開発︑地熱資源關発︑海外炭開発

たは改造のための補助︑および⑤

れと密擾に関賑する施設の設腰ま
もハイライトの一つ︒地熱資源の

る︒

れまで浅岸と深所で︑ウランの徴

二十度前後に保つことができるた

る温水を利馬して解職でも水回を
動燃窮藁醐は︑第一鎌度︵一九

傑が発冤されている︒

のための補助等⁝1となってい 九六九庫からCONOCO社が
する
探談でに一無業〜二璋かかる︒

これらを促進するだめの技術開発

いう考え方が懲鴎のものになって
賦存状況について全国的な調査を

う門確爽なものだけ開発する﹂と

とサイフのヒモをしめる大開雀の

また︑新機構では地搬蟹源開発

に向けて一番のりを報う

ータ⁝の針は限りなくゼ萄に近づ

部︒﹁薪機構の設立は認めない﹂

を統括する︑いわば統川州譲添

まれにみる緊縮予算をふりきって

九圓襲︑ツーアウトの絶二幅諭

っそうと登板した新エネルギー︒

覇法の改正により︑五十五卑度

により五颪九牽八億七千三颪万

は︑電源立地勘定には従来ベース

決定打
をとばしてくれるかどうか︒

はたして競待に応えて

東京都千代田区神田富山町25

76±2
78±2
83土2
86土2

鵬欝

約束の地

つづけているというのに：・︒

き︑けたたましくアラームがなり

﹁ゴミ発電﹂ ﹁波力発躍﹂ーー

の危機にピンチヒッターとしてさ

海外炭開発についても︑探鉱の

み︒

きていることも確かだ︒

十鎌まえな ら ︑ だ れ も が 笑 い と ば

構造調査も撹嶺︑さらに開発に伴

行うほか︑開発唐箱のための地質

から一続パンチをあびるたびに条

う野苺保班も行うことになる発込

の登鵬である︒

したにちが い な い ︒ が ︑ い ま 闘 獺

件茂射的に﹁雀エネルギーだ﹂︑

これまでも︑石油を申出に海外

しつつある ︒ 二 慶 に わ た る 石 滴 危

郷の衷樋は 欝 欝 そ の も の に 変 ぼ う

機が︑人類に︑もはやエネルギー

○

電話254一給41（大代表）

※厚さは手の平の彫さをいう。

株式会社コクゴ
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自体を近擁にひき寄せる必要があ
り︑既存の需要地に接近する場含

ト化を図る必要があるなど原子炉

は需要に応じた小型化︑コンパク

と利用系の糧舎わせに関する問題
②定検や燃料交換時の対策など達

送技術の開発④人口簗中地域接近

田

齢輪一一一騨．﹂

実用化への開発戦略を追う
・＝＝縣＝・二一榊一﹁一璽・二需一騨＝一・・需■＝＝・卿議一一胃﹁﹄備疇一＝一縣．・需二＝需

甲

⁝

門

な炉か︒どんな利罵の仕方が弩えられているのか︒海外での研究開発︑実二化の見遍しは⁝一

細設計を行い︑五十八庫魑工︑六十二年末臨界をめざす︒多目的高温ガス炉とはいったいどん

億五千万円が認められたことから︑これを機に同炉の開発研究を加速︑向こう三年をメドに詳

@﹇心墨原子力研究所は五十五年度原子力関係予算政府案で多臨的高温ガス実験炉転意設計費一一⁝
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側
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など︑内外の現況を図で 追 っ て み る と 1 1 ︒

⁝

測

度︶が最適で︑他方︑低温領域の

続運転の保舐③効率的な低温熱輸

工場への淡水︑蒸気供給に︑ある

ーiといった問題点や課題があ

に伴うパブリックアクセプタンス

みて在来型軽水炉︵炉心出欝温度
る︒

熱源としては利爾温度の範囲から

とフル圓転︑このほか米国や西

しかし︑これらの実現のために

摂氏三〇〇度︶の利用が司能だ︒

わが国では現在︑こうした核熱

ンドなどでもより高温化を目ざし

独︑フランス︑スイス︑フィンラ

いは一般住宅への熱︑温水供給に
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実験炉の詳
細設計へ
﹁多国的高温ガス炉﹂は読んで

簡のそ

験炉転路奨ノ遷19スコ

撚撫
連ノ

ダナカ

国英

繊米

独西

皿習雛腐炉の

年
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は︑とくに﹃爾温領域隔に関して

字のことく︑そこから得られる高

欝難雛鞭縣羅灘⁝蕪灘鰹

の横極的利下を考慮︑日本原子力

た原子炉の野心的な開発計画が進
研究所が四十四庫度から多國的高

められている︒

は①被灘粒子燃料や耐熱材料︑高

温の熱を発電だけでなく他の多く
温ガス実験炉システムの開発︑と

﹂

温機器︑高温ヘリウム技術といっ

域

ところで︑非電力分野への原子

顕

の目的のために使おうという︑い

醗

を︑通産省工業技術院が四十八年

くに実験炉の詳細設計と關運研究
低

た高温技術の確立と実証②利用系

︵醐温ガス煩H

と原子炉を纏み禽わせたトータル

クトは︑五十五年度は

域

炉の多霞的利用には①原子力製鉄

れる高温金属材料の開発︑摂氏一

領

等鉱工業︑石炭のガス化・液化︑

すなわち原研では︑低濃縮ウラ

足踏みを余儀なくされたものの︑

温

わば汎用原子炉︒総エネルギー醗

度から大型プロジェクト﹁高湿還

〇〇〇度高温ヘリウム欝欝ル：プ

1
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第一期計頭期間︵四十八〜五十四

ものに比べ格段すぐれた秘籾を開

▽高潔断熱材料の開発在来の

発︒

および炉内ループの運転とそれに

冨

削

門

懸灘︐

懸鍵葦

乞
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03−404−4894（営業llfl通）03−470−6741（代〉

薮

〜L。再

高

要の過半を占める産業︑民生用の
システム技術の確立と︑その安全

ンを駆点した炉心設計︑被覆粒子

発︒

︑

水素の製造︑噛接サイクル発露な
元ガス利絹による薗接製鉄技術開

年︶に次のような成果が得られて

▽還元鉄製濱装題の開発選元

千階間運転を達成︒

交換型水蒸気改質器を製作し︑三

▽還禿ガス製造装弾の開発熱

よる試験︑高温ヘリウムの遊覧流

▽高温熱交換器の開発高温ヘ

いる︒

リウム・テストループを摂氏一〇

配蟹・弁類など高温機器の設計製

動特性解明︑中間熱交換器や高湿

小休止

熱エネルギー源としてのこの炉の
性︑経済性の実証③熱エネルギー

一〇〇〇度︶と②工業周蒸気の製

総合誤用のホープに

ど高温領域の熱源︵摂氏八五〇〜

造︑地域冷暖房︑海水淡水化︑農

る露力以外の形でのエネルギー聡
要の憎大に備えてエネルギー資源
・漁業への利用など低温領域の熱

エネルギー革禽の一翼担う

作技術の開発︑高温用計測器の開

〇〇度︑西西六時間運転し︑高温

ガスの圧力︑纒成等の基準条件を
熟交換器の設計手法を確立すると

得た︒

御方式の開発ーーなどで成果をあ

燃料製造技術の確立︑黒鉛耕料の

ともに水溶受寄ヘリウム循環機を

発ならびに高温ガス炉に適した制
発﹂を原子力製鉄技術研究解合へ

開発︒

の輸送︑貯藏システムの開発など︑

げ︑いずれも実験炉詳細設計へ反

熱

映するほか︑大型構造機器実証試

▽ト⁝タルシステムの研究

高温・高中性子策下における諸臨

〇〇度で五万時間のクリ；プ強さ

NAP︶等を開発︒

超績

麟

＼

髭

蕎搦︐ @職

濃贈

講蔽 饗薩州
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AP︶︑動特性解析コード︵DY

・物質バランス計算コード︵SN
階に遷しつつある︒

が一聯螺／平方︑ゾ綴の新訓金を開

▽超耐熱禽金の開発摂氏一〇

監解明︑摂氏一〇〇〇度に耐えら

それぞれ成果をあげている︒

膿1

他方︑工業技術院大型プロジェ

験ループによる機器性能の実証段

﹃低温領域﹄関係では①大規模発 の委託研究を中心に進めており︑
露所の一部を利屠する場禽は鷹要

r

定なヘリウムにより野外に運び出

また︑高温ガス炉は減速材とし

レ ︸

黒鉛とともに焼き置めて舩料コン

される︒

て黒鉛を用いるため︑とくに中性

lok曾

量

戦
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実薫化は︑二〇〇〇庫に予想され

の多様化︑多元化の申で供給の安

二つの形態がある︒

高温領域の熱源としては可能な

源︵摂氏三〇Q度以下︶といった

海外ではすでに︑英国︑スウェ
限り高温の熱が取り出せる熱利燗

も︑きわめて大きな意義をもつ︒

ーデン︑ノルウェー︑カナダ︑ソ

ス炉︵炉心出口温度摂氏一〇〇〇

効率の高い原子炉︑つまり高温ガ

定を指向するわが国の政策上から

されており︑化学工場や紙パルプ

晶

製

パクトにし︑これを黒鉛スリーブ

子経済がよく︑トリウムーウラン

に入れ︑さらに六角形の黒鉛ブロ
ックに埋め込んだ燃繕要素をつみ

高い安全性を
確保した構造

上げて構成︒このため千度以上の

璽

、

㌧
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鰹
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多鷺的高温ガス炉は︑ウランの

に広まりつつあります。

寒

atensometerの資料請求は下記へ一一

翻

このためトリウムを有効に利用す

ることができるQ

一次冷却系配管︑熱交換器などと

多目的高温ガス炉の炉心部は︑

ともに強固なプレストレストコン
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FBRは二〇〇〇年に繊界で
想されている﹂と播摘︑呂標遠
のためにさらに研究開発を横極
していく必要があると述べた︒

産セミナー
@奪⁝一．♂

子力損憲賠償制度の塞態を

⁝

＝

垂︸三

講生を募集中
六鋸制定以来慰薬になってい

金沢霞雄︵策大︶

講義内容と講師は次のとお

原子力災警における従業麟へ

︒▽総論

山沼謡夫

補償松永長男︵熱電︶▽原

科技庁︶▽原子力優険と内容

力損憲賠償制度

︶▽放射性廃纂物処分と輸送

内田邦夫︵原第力保険プー

▽海外契約における蟹本の原

おける損審賠償間題謂師未
班された︒

力損憲賠償制度と闇題

ぐるli鶯本原子力産業会議 従藁員の損轡賠償掴認制度が
来たる三月十八︑十九の藍子︑

今回のセミナーでは︑一月置

などを申心にした総合セミナ

緯︑問題点︑原子刀工険の実

る問題︑放射性廃棄物処分︑

償制度︑海外との契約時にお

容と保険内容を含め︑海外の

旛行となった蓋しい賠償法の

︒

際についてパネル討論を行

醒終曝には原懸制度と今後の

勇治︵稟芝︶

佐々

子力擬霧賠盤法の現在家での

門原高力擬憲賠償制慶の鍵惣

用済み燃料輔送などに関し︑

りは三月島田︒滲蒲覇蟹は原

謬加蟹三万八手円︒謡込み盛

翻題﹂を開く︒

チャーがある︒

腿の方向︒方針讐についてレ

子刀開発の進展につれ原子
撰蜜賠償制覇は一圏璽要視︑

また︑騨藤壷重氏︵関贈︶は︑

かないだろう﹂と述べた︒

がら田本の立場を童了していく

の結論をとり入れ各国と協調し

を改藥︑社内に﹁三無炉關発

たが︑原難はこの十六田付で機

換算︑協力する﹂方針を憾めて

電会社を窓口に技術︵人的︶颪

芋力交渉については﹁王NFC 年＋月の社擬会で副木原子力

・榮脇立濠で◎
うしたなかで昨﹃舘恥ハM月には一ご

とが大きい︒その慧蕨で日本は

きめがあるため﹁こうしたIN 陽︑索豊野処理工場の運關した

なく門分析扁の場であるとのと

レスレで闘にあったといえよ

イ鞍ットプラント︑嵩速実験炉

かし︑INFCEが﹁交渉﹂

C君の継論が︑今後の二国国交

﹂と述べ︑今後とも農霊技術開

トーNFCE短波として不可欠ラン供給国の鵬餉醐悪など困難

遮の入購を発

検討の準舗がスタートしている

となっており︑この点について

症法を画定したことが大きな原

⁝トさせながら︑一方で核拡散
調︑ポスト王NFCE対策の餓 ウム貯蔵計画はすでにIAEA

口の整備により︑﹁もんじゅ﹂

台悪しており︑原罐による協力

うち堅固鳶億円を負担すること

もんじゅ﹂総建設費約四千態円

た十一智が研究開発雛も含めた

︑ひきつづき罐力各栓からの技

もにこれに伴う

性を撫摘した︒

︑核継料については今後とも供

今秋の大統譲選が一つのカギに

あると強調︒

また︑大山彰氏︵勤燃︶は︑今

ろう﹂と述べた︒
がないため︑実現には躊闇がか

購

じ込めることも不可能﹂として

﹁放射能は︑麗棄も︑消滅も︑

ートさせる︒

旬までには締結︑協力依制をス

養漿覇に関する交番協定を三月

慈整った︒原鷺と動轡壌業断は

設に対する岡業界の協力体制は

王NFC鷲で田本の霊像がほぼ 過剰が予想され︑インセンティ
められた原固について﹁ちょう

す

1聾FCEの晴期にウラン濃縮ろう﹂と予測︒さらに・今後の

調 う生

発絶対反対論を展開︒まだ︑安

﹁τ

は磁険な匿え方だ﹂と述べたQ

過小評緬する傾向があるが︑こ

月︑稲蘂秀養部会畏︶で二元

炉開発魯門部会報儀︵五十一黛

ーカーも︑原子力委員会紙型動

応め G論議鞠

山田太三郎氏︵原説︶は︑

多重既︵重大﹀は﹁TM裏禦故 門もんじゅ﹂建設については︑

﹂との稽えをあきらかにした︒

煎についてはとり入れていきた

今圓シンポジウムでINFC猛討を行っており︑工疹入れるべ
工原発瑠故闇題︒幅広い分騨の

螢がある扁

めぐって﹁この教導によって原

摘︑原芋力は他の籠業と比較し

門TM王の教訓扁のうけとめ方 られる結果となったようだ漏と

禦故の解明とわが圏の対憾﹂で

も笈余瞥は醐いと述べた︒

獄︑露士駐機製造四社がFBR

十二館八月に臼立︑回流︑三菱

︑来集縫からは︑﹁もんじゅ﹂の

作輩備設計にとりかかっている

も対処︑その効率化といった観

菱原子力工業株式会社

喬翻職

縮再処理に青信号

体制確立へ陶け︑紙だな努力の必口口が浮き彫りにされた︒

ニアリング鱗務所︶は﹁報告で

NFCEわが國の主張認める
﹁臼塞の灘縮︑薄処理は深める﹂⁝⁝十八︑十九の爾薦開かれた第十八園原子力薫製シンポジウム

ポストーNFCE

万KW︑果は蕃刃KWが

王NFCE各作業部会の鰻終報簿轡の概要が明らかにされた︒それによると部会報欝では日家など
源の乏しい︑大エネルギー消艶国での原子力発餓︑ウラン・プルトニウム核燃料ツイクルの確立︑

BRの必要窪が確認されたぼか︑影初※圏が強く電輸した使用済み燃料の永久貯蔵なども大蟷に後

て妥嶺な線となっているとはいえ︑この結論は﹁各国の政策を拘束しない扁とりきめとなっている

︑ほぼわが国の主張が撚かれたという︒しかし︑同シンポジウムではINFCEの結言が繭塞にと

︑

ウム利胴︑FBRの必要性が王はむしろウラン・プルトユウム

へ

め﹁今後の二国閣交渉などでは厳しい周醐も華想され︑勝負はむしろこれからだ﹂とする葱見も続

今園シンポジウムでは︑約二番

見も続出︒このうち失残部歌風

述べた︒

でどこまで蕎効か疑問﹂とする

う﹂と分析した︒
また︑第五作梁綴目について報

陣派遣の受け入れなど協力体制

強化を条件に︑語源が乏しく・

対しては核翅翼サイクルの確

鷹のエネルギーを必饗とする圏

確誌されるものとみられている

︑FBRの必要性を認める方向 ともに無点があてられたのはT

は確保できない﹂⁝1など窩罪

力の蜜全轍をさらに向上させる

力業界の協

って︑実際以上に深灘に受けと

係薔が出席し物？MIを︸つの また︑臨調テーマの㍗孚MI原 I箏故はNRCの誤判断などに休制﹂が指摘されたのを受け翌

た論識がくりひろげられた︒

とができる﹂との悪見と︑門原

ならずこれにつづく実黒蜜開発

ンジニアリング購脇所を毅爾︑

金字では︑藻ず御園燦墾輔原子

はあ㍗まで危険﹂とする愈麗と

﹁いや︑原譜力の安

安全婁騒長代理が﹁禍事力安全

まで﹁分析﹂の場である王NF 導として安全附策を向上させる

︑こうした前向きの縮論は︑あ

定を拘棄しない扁のが原則︒こ

Eの結論であり︑﹁各麟の政策

ため︑今後の﹁新しい核不拡散

隈確立扁についての脇窯闘交
また︑これにさきだ2一十二薦

︑一霞間交渉については必ずし

Eについては八作業部金の報告

体制整う

から新金社を発足させる逢えで

︶は﹁教訓としてQA対策の向

裏襟原型炉﹁もんじゅ﹂建殴

が昨秋︑技術調整婁質禽の報儀

が園の萬速贈爵再開発に対する

備を急ぐなど︑これらにより︑

めぐって﹂と題して特別講演︑

動力鋼玉蝉料開発麟墨阿を中核

援︑協力体制はさらに強化され

麗金一隼の歩み一iTM王劉故 対立︒このうち︑安成弘氏︵東

をめぐり﹁TMI甥故は発昆しだばかりの
︑運転縄験のフィードバック︑

ナシ灘ナルプロジェクトとして

ことになる︒

げかけた﹁核不拡散閥題﹂は

〜故陣心事の見窪しなどが必

ゅ﹂建設について︑電力業騨は

発中の賜速増殖炉原型頬﹁もん

ウィーンのIAEA本部で開か
楽観できず︑カーター大統領の

﹂と述べた︒

る捜術調整憂轟会では︑岡叢與

全霞にとって大きな衝黙だつ

これに対し︑槌隠敬瓶︵理研︶

しい局藏を迎えることになりそ

ポスト・王NFCH

核不拡敵政策によってMB10︑扁︵立花昭鼠壁︶を設醗すると

また︑﹁使用済み燃料の蟹理﹂

した隅甫利突氏︵FBRエン不拡散と軍和利矯が山立しうる

継継が生じてきており︑今後

からは新関原子力婁澱︑田宮第

︵外務翁︶は﹁王NFCEが︑ に璽点をおいていくことが︑ポ

ついて報還した腿照正敏氏︵東

の結論に達したことは潮暴きの

整えていくことになった︒

にわたって進めてきた亙NFC FCEの場で極められたといえ イクルの纒位性が証明された﹂
の結論について︑各作業部会別
その概要が明らかにされたが・
大体山本の童張してきた線に落

︶は﹁轟初︑縫罵済み燃繕を再

︑できるだけスムースに原子力

躍力業界では今難に入り︑蟹金

画いた内容となっている﹂とい

渠扁としながらも︑﹁1NFC憂欝氏は︑核防のための獺際シ

発が推進できるようにすること

理せず︑永久贈蔵すべきとする

テムとして構想されている圃際

霞継は﹁※国がINFCEをで
スも︑九廻力に原璽と出発を加

必纒だ﹂と饗墾︒これに対し︑

のが共通認識︒湾成辿原子力婁

スタ：トの康阪となった核拡散

ルトニウム謄願掛翻や口際核燃

羅の霊張がどこまで大勢を制

供給機構について﹁国際ブルト

擾代理が門ほぼ墜本の立場が辱

問題は解決されたわけではな

本と欧州の反鹸によってわが国

るか︑多少の懸念があったが・

︑ウィ⁝ンのホーフブルグ筥で

作業部会議畏︑笑田部外務欝需

醸終総会では︑核拡散防比対策

︑勝負はむしろこれからだ﹂と

あきらかにしたのをはじめ︑鰯

られたようだ﹂と萌向きの騨価

に落ち着かせることが出きたと

茂文氏︵躍蝦還︶も門INFC主張がほぼつらぬかれ︑妥当な
金体を通じて原子力発電の撫嬰
えている﹂と指摘︑﹁新しい燃

て報濁した天野舞鶴︵原研︶も

サイクルと原子炉の概念﹂につ

が再確認された﹂と述べたあ

規模な原子力開発を必饗とする

は受け入れられず︑検罰の途中

来国の強く霊算したワンススル

︑﹁エネルギー資源が乏しく︑

の立賜が理解され︑こうした国
のウラン灘縮︑再処理︑プルト

齡]

﹂と逃べたあと︑門その教範の

が一月に︑それぞれすでに採択

たった作業を終了する︒INF 窃らが出噂する︒

かれる簸難燃象で︑竹薮銀楽に

CE︶は二十五〜二十九の憂欝 謙長が荷縄視されており︑わが

圏際核燃料サイクル罫価︵IN 英燭の葺︒ボンティ第四作漿部

年半の討議終え

騒から最終総会

NFCE

膓．

全規制への反映については現在

報暢をさらに嚢約した﹁プレス
リリ⁝ス﹂の作成が予定されて

になる予定︒

：菱原子燃料株式会社

います。

菱璽：工業株式会社

．

れており︑今回の開園総会では
れらの報鑑を受けたあと︑︸般

慧部作

告駄は

り︑いわゆる﹁INFCE鰻終
︒

菱金属株式会社
菱電機株式会社
菱商事株式会社

菱グループは永年にわたって積上げた
術と経験をもとに、安全性、経済性の
い原子力技術をお届けする努力を続け

潤恥

菱PWR燃料

ム禽

恆黒

期鼠する予定︒最終総象議蔑に

れた技術と品質を誇る

シ原

@ン子
c饗弓

論を行い︑コミュエケを採択し

@ぐ

ジウム・パネル

合シ
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市場に進出へ
簿

いる︒その例として︑欠陥の検出

高の行政窟になるべきだ︑と勧告

L︶もそれを希望している︒統合 制政策︒手続きなどに頼りすぎて

く︑政府も中央電力公社︵ENE旧原子力委員会から受け継いだ規

自ら規制政策の策定に取り縮む③

度と規制活動を評価する②委員は

能な規制國標を設定し︑その遷成

て︑NRCの改絹論議もいよいよ

定であり︑GAO報告と相まっ

改縄︒強化案を議会に提出する予

ているQ前記のIAEA総会
めに
と醤えなくはない︒

の蜀縮敷策の問題であるが︑同

がある︒それは︑痴話には繭本

ユーロディフ株の一〇％を保有し

一次系鋼管の溶

ブラッドウェル一号

接不良で停止

︹パリ松本駐在鼠︶英国のブラ

ッドウェル原発一単機︵幸五万K

ど︑一次系鋼蟹溶擾箇断で欠陥が

Wマグノックス型炉︶はこのほ

薮垣され漏洩もあったので︑修理

炉︶でも発見された︒巾央電力庁

十七万五千KWマグノックス型

はきわめて少ないとしている︒

は欠陥箇所では放射線漏洩の危険

フエッセンハイム⁝号

バルブ修理のた
め二冒間停止

︹パリ松本駐在鼠目フランス

のフェッセンハイム康発︼弩機

︵八十九万KW舳雪水型炉︶は一

月三＋︑蕊十一の両日︑一次系バ

て水洩れがあったので鯵止した︒

ルブの心棒の気密性に欠陥が生じ

るいは蒸気が放射能を帯びて洩れ

漏洩は一夕間に一立方層で︑水あ

イラン夢裏が裏写

ら撤退しない
門パリ松本駐在餓回イランのサ

とヒ
箋置D蟹

NRC委員は

きた︒その結果︑原子力発醗駈が

し︑委員長は名実ともにNRC巖本番を迎えることになった◎

委員と運営総局長の役翻を明確に

態度未定が二一％︵二三％︶であ

は七十七か鷹グループの共同提

に軍縮交渉を行なうこと︑それ

条項がある︒加盟国が

ハビ代表は二月嘱望︑マドリード

正常運転ほ復召した︒

陥は普通の修理手続きで除表され

でスペイン核燃料公社︵ENUS
るということはなかった︒この欠
フから撤退する恵図がないことを

A︶との交渉の場で︑ユーロディ

核流体制御精機の領域です

ア祉はPWRとBWRの両方のニ
燃カ・グル⁝プがワイアット・グ

や皿石について︑NRC独葭の検している︒

ともに︑NRCの強化問題に特に

勧働の実施状況を監視し続けると

また︑議会に灼しては︑GAO

査︒解析を遣視せず︑施設蓄やメ

指導力発揮を

ーカーに依存しすぎる傾向が続い

GAOが勧告 たことなどをあげている︒

政策の淡定においては︑橿々の鬼

によって建設費の崩減︑期間の短

適切に建設されていることを独葭

る︒態度未定を除くと五七％が原

しょうというのは近視眼的﹂で

案で︑セーフガーズ︵保陣描

誠実

明らかにした︒イランは間接的に

ている︒またユーロディフから生

このことは日本がどのように

発十二基またはそれ以上を希蟹

現実的な不拡散の欝標は﹁ある

躍︶と途上国援助とのアンバラ

エネルギー革命を展開する蝉のバルブ

GAOは︑NRCの紹織形態に

ついても検討している︒これは︑

墓盤を確立しなければならない﹂

と前置きしながら︑①現状の委員

近発表した報諾澱の中で︑このよ

と指摘し︑それには﹁NRC委員権隈を強化すべきだ②原子力規制

会形態を維持するならば︑委員長

うに述べている︒

が指翻力を発揮して原子力規制の

解をもった多数の人間が熟考でき

月の発

るので︑委員会組織の方が長点制

報簿書は︑一九七五年

足から現在までのNRCの濤動内方向を明示することが輩要だ﹂と

もの︒﹁NRC委員に強力な指縣 このため︑GAOは︑NRC
組に
織よりも優れている︑との検討

容を︑GAOが分析してまとめた強調している︒

いないが︑イタリアの原子力計画

力が欠けていたため︑NRCは︑ 対して︑①NRC委員は評価の司結粟を聞らかにしている︒

縮︑コンポーネントの標準化︑安

原子力のシンデレ

冨騙一一蛇口＝箒酬1＝︸腿F謳一扁＝冊言1＝営需■一開＝躍一口一−冨二＝F＝冨一竃壽1＝凹＝冊＝＝一一一一胃−一鼎一一曽躍一覧一一躍︻丁

に保証できなかった扁と総播して
上

全性の改良などを図ることができ

る︒炉型としてはBWR︑CA聾

DU炉︑PWRの三つがある八
︒万
C二千三爵KW二纂︶を受注し いる・しかし

産羅の八％を購入することを約束

イタリアのことだからそこ
るまでにはかなり曲折をして
いて西独KWUがBWRをに
放釜棄

ラ姫

し︑敵国もPWR建設を計画して年月がすぎ去ることだろう︒

た︒しかし西欧ではフランスに続
ANDU炉はシシリア島とサルジ
ニア脇に中型炉各二棊の建設が計

しているが︑原子力計画を放棄し

対臨すべきかの問題を提趨して

し・三一二％が運転中の六二の開鎖

罵はぎりきりの経済性しかない

程慶の成功をおさめた﹂との評

たのでこの約束の行方は不明だ︒

いる︒SIGEK︑SOPREN

露距

アンサルド社はBWRのライセ両警支配することによってPW

流となるとは答えられない︒

憲象

Rのライセンスをもつことになっ

剛

っていくことになると観醐されて

︵戦略兵器制隈交渉︶亙批准の

四六％が賛成
三四％が反対

︵八＋四万KW︶を建設し︑モンたので︑大勢はPWR一本にしぼ

ンスをもっており︑カオルソ原発

化する恐れが大きい︒

スウェーデン盤論調壷
︻パリ松本駐在鼠園スウェ⁝ヂ

日の原子力国民投票では四

いる︒NPTの維持と強化は︑

をも要求し︑一〇％がわからない

不必要なものにみえる︒再処理

価が伝えられている︒これは

と平和利用の利益の箏受を条件

蜩蛛@
一﹁舞⊃

原子力バルブ懸

ループのSIGEN︵原子力総
社︶に対する持株︵五〇％︶を引

メーカーであるWH社が︑BW社
R︶とSOPREN︵原子炉計画
受けることによって支配すること

料を製造しているが︑PW鳥専業

ケースは初めて︒鍛近︑原子炉の

規制活動は︑スローで優柔不断す

燃料市場に進出するというような

を竃めている︒しかしワイアット

ぎる︒翼RC委員は︑もっと積極 服し︑将来の露平なエネルギー源

原子力規制委員会︵NRC︶の これらの分折縮粟から︑GAO留意すべきだ︑と勧出口している︒

受溢が停滞気味なため︑原子姫メ

画撤退するわけではなく︑ワイア

・グループが原子力産業界から全

は︑原子刀発電が現在の危機を克

でのシェアの拡大をめざしてお

ーカーは︑燃料や炉サ⁝ビス部門

に食い

ット・TTG︑SEPA︑ジ
ル録力を発揮すべきだ一i米 となるためには︑門NRCの規制最終的には議会が決定すべき事項
的ラ
に詳

縄張り

り︑競翁椙手の

ネントの設計製造︑ことに制御シ

議金会計検覆院︵GAO︶は︑最能力に対する公衆と産業界の信頼

ディ二二︑ワイアット・エンジニ

加圧水型炉︵PWR︶の專業メーカーで訪る米ウエスチングハウス︵WH︶社は八臓スウェーデン スカロライナ州コロンビアの燃料
ステムや高鉦施設の設計製造を続

WH社は︑BWR撚料を︑サアウ
リングの四社を通じてコンポー

込んでいく傾向がみられていた︒

摺場あるいは︑アラバマ州プラッ

のアセア・アトム社と核燃料技術の交換協窟を締結︑佛騰水型炉︵BWR︶用燃料市場への仲闇入り

にとってやはり厳しいという見

カーター大統領は近くNRCの

の規槙からいって統一が望濠し

協定は炉型の統一までは決めて

ける︒

を目指して第一歩を踏み出した︒

予定︒

方法が問題にならざるを得ず︑

化による平和利用の利登の制隈

1聾FCE報告でも指摘さ棚
れ上げ︑そしてセーフガーズ強
先進國の問題とは別に︑不拡

ているが︑核拡散の根源は当該

魅力が全く失われている︒弼ら

と︑途上国にとってはNPTの

かの救済策がないと︑途上国側

二±

環塊の改醤がすすまなければ︑

の安全振障巨蟹縮要求でNPT

六％が原子力に賛成︵前回三九

国の安全傑瞳問題にある︒政治

E︵五十七か國︶へ参加国の範 ないし︑セーフガーズ強化の効

会議︵十五か国︶からINFあ
Cる国の核保有への誘惑は消え

PTの一体性にひびが入る司能

再検討会識の収捨がつかず︑N

満を残した︒ロンドンの供給国

方も成り立つ︒

もむずかしくなる︒協定交渉の
ひとつのポイントになりそうで

国連などで非保有国の安全保瞳

栗にもおのずから隈界がある︒

ある︒

しかし︑米国務省にも不拡散

囲は拡がったが︑途上圏の悪見

︵二月六八公表︶によると︑一瓢月

政策が本来外交政策であり︑業

はあまり聴かれず︑一方的に規

ンのダーゲンス︒二ヘチール紙 のため停止した︒この種欠陥は昨
︵原子力反対︶が行った世論調査 無末ダンジネス原発A一号機︵二

ニウム利用に対する墓本的兇
二年越しのINFCE︵国ト際

あるようだ︒麟務雀筋の莞解と

軟姓があるべきだという認識は

ンが︑今田︑核

てきたパキスタ

臓ホの平和利嗣にとっての恐ら

と笛えている︒

％︶︑三四％が反対︵三八％︶︑

保有の潜在国と

く大前提であろう︒とすれば︑

性は小さくない︒

解は変えておらず︑改訂交渉は

デリーで開かれ

みなされるに至

康本も再検討会議に穂極的に取

施設の数は少数の大型施設に限

ンスの楚正︑途上国の発書力の

に︑非保有国は核傑有権の放棄

懸化による米国議会のSALT

ユーロディフか

ったのも︑その

本の主張が大難に採り入れられ

孤立し︑鍛終報告には欧州や日

り︑その容蟹は新型炉の研究開

﹁プルトニウム利用不必饗論﹂

NP？再検討会議では︑途上園 に同食しているが︑国際軍勢の

強化が要求されている︒八月の

訴えが全く顧みられなかったた

た︒日本にとっては第一関門を

をかかげながら︑外交関係の限

制強化を押しつけられようとし

闇題を訴え続け

厳しいものになるとみておくべ

きだろう︒
ーNFCEに移りつつ あ る ︒ 米

たとえば︑昨

討会議が迫っており︑イラン︒

たIAEA総会

のNPT︵核不拡敬条約︶再検年十二月ニュー

國との双務協定改訂交渉や八月

アフガニスタン禰勢も微妙な影

で︑来国代表の

突破した形だが︑闇題は今後の

発用プルトニウムの当諏の翻要

界内で不拡散の響動めを躍いて

り縄み︑葬保有国の安全傑障問

協定改訂交渉などで米国がどの

に愈わせるべきだ﹂と発更して

賛PT条約には第六条の軍縮 題について態渡を表明する必要

蕪FCE報告の線に楽醐が歩みいる︒その野曝からすると座本

のこのような不満が一挙に表諭

ような態度に出るかである︒工

INFC鷺では米国の弓張G
が・スミスは﹁プルトニウム利 して﹁世界甲から再処理を除叢

響を及ぼしている︒

無視できない安全保障問題

正念場逓えた．pT外交

瓢を迎え︑各国の関心はポスト

散論議は途上国の間にも強い不

その先の本格商業利馬への移行

協燈は︑王R王・フィンメッカ タルド・デ・カストロ原発︵九十

要翻していた︒

はかねてから両グループの出山を

力計薩は鯵滞したま家だが︑政府

権をもっている︒イタリアの原子

茄圧水型炉︵PWR︶建設の特詳礪されているが︑新グループの主

アンサルド社が主力メーカ⁝に

w三

伊︑PWRに一本化か

灘鏑賑欝鍵麟舞鑓瀞 珊 牒 興

WH社とアセア・アトム社が 締

結した協定は︑アセア・アトム社

がBWR罵燃料の生産に必要な設

針・製造 技 術 を W 薮 社 に 提 供 ︑ 一

方︑WH社は︑PWR羅料につ
いて同様の情報をアセア・アトム
社に提供するというもの︒

WH社原子力システムグルー プ
のセオドール・スターン副社擬は

BWR燃料販売分野への進出につ
いて︑﹁麗在および将来とも大き

﹁長奪︑BWR技術で搦灘的 地 位

な潜在帯堀があるため﹂と説明し

きたことは︑葬常に葉山である﹂

にあるアセア・アトム社と連携で

灘鱗灘撫灘

また︑ ア セ ア ・ ア ト ム 社 の ラ ー

と述べた︒

鰹口
隆畔

核燃料サイクル評価︶が鍛終会

ズ・ハレ社長は︑﹁この協定は︑

冠

蕪〜八四に操業予竃︶で製造する

トビルに建設する新工場︵一九八

▼

いこうということで︑臼本など

菱

糠

§

馨

峨（044職2311大阪蝶三豊6＞313−2367平田バルブ工業株式会社

9冊11〒105聲（03＞431一5176」糊棚∫セ
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も

腐
の第二再処理工場の規硬や運転

欝

〈112＞

菰

Z
／

ノ

欝る気配もなくはないが︑プル

㎜欝

原子炉と同様に圧力容器として重蟄機器に
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つで
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。
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力

とフィルタ戴象に

どについて実証試験をスタートさ

成︑吸入圧力︑吐出籏力︑液墨な

常運転疇双方を苅象とし︑万金を

た︑笑証試験では窟常運転︑非定

環とした﹁原発問題公開シンポジ

欝︑公開ヒアリング反対蘭亀の一

る会︵三瓶美知子代表︶はナ三

化センターで聡催した︒会場は︑

ウム﹂を︑福海難露岡町の製織文

期す謝蜘︒

成上の鍛聡要機雛の一つ︒しかし

ポンプは原子力発露所の系統構

せる計量だ︒

BWR爾徳環ポンプ供試体は︑
吐出灘一万七蕩立方綴／鯖︑金揚

で︑実規模モデルによる実証試験

から︑BWRを対象とした原子炉六千八酉KW︒実際の試験はこの ため︑石帯性確認は銘較的困難

プについても︑関西地区に昭稲五

養もふくめて約三百人の参煽蕎で

この日のゲストは︑理化学研究

埋めつくされた︒

槌田氏は︑その講演のなかで︑

研究会の高木仁三郎氏︒

計側はすべて運転誹測盤で行う

科技庁では︑それぞれ騰〜五庫
った︒

ぎと防災対策の手がうちだされる

十分闇︑給水ノズルの修理状況を

視察︒墨田氏は炉心内にも入り︑

射能との共存はできない﹂との原

ない︑という宿命を負っている放

ない③ためる︵傑籔︶ことのでき

来国と毘較︑日本の原子力行政の

髄＝二＝＝＝＝一＝＝圃謄鼎＝僧＝＝＝榊＝囎騨＝＝＝＝＝縛＝＝冊＝胴＝＝一二＝鷺＝鯖願瓢＝＝一嘗＝一一＝篇一一稗＝瓢皿謄一禰＝謄＝冊＝＝＝僻帰一＝＝讃＝P篇＝＝齢

的な施策の︑すみやかな魑手を迫

と力説︑﹁その点︑まがりなりに

一行は︑一塔機の蟹理区域内を

との共霧不可

門名ばかりの現地主義扁と批判

総評の民主的公聴会を求める会

アリング会場の癌麗満郊外・卸町

子力安金委員会主催の禰鵬公蘭ヒ

の代理として応対に繊た堀内纏尖

総倉センターにおしかけ︑安全委

科技庁原子力安全調査塞長に︑公

五菖七＋五人の薯名簿と︑次のよ

開ヒアリングに反薄する一芳五千

現地︵憲岡町︶義強を標擁しな

うな趣慈の抗単文を墾渡した︒

がら︑︵買詩も離れた︶三盛市で

︵しゃく︶という囲的からはず

開くことは︑現地笹民の愈兇参酌

れ︑住民を無視するものであるか

う強く要請する︒

ら︑公開ヒアリングを中止するよ

現在︑燃安眠は︑門出力変動条

の主題のもとに︑総禽分科会︑ジ

件下の燃料棒のふるまいと破損扁

ルカロイ分科会︑燃料分科会︑出

力急難試験分科会を通し︑極々の

プログラムは次の通り︒

調査・研究を行っている︒

▽燃料安全特

▽燃安響二十周痒にあたって

三島罠繍東大教授

て

大久保忠懐上智大教授

▽わ

別轡門委員食の涌動の規状につい

ェクト

欝川慧生原研安全工学部

が圏の燃料安全研究と国際プロジ

燃料安全研究とハルデンプロジェ

燃料安全第一研究整畏▽艶本の

クトK︒D︒クヌードゥセン
二十九〜五十

料蜜全章門婁員象︵

小委願会︵三十五〜四十奪︶︑燃

0￡CDハルデン計画・ノルウェ

ー原研燃料研究霊任︒

二庫︶を経て︑三月で二十周年を
迎える︒

礁羅精灘蕪鑓鱗騨

勝田試験所
四月着工へ
原子力試験センター

供試捧を含む懸閉櫓環ループを逓

のスタートが急がれていた︒

一次系ポンプは放射線下にある 簾北︑関藁地方の各緊からの出軍

転︑爽際の原子炉とほぼ二等の圧

程二百四十五・四綴︑魔動機出力

たのが現状︒このため︑実証試験
冷却材用ポンプ儒頼性実証試験施

力︑温度で実証試験を行うことに

原磁力工学試験センターは四月

では︑全体を模擬した実規模シス

た︒岡試験所は七か奪誹画で実規

設の建設に魑漏する発通しとなっ

説いての笑験は行われていなかっ

テムを用いての平常聴︑過酷時の

なる︒

仕繕み︒濾鐙︑吸吐圧力︑圃転数

ことのできない②消すことのでき

が三つある﹂と強調︑﹁①捨てる

をかけて︑データの蓄横を図って

発廃絶論を展開した︒

暫の訓練と強化は不可欠﹂と︑撃

とまえおきしたあと︑捲摘された

も︑厳本には防災計薩があった﹂

が問題になっているためで︑点検

によって︑危険腔や問題点をあき

中の一価機の現地調査を囲うこと

ない

らかにしょうというものQ

総評の翻字的公聴会を求め

﹁三つの
能﹂

原安協の燃安騨難睦擁南下

霞が関の東海大学校友金館で﹁燃

︵＄・一︶

株式会社イ恥一串
札幌、仙台、東：京、新宿、横浜、名古屋、大阪、広島、九州
灘懸
詳しい御問合せは原∫力特殊鉄扉部東京都申央区銀座ユー9−！0大｝」本図書ビル電話03（567）7271〜8

一方︑PWRの一次冷却紡ポン
所の槌田教研究員とプルトニウム

排気実験に璽点をおく計画だ︒
模の再傷環ポンプ供試体を胴い︑

を実施︑ポンプの総禽的口頼性を

長期運続運紙︑趨輸銀止試験など

証試験には︑総額鴎十九億円が見

とくに︑過酷鱒条仲として︑水

蒸気や酸がフィルタに入った騰

などは岡階計測されるとともに認

込まれている︒

の運転を実施︑筋の安金性を実記

を製作して︑硝酸を罵いて畏期間

計癒で︑BWRを含めたポンプ実 ﹁放駕能には︑ できないこと

合︑温度や私署が高くなった塗盆
確認するのが題画︒立地地点は茨

録計によって虜動記録される︒ま

十七無までに試験設儲を建設する

などを想驚︑こうした状況下での

城黙黙照市︒五十六蕉度には完

い︑安金を確認する必頭がある﹂

調曝した︒
﹁遅れ﹂を掴糾した︒

壌部会の箸購を待ち︑順序だてて

ヒアリングの中止を求めて︑禰感

開ヒアリングに激しく反発︑公關

漏

二十周年を記・

一㎜

略し講演会・

P・難嚢嚢馨一
原子力安全研究協禽︵萄沢鷹巳

料安全研究の瓢十無﹂と題し︑燃

男︒

イ恥一際 原子力特殊扉

盃か年諦画で試験
蒸発缶
科学技術庁は来年鹿から菰か年計画で︑再処理施設耐食・排気フィルタの安金性実証試験翫画をス

る耐食性を確翻するとともに︑過酷な条件下でのフィルタの愚頼梶を実証︑ここで得られるデータ

タートさせる計画だ︒再処理工腸で胴いられている酸回収蒸発缶の実物大モデルを粥いて︑硝酸によ

を︑今後の蜜金審査の謬考にするのが営的︒このため︑初年度にあたる来年度は約三盛円が予定され
フィルタの能力︑健全性確認に礁

と判断︑今回の試験誹麟スタート

ている︒

耐食笑舐誠験は︑一昨礒藁海再

点をあてていく予定だ︒

処理工堀で起こった酸回収蒸発衝

これに対し︑吹田原子力安金婁

いく計薩だが︑その成漿は現在謝

の動きとなったもの︒

するとともに︑酸による膨響のデ

からの放射能漏洩麟故がキッ カ

員畏は﹁一般公衆の避難喘息をす

おしすすめている防災謝圃への理

対策騨門部会に伝え︑劇向きの姿

るようなプレス・リリースにする

同党が今照︑調査醐を派遺した

画されている︑第二国処理工覇の

と双葉地方原発反対同盟︵合本忠

このなかで︑石野︑申林繭婆員

これに対し︑牧村原子力安全局

疑惑を得ることに蟹点をおく︒

長は﹁TMI珊故のあったとき︑ のは︑原発にはたらく労働覆被曝

酸回収蒸発缶は︑使用済みの硝

るまえに︑瑠故の偶像をキチンと

ケゆこの購故のために策海工 場
安金霧董にも順次反映させていき

央委員擾︶賑蕎は︑護照口同朝︑原

一方︑磁気フィルタについて

乗懸では︑業分の据しか原子力の

酸を沸騰させ︑硝酸の蒸溜水を圃

防災計画がなく︑またモニタリン

は︑一昨難の八月から昨年十一月
たい著え︒

も︑これまで個々のフィルタによ

ストップ︑PWR燃料を使ったホ再便膣するシステム︒試験では瑠

収︑これをふたたび工程にもどし

る累累者をつくることの方が先決

整理でき︑的確な忌避処理のでき

まず念頭に入れておいて欲しい﹂

グポストもなかったという襲実を

まで︑一円以上にわたって運転を
る実験は行われていたものの︑再

だ﹂との響え方を強調︑﹁原子力

は︑防災謝画の問題にふれ︑かな

また︑中林氏は先月二十四脳に

勢でとりくむことを表明した︒

公開ピアで抗
議行動を展開

公表されたロゴビン報告︵ミッチ

﹁四畢の変化﹂については︑防災
解と協力を訴えた︒

ただした︒

りの聴閤をさいて政府側の発解を

特野委員をのぞく四委翼︒

災審の多様幌を襲えるとき︑擶灘

処理工事と同様の排気システムを

来年度原子力施策で

まず石野氏は﹁原子力の瑠故は

壌議院
科技特

防災計画めぐり論議

故を趨こした蒸発飯と凹凹のもの

ット誠験は︑大蟷な遅延を余儀な
くされる結果となった︒
放射能漏洩は︑酸園領国発壷振
熱蟹と上部蟹板との溶接部の五か
所の欠陥が康鰹︒欠陥は溶接の不
興含︑酸による腐食︑伝熱魑の振

が︑所述表明と︑その蕎え方のバ

動や還転開始︑停止蒔の伸び縮み

衆灘院科学技術振興対策特別餐

王報告轡︶を引臼︑﹁ロゴビン報

から生じたものとみられている︒

予知できるものではない﹂と︑政

告では︑避難計画は︑四挙の変化

った︒

纏鵬第二審発墨・三遷炉設躍に
ともなう原子力警護覆員会主催の

ェル・ロゴビン委照長による7M

府の︑原子力安全委農禽の防災対

までとり入れなければならない︑

ックグラウンドとなった門昭和五

策騨門部会からの箸串待ち姿勢を

としてあるが︑臼本の実態はどう

員会︵瀬野栄次郎婁麗畏闘公︶は
十五年度科学技術庁予舞曲﹂をも

追及︑﹁聖故は待ってくれるもの

か﹂と︑τMI鶏故以後︑つぎつ

この聡故について科技庁で は

質問轡五人のうち︑原子力に麗

ではない﹂と︑避難訓練など異体

とに︑政臆側にそれぞれ蟹問を行

出した質問をしたのは︑トップの

他の購故と塞質的にちがい︑かつ

十九隠︑長田科学技術庁長窟の所

儒表明に対する一般質疑が行わ

﹁瑠故を起こしだ蒸発缶はフラン

ス製であり︑今回賑本製のものに

れ︑狩野明男︵自︶︑石野久男

子︵共︶︑林保炎︵民︶の各委薦

︵社︶︑翼沼次郎︵公︶︑中林佳

とりかえたことにより︑安全性は
確僚される﹂としているが︑窮故

を契機に﹁さらに実翫試験を 行

公開ヒアリングは︑十㈱臼︑平

ヨ本こ岡様︑一般の人びとは︑

のがコツ︒資籾気負櫨をもり込み

穏のうちに終了したが・祇禽党・

原子力についての知識を︑マスメ

と︑剛毅され 総評などの覆原発団体は︑この公

ン氏︒﹁受認器を葺くと︑すぐ鴨

た﹂と︑昨年の蕃を述懐するバロ

ディアを難じて得る︒そのマスメ

た︒襯鵬第一原発一睡機を視察し

興内各地で︑抗議行動を展開し

フレ原発︑PWR・出力娚十五万子力について報道しない︒お懸け

随所にでる要を得たことば︒こ

た社会党調査隅も︑視察後︑寵

っているんだろう

る︒感彌的な繭で塞くしたてる相

ながら﹂
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パブりック︒アクセプタンスにとりくむ

手︒わたしのところ︵サン・オノ

ディアは︑襲故のときにしか︑原

に︑きちんと整理していないため

れも︑新閥嗣霧隠代に培ったセン

席︑ナ四欝当為は︑デモの先頭に

岡︑飯坂で行われた反対藥盆に轟

一iブラウン雨車について

立って反原発の姿勢を〜段とふか

スなのだろう︒

門これではいかんと愚いまして

﹁スモール・イズ︒ベター︒こ

に㈱る蝦道︒

藩

ね﹂と︑バロン氏は︑部凹いファ

﹁やはり︑新闘認管の気質とい

もそのひとり︒

D・バロン氏

カリフォル鑑ア・エジソ ン 祇 報 避 蜜 擾

ひろびうとしたゴルフ塀︑その

うものを知っていないとね︒理解

緑の後方に︑ひときわ映える褐色
の南カリフォルエア・エデソン会

魚崎として初の炉心内調藁沓

安騨二十周庫記念物総会を開く〇

理箏畏︶は︑来たる二月二十九目﹃

会党国会議員の原発園会調査國は

めた︒

牽三田︑福厨県双藥郡にある藁象

うな︑大電力を生みだすものに︑

れが︑かれの政治哲学︒原発のよ

異常なほどまでに︑敵対心をむき

なかには︑週二圓定期的に発表

だしてくるのは︑そのため扁

こんどは︑どんなことが識

総騨の原発問題公開シンポジウム
五ナニ庫三月に設麗された燃料

の他︑臨蒔発嚢のカタログでいっ

き︑

騨︶は︑その三身となる燃料安金

︵BWR︑四士ハ万KW︶を安
視置
察特別聯毒悪員会︵賂称・燃安

電力禰無産〜原子力発鰍所一弩機

される﹁サン︒オノフレ﹂と︑そ

カリフォルエア州立大学ロスアン

一九四一無生まれの三十八歳︒

際に働いていた人は︑やはり強

TMI事故を契機として強化さ

ダメ︒ニュース二極値を高めるた

﹁ただ蝋実を発表するだけでは

ぱい︒

い︒コツを得ている扁

PA対策の総本部︑コミュニケ るものではない︒マスコミで︑寅

イルをとり出す︒

肇

しろ︑といっても︑なかなかでき

隔

社の建物︒

ーション部は︑その四階にあるQ
その名の還り︑いくつかのセク

ーション部となり︑バラバラに行

れたPA対策︒名称もコミュニケ

シ駅ンに分れてはいるものの︑標

麟はピタリ︑新闘︑テレビ︑ラジ

同調蕉鴎には︑石野久雄氏を土

した︒

竃に︑村肝三一︑上坂昇︑吉蟹正

ゼルス校ジャ⁝ナリズム学科卒︑

われていたPA対策を︑マスメデ KW︶は大丈央というのだけれ めに︑その申に︑最体的なデータ

趣味は自転顯で︑醸近︑週に一圓

ますます煽るし：﹂

はしてくれないQテレどや新聞は するに︑この資料をもらったと

ども︑いっこうに耳を傾けようと

は︑自転購でこのオフィスにやっ

ィアを中心とするシステムに変え

﹁あのときは︑ひどいものでし

る︒

てくる︒メアリi夫人との閣に四 雄︑村田秀三蛋議機が鯵撫︒

なり澱料を添えるのがコツ︒よう

オなどのマスメディアにあてられ

ている︒

その六十人のスタッフはほとん

報道簸長のデどット・バロン氏

どが︑マスコミ出身蓄︒

Q
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﹁羅甚ークリア・インフォ﹂

は米原子力懇書会議︵A−F︶
が︑パブリック・アフェアーズ
・アンド・インフォーメーショ
ン︒プログラムの﹇環として︑

早急に許認可再開を
産業界首脳︑NRCに要請

二項墜からなっている︒

門アクション・プランは︑過去

七か月間にわたって行われたTM

ニュース特集番糧に宛

スチーブ・ラドタリフの胃欝き

その内訳は︑﹁孚M亙から学べき ？MIの検討から纒られた璽要な テープの形で︑岡社が希望蕎に配

七九年は燃料路面えのための運転

る︒どーチボトム干瓢炉は︑一九

べ⁝スに変費したことをあげてい

器をエネルギー雀に伝えた﹂と環

をたいへん憂慮しており・その趣

﹁家屋を超緊密構造にする傾商

ピーチボトム原子力発電駈二号

百万疹の石癌が節約された︒

備利屠率は九三・一％で︑二千九

ピーチボトム二号炉の昨年の設

の予備調査によると・プロトタイ

ローレンス・バ⁝クレー研究所

︵環境科学蓄︶は述べている︒

境保護庁のロナルド・ブル1ノ氏

炉は︑単襲ユニットの年間発躍蟹

俸止を行わなかった︒

として︑自由世界で簸高の認録を

均O︒五ナノほに比べてかなり高

を捕獲し︑普通の家屋の場合の平

一立方層当たり一ナノ讐から三十

プのエネルギー効率家屋の内部は

ナノ億︑箪均で五ナノ犠のラドン

出した︒

省エネハウスは
放射能にご用心

百五万流千KWのピーチボトム
通号炉は︑一九七九黛に八十五億

節約指向型家屋の所有者は︑ス

εpAが警告

・エレクトリック・パワ1社の石

KWH以上を発脅し︑アメリカン

その他の主な反論は次の題り︒

隅研究所がウラン採掘鉱爽に関

いことが明らかになった︒

挿計算したところ︑麗内で一ナノ

する研究から薩線仮説を用いて外

リーマイルアイランド事故よりも

覆／立方層のラドンを被曝するこ

一・りーズナー籠蕎は︑同歓の

葬常に緊密に絶縁された家膣では

十一億KWH︵一九七七年︶を超題に薩面している︒というのは︑

とで︑百万人当たり薙闇酉人が肺

三十万KW︶の過張最高記録八 はるかに重大な放射線生物学釣間
えた︒フィラデルフィア・エレク

内外の翻然の空気の流れが妨げら

ガンの危険にさらされるという︒

炭火カプラント︵アモス三号︑百

クリントン原発の建設にあてるた

トリック被は︑今圃の好記録の一

ため︒

れる繕桑︑ラドンが島磯縮される

一四％の露気料金値上げ融講が︑

布している︒

ピーチボトム奇声

たため︑ラドタリフの証言を拒還 昨年︑年間発電
量の最高を記録
六十分

した︒そこで︑ラドタリフは・

理問題﹂を告発する欝状を送っ

I調萱結聚の単なる繰り返しにす てて︑クリントン原発謝画の﹁籔
ぎない﹂とシャ雪マンは述べた︒

長する正嶺な理由はないil原子 TM王アクション・プランは︑許 業界によってなされた膨大な検討
問題は︑同社による反論のほんの

さらに︑TMI肇故後NRCと
座と同社は説明している︒
た︑
作業に触れ︑﹁今や許認可業務を

ン・プラン﹂を厳しく批判した◎

力産業界の首脳陣は一月九日︑原
遅らせる正濁な理由は阿もない︒

原子力発電筋の許認司凍結を延

析︑騨価し︑その結果にもとづ

子力規制委員会︵NRC︶にこう項霞をリストアップしたもので︑

原子力に関する山郭を収藥︑分

いて︑全国的なコミ鎚ニケーシ

訴えた︒

認阿再開の前提条件として五十二

ョンとパブリック︒アクセプタ
部にすぎない︒反論は︑ビデオ

ンスの輪をひろげるために発行

醤﹂からの三十項目と追加の二十

込むことができる﹂と強調した︒

長︵エバスコ・サ1ビス社会長︶

原発番組は不正確
めのものである︑と不正確に述べ

つの理由として︑燃料取欝え計画

許認可凍紬は︑※国の原子力発電

⑳金庫つくりの豊かな経験か、原子力事業にも生きております。

ロジャー・シャーマンA工F会 短期的な教訓に関するNRC報告教訓は︑直接︑許認司審査に組み

は︑原子力をめぐる月間の動ま

安全対策は︑すでに実施ずみ︑あ

は︑﹁TM王から学んだ基本的な

た︒同社によると︑同社のスポ⁝

を従来の無間ベースから＋八か月

二の反原子力団体を代表する三酉

人以上の蒲動家が︑ケンタッキー

た︒さらに原子力豊頬の他の二団

州ルイスビルの無次総会に出席し

る科学煮同盟︶は︑環在︑民主党

体︵クリティカル・マスと憂慮す

ヒューマン

電所と核兵器を廃絶し︑それらの

計画のための資金を

る︒

葎次総会で採択された濡動計画

には︑一一ユーヨーク州のインディ

アンポイント原子力発電所の閉鎖

ロキャ二三ン原子力発霞所の運開

と︑カリフォルニア殉のディアブ

を妨蜜することも含まれている︒

メイン州でイニ

反対派は成立を期待

メインヤンキー原子力発電所の

b93フ嘩

望塗へ

しているものです︒この脩報に

がたんねんにまとめられていま

記者とローエンウォーター・プロ

クスマンは︑前もってリ1ズナー

筋弓袖CBSテレビに反論
社で働いていた数人にもインタビ

非難している︒また︑以前配力会

るいは順調に進められている﹂と

﹁クリントン原子力発爾所の建

MFS鋸次総会

原発と核の廃
絶を再確認 ひ
大続領指名党大会に照準
昨年十ご月七難から九日まで開

週刊紙を出すこ

運転惇止を囲指してイニシアティ

を納めております。

ノチ、ボ

ハ

指摘し︑﹁NRCの新規原子炉の

設に不正管理がある偏と報じた巖

聴

い︒それどころか︑許認可の遅れ

分の約四分の一だけが︑クリント

の＋一月二＋βに︑商務委員会の

ると︑間題のテレビ放送の五田前

げを許蔚した︒さらに︑同社によ

八日︑︸O・九％の電気料金値上

た︒事実︑委員会は︑十一月二十

いた﹂ということを知らされてい

−＝＝胃隻＝一＝董一胃＝一雪幽冊＝一蚤＝︻：霊脚＝＝覧＝二隔聾襯＝＝i幽一＝﹁弧需＝＝隻3一胴一猛髄＝一﹁茎

所の安金性商上にあまり寄与しな

籔らは︑いずれも会社の経鴬を厳

⁝︑リーズナー認蕎は︑門通常

しく説明していた︒

の支払いのために使われる﹂と詳

ン原発用に儲りていた資金の利子

インタビューされた一人に︑会

しく批判した︒

ニ ューしているが︑これらの元従業 デューサーに対し︑﹁料金億上げ

近のCBSテレビの

六十分

によるインフレの影響が消費者を
ュース特集番組は︑原発建設間題

ノイ州商務委員会に偽の身分証明

を告発した人物が︑かつて︑イリ

瞳撃し︑さらにはエネルギーの安

調した︒

全保隔を弱めることになる﹂と強

タリフ︵元コスト・エンジニア︶

社を繊薗になったスチーブ・ラド

会のスタッフさえも︑醒気料金の

中立的であるイリノイ州商務翼翼

NRCへの陳憐団には︑カールを行った経歴の持ち主であること
も含まれている︒ラドタリフは会

︒ウォルスキー︵A王F理事畏︶ を︑視聴蕎に伝えなかった：：︒
イリノイ︒パワー社は︑同番纒

とがありますか︒

で三万七千二＋六人の署名が必要

めには︑二月二十一日までに金部

る原子力反対派はイニシアティブ

鐘蓄よりも独立気質が強いと思っ

である︒彼らは︑メイン州議会に

ています︒わたしたちが自らの立

防水扉、遣

今、こうした経験を生かし、原∫一力の各施設に

ず︒

興
国
フランク・スタツェスキー︵ボス

八月︑イリノイ州商務委員会の露

社を装填になった後︑一九七九年

値上げ反対を求める運動に参加し

への反論の申で・このように述べ

部長︶は・クリントン原発計画に

るべき民主党と共和党の大統領指

ている︒その番組は十一月二十五

ている﹂と︑間違って述べた︒同

名党大会で︑多種多様な反原子力

ン︒り一︵コモンウェルス・エジ

気料金公聴会で証食しようと試み

ような証拠はない︑と述べてい

対する不正管理の葬難を裏付ける

トン・エジソン社社長︶︑バイロ

日に放送された︒毒煙の放送の中

勢によると︑ローエンウォーター

一入のスタッフ︵政策解析・研究 かれた﹁生存のための動員﹂︵M と共和党大会に代表獺を派遣する
FS︶の第三回年次総会は︑来た 準備を進めている︒
酸FSの濡動目標は︑原子力発

ソン祉副社長︶︑セオドール・ス

た︒しかし︑商務委農会は︑反対

運勤を展開することを決めた︒十

で・パリー・リーズナー記蓄は

た︒

一陰に︑﹁商務婁員会のスタッフ

置琴三＝胃一三二二蓼桑蚕三塁一一養 三︻里並響謄曽＝言昌薯三塁評牌二言三奢毒讐 二一留﹁モ

は・実際に料金値上げを丁張して
箋≡三一＝＝三塁三＝言二一蓼憎当言

五都市のMFS支部とその他九十 ニーズ に振り向けることにあ

・プロデューサーは︑十一周二十

ターン︵ウエスチングハウス原子・

一毫朝聾二三＝騨一一5︻曹F肇

いろな出版物の中で偽の周欝きを

﹁クリントン原発誹画は︑チャイ 塁間の結粟︑ラドタリフが・いろ

二胡三塁

これら産業界首脳陣は︑N逸C ナ・シンドロームのことく穽常に

カシステム社副社長︶らが参撫︒

三＝ ＝ 塁 ＝ 三 警 主 ≡ 一 雫 三 榊 讐 ・ 璽 ＝ 三 ＝ 言 二 薯

懸盤房など多くの屠遜に利用でき

メアリー・ベス

えていますか︒

張は︑米国の政治・経済を︑彼が

っからの自由論難です︒嶺紙は︑

わたしは常々︑原子力

ますが︑必要な聴に必要な醗だけ

マーク

している﹂とマークは語る︒以下

経済的に発電できるかどうかとい

自分たちは根
ことです︒それには︑複雑な大規

適切と考えているように改革する

ルターナティブ

シアティブ運動
オ1

ニューメキシコ州でジョ⁝ジ・マ

の少数民族を助けることのでき

一答︒

う間題があります︒

発電は︑第三盤界の経済や米国内
は蚕 紙 編 垂 蓄 と I N F O と の 一 聞

7垂言塁＝﹁三＝

胴いていることが︑明らかになっ

齢≡胃三

が鍛近発表した門TM王アクショ 高曇な買物となってしまった﹂と
箏垂＝

ニューメキシコ州で発行されて
いる﹁タイムズ・インディペンデ
ント紙﹂は︑普通の週弼紙と異な

模産業の廃絶も盒まれています︒

ニについて論及する場盒と全く岡

対して︑州内での原発禁止を議決

場を明確にするやいなや︑あえて
もちろん︑純 新聞に名前が登娚するのを敬遠し

メァリi・ベス

恐らく習決される見込みが強い︒

するよう求めているが︑議会では

一NFO彼らの養えは間違っじです︒まさに狂気です︒

たがる科学者の中にも︑世問に葭

ているのですか︒

を赴けようとする傾向が出てき濡

蕎による投票に付される︒

﹂

●

一旨

開園

スリーブ、ライエエ

放射線遣蔽扉、スリーフ煩、及びP．P．システム

1

気

種

各

まいりました。

各種放射線楚

フシセイコーは永年金融機関に対し、金庫室
扉とセキュリティ・システムを開発・納入して

；7
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轍

笛⁝

﹂

「門

壷

欄

繋脚
駒鱒

貌欄

開

葡

O

業

力

原

あなた方はなぜ原子 る璽要な鍵であると儒じていま

ルと考えていただいて結構です︒

聞です︒したがって︑当紙をリベラ

一飛rO

す︒全米黒人向上協会︵RAAC ﹁人属に電力を﹂︒これが彼らの

べていますが・︒

子力運動を鎌拝思想のようだと述

る︒同紙は︑一九六〇糊代にアン

力利周に反対する垂々とたもとを

スローガンであり︑唄え方です︒

一NFO貴紙の社説は︑反原クガバンを支持している劃一の新

グラ紙︵地下新聞︶として始まっ

すなわち︑各人の家の麗根に太陽

メアリー・ベス

らは門事実でもつ

だと思いますG彼 とに織して︑外から攻繋されたこ

信仰的支持︑狂儘

一NFO原子力推進の

事蹟をなくす

メア弓一・ベス

反原子力運動は一物の

P︶も原子力を支持しています︒

マークさもなければ︑彼らの

マークとわたし

マーク

分かったのですか︒

ためには︑安価なエネルギーが引

電池︑庭に風車をとりつけること

た多くの発行物でつくっている金
来オールタナティブ趨刊紙協芸の

方から別れていったでしょう︒

ク・D・アカフと彼の護メァリー・

は︑ベトナム反戦

メンバーである︒発行人は︑マー

ペス〇二人とも一九六〇誉田には

7辱燭運 横磯信磁聯醐叢膨

南民権遡動︑ベトナム反戦運動

ムは同じバックグラウンドにあり

糠に心配している人々もいます︒

した︒彼らはいろいろ有益な資料

メアリー︒ベス

ることを蕩え︵います︒

当紙は︑そういう人々を読蕎にす

州議会が原発禁止を承認しない配

とは思いませんが︑彼らは重要な

た︒

あなた方は・自分の を提供してくれるようになりまし 達には︑この間題は︑今秋︑有権
想見が今でもリベラルであると蕩

一NF◎

点を兇落しています︒太陽電池だ

個人の杉垣でっくられる電気は︑

けでは製鋼工場は動かせません︒

間違っている

ブ︵往罠発議︶運動を展開してい

す︒広告憲を失ったり︑予約購読

ええありま
て︑わたしを黄し

メァリー︒ベス
めないでくれ︑わ

︵マークはニューメキシコ大学︑

運動と原子力反対

メアリー・ベスはプリン・モール

運動は全く関係が

ンフォ﹂を発行した醤鍛には︑

イニシアティブが有効となるた

が成立するものと確信している︒

原子力推進紙︑独立気質を貫く

ながら︑なぜ彼が原子力反対運動

いる︒これは︑アヤトラ︒ホメイ

がキャンセルされたこともありま
ないと煮えていま

なのです︒電力の簗中発電を鐘楼

す︒わたしたちは︑全来のどの編
す︒歴戦の活動家

ています︒われわれは︑いつも科

殺鐡につながる︑と飛躍して考え

に進んでいったと思いますか︒

マーク︑あなたとト しています︒

オールターナ

これだけで︑タイムズ︒インデ

学的に正しい方向に向かわねばな

ィペンデント紙は

ティブ穿紙としての資格は十分だ

慶するにトムは金然選

トムは過激派
の完成錨みたいな入です︒彼の童

メァリー︒ベス

奨しなかったのでは・G

マーク

りません︒問題は科学技術にある

紙である︒﹁われわ

識別すべきです︒

クラシーです︒この点をはっきり

1ナティブ

が︑同紙は全く劉種の

オールターナティブ週刊紙を発行

れは︑譲国で唯一の原子力蒼黒の

のではなくその行政を鎌るテクノ

オールタ

一NF◎

騒に得られることが必要です︒

たしは本当の卜者

トム・ハイデンと共同で﹁蔑塞社

大学︶で酒躍︒さらにマークは︑

の中で原子力に反対する人々の多

なのだ﹂と述べて

原子力醐発への批判や反対が先

会を求める学難壁賜﹂の創立に尽

くは︑原士力発露が爆弾と人属の

どからも洩昌されています︒

会︑連邦・測川政麻︑マスコミな

来︑原子力醐係看のみならず灘

かがえます︒この偶報は発行以

鶴させかねないという案彌もう

や轟朴な不安を誤った方向へ増

粟の原亭力に対する純粋な疑問

解や不正確な笹報が増加し︑大

鋭化するにつれて︑一方的な見

力した︒

A整炉が﹁ニュークリア・イ

臨

（4）
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に︑各国政府は︑こんこの原子力

共同コミュニケで採択されたよう

その繕果には拘束されない︒だが

を鶯的としたもので︑滲加国は︑

術的・分析的に響価を匿えること

利馬と核拡敬防疵との関係を︑技

ントンで設立総会︒原子力の平秘

の提嘱で︑一九七七薙十月︑ワシ

共同議擾國として︑再処理の技術︑

は英國とともに︑第㈱厭離都会の

の八つの作業部分から成る︒鐵塞

イクルおよび新型原子炉の概念︑

物管理および処分⑧轡型核燃料サ

殖炉⑥使罵済み燃料の簿理⑦廃諸

ムの取扱い︑リサイクル⑤罵速繕

期供給保舐④再処理︑プルトニウ

術︑核燃料︑麗水および役務の擬

来国のカータ⁝大統領 講慰する国議的ニーズのための技

翻際核燃料サイクル用田︵一N 縮役務の入孚可能性③核不拡散と

る員体的な猿子力交渉に︑ひとつ

た扁とも明詑︑こんこに予想され

利繕されるべきであると陽決議し

膿際機関および国際会議のために

力の軍秘利用に関心のある政簡︑

を︑あらためて確認した︒

総盆︶で禽愈された甚本的な姿勢

るワシントン・コミュニケ︵設立

躍がとられるべきである一とす

隈にくいとめるための効楽的な措

ることなく︑核拡散の危険を最小

F◎巳︶

政策を推進するにあたっては︑こ

経済︑多国間または核燃料サイク

をかける形となった︒

九七七球十月に設嘗された王

建カセ

また︑門これら報鑑撚が︑原予

の報優欝を参蕎にしていかなくて

の

箇理などの分析をおこなった︒

ルセンター︑プルトニウムの国際
はならない︒工NFCEは︑①核
燃料および麗水の入手可能性②濃

万芥にものぼる文轡を作成︑三際

九國の技術隅撃霞員食を開催︑一︸

いだに︑のべ六十一圓の作業部会

NFC鷺は︑この一当四か月のあ
三三賦の二十七日に龍華された

認めている︒

コミュニケでは︑①世騨のエネル

イクルの技術的評価では︑﹁蘂本
的な技術は確立している扁とし︑

ギー隅要のなかで︑原子力の役劇

原芋力機閥がその窮務的機能とな

ルはコ一〇〇〇亀甲でには商糞利

※国が提黙したトリウム・サイク

門再処理︒プルトニウムは︑核払

ってすすめられてきたもめで︑

薙︑カーター大統領の提暇によっ

散が懸念される偏として︑七七

れており︑この囲的のために︑原
子力が広く利用されるべきである

はますます増大することが予想さ

②原子力の平韻利用に関する開発

している︒

わが国にとって︑巖大の課題と

てはじまった1飛FCEは︑﹁核

胴ができる状態ではない﹂と結飛

もいえる再処理︑ウラン濃縮につ

騒士国の特別な購要を満たすた

クルは存在しない扁という結論で

不拡散上有効な特定の核辮料サイ

團モ不ルギ

1毛蓄食積二輸さ送畠工蒲学

團モ不ルギ副窒資霊源：§工面学

團干不ルギ禿1費基蓋礎8工鶏学

いては︑群体的な国名はさけてい

である③エネルギー供給と原欝欝

終了することになった︒

め︑効渠的な描隠がとられるべき

炉がどのような役舗を果たしてい

るものの︑すでにそれらの旛設を

エネルギーの平和利用關発を妨げ

くのか︑実証炉を対象に実用化の

もつ︑または建設中の﹁少数﹂の
圓が︑薄処理と濃縮を行うことを

能④放射線選外︑放射強物質灘毅

辱

十二奪九月から試験入り︒これま

J

懸義や技術︑経済性などをチェッ

8工

副モ不ルギ里1豊変究換8工暴学

W工

の核分裂生成物の盒菊懸⑥製騒の

的︒一二月中に初会禽を開き︑卑内

園収率1⁝などがチェックされ ク・アンド︒レビューするのが口

?発萱用

副モ不ル池元1蜜材毛料8工臨学

薰P曇i窒開羅利

⑤騙興︑閉じ込め能力⑥製品巾

をメドにできるだけ禦く結論を御

社擬︶︑三謝農績︵束大教授︶︑

源開発翻総義︶︑堀一郎︵菓鋤簾

不

で炉型︑燃焼度がそれぞれ異なる

い再処理ホット試験を統行︑プル

る︒検燕はそれぞれキャンペーン

たい貯え︒部会援は籾会禽で万選

一︵開銀理珊︶︑偲玉勝

同騨門部会は一月瓢十九臼に設

s

約三十・四漣の使稽済み燃料を用

トニウム約百七十謎樗の園収に成

で︑このため東海再処理施設の

で約二か月楽穆度がかかる箆込み

熊谷譲

問︶︑川上幸一︵神奈川大教授︶

副社畏︶︑鵜木丈央︵電薯遮狡術纐

瑠漿齪総理聡︶︑伊藤俊央︵関亀

野昇︵原研理壌︶︑飯礁正美︵動輪

栄央︵欝士露機製造劉社擾︶︑天

欝木難文︵典工大教授︶︑阿部

岡部金メンバーは次の遡り︒

される冤込み︒

功した︒この間︑酸圓収蒸発鮪か

﹁露髄証﹂取得は無難になるもの

らの漏洩が発覚︑この敗り薔え修
復のため約一群余の悔正を余霰な

同施設では五十二年イ⁝月に初

とみられている︒

に還転︑これらによって本格的な

のプルトニウム回収に成功して以

くされたものの︑あとはほぼ順調

来︑試験期命中に工程内のものも

が︑うち四十六総覧はプルトニウ

含め約蔚七十詩緒を國収している

ウ・ハウが得られた︒

墨初︑同施設は︑総愈試験の終

再処理工場建設に必要な多くのノ

了を待って評価のうえ︑この四月

ム燃料部での磁磁波法︵マイクロ

官︶︑佐伯轟一︵野村総研総長︶︑

腰が決められたもので︑軽水炉か

︵藏立製作所副袖長︶︒

工

H鑛lll壕尋継

力

日

にも本格操業開始の腹帯だった

ウェーブ法︶による混會酸化物転

隠︵資源エネルギー庁欝欝審議

︵菓芝副脚

ンが予定されている︒この聞︑運

ら高速炉へとつなぐ動力炉開発塾

一郎︵三菱壷工誕副社罠︶︑調岡

転中あるいは傾止中を通じ①懸塗

本戦略の中間炉として︑新型転換

ギ

M

ル

求@

、

H

@、

團

Q遜彫書芝熱壕／，

本

が︑昨無の原子煙箸愛寵法一部改

換の開発に役立てられている︒

駈金擾︶︑佐波正一

向坂正男︵エネルギー経済研究

原子力団員会は二十六間開かれ

郎︵欝欝漣エネル

長︶︑柴田鉄治︵朝田新聞論説委

た定例会議で﹁紙型転換炉箕誠炉

員︶︑白沢窟

勤燃壌業圓によると︑使煮繭

泰正︵廉大教授︶︑野瀬総髪︵電

敬展︵科技庁窟鰐審議窟︶︑都甲

原子力婁鼠会

メンバー決まる

ATR評価部会

正により安全規制強化の一環とし
て﹁使用離検壷﹂が制度化︑従来
の工薯橦査に加え新しく施設の性
能についても圏による横査を受け
ねばならなくなった︒このため︑

検歪では四月津ばからと九月楽

決めた︒

評価検討騨門部会﹂のメンバーを

岡施設の塞格擬業入りも延競︒

ばからの二回︑各二十〜三十ナの

ギー射策委総会委畏畏︶︑末永翻

使用済み燃料を用いたキャンペー

装國︑非常裁断力裟灘②廃藁施設

森一久︵原薩総務理箏︶︑綿森力
の処曖能力③放射線蟹理施設の性

○
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5

ウラン生産が十分な水準で

得られるには︑地質上の入孚可能

実際には供給と購要は相互に関運

べての堀禽に経済的に優れている

ルティを甘んじてうけることを意

発の初期段階に大きな経済的ペナ

の暫定貯蔵

使用済み燃料

封入技術は︑まだ実証されていな

ならない︒使用済み燃料の鮪への

財能の影響は主として新ウラン翻

結論づけている︒廃蔓物管理の放

は︑消蟄国が供給先を多様化する

ンや濃縮サービスの供給先の楢加

保証は強化されるであろうQ

との僚証により補強されれぽ供給

濃縮

18璽水の場命︑璽水素資源は

豊富であり︑また十分に実証され

た曳産技術が存在するので︑重水

14多くの豊能性のある燃料サ を入日するうえでのり越えなけれ

た︒

ということはないとの結論に達し

りの影響を及ぼす︒

力および罷要と供給の傑証にかな

しており︑鰯要の兇題し︑探蚕努

翻診移難癖簸撚繋憎親譲轟轟灘辮誌麟鷲

環境面での検討

だろう︒これらの要因のなかで最

2今後約灘世紀の世界のエネ 性のほか︑多くの要瞳に依存する
ルギー購要を満たすうえで︑原子

そうな発電規模よりはむしろ広い

規模を高い醤頼度をもって予潮す

れる︒今後五十年聞の原畢力発電

では︑必要な探査と投資がなされ

安定性︑それに環塊︒規制上のい

設備の存在︑市場の還続性および

境の存在︑十分な人的資源および

る︒既知のウラン資源や生産能力

61NFCEでの比較の結
巣プローチが愛国で異ってく
るア

ろいろな不確さの解決である︒

は主として数か国に築申している

利用効率の改善や炉型戦賂に関す

関する判断の違いにより︑ウラン

性についての信頼慶および時期に

バランスや将来のウラン入黍司能

されたものが軽水炉にリサイクル

利用方法に依拝する︒もし︑分離

プルトニウムやウランのその後の

然ウランの価格および分離された

と比較しての経済性の論議は︑天

ルのワンス・スル⁝燃料サイクル

る︒国処狸と粗み込む燃料サイク

9ウランの翻給の地域的アン イクルにとって再処理は必蟹であ

幅をもたせた発電規模が核燃料︑

れば︑ウラン漢業は二〇〇〇琿ま

されるならば︑経済的な利点はさ

も璽要なのは︑好ましい難題的環

霜要を計類するための墓礎として

が︑将来においては供給先が多様

ほど大きくなるとは思われない︒

力の役割は憩大するものと期待さ

ばならない璽大な問題はない︒

設定された︒葬共産圏︵WOCでの儒要を満たすことに困難を見

化する可能性がある︒このような

いくつかの国はエネルギー霞立と

燃料サイクルの

A︶の原子力発露規模は現在一億 出さないと考えられる︒この比較

多様化は︑消艶番の供給保証に関

璽油︑燃料サイクル・サービスの

は使用済み燃料とその権利を別の

ない︒③の概念の下では︑ある国

④再処理しない︒④を選んだ国は

期する③使罵済み燃料を輸送する

る②再処理するか蒼かの決定を延

念が明らかになった︒①再処理す

一9次の四つの基本的な管理概

バックエンド

二千五蔭万KWだが︑二〇〇〇薙 は︑今世紀末までに追加資源の生

ることはできないので︑最もあり

では八勢門千万〜十二億KW・二 産が必要なこと︑およびウランの

及ぼさすに︑LWRで一〇〜一五BRの宗旨コストおよび燃料サイ なければならない︒四つの概念す

10

する償頼性を高めるだろう︒
供給保証にとって︑硬極的な質献
国に移転するのだが︑この別の国
経済性や安金性に悪影響を をするとみている◎他方︑もしF は③以外の概念から一つを選択し

型戦野の重要性を恭唆している︒

〇二五琿では十八億〜三十九憾K 巖も効率的な罵爾・節約を行う炉
Wの範囲と推定された︒

可能になるワンス・スルーでの改

クルの経済上および供給保証上の

司能であれば︑FBRへのリサイ終処分場への便用済み燃料の輸送

べてにおいて再処理施設または鍛

部分は︑新たな資源の発艦に頼ら

善の参着性が︑もしも必要な開発

利点は相当なものとなる︒プルト

％︑HWRで三〇％ウラン節約がクルコストを十分に下げることが

に伴うサービスの需要は︑原子

なければならないであろう︒既焔

計画が成功すれば︑今後十年以内

3核燃料︑重水およびこれら 必要となるウランの薪規生産の大

力発贈規模だけでなく︑上馬され

のウラン賦存璽のすべてが︑原子

れている時期までに入籍可能とな

・スル⁝に銘べ三五〜四〇％のウ

ム・リサイクルは︑既葎のワンス

の技術で行うLWRのプルトニウ国は︑これを叢としてFB只で使

損保しうる︒

る︒

24

基ホ的な技術は確立してい

数か国が大規模再処理施設
を跳躍︑建設中または計画してい

る︒これらの施設はよく似てお
り︑同じプロセスに墓ついてい

29

廃棄物の管理・処分のコストは︑
発電コストに比較して小さく︑燃
料サイクル聞で大きく異なるもの

環境︑健康およ

ではない︒

原子力発魔プログラムの環

ぴ安全面の検討
3◎

の政策にも関適していた︒政府の

していたが︑階にはそれ以外の国

の可能性

国は核不拡散上の懸念を共有する

行為は︑核物質または受註の輸出

ものであるが︑このような条件の

変璽は儘頼に墓ついて締結された

在までのところ実際には供絵の中

規制︵要前岡盆景の行使を含む︶

断はほとんど符われておらず︑行

もしくは輸入規舗の形をとる︒現

あっても︑この新しい条件は過去

われた場合でも発躍に支障をきた

たとえ核不拡散に関運するもので

に同廻した条件を破っていない国

したというより還れやコスト高の

契約の履行を妨げるものであり︑

に引き渡された核物質に対し︑政

の既存の契約︑とくに条俘変更蘭

原園となった︒他方︑供給の中断

の可能性に対する不確実性がつづ

府間の獲麟なしに湿熱されるべき

以上のことをバックグラウ く場含は原芋力計画の秩彫ある発

の供給懐証についての闇題を検討

ンドとして︑INFCEは核物展
質を妨げることになるので︑大き

33
竹や原子力施設の撃故の影響は検

な懸念の基になっている︒

討されなかった︒それでも︑各作

った︒発電炉そのものの運転の翠

はINFC湿の検討籟囲ではなか
でないと強調している︒

ついて総愈的に評価を行田うこと

境︑健康とりわけ安全性の側面に

る︒このプロセスをFBR燃料へ
大規模に適屠するには︑いくらか

25プルトニウムの貯蔵および

の技術上の修正が必要であろう︒

その熟中性子炉での照射について

輸送︑混合酸化物燃料加工および

は︑かなりの経験が得られてい
る︒比較的小さい燃料艇工工場お

あるいは多圏闇または国際闇の取

い︒現在の取決め︑制度︑墓準お

決めという形をとるかもしれな

よび慣行の上に横み上げていこ

は︑供給国と消鷲国双方が受け入

うとするこの段階的なプロセス

れられる形で︑核不拡散に関する

輸出入政策が実施されさまざまな

くりあげる上で実際的かつ有効的

より安定したレジームを着箋につ

核兵器の拡散

であろう︒

リスクの簸小化

より翼体的なクライテリア 40核拡散は︑一義的には政治

的問題であり︑技術的な問題では

37

に墓づき︑供給国と消繋駕それぞ

ない︒政治的問題の検討はINF

した︒

れによる輸入規制が︑より統一的

に舎致してやっていけるか︑これ

ムは︑供給保証の面で近薙満建の

市場と︑それを支える契約システ

するであろうし供給保証の強化に

形で適胴されれば不確実さが減少

ユースが核兵器を製遣するという

ので︑核燃料サイクルからのミス

商業市場

34原子力に係る供給の商業 で︑酋尾一蟹し︑かつ予測可能な
が全体の燃機サイクル評纐に大き

C露の検討純囲に入ってなかった

の燃料サイクル播動が許甫標蟻値

の匿的は検討遠計に示された特定

要閃について騨価を行ったが︑そ

業部会は環境︑健康︑安全に係る

よび笙世代のLWRでしか技術
偲られた経験は︑工場のスケール

は実証されていないが︑今までに

標嬢的な燃料の性能は満足すべき
ものであり︑統計上＋分な羅の経
験が得られている︒

未再処理燃料

38

異があるかを一般的に評纐するこ

点で各燃料サイクル間で大きな差

な影響を与るか︑またこれらの観

うと思われる︒ウランと濃縮サ⁝

また︑おそらく将来もそうであろ

との点で愈見の一致がみられた︒

いくように一般的に機能している

よう︑各国政府は核不拡散政策の

給を限蜜するリスクを最小にする

調租が生じた際︑かかる変璽が供

の結果︑消諸国と供給国の間に不

つながろう︒核不拡散政策の変更

的な原子力開発の逸展とともに︑

ミスユ⁝スを防止するため︑国際

を申心として行った︒このような

程度助けとなるかについての評価

政治的決定を実施する上で︑どの

とであった︒このような隈られた

ビスについては︑供給の短期的中
検討範囲の中で︑早旦作業部会は

整備されてきており︑主なものに

協建のネットワークや保瞳措醗が

断に対し︑ストックの茜横︑アド

からの薙閤被曝羅と比べ小さいと

は︑自然バックグラウンド放射線

処可能であった︒予想されるウラ

や︑ローン取決めで消鑓国は対

期間中引きつづき供給が行われる

うなメカニズムの採用が︑再交渉

︵3面につづく︶

変更に対癒するためのメカニズム

通常時の核燃料サイクルの遡転に

いては︑髄用済み燃料は廃棄物と

再処理を行わない概念にお よる簗國放射線線璽預託への寄与

の最終処分

みなされ︑甑終処分されなければ

26

27

︒ホックの商業的スワッピング を開発すべきであ︒もし︑このよ

ある︒FBR実験炉や実証炉での

につき十分な輩下を与えるもので

でのリサイクルが司能であること

・アップおよび三盛世代のLWR

縫用済み燃料の輸送は十分

15FB8の開発計圃を進めに
よ確立した技術である︒使爾済み

20

使用済み燃料の輸送

燃料貯蔵が必要となる︒

のほか︑ある一定期間の使用済み

る原子炉のタイプや纒み命せにも

に実証されるかもしれない︒既存

必要量を計算するためいくつかの

開発の継続的努力が必要なことは

るわけではないので︑警語および

ニウムを想おうとしている多くの

依令する︒INFCEではこれ力
ら計画への便用が理時点で予測さ

炉型戦略が定義され︑多くの可能

おうとしている︒

性が指摘された︒ウラン翻要推定

燃料の輸送キャスクに蘭する設計

システムとしてヨBRを輸入する と許認斑の要件は︑安金︑環境保

用いる F B R は 二 〇 〇 Q 無 ま で に
B飛の開発を湊隠することは︑開

11現在の技術と酸化物燃料を ことの間には大きな蓬がある︒F 全︑保隙鮮麗︑核物質防謳を十分

より以上の節約となろう︒

ラン蹄約となりうる︒HWRではうと決定することと︑開発された
共産翻以外では︑スペキュ

を淀めた擾期のウラン供給評価に

ランティブ・リソースからの生産

7

明らかである︒

騒は︑二〇〇〇奪で約九〜十←ハ万

沖ウラン／無︑二Q二五無で約七

る︒

・五〜四十三万ナウラン／年であ

23

味する︒熱申逆子炉の設躍を引続
いが現在試験中である︒ほとんど
要と関湿するものであるが︑峨々
ことにより自らを守ることを可能
j燃料の再移転または再処
21 使用済み燃料讐理でどのよ
き行っていくことと違い︑FBR
の部分は現在の技術を単に応用す
の燃料サイクル間での差異も︑サ
とする︒
理に齢し︑二国聞協定に基づく購
うな考え方をとろうとも︑一九八
を開発するためには・新しい水準
るか︑ちょっと変えるくらいで十
イクルを選定する上で︑それほど
35しかし︑苗場の機能は︑ス 雪暗恵権が存在する場合には︑で
O〜一九九〇無の間に衡絹済み燃
の技術と技術的︒工業的基盤が必
ポット取引きの効率的な市場や政
決定的なものではない︒検討され
分である︒処理された使罵済み燃
きる隈り︑擾期供給契約が締結さ
相当数の設置が司鮨であろう︒現
料のかなりの踊が貯蔵されて蓄恕
要となる︒
たどの燃料サイクルから出る放射
府の参加を禽めたよリフォーマル れる前に︑あるいは短期契約で
していくと予想されるQ後に続く 料の深地下処分に関する標準的技
在ウランの大消費国が︑十分な規
性廃棄物も高い安全性のもとに︑
なバック︒アップ取決めといっ は︑燃料が原子炉に装備される蔚
術は再処理からの高レベル廃粟物
模でFBRを設置すれば︑獲期的
核燃料サイクル段階がないため︑
かつ︑人体および環境に悪影響を
の技術と本質的に同様である︒
た
さ
ま
ざ
ま
な
蓼
段
で
改
魑
さ
れ
よ
に︑薯前岡恵権の行使の墓麟を確
16 ガス拡散法および還心法の その後壁犀間︑使羅済み有料の貯
にはウランの窯要を減少させるこ
与える危険なしに管理・処分する
う︒後看はウラン緊態セーフティ
㌦する手だてを講ずることができれば︑核燃料サイクル旛設の建設・運転は容認される②現在お ︷
立すべきである︒というのは︑薯
とになり︑また︑十分な購殖利得 技術的および経済的な実用性はす
蔵はいくつかの国の原子炉運転蓄
廃棄物の最終処分
ことが司能である︒
︒ネットワークや司能であれば国 前審惑権が盗愈的に行使された煽
曜よび将来にわたって核防上有効と判断される特定の核燃料サイクルは存在しない③核拡散リス 隔
をもつFBRを組み入れたシステでに確立している︒空気力学法︑
にとって聞題となりうるだろう︒
?
・低レベル廃棄物の籔理
画ク醗小化の手段としては技術的手段︑改良保証描置︑制度の整備の三つがある一1などがポイ 副 ムはウラン供給の束縛から実質的 化学法︑レーザー法︑プラズマ法
際核燃料銀行の形になるだろう︒
原子力発電
合には︑燃料の供給保説に悪影響
22LWRおよびHWRの
籐
およ
び閑
処分に間する方法はすでに
㌔ント・以下・−NFCE羅総会後あきらかにされた結論の難を鐸寒・
凸
特に供給先の多望化や国内備蕎を
をもたらし︑その結果当該國の原
に解放された原子力発艦を可能な などを工む他のいくつかの技術は
済み燃料の湿式貯蔵については低
実
施され十分確立されている︒高
行いうる能力が限られた小規模な
子力開発計画に不利な効果を及ぼ
将来エ学的に開発されることが有
らしめるであろう︒
バーンアップの燃料では二十奪ま
31重三のエネルギー需要を麗
レベル廃棄物のガラス固化技術が
原子力計画国に対しては︑このよ
すであろうからである︒関連する
12 トリウムを纏み入れたサイ 墾視される︒
での期聞の経験がある︒より長期
エ 以下の項囲は︑八つの作業
だすためには︑国際協力を通じ︑
4將要の場愈と同様︑暖い将 基礎をおくウラン襲撃の比較か
低バーンアップ燃料の麗棄物に対
うなメカニズムは助けとなろう︒
状況が変化しない鵬ムロには︑璽前
17 現在︑運転中および建設中
クルは熱中性子炉でのウラン︒サ
畏期的な供給保証が達成できるよ
の貯蔵およびより高いバーンアッ
部会報告霞に禽まれ︑ワ﹃CCで 来にわたってのウランの入手可能 ら︑原臨戦発電規模が1鍍FCE
して現葎工業規模で用いられてい
これらの取決めは︑市場に代替す 岡意濯は︑予歯しうる形で︑かつ
のウラン濃縮脳設の能力は一九九
の高ケ⁝スで成擾すれば︑題力供 イクルと比べ︑ウランの有効利二
うな政治的︑経済的︑技術的およ
﹁要約と概説﹂に要約された技術 性は高い僑頼度をもって予測する
プの燃料の湿式貯蔵には︑とくに
る︒この技術は高喋ーンアップ燃
るものでなく︑供給中断が消髄国 国の政策と個別の肇構を警塾する
〇駕頃までの濃縮御璽をカバーす
ことはできない︒非共産圏の確認 給を確保するためには二〇〇〇年 上好ましいが︑二〇〇〇無以降濠
び商業的耀境を確立することが必
的︑定墨的および解析的な詳細内
二大な困難はないと謬えられる︒
料の廃棄物に対しては工学規模で
の核不拡敬了解蝦項違反の結果も 形で︑さらにはこの同恵権が設け
では商業的に利稽可能とならない るだろう︒現在計爵中の施設の能
要である︒この供給保証を擬うい
容からとりあげられたものであ されているウラン資源から推定す 以降の早い鋳期にかなりの改良黙
コンパクト・ラックを使う技術を 実証中である︒高レベル廃藁物の
たらされたものではない堀含の帯 られた際に関係者聞で設けられた
かなる要因も政肩間のみならず︑
り︑饗CCによって︑プレスへの れば︑ウラン生産能力は︑一九九 中鑑子炉やFBRの憩入が必要とであろう︒りードタイムはこれら 力を加えれば一九九五無までの需
含め水を入れたプールでの貯蔵は 深地下処分の標準的技術は︑概念
場混乱に対し︑鰻終的手段として 合愈に一致する形で行使されるべ
の炉に必要とされるトリウムの生 要をカバーするであろう︒二〇〇
〇年代末に十一〜十二万沙ウラン なろう︒もし︑抵ケースで成長し
供給国︑真鯉国の関還産業界の協
偶報伝達に役立たせるため編簗さ
実証された技術と考えられる︒乾
検討およびフィールドテストに基
作用すべきものである︒
きである︒
／る
年三のピークに還するであろ た場舎にはウランの供給は一δ二 産を開発するには十分長いと思わ
〇琿以降については︑もし濃縮需
力によってできる肖り取り除くか
れた︒INFCE作業の権威あ
式貯蔵は畏期財蔵の際の代替案と づいている︒いくつかの仮定は︑
39二日舞協定申の核不拡散条
政府の干渉
和わらげられねばならない0
文盤は各作業部会報告轡および う︒その後は︑確認されているウ 五駕までの翻要を澗たすことがで れる︒他の新型炉も︑二〇〇〇駕 要が最大となる炉塞戦略の場合は
し
て
検
討
さ
れ
て
い
る
︒
F
B
R
燃
料
貯
三顧が実際に建設︑還転される
きようが︑薪型炉技術の実用は︑
を多重過ぎないと利用胃能になり 華墨を満たすために濃縮能力を急
32 供給国政戦は一般に核不拡 36 供給保証に対する主な不安 件が協定ことに異なることに関す
﹁要約と概説﹂自身であり︑以下 ラン資源からの生産は減少し・こ
の欝蔵は実験炉および実証炉の経
ことによってのみ確認できる︒
る巷干の要旨国の不安に薄臨する
これをさらに確実なものとするだ そうもない︒
激に憩大させる必要があるが︑こ
の生産規模と維持・堪加は新しい
散麗的の達成を非常に鐙要と壽え は︑商業上の義務不履行や馬場破
に述べた瑠項を十分理解するため
験をベースとしており︑とくに問
28 ウランの山院残寒に関して
ため︑コモン・アプローチを遍滅
ろう︒
1
3
経
済
性
や
エ
ネ
ル
ギ
；
戦
略
の
れ
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
だ
ろ
リソースあるいはスペキュラティ
ており︑この目的が十分に蝉璽さ 綻から生ずるものでなく︑国の政
にはこれらの報告欝にあたらなけ
題は生じていない︒
は︑環境への影響を減少させるた
していく必要がある︒このコモン
81NFCEでは供絵の考
予懸測
ブ・リソースの発見︑開発に決定
う︒
は︑各国で異なり︑一般的に
れない条件や状鼻下では進んで核 策および国益を遺求しょうとして
ればならない︒
再処理︑プル取
めの技術は近い揺来さらに改蕾さ
・アプローチは︑当初︑各瞳の慣
的に依存するであろう︒
重水
物質を供結するか︑または供給を
と鱒要の予測は独立に行われた◎ はどのような核燃料サイクルもす
行う政府の干渉に起凝している︒
れるかもしれない︒
資源︑技術︑経済︑
扱い︑リサイクル
行
または二国闇協定の形をとるが
これは遡常核不拡散の自己に関運
使絹済み燃料の暫定貯藏︑ 継続したがらないであろう︒消費
鍛終的には︑共固蜜言︑行動規範
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器防止条約︵トラテロルコ条約︶

びラテン・アメリカにおける核兵

の貯蔵︑再処理︑プルトニウム貯

鰍料︑ウラン灘縮︑使期済み螺料

縮ウランやプルトニウムを含む新

会で認められた転用のリスクは濃

設を建設する能力をもつ少数の

から鵯議しい︒一園融位の濃縮施

制隈することは︑核不拡散の観点

要とされる数に︑濃縮施設の数を

卿南場の鰐要に応じるのに必

ルに適嶺な撮障雪隠が適用される

れると考えているが︑このサイク

麗水の入季河能性の問題が遍加さ

手司能控のもたらす懸念に加え︑

は︑天然ウランや再処理施設の入

必要でなくなる︒いくつかの国々

ランを矩価するため︑灘縮施設は

は国際保隠描躍が行われていない

家政府による公然の転用の場禽に

な盗難の場禽には︑輸送段階②国

と憩われる︒①サブ・ナショナル

転用の脅威に関僻するものである

は︑次の場禽に考えられる個々の

において最もセンシティブな部分

が︑濃縮技術のミスユースの胃能

がある︒したがって︑核拡散リス

蔵および混禽酸化物燃料製造︑使

に照らして適用された︒

クを減ずることを圏的とした心際

41

サイクルの完成の度合︑技術的手

と︒第二にLEU嗣に設計︑還転新しい手法は︑より容甥に効巣的

の能界に転用する鶴能性があるこ

において核兵器に使用できる物質
封じ込め︑賠視装躍をとり入れた

はより銅難である︒現在開発中の

テムを特別に必獲とする︒

再処理とプル
トニウム管理

に回避するかではなく︑つくり繊

53プルトニウムは原子力発電

による現在の勲中性子炉について

されたプルトニウムをいかに管理

料の暫定貯蔵

〇％以下あるいは四五％程度︶へ

らない限り︑より低い濃縮度︵二

致した国際的機構の可能性が研究

加国に保舐する核不拡散闘的に命

性は︑いかなる国の開発にとって

しながら︑エネルギーの羅漢可鮨

だ︒この点で︑IAEAは璽硬な

上の資源の入季可能性が最も所要

75關発途上国の濃縮役務に対

る圏曲なアクセスおよび適切な粟

71原爆力は︑多くの開発途上 するニーズは︑供給取決めにおけ

軟性で特徴づけられる多様化され

効渠的な警鐘保繍描躍は︑ 象金舎を開催している︒

ギーを供給する上で璽要な役捌を

多鶴間および国際的な廃棄 国において妥巌なコストでエネル

62

粟たすことができるが︑そのため
に探する実質的な努力の追加が璽

65

物貯蔵所は経済的利益をもたらす

には開発途上国のインフラストラ

原子力貞婦の不可欠の側薩である

し︑縫用済み燃料処分については

クチャの整舗が緊婆であろう︒今

するプーリング取決めへの途上国

則的および鱈頼できる供給に閲遇

と著えられており︑また保鱒措麗

間および国際的貯藏所を設國ずる

核不拡盤上も袴利であろう︒多国

までの経験からみて︑驕発途上国

炉またはFBR用の混会酸化物燃核燃料サイクル・センター︵RF 必要とされる金てのレベルでの訓

トニウムのリサイクル利用をエネ

性挙炉におけるウラニウム／プル

76開発途上国の中には︑熟中

の開心を強調することも適切だ︒

燃料︑設傭︑技術および役務の規

る︒この麗還において︑必廼な核

た供給照照により賄うことができ

は︑親在運転中のプラントに適用

視されるべきである︒この研究で

ことに関する法的および縦笛的な

は︑インフラストラクチャの整調

66制度約孚段の発展は︑多国 の立ち遅れのため︑設儂および資

解決策を練りあげるべきである︒
ついて特に重要㌣間魎は兇い出さ

されている方法や技術の揮効性に

れなかった︒ウラン艘縮︑照心後

CC︶に発展できることが特に燃 練を受けた資格のあるマンパワー

材の供給をカバーするだけでなく

研究協力および財政のための長期

の蕎成︑國内の関節産業の關発︑

間薯業へと進むべきであり︑地回

料加工︵これらはすべて核兵器製

ては望ましいと償われる︒しかし

料サイクルのバックエンドにおい

燃料の工業規模での再処理︑軽水

造に使用司熊な形で存在する特殊

ながら︑一国単位のものの必要盤

にわたる保証も与える広範囲の明

とってそれが経済的に魅力的であ

国もあるが︑多くの開発途上国に

積極的な翼献をするものとみなす

ルギー自立および供給保証の点で
核物質への接近の可能性を伴うも
のである︶を愈む燃料サイクルの

ンドにおいては︑いくつかの漉動

77核燃料サイクルのバックエ

証を河らもたらすものでない︒康

は依然として原子力発電謙画を開

階ではありそうもない︒

72現在の制慶的手段は︑現在 ることは︑少なくとも灘入初期段

認めを必襲としている◎

な野業をつくり運際する上での困

は認識されるべきだし︑このよう

難さも軽視されるべきでない︒

全ての段階について︑葉理的なコ
ストで傑隙措羅の臨的を構成でき

の工業国間の撮証以上の追加的僚
さらに開発され改農される必要が

プルトニウム貯藏︵IPS︶スキ子力供給協定または契約あるいは

67王AEA繊螺に基づく國際

るだめには︑現移の方法と技術が

あると予測された︒この漁網に際

つ無差別的な条件について國際間

の命悪が成立するのであれば︑核

不拡敬および供給銀読の薦で璽麗

されたプルトニウムが世興に存在

な齎献を行い碍よう︒すでに分離

し︑またいくつかの国は罵処理の

響入は続けるという明確な計濁を

もっているので︑このスキ1ムは︑

たいていの国が簾罵済み燃料の再

ことになるであろう︒こうして供

レベル廃諸物の永久処分に関連し

当言︑使用済み燃料輸送および爾

への事由を禽めた醗画および雌鮪

た怨讐閥あるいは多国間の取決め

に関遡して︑聞発途上国は︑核不

が必要とならざるを得ない︒これ

核散霊的に舎致し︑かつ︑エネル

期的な代署メカニズムが必要だ︒

韻終的には核燃料サイクルの自立

た国際使用済み燃料管理への良由

ギー購饗を満たすように企画され

よる尊門家会愈が︑この問題につ

いて作業をしている︒

の取決めに関し︑潜在的参加国自

身によってのみ︑また政治鮒レベ

ルの酒動において取扱うことがで

きるような︑メンバーシップ︑財

政︑採決方法︑アクセスの条件︑

紛象の解決︑ホスト国政府の立塀

の制限に適命ずる形で︑すべての

と特罫黄経に対する通常の商業上

をこれに倉わせるべきであるQ王

を認識し︑工AEAのプログラム

心をもつ国が増加しつつあること

発展途上国の中で原子力に強い関

を変璽することなく︑謝醗前段階

つその技術援助に関する基本政簾

および規捌活動のみならず発電と

AHAは憎えた財源をもつて︑か

係舐を与える一つの方法となろ

核燃料サイクルのプラントの建設

多国間または国際的蛮業のような

う︒このような孚段は︑また︑必要

要することが認識された︒

69鰻後に︑核燃料サイクルに とされる規模の経済を与え︑また

用できるようにする点で心得な量

と翻転薗での蝉門知識を確実に利

宣し︑各国の利蜜と政策の相違か

ら発生する諸問題のスムーズな調

艶のための二国間および多国間ベ

ースでの協議を続けていくことの

価値が認識された︒

開発途上国におけるウラン三業の

とは明らかである︒しかしながら

資源は・より囎要になってくるこ

よび技術移転のための条件に従う

意されている技術へのアクセスお

は︑より広い供給関係において命

ことについては︑IAEAの援助

糧来︑開発途上国のウラン 質を巣たすことができよう︒この

以前に雷及した核拡散上の闇闇に

趨当な国際的手段は︑このような

が一暦保証されることになろう◎

781AEAはその構成国たる

な参醐を酵されるべきである︒

ず適切であろう︒IA廻A霊催にをめざしており︑それ故技術の移

7乏いくつかの開発途上国は︑

き渡しを傑羅するための短期︒中

と禽致した形で︑タイムリーな引

給の運延や落首の場合︑核不拡散

用済み燃料の懸定盲あるいは擬期

しては︑一般的に︑保陣卿相の必

61多くの研究炉は鍛高の原子 めに十分である︒しかしながら︑

ス︶は誌略

79〜82︵ 途上蟹の精別なケー

べきである︒

発展の速度は︑多くの二輪に依存

74

苅処するのにも役立つであろう︒

などの微妙な問題について決定を

技術に紺するより大きなアクセス

68全ての国際的または多国恥 てその蒔々の原子力開発の必要性

国は効榮的な保陣携蹴の下におい

転に興味を掴いている︒これらの

処理を決定するか歪かにかかわら

術的および経済的理由により︑使

始する国の澱伍であり︑また︑技

クの簸小化と︑供給保証の強化の

度的手段は漸次的な発展のプロセ

比べ︑より深刻な繕渠をもたらす

った煽合は︑開発途上国に対し︑

両方にとって腫要と弩えられた︒

スの中で整備されていくものと鰐

現在の法鶴鮒および制度的な枠組
は︑核拡散リスクを鍛小化するた

工藁化した消腿国に対する野州に

1ムは︑もし広く適照可能で︑か その適罵に関し予期せぬ変璽があ
要性および施設設計段階における
全体群肝描國戦略の考慮︑封じ込

れた︒①核燃料サイクル中から︑

藥実︑供給撮証と核不拡散の確保

て転用を防止する方法︒混舎転換

えられなければならない︒たとえ

いくつかの国際制度的アレンジメ

る︒

役翻を果たすことができよう◎

に検知できよう︒しかし︑無隈に

手段は︑より腫要であり︑制度的
手段は技術的下段より︑覆要とな
る胃壁性をもっていると判断され
た︒舗度的手段は供給傑隔にも同
じくらい関係することが一般的に
認められた︒

め・監視の向上︑そして計鐙籔理
燃料サイクルのバック︒エ の改良を含むべきである︒

技術的手段
60

制度的手段

分離された形での兵囎転用可能物

は相互補完的なものであることが

63縦度的孚段は︑核拡散リス

質の存在を減らす方法②これらの

のように自然に進歩しそうな技術

ば︑大規模な一国崩位の燃料サイ

一般的原市として認められた︒制

的手段は︑核拡散抵抗性を増鑛さ

クル施設壱建設する国々は︑原子

能を使う方法③物理的凝着を使っ

物質の転用を防止するために放射

ーにおける技術的選択枝が検討さ

56使用済み燃糾に固袴な匿い ンドについて次の三つのカテゴリ
放射能レベルは核拡散を抑止する
重要なファクターである︒このレ
ベルが低下するにつれ︑適用され
る保障措置技術は変更を要するか
他の既存の技術により圏き換える

廃棄物最終処分

必要があるかもしれない︒

57廃零物は核兵雛の生薩にと
って比較的魅力的ではないので︑

て︑これらの技術について進行申

せる傾尚があるようである︒そし

ントがすでに存在していることが

が司能であるので︑僚糠描腰は︑

雛途上国にとっては璽要である︒

もその後の転用活勤をタイムリー

されたリスクを鍛小化するための

段︑僚隔描躍および制度的手段の

な保陣措鍛を行うことができるよ

所が運転されれば︑どのような場

クル運転モードを退醸することに

は︑少くとも短期・中期において

するかである︒この観点から次の

において︑センシティブなステッ

廃棄物の鰻終処分は燃料サイクル

のR＆D作業が完成されることが 力瀾発の初期段階の縦陣へ燃料サ

手段は︑特設世代の燃料プラント

注臨された︒

撫でくるプルト一一ウムは兵器用に

ている間︑比較的簡単に行われる

輪送および地上の貯蔵所に羅かれ

際使用済み燃料管理に関する照門

されるべきである︒IA鷺Aは国も極めて羅饗であり︑とりわけ開

か︑廃止された状態の場台には︑

は︑再処理または混ムロ酸化物燃料

再処理プラントおよびこれ 効桑をもつが︑核拡散のリスクを

に続くMOX燃凝までの仕上げ工減ずるのには限られた効果しかな
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程に灼する国際保隙醜婦の実施の

ウラン⁝トリウム燃料から轟濃縮
ウランを生塵する方が分離作榮が

経験は︑限られてはいるが︑ひと

改趣が段階的性質のものであるこ
されている濃縮施設がプラントお
うにするであろう︒

舎にも生産される︒したがって問

局によって麗々の翼なる観点︵経
よりこれを行う︒これらの二つの

十分な核拡散抵抗蟷が確保され簿

いと︑結論づけられた︒保障旧臣

だ︒他方︑変枕ウランートリウム

えられつつある︒それは︑将来の

つの衛溢なケースとして経験が蓄

少なくて済むであろうと認識され

・サイクルにおいては︑加工され
た燃料が輸送や琴南されている閤

続編規模のプラントに適罵される
べき︑新しい改善された技術の発

は︑蕩蕩兵羅に転用できる物質は
存在しない︒高濃縮ウランを使う

展の塁礎となり得るものである︒

とを蕩撰すれば︑異なる無料サイ

加工および籠用済み燃料貯蔵の施

高濃縮ウラン︵HEU︶の生産に 49 全体的にみて︑濃縮︑燃料

よび／または生産方法を変更し︑

設に対し適切な軍陣描翻が適用さ

済︑安全︑エネルギー職略︑核拡
側颪は︑保工撚躍に関係するもの

ると思われる︒

使用済みの燃

トリウムをベースとした撚料サイ

クルから生ずる核拡散リスクに関

便われるかもしれないこと︒だと

れるならば︑ワンス・スルー方式

散リスクを含む︶に璽点が鍛かれ
である︒設計情報の検読および効

燃料申にプルトニウムを残存させ

使用済み燃料

プとは考えられなかった︒

保障措置

の変更が可能であるようである︒

続けなければならないであろう︒

核拡散リスクを
最小化する手段

場愈には︑十分な核拡散抵抗性が

59検討の結果によれば︑確認

国のうちで︑これを行うとする大

手段は︑エネルギ1供給あるい
は軍和製的の原子力開発を危うく

が適用されているところでの國家

プルトニウム貯蔽③山際保障描躍

することなく講じられるであろう

々は蟹鉛のような他の減遜材が容
政府による秘密嚢の蔽周の営舎に

て特別な心配はないと考えてい

製造施設1iしたがって︑繕来の 燃料サイクル旛設のミスユースの

し︑また講じられるべきである︒

る︒

易に入手できるので︑鐙水につい

達せられ得ると思われる︒ある圏

自国天然ウラン資源をもつ國であ

力発醒計画をもつ国か︑大規模な

懐炉をベースとした大規換な原子

44以下の考察は︑主として︑ ティブをもつ国は︑濃縮ウラン漣

関連するものである︒

似料サイクル旛設を建設 用済み燃繕および廃零物の処分に

は︑核兵雛蒲魚に磁壁な物質を入

し︑計魎的にミスユースすること

ウラン⁝プルトニウム・サイクル
にあてはまるものだが︑ウラン鵬

手するルートとして︑最も容錫な
ものでも︑簸も効率的なものでも
をリサイクルするトリウム・サイ

危険を最小化する方策には︑技術

ない︒しかし︑もし核貢器転周罵
ウム・サイクル 間題は︑再処理が開発された堀合

閉じたトコ

的手段︑保障描醗の改蕎および制
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に︑このような物質の転用防止を

クルの核拡散の薦在的珂能性も同
に関しては︑ウラン⁝プルトニウ

ろう︒

子炉

的蓼段はサブ・ナショナルな盗難

度的孚段がある︒一般的に︑技術

原
強化するための最良の技術的︑保

様であると結論づけられている︒

ム・サイクルに比べ︑ウラン濃縮

RやFBR以外の金てのタイプの
転中の原子炉内にある段階は︑核

縮

拡散の観点から燃料サイクルの他

のリスクを減少させるには強力な

濃

能物質を黒蟻多懲に扱う旛設がす
でに存在していれば︑これをミス
ユースすることはある状況の下で

るための一つの司能な通であるか
原子炉は新燃料中に濃縮ウランを
の部分に比べ︑あまり覆要でない

ていくことにある︒

隔措認および丁度的手段を採用し

もしれない︒さらに原子力発電計
必要とし︑それゆえ︑詮議施設を

料交換システムの原子炉に対し

ン︵L8U︶生産用に設説された必要があり︑現在のところバッチ

また低濃縮ウランからよりも変性

45天然ウランを装嚇する薮W 48 一般的にいって︑燃糟が運 レベルが著しく遍い必要があり︑

画で得られた技術やノウ・ハウは
と蕎えられた︒穿ての原子炉には

臨接関連してはいないが︑その後
核兵器製造計画にも利用すること

に木管繭につきまとうものであ

核拡散リスクは︑濃縮捜術 傑隣描躍が必璽であるが︑運続燃

421NFCEで行われたる
評︒価
三つの側藏が検酎されなけれ
て効果的な保隔壁麗を行うために

ができるQ

ばならない︒第一は︑低濃縄ウラ

料サイクルの発展段階が翼なるこ
プラントからの核物質が他の施設

し︑現在および将来にわたって獲

えば︑カスケードの薄配羅︑運転

クルは︑濃縮︑貯藏︑輸送︑鑛工

当な単一の無価は行い饗ない︒あ

条件の変更またはバッチ・リサイ

段階に対する適切な保陣描躍シス

る特定の核燃料サイクルを灘入す

題は︑プルトニウムの生薩をいか

交換の炉に比べ効禦鱒な係隠措圏

と︑それぞ れ の 国 に お け る 核 鰍 料

が定性的であること︑多様な核燃
は︑今までと異なった方式で行う

46

必要とする︒

は︑核翼器のための物騒を入手す

きな商欝所説たは工業的インセン

核兵器不拡散条約︵NPT︶およ 43この茎鵡に基づき各作業部 性と関達している︒

的な手段はすでに存在している︒

毒忌︵・合A︶

聞

総
懸

るか蕾かを判断するのに︑藁家当

る堀禽︑核拡敬リスクに関する判

二つの璽要な選択が響えられる︒

果朗な封じ込め︒監視とともに︑

燃料サイクルの部分による違い︑

核拡散リスクの度命いは︑ すなわち︑再処理せずに使用済み

断に蠣があり得ることを考慮しな
謝麗管理の糟度を蕩めることで保

る方法︑および使用済み燃料廼繁
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ければならない︒一般論として︑

開発の段階︑特別な地域的瑠鱒︑

イクルサ；ビスを握供することが

陳描躍の國的を達成することがで

望ましいだろう︒しかしながら︑

核拡敬の観点からセンシティブな

を薄処理して︑分離されたプルト

できよう︒後蕎の圃は︑今麗は他

きよう︒今後の短期的なR＆Dの そして︑特に核拡散リスクをなく

多くの場台︑工業的規換で齢入さ

核燃料サイクル中の問題点を明ら

の国へ燃麟サイクルサービスを提

の最終処分
らの使用済み燃料は︑多緊の核分

にとってのみ司能なオプシ繍ンと

ニウムの利用は︑専門プログラム 裂謡物蝦を含んでおり時聞で経過

エウムを貯臥するか︑熱中性芋炉

れるようになる京でには︑かなり
な保陣描園およびその他の手段が

したり減少させるためにどのよう

供できる立鵬になるまでに逸歩す

努力は二陣描躍の翼翼対効果比を

やFBRでリサイクルする方法で 58ワンス・スルー・サイヶルか の開発努力が必要となるであろ

かにすることの方がより難要であ

ある︒商業炉から出てくるプルト

改善する必嚢性を愛護しながら︑

実旛されてきたかなどに夏蚕に関

り建設的であると懇われてきた︒

この判断を行うにあたり︑各作業

されるべきである︒第三は︑LE 係していると第五作業部食は播逸

封じ込め・監視方法の改浸に簗中

部食は︑核兵雛に使用できる物質

U生薩用に用いられるのと基本的 した︒かかる観点から︑第五作業

考えられるにすぎない︒防護壁と

うQしたがって︑これらの技術的 ることが期待されうるであろう︒

を相当騒保有する施設の数および

ので︑次第に魅力的な転熔團標と

するとともに︑放射能が減饗する

ランープルトニウム・サイクルの

その他の核兵蟹国がこれまでこの

便駕することができると轟明し︑

64使用済み燃料籔理のための

で生薩される兵器級プルトニウム

に岡じ技術が︑自衛のあるいは保

々の段階において生じる転用リス

部禽は︑FB8燃料サイクルの種に比べ︑核兵器製造のためには魅

これらの麟の遜要性︑核物質の形

瞭描麗がかかっていないプラント

場合またはワンス・スルー︒サイ

ニスタは曝露計羅管理と在隊検査 および保障描麗の齎で欠点があ

して放射線防護︑経済︑資源利顯

においてHEU生母のために用いクは︑長期的にみて︑LWRのウかかわらず︑米政府が商業炉から

なる︒使贋済み燃糾を入れるキャ

状︑接近性︵放射能により変わ

られるかもしれないこと︒この点

クルの場倉とさえ比べても︑より

力のないル；トである︒それにも

︵これにより︑転踊ルートごとに

る︶︑母子体の混禽︑施設の性格

でさまざまな特性︵たとえば分離

開発途上国の
特別なケース
係数︑分離要素の大きさ︑消臓電

現在︑使用済み燃料へのアクセス

必要な資源が定まる︶などの要礪

炉性能を発揮させるため︑商藻縮

を用いて︑保陣描躍の適用乾田性

70開発途上国の瑠橘は︑大輻 している︒このうち︑そのほとん
蔓立に異議を嘱えてこなかったこ

および管理を騰落に保瓢する圏際

大きな困難性をひき起こすもので

ウランを燃料として使羅してい

力︑ウランのホールドアップ璽︑

一般化は避けるべきである︒しか 術的なノウ・ハウ︑財政および繕織

どが外挿製であると濯えられる技

であろう︒この貯蔵所が取り出し

と必要塒間︑必璽蟹源および横出

はないと評価している︒

的な法胸枠組は存在しない︒使用

平衡到達階間︑技術の入手司能性

済み燃料へのアクセスと管理を謬

に異なっており︑それ故︑広馳な
安全上の余寒や原子炉性能が下が

る︒これらの原子炉の大多数は︑

jWRに癒しては︑天然ウ 54 これらの燃料サイクル癌動 物すれば︑たとえ︑粗雑な監視で

不可能な形で設計されていると仮

荷能性を検討した︒これらの棊雌

と経験の萄無︶が程蔑の叢はある

とは注覆されるべきである︒

は種々の稽えられる転用シナリオ
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五年計

画で安全盤実証

炉心冷却の挙動解明に期待
日独丞二国による大型蒋冠水協力協定が来無二からスタートする見遜しとなった︒同協定は︑目ホ
が再碧水︑再冠水実験︑西独が上部プレナム爽験︑米国が計舞コードの糧券︑二相流謝測器の開発︑

実験解析をそれぞれ担当︑LOCA蒔の緊急炉心冷却の雛動を解明しようとする画期的な試み︒＝一國
の撫当機麗は欝本が原研︑西独が研究技術省︑来圃がNRC︒このうち米国はすでに一月二＋五日に

注入による燃料棒表面温度の低下
などの解明に璽点的にとりくむ針
画︒これに対し西独は︑上部プレ

ナム試験装躍の建設︑実験を担
当︑燃料簗剛体露出による四温下
で冷却材が水蒸気となり︑これが

によって冷却されて凝縮する過程

灘窪し︑測定精度の潮上につとめ

に解明︑最後に※国にデータを持

醐御極案内管など原子姫上部機構

よる総合試験と平板炉心による澗

も︑この間に円簡炉心試験装麗に

る二次元愛野コ1ドの開発︑二相 間は五年が予定されており︑臼塞

いをはかるほか︑定期的な専門家

ぞれ研究員を派遣して緊密な運け

また︑協力にあたっては︑それ

姫を行う酎麺だ︒

ち審って爽験データの巖終的な評

流酎測器の開発と︑賑本︑西独で

轡独米大型蒋罵水協力協定の期

る計画だ︒

爽纒する塞験結果の解析を撹当︑

一方︑米国は再冠水過程に関す

をあきらかにする︒

このため︑今園の三國共同研究

⁝
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が流される予定だが︑
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実験でECCSの作動と燃料被懸

むつ開発現

況で報告会

3月13日︑船医振興ビルで

核封印方式

という条

原子力船﹁むつ﹂の出比しはい

つ一1︒

るのか遮蔽改修に伴う墓本設計に

くに期待通りの蟻能が保鉦されう

磨織工両社との契約︑工覇方法の

つ︒

は多く︑新書帰港探しも難題の一

ーザンヌ︑ジュネーブ︵スイス︶

ジェクト技師︒七一奪ミュンヘン

八鎌シ⁝メンス・ハルスケ社プロ

インスブルック大学卒︒五七−五

ュンヘン︑ボン︵西ドイツ︶︑ロ 三西無生まれ︒ミュンヘン大学︑

会議窒で昭和五十四蕉度同次報告

東京・港区虎ノ門の船舶振興ビル

業腰︵野村一彦懇懇長︶は三月十

ているのか︒話本原子力船開発箏

GMサーベイメータ丁購騒圃騒◎躍
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上配の他に3H轡C用サーベイメータもありまず。
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燃秘を用いたLOCA／ECCS

一

管の冷却を確認するという大きな

鎌脚をあげている︒

め︑さらに五ナ九年二月二十二田

蓼

災警も対象となっており︑幅広い

性総点検のため﹁むつ﹂が欝森県

件つきでの原芋炉遮蔽改膨︑安全

D・フィッシャー氏国際瀕子 大湊港から購売土佐世傑港に回航

イツ大使餓科学参嶺窟︒

総長補佐︒一九二〇庫生まれ︒園

﹁むつ﹂は︑昨年七月に船体の貝

力機関︵王AEA︶渉外撫轟購務されたのは︑一昨年十月︒以来︑

を一度行っただけで︑後は佐世保

殻落としと塗りかえなど化粧癒し

全保隔・科学技術掲盗次窩・特別

全部畏︒六六年欧州原争力機関

藤ド

︵現OECD︶饗携濁次長︒七妥
一当監認鴨串講など残された課題
A・ビルクホーファ；矯

サンタンデル︵スペイン︶各地で

大学原子炉工学科教授︒七五年同

鴎騒シリーズ

む⑪Fτ計画

協力協定を延長
原研とN只C

臼本原撃力研究所と※国NRC しかし︑協定の第一期期間が今⁝

塞での向こう四隼間協力期闘を延

鎌の 一月二十二日で終了したた
は二十二限︑LOFT︵冷却柑喪

長することを決めた︒

失試験︶翫画協力協定を四年間延

なったもの︒今後は改淺ECCS

LOFT計画は昭租五十一年二
長して協力計画を継続することに

アイダホ雄偉工学研究所のLOFの実験︑高卑側配管破断︑異常運

月にスタートしたもので︑来国の

T炉︵鰻大熱出力五十五MW︶を転時の過渡実験などに焦点をあて

試験計厩︒一九七八年には初の核

濃協・学校など複数の地点から有

また︑このシステムは町役場︑

活躍が期待されている︒

い製
く方針︒
用いたLOCAと露CCSのて調

いざ﹁蟹故﹂となると﹁緊急放送

門単く︑かつ正確扁な偶報が飛び

システム﹂に早がわり︑茶の聞に

つ︒総工鍛として約三億円が予驚

線二号が発鱈できるのも特色の一

通産雀からの補助金︒

されている︒このうち約一億円が

また︑万〜象にいないで﹁野外

込んでくる仕緩み︒

で農作業をいとなんでいた﹂とし

別繋累試験とをあわせて︑LOC会合︑穂報の交換などが予定され

ても町内のあらゆるところ四十か

A時のHCCSの安全性を定器て
附いる︒

同蔚に町役場などから放送する有

このうち計測器の開発については

の︒十八鍵に郵政省の許響が得ら

筋に設麗された大型スピーカーか

薪装睡が開発されしだい各爽験に

豪

氏

メ卵

原船事粟覆

線燧辱をのせ︑このうちテレビ電

コミュエケーションの中核となる

れたため翼体化の動きとなった︒

では︑轡本が︑無点の一つとなる

協定に調印しており︑西独︑臼本も今庫慶中には調印︑向こう菰薙問をかけて再罵水過程の解明に大

なえた︑円箇炉心試験装圏を建
茶の間へ直結

一次系システム機器模擬物とをそ 再軽水・薄髭水難験を挺嶺︑水の

爽炉の約五分の一規模の炉心と︑

これは︑まず原研に炉心磁径で

きな第一歩をふみ出すことになる罠込み︒
薄冠水実験は︑冷郎繍の流出︑

圧力の変動・燃料体の混度上響な

設︑さらに再冠水現象を二次元的

どとならんで原子炉冷却材岡田襲

つ︒一次系の大破断時の冷却材流

故に関運する醸璽要研究課題の一

三月メ ド に完成急ぐ

出に伴う燃料簗合体露墨後︑E C に 調 べ る 鼠 的 で ︑ 百 万 K W 級 や P

ぽか・﹁緊憩扁については原発禦

万全の態勢︒さらに︑この有線放

故だけでなく・歯型・地震などの

ら正確な滴報が耳にとどくという

鳥

普

醤︑袴線儒弩は新たに設躍される

今図の萄線放送システムの墓礎

らせ﹂﹁膿協ニュース﹂など

うち有線放送は︑通常﹁町のお知

波は各部庭のテレビ受儒羅で受
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るための壷任を懸

管理聞題を解決す

物と商業廃棄物の

である︒蜀蜜廃棄

威を与えないこと

に対して蟹大な欝

公衆の健康と安全

生態圏から隔離し

政府に助呈したり︑議会と共同作

物醤理問題に対処するため︑連邦

地︑建設︑運転などの放射性廃棄

議は︑廃棄物施設の計画立案︑立

連邦政肩の雀庁の蓄とする︒同会

選出された公務員で︑残り四二は

そのうち十五名は州理事あるいは

画会議の委員は脚部で＋九名とし

委員長に就くよう要請した︒州企

イナ州のリレー短薯に︑同会議の

設機関とするため︑今会期中にし

業することになろう︒同会議を常

巣の世代に課すべ

技術計画は︑関
連する金ての放射
これまで︑州は︑廃軽物蟹理計

かるべき法蘂を提畠する︒

画の立案プロセス︵例えば廃田口

線防護基奨だけで
なく︑その他の滋

で︑十分な役割を果たしてこなか

処分サイトの評価や立地選定︶

雨劃一な全ての規

れは︑原子力産業の将来の発展状

指聾するための機会を拡大する必

告は︑これらのインプットを茂映
った︒州が情報への十分野アクセ

ルや原子炉設計︶とは無関係に継
要がある︒われわれと州の間の関

況︵発電規模︑特定の燃料サイク

わたしの霞的は︑金てのタイプ
続されねばならない︒以下に示す

係は︑高レベル廃棄物処分場の立

した内容となっている︒

た︒したがって︑王RGの巖終勧 舗条件を満たさねばならない︒こ

する七つの対策を打ち出している︒以下︑カーター粛明の全文を紹介する︒

公衆の健康と

安全の保護
の放射性廃棄物を管理するための

成するためのものである︒

轟々の霧粒は︑この全体罠標を逮

スをもち︑廃藁物管理計画立案を

本日︑わたしは︑来国で最初の

わたしの政策および計画は︑選出

総禽計画を確立することである︒

廃繁物管理の臼糠

確立する︒放射性廃藁物管理の肇

総合的な放射性廃棄物管理計画を

低レベル処分場は
地域ペースで確保
わたしは︑DOE長窟に紺し︑

DOE長官に命じる︒

とNRCが協議することによっのような公衆の参加を保証するた

じる︒廃棄物管理議画は完全にN

めのメカニズムを確立するよう命

EPAに従って実施されよう︒

国際協力の推進

放射性廃棄物蟹理は他の多くの

かつタイムリーに︑しかも公衆︑

にわたってわれわれ自身の問題で

させるだろう︒廃棄物問題が長期

あることを多くの国憲は知ってい

廃藁物の固化︑梱翻︑処分場の設
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検討に付すため︑今年末︑DOE感心に萌満しなければならない︒
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わたしは︑環境保護帽︵EPA︶ する必要性と矛盾しない形で︑そ

よび他の連邦機関や州︑地方政府

とEPAは︑規制躍動の効率化お

きだ︒さらに︑運輸雀︵DOT︶

規則の公布を攣めるよう努力すべ

よう命じる︒両機関はまた︑安全

NRCの権限強化 て規制酒事の重複問題を解決する
放射性廃棄物の貯蔵・輸送およ

は・国民の健康と安全を保証する

び処分に対する連邦政肩の規制

界・公衆との共同作業によって︑
ための重大な要素である︒現在の

国々と共通する問題であり︑その

技術蕎および軍将機関の十分な参

廃棄物闇題の種々の側薗を検討し

多数の地質環境を精竃・評価し︑

そこに従来の採掘技術で処分場を

ものと確儒する︒われわれは︑す

建設できるだけの能力が現存する

る︒この計画は︑全ての関係暫に

廃棄物管理国家計画を作成中であ

8G勧告を実施するための放射性 力を正しい方向に緑く作業を完成
棄物隔離パイロットプラント︵W

﹁いくつかの司能性ある候補サイ

IPP︶計画の中止を決定する︒ トの一つ﹂とみなされよう︒一九

るが︑全ての人々がそのことを理

計︑建設に役立つ科学技術研究計

Phone：0423−91−5155

各州︑他の政府機関︑産業界︑学

商業低レベル廃棄物処分サイトを

との関係の改魑を図るべきだ︒

政策決定は核不拡散とも関連する

権限と組織体制は基本的に妥当だ

公衆の参加の保証

に対する技術能力と理解を新進さ

済み燃料や廃棄物管理オプション

けれども・改嘉しなければならな

廃棄物管理計画の全ての面が︑

せるための二国間および多国間の

地域ベースで確保するための国家

棄物の処分に対する原子力規制委

完全な情報公開と︑彼らの参撫の

員会︵NRC︶の現行許認可権限公衆および技術者への可能な限り

のことは︑来国の核不拡散政策と

努力を奨励し︑支援し続ける︒こ

計画を作成するよう命じる︒低レ

らない︒これは︑安全性の観点か

は・縫用済み燃料の貯蔵・新規政

もとに実施されることが本質的に

ゆる措置をとるよう要請する︒し

加のもとに︑それを実旛するよう

︶8︵︶O◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎R︹︶6◎◎◎衆

も一致する︒

ので︑わたしは︑今後とも・使用

ら本来難しいものではないが・よ

露要である︒わたしは︑関係備庁

への高レベル廃棄物と低レベル廃

り襲い計画立案と調整が要求され

府施設への超ウラン廃藁物と非国

に対し︑国家安全保障情報を観護

い分野がいくつかある◎商業施設

る︒わたしは︑この論題に対する

に含めるよう拡大されるべきだ︒

防底レベル麗棄物の処分を・対象

ベル廃棄物処分の深刻な短期間題

各州籟箏の処置を承認するととも

を解決するため協力しなければな

に︑それらの努力を援助するよう

要なだけ撰期にわたり安全に暫定

かし︑政雇が限定騒の使用済み燃

への完全な参加を保証するため︑

料貯蔵能力をもつことは︑わが国
あてることを約束する︒同時に︑

エネルギー街︵DOE︶擬嘗が︑貯蔵し︑そのために十分な資金を
州および地方政府に︑財政的・技

きない篭力禽社の利嗣に供するの

であることは︑技術的観点からだ

てきたが︑この輔佐が複雑で困難

わたしは︑過去二年間︑放射強

勧告する︒

欄包︑永久処分場への輸送に饗す

に役立つだろう︒ここでわたし

処分技術は環存

信頼構築へ
着実に前進

ら︑王RGの技術勧告に墓づき・

一方︑商業便用済み燃料の貯藏

は︑使矯済み麹町法案の早期制定

の廃棄物処分計画に柔軟性を与

レベル廃棄物処分場の立地︑設
計︑建設に関する運邦政府の恵志

る研究開発も進めていく︒

国防計画から発生する高レベルお

された政府高宮と公衆が︑麗蘂物

捌企画会議を山頭

分な貯蔵能力が必要である︒わた

◇

らも明白であった︒しかしなが
久処分に代わるものではないこと

けでなく︑制度的・政総的観点か

を強調したい︒とはいえ︑処分場

の必要性をここで再度あらためて

処分施設が利用できるようにな

が利用できるようになるまで︑十

強調したい︒

るまでの闇︑われわれは廃藁物を

る︒使雨済み燃料の魎定貯蔵は永

安全に蟹塾し続けねばならない︒

は︑主として電力会社の賞圧であ

て参加した時にはじめて︑廃藁物

示している計錘にパートナーとし

国防廃棄物の管理は運邦政府の澱

をとる︒

このため︑わたしは︑以下の描嗣

暫定貯蔵

使用済み燃料
法の早期制定

術的援助やその他の権限を提供す

管理に関する悪志決定に全品的に

決定で絶えず一定の役職をもち続

地に際して﹁協力と協議﹂の原則

上目標は︑現蕉および将来の全て

参拠することを俣誕するためのメ

けることになる︒州の﹁協力と協

え︑また自身の貯蔵能力を拡大で

の米国民の健康と安全を保護する

カニズムを確立しているだけでな

放射性廃棄物響理計画の策定・

よび超ウラン廃棄物の固化処理︑

ことにある︒わたしは︑選出され

く︑連邦の雀庁に淫して︑安全で

実施面で︑州および地方政府が効

るよう命じる︒

たあらゆるレベルの公脇員ととも

技術的に健全で保守的で絶えず公

に墓つかねばならない︒この協力

にこの壷任を渠たす覚爆である︒

開審査に付すような廃棄物管理戦

議﹂は︑全ての州が︑わたしが提

と協議の枠組の中で当該州は︑高

国民は︑発電を禽む原子力技術の

果的な役離を集たすものとする︒

﹁協力と協議﹂

有鑑な利用が︑現在および将来の
略を実施するよう命じている︒

の原則で対処

公衆の健康と安全を危険にさらす
このアプローチは︑われわれの

任である︒すなわち︑DOEが︑ しは︑躍力業界に対し︑公衆の健

図的︑すなわち全てのタイプの放

解決を導き出すであろう︒放射性

処分引臼に対する受け入れ可能な

ている︒

ことは許されない︑と潔く遜議し

大統領命令により︑鋸盤相互間

た︒一九八一無駄予算等を通じ

の閲係を強化し︑公衆の健康と安

・処分を行う理事機関として︑他

劉姓廃簗物の安全な貯蔵と処分を

康と安全を保護し︑発電炉の効率

達成するのを保証する上で璽要で

的で安全な運転を確保しながら︑

て︑この総命政策を実施すること

放射性廃機物は︑これまで三十

国家安全係陣にとって重要な国防

の関運連邦機関の協力のもとに︑

年以上にわたって︑国防計画︑商

廃藁物の安全処分は︑運開政府だ

麗藁物施設を厳重に管理してい

DOEは︑放射性廃獲物の蟹理でに相当の遊歩と変化をとげてき
けでなく全国象的な灘佳である︒

全を保護するための共同饗任の遂
行を擾塾する﹁州企画会議﹂を設

二︑処分場の開発は︑憤豊かつ

慎璽に調査しなければならない︒

以上の政策指針およびその他の1 によりわれわれは︑われわれの努

使用済み燃料の試論に必要なあら
わたしは︑審竃と許認可手続選

く︒わたしは︑これらの隔棄物を必

ある︒

われわれの第一囲標は︑既存お

直する︒わたしは︑サウスカロラ

業原子力発電計画および種々の医
学︑産藁および研究活動から発生
よび将来発生する放射性廃蘂物を

さしあたり︑さまざまな母岩を

地質調査をすでに進めている︒

し邑◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎O

している︒しかし︑色話の政府の
放射性廃棄物管理の努力は︑技術
的に不十分だった︒さらに︑それ
らの政策や計画の決定に︑州︑地
方政府および公衆の十分な参加を

とって明確な﹁道しるべ﹂となる
ド地点の調査継続費も盒まれてい

八一年度予算には︑カールスバッ
段階的に進めることとするQ各段 WIPPは︑国防謙画から発生し

もので︑公衆は計画全体を検討す

もつ多様な地質環境の串から・多

図ってこなかった︒わたしの本醸

た超ウラン廃棄物の処分︵許認可

る︒カールスバッド地点と他のサ

階で得られた経験と急報は︑次の

棄物と商業廃棄物の両方を受け入

：；高レベル処分蠣・

数の受動性ある処分場サイトを捜

使用済み燃料
受入れ可能に

し出し・それらの精査を行うこ

の齊明は︑麗棄物管理計画に対す

われわれは︑公衆の完全な参羽

解しなければならない︒

ベル国防廃棄物を用いての研究開

の対象となっていない︶と・蕎レ

る機会を与えられよう︒岡計画で

段階の開発を進めるための十分な

れるべきだ﹂とするわたしの政策

決の技術問題を解決する決悪で︑

べきだ︒経済的理田から・鍛初の

ば墓でに操業入りさせるようにす

る公衆の儲頼を確保するため︑技

は︑廃棄物管理の全顎諭にわたっ
四〜五サイトを評価し︑立地に適

とと︑研究開発を纂中的に行う︒

イトを比較検討するのに時間をか

高レベル放射性廃藁物の処分に

今後五年間にわたり︑DOEは国家計画の草案は︑公衆と議会の

賦験小考で貯蔵巽験

に︑評懸検討されようQ一九八五 発を行うための施設である︒W王 けることは璽要である︒

関しては︑その甑定戦略立案の璽

は金て許認可施設であり︑国防廃

PPは・﹁高レベル廃棄物処分場

短識があるか齎かを決定するため

術的に纒れた計画と遡邦一州間の

サイトを選定し︑一九九〇年代半

庫頃までに最初の異規模処分場の

の全面的な協力を簿ながら︑未解
処分場として開発するため︑一か

していることがわかれば・実規模

を保証し︑あらゆるレベルの政肩

点を︑再処理廃棄物と未処理の商

て個々の計画呂標とその里程標が

完全な協力関係︵パ⁝トナーシッ

業籠爾済み燃料の萄方を受け入れ

明らかにされよう︒この総盆的な

わたしの廃棄物計画は︑わたし

プ︶の基礎を確立することにある︒

ることのできる地囲処分場の開発

われわれは︑礁実に︑しかも遅疑

が設麗した放射性廃藁物蟹理省庁

所あるいはそれ以上のサイトを選

間検討グル⁝プ︵IRG︶の検討におく︒国象環境政策法︵N鷺P 定する︒実規模処分場は許認可を

急さのあまり︑科学技術墓輩を妥

なく行動するが︑かといって︑性

NRCは現在︑発電炉から発生協させるようなことはしない︒わ

画会議は︑同計画作成に直接関与

画を糟力的に進める︒これには︑

たニューメキシコ州力iルスバッ な貯藏実験も含まれる︒この計画

することになろう︒

と矛届する︒

防麗棄物と商業廃棄物の繭方を受

A︶に墓つく完全な環境審萱に先 受けねばならない︒
八五銀頃までに立地選定

WIPPの建設が予定されてい
廃棄物処分試験施設への園収可能

処分場もそれ以降の処分場も︑国

から得られた広範なコンセンサス

に沿ったものである︒IRGの調立って巖終決定を下さねばならな

ド近くのサイトは︑※国の他の地

の健康と安全を保護するのに必要

たしは︑この政策を実施し・帯民

け入れられるものとする︒

する放射性廃棄物が安全に処分で

次のこ点を強調しておくことは

い多くの処躍があるので・魎定戦

を進めるためには︑わが国の科

な政府の行為に対する公衆の儲頼

蕉と分析は︑徹廠的でしかも総合

Wlppを中止

を構築するため︑議会および州と

一︑地離処分場の適格性は︑詳細

きることを確賀しているか否かに

わたしは︑NRCに対し︑徹隊的協力していくことを期待する︒

めの重要な手続きを進めている︒

略が必要である︒DOEは︑地質璽要である︒

学︑工学および他の学問分野の知

所が参加することになろう︒

業界︑政肩の省庁および国立研究

環境︑処分鵬の母籍︑廃棄物形

識と経験が必要であり︑大学︑産
分鵬サイトとして適格と認められ

的であり︑公衆︑産業界︑市属グ

査を逸めていく︒そして︑もし処

DOEの地質調査計画を拡大︑ 域のサイトと同横に︑ひき続き調

れば︑カールスバッド地点は︑

多様化し︑その結渠をまって︑特

う政策に念わせて︑わたしは︑廃

定の処分場サイトを選定するとい

かつ長窪間をかけたサイトの特牲

で実際のサイトとその地質環境は

評価を通じて初めて実謹できるの

態︑その他のサイト固衛の工学的
バリアなどの間の相互作用の璽要

による纏広い検討を受けた︒また

性を調べるため︑置屋かつ広大な

ループ︑州︑地方政府および議会

ついての判断を国家に壁塗するた

よる広範かつ厳格な審査を受 け
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