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鰯沓石号が働いて原子炉は正常に
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冷却を助けるのに便閑された︒
スクラム︵緊憩鰯止︶した︒

しばらくの間︑損鰯を受けて撚料

器内部の放射線の状況から気泡が

一次系の圧力が高肖り︑原子炉
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いない︵第七報︶︒

〔原子力関連誉糞種目〕

（発電所関係）機器その他の汚染除去、定期検査時の除染・サーベイ、核獣料装荷・交換作業、
個人被曝管理、汚染衣類のランドリー、冷却取水講のf自記、廃棄物の運搬、変電所・空調設備運
転保守、施設内の補助工事藁ぴに鴬繕業務、管理区域内除染および屑帰、普通区域清掃
（研究施設関係）RI放射線取扱実験室設計コンサルタント、施設の改造・解体、散際施設整備、
機器の除染、各種廃棄物の処理、ブイルターの交換、空喜線還率・表面汚染率分布測定、空調設
備連転置穿、管理区域内除染および滑撮、普通区域湾婦、浄水管理

〔原子力関連憲要得意先〕
（発霞所関係）日本原子力発電（株）・敦賀および東 毎発電所、東京電力（株〉・福島原子力発電所、
中国電力（株〉・島根原子力発竃所、九州電力（株）・玄海原子力発避所、7菱商脇（株〉、 （関電興
業（株）、関西雪柱（株）・芙浜発電所）、日立プラント（株〉、東京芝 甫電気（株）・原子力本部、三菱、
原子力就業（株＞G￡・敦賀および福島建設所、WH・高浜建設所、日本シールオール（株）総和テノキ（株）

（研究施設関係） 臼本原子力研究所・東海・大洗・高皓各研究所、理化学研究所・人和研究所、
電力甲央研究所、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・金属材粧研
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、電気滋信研究所
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し弁より高圧で作動する設計のコ

スリーマイル島原発と周辺地域

う揚示した︒これまでのところス
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ら多くの教訓を学びとり︑徹底究

気泡はガス除去作業の結果︑ほ

四月二日︵月︶

が甕失したため︑一次系側で原子
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ワシントンでの記蓄会見で︑N

言明︒

メトロポリタン社は益月二十九臼

四月︻日︵日︶

償に感じているQ︵第十報︶

なくなったと考えられる︒︵第十

午前︑原子炉は摂氏置三十八度

︵第＋一報︶

三報︶

N汽Cは午繭︑ペンシルベニア

午後︑デントン周長﹁気泡はガ

明して再発防止に生かそう﹂と語

認者会見し︑前臼より事態は好転

炉冷却栃の漏嘆と圧力が上がり始
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弁が圧力を減らしたのと併せて︑

圏

ード弁は開かなかった︒

、

RCスポークスマンは門原子炉の 低くなり︑住罠に屋内にとどまっ
上部に葬凝縮性ガスの気泡があり

に恐らく小規摸の水素爆発が起き

避難の計画はないことを強調しな

電力会社は燃料要素の破損を六

三月三十﹇日︵土︶

の有効な除表方法の検討を進めて

好心と木隠
児に避難

の汚染はいまのところ確認されて
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圧力を下げれば膨張して冷却桝の

てしまう懸念がある﹂と語った︒

たものと認めている︒岡臼午後一

が反応︑線鰻増加蒔の取撚めに従
は冷却系一ループだけで冷却して

地域避難勧告はなかった︒ソーン

放射性ガスを排気簡に放出した︒

とんど消失︑爆発の可能性もぼぼ

水素爆発については︑NRCと

溶融の可能性を意味するのかとの

時五十分頃に約二気圧の圧力スバ

流れを妨げ・炉心の一部が露出し

と答えた︒

原子力保険業界はハリスバーグ

質問に対し︑蕾干の懸念がある︑

放射能の漏出で敷地外で二十〜

帝に対策本部を設置︑避難中の妊

桝は明らかに炉心上部をむき出し

炉心損傷の形跡はないが・冷却

ほとんど心配ない︒
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がらも︑五歳以下の子供と妊婦は

六＋八気圧を維持︒敷地外の放射

嬬や子供にとりあえず五日闇の窩

イクが記録されている︒
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管の破屡をもたらした模横︒

子炉が停止し︑加圧器の逃がし弁
者にこの藩が轟報された︒格納容
三月三十目︵金︶
発電所から五マイル︵約八賭綴︶

線レベルはO・五︑︑掛レム以下Q

い︒放射能漏れでモニタリング系

が作動︑原子炉建屋内に放射能を
器建屋の放射線レベルからみて一

置でNRCの掴示で︑運転員が化以遠に移るよう示唆した︒五マイ

午前七三二十分から八階十五分

ル圏内に約一万人が居住︒︵第八

明︒﹁給水闇題が原因でタービン

帯びた水が漏出した︒このため非

蕎えられると語った︒︵第三報︶

部燃料被覆管に損傷があることも

報︶

賜

三月篇十八日︵水︶

常事態計麺が発動され︑放射能の

学︒体穫制御系タンク内の圧力を

営﹄

※ペンシルベニア州スリーマイ

外部漏洩をモニターするチームが

緩和するため︑タンクから少璽の

▼

ルアイランド原子力発霞齎で格納

クリーツ社畏は︑発電所内の放

三月二十九日︵木︶

射線レベルの上界がストップし︑

泊︑食事︑交通︵輸送︶などの補

容器内に放射能が漏出し︑環境に

地外で異常はなかったが︑その後

敷地内外で配備についたQ初め敷

知薯はラジオ︑テレビを趨じ・

少尉の漏れがあった模様︒発電駈

NRCは語ったQ
ECCSはとめたままで︑炉心

は安全に運転を停止した︒二次系

外部の寒ルは下がりつつあると

ス除宏処理の結果︑減少している

発電所敷地の蠕にある農示館で一

で記載会見し﹁圧力容器内の気泡

時戸当たり数︑ゾレム埴煙した﹂

模様であり︑十分減るなら避難勧

いる﹂と語ったQ︵第九報︶

にもちこむかは決まっていない︒

射能の帯状の流れの中を飛んだ飛

﹁倥罠

子炉をいつ︑どうやって所由停止

ガス濃度は加圧器の補助装置で薄

NRCのヘンドリー委員長は︑ 制御室を視察後記者会冤︒

一一四％と分析︒〜次冷却材中の

運転がとまった︒︵第一報︶

バーグ藁葺は州軍隊の出動を嚢講

主給水ポンプの故瞳で年前玉帳頃

述べた︒

ないよう求めた︒岡知事は今朝︑

﹁炉心溶融の危険はない﹂﹁気泡

︵第二報︶︒

周辺地域の怯民に午前中いつばい

メトロポリタン・エジソン社は
ゼネラル・パブリック電力︵メ
建屋天拝に取付けてある計器が一

は屋外に出ないよう勧告した︒放

が劇的に減少した﹂と語った︒原

トロポリタン批の系列会社︶は︑

ルを検知したと語った︒︵第四

時間当たり数千レントゲンのレベ

告を出さない﹂︒

年前﹁発電所の運転を郷症︑給水

放射漏能れが低レベルであり︑住

NRCは水曜夜遅く︑格納容麗し︑住罠にはパニック状態に陥ら

器と加圧器弁の点検︑修復が済む

民健康と安全を爾かすものでな

カーター大統領央妻と随行者が

まで運転を取りやめる扁と入明Q

（約8Rm）1｛鐸

圧力を引き下げた︒

もしれない︒

事故の窪因は︑⑦蒸気発生器給
水系の故障②蒸気発生器補助給水

か︑加圧器レベルのどちらかで即

ンプを動かし︑一万〜一万五千堵

達していた︒格納容器内の排水ポ

原子類冷却秘の圧力繕︵瓠えて

の一部が露出状態になっている原
高獲注入系は︑開放状態の圧力

の水を格納容器外にある補助建屋

系の始動の遅れ③瓠圧器の圧力逃

きた︒

子炉容器頂部に存在︑放射性の核

の携水タンクへ移すことが決まっ

圧で加圧器の圧力逃がし弁を開く

逃がし弁からの冷却材漏出より高

分裂生成物の轟轟が原子炉冷却

癬︸比器が過剰瓠圧︶は約貢六経気

要因となった︵蒸気を逃がす設謙

速で原子炉冷却系に冠水︑加圧器

た︒

の三つの故障︒

三月二十八日午前四時︑スリー

になっている弁︵数数︶から冷却

ンクを通じて格納建屋に広がった

系さらには逃がし弁と水槽急冷タ

がし弁が開放のままだったこと一

マイルアイランドニ号機は約九八

レベルが上昇し始めた︒加圧羅の

め小騒の水が補助建屋内のポンプ

ポンプの密閉が不完全だったた
圧力制御が損われるのを防ぐため

この圧力逃し幽閑出口は︑格納

水が流出した疑いがある︶︒
空気溝内の水蒸気が原薩で空気

ことが分る︒

％出力で運転していた︒

高圧注入系が手動俸止された︒

水と排水タンク内の水は︑補助建

容器内の水槽急冷タンクに薄結さ

一次系の圧力は︑原子炉冷却栃

定期閤炉心を冷却するのに買わ

作動弁が故陣︒出勤の蒸気発生器

二次側への水の供給が妨げられ れていた︒水槽愚冷タンクのラプ

が開放状態の逃がし弁を通って流

屋に気体核分裂生成物︵ヨウ素︑

ECCSは季動で元に戻され一室の床に流出した︒この流出した
チャー︒ディスクが開き︑原子炉

クリプトン︑キセノン︶を徐々に

た︒

ら放娼された︵逃がし弁制御機能

れ︑蒸気は開口加圧器逃がし弁か
八十八・四気圧で︑ポンプ内の

失したため低下し始めた︒

キャビテーションからポンプ損傷

路となった︒

ができるのを防出するため主冷却

の気体放射性物質︵寛としてキセ

素をフィルターで除去した後学騒

放出した︒著者の換気系統はヨウ

加圧器圧力逃がし弁は︑約酉五

禰助絵水系が舗装りになり︑一

が回擬した︶︒

十八気圧の設定翫力盆点で再閉鎖

次系から熱を取り除くのに復水器

静瞬禦小笠郡浜岡町佐倉

原子力発屯所

象は正常︒

ほぼこの時点で非常用給水弁
めた︒

ヨーク

〜5マイル

NRCはB＆W社章七転の原た
子︒NRCは鰯人の最大被曝線騒
していると語った︒

︵第十二報︶

電力会社の測定値は同様に十〜二

った︒

十赤レム︒︵第六報︶

五十メレム︒敷地境界の外側での

NRCスタッフがNRC委行
員機
にによる測定値は一時聞に三二
事故報告︒主な点次のとおり︒

漏出放射能は希ガス︑霊にキセ

（約16k凱）1懇
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ノン娚で︑補助建屋に入った湾染

メトロポリタン社とNHCは︑

報︶

められている︒

同社のクリーツ社長が事故を説

原子力開発史上鍛大の事故の舞台となったスリーマイルアイラ
ンド原子刀発三所⁝一号機︵矢印︶︒サスケハンナ川の脇に設置さ

で︑所報者はパブリック︒パワー鷺力系列Q同系列のメト日承リ

れ︑河雌冷却水取水︒バプ識ック＆ウィルコックス社製の原子炉

タン・エジソン社が運転︒一号機は燃料取替えのため檸止中︒

ミトルタウ！

水ポンプニ台が手動で簿止され

しなかった︒これは︑作動系列の

肚勝燗㈱他｛蕪羅雛輔懸盤｝各鹸所・て・ル管礫擬鹸
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自動的に作動するはずの補助給
水系がすぐには作動せず︑このた
め蒸気発蛋器の水位が下がり始め
だ︒

蒸気発生器の熱除芸媒体の多く
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・心繍欄

ド醗

韓

夢U︑講究規膜で容認

耀

ウランの取扱いを拡散問題と切り

加えている︒第︸の場舎は低濃縮

られる三つのケースをあげ検討を

﹁来議会内部にも反対があり海外

諸岡から反発も強い﹂と悲観的な

原子炉を支え
る︐三つの顔
◇・寡翼ニュース

顔役

顔役

◇

がい

をBWRで見て

る役割をもつている︒分離後の蒸

内で発零した蒸気から水を分離す

上で入念な仕上げが行われる︒

よう︑距大な陶工ろくろのような

圧にも耐えられ︑ズレが生じない

第一一番囲は圧力容器︒高温・筒

核不拡散

が離塁﹂と掴碧

る︒このユニークな活動に参加し

のコンセンサスづくりに努めてい

を粗食︑女性を対象にした原子力

リア︒エネルギー︒ウーマン︶﹂

巖後にジェット・ポンプ︒全幾

る︒ノズルには特殊なデザインを

水を傭環させるのに使われてい

できるという︒

襲用し︑箔贋水のスピードを増大

が五︒五層のこのポンプは八〜十
二ペアが一セットになって炉内に

産屋講・麹

鮎

鰻璽臨

・舞難膚

燃

実の闇題と対比して例をあげると

を

のための原三菱キャンペーン

た放射線は︑今回訪問した動燃︑

ンから東奈までのフライトで浴び

福厨原発︑原研での被暇とは比較

わかりやすくなります︒ワシント

ダナムさん田く110

活動を披露してもらった︒

﹁産業用エネルギーを節約すれ

ングランドでは摺盤を掘り原発を

にならないほど習いし︑ニコーイ

繰り広げているこの女性荒天家の

子力を利用して石油は産業用に利

雪すべきです︒節約もいいけれ

ナリストを送る謝画を立てていま

続いてA王Fは今無田本にジャー

うになっています︒昨年のソ運に

饗性を認めて冷静に受けとめるよ

報遇闘係蕎自身もエネルギーの必

も一般に飽きられてきているし︑

簸近は原発反顎関係のニコース

崩轡がなくなったためです︒

いう例もあります︒この場命は花

建設したら放射線の羅が減ったと

ば原発は不要﹂という霊張には原

︵A王F︶は門NEW︵ニニーク

わなくてはーー米原子力薩業会議

原子力のよき瑠含蓄になってもら

ち五二％が棄権轡︒この人たちに

アメリカ人の五︸％は女性︒う

力に理解を﹂

﹁女性も原子

に遡かれる︒

題は

占などの闇題より︑鍛も甕要な聞

今後の政策に関しては﹁布堀独

気はさらに乾燥したのちタービン

器︒藤織分離器アセンブリは炉心

みると⁝ハニカム状の気水分離

る︒この

遡転を貰えている

原子炉︒その中でも心臓部として

あるとしINFCE終了後に弩え原子力発露所で中心になるのは

轟＝ 鷹

﹁欧耀の濃縮工場拡張も必要﹂
離し考えるというもの︒低濃縮ウ
ラン以外のプルトニウム利用など

拡散防止法の適応を一纐強め︑強

に関しては︑現行の一九七八無核

供絡保証﹂に関して調登を行っていたがこのほどその結果をとり濠とめ報告したQ報笛繍は濃縮ウラ
制的な政策を採っていくケ；スと

マサチューセッツ工科大学のエネルギー研究察は※エネルギー織︵DOE︶の委託を受け門核燃料の

ン供給保証のため欧州の濃縮工場の拡張︑プルトニウムの研究︒開発の容認︑国際核燃料公祉︵−飛

ウラン供給市場を課試競争にす

FA︶の設立の憩能性などを捲翻している︒岡報傷讃は今後の米國の獺餅ともなるとみられDOEの している︒しかしこの政策には
取扱いが注旨されている︒

との見方をしている︒さらに二〇

第このケースは主要ウラン供給

し﹁一九九〇駕までの濃縮ウラン
供給はメドが立っているがそれ以

以外にウレンコ︵英︑独︑オラン

降に問題がある︒供給国として米

ダ︶︑ユーロディフ︵仏︑ベルギ

ー︑スペイン︑イタリア︑イラ
ン︶︑ソ連が蕩えられるが︑供給
の安定から※国の能力拡大より他

の講国の能力拡大が璽要﹂とし

たこともあるという︑原産年次大

ー︒マネージャー︑ナンシー・ダ

会を機に来臼したAIFのメンバ
ど︑エネルギーがあるからこそ女

す︒原発を実際に莞ればまったく

聞題はないし︑反対する理由など

︵H︶

なくなるんではないでしょうか︒

に転換のため送った︒六フッ化ウ

ノ︒

笙蔭錬聾董

・響

一一︸

二

曇
二 2

一瞥

︐＝

・晶・一画

月1鱗（044）233−43溌名痛墜（052）962−0121人阪（06）931−9058広誌（0822）43−1532

示唆をしている︒

圏の同愈︵舗要国も曹えられる︶

を得︑ウラン供給保証と核拡敵防
止のための築件を課し︑プルトニ
ウム利胴が必饗な国に対してはそ
の利嗣の研究・関発︵軽水炉での
利用は認めない︶を認めていく︑

というもの︒報摺糠はこのケース

でいくとコδOO鰯ごろになれ
ば米︑カナダ︑オーストラリアの

ている︒

その他︑ストックパイルの璽要
性や核拡散防止法でとりあげられ

ナムさん︒﹁仕業と緒婚扁という

性は家瓢から解放され︑仕薯を持

︒

低レベル放射線の影響があると

く

てるようになったことをお忘れな

未婚のキャリア・ウーマンだ︒

原子力に対する女性の関心が低

いうことに対しては︑異体的に現

いのは洋の藁麺を問わない︒その

ている王NFA設立の司能性を指
摘︒﹁経済性や政治的問題は多い
が︑多数の国が国際的な売買を蟹
んでいる﹂としている︒

女による女

に踏み入ってボラン

フランスでは行政法上︑佐民投

鉱加工を求めるのは初めて︒

る︒スウェーデンが海外にウラン

Fは反対の結業がでたサイトでは らスウェよアンに腿され貯藏され

票は法律醜効果をもたないがED ランは︑ソ適に送られ灘縮してか

建設を差控えてきた︒チョ！ズ村

西独経済相︑原

フィリップスブルグ原発

発運転を認可

︹パリ松本駐在風︼欝欝バーデ

ンビュルテンペルグ州政府のルド

ルフ・エベルレ経済相はこのほど

始はエコロジストの行政鍼判所提

業進藩学蘇式会社

マサチューセッツ工科大学のエ

策の賀陽︑ストライキなどによる

る点については﹁隅璽蕎はどの国

選択の含難読が広がる︒しかし束

〇〇葺以降の長期では﹁ウラン開

の不確定要累が露急なカギ﹂と指

縷された市場では自由度がなくな

ネルギー研究蜜がとりまとめた報

摘する一方で﹁ウラン供給が傑証

の供給蓄とも自由に契約でき︑政

燃料保班の墓本間題②歴藁筆鷲漿

されなければ各国で増勉炉開発が

発の経済性と原子力開発スピード

⑧趨勢と購要・供給の関係④核燃

しかし核拡散防止の観点からみ

霊璽ウラン輸出国は継継なウラン

ストックパイルの利周1一などが

輸出政策⁝⁝例えば核燃料銀行︑

確立され︑米国の核拡散防止の目
標達成と総勢国のウラン供給保証

の両藏から妥協が得られる︒ま
た︑発展陰上国の購要が問題とな

無関心腰

ティア酒動を通じて

二号機建設
に住民反対
仏チョーズ村て投粟

轡

では半地下の一署機が小規模で環
境を妨げていないのに対して︸

機以下は酉五十ヘクタールの広大

仏でフッ化し

ソ連で濃縮へ

︵原子力庁とペシネ・ユジーヌ︒

ルド・テストが認珂された︒

訴で止蒙っていたが︑昨隼宋コー

原子力機器の浸透検査には晶質の保証された

告轡﹁核燃料の供給保護﹂は①核

料供給を健進ずるための国内・国

の政簾に矛霜を来し︑帯場を不安

る︒さらに自由慶がなければ各国

する︒畏期のウラン供給保読は璽
定にする﹂と強調︑自磯鞭象のメ

促逸され︑核拡敵の司能性が瀬大

的︑政策的な藤から横討が加えら
璽な間題﹂また﹁供給保証の聾付
リットも明らかにしている︒

際政策⁝について技術飽︑経済

れている︒

けとしての供給国側の制限が厳し
すぎると逆に拡敬を懲大しかねな
れば自由竸象や工業国と発展途上

朗提となるウラン棋琴丘通しに
射し﹁短期的に象ればウランは供
い﹂と茅旙がある点を強調してい
国の兼台いなどさまざまな問題も

INFCε後の核燃料市場ケース

学
給過多になる﹂と指摘︑この曖由
る︒
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ル嚢の建設墓として高峯

って原子力発電所と核燃料サイク

資金はユーラトム条約の規定に従

引所に正式上場甫講中︒この公健

ってくるのはこのころ﹂としてい
る︒

外驚
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る︒それはHCの対外エネルギー

部のチョーズ村︵人購九両人︶で

な地域に蕎さ二藍二＋趨の冷部塔

門パリ松本駐在鐡日フランス北

このほど︑原子力二二所二暑機
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原子力VS火カー米国では数学蕎チャールズ・コマノブ氏の報密を契機に発電コスト論争が

で漂子力発贈藤を陵駕すると報告することが予想されているからだ︒コスト論争の愚状はどう

の他の人々が提案しているよう

ならば︑ラピッズ氏︑パール氏ら

て大きく影響する︒しかし︑本来

コマノブ氏はこれまで︑批判蓄

いては欠陥があるものと考えるだ

かく︑還開後連年間の原子炉につ

︒

聖

旨＆一塁ま
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営業所羅54G大阪市東区山之下町田8USヒル

ている︒

を満題させるような方法の修正を

コマノブ氏は一九七八年の設備

ブ氏がひきつづき優勢を占めるか

は︑少なくともあと︸無間コマノ

もしれない︒同氏に対する批判者

電力業界も独

自に調査続行

しかし︑反原子力出版界でのコ

マノブ浅のイメージは今後も光彩

を放ち︑また同氏は不動の醤任状

て︑一般の出版界でもとりあげら

を持ったエネルギー専門家とし

の側でもひきつづき独慮の方法を

れるだろうが︑一方︑電気事業者

の問題を評価することに注顕すべ

採用して︑原子力と石炭焚き火力

きだろう︒電気事業者は常に原子

と銘製して︑多額の投資を必要と

講

畔

この時は︑CEPの研究としてでからは︑なおかなり下園ってい
る

行っていない︒同氏は相変らず議

原子炉の規模︑雨乞︑完成

はなく︑コマノブ・エネルギー協
日および設計と相関させた設備利

な︑完成した原子炉を考慰した方

論証の傾岡をみると︑米国の電気

一九七六奪〜七七奪の冬季は寒

法で舞舞されるものだろう︒

会の出版物として発行された︒

論の対象をそのままにしており︑

トロージャン原発を一九七九隼

事業蕎が建設中および計画中の新

ユツトが長期聞︑運転を停止した 規大容騰︵百＋五万KW︶原子炉 このことは︑岡氏独自の欝的に照

マノブ氏は︑﹁入れる予定だ︒そ

版に入れるのかどうかについてコ

駅に見舞われ︑多くの石炭焚きユ

らして有益であり︑また反原子力

これとは
の場含︑五〇％ないし六〇％にす

き算定されたものだ︒

対照的に︑出力が六十万KWの旧 ことから︑この時の原子炉の運転

利屠率分析を発表した後︑原子力

うすれば︑五無才や十隼後はとも

活動家のニーズに愈致するもの

ないし七五％の設瀬利用率を兇込

だ︒

ぎない︒ところが︑原子力発電を

緕ｵ七黛における米国内の原 推進している電気事業者は七〇％

実繊は顕著な改訳をみた︒岡氏は

来原子炉の下受利用率は五七％か

んでいる漏と述べている︒

ら六七％であったと述べている︒

の︑原子力産業弊が莞通した水攣

いうのは根も葉もないことではな

ろう︒欠陥が根絶されるべきだと

子炉の設備利用率は向上しだもの

と石炭焚き火力の建設費に関する

この結果︑原子炉全体の平均設備

仕事にとりかかり︑その結果を昨

したがって︑原子炉の経済性を

いのだ﹂と述べている︒

り駆け引きに撰じていないように

﹁最近竣工した原子力発電所の建

年末に公表した︒この中で同氏は

た場△口︑岡無期に建設された石炭

設単緬はKW当たりの平均値でみ めぐる論争のうちの一般的な側亜
て同氏を怪物にしてしまってい

焚き火力発罐所のほぼ七〇％腐と

継続した反応を示すことによっ

コマノブ氏の冤解に対し毎隼︑

思われる︒同氏は﹁電気事業養は

利用率は五七・五％となり︑前庫
燈を一・八％下露つた︑と述べて

CEPの研究では︑原子力が弱

いる﹂と紹介している︒

論争激化

カギ握る方
法論の問題

個々の原子炉や実際に新し

る︒

なっている︒発霞所のサンプルは

ある紫藍で最も痛烈なやりとり

い技術のコンポーネントをとりあ
は昨庫末にコマノフ氏とNERA

している︒

ニコーヨーク州電気ガス会社の

一九八五隼から一九九〇年のペー

て︑特別な設計州兵に関して七か

する︒そして︑もし運開するのが
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再燃しそうだ︒羽袖がこのなかで︑石炭焚き火力発露所が建設費︑設備出力︑利用率などの颪

なっているのか︒経債性の頁相はどうなのか︒今園は米5ユークリア・インダストリ⁝誌から

が︑ここでは発電所の運転実績デ

とし﹁原子力のコストが石炭焚き

勢な地域は米国の一部に隈られる

型的な極官焚きユニット︵六牽万
火力とほほ等しいのは北二部七城

代表的な斜懸論評は門コマノブ

子力ユニット︵茸＋五万KW︶は典 扱われている︒

一九八四無に稼働する典型的な原 ータとして一九七六年のものまで

舗約的なシナリオの場禽に隈り︑

火力︑原子力の経賦性論争の近況を紹介する︒

Nから経済

性論争に参加
KW︶と経済的に竸食できる︑と 氏の研究によると︑競在の臣大原
他の地域では一五

％から二〇％割高である﹂と述べ

のみであり︑

子力発露所は過去の小規模ユニッ

がどうしょうにも︑コマノブ氏の

トと比較して︑儒頼性に欠けるの

すでに

の結論を旧いている︒この結論の

竣工年月日以外の要素に舎わせて

根拠は︑規模︑奪伐︑石屋の品

調整されたことはない︒それで

コメイ氏は﹁コマノブ氏の健大な

あるので︑データを単純に遭薙化

にムユ

年冒ないしは二年昌の稼働実締に

げ︑また︑運開プロジェクトの一

耀子の薪しい自慢の羽飾り・﹂と

すれば歪みが生じがちだ﹂と述べ

わけではないが︑少なくとも原子

力蟹成・石炭焚き火力反対という

委託に応えてエバスコが実施した

づけるであろう︒

力の選択を閉ざさないようにしつ

有のもので︑一九七八年三月に燃

ド・ゼネラルエレクトリック社所

ト部会ジャン原発はポートラン

だろう﹂と述べている︒

望潮化した帽子

マノブ氏が﹁北東部地域での一九

この時点に堪るまで︑コマノブ

のパール氏との悶で行われた︒コ

ている︒

だろう︒

本の羽飾りを贈呈することになる

で︑来国の多くの地域で石炭焚き

も︑過去数探の数値が七〇％と一

質︑ボイラーの臨界など固梅ユユ

定していることは︑最近の興型的

し二〇％低廉となるかもしれな

鉱の闇に︑全電気事業者がどれほ

基づいて︑今後魚倉ないしは二十

火力は原子力よりも︑一五％ない

八五葎から二〇一五隼までの原発

ットの変数を関数として︑大楽の

一般的な論争における反原子力濡 の発霞コストは九彫で︑石炭焚き

い︒

氏は引っ張り凧だった︒それは︑

トの設備利胴率を採用することに

民闇の非嘗利機関であるC

原子カユエットと石炭焚毒ユエッ

との間の差額を正確に表現してい

な原子力発躍所と石炭火力発電所

る︒

ることを示している﹂と述べてい

ャ⁝ナル誌の一九七八隼四月分駈

述べ同氏の新しい論文を祝った︒

コマノブ氏とその共同執二曹のバ

そして︑コメイ氏は︑いかにして

ることは︑萄効な予瀾をするため
には趣料の再装萄と運転とを別個

載の熱遡又の申で﹁はっきりしてい

ラピッズ氏はまた︑EPRージ 反原子力の立場に立つ酒動家の

り方だ﹂と述べている︒

どの稼働実績を達成するか︑を推

火力は六膨となる扁と言いきった

はない︒これこそコマノフ氏のや

定することは圧開化されるもので

よって︑各々の発電コストを比較
することにあった︒しかし︑この

EPによるこの研究によると︑設 動家の隻援に止らず︑原子炉の立

コ論文契機に論争再燃か

長期的には原発有毒

こと︑統計技術を誤用しているこ

結論はデータ根拠が不十分である

と︑および経済分析の仮定に疑問
があることのために︑配遜化され

この同じ結論に対する他の批判は

るものではない﹂と述べている︒

のに離しパール氏は二九八四〜

ンス・テイラー氏が︑原子力は石

︸九九Q庫の好酸の原発発露コス にみなければならない︑というこ

子力発織所の設備利周率は一九七

計出力が首万KW以上の巖新鋭原 地︑建設許認司晦讃に起する各州

とだ︒とくに︑運開間もない薪し

公益事業委鐙会でも証冠してい

るQ

還常︑斬聞紙上の短評にみられ

トは九・一理︑石炭焚き火力は十

炭火力より六〇％謝高であると判

る︒

い原子炉は巖初の再装荷段階で︑

六庫末現在で︑三八％と五四％の

︒四樗になる﹂と反論している︒

コマノブ氏の研究の醸初の改訂

版は前贋と同じくCEPから︑一 写影内にあった︒これは︑傑守と

と同氏の批判轡との間で︑今や典

な代替電源

原発は経済的

型的なものとなっている︒しか

フ・ネーダー氏のような他の反原

し︑アモリ1・ロビンス氏やラル

子力活動家を遡想させる観念的な
ヒステリーはみられず︑特定の学
問分野の騨門家記が振舞い△瓢う椰

断したかを︑詳細にわたって謡及

こうしたやりとりはコマノブ氏

ロツシン氏は︑設備利雪率囎○

ユニット別にかなりのバラツキが

修繕のための運転鰯止時間に墓づ

九七七年五月に発行されている

や料金ケース問題で︑反原子力の

焚きユニットであれば七五％の場

％の原子蝉の発囎コストは︑石炭

炉発注となって結実した︒

立場に立つ轡門家証人として顔を

コマノブ氏が州の許認司ケース

膨すことが定例化している一方

ﾆ等しい︑との一鐙した判断を
示している︒

研究がその代表的なものであり︑

月間にわたる公聴会を開催した︒

くなりうる︒しかし︑耐用期間に

遅れれば︑その結累︑コストが高

安いので大難なコスト削減につな

社㊥【68東京都杉並区浜田出3丁邑20の9

本

販躍華麗羅華墨翻

凝マノフ氏
原子力産業界の観測筋によると

数学蚕C・コマノブ氏は今春︑原
発の経済性について報告を発表す
る予定だ︒同氏はこのなかで︑原
発より石炭焚き火力の方が荷利だ
と掴摘することになるとみられて
いる︒これに対し原子力挺進蕎は
反論を薦慣している︒

コマノブ氏の論点に反表してい
るのは技爾者︑エコノミストおよ
び続計専門家らで︑彼らは方法や
データの末節部分に関しては邪見
を異にしているものの︑コマノブ
氏の兇解に反対する点では一致し
ている︒

両勢力の間で衝突が蛋じうる戦
場は︑電気薯業蓄を規制する権隈

をもつ議会の委碁会︑連邦の 規
制機関もしくは州の機関や委員会

不正確なコ
氏の推定値

反コマノブ存留門家も同様

に形成されはじめている︒

で︑

料再装弼のため運転を停止した︒

数値になるか︑そして︑彼の攻撃

設計変更に二週間未満の時闇を費

︵ASLB︶は運転爾開に先んは
じ岡等出力の石炭焚き火力発鷺所

採購された方法にも注恵するよう

方針がどのようなものになるかを

した後︑同発贈所は運転を再開し
﹁疑いもなく彼はトロージャン発

ある批判蓄は門彼はどのような

喚煙したい︒方法を明確に理解す

すでに計算済みである偏とし︑

一つであることから︑コマノブ氏 がり︑原子力発本所を経済的な代

これは米国の鍛大級の原子炉の

る︒

替電源とする﹂と結論づけてい

《

μ

力

原
で醐催される公聴会であろう︒下
院政瞳湧動委員会が原子力発電コ
ストに関する公聴会を開催した一

の闇にかけて生じた衝突は︑その

九七七奪の晩璽から一九七八年春

反論

2氏の批判

ス負荷電源を擶類している︒エバ

下院政府唇動委員会の報鑑藩に

摘のようなものである︒

運転簿止の初期の段階で︑耐霞コ

スコは一年以上の作成蒋闇を費し

コマノブ氏はハーバード出身の

典型的な覇携だ︒

このグループにはNERAのル ロッシン氏は下院委員会のため

コマノブ浅は今春発表する予定

ードと食違いのあることが設計技

は︑インディアナPS社に関する

の一九七九奪版に間に台わせて作

めNRCの原子炉安全許認可会議たこの研究の中で﹁原子力発電所

術薔によって発見された︒このた

奪門家であり︑﹁発躍設備の運転

業を開始するため︑一九七八奪の

パール氏は方法論について﹁設
備利用率の推定櫨は極めて不確実

設備運転テ⁝タの酸終値を待ち受

に嗣葱した聯明文の中で︑ロング

つだ証譲に対するNRCの葱兇が
所︵露PR王︶のM・ラピッズ氏アイランド電灯貧祉のジェイムズ

なものであり︑推論的な仮定によ

イス︒パール浅のほか︑爾力研究

ポート地点で最薔の燃料源は原子

値そのものに空母するのと岡時

手続きに際して︑コマノブ浅が行

や︑シカゴ市に本店を躍くコモン

力それとも石炭かをめぐって開催

実繍−原子力と石炭の設備利用率

騨議会︵C駕P︶の委託に癒えて 盛り込まれており︑コマノブ氏の

ウェルス︒エジソン社のシステム

に︑こうした推定値を瀬くために

究の経済性を要約してみてほし

ると︑仮定の有効性についての垂

電所をサンプルの中に入れるであ

と経済性レと嚇し︑経済優先順泣

個々の想定櫨を箇定して︑門なぜ

ふれて﹁コマノブ氏は︑同氏の研

い︑と質問され︑原子力が石炭焚

心がっくし︑また︑もし妥当であ

ろう︒それによって︑カーブは下

って左右される︒したがって︑数

作成された研究の〜九七六葦版で

ロッシン民が禽まれている︒

原暴力研究技術蓄であるA・D・ された公聴会でのコマノブ謹識に

ロッシン氏がコマノフ氏と離鱒

き火力より五％だけ経済的であ

れば公衆の判断が私の推定値の代

けている︒

ならば︑これらの想定値は不正確

﹁環境が極めて制約鰐なもので

あるQコマノブ氏は氏の設備利用 するに綴ったのは︑コモンウェル

ることを記録が示しているからで

ス・エジソン社が実施した︑原子

る︑と遮べた・・﹂と紹介してい

りとなるだろう﹂と述べている︒

の方法に沿って計算される設備利

極繍

尋轟夢

津

紀

5モ

壕

働

尽

灘藩

糊

なことから︑誤解させるものであ

なければ︑今後も石炭焚き火力は

率に間する結論を一〇％も膨正す

力魍強司能性計画に発する研究の

る︒

用率に︑この聞の俸疵騰聞は極め

受

論争に参擁した︒

原芋力よりも低廉であろう﹂と緒

ることが蒔々あるが︑それは︑氏

は︑原子炉が石炭焚きユニットよ

臨壌的な発揮だ︒この研究努力

わたってみると︑核燃料コストが

論づけたこの簸初の研究は︑その

自身が実施した分析によるもので

していた数櫨を下回ることになる
ブ武について識論ずる時は︑あま

EPRIのラピッズ氏がコマノ
潮きとなり︑多分︑彼が当初予翻

ている︒

後︑逆の結論を導いた多数の鶴気

はなく︑単に氏の判瀬や訓練され

一九七八年六月に発行されたが︑

使った︑コマノブ氏の第三研究は

一九七七年の設備運転データを

弁を受けた︒

に昨奪十二月に︑一璽の新規原子

りも経済的であろうとの判断の下

蜜業繋や繊体が公表した見解の抗

鍛初のペーパーの中でE R D A
た墨て推懸に基づくものである偏

は﹁CEPの分析では︑ある樋のと述べている︒

1＼

論錨

APS−2

GM管のプラトウ自動検査装置

「一

1｛畏し、お

能維持にとって大明な要素となっています。
システムAPS−2は、この種々のG賊管のプラトウ特性を：連繋的に
のおののデータを薪己録する自動化検査装躍として間発されました。

轟欝羅聾

／＼＼

〜蔵置瀧

ぞび＼

麟鐸いゼ。

翻原子力発竃所をはじめとして、原予炉やRI利用施設には多種類の放射線測定器
が用意されており、その中でもGM管は、もっともポピュラーな検出器として欠か
せぬものとなっています。GM管の特長であるプラトウ領域とその勾配のデータを
把握することは、これら環境モニタや、サーベイメータなど各種放射線測定器の性
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発︷疋着鞭陶へ第一歩
設備利用率は56・7％記録
二・四％︑設備利用率五六・七％になったことが明らかになり︑前幅慶実績︵晴間稼働華照六・六

⁝

・

％︶も好調で設備利用率は七

これまでに発毘されたトラブル

旦

臼独原子力法シンポジウムが

レスセンターで開かれた︵翻写

三︑閥の両溝︑藁京︒内幸町のプ

の原毛力法︑許垂垂︑訴訟重三な

轟︶︒間シンポジウムは日独両国

どについて恵毘を交換︑原子力法

る圏的で開かれたもの︒西独から

律問題の現状と課題を明らかにす

ッシェ・ヴィルヘルムス大教授︶

R︒ル！ケス氏︵ヴぼストフェリ

︵成蹟大教授︶ら原子力法関係暫

ら十四名︑照木側から金沢騰雄氏

が轟了した︒会議では︑象ず金沢

氏が﹁今國の会命を日揮協力の一

里塚としていきたい﹂とあいさ

ついて潅発な討論が行われた︒

つ︒続いて原子力訴訟閤題などに

たわみビンの損傷間題はその後の

多実︑傑安曹理窒次長︵燃料工学

料工学部燃料照射研究整撰︶岩本

一＝＝⁝＝二＝＝一一鱒＝一⁝帽需三＝冒＝＝＝幽一葡一≡需ニコ＝＝＝ヨ＝一営＝一一二二三≡＝＝＝喘藁識＝＝＝コ＝一轄隔＝噌＝＝＝閏≡一冊＝＝需＝需扁＝ヨ＝常帽

簡潔第一原発一︑二︑三蓋は︑

水中テレビ調葦で扇浜二弩と玄海

力腐食翻れ対策を実施するため︑

制運転のためである︒東電では応

約六か月要していることと出力抑

原圏の學期究明と薄闇調川の方針

月二十八躍︑この醒酔を蚤丁丁︑

による調査が実施されることにな

されたが︑さらに超琶波探鵬検査

亘二十一厨付還職︶森茂︑退

核旭台研究開発推進センター長

一号でもたわみピンに損傷が発毘 部次長︶国国功一︑客員研究員︒

四︑五〇％台の設舗利用率でふる

御棒駆動水窪系配籍︑再循環系分

検のため運転を心止︑その闇に制

当瞳一圃の定検に灘八十冒程度を

わなかったが︑これは主に定検に

離配管︑タービン復水器赫ガス系

かけ抜本的な立哨を行うとしてお

二︒

策によっては︑鏡在定検等のため

を明らかにしているが︑今後の対

型転換炉開発本部副本部長︵同心

財務部長︵財務部付︶塚頒難︑新

▽動力炉︒核燃料五四事業団

進︑林克彦︑丸崩吉

っている︒原子力安全委員会は二 職駐塚田紹子男︑武谷漕昭︑田中

いた浜岡一群は︑五十四年一一月八

鼠講の取り替え改罠工麟を行って

設備利用鰹を遼成していきたい計

会期︵古河電工社長兼務︶

連事業強化へ

日揮︑原子力関

本勢︑岡︵社長︶島村武久︒

長︶丁霊鉄蔽︑相談役︵会擬︶阪

斑礪疋炎︑二毛︵住友贈工副社

付︶

▽原子燃料工鑑︵三月二十九臼

長︶矢鷲明︒

発電所翻所長︵敦賀建設襲務駈次

得︶明比通尖︑新型転換炉ふげん

り︑五十五鋸ころから七〇％台の

避転修止中の八基の加圧水型炉の

に戦列復帰した︒三月に入って給

浜三署の制御棒躍内侍支持ピンと

四月一B付
研究調整局総愈

子力安全局核燃料規制課長に鐸旺

局核燃料規制課長︶村上健一︑原

研究職長に配躍換え︵原子力安金

▽科学技衛庁

H人事発令H

さる二月二十㈱田発表された美 停止期間が長引く恐れもある︒

画だ︒

田に定検を終了︑一盛四か亡ぶり

水制御系の不調により一時運転僚

葉を続けている︒

比したのを除いて︑ほぼ順調に単

燃料設計④燃料使用実繍⑤ジルコ

蠣離騒言質六月にセミナー

燃料︑運転経験議題に
56789
田本原子力麓業象議とソ遡原子

．篇博士を技術顧問に琵令

臼揮︵鈴木義雄置潮︶は同社原

︵原子力周政策課長補佐︶佐竹腹
文︑労働省に出向︵原子力安全周

ニウムー〜％ニオブ被樋管選定理
由および実繍⑥照射後試験施設と

力利田⁝國蒙委貸按は来たる六月十

八臼から二十七麟まで架京で﹁軽

子力閲係蜘業強化の一環としてハ

▽日本原子力研究所

ープ薯業部長︵監劉整長︶詔鵬三

ルドスタイン博士を原子力目下本

磁付で発令した︒

部技術顯問として採擁することを

ゴ博士はこれまでボーイング社

決竃︑四月

ロダクツ社︑ブルックヘブン隅田

研究所などで原子力分野︑とくに

やロッキード・ニュークリア・プ

中正治︑監第窯長︵総務部長︶平

生︑入顯部畏︵同次長︶久保醐

日本原子力艦業会議は家た︑こ

農︑財務部獲兼務︵警務部喪︶野

郎︑総務郎餐︵人麟部民︶古畑階

ワイ大学叢誌研究員M・K・ゴー

放射線安全課擾︶金平隆弘︑原子

︵労働省大浦官憲総務引出補佐︶

力安全局放射線安寧課長に昇任
ーマごとに優ソ双方から一編ずつ

ッションがもたれる予定で︑各テ

論文発衷がある︒会期中︑十九︑

試験実績ーーをテーマに六つのセ

セミナーは両者間の原芋力協力

験﹂に関するセミナーを開く︒

協定に基づく代表魚食議が昨黛開

二十日の二日間がセミナー︑他は

水炉隅核琳料技術および運転経

かれた際禽愚に達した一九七九i

施設見学に当てられる︒

松本邦宏︒

八二葎の異体的協力プ切グラムに

アイソト

より・その關催が決京っていたも
の︒このため原産では今一来・臼

韓国とも四月
に原発計画で
ソ原子力協力委員会の下に軽水炉

籔理の技術的アセスメント箸に従

代田エネルギー開発や廃棄物処理

小委員会︵飯闘正美委員長︶を設

管理部憂︵隅一解析部長︶中村照

ルックヘブン時代は現NRC委員

礁するなど幅広い経験をもち︑ブ

井秀炎︑動力炉関口︒安全性研究

栄︑物理撫養︵岡次擾︶原田吉之

鍵まで︑緯園原子力産業禽識と共

助︑上金解析部長兼務︵安金工学

れよりさき闘月二十六環から四十

催し韓国釜由市海厳台朝鮮ビーチ

たが︑舎憩︑六月に東京︒内率町

ホテルで︑原子力発磁心の建設運

け鐵程︑議題讐について詰めてい

の日本プレスセンターで開催の段

鉛ガラスで放射線をシャットアウト〃

〇％を購えだQ

は嶺総髭電所だけでなく他の既設

所要の対策が講ぜられたため︑遜

および建設申の発難所についても
五辱の六八・三％を除けば︑すべ
産雀は欝欝二無獲の稼働見難しを

率五五％以上としていたが︑これ

鷲閣稼働率六五％以上︑懲懲利田⁝

らはほぼ達成され︑原子力発鷺は

の原子炉で一番好調だったのは︑
国内の遡続塾長運転︵三百七繍︶

て八○％を上圓っている︒その他

を達成した玄海で︑設備利難燃八
一・一％を詑録した︒ほかに美浜 安定璽源としての偶頼を回復しつ

が︑十月からサイクリング運転開

以来運転を鯵化していた美浜一号

二弩︵七三︒二％︶と翻根︵七Q つある︒

美浜一︑浜岡一

来今年三月来までにサイクリング

O

0︹︸
W45⁝

O

i2677

どりとなった︒①標準型軽水炉お
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な解析または確陛試験によってこ

今後眞体的な設計を通じて︑詳細
上を図る箸の観点からは︑新たな

技術を定着させ︑機器の繕頼性向

の生産との閾係を考慮しつつ︑翼

するため︑将来の高速憩殖炉燃料

求められる補完炉の馬齢も翼体的

られているとはいえず︑また将来

はまだ必要な偶報︑資料が十分得

に規定するには︑現時点は適切な

体的方策について演討する必要が
あろう︒

カナダではCANDU炉は発電▽CANDU炉関連技術
CとA
時期
はいい難い︒

る︒

研究課題が生ずるものと予想され

れらの点を明らかにしていく必要

日本向けに改造された場合のC

がある︒

評価されているが︑わが国で発電

管︑圧力管等特殊梅繕の一部につ

実用時期が遅れるならば投入効菓

は︑新型転換炉については︑その

ANDU炉の詳細な技術評価のた
原価の面で軽水炉と競ムロできると NDU炉燃料およびカランドリア したがって︑当面の方策として
めには︑現在までカナダから入手

る性能への影響について厳行に検

した技術簡報だけでは十分とはい

炉として活用する場愈のCAND
いては当面輸入の方が経債的であ

一灌所報のように︑原子力委員会・新型動力炉開発懇談会は三十臼︑今後の新型動力炉開発の進め

方について報告をまとめた︒報告は今後の炉型戦略についてLWR←FBR院本路線検化の必要性を 討していく必要がある︒
えず︑今後カナダから入季される

が減少するおそれがあるので︑原

再確認したあと︑補完炉の導入計翻については﹁ATR︑CANDU炉ともいまだ惰報が十分でな
なお︑わが国原子炉設備に関す

だ︒このため︑動燃薯業団は霞要

型炉につづく実証炉の建設湊定を

は国内原子炉製造蓄での技術導入

CANDU炉を国産化する場含早
に期に可能とするよう努めるべき

的容易であると考えられる︒なお

び環境︑風土の違いによる影響の

の詳細設計を早急に進め︑かつ︑

急業者等の協力のもとに︑実証炉

けの改造に伴う建設蟹の贈舘およ

ぽかに使周済み燃料を処理する場

の進め方について技術提携に係わ

として定められており︑軽水炉特

対しても適周すべきだが︑CANの立場から行わなければならない

衡の規定を除けばCANDU炉価
に︑耐麗設計等についても設置蓄

含の核燃料サイクル費への影響を

べき研究課題も相当程度生ずるも

必要な研究開発を実施し︑その技

DU炉照臨の霧項についてはこれ 研究課題とともに︑鼻綱ら実施す

のと考えられる︒

必要がある︒

る選討課額があることに留慧する

う︒

に適する基蟻の検討が必要となろ

される必要がある︒

ている軽水炉使用済み燃料再処理

ついて︑より確度の高い身延︑資

サイクル費を含めた経済見通しに

トニウム濃度が低い等のため技術

用済み燃料より燃焼度およびプル

価に必要な運転藻守関係データの

炉の運転を着実に行い︑儒頼性評

料の整備に努めるとともに︑原型

と同様ピューレックス法で再処理

めには日本向けに改造された亡命
CANDU炉の使用済み燃料徽
の的経済的資料を整備するほか︑
のCANDU炉の詳細な設計が再
な処理については現在実粥化され 実用炉の建設費および麗漣核燃料

確度の高い経済性評価を行うた

も蕎慮する必要がある︒

技術満報いかんによるが︑事故評

U炉の経済性については︑鼠本向 るが︑その隅産化については比較

る︒

電所が運転中で︑カナダではピカ

三障愈計 五 百 九 ＋ 三 万 K W の 発

一方︑CANDU炉は世界中で

た︑倦頼性の評価については原型

化を図っていくうえで必要だ︒ま

酔を綴極的に反膜することが実用

のユ⁝ザーである霞気箏業蕎の悪

める必要があるQこの場舎︑将来 低減がなされることが期待され

ための設計を進める︑その後再強討する﹂との考え方を明らかにしている︒以下概要を紹介する︒

るの
諸墓穣は憲として軽水炉を対象
い扁と指摘︑﹁A7Rについては実証炉の詳細設欝を︑CANDU炉については技術的経済的評緬

ATR早期実
用化へ努力を
技術騨価

を達成している︒これまでの建

リング発電所等で高い設備利用率
ルギー庁お・よび電源開発で各種磯

設︑運転中にいくつかの技術上の

水平癒力親等CANDU炉白下
これに関連して︑現在資源エネ

ので︑その着箕な運転融融を横み

炉の運転実横が璽要な憲味をもつ

問題点が発冤されたが︑処置の対

簗積を図るものとする︒これらと
的問題はむしろ少ない︒CAND

することが可能であり︑軽水炉使

換炉ではプルトニウムとウランの

U炉はプルトニウムの生産騒が軽

新型転

混含酸化物燃料を使用するため実

▽新型転換炉燃料製造

原子力研究開発全体の投衡計画に

用化に当たっては商業的規模の製

並行して︑関係蓄協議のうえ実証

に対する慎重な配麟が必要だ︒

影響を及ぼすおそれがあり︑これ

様化に伴う研究開発資金の増大が

の髄造に起因する技術的二項の中

の臼塞技術による勲力炉開発のナ
重ねることが必要だ︒なお︑新型

策が講じられている︒また︑負荷

新型転換炉開発計画はわが国初

ショナル・プロジェクトの一つで
転換炉についてはわが国の軽水炉

調整を予定したCANDU塗込霞

技術確立必要

長期的観点㊨

る︒さらに︑幡来︑わが国にその

あり︑その帰すうが今後のわが国

つ開発を進めてきたが︑新型転換

を離象とした諸基漿に適禽させつ

燐の建設にすでに着手している︒

譲試験が実施または計画されてい

の原子力分野での自主技術開発に

炉特有の票項については︑今後そ

今後もしわが国に導入する場倉に

には安金上の観点からさらに詳細

よる開発プロジェクトの推進や鐵

の基準について検討することが望

投入する資金および技術蓄の配分

ことでもあり︑原子力研究開発に

理体謝の違い等により羅的のみな

が︑炉の櫨類の猶潴は炉の運転管

合理化等の点について研究開発を

涯用︑製造単位の最適化︑工穆の

から自動化および選隔操停技術の

減化および加工費の低廉化の観点

は軽水炉より負担が大きくなると

の功能性はあるが︑経済性の面で

韓用施設による再処理費用の低減

ウラン獅の含有率が低い点から︑

国での建設を想定した場合の技術

的経済的評価を詳継に行うことを

第一とし︑要せてわが国の自主開

ことを確認すべきだ︒このため︑

発路線に璽大な影辮を及ぼさない

の技術的経済的評価のための設計

この場命︑カナダからの憾報︑

のエネルギー情勢の中で︑わが国

近来ますます混迷を深める世界

サイクル関下施設の面でも多大な

は︑璽嵐路線の推進および核燃料

しかし︑路線の多緑化について

明礁化を図るものとする︒

実施するほか︑灘入に俸う負挺の

するために必要な各種確証試験を

る草藤にあり︑自主開発炉でも核

については国際的規鱗が厳しくな

アンモニア・水素交換法が確立さ

が必要だ︒藍水生産技術としては

好ましくなく︑長期的には国産化

発を穰極的に進める必要があるQ

とともに︑高速増殖炉の計麺的開

すみやかに軽水炉の定魑化を図る

ふまえ︑趨時検討を加えつつ︑適

べき戦略については内外の構勢を

べきだ◎したがって︑今後とる

のは望ましくなく︑国璽に対処す

レビューを行い︑新型転換炉に関

れぞれ所要のチェック・アンド︒

要な橘報︑資材が篠られ次第︑そ

その後の進め方については︑必

﹂
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躍源開発は二本向けCANDU炉

を関係番の協力のもとに行い︑わ

が国の安金性評価上からみた技術

的問題を解明し︑その経済性兇通

努力が必要とされるところであ

力協定による献約が新型転換炉の

資料の入手に関運して︑田加原子

一方︑現在建設︑還転中のCA 命の約四倍と多いことに留葱しな

燃料︑璽水等を垂釣に依存すれば

しかし︑一方ではウラン資源の

要だ︒

切な対策を講じていく心構えが肝

現在カナダには生

本で発電炉として酒観することに

NDU炉はウラン濃縮を必要とせければならない︒なお︑同価を日

晃通し︑高速繕殖炉の実周化時

嘱冒■噛r回鼎

甲

1

配薩

冒

K

憩▽

＝

な検討を必要とするものがあり︑

産技術の脅成の面に与える影響が

まれる︒

しかし︑わが国での経験はなく

る︒また︑新型転換炉は良好な負

大きいことに留糊する必要があ

すべきだ︒

炉の建設主体について皐期に確定

露規模の鯉大に伴い墓本節線によ

があるので︑わが国の安全評価の

に拡大するおそれもある︒したが

らず質的にも︑この困難性がさら

CANDU炉については︑わが

る反面︑使用済み燃料の賊が軽水

る必要がある︒とくに鎮本の軽水

はわが国の環境︑風土に象含させ

炉に比べて多羅であり︑かつ軽水

水炉の約二倍というメリットがあ

経済性については現在まだ実証

では大騒生産罵施設の設計研究を

炉の場合と異なり減撮ウラン中の

今後の問題・

炉の設計が固まっていないのでそ

る場禽でも技術蓄の確保が大きな

進めており︑今後従業員の被曝低

このため動力炉核轡料開発事業団

荷追従糖性をもつことが期待され

炉の設計思想とカナダのCAND 今昭わが国の経済は高度成長

問題となることが予想されている

造技術を確立することが必要だ︒

るので︑今後の技術開発によりこ
の経済性を十分評価できる状態で

U炉の設計思想とでは若干の遠い から安定成瀬期に移行しつつある

今後︑艦気票業煮では原子力発

の特畏が生かされるよう総懸する
はないが︑実用化段階で軽水炉と

考え方に適愈させる必要がある︒

については︑躍用対効果の面から

一︑研究鯛発繋金と技術の確保

ことが必要だ︒

箋証炉の建設を決定するに当た

艦先度を十分に考饗することが原

競織しうる発聰原懸を実現するこ

っては経済性および運転保持等に とを囲標として開発が進められて
このため施設の一部に改造が必要

ておくことが︑この際︑国のエネ

路線を相応の努力によって準備し

みられる︒

とされ︑現葎︑露源開発でその検

データ集積後

期的には民間での生産体舗を確立

って︑炉型多様化が行われる場合 推進する必要がある︒さらに︑長

おり︑設計の盆理化および大型化

子力政策の重要な課題だ︒幻夢多

等により︑今後実証炉から実用炉
討が行われている︒この改造によ

ついて翼体鮒評価を行い︑実用化

へと段階が進むに従って建設蟹の

には︑さらに長期的展鰻のもとに
計画的に人桝の養成を図る一方︑

ばLWRに銘べ再処理盤が繕製すの推進を図るなどの努力が必要

することに密与できる︒さらにA プルトニウムをAT8の燃料とし風土に適当するよう改造された走

繕として濤周すれば翻然ウラン醐

発躍ユニット規模の猶大や霞動化

て運転することが可能であり︑そ

TRは微凝縮ウランを核燃料とし て︑あるいはFB8の初期装荷燃禽に所期の性能が擢られるとすれ

にとって醸も璽的な代薔エネルギ

から闘鶏資金および人栃の確保が

り︑安定成畏下での投資効率の面

国の環境︑風土への適ムロ性を確認

設備面より技術者の確保が問題と

ー源である原子力発鱈の着実な発

しを明らかにするとともに︑わが

なるので︑炉型多様化に豪たって

展に期待するところは極めて大き

ルギー︒セキュリティ上身悪事と

の低減が期待される︒将来の天然

ってCANDU炉はカナダでは
縮ワ
作業墨および天然ウラン所要麗

二︑製造技徳の確立

いるが︑CANDU炉をわが慶ウ
でラン醜給︑F露Rの実購︐化時 は長期展望のもとに誹覇的に人員

ンススルーの炉として使麗されて

期等核燃料サイクル上の不確定要

▽璽水生産

最終的に決定

〜

の潮通しを明確にすることが必要
であり︑このため鮮細な設計を進

一資源有効利用

．に役割期待

るというマイナス面はあるが︑濃

る︒したがって︑種々の核燃料サ

水炉より少ないことが期待され

発電炉として疲廻していく鵬合に

因もあり︑その状況によっては︑

産余力があり当面輸入が可能であ

事前に十分な措置を講ずる必要が

自主開発に支瞳を及ぼさないよう

ン微騰分離伶業麗を軽減すること

ず︑しかも天然ウラン難論騒の点

国際的規観の影響を受けるが︑C れているが︑この方法では生産規

期・核燃料サイクルをめぐる国際

國詳纒資料・図面等て入用の場合は下詑へこ蓮雪下さい。

鵠

1聯

湘

生きております

識灘

邑

㎎轟翼

金庫つくりの豊かな経験が

〜で

聞

業
産

力

原

要墨の節減に霧与できる︒したが

・

イクルのタイプに鮒応しつつ︑天

将來︑とくにAτRを併毒する娚

で︑いたずらに路線を複雑化する

璽大な問題となっている状況なの

だ︒原子力機器製造業者では生産

の場含でも天然ウラン所要蟹は軽

薪型転換炉は災然ウランにプル

然ウラン駈引騒を軽減できるとい

は天然ウラン所要蟹節減の観点か

含に有効な役翻を累たす笛能性が

い︒この期待に応えるためにはわ

考えられる︒

トニウムを欝化した燃料を使周す

う特性が期待される︒これらをあ

らもその使用済み燃料を再処理し

が国動力炉開発の基本路線として

鹸

ることを霊な國的としたもので︑

わせ響えると早期に実周化される

るとしても︑重水の長期にわたる

結

腐還憩殖炉の実周化が遅れた覇△口

ならばATRは核燃料サイクルにてプルトニウムを橘用することが

海外依存は取水の安定確保の点で

︒

には軽水炉の使用済み燃料から回

の便用済み燃料の麗はLWRの場不拡散の観点から核燃料サイクル

必要だ︒この騰合︑CANDUあ
炉ると期待される︒なお一般的核

核燃料サイクル：

収されるプルトニウムを有効利用

れる︒

袴効な役舗を粟たしうると期待さ

に有効な炉だ︒なお︑新型転換炉

生産の罵能な水・水素交換法が有

DU炉に関しては︑この試験的弾

用化のための方策を︑またCAN

のと舞える︒

入について巖終的に決定すべきも

越

・

することにより︑芙然ウラン所要

の魍強を進めることが必要だ︒

騒の贈大を抑制するとともにウラ

はプルトニウムの燃焼度が高いの

よりわが国の主要な天然ウラン供

協定により︑同炉で使用した燃料

ANDU炉については田加原子力
横に制約があり︑長期的には大騒

ある︒

で︑FBRでプルトニウムが利園ではワンススルーで使用した場

ウランの確保が円滑に行われるこ

給国の一つであるカナダから天然

よび経済面から的確に判断するに

しては実証炉の建設麓孚および実

した場含に銘ベニ劉少なく︑か

合︑軽水炉をワンススルーで使用

これらの諸点を勘案して評価検

されるまでの間プルトニウムの炉

傭勢など現状ではなお不確定要困

外の蓄四壁を少なく傑持できると

が多いことも甥実だ︒したがっ

討が行われてきたが︑いずれの騨

水素交換法は現在開発途上の技術

型についても︑わが国の発霞体系

望な技術として考えられる︒水・

て︑塁本路線の一報の強化を理り

について原産地のいかんにかかわ

つつも︑種々の偶勢に弾力的に対

への本格的糧入れにつき技術的お

であり︑実用化のためにはさらに

応しうるよう塁本路線を補完する

らず各樋の制約が生じることに留
零する必要がある︒

ることが必要だ︒

体的保証については今のところ定

DU炉についてはわが国の環境︑

触媒を中心とした研究開発を進め

つ︑LWRでウランリサイクルすとへの期待がもたれているが︑翼

また︑ATRの開発によりプルる場合に対しても岡程慶になると

いう利点もある︒

トニウムの燃料を取扱う捜徳がわ

いう特長をもっている︒また︑C かではない︒

Rの核燃料サイクルの整備を促進 換比が高いので使用済み燃料中の

が国に定魑され︑この面でのFB ANDU炉はプルトニウムへの転 これらをあわせ弩えるとCAN

フェンスセンサー／ガラスセンサー／総含警報制御システム

〉ぐ濾

O

入室管理システム／CCTVシステム／熱線感知警報器／震動感知警報器
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丞災も独自

に検一調へ
関係︒放射線審議会の

では

前のどの段階で離が判断するかな

災密の恐れがある鵬台︑環境放出

目を聴いて戦断を下す決まりだが

恐れのある蒔に矩黎が騨門脇の悪

想される災警が発議したり︑その

全身二十五ラドをはじめ一定の予

播針

﹁事w故 ﹂ 教 調 に 本 格 ⁝ 鰐 応 F
嶋ﾀ全

政綱は︑米スリーマイルアイランド原子力発電駈瓢故を契機として原子力防災対策の見癒しを急ぐ
ことになった︒三日の瀾議で大平醤稲が関係閣僚に原発防災体制の墨書な再点検を揺示したのを受け
て科学技術庁︑通魔省を中心に関係憲庁で万一の災審騰対坐について︑これまでの不備な点や実橘に
舎わない甥柄などの兇礒しを園るもので︑総理府を法とめ役に︑政府としての対応策を練る︒一方︑
原子力安全委輪講は九沼︑防災対策專門部会︵擬称︶を近く設翻し横討に入る方針を打ち出した︒箋
際に十分機能しうる災審対策をつくり︑政府に勧儀する計圃で︑政府と並行して作業を進める︒

制が示され︑一癒の整備ができて

計画で災蜜の際の退避の計画や体

マイルアイランド原雲鶴発電所魍

政雇はこうした背肉からスリー

スがある﹂﹁プランどおりの避難

南町村が墨画から外れているケー

ど判断の基準が明確ではない︒こ

災審対策基添法に藁づき︑地方公

いる︒しかし細部にわたるとまだ

の動きがこのところ活発になって

共団体が地域防災計画を憎めてい

問題点が多いQ原発森中緊の癌勢 故を教訓として︑原発防災体制の

が実行司能かどうか疑閥﹂などの

原子力の防災対策は︑地域防災

る︒この計画は①予防計画②災蜜

再点検に本腰を入れることにした

わが国では万一の災密に備えて

応急対策③災難復臨計画を柱に︑
蜷が︑六総︑原子力施設の地域防

もので︑科技︑通産両雀庁を中心

も紬論を得る方針︒四蜜には総理

綴を始めることにしている︒実際

が国の原子力防災対策について横

協議会︵会長・矢部知脳炎敦蟹隈

なる全国原子力発電所所在粥町村

金国三十の凝縮立地甫町村から

野業番を中心に再処理禽社を設立

として国に対し①今園の劉故に関

漏し入れ欝は︑畿薩の緊急搭麗

る申し入れ欝を疑出した︒

いての説明があったが︑席上︑出

に通知する②頚故原阪の究明とと

する正確な腿報を逐一立地節町村

産省︑科技庁から今園の慰故につ

席の道騰興の撹当課長からは︑事

もに︑国内原発の総点検を実施し

安全確保に万全を期す③響故原阪

故の内容説明はもっと早く行うべ

の確立などの愚兇・要蟹が相次い

を国民一般に周知する特別広報描

箸に関し國の壷任ある判断と対策

きだ︑連絡体制の整漏︑防災対策

だ︒この説明会で︑通産省は天谷

田本科学蓄会議の広根徳太郎氏

◇

躍をとる一1を製深している︒

疇弘蟹源エネルギー庁長翼端で
﹁来国スリーマイルアイランド原

を明らかにした︒その中で︑璽故

子力発萱所事故について﹂の冤解

懸開発︵の司哲︶に関する轍底的

ら代表斡麟六人は一二臓︑原子力発

再襖討を求め九等し入れ灘を原子

の詳細については不明確であるの

力安全歪興長に提出した︒

で今後さらに正確な鰺報の招握に

臓づけの原子力安全婁騒畏荒男を

安全委︑τM一

努める必要があるとし︑三月三十

受けて①電力会歓に保簑縫理と魍
津蟹理体制の再点検を指示②吉報

麗を謙じたと説明︒さらに︑わが

の響故に黒し︑窮乏の原因︑影響

ーマイルアイランド原子力発醒所

原子力安全婁綴会は︑※国スリ

収簗のため騨門家を派※iiの描専門部ム云設剛直へ

とより厳璽な使胴朗検査︑毎隼一

の原子炉の安全審査に役立てるた

等の詳細な調査検討を行い︑今後

国は蜜金聾蕉︑工覇計画認司はも

園約三か月闇にわたる厳璽な定期

め三薦︑原子炉安全轡門霧査会内

ンド︶覇故調嶽特別部会﹂︵部会

に﹁TMI︵スリーマイルアイラ

しい安全規制を施していると述

検葦など他国に例をみないぼど厳

べ︑﹁今後のわが國のエネルギー

畏・三三良繍曇霞教授︶を設麗し

の安定供給を確保していくために
は原子力発駕の開発が不可欠の要

調魑設計③野鼠的高温ガス炉大型

τR原型炉の定常運転と実証炉の

発令した︒

付で次の通り購務局の人鍛異勤を

冒本原子力産業会議は四月十田

▽計画課

佐蓋※地穰︑部付調蕊役柴瞬菊舅

開発部

部長荒木孝雄︑間隙補

整長苫

謙長石塚湘雄︑隔壁補

▽原子力安金

課擾郷沢正孝︑課畏代

郎

簡

願謡寓

本、。乙ては，薦で｝ご好藷をいただきました「これだけ

7藁薦特別企画のお知らせ

きΨ躍：：＝

額業．噺遭聞護社一北出⁝博λ版針局

特別記毒

滋

動

鶴

麗

◇

厨で関係総噸の第一回会舎を開き

に十分機能するような防災体制づ

通灘鶴︑科学技術庁に対し圏内原

授︶は︷ハ臼︑原子力安金委員会︑

くりをめざし︑貝体撮を政府に示

一方︑原子力蜜全農農会も米原

す響えで︑四月中旬にも防災戴策

するほか︑放射性廃棄物処理処分

ｹ会で岡陸別部会を発展的に解

たが︑六日の安全委員会の定例打

る方針を淡めた︒

消して隠金委臨属の専門部会にす

とに︑国警の理解と協力を得つつ

講扁として﹁安金確鰻簸髄先のも

明らかにした︒

窪擾三石治子︑窪長代

憲査加藤仁︑副童萱金木雄制

彦︑課長補佐飯陶季雄▽調査資料

開発を進めていく縣とした方針を

原産事務局

籔

▽企働塞

；などが璽点︒また︑核融含開発

構遺機器実証試験ループの製作一

佐樒川慶介▽環塊立地塞

理甫木達央︑盛長補佐膏木洋子︑
定鴻化︑糟密化を翻るのが璽点︒

ではJT−60の製作を進めるとと 鍛務局擬 国分郁男

の人事異動
今年度後業から大型ホット︒ラボ

もにJFT⁝2︑JFT⁝2
a部な 部長國分郁男︵兼務︶
総務

橋誠一郎︒

調査役荒舛仁▽原子力蚕国会

調査役飯事了︑同粕川

出嘲および懸垂

理大野翻

▽技術課

についても﹁核拡散への懸念から

課挺阿部元徳︑諜擬

治郎︑調竃役永島勝介︑岡須藤満
雄▽業務課

課調和

諜擾徳丸康

部長斎藤実︑部一調象

代理波多野能牽▽縫理課

野仁平

調査部

潟小谷濁操▽急報諜

米地穰︵兼務︶︑整長補佐湿立孝
核燃料サイクルをとりまく国際環

は集海蕩処理施設が今年度中に操

このほか︑工藁︑鷹学︑農策分

博儒▽卸本原子力文化振興財鴎

研究協会

暴挙業部分に謬加するなどして対

課長石川

計画はこのうち︑まず原子力の

業に入るほか︑ウラン濃縮パイロ

園際関係については夏RFC鷺の磁忠尖︑課擾補佐安藤翼人︑岡水

野での放射線利朗を促進︑また︑

料サイクル完縮へ醐け大きな第一

応を強化していく計顧だ︒

ご期凸トさい。

検討に入った︒

発嚢故で実際に住民の避難騒ぎに

に審簸・審議の客観牲︑愈理性の

については﹁できるだけ皐く試験

子力発電所の総点検の箋施を求め

轡門部弦を設趨︑作業に入る︒

新潟︑石川︑福弁︑静岡︑和歌

確保に努めるとともに安全墓藁・

的海洋投簗が鍵施できるよう藁備

課鐸を簗めて説明会を開いた︒澱

まで購態が進展したことから︑わ

リーマイルアイランド原発瑠戯の

門肝心な

通睡雀は六臼午後︑原発の立地

親行謝画で見瞭しの迫られてい

古く実概にそぐわない偏

のほか﹁住民への欄報伝達方法が

災審時の対応について墓本的な書
災計画作成纂壁の閣確化や繋慧隠
モニタリングの員体策の確立︑緊

出︑爵根︑山口︑愛媛︑俊賀︑鹿

海通︑霧森︑宮城︑福島︑茨城︑

急蒔運逢妻翻の整備について国の

教訓をもとに嬉報遡絡体制をも含

点あるいは立地予定地点である北

への対応のほか立地地域の特殊駐

るのは︑災密退避対象となる被曝

政府はこうした聞題についてス

に応じて石瘤コンビナート︑原子
適切な描磁を改めて求めたのをは

巖大隈の努力を傾けることが必要

グ︑公開シンポジウムの開催を通

捲針を整備︑さらに公開ヒアリン

についてはわが国に適した核物質
このうち安全基準︑掴針の整備

新型動力炉開発関係では①FB

を滲める﹂計画︒また︑保障描匿

開発プ曽ジェクトが一麟臣大化し

については①工学鮒安全研究②放

R実験炉の熱出力七︒五芳KW入

じ国民の悪冤を行政に反映してい

てきている﹂と今後の研究開発資

射線転漕防止研究⑭耀境放射能研

戦路については門開発利用が進展

金閥題の璽要性を強調するととも

究一1などを樋じて基準︑捲針の り︑FBR原型炉の建設漁船②A

を使って実用燃騒の照射後試験に

コーディネーター坂本俊︑部付調

同水上利正

入るほか︑プルトニウムの内部被

三役本多宙弥▽総務課

位羅づけについては﹁原子力開発

境には澱めて厳しいものがあるに

ットプラントの建設についても今

主な人蟹発令は次の通り︒
曝に関する研究を推逸するために

どによる研究も椎進︑さらに葬円

防護制慶の検討を開始する︒

に原子力開発をとり濠く國際倍勢

するに伴いFBR︑核忌日などのく︒

濠た︑猿子力利用の輿体的開発

だ﹂と強調している︒

﹁今後とも原発血地鶏題の孫譲に

＝鑓寵端ミ難一ミ蹴ミ蹴驚ミ識ミ︸ミミミ湘蜘鵠諾窪貰一⁝ミ蕊嵩甕山蔓一躍§ミ識剛ミミ＝晒︷⁝箋哉ミ⁝鑑一識︷藏︷欝哨ミ壁皿二巴︻蒙

に検討に入った︒

力旛設の災蜜への対憲策などを腰

児翻の十五通県の原子力関係撫蜜

ミ霜

めた対策の兇難しを行い︑鎌内に

ミ︻瓢ミミミ鷹籠竃鴨

線懸と退避勧欝のタイミングとの

っている︒

を明らかにしている︒

同墓本計瞬は昨鋸九月譲子力委
員会がとりまとめた原子力研究開

の興体的腋策のあり方を明らかに

発利用長期誹画を踏まえ︑今年度

内部被曝実験棟の建設に鵬与す

形断醐トーラス試験袋羅の設計を

確立③新型動力炉の開発④原子力

利溺はエネルギー政策上の鰻雛要

と指摘︑このため﹁原子力三豊の

奪度中に一部が運転を開始︑核鰍
安全確保対策関係で堰点がおか

再処理工場については畢急に霜気

歩を踏み出す予定だ︒また︑第二

核燃料サイクルの確立について

開発利溺の算盤整備⑤國民の理解

課題として篇実に携進されるべき

ていく必要がある﹂としている︒

ための新国際秩序の形旗に貢鰍し

﹁立地﹂にも最大限の努力

る︒

と協力を得るための施策の推進ー

だ﹂と規定しながらも︑原子力開

用の進展に伴い︑莞服すべき現笑

れるのは安全規捌の充実︒原子刀

行う︒

ーなどが露点︒計爾はこうした原

発の現状認識については勤開発利
う蜜全規制に万金髪期す必要があ

優艶婆員会では瀬田の協力のもと

﹁置戸の一掃の僑頓が篠られるよ

子力研究開発利用の推進について

僚対策の強化②核燃料サイクルの

したもの︒今黛度施籏は①安金確

安全確保対策に重点

の一部運転を開始する②安全規制行政の充実を屠る一1などの警え

処理施設は今隼度中に擬業に入る②ウラン濃縮パイロットプラント

地問題の打開に最大隈の努力を傾ける﹂と強調︑三体鮒に①藥海再

ー政策上の韻処要課題﹂との基本方針を述べたあと︑﹁今後とも立

とりまとめたQそれによると︑計醤は﹁原子力開発利用はエネルギ

科学技術庁はこのほど昭和五十四無月原子力開発利雪基本謬画を

N度關発利用響町計画決まる

剛竃箋欝欝ミ竃ミ︻⁝駕箋鷺§竃

じめ関係各累で防災謝画の毘督し

いるQ

え方を示したもので︑風水審など

間題点も掴摘されている︒

全原協は原発総点検を要望

深窪っている﹂と指摘︒このため

ｱを受けりれる皆さんが必読され，合格をめざして頑

｣っていただきたいと思います。

由田ノ炬郎
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響麟醐

調査委設け徹底究明へ

原発事故
カーター大統領は五厩︑新エネルギー政策を発表︑その中でとくに原子力開発に麗しては①

九七

八分後

原子炉冷却系の圧力

蒸気潮

サノフ
タノク

復水タノク

タノク

ホールトアノブ

︷
中秘タノク

十六時闇黒

蒸気発生器一基が

十六気圧の範囲に

作動︒

に与える影響について聴聞会を開

委員撰︶は論陣︑原発瑠故が人体

赤．㌔二日年後魏在の想定線璽は

人が受けた最大想定線蟹は約八十

一万人レムが必要輪と指摘︒﹁発会 る︒

一人一件のガンを生じさせるのに 引き続き期待されると確儒してい

そして五日の大統領粛明は︑

歴史上簸も重大なもの︒薯故がひ

故は過去二＋五年の商用原子炉の

があり︑所要の改善描認がとられ

手続きと安全理外の追艇の書込性

スリーマイルアイランド事故

民投票︑原発を承認

で騒然としたさ中︑来テキサス州

オースチン市で七日︑原発事故以

が︑結局︑蟹成五三・⁝％で住民

来初めての住罠投票が行われだ

ス原発計画と呼ばれオースチン市

を示した︒同工醐はサウステキサ

二億一千五蕩万がの公懐を発行す

の分握金を捻出するだめ市議書が

るかどうかを住民に図ったもの︒

計画通りに推進

仏︑原発建設は

︻パリ松本駐在鼠園スリーマイ

ルアイランド原発事故に対して

フランス政府は﹁モデルが違う﹂

フランスの場台は﹁安金駝が確立

ことを萌らかにした︒しかし政府

している﹂とし既定方針通り進む

も安全性強化は最優先事業だと

している︒

し︑竜門家を派来して調算すると

剛＝

二十分後

じる
⁝二時闘後

三時間四十八分後ドレインタ

気圧に上昇︑逃し書開く

五時間後格納容器圧力○・三

一
フィルタ

に急上界︑同容器スプレー働く

士二時三分後圧力弁閉じる︒
原子炉圧力は四十四気圧から百五

特別委罠会を設け十日聞の検討を

舎は一五〜三〇％と描定される㊥

ガンへの影響はない﹂などと強調
した︒

原子力については従来の政策を

が︑一人の負慨蓄も出なかったこ

き親ごしだ不安と迷惑は立酒だ

カーター政擢の冷ややかさの表

核流体臨御精機の領域です

六十九気圧︑炉出口温度を二颪八

気発生羅の冷却材ポンプ︵一曲︶

︵手動で弁を開く︶

庄で隔離︶

気圧に達す︵同容器は○・二七気

格納容器一・九気圧

ソ⁝ンバーグ・ペンシルベニア

爾力を供給しており︑原発利屠は

﹁人体への影響は放射線騒に比例 すでに全電力の一部では六〇％の

州知畢は四日︑スリーマイルアイ

するという﹃薩線性の仮定﹄では

庁間検討グループ︵IRG︶の報えていくとしている︒しかし一方

ルギー供給に原子力が不司欠と

ウ米原産理
事長が声明

いるスリーマイルアイランド原発

事長は全米に大きな衝繋を簿えて

カール・ウォルスキーAIF理は原発飛燕携進に参加の悪銭表示

子力発蟷を殺せるκという歪力

〇隼ごろという従来の見解をく

全く無修正のま藤再確認した︒

スリーマイルアイランド原発甥

を発表した︒

事故に対し六ヨ︑次のような爾明

五i六矩ころ︑商業化は二〇二 い︒ 高速猶殖炉を止めれば原

；の冤解が︑産業界の共通認識

り返し︑再処理抜きの軽水炉建 研究所︵EPR1︶のC・スタ
設促進︑許鷹司

を表しているといえようQ

カーター政策に

軽水炉の許認可︑建設の促逢も

拡散努力などの

促進法案︑核不

の一方的な歩み

とはせめてもの救い︒薯故から多

対する︑産業界

﹁スリrマイル・アイランド事

くの課外な教訓を学び今後︑安全

寄りを求めた︒政策修正が表明

テキサス州憂世で住
に住んでいる二百万人の軍均簗横

所からの半径五十碍︵八十詩綴︶

てきだ中心人物だが︑カーター

線爆は○・九メ．ム︑この程慶では

行うIlなどについて謡合いが朽 き︑ヘンドリーNRC委員長から千八雑人レム﹂と説明︒カリファノ
状況を聴取した︒ヘンドリー委齎

ランド原発事故はほぼ収まった︑

カーター政権の

で︑墓本鮒な国家のエネルギー危

核燃料サイクル会議︵一瓢月︑A

その隈りで岡省も︑米国のエネ
運転できるか分からぬという︑

IF主催︶でも明らかになって いう認識に立っているが︑仮に

は

うけて︑石佃︑石炭︑原子力政

るということだ︒

経営麟には単純明白な理由によ

頑なさ

が間題であった︒

策がどのように混融しされるか

リバ⁝炉︶計画とバーンウェル

米研原子力澆業会議︵AIF︶ 遍駕し︑高速懸殖炉︵クリンチ

許認節法璽が成立しても︑それ

議蕪揺韓蓄のM︒マコーマッ

呼処理工蜴の切り捨てに抵抗し

いる︒エネルギー省の﹂︒ドイ

産業界は今回の発表に︑再処

死んだ

のワーク・ショップで︑ある露

だけで軽水炉発注が復算するだ

琶猛的なエネルギー政策を発表

力苗脳は原子力産業は

ろうという期待は産業界にはな

したが︑この発表はスリーマイ

高速轡殖炉の政策決定は一九八

佃野出嫁機梅︶の原瘤縛上げ決

ル・アイランド唱故のだめ数日

チュ︵エネルギー鋼帯部長︶は

定につづいて︑米園スリーマイ

濯れたようだ︒

マコーマックは積り強く妥協を

ル︒アイランド原子力発電所の

璽故の蔭前まで

クも岡様の期待をかけていた︒

肇故が発生した︒盤界のエネル

発表の内餐︑と

の兆候を期待していた︒三月の

ギー供給に影を投げるできごと

理︒リサイクル禁止政策の援和

が相ついだわけで︑各国はエネ

くに原子力発篭

状態だが︑カーターが

効軸謝従来通りのモ不政策一

原子力に冷ややか

ルギー政策の晃璽しを迫られつ

ぐって︑議鼓︑

政策の調整をめ

ような

故にもかかわらず﹂婁明された

政府各雀︑産業界幽幽のさまざ

大統領︑シュレシンジャ1︒エ されるかも知れないという塵業

故は︑カーター敵権の姿勢と世

凝望で原子力支持を

まな動きや発壽があった︒政策

明瞭な

論の動向から見て︑米国の漂子

ネルギー長富との巖終折衝は不

性が一段と高められよう︒第一に

装曙さえすれば︑露力会社は今

が︑聞題はそのことの嫌味であ

発表の額接の動機は︑いうまで

界の期待は翼切られ︑カ⁝ター

力産業には致命的な薯故という

やるべきことは薯故のあらゆる側

でも発電炉を買うだろうと発価

エネルギ⁝省はその路線の上

罵確認されている︒

ろう︒エネルギf危機がふかま

もなくイラン政変をふくむ石窟

ト・ハウスのスタッフ報告をも

調におわったQ大統纐はホワイ 政権の 儒仰的 な潔いこみが

綴方も嵐ている︒その影響の見

とに︑いかなる実証︵デモンス

に明確にすることだ︒薪だな運転

している︒要ずるに鯵滞の原因

面について徹憲的に調査し︑商民
はもっぱら過剰規整であり︑と

短期的な一寄与を期待しない︑

抽輸入比畢が五〇％をこえ︵大

情勢の変化だつたが︑米国の石

るなかで︑原子力には当面の⁝

ここでは結論を急ぐよりも︑

で︑許認可西進法案の蕩提出を

トレ⁝ション︶計繭も認めない

るであろう︒しかし原発のリスク

くに核曝露サイクル︒バック・

れとも受けとれる︒

半を申萸に依浮︶︑国際エネル

軸に当面の軽水炉建設への支持

という従来の政策原則を再確認

は他のリスクと比べ依然小さい︒

原子力バルブ憶

NRC発表
の事故経過
一時間十五分後蒸気発生器の

十八度で運転を試みる

達子炉冷却材ポンプ︵各二二︶が

給水系故障︑加墨隈

の圧力逃し弁︵百五十三膨脹︶が
運転員により停止

事故発生

三十秒後三つの補助給水ポン

開き原子炉︵颪六十気圧︶が停止

プが作動したが給水できず︵バル

︸時闘四十分後もう一つの蒸

らの煽宅について九日許削が下り

層圏内の妊嬬︑乳幼児の疎開地か

た︒九曝現在の原子炉容器内の圧
も運転員により傾止

材過熱︑炉出口温度三蔚二十七度

一時間四十五分後原子炉冷却

ブ閉じたまま︶

加圧糊水圧慧激に上

一基を手動で停止

原子炉圧力着闘士二

二分後ECCSの高圧淺入系一一時聞十八分後圧力逃し弁閉

昇︑蒸気発生器二次系水圧下がる

一分後

力は約二十七気圧︑今後も炉内の
ガス抜きを続け約十日で完全な炉
停止にもっていける見通し︒

甥故調董作業を遊めていたNH

七分三÷秒後排水ポンプ自動

ンク内で0・七狂気圧︑炉冷却梅

式のものとほとんど岡じもの︒ま

だNRCは︑これよりさき薫日︑ 的に作動︑格納容器の底にだまっ

百十九気圧︑格納容器圧力0・〇

経過は郵RCが四日発表した非公

原子炉安金諮悶委員会︵ACRた冷却水商補助建屋タンクに排水
こでは①原子炉上部が蒸気だけに

十分十秒後二基琶の高圧注入

七時聞三十分後圧力逃し弁を

十時間後

再開︑高圧注入系受水始める

竪］

告をふまえ﹁サイトや貯蔵方法︑

ルの場所に立っていたとしても個

長は席上︑﹁五臼間巖も高いレベ

B＆W裂｝

lPWR

Cは︑六陰︑中間経過を公嚢した が作動︵酉九気圧︶
八年から一部実施されているNRC纂董宮の原子力発鰭所常駐を促進する②エネルギー省︵DOE︶
四分三十秒後高圧注入ポンプ
︵別稿の悪故経過を毒血︶︒中間
と逮絡を密にし追加の安全袋置が必要かどうか検討する③原子力発電所建設詐認而促進法案を再度議

会に提墨する一1などとしているほか︑スリーマイルアイランド原発蜜故調糞のため尊門家による独

S︶と禽委員会を開いたが︑こ

出湯的な代螢エネルギー技術開

︵蒸気で支えられ︶湘圧器水圧上

なっても加圧器内の水が残って

六八から○・二〇四気圧に急上昇

方を示しているのも特徴︒

ながら︑原子力には冷ややかな斬

発では①太陽エネルギーシステム

補助給水ポンプが作動

としワンス・スルー方武の方針を

全な深魍地下貯蔵が司能となる﹂

立の調査婁員会を設躍することを明らかにした︒
新エネルギー政策の主な内容は

貫いた恰好︒殖増炉︑再処理はあ

②原子力蜜金性技術の改良と憩薙

国内産の原継価格を億上げし︑そ
の税収で﹁エネルギー保瞳纂訳﹂

いない︒

くまでも無期延期の姿勢を崩して

ポンプ手動で停止

を設け新技術開発に投蟹するーー

昇はモデル的に考えられる②冷却

遡転員により翼起動︶

もどる︵三差目の高圧注入ポンプ

ョック を軽減するためのもの﹂

などで﹁将来予想される〃石捕シ
炉を含めた新型炉③核融台の研究

は生じていないと儒じる︒燃料湿

水サンプル分析絡果から燃料溶融

加圧器レベルもとに

を三本柱にあげている︒

十一分後

発瑠故康因究明は懲皐急な聞題﹂

またスリーマイルアイランド原

としている︒大統領は新エネ政策

州知事︑原発事
度は一二・四百〜一千穴三重だった

設躍し①票故経過の解明②スリー

◇

スリーマイルアイランド発電所2号炉概略図
保健・教育・社会禰祉省畏官は

上院保健委員会︵E・ケネディ

ホノツ

晦

1＝

補助冬含水

われた◎

コニウム︶1水及応を起こした翻

と思われる③燃料棒被騨管︵ジル

鴫

と州民に対し終息寅醤︑原発八詩

N臼Cは中間報告

故に終息宣言

とし︑奪門家による調査委農会を

マイル原発の安全装圏など設計問

源として璽躍な役割を掴う﹂と位

題の究明③政府レベルでの騨故対

の中で﹁原子刀はベースロード竈

でいくことを示している︒

躍づけ︑軽水炉は従来通りの政策

高・低圧疋入系

ノ
格納容器サノフ

令円塔
巴コ

機問題は門石油﹂にあると強調し

応の検討ーーの三点から検討を加

格納重器スフレー上

試験は慎璽に選択・検討され︑安

使周済み燃料貯蔵に関しては省

次冷却材ホノブ

軍

法案 再 び 議 会 に L 霧 翻

聞

産

力

原

原子炉格納審器

︵紙・K︶

ギー機関︵IEA︶が五％の消 エンドの不確異さのため︑コス

理しておくことが︑今後の変化

トがいくらになるか︑炉をいっ

表明を穴統領に進蔭していた︒

費節約方針を打ち出した情勢を

したという︒

の理解に役立つと愚われる︒

﹁霜故窟前﹂の米国の状況を整

究めにはなお時間が必要だが︑

スリーマイル・アイランド懇

つある︒

イランの政変︑OP￡C︵石 カーター大統領は四月五慾に

（96）
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一

AS納置

原子炉と同様に圧力容器として重要機器に
指定されている原子力バルブは原子力発電
の効率を左右するコンポーネントの1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。

主給

マ

欄鷺機
夕一ビノ

排気
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（第三種郵便物品旧

中

業
子
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エネルギー革命を展開する蝉のバルブ

聞

産

ｿ力夕工1学：：

ワ

㎜一

＝確△騒＝

信頼牲実証試験開始へ
騨 餐 バ ルブと溶接部対 象 に
原子力工学試験センター︵藤波鷹雄理恋醒︶がこれ濠で三囲間︑六十懸円強を投入し神奈蓮葉磯子
区新杉賄で建設を燵めていた門磯子工学試験所﹂が︸鄙を残しほぼ完成︑近く周所での論証試験開始
の段どりとなった︒磯子工学試験用は間センターが避産省からの委託を受け軽水炉を薄雪としたバル
ブと溶接部等熱影響部についてその繕頼性など実証試験を行うのが醸的︒軽水炉の窯麗化ほか先行き

の独自炉開発と改良改謡にも役立つなど︑実規襖での実証試験だけに︑その成果がひろく海外から
も漆露されている︒

剛幡

一⁝超⁝

霊な試験装櫨は環境試験装醗︑蒸

弁・逃し弁試験装圏︑抵抗係数測

気試験装躍︑温水試験装圏︑安全

塵まで四か年計画で試験が行われ

定装翻など︒今無慶から五十七無

る︒所要資金は各櫻試験設備︑供
試体製作費も禽め約葺十纈陽︒

加還条件下での設計裕慶の確諏と

第六十一回ハルデン謝爾会議が

二日︑神奈川県・箱根で︑岡技術

講演会が照日︑粟京・大孚町の経

岡計醐は0￡CD・NEAの主

蘭趨会館でそれぞれ麗かれた︒

ハルデン炉︵BWR︑一・五万K

催で十か濁が参籏︑ノルウェーの

の研究を行っているもの︒秘本で

W︶を便って制御︑燃料挙動など

また︑原子力発畿研究総台本部

灘

二度蟹︒今回会議ではハルデン炉

計画会議が隠かれるのは九奪ぶり

で商垂髪シミュレート実験を行う

ことなどを決めたあと︑ハルデン

た︒︵縁写翼は技術講蔽会であい

計画関係の研究現状報告が行われ

長には梅南照裕理類︒潮企画部

ンプロジェクトマネージャー︶

さつするR・J・ピック・ハルデ

た︒電中研の大規模機欄改革は昭

溺的に取り繧んでいくことになっ

期研究ビジョンと研究戦略の確立

響榮との一霞の達けい強化②客観

今團の改牽の基本理念は①電気

長が就任した︒

は矢作文弥薗将来技術調査総摺職

当理蝦︑糧来研究総台調査箋長に

は畑野驚前樗来技術調査総量蜜担

③効率的な総合研究体制の確立④

罵山県愈寒帯の財照法入愈敷巾

紛失したぬ鰯
管無事に回収

嫡勢の変化に的確に対応しうる畏

畏︑立地︒環塊研究総舎本都長に

榊一一＝一

部鼠験にとりかかっている加速試

登録︑新被曝管理手帳の発行など

鱒冒一一一一噌

験は五十穴年度まで四か年計画で

噂餉＝輔一甲一●隔一一：曽

を伴わないことなどを確認するた

鱒一＝＝

めの翔れ挙動確認試験も行う計錘

諸試験を本格化する︒これらに伴

︻唱﹇唱鵬︐

だ︒一部訟験設備の整備を残して

が晃込まれている︒

う総駈要貿金として約六十六億円

阯

ひび翻れが発晃された︒これらの

いるが来無には完工︑総倉模擬試

ヒ

測定︑バルブ各部からの漏洩試験
微細なひび託れが放射能漏洩や配

験は五十六︑七巡無度︑すでに一

の準備作業を急いでいた︒

研究・麟務実施依制の効率化⁝の

央病院で信管巾のラジウムニニ六

三三変翼

電謡幽〇四⁝二二二一

国際塞源︵株︶

新

GL◎V匡Sの併用をお奨めします

1．GLOVESに万一一機械的撮傷などによる破損がみられたとき、望薄のままでは汚染事故の危険を生じます。従って、予
め信頼のおける薄コム手袋を手にはめておいてからGLOVESを装着することが推奨されています。

傷を驚くことができて長此間の御壁胴に耐えます。

撫

嬉櫃類・寸法》

転悌止も余醗なくされた︒磯子工
学試験所でのもう一つの実証試験
は︑実規模に近いループで実際の
遼転状態を模擬しながら︑どうし
てこうしたひび謝れ︑いわゆる応
力腐食國れが超こるのか︑ひび遜

子︑趨動警醒などの避渡的変化︑

れ発生箇所に与えている環鷹因

応力状態︑材聡︑および施工法な
どの鎌脚を確認し原岡を究明︑溶
接部の僑頼性を実証する︒轟颪は
欝径霞ゾ綴の細いものから太いも

発で再循環系バイパス配管に微細

を行うが︑先行き必要によっては

実規模条件下での儒頼性実議試験

四＋九隼秋︑米醐のBWR型原ので三苺短艇までの配蟹を対象に

が国の原発でも一次系配蟹︑炉心
継継五菖︑ゾ層の配管試験も行う︒

なヒビ割れが発見されて以来︑わ

スプレー系継継などの溶擾等によ

また︑応力腐食謝れ発生後の強度

設計︑製作︑試験︑検蕉などが行

水質的に原発の安金鳥を撮うもの

規模︒酉万KW級原発でも現禅す 讐破断などにつながる心配はなく

なども行う︒試験はほとんどが実

ではないが︑このため各原発とも

部に同様の微細な

われているが︑にもかかわらず︑

る全てのバルブがここで試験で

点検や補修︑律儀で一晴的だが運

る熱膨響部の

うち︑とくにバルブに関してはそ

※国原発での故上側報酬によると

き︑かなり大型の主蒸気隔離弁で

一般の構造物よりはるかに厳しい のほか反力試験や振動試験︑応力

の作動確認と野命試験が主体にな

漏洩や作動不調などバルブに起園

も二台同時に試験できるという︒

磯子工索 試 験 所 で の 異 舐 試 験 の

る︒原子力発墨所は配山系続が櫻

した不轟合の発生率が爾いとい

＝豚箕

雑で︑そこで使用されるバルブの

う︒このためここでは︑一次系︑

的二度の推定や急速な翻れの進展

一類︑欄数は膨大︒翻えて放射性

管理漏に留まっており︑門手帳を

こうしたなかで︑これまでに九

なくした﹂ケ⁝スなどについては
十分効率的に本人の被曝歴を知る

和五十一年以来四年ぶり︒

物質を系外に漏らさない構造であ
安全系に使用され特に儒頼性が要

本格業務㎜スタート

＝岬幽口＝＝堺＝唱＝＝＝桶＝＝＝＝＝一二＝冊需一＝＝＝冊騨＝冊＝＝冊＝＝＝鱒一一＝＝一＝隔；冊一高曽一目＝＝＝曽酬冊＝一隔＝＝需＝＝■＝一榊＝一寓輔＝：＝＝＝コ︸脚＝＝禰＝＝一＝＝＝齢＝一＝＝＝一＝醗隔＝＝隔日需＝一■＝輯＝＝幽一一＝＝＝＝一＝＝

ること︑安全系に使用されるもの

求されているパルプのうちから

P︑B両型炉合わせて約七十纒

は極めて窩い作動性能をもつこと
など︑かなり厳しい条件を満たす

￨鍵饗六月に初の定期登録

画を墓門に麟際的エネルギ⁝時給

四点︒蟷銀豆業が政癌の新経済計

の農望に立脚した政策路線の選

ていることが三月二十九賑明らか

慧︵十︑勢キュリ⁝︶二本が紛失し

三の五十の十一︑明転ビル一工

類︑藤二十個を対象に︑〜次系配

万六千私にのぼる覆剛登録を終

択を迫られるなかで︑構勢の変化

になったが︑このうち一本は四

る︒港口部とも七名つつコーディ

五一

ものが璽求される︒また︑バルブ

ことができなかったため︑これを

了︑新手帳体制への移行もほぼ整
ってきたことから︑今年度から本

巾央で一括蟹理︑効羅的な被曝管
理を行うというのが同センター設

格業務に入ったもの︒六月末には

研究体制を確立することが必要と

で︑残りの一本は六日︑禽龍禰白

厳︑禽敷市粒江の種松鳴焼却上場

に対応できる機動性を発揮し観る

判断︑今回の改革となったもの︒

楽の百敷帯澗掃センターて発発・

このうち︑原子力発電研究総命
本部は︑従来の原子力発語調査総

同委は三月八〜九日婦人科賦長

無徳回収された︒

長期的展蟹に立脚した研究計懸の

墨家を発展的に解消したもので︑

ネ⁝タを新設︑研究の総禽調整を

管破断を想定しながら︑その駆動

放射線影響協議・放射線砿山蕎定期線羅登録を実旛︑被曝線饗の
中央登録センターが㈱月から本格照貧にも応じていく計薩だG

立のねらい︒興体的には①すべて

同センターは盒国の門原子炉箸

業務をスタートした︒同センター

鹸初の定期登録を実施︑秋ころか

だ︒しかし︑被曝響理は原則的に

らは線騒照会にも応じていく計画
線離業に従事する時の撮定登録②

になっており︑線騒照会について

額手帳にもとづいて行われること

の原子刀従肇番の手帳に統一麟な

毎鰯一露分の個入被曝鞍懸を定期

番謡をふる譲前登録②新たに放射

的に電猟期に登録する定期登録⁝

どについてのみに躍まることにな

は︑﹁手帳を損撮した﹂ケースな

薯蓄の崩在と被曝歴を中央で一元

登録榮務の墓礎となる禦繭登録︑

的に把握︑盛業所の照会に空しる

⁝を実施することによって全勝の

は五＋二三未発平して以来︑今後規制法﹂対象の原子刀関係施設従

新被曝管理手帳の発行などの準備

などしてこれまでの被曝管理制度

従蠣者の所在と被曝線羅を掘慨す

{のうちの二本で︑婦人科晒護

が慰蕎治療に使用したラジウム管

婦が総療終了後︑抜き取り俘業を

行ったか︑その際格納した塞数の

とみられている︒

確認をしなかったのが紛失の原因

グ多／彰

れを今後の研究戦絡に反映させる

強化していく計画︒さらに︑今回

の中には放財性物質により汚染さ

騨囲気下でも健金に機能が累た

装腰も含め照故時あるいは事故後

せ︑安全に発贈崩を鰯止にもち込

れるものもあり︑このため調整・

要だ◎こうした譜要件を満尾させ

補修が容厨な構造であることも必

るため︑原芋即発爾翫で使われる
のもとで繰返し試験して実証︑こ

めるかなど日日に苛酷な条件設定

万六千名にのぼる登録を終了︑新を補完していく臼的で一昨年＋︸

作業を行っていたが︑このほど九

月設立されたもの︒原子炉箸規制

策定と研鐘語動の総合的︑効率的
抵進をはかるのが螢的︒霊な業務
は①原子力発電関趨研究課題の総
禽調整︑企画立黙②研究紬果の総
倉評価︑総命とりまとめ③内外の
原子力関運研究開発状況の調査横

立地︒難境研究総舎軸部は立地

討1⁝など︒

零本ビジネスオートメーシ罰ン

ン︶︑簡井峰雄︑酒同元昭紘︵原

騨の効率化を

住所使谷墜千駄ケ谷

国各国の原子力現況の調査に当た

竃︶︑登臨鉄弥︵三菱原子力︶︑

とともに︑研究の

電話二一六一六芳幽一

ニイガタ︒メーソンネーラン

GLOVESの損

2．G王、OVESの指先部分の保護のためにGLOVESの．しに、更に薄ゴム手袋を重ねて使用しますと、

験：芋

パルプについては特に念入りに︑

ことから︑甥業煮への照会に応じ法対象従事者のうち短期的に瓢叢

手帳制度への移朽もほぼ完了した

る仕組み︒このうち︑昨隼まず今
後の業務の基礎となる蛮前登録を

原子力発電研究
総合本部を新設
﹁原子

躍中研が機構改革
電力中央研究所は六日︑

力発露研究総額本部扁と門立地︒環

︵株︶

境研究総愈本部一を新設︑原子力

・環境に関する研究課題の呉手立

寓本衛朗氏
る︒菰月一日発︑二郎臼帰圏の予

図るのが今園機構改革のねらい︒

住所は千代田区丸の内儀の二の三

代表取締役

研究部門の強化を縛ることになっ

案︑内外の研究開発状況の調査検

文彦︵三井憾託蟹行︶︑臼木職工

る見込み︒

渡り

るなど本格菓務に入ったもの︒現所闇を移動する︑いわゆる
勘

スタート︑さらに過張の被曝線騒

従業員については︑これまで

筏の照会は欄人識別間禽せなどが

の管理が聖業駈ごとの﹁点と点の

藤孝一︵原研︶︑河野農次︵霞

銀︶︑木下秀一︵由央写翼︶︑工
視察団は鈴木俊一原電社長を鐡

行三＋二名︒会議出腐の

︵日本エヌ・ユ；・エス︶︑白石

発︶︑小馬博︵興銀︶︑榊原捕央

とする

日本核燃料開発社燭湖践を副圃長

罠に浜口俊

関飽常務︑森場国男

る︒

主体だが︑六月下旬には初めての

欧捌原子力視察団

鈴木氏団長に
現状調査へ
原産派遺

討を行い研究震動の効率化を図
定︒謎解は次の遡り︒阿部進︑山

中村有盛︵電機工出会︶︑名和止

〒一〇〇

原産に入禽
ルギー守勢を的確に盆踊して︑こ

︵臼木ビシネスオ！トメーショ た︒電気事業のニーズと国際エネ
五月六田から十一田まで西独ハン

樹︵田本原子力事業︶︑能愛英彦

の改革に伴い従来の﹁将莱技術調

後︑仏︑西独︑オーストリア︑英

ブルグで第一薗欧州原子力会議と

藤実︵藁芝︶︑荒井利治︑小林節

査総揺蜜﹂を﹁将来研究総語調査

第七測フォーラトム大会が﹁徴界

このほか︑今回改藁にともない固

雄︵建立︶︑尊王道男︵関原懇︶

太技術研究所内に﹁大型輸送容難

石上偉︵動燃︶︑磯岡鐘︵薪潟欽

︵株︶

細代表暫は

察﹂に改粗︑長期エネルギー禰絵

代嚢留変更

特別研究整﹂も凝設され︑わが国

取締役社擾松田実氏
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過半数が原子力支持
環境保護グループの指醐蓄は︑

廃棄物貯蔵の
危険は小さい

牲と結果を分析したものである︒

の票故ケースについて︑その可能

マーチン博士は︑下院国内委員会

物環境基準計画部長ジエイムズ・

ガン氏は述べている︒EPA廃棄原子力産業協議会﹂で﹁原子力計

クト︒マネージャーのダン︒イー

列には︑貯蔵所設計についての予

隠隠宋まで新しい発電施設の大部

同氏は︑門第一段階として︑今

やさざるを得ない﹂と述べた・

ー供給について原子力の役割を増

はない︒現実に︑国内のエネルギ

画を不明確にしておくような余裕

リッチランドで開かれた﹁三都市

故の発生率を高く評価しても︑一

で一月二十四日︑﹁危険は社会が

貯藏所の防護を打ち破るような事

万銀に頁人〜千人の死亡事故が発

εPA調査

受け入れうるレベルの枠内﹂と述

た︒これはEPA調査の最高のケ べた︒

環境保護庁︵EPA︶の調査に生するにすぎないことがわかっ

ースであり︑通常の予想値はこれ

EPAが分析した六十の警故系

よると︑放射性廃棄物は深思轡幅

より四桁小さい︒

として再確認する必要がある︒議

分は原子力にするということを国

安全で環境に調和した原子力発電所

エネルギーの節約か憩産かという
問題については﹁明らかに一般大
衆とは対立﹂している︒環境傑護
グループは二日より節約を主張す
るのに対して︑その二億以上の米
国人は憩産を希盟している︒

厨の貯藏所に埋設すれば︑ほとん

想されない欠陥や紅霞︑不十分な

O

﹁ニュークりア︒インフォ﹂

は米原 子 力 廉 簾 会 議 ︵ A 塵 F ︶

界磁遡蓄︵六六対三〇︶となって

働塾郵建設反対は三割程度
﹁一般公衆の過半数は︑米国内
いる︒

ど危険はない︑との結論を出して
﹁予想魑から︑〜般的に健康に

会は︑原子力エネルギーに対する

強力な支援を約束している﹂と述

﹁現在の計画以上に原子力発電を

べているが︑妻事に電力会社は

採用する約束をするために政臆か

一それは東芝のモットーです

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︒プログラムの一環として︑

に原子力発電所を今後も建設する
その他のハリス調査結果の窪な
いる︒

射性廃棄物線蟹評価計画プロジェ

めている﹂とEPAの高レベル放うな事故も含まれている︒

試錐などで貯藏所が破壊されるよ

み燃料を貯蔵所に埋設︑密閉した

EPAの危険度評価は︑使用済対する影饗は全く小さいと受けと

あと︑放射性核橿が漏れ出る六十

再処理︑利益は

と付言している︒

らの明確な方針の提示が必要だ﹂

と述べている︒

力コストアップは五七％だった﹂

〒108東京都港区三田三一∫囲13番12号TEL東京（03）454−7111（大代）

指漁者グループの中では環境保

一％︶︒原子力発電所に反対する 護主義蓄︵七九肘一九︶と報道機
内容は以下の通り︒

一部の地域で原子力発電所が何ら

一︑一般公衆の四六・七％は︑

健康上の聞題なく多年にわたって
安全かつ効率的に稼働しているこ

核拡敬防止上大太に安全なものと

子力発霞騒は千三百七十四億KW も雨車炉または核燃料サイクルを
Hであり︑軍法稼働率は六四％だ

危険性上回る

GAO︑マ教授
EPRIの機蘭誌十二月号は再

年に生産した露力璽を石階で達成

会 社

ことに蟹成している︵五七％対三

関の撰憩番︵五一対三九︶だけが

蘭書者の約半分︵四三％︶は︑

し︑康子力発酒所に反掌する報道

一︑一般公衆は︑六七対二四％

するようなことはないだろう﹂と

英国原子力公社のウオルスキー

している︒

の主張と対立

会計検査院︵GAO︶は︑エネ

ルギー省がトーマス・マンクーソ

教授を﹁原子力産業労働者の間に

ガンの危険がある﹂との氏の白張

を抑えようとして解魑した証拠は

康・環塊小委員会委員長であった

ないと発表した︒GAOは下院健

腹鼓で再調査を行っていたもの︒

ポール・ロジャース前下院議員の

ソ氏のデータがガンの危険性を示

GAOは門契約の解除はマンクー

していない段階で決められた﹂と

述べている︒

米国内の猿子早発躍は︑英国の

一九七八駕の米国の原発発電塞は

全発電塾以上の電力を生産した︒

約三千懸KWH︑一九七七黛騰月

る州では勉力価格の上昇がゆるや

均的象鷹の場合︑一九七八年に約

だろう﹂と述べた︒

するためには九哲三十万ゆが必要

囲原子力発璽毅傭一式（原子炉、核燃料、タービン、発健機

原子力に関する傍報を収藥︑分

いて︑全国的なコミュニケーシ

蓄の間でも︑その過半数︵五三％

不足した時に頼るものとして原子

対三八％︶は他のエネルギ1源が 原子力の拡張に反対傾向︒しか

力発電所を建設しておくのは良い

の比率で﹁政府が発電所を検蛮し
った︒

FBRの核拡

猛険性より大きいという計算を示

・K・マーシャル氏はプルトニウ 処理の利叢が七対一の割命でその

した新しい論文を掲鍼︑その中

散性は疑問

ムを原子炉で燃やさないで縫周済

で︑﹁いま再処理を許すことは︑

議会が調盃

み燃料を地下に貯藏しておくワン

をつくるのに箸 その技術を遅らせたり禁止したり
することより︑論理的にみても好

自由

しく︑安全だとはいえないとして

ニウムの

議会の研究部︵C8S︶は核拡 ス・スルー燃料サイクルはプルト
散に対する抵抗力を高めるために

このカロリン・ヘイシングの論
文﹁再処理の決定﹂は︑彼女がス
タンラォード大学で憲いた博士論

大部分原発で
ジ上院議畏が主張
上院エネルギー委員会委員長ヘ

ンリー・M・ジャクソン殴は原子 から一九七八年四月までの萸国の

かだ︒同社は﹁原子刀発電の比率

四ナがの翼翼料金が節約されたと

営繕品自

析︑騨価し︑その結果にもとづ

ョンとパブリック・アクセプタ
ンスの輪をひろげるために発行

しているものです︒この驚報に
は︑原子力をめぐる月間の動き

成隔である︒環境撮要グループの

門原子力を予備に持つことに蟹 とを知っている︒

掴轟者は﹁少なくとも他の一部の

ことだと言っている﹂⁝1これは

ェイツが最近行った世論調査の主

ルイス・ハリス・アンド・アソシ

て放射性物質の漏れのないことを

を上回ると感じている︒﹁原子力

環境保護グループの慈童家とは接

べている︒ハリス調査で︑環境グ
二塁所が放射性廃棄物の処分に関

な内容である︒調査は昨年九月二

され︑科学的に選び繊された千五
ループの濤動家であると述べた米

する政府の厳しい基準をみたせ

確認すれば一原芋力の利益は危険

颪六十六人の来国入︵＋八才以
国人の八％は︑現実には四八対四
ば﹂原子力支持者の割書は六九対

触をもっていない﹂と同調琶は述

上︶と原子力論争に関係したグル
〇％の毘率で康子力発露所の贈設

十四臼から観月四日にかけて実施

ープの三酉二十騰人の代表に薄し
に螢成している︒

米原発︑好稼働示す

黶唐ﾉ上昇する︒

て行われた︒

原子力に対する支持は憧常的に
腐かったり低かったりすることは

ましいことである﹂とした結論が

に対する危険は巖終貯蔵所から使

バイエリシアン決定分析法を細蟹

処理の危険／利益を計算するのに

文を基礎にしたもの︒研究は︑再

さらにCRSは各種代替案につ

KWHだった︒

総電力供給蟹は二千四百七十九憾

いて﹁核拡散の危険にそれほど大
きな差がなければ︑国防政策朗配

て確認するよう要求している︒同

力発躍を推進することをあらため

議員は昨年十二月にワシントン州

懸よりもエネルギー政策的配慮が

述べている︒

蓄のエネルギー・コストの上興を

が一〇％以下の州では醒力コスト

まとめたデータによると電力の五

同電力のF・W・ソーロー社畏

押え︑外国の石縮に被する依存度

が九五％上昇したのに対し︑半分

は﹁原子力発電による節約は需要

一方︑ウエスチングハウス社が

前面に出てくる可能性がある﹂と

OPECの巖初の五％の価格上昇
ずると述べている︒同社はまた︑

セントラル・メイン電力︵CM を引き下げているからだ﹄と述べ

以上を原発に依存している州の躍

十％以上を原子力発電に頼ってい
も燃料コストが三千万が繕漏し︑
て︑鍛 近 の O P E C 樋 格 の 引 上 げ

八一駕と八三駕に運転開始予定の

ヤンキー原子刀発霞所が一九七八

な金味をもっている︒それは消費

標準的な佳民の霞力料金はだいた

サンオノフレニ︑三弩機が年間約

を占めている原子力発墨により平

P︶は︑同社の電力生産の四〇％ ている︒同社は︑また門メイン︒

在計画甲の石癌火力発醒所が建設

発表した︒

原子力事業本部

京芝浦電気株式

がたんねんにまとめられていま
す︒

隔

増殖炉の設計を変更することの価

ステムより核拡散の町能性がずっ

C逸S分析家は﹁プルトニウム 出されている︒
憩殖炉およびウラン謝増殖炉の変

いる︒

確翻講羅18か国平均は64％に方を明らかにした︒同部の調査に

型をも含めた代替増殖炉の核拡散

億について疑闇が残る︑との著え

対するその関心に比例して増えた

よると︑設計のいかんに関係なく

なく︑世論の支持はエネルギーに

り減ったりする︑とハリス調査は
指摘している︒一例として︑﹁イ

エネルギー雀︵DOE︶の機閲万KWH︑稼働率は六九％だった繕殖炉が在来型軽水炉の現在のシ
とされている︒レポートはまた︑

である連邦エネルギー騰報局によ

用済み燃料を転卸する危険がある

ランの石油供給がストップする

と大きいということはないとして

ると︑国内の原子力発霞は昨年第

他の非共心圏十八か国の原子力発

と︑原子力発醗の支持は大帽に上

ということを想定すると︑ワンス

3四半期に稼働率の記録を更凹し 電概況について詳細な傭報と実績

しており︑再処理によって消馴者
国の秘学蓄が表明している兇解を

体同じだ﹂と述べている︒

CRS調査の結論は︑米国と葵・スルー燃料サイクルの危険と大

ると︑稼働中の原子炉は総計百七

万がから四千六百万がに轡加する

米原発︑英の引

子力発篭所が優れた爽績をひきつ

た︒DOEのデータは稼働中の原も明らかにしているが︑これによ

いる︒

昇する﹂という︒

調葦の対象となった七グループ
の中の五つは﹁原子力発電駈の建

と述べている︒シーブルック原電

ると計算している︒

設を続けるのに蟹成偏で︑その内

の間の億険性の蓮は簡単に判別す

支持しているようだ︒AIFが妊 また︑同分析家は﹁各種FBRは霞力料金を二十五億が節約でき

均五％憩えるだろうと予瀾してい

力発醒断の軍楽が完成すると︑嗣

導電量規模超す

鷺万KWに達し︑一昨卑に比べ七 命した調査グループは﹁技術的に

る︒同社では︑鍛初の原子力発電

新発電設備は

十五墓︑総設備容量九千八筥九十

ることは不司能であり︑各種代醤

づき第二年貸に向け継続している

はウランープルトニウム燃料サイ

発費の差を判別することは不可能

案の優劣を決めたり︑その研究開

ということも明らかにしている︒

クルの核拡散に対ずる抵抗力を高

訳は︑爾力会社社長︵九六対四︶︑

％の贈︒ちなみに一九七六無と比

めることはできるが︑技術的解決

議金提出用としてまとめられた

にもなる︒これら諸国における原

ﾆ界捲灘暫︵九二対六︶︑労働⁝

単期の原子力発電は七千二百八十

DO露レポートによると︑第3襲 べてみると︑設備容羅は二二％鱒

で電力の平均価格が五％上山する

所が岡社供給力の三〇％を占め野

だ﹂としている︒

騨摺懸者︵七七対﹁聯二︶︑電力規

産業分析家によると︑今年の一望

他の電力会往より石癌を多く消

以下に下がる︒

社の石油依存慶は五五％から一％
になるが︑ショーラム発電所は大

蟷に計爾が遅れ八Q琿代中頃まで

冒するサザンカリフォルニアエジ
ニューイングランドでは石抽依

原発︑電力料金
禅慶が︑金輪の一六％に対し約五

だけで電力コストは一〜二％上昇

ソン祉︵昨奪は四千五酉万疹︶は
存麗の高い電力会社が特に大選な

び南カリフォルニアにある石油依

五％と罵く︑ボストンエジソン社

は﹁米国が独自のエネルギー澱源

い四・五％禰湘すると述べてい

二千五蕩万疹の石油消費を削減す

されると︑同社の石演消費蟹は鏡

セ躍力が発表
ーー石炭と原子力⁝一を開発する

る予定だと述べている︒ただ︑現
ルック原子力発電駈が当初今無運

在よりさらに埴えることになる︒

ニューハンプシャ：社は︑シーブ

る︒パブリックサービス・オブ︒

基本負荷を一〇〇％石油火力に

れているため︑石癌コストは六百

転開始の予冠だったが︑それが遅

OPECによる原窩価格の引上げ
灯聾社は︑濡要家の電力繕金は平

依存しているロングアイランド露

け加えている︒

必要性を再び示唆している﹂とつ

引下げに貢献
影響を受けると迩べている︒そし

EEIは︑とくに竪臼沿岸およ運転を開始しない予竃だ︒

一疹当たりの総働格より大きい︒

価格の引上げ纒は︑七〇年代初の

階に分けた一四・五％のOP露C生八百万ゆの至難を節約すること

だろうと予想している︒ある石釜

一二＝一噂篇＝＝凹＝旧一一＝■榊＝楠＝騨一＝凹＝一一瓢＝一一一一脚＝＝旧闇一一＝一＝＝國＝罰＝＝二棚一一一謬篇■一一一齢翼窪

制担当蓄︵七五対二〇︶および政

電力価格平均5％上昇へ

東

一一

窩一＝＝職一＝＝一瓢■二＝＝雪一層獄一：幽＝層一三一＝廉一縛鱒二一＝一＝胴一■一一胴＝一﹁＝＝＝隅＝騨一コ囲障鞠一二翼驚＝＝瓢鱒一一＝輔雛＝

原発の：重要盤再確認
米国内の一部地域の電力会社は

OP匠Cの原油値上げで

出夫

力

原

A猛 ド が ﹁ ユ ユ ー ク リ ア ・ イ
ンフォ﹂を発行した背鐙には︑

原子力欝欝への批判や反対が先
鋭化するにつれて︑︸方的な見
解や不正確な構報が増加し︑大
衆の原子力に難ずる純粋な疑問
や棄朴な不安を誤った方向へ増
帳させかねないという案情もう

来︑原子力闘係者のみならず織

かがえます︒この摘報は発行以

会︑欝欝・州政府︑マスコミな
どからも重圏されていますり

ム

嵩

圏

齢
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藤野1◎◎円（送料共）
購竃兜料1年分霧窪金轟500円
カ

れはかなり困難だ﹂門安全挫があい

社会的側面
を実態調査
原塵が7餓一瑠故翻査國

ルアイ附ランド原発︑メトロポリ

ア州︑エユージャージー州など関

タン・エジソン社︑ペンシルバエ

えた三民の心理的︑社会的側面︑

連当局を訪問し︑今鱈の購故が与

避難翫画などについて︑実構を調

カプラント設計部展︑松原義周蕊

嚢璽工業原子力部擬代理︑別方三

ネルギー雀︵DOE︶などの趨邦藤仁引臼葦賢料窒電奮︒

A︶︑四境保証庁︵EPA︶︑エ
部長︑國分郁鶉療産月務局浸︑撫

米スリーマイルアイランド原発

政府諸機関をはじめ︑スリ⁝マイ

立脚したから﹂と説明︑これに対

瑠故発蛋鷺後の三月三＋一日付け

で各躍力会社に要謂した原子力発

し小林関電社長は﹁大飯一屠の遡

醗後に江隔通産楓は﹁わが国の

欠﹂として︑従来にもまして安全

ゆくためには原子力開発は不司

ト

三菱璽工藁株式意想

まいなまま運転を続けるのは不適

万として︑今薄塗奪
ったと述べている︒これに閲し

日本原子力薩業会議は︑表る三

て︑安全委は︑国民の健康と安全
を守る立場から純棒に科学技術的

ンバーは次の通り︒▽団侵山田

スリーマイル原発購故調査団メ

査する︒

太三郎▽醐員

アイランドで起きた原子力発鰍所
の瑠故について︑その翼相の究明

月ご十八臼︑※国スリーマイル

と︑圃劉故が与えた社会影響を調

力研究所大洗研究所長︑川崎義彦

による躍力不離の懸念や今園描躍

出するため︑四月や八議から二十

浜町擾︑浜田邦雄日立襲作所原子

茨城興粟海栂擬︑腰縄巌題井凝美

な判断を璽いたもので︑原発鰻止

しなかったと説明しているσ

の社会的反響については一切考慮

七沼まで︑山田太蕪郎︒原産常儀

号機運転停壷
十四日未明の安全委員長談語を

相談役を団擾とする騨故調蓋団を

大飯
受けて︑通産省は同日年前︑関

米国へ派窪した︒

筥永一郎日本原子

西︑四国︑九州の三電力の副社長

︵NRC︶︑食贔・薬料局︵郎
F臼
D本原争力文化振翼財鉱業務

同調査國は︑原子力規制婁熈会

が機械的にカバーされるとは思わ

十六日年前十蒔︑大阪一弩機は完

入り︑徐々に出力を下げていき︑

全僚止︵温態燭止︶した︒

役劃を累たす要素が入ってくる場

的な判断をしなければならず︑こ

合︑運転員は極めて短晴間に総量

れない︒ECCSの機能に璽要な
から大飯一讐機の運転鯵軽作業に

◇

に対し正式に今回の描躍を逓遷︒

科学難癖的立場を貫く

全性が焦点となった︒安金委は
ウエスチングハウス︵WH︶社製のPWRでも﹁加圧罷水位餅が誤表示し︑鶯CCS︵緊縮炉心冷却

関涯醒力は︑同沼午前十一時過ぎ

安全委

﹁予期しないヒューマン︒エラー

C︶およびW讐経の指摘に伴い︑わが國の対応が一目されていたが原子力安全蚕員会︵吹田徳雄婁

鼠賊︶が作鋤しないことがあるのでECCSを浮動させるように﹂との来週原子力規麟婁饗会︵NR

風長︶は︑延々十四時間に及ぶ検酎の後︑十照日午前O蒔二十分紀薔会艶し①痛恩誼水位謝問題がE

﹁解析結累による描圏がとられるまで大飯一弩機の運転を止める﹂旨の通産懲の申し出を了癬した

CCSの機能に及ぼす影響を判断するにはなお時間が必要②﹁この判断に必要な解析を至急朽う﹂

は︑世界の原発園の中でわが翻が初めて︒

江騎選産相は十六B︑単皆外四

﹁PWRのE8sの安全確
ま墾
た︑ウエスチングハウス社か

相は﹁結渠がまとまり次第︑PW

らの逸CCSに関する遡絡︑単離るが︑これに関蓋して︑江繭通塵
が各歓の部餐クラスへ入り︑慮ち

その中で江繭通産摺は﹁あえて

を文繍で要遷した︒

還転中を含む︶について︑翼点検

RとBWRの全発電駈二牽墓︵試

ムを編成・派養する﹂方針を明ら

結果確認のため特別保安監査チー

に社長へ準婚されなかった点につ

陳頭掴揮をとり︑原子力発躍駈の

いて︑江騎通巌槽は﹁社葬自らが
てまでECCSの安全確認を斯う

保安麗麗のため特別の体欄を確立

運転中の︵大飯︶発電所を鰹比し

自の科学曝露醜立場から＋二分に

方針に踏み切ったのは︑わが国独

する﹂よう要講した︒

晒天に弱まれた十七田︑神奈川

エネルギーの安定供給を確保して

凝横浜甫磯子区新杉田の隅試験所

まれている︒

かにしだ︒

安金性を追求するという霧え方に

案駐試験開始−軽水炉建懸化
に使命担い︑叢蟹にスイッチを入
れる藤波理磯畏

していく決悪を明らかにし︑鱈力

確保を澱腰細に原子力開発を樵難

会独に対しても︑今回の楽国の難

で開所式が挙行︑安全祈願の神禦

理覇畏がまず巖初の試験である弁

万全を期しつつ︑原子力発電の一

燃を他磁の石として﹁安金確傑に

がとり行われたが︑この中で藤波

捻抗測定のための装腰にスイッチ

い﹂と強調した︒

議の開発に格段の努力をされた

・オン︑同試験所での一遡の安全

この後︑別会堀で祝賀パーティ

性実瓢試鹸が始まった︒

った藤波理襲長は岡試験駈建設に

ーが開かれだが︑席上︑挨拶に立

金手科技庁畏欝欝

安全委の判断
尊重を再確認

三菱金属株式会社
三蔓電機株式会社
三菱商事株式会被
三菱原子燃料株式会社

高速増殖炉プラント

三菱原子力工業株式会社：

PWR原子力発電プラント
PWR船舶用原子炉設備

一と発表した︒スリ⁝マイルアイランド原発購故に関遡して運転申のPWR原発が俸止されだの

省

電気螂叢三口会会獲とPWRを運転鰹止には異存ない︒煮検の結

産

露結果から︑安全性が舎理的に確

通

断に必要な解析を肇慧行い︑その

電所の籔理体制の再点検結粟につ

十匹日未明に原子力安全婁図会

いては︑現窪各社からのヒアリン

転している小林疵一郎開涯躍力社

果︑安全性に麦纏がなければ運転

認されるならば︑運転再開を認め

グを鍵施︑通産欝ではそれらを検

繕梁を当婁員会に握出する旨申し

に︑一次系配管破断など苛酷な条

謝︑結墨のとりまとめを悪いでい

簿聞に逓産省の協力をお願いした

Y九州罐力師長を通産雀に招き

長︑山脚臓躍四圏躍力歓畏︑永当

が﹁加圧水型軽水炉の加磁鷲水位

通産省による解析には一週間程

になっている︒

鹿かかるとみられるが︑機器取り

停止期闇が長期化することも予想

替えなどの壌態になれば原子炉の

安全婁の延々十四時間に及ぶ検

される︒

験所では︑原子炉格納容器周辺部

件設定のもとでその作動性を確か

せて約七十種類︑蕩二十個を対象
誕試験を行おうとする原子力工学

める︒他方︑溶接部等熱影響部の

の︑加圧水型炉︑沸騰水型炉あわ

試験センタ⁝︵藤波情雄理蟹長︶

儀頼性実証試験は応力腐食割れを

影響部の儒頼性について実規模実

の磯子工学試験所が︑＋七臼︑開

際しての蘭係福の協力に感翻︒僕

十七日の閣議で江崎通産相はP

鰯

藤俊央関電翻社長︑佐疲正一策芝

中心とし︑どうしてそうした

群雀からの受託研究としてそれぞ
が生ずるのか︑さしあたり薩

れ

は二週闇位で決葱するだろう﹂と

し︑﹁大飯一躍機の遜転停止聞題

バルブは︑配蟹系統が襖雑なだけ

にも例の少ない箋規模によるもの

WRの安全確認総懸について報撫

だけに内外から注自されているこ

こでの実証試験のほとんどが世界
影響部儘頼性実証試験のうち総台

翻社長︑安藤良央深大教授らはこ

模擬試験は整商六︑七両﹈隼腱︑す

て金子科学技術庁擾窟は﹁原子力

の冤通しを述べた︒これに関糊し

年慶から四か年計画︑溶接鄭等熱

件下で︑環塊因子や趨動停止によ

を模擬しながら︑あるいは加速条

となどとあわせ︑その成瀬が軽水

の安金対策については安全婁の判

れ︑バルブの領置性実班試験は今

ない構造であることなど厳しい条

でに一部試験入りしている艇還試

炉の定趨化︑改善に大きな役織を

に実規模ループで実際の還転状態

件を満たすものが硬求され︑それ

る過渡的変化︑藤野︑施工法など

験は五十六庫まで四か無計画で実

断に墓ついて進める﹂との従来の

径三菅︑ザ綴程度までの配蟹を対象

に応じた設計︑製作と試験︑検董

の影響を礪関して原闘を究明︑寿

果たすことを強調︑門出を祝っ

に︑魍類が多く︑個数も膨大︒そ

等が行われている︒にもかかわら

施する︒経蟹は試験設簾︑供試体

方針を再確認した︒

命期闇中の溶接部の儲頼性を奨航

ず︑※国では漏洩や作動不調など

円︑後蕎では約六十六億円が冤込

た︒

の上︑放射性物質を系外に癬らさ

原子力発電所で使罵されている

所した︒

種バルブの作動性と︑溶接部等黙

原子力発電所で使われている各

鰍轡蛎罐実証試験始まる

磯子試験所が開所
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討では︑ECCSの手勲操作の安

い﹂と筈えた︒

る方針だ︒なおBWRは︑PWR

とられるまでの間︑通産省の話題

今回の描鷹により大飯一顧機は

のようなことはないとして灼象外

出た︒

低語は次の通り︒

なお︑蘭西糞力︒大飯一暑機の

指摘した撫圧器水位誹の闇闇に関
により陣止されることとなろう︒

一︑米国NRCおよびWH社運の
職は︑解析結果に基づく描鷹が
し︑原子力安全婁餓会は︑本件が

運擁護止︒これは現覆定検中の残

◇

能および性能に及ぼす影響につい

りのPWR七基にも適用される︒

WH社製の軽水炉のECCSの機
て判断するには︑なお若干の時聞

欝甘

安全委としては︑通産雀による解

を饗するものと蓼える︒

難

瓢

一二

製作費も禽め前蕎では約五十億
する︒

三菱PWR原子力発電プラン

一

針間題﹂について発糞した婁員擬

社長の陣頭指揮要請

醗翻倒

二︑このだめ通薩雀は︑この判

響驚

灘

@ ︑簿簸議

醗欝

特別保安監査i

試験はいずれも圖センタ；が通

バルブに趨騰した原発の故障率は
かなり衡いという︒このため同瓢

安全性と信頼性に定評ある

一

鶴瀬試験装麗︒︻魔に条件の異なる十五例もの賦験が可能という

全原発20基対象に
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上程しなければならないとしている︒うち原子力は五＋瑚隼度五墓四葛三＋五三KW︑五十五難度十
墓守五＋五万KWの新規魑手が計画されているが︑米国スリーマイルアイランド漂発肇故を契機に原
子力への不安が高まっており︑計画達成にはかなりの努力を必要としている︒

力︶については︑どークシフト対

一方︑八月鍛大霞力︵ピーク露
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燃料ペレットの靴工︑糊立までの

に便われた三菱原子燃料製の燃料化ウフン薄転換から二酸化ウラン
極はおよそ二十万本に及ぶが︑規

ラインを備え︑最近ではウラン換

千二十五万KWと予想◎この間の

こうした三雲鱈要の魍加に対し

隼平均伸び率は六・八％程度︒

て︑現状維持のまま捲移するなら

騨幣7

435（5）

1，〔｝55（三G）

生，26〔〕（47）

2，505（63）

﹁曹一一一一騨
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〉内はヌぎ数を小す。

ランにして約六哲八十誘に達して

の数では製作総数自動ハ老体︑ウ

碁体に望み立てられるが︑集自体

級︶の格子状配列に束ねて燃料聯

餉騨欄

760（8）
2，230（駁）

は算で薙聞四首二十ジの製造能力を いる︒このうち︑美浜︑高浜︑玄

定領を超えてフィッション︒ガス

26｝

三菱原
子燃料

燃料棒は約三十二万本︒燃料樺は

れたのが燃料棒にして約一一＋万

り︑便用済み燃料として取り出さ

海などの発電駈で使われていた

故障率︑米の十分の一

国産燃料の優秀性立証

故障燃料

15〔X27＞

会社で︑設立は晒和四十六年ヤ ニ

級︶︑十七×十七︵颪十万KW

故陣の少ない理由について︑

％︑三菱露工業一五％の共同撮饗級︶︑十五×十五︵八十万KW されて装萄の日を篠っている︒

庫W
︒残りは各発電萌と同社に貯蔵
一％︑ 米 ウ エ ス チ ン グ ハ ウス蕪四十四︵三十万KW〜五十万K

三菱原子燃料は︑三菱金属五 原 子 炉 の 出 力 規 模 に 応 じ て 十 四 ×

る餌がこのところ高まっている︒

に国産燃料技術の優秀性を評価すもつ︒同社がこれまでに製造した

繊から︑心力業界はじめ関係各界

を一桁下回っている︒こうした実

来国製燃料の故陣率に比べ︑これ

劉含︒米国の運転炉でみつかった

わずかに一蒸で︑＋万本に一本の

︒リー ク の あ っ た

度
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二酉弱弱KW︑火力日舞二十万K
W・原子刀四霞三＋五万KWの命

給予備率は七・一％に︑五十九年

万KW︵六＋三地点︶とし︑それ

千五十五万KWの禽計一一手五百五

単期着工を詰り︑原子力を中心に

十四地点二千二百三十乃KW︶の

︐画5

外務憲国際連合局の初

かね

こ

くま

お

熊夫

辱

ード大学法学部大学院に留学︑

三十六年外務省入省後︑ハーバ

周修土︒条約局︑在※︑在ベト

を経て四十四隼国運局科学課次

ナム大健館︑経済局︑アジア局

協定交渉などを手がけた︒その

ムの論議花盛りの時期に原子力

席覇務冒︒核防条約攣期調印や

日本は何ができるのか︑できる

後海洋開発とのつながりから環

グ・マイ・ウェイでは得られま

金子

代原子力課畏になった

﹁原子力課﹂

必饗か扁﹁外国の例は﹂﹁他雀

隈り協力するという姿勢が大

境間題を担当する︑国連人間環

が誕生した︒﹇なぜ原子力課が

︒データと理

事偏とあり方論︒﹁臓界の原子

燃料サイクル・アップストリー

隠との蘭係は﹂

力政策決めの盆愈づくりの年と

い︒霊界の核拡散を防ぐために

冒庁や有力筋の間を梼力胸に説

詰めな論理をひっさげて︑関係

ム︶の準備にあたった︒岡会議

境会議︵四十七年ストックホル

ス﹂の日本語版﹁かけがえのな

の標語﹁オンリー・ワン・アー

議要務局長の要請で国連入り︒

同会議が縁で︑ストロング岡三

篠

いて麟つた︒カーター以後の原

蕪
く鍮欝

い地球縣は︑広く知れわたった

もなる来隼には︑先逸国とのつ

熱瀞

猟田

子力行政は︑捜術のほかに外交

課蔭り物

上の専門簿識が大きなウエイト
を占める︒霞が蘭の

きあいだけの身勝手さは許され

環境計画事務周長特別補佐慰兼

が︑氏の蓄案と知る入は少ない︒

て蜜庁街でちょっとした話題と

なくなる︒アイソトープ利用を

二年七月︑外務省国連局科学諜

上級企画冒等を経たのち五十

とし

なった︒語題の主は金てにお膳

主体とするアジア諸国の原重力

快挙

はかくて始動から一年にし

立てして︑科学課から分離独立

開発にも手を貸さなければ扁

てスピード完繕︒

語

ができてうれしいというよりも

と︑IAEAのアジア地域セン
に碁席事務窟として復煽︒五十

した原子力課の初代課長︒﹁課

責任の方を感じる扁と︑ずっし

︵紙・O︶

康子夫人との間に一男一女︒

趣味は芝居︑音楽︑テニス︒

四年一月科学課原子力調整宮︒

ター構想の実現に悪欲をもや

県出身Q乙吉屋大学法学部卒︒

昭和十二黛一月盗まれ︒愛知

す︒

りした石板の璽みを確かめてい

第四コーナーに入った国際核

る︒

燃料サイクル評価◎﹁ゴーイン

ラン濃縮については﹁照和五十六

アイソトープ装備機器の新しい応

蒼︶は︑縷出器・測定器の進歩︑

療用興の滅菌︑食品照射︑放射線

開始に持ち込むとしている︒とく

年度完成をメドに選心分離機七千

の開発利用状況と新制要泥中な

用︑放射化分析利用技術︑国内

千九百三十四万KWを禽む水︑火 について﹁ホット試験を逸めて︑

力およびLNG火力は三倍強の規台規模のウラン薩縮パイロットプ

に︑この十年閤で原子力︑石炭火

ラントを建設し還転を行う﹂とし

架橋︑加速器の動向などで︑アイ

LNG︑石炭など醒源多様化にも

ら六＋三無度までの後期に原子力

玉十四年度の
新会員を募集
：⁝：・原塵
日本原子力産業会議はこのほど

放射線利用研究会︵大脇患一会

動力炉開発第二次艶本計画のう

術について︑主として研究者・技

るアイソトープ︒放射線の利用技

すでに幅広い分野に応用されてい

擾︶の昭和五十四繊度新規会籔の

ち高速憩殖炉について修正された

幕簗にとりかかったQ研究会は︑

ものは︑従来の﹁実験炉は臨界に

に設定されたもの︒

動燃の動力炉︑燃料開発

術蓄を苅象に︑一一グループの編成

六〇〜七〇％にとどまっており︑

て︑工場操業率はこの二︑三縄︑

に対する評価が高まる中にあっ

再処理旛設がホット試験に入るな

計画でカバーされていたが︑巖近

画はこれまで原子力開発利用墓本
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大な報道を批判

英報道︑米の誇

は二八％とでた︒門わからない﹂

ハリス社調査

蟹成五％ダウン

％となっている︒

とした人は覇故削照四％︑後嗣四

ゴルレーベンの放射性廃置物賠

建設反対﹂を麟んだ︒

ベンの放射性廃麗物貯蔵センタ；

トエウム慢罵反対﹂︑﹁ゴルレー

デモには約五万人が謬頒︑﹁プル

で原子力反対のデモを展開した︒

二ーダ⁝・ザクセン州ハノーバー

の二月三十一臼︑エコロジストが

西独では？MI原発鱗故の瞳後

西独では五
万人のデモ

鋳素餐の動きに出ている︒

求︑エコロジストなども原発の即

規原発の運転認可保留などを要

ラトリアムと原発壌故解明まで薪

開始︒また民主労趨は試着闇のモ

﹁麟民投票を行う﹂との運動を

方︑社会党のミッテラン三寿擾は

い﹂など政冊方針を発表した︒一

い︒建設一顧も毘癒すつもりはな

は炉型の違いを指摘一⁝など︑内外で原子力発電をめぐりさ藤ざ

かかわらず漂発支持︑欝欝前の原

実施︒うち三八％が票故の繭後に

現在はどうか﹂とする世論調査を

故が鵡こる煎は原発支持？反対？

は撃発を放難ずることができな

っていることから︑原発反紺派はこれに向けデモを展開︑英国で

一

τM王原発瑠故が三月二＋八日 く恐れがある﹂としていた︒通告

の軽水炉総点検ということにまで

冷態停止へ

及んだ︒米国のウエスチングハウ

間以内にNRCに趨註する手順の

@一

みるとli◎

なお高い原

発支持率
地元紙の世舗調査
スリーマイル原発騨故嚇によっ

二％は原子力発電を支持しつづけ

いう︒地元紙﹁ランカスター・イ
ンテリジェンサi・ジャーナル﹂
が︑四月二臼から八照にかけエリ
ザベスタウン大学の手で行われた
地元二十四謎層奉安僅罠に対する

世論調査の紬果として溌表したも
の︒同調査ではさらに︑①公衆に
対し翼実が教えられなかった五二
％︑教えられた三六％②悩報がよ
く行きわたった四九％︑行きわた
らなかった四二％⑧政府の鱗故対

策はよかった六九％1なども瞬ら
かにしており︑金髪的には︑より

慣璽な雪転を求めながら︵八○

ワシントン・ポ

日︑ワシントン特別区に儀む九筥

イ恥一躍 原子力特殊扉

る︒その概要は①他の計器で確認

イルアイランド原発二弩機の一次

順の見隠しiiなど十一項目から ン・エジソン社に対し︑スリーマ

ス︵WH︶社︑ゼネラル・エレク が認められた塀合︶︑運転員が黍

運転しないこと②圧力謝が異常値

NRCは十三日︑メトロポリタ

附した﹂とも明らかにしている︒

琴芝し⑦水窪ガス難生騰の対応手

が世界の回歴の大半を占めている

トリック歓のPWR︑BWR動
両に
炉よりECCSを鋤かすよう通
できる場台は一つの針難に頼って
成っており︑運転会社はこれらを
を示し だ ら 手 動 で E C C S を 作 鋤

Cに報告することになっている︒

チェックした上︑十田以内にNR 系の段階的冷却開始を認陣した︒

予噛通告はすべての軽水炉運転者
させる③圧力逃し弁を再点検する

ことからその影響は大きい︒

④圧力が下がっても圧力逃し弁が

在︑格納容器内の水纂濃臓は一・

れた再点検項頃はCE社製PW入
Rることになったもの︒十二日現

WH社製のPWR運転暫に送がら
完了したことにより次の作藁に

原子炉圧力容雛内のガス抜き運癒

運転養に連絡しただけで︑なんの
閉らない鵬台︑手動で閉める⑤す

十四賃NRCがBWRに
︑対P
し出
W
されたが︑この晴点では
R二丁型の 運 転 蕎 に 通 達 し た 指 灘
要求もしなかった︒

が発展していったもの◎NRCは NRCは翌十二欝︑十一項嘗か べての安全バルブを点検する⑥格

・再点検は干一日の﹁予備通告﹂

納三雲が耳鎖できるか点検する⑦

運転轡のものに比べ一項国多い︒

ら成る﹁原子炉安全対策﹂を全原

て来国内外ともに大揺れだが︑肝

ると語り︑五八％は事故のあった

している︒NRCは十三臼の記二心の地元では︑にもかかわらず六

生器で黙を灘うという通常の方法

条件を萄利と麗でいる︒主として

︵異状︶を示した場含︑初めて安 をとっている︒十三田午後には炉

の場舎︑NRCへの通告体舗を点圧力計と水位計の両計囎が﹁低﹂
検する一⁝などというもの︒

薩灘はコレディフにつなぎ二千ゾ

SWUの段階的拡充により弾力性ドル安のためユーロディフ価格は
米国を一五−二〇％上二ってい
ィフ価格八％増に対して米国では

るQしかし過表一年間にユーロデ

れている︒一九八二黛一万八営踏

二号機の逸転継続にも好態的だと

のに比べ︑WH社のは加籏器の 会麗で﹁謙譲を下げるため蒸気発

の圧力計だけで安全注入系が働く

予舗通告で﹁バブコック＆ウィル

禽︑補助装麗が作動するか︵逆の

これはCE社製のものが︑加圧器 六％︑原子炉内は約二蕊度を維持

R運転蓄に対し十一項隠の掴灘・

コックス社則のTMI原発二警炉子力発電所の運転習に漁選︒PW 点検等で安全壷屋を休止する堀
の加圧器の水位紺は誤った麩楓を

今園の禦故で原子炉の遼闇闇の

RCに報告するよう指添した︒
H︶社製 の P W R に つ い て も 水位

示した︒ウエスチングハウス︵W 再点襖を実施し︑二週閣以内にN 場禽も圖様︶確認する⑧瓢故溌生

謝の誤蕉から運転員の誤操作を招

塵の能力の三〇％を占めることに
なる︒ユ⁝ロディフの金能力は百

一九八一奪宋までに必要な資金

璽要な役割を担うことになる﹂

万KW級原子力発芽所約酉多分の をもち︑撹騨的にこの先端分野で

輸繊︒ユーロディフの始動という

供給補力を持ち︑生産蟹の半分を

ディフ価格の方が翻轟という状況

ご○％樋上りしているのでユー嶽
が︑うち十五億ないし二十億漏は

九七％が行われた囑征も見積り讐

SWUの盗産調は外醐の客とEデD
ィフの供給は確塞だが※圏の覇

年中に魑工する計画︒コレディフ

％︶大多数は今なお原子力発躍に
にはある︒コレディフのサイトは
濠だ決まっていないが︑一九八O 妊愈的だとしているという︒

三十困名の佐民を対象に﹁原発蟹

米、世論調査では堅調基調

聞

産

力

原

濃縮 工 場 運 転 入 り
発注のウラン灘縮サービス懸はユ

ーロディフの九Q無までの生産力 技術関成功はCEAが︸九六九年は二百二十転戦と晃績られている

ト・プラントでの試験を舎めて丹

から行ってきた実物大のパイロッ

契約では規金面格が一がされインフ

が続くとは見られていない︒長期

のほぼ盆醗に相当する︒

の条件はまだ確嘱していないが︑

祉嫡発行でまかなう︒第一團発行

の建設蟹の範囲内で工購が進展し

Fでほぼ折半して供給を受けるこ

原子力は濃繍サービス棋給が保
証されていることなどの条件でよ

鏡在蔑で西欧諸国︵米国を含む︶

ている︒

一九八ニー八五庫にはフランス

スト紙調査でも

トナーが引受ける︒

ランが撤遍した煽含には他のパー

米イ
のワシントン・ポスト紙は八
U︑※国から一蓄鏑SWUの供給 一％︑COGEMA二九％︶︑

裸蓮以外の霧はユーロディフの

を受ける毘込み︒

内外の反響さまざま

繊

札幌、仙台、東京、新宿、横浜名古屋、大阪広島、九州

株式会社イ恥臨串

ユーロディフコミュニケ発表
︻パリ松本駐在厨編ユーロディ
フの凝縮工場が今無三月遡転入り

したことからユー蔚ディフは二
九七三無当時の計画逓り建設が進

念な準漏を膿浅きしたもの︒一九

レの進展に従って傭上げしてゆく
七三奪末の計爾は守られ︑発注の

は膿縮サービスの九〇％を来国か

一方︑鑑薩灘の大半は擬期契約

の原子力発鷺駈はユーロディフか

発行額は三態ないし黒海湯と兇ら

りエネルギー独立が可能となる︒

ミュニケを発表した︒概要は次の

ら供給を受け︑残りは主としてソ

で売却蜜み︒蟹金謝画もトリカス

半分を供給できる﹂などとするコ

捗︑八二年 に は ※ 国 の 磯 縮 能 力 の

適り︒

遮から供絵を受けてきた︒ユーロ

タン工場完成まで金颪獲得ないし

ことになっている︒また﹁ユーロ

﹁ガス拡北新濃縮ウラン工堀一

ディフはこの弱点を魁正し︑主要

禽は分らない﹂という擢摘も一部

穆機が一九七三無魑工以来順調に

な審とパートナーに必要な濃縮ウ

とになる舞込み︒

のウラン灘縮を行った︒この生雇

進捗︑今年三月運転を開始︑最初

万八百ゾSWUが逮成される一九発行の社臓翫画に相当する︒一九

予定︒残りはソ適から四百ナSW になっているが︵ユーロディフ五

八○；九〇年琿一ご％の成畏が茅

ら音聞四千三齎誘SWUを購入の にはイランが二〇％崖螢すること

想される市場でユー蔚ディフの生

としてユーロディフが近く第一團

八一羅には米国の能力の半分︑西

確定している︒その確定資金は主

会歓︑西独 一 社 ︑ ス イ ス 一 被 と 株

独の他の濃縮能力の十倍︑洒欧諾

ユーロディフの躍縮能力間間一

主︑対応国の爾力翁社と合計十八

F︒ユ⁝ロ デ ィ フ は 閾 本 の 九 電 力

の発注暫はCOGEMAと
E
ラン
のD
大部分を供給する︒

件の契約を 締 雪 し た ︒ こ れ ら 正 武

茨城県岩井市鵠戸423TELO2973（5）5711
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灘

難繍灘騰

閲するエネルギ；雀の主要澱務を

◎①標華と基準の作成日程を迅

定めること

▽廃棄物管理計画を定める当務

められるべきである︒

▽選択される技術オプション

する︒

は将来世代に延期されないものと

なものとされる︒

は︑あらゆる関運放射線防護基準

▽民間部門の中で発生する廃棄

きである︒

産業界の規模とは無関係であるべ

▽計画の墓本的な要素は原子力

と︑その他適用可能な規制要件を

▽一般大衆の健康と安全は閣下

満題させなければならない︒

の袴慮事項でなければならない︒

計画のなかには︑あきらかに︑安
物の翼下と処分に要する瀬切なコ

▽便用済み燃料の暫定貯藏は︑

るように設計されるべきである︒

▽短期的な研究開発計画とサイ

と安全に及ぼされる影響は︑解析

潜在的な貯藏所サイトの選択︑特

表示および配躍について勧告し︑

る施設の地域的な劃りふり︑特牲

▽州と地方の二⁝ズが満尾され

告を検討し︑これを作成する︒

性表示および適性決定に関する勧

モデルを採用することによっての

▽将来の人間湧動による影響

み評価されるものである︒

ればならない︒

は︑とくに注愈深く評価されなけ

Cによる許認司の両薗でエネルギ

IRGは別の技術的見解の詳細るよう︑計瞬サイトの勧告とNR
説明を︑次のようにあきらかにし

ー雀と各州を援助する︒

▽会議の賛同にしたがい︑その

ている︒

討議を助けるため︑必要と思われ

サイトと設計の適性を評価する
ために︑システム概念を厳密に利

た婁員会の中にはあらゆる関建嶺

る諮問委員会を設匂する︒こうし

事看黒体の代表煮を含めるべきで

用し︑また将来の人開活動による

を条件とすれば︑サイトの確認を

影響を鍛小限度に食い止めること

ある︒

管理計画における追撫的な州の役

の閤題を含めた運邦政府の廃山物

▽州の組織上︑その他の制度上

妨げるような科学的環由や技術的

適性サイトとは︑ある貯蔵所や

理密は麗当たらない︒

事前に定められた川州を満足し︑

る︒しかし︑必要とされる関心

して等しく適用されるものであ

要性は︑政府のあらゆる部局に対

然として存在しているが︑この必

悪憲決定に関心を払う必要は依

決定に閲心を示している︒

むしろ︑今日における良好な愈憲

高視点からの繧動についてよりも

もしれない︑過去における濡動や

不適当であるものと立証されるか

たがって︑王RGはさかのぼって

とが確認される必要姓がある︒し

めに適切な方策を標越しているこ

た︑基本的な匿的を満足させるた

しい方商に向かって進行し︑ま

かし︑鏡行の廃棄物管理計画が正

るためのものとは解されない︒し

る︑差迫った一般公衆の危険があ

れている使用済み燃料から生じ

物や現在︑動力炉サイトに貯藏さ

こうした繁急性は︑既存の廃棄

いているものと認めている︒

一般大衆と産業界が切迫感をいだ

確かめることに関連して︑多数の

画に翼体的な進展を還成するのを

王RGは︑政府が廃棄物籔理劇

︵lRG︶﹂の一般見解

る関係登庁検討グループ

︑

割を定めること︒

だろう︒同会議は︑その見解と勧

﹁州計画立案会議﹂の機能と霞
務は︑実樋灘務に関与するもので
はなく︑次の諸点が含まれること
になるだろう︒

▽﹁国家放射性廃棄物管理計

の甥期措腰を排除するものではな

は︑早期の華箋渓定もしくは︑他

IRGは︑自らが作成し︑慎窮

い︒

が︑州や地方のニーズに十分兇襲

欝を作成して州の将来見通しに役

うものとなるように︑これらの文

物活動等の計画立案に間する文霞

画﹂︑サイト特性計画その他廃棄

﹁放射牲廃棄物管理に関す

放射性廃棄物が数量無のあいだ生
態系から運続的に隔離されうるこ
とを︑高い確度で提供するサイト
をいう︒

よって構成される縄織に︑特別か
つきわめて有益な役割をもたせる
ことに同感している︒同時に︑技
術専門家︑野々の利益代表蓄およ

づけを行っている︒こうした機関

れる他の諮問機関にも璽要な位躍

は︑一般公衆の参獺に関するセク

高レベル廃棄物について勧告され

いて潮述された次の各嚢素に台悪

王RGが考えている州計画立案

ションの中で議論されている︒

会議は︑大統領が指名する選任幹

議長は︑大統領が任命し︑指名す

構成されるべきものであり︑その

部と大統領の政策担墨代表蕎から
▽適邦政肩が技術的に控え冒な

する技術と手漉の幅をひろげるこ

告とを大統領︑エネルギー省長窟

る州知事がこれに当ることになる

とによって︑不確実性の解決を求

は︑廃棄物を管理するための貯蔵
容囎を維持する一方︑高レベル廃
飼物貯蔵所の一発に向けての段階

が︑以上の康則と完全に命致する

な検討を加えている勧告のすべて

／

O

羅︑．

ぬたレヤ

玉婁

口

も

も

曾く03）541−2191

東京都中央区銀座4−10−4

米1RG 誘
§霧

灘
速化し︑また②環境保護庁︑NR 全上︑環境上︑組織上および制慶

較的唖要な闇題をもっていること

長期聞︵たとえば千琿以上︶︑比

▽超ウラン廃棄物が︑きわめて

細引萱を即刻開始すべきである︒

が負担すべきである︒

ストは︑発生蕎が撃払い︑受益番

システムの全側面の検討がおり込

C︑運輸省およびエネルギー省相 上の要素をふくめた︑廃棄物管理

必要な体系
的接近方法

くしてできる貯蔵所であるとする

処分施設が利用司能となり︑処分

ト特性計画は︑雛蔵所の立地用に

的なアプローチを支持する︒

法︵NEPA︶に基づく雪年の繕

ものであり︑将来︑国家贋塊政策

▽その濡鋤に関する年次報告露

立てる︒

の作成に当たっては︑政府の放射

鰯している︒

果を歪めるべきではないものと確

性廃棄物処分計画に関するその勧
告を辱める︒

IRGは選任された幹部職員に ▽放射性廃藁物を管理し処分す

望まれる州計
画会議の設置

だろう︒

および議会に報告することになる

▽据え円き︑および処分の機会

ことを妨げない︒

後︑より鐸期的な技術を採目する

堰口を求める隈りにおいて︑その

手段を開発するため︑研究開発の

▽各々の璽素が選択された代薔

める︒

▽短期的には︑貯蔵所計画に関

アプローチの維持を必要とする︒

審さない︒

▽国家環境政策法のプロセスを

各要素は

した︒

た暫定的な戦略計画立興根拠につ

IRGの参筋メンバーは全員︑び一般公衆のメンバーから構成さ

高レベル廃
棄物の戦略

の変化によって︑一般公衆の健康

蔵所設計︑地質︑気候︑人間隔壁

長期にわたる隔離の程度および貯

場食の貯蔵所によって提供される

▽ひとつのシステムとしてみた

IRGの検罰では︑多数の技術を示している︒
轡門家の見方を反映するものと考
えられる︑多数の璽要な技術的見

の考え方を署しく拡張し︑明確に

魎竃的計画立累霞的の仮前提に墓

のための熱負荷を減らす以前の期

︵注︶ISF一中聞規模施設

u，分離精製装置

幽Pu，

互の公式な調整プロセス等の規制
事項を取り扱うための方法を改善

施設の許認可

◎すべての新規最終廃棄物処理

原子力規制委員会︵NRC︶はすること
独立規制機関としての性格ゆえ

物処分闇題の制度的諸側面に付随
している困難と璽要性とを強調す
に︑参加することによっても︑報
◎商業的に発生する使周済み燃
料の貯藏に関する描圏

生態系からの
隔離が目的

▽われわれがもっている現在の

知識や設計能力に制約があるにも

している︒この拡張された検討内

ついて︑短期的な題画渣動が説明

五内に行なわれなければならな

選択されるサイトが種々の母巖と

い︒しかし︑便用済み燃料の一部

∫場

本社

画期的なコメ
るとともに︑政府の計画が過去の

ントの導入
告鐙の見解と勧告とに蟹成するこ

Gの活勤に参加するよう招講され

ることを希璽表明した上で︑18

ものと比較して︑より慎璽であ

理されたものになるように強調す

とにはならないとの了解が得られ

ることである︒

IRGの主たる勧告と曲解は次

IRGの他の見解は︑廃棄物曹た︒

び廃棄物の形状を選択するために

理のための短鰐計画と研究開発計

は︑体系的な接近方法が採用され

▽蟹甥幣および属間の諸湧出か

かかわらず︑科学的および技術的

秩序ある政策づくりがカギ
ら搬出される既存および将来の放

な知識全体は︑地域の選択とサイ

B︑大統 鑛 か ら 放 射 性 廃 簗 物 に 関

容を反映しているのが︑次のよう

されるべきである︒

地質水文学上の潜在特性をもつた

はサイト外の申間貯蔵施設に運ぱ

既聖∫減鵬雌斧

兵庫県尼崎市亦瓦浮管上島1−1 曾（〔｝6＞488−2501
ブ曳阪市翼ヒ区水梨閏ぎ4 6 盤く〔｝6）345−6261

人阪自重業部

（原研JPDR・密雲再処理工場聞輸送用，

IRGは︑報告罰薙案を一九七り︑より理解され︑そしてより簿
八隼十月十九臼に公表し︑一般公
衆の検討とコメントを提幽するよ
う求めた︒その後︑一九七九年一
解を認識している︒

こときものである︑と勧告してい

と︑その実施の霊たる圏的は次の

月一町までに全州から約三千三百

◎廃棄物管理の屡的

1RGは廃棄物管理計画の立案 ▽地質環境︑貯蔵所サイトおよ

画を策定することを悪隈した︑臨

◎放射性廃棄物を最終的に処分

のとおり︒

のコメントが寄せられ︑これらが

のである︒この他︑包括的な技術

定的な戦略立案根拠に関係したも

するための貯医事掘さく方法の凝

今回の報告憲は︑システム概念

検討された︒

検討︑社会的合意の形践および技
望に関する技術的見解

るべきである︒

の範囲内で︑墓礎科学的な問題点
術的保守主義の必要盗にふれてい

使用済み燃料政策︑研究開発の国

る︒

を指摘する広範な根拠に墓つく放
る︒

麹控廃棄物管理計癬の必要牲を確

原発合意に新組織を

および将来のあらゆる翻類の放射
際協力および輸送颪と欄慶蘭での

認している︒IRGはまた︑既存 この報告霞は︑中間規模施設︑

牲雄蘂物が処分できるようにする
問題について議論している︒

IRGは次のような十四の運邦

ため︑翫画と貯藏所設計において
は︑柔軟姓をもたせることの必要

◎超ウランおよび高レベル廃棄

サイクルから廃棄される使用済み

射性廃棄物︵ワンススルー核燃料

諸機関の代表音によって構成され

物を処分するための露定的な戦略

性を強調している︒

IRGによれば︑廃鍵物管理のている︒エネルギー雀︑国務雀・
立案根拠の霊要素

トの特性表示をすすめる上で十分

府環境諮問婁員会︑環境保護庁︑

燃料を含む︶は生態系から漏離さ

IRGがあげている一茨的な欝 ▽橿々の地質環境における︑懸

なものである︒

内務雀︑運輪省︑商務釜︑大統頷

◎州地方政府との共岡計画立案

◎珪岩物管理翫画立案の全体に

鼻の餐在貯蔵所サイトに関する詳

▽貯蔵所の建設と運営とは段階

的の中では︑次のものが簸も蟹要

溶解︑翼処理廃簗物の隔壁化およ

的にすすめるべきであり︑少なく

たる闇の必須な計画要素というわ

﹁

び超ウラン元粟の変形といった方

とも巖裾の貯藏所における初期の

けではないQしかし︑もし巖初の

れねばならないだろう︒

法による掘さく地下坑内設躍︑宇

廃部物掘え麗きは︑技術酌に控え

▽王sFは実規模の貯臥所にい

囲への放出などのほか技術オプシ

﹁

れるべきである︒

ための計画立案と匿的は︑鯛魍用

原子力規舗委員会︑航空字憲局︑

のための協議・協調プロセスの支

ならびに 館 下 の 諸 活 動 か ら 生 じ る
既存および将来の放射論叢簗物を
大統領冊行政蟹理予舞局︑同科学

戦略計画

暫定的な

国家安全保陣会議および照縮局︒

技術政策局︑同国内問題政策局︑

生態系から隔離し︑一般公衆の健
艇と安全に蟹大な岡威が及ばない
ようにすることにある︒

今回の最終報告購には報告竈箪
案の原文が転載されている他︑個
々のセクションごとに一般公衆か
ら寄せられたコメントの要約を各
々のセクションの巻末に桶諭して

実規懊高レベル廃棄物貯蔵所が運
醐するかなり弓始に︑誹画される

する師団鐙を提出するように酎令

に強調された数節の文麓である︒

い︒電気劉業蓄は︑最大限可能な

いる︒
IRGは︑高レベル廃藁物の鱈 ョンに関野した知識の状況を検討 陰なものですすめ︑初期のある期
IRGは︑一九七八年三月十五定曲戦略酎画立環根拠に関するそ した後に︑最初の処分旛設が掘さ 間は︑廃棄物の再回収が可能であ

されたのを受けて︑議会︑州地方

▽放射姓廃棄物を題久的に処分す

限り︑欝急所が利用できるまでの

セットの中から選ばれるように設

ISFを建設する適堂な機会が存
が利用可能となるまでのあいだ

政府︑インディアン諸族︑産業

ある︒もし適嶺な時に必要とされ

計されるべきである︒

目するならば︑この機会を利用す

界︑学界︑公益グループ︑環蠣団

控え目な方法で︑一捗一墾すすめ

るためのアプロ1チは︑技術的に 麟在的サイトが確認されるべきで

み燃料を貯興しなければならな

間︑康子炉サイトで︑その使粥済

るQ

という初期描麗を講じるべきであ

べきである︒

体および一般公衆から広範囲な兇

するためのオプションを保留する

るならば︑これらのサイトを採網

の処分︑および深海沈殿物内設

▽翼々の地質環境にある多数の

解が入手できるようにこころみ

るべきである︒

麗︑深甚掘さく孔内設置︑出石の

IRGの主璽見解の一つは︑一 ▽掘さくしてできる財藏所内で

た︒

とが実質的に一体となって︑廃蘂

⑧季亥燃孝斗力［1工葺者設f蒲

嚢コ胸謹

。＿一ρ

般公衆と す べ て の 当 聖 轡 グ ル ー プ

罵嬬噺鳳哩斜。

穿京支店

電話（572）8851

轄F隔濠了

醇木舗化工機

紐鋼鵜㎏顧ヴ繍癖讐｝騨瓢罫辱い

聴毛要素4本入，重量25屯）

干104東京都中央区銀座8−11−4アラタビル

蝋鱒唖費7闘酒獅

隊｝桝一瓶理Lしじ

KKlO三層用済核燃料輸送容器

摯構薫螂鋤二臨謎鐘
凋 薄酬噸重重既三二 降臨＠陰

説明轡、見本をお送りします
躍岱スイづi野白：ン繍試曾紅アイソトープ生

二更寸胴や伽瓢触7腿層」費幽

リースの洗，等等は非常に効課的てす。

聾二二」＿4】趨β摩孕二心魅L珊

簿勘蕪翫

概

器灘翻

⑱放射性廃棄物処理設備

艦る
諏蔀鞭嘱抑弼瞬幡

カラス、金属、プラスチソク製品等の放射
能汚染は容易にバンククランド・レヘルま
て除染できます。特に放射能汚染されたグ

核燃料サイクルの一端を担う 鴫溢響

蟹

⑲核燃料輸送容器
⑱核燃料交換袋置
⑭核燃料取扱機器

轟放射能汚染の除去

持
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聞

業
産

力

原

躍−

一涯・毒鎚儒⁝⁝

にしていく方針︒
また︑現在︑臨調薮蔭に求めら

ニ

篇

物

需

れる門各雀意見漏についてはこれ一︻

た温排水調査検討委蝿会で瑠業蛍

翻圏無慮審動嚢

で︑火災︑天災などの購故蒔環境

潮瀬などに設けられた模擬建麗

睦ゴ を明らかにしょうとするもので尾
一︻

性を確認していく︒さらに土中拡

痩を調査するなどして貯蔵の健全

体を落下させその挙動と損鰯の程

を想定して斜面で土石と模擬固化

験槽を建設するとともに地震など

麗町と茨城興醒海潮に耐漫出性試

金性実舐試験では整磁累国父盛大

納︑加熱実験を行うほか︑土中健

とアスファルトの模擬固化体を収

尾糞沢の模擬貯蔵設備にセメント

のうち火災聴安全性実離試験では

を再現︑その影響調竃を行う︒こ

＝
嵩
＝
＝

謡
どこし︑原子力工学全般から原 皿

原産H受講生を募集申
二本原子力疲業金議は︑五月

一︸

嵩
受講料は講義のみで十万八千篇

れそれ予避されている︒

蟹業圃の大洗工学センタ⁝がそ嵩

力発電所︑鋤力炉・核燃料醐発篇

見学禽で︑粟東爾力・窪窪原子篇

ている︒六月七︑八日の澗臼は箒

皿二十八磁から第二±二一門原子 基力発鱈にいたる各論決で﹁安 ＝
全性﹂についての配麟がなされ課

ｮ力講習会﹂を異施する︒

@前期は五月目ナ八日から六月
濫八闘までの土・日をのぞく二二
誕聞︑後期は六月二十五臼から同

本講習譲は︑昭墾二十三年い

＝二十九田までの一週闘︒

犀

轤｢毎年開鰹されている原子カ

門原子力総盆講座﹂︒

散安全性実証試験では継妻急戦塾
濡

霊界でもっとも長い伝続をもつ 円︒講義紅斑ともで十二万円︒＝

l−

取︑分析︑トレーサの移動状況

憶

の調整を行い︑今後の処分サイト

このほか今妾狂酎画では今後の

選定の基礎データとしていく︒

il

諾

篇
受講希墾および問倉わせは原罵

産・望事課まで︒

lーーi

ための実地試験のスタート︒異体

ll

か駈の土壌をボーリングにより採

郡大熊町︑岡楢藥町︑璽海村の三
今園は︑スリーマイルアイラ

ーー

醸︒

簸鍛四十名︒締切りは五月十八塩
＝
諾

1

り方について巖適総合システムの

低レベル廃藁物処分の至難化のあ

︵電気出力十六燃刀五千

嫌、畠畢翼翼

まで東海区水窪研究筋に設隔され

嵩

；

体から提出された漁場環境影響騨

価報告盤の極討を行い﹁獲宮見

更を勧失するなどして影響の低減

需ンド発認所強弓の教訓から︑力
一

的には秋田堅鹿角南羅薄歯にコン

ATR売電価

全盤を北陸翼壁へ

格は6円52銭

﹁ふげん偏

動燃野業団の新型転換炉原型炉

磁価格は︑一KWH嶺たり六円五

KW︶発生電力の北驕⁝力への売

第一魍を対象に︑六月十八B〜二

士瓢田︑Cコースは試験猛饒の総

Aコースの実習は︑Bコースの醸

目編で七月九日〜十三日︒なお︑

流して︑放劉線医学総倉研究駈で

終臼の二十三貝︑Bコース班と禽

各定員は七十名︒講義会場は原

行われる︒

まで︒

☆B5判・2，000円（限定版）。〒：160円

鉱

調董の調査指針の作成②漁場影響
騨二塁華の策定⑧二二容鵬︑環境

水の排二二などについてもその影

興体的な検討を行い﹁︑例えば混排

検討では個々の開髭計画について

することになる毘込み︒この口前

﹁長蜜兇解﹂として通郡上に二二

解﹂として逓深遠に翻筈していた
改変許容騒についての検討④圏︑
躍等組閣発畢藁霊体から提出され が︑今後は水薩資源保護洋語に設
圏する委翼禽で検罰︑その酒間を

る漁場環境評価報告錨の検討と葱

冤の提毘⑤代替案︑影響軽減対策
獲の提出⑥内外文鰍の収簗︑刊行
ーーなど︒このうち因掴針︑基準
の策定については昭和五十年から
灘洋生物毒忌研究所に婁託して関

に努めるほか︑建設︑完成後につ

ーー

嵩リキュラムの抜本鱒再編成をぼ
一 一

を逸めている温添水棊攣にも反映

ーー

させていくとしている︒

r

する指針︑纂準については︑その

確立について検討を行うとともに

六月十一田〜十五日︑Bコースは

麗石纏製品の総合メーカー

Y省林嘉

五年計画で基準作り
縢欝騰漁場保全に対策強化
醗林水薩雀は今年慶から五か薙計画で原子力発電開発などが漁堀に与える環境影響評価攻法を確立
する漁覇環境調査麟業をスタートさせる方針だ︒これまで驕源立地など大規模総藻開発が漁場礫塊に

与える彫目を適切にチェックする体制が整っていなかっだことが漁民の不安の一因となっていだだ
め水塵の立鵬から影響評価技術を確立︑これをもとに開発の影響低減を干るのがねらい︒分ければ来

旛している影響調査等をもとに温

響いかんによっては設翻場所の変

排水墓準のあり方について検討を

リングを行い規制の一欝欝を曙っ

魔大飯原発周辺で六か年臨画で実

業環麗に対する適切な評衝が行わ

行うとともに︑開発にともなう埋

ていく方針︒まだ圃委籔会が策定

計瞳で実施している影響調奮デー

⁝ト壁の健金性評価︑損傷時の漏

高レベル廃棄物処理処分の事業化

クリートピットを設瞠︑コンクリ

か月半匿で終了することになるも

出墾罫価のために葬放射性物蟹を

一層＝＝

のとみられている︒同センターで

ンクリート壁の健全性二重はコン

罵いだ試験を行う︒このうち︑コ

一

ム価換騨では三千〜四千本程痩が

クリート壁を通しての漫出性を明

騨印需鱒鼎輔儒

繍める公郷︒試験的海洋処分につ

についてさらに沼隈航行︑安全作

はこうした投墨壷の海上輸送翫画

らかにしょうとするもので︑まだ

一鱒一一鼻

いては面謝五颪犠︑ドラム価換

擬鰯聴の漏出羅評価では至心にコ

鞘鱒一一庸一︐一eρ

算一万承程痩が予定されているこ

ついて媒体的な艶美を逸めていく

業︑放射線蟹要訣のマ一一ユアルに

いる処分海域は﹁B﹂地域で︑東 施時期については現征原子力安全

についても要短調壷に魑嘱する︒

とから︑これを五圃程匿の航海で

騨幽一＝一．

立に璽点をおいていく︒

需﹁

都慶提諮を行い現在環塊庁が演討

p一﹁︸＝冒︐一︒一騨鱒﹇騨胃●一甲齢藷＝

タをもとに興体的な纂雌を明らか

國瑠業の霊な内容は①漁業膨響
卿一P謄P璽一〇

試験投棄に全力態勢

処分することになる見込み︒

ンクリートに穴をあけ︑土中への

婁鍛会︒放射性廃洋物安金技術騨

ボーリングを実施しており︑今母

は昨無尾養沢で土製調葦のだめの

拡散性を測定するQ同センターで

齢画︒一方︑試験的海洋処分の実

門部禽が今月宋をメドに昭和翼十

海上輸送誹魎で現在予竃されて

この程麗の距離だと一〜二週間程

票から南沖台約五百漆の海域︒

については一KWH当たり六円距

度計画分の六外切千万KWHまで

的に北陵電力が全騒を購入︑今蕉

これとともに璽点が腰かれるの

点となるのは安全評価手法確立の

日本アスベスト株式会社

溜瀦

月上旬にも日本水産資源保護協会に婁託して婁員会を設園︑評価指針ができ次第︑現在中央公審苅策

の︑興体的な基準を遇すには簗ら
れるような手法︑影響皇考技術を

デルとして昭租五十駕から五か年

開発するとともに︑その影響を めたて鮨響についても雨曇湾をモ

審議会水圏画塾分科金が検討を行っている温排水墓華に反映させるなどして興体化を掘る方針だ︒
近日地域開発の一環として原子
ず︑その後﹁現在︑興膝的基輩を

蝦少限にとどめるための短策の確

け︑漁場保全の立場から独農に環

断︑漁業関係者の強い要講を受

いても各繋水薩試験場でモニタ

力発議所の建設︑大規模総合開

水研究の進展待ちとなっているの

作るにはデータ不湿﹂として湿排

が実欄︒このため︑農林水慶繍で

められてい る が ︑ こ れ ら の 大 部 分
は海津を中心とした開発計画︒こ
は﹁環境規謝の遅れが漁民の不安

発︑港湾醗画などが慧ピッチで進

れに離し環 境 庁 で は 環 境 膨 響 騨 緬

出するなどして規制に粟り出す方

︵アセスメント︶法粟を国会に提 拡大の顧因となっている﹂と判

針だが︑今回照度國の国会提出も

でに墓本設計を終えているが︑同

陸地処分も実験へ
センターでは﹁員体的謝画に入る

野焼鎧構セン
ター璽薬針画
原畢力環境整備センター︵竹内

のは水産界の舎悪が得られてか

を確立していくことになったも

瑛南理獺長︶はこのぼど昭和五十

ら﹂との方針をとっているため︑

境影響を適切にチェックする体制

の︒學ければ来月上旬にもほ本水

困塗装覇業計画をまとめた︒それ

っているうえ︑磯林水産省の規制

産資源保護協会に婁託して︑同協

によると︑今薙痩麟業計画のうち

成立するか ど う か 微 妙 な 偶 勢 と な

たため︑こ れ が 漁 罠 の 不 安 の 一 因

も必ずしも十分機能していなかっ

五か鋸計醸で新体制を確立してい

会の下に各穰検討婁員会を設麗︑

改装のための詳細設計についても

こうした な か で 温 排 水 基 準 の 策

となっていた︒

含悪後に張手することになる兇込

横十二層︑深さ五器程匿のコンク

蘭係筋によると︑﹁ふげん扁電

十二銭とすることが淡まった︒

蔀価の再審蓋を行っていることか

一庫に原子力安金紫が行った安全 塵はこの結渠をふ濠え縦十五層︑

のは溌墨船の孜造︑海上輸送プラ

処分計画は最初の航海から三〜四

魔の航海となるため︑試験的海洋

試験的海洋処分計画の焦点となる

み︒鏡蔑までの謝画では載荷璽騒

億二手五再

は三千ゾが予定されており︑ドラ

たる今鋸度の予算は

ンの自費など処分実弾体制のため

く計画だ︒このうち︑初鋸度にあ

の墓盤整備︒投粟船についてはす

定を行って い る 環 塊 庁 中 爽 公 憲 灼

騨価にあたっては開発禦業の漁

万円︒

策審議会水 質 規 鱗 分 科 会 も 昭 秘 五
十一年に行 っ た 中 間 報 儀 で 総 騒 規
制などの了 え 方 も 打 ち 出 し た も の

域の北陸︑中部︑関西の三電力が

力の売買については︑動燃と中地

がロンドン条約を批准︑さらにO

リート・トレンチ︑縦五重︑横二
ループによる瓢力腐食翻れと醤食

ECD・NEAの海洋投棄多計
国画間
だ︒

層︑深さ丑層程度のコンクリート

に及ぼす環鹿因子の究明試験i⁝

ズレ込む公騨が強い︒これは国国

が美点︒このほか︑蒸気発生器細

ら︑昭和五十五年臓以降に実緬が

図ることに墾点を践く︒興体的に

より改薔された安全設謝の灘入を

圧力バウンダリ健全性実認試験に

向上させ︑紙型燃料を驕発するの
がねらい︒実験炉での照射試験に

︒ピット数掴を作り︑実験に入る 協議した結聚︑五十四薙度は暫定

引続きスウェーデン・ハルデン炉

が低レベル放射性解答物貯蔵施設

ついて飛来物に対する耐衝撃性︑

的承認のもとに投翼を実施する方

での照射試験にスティドビィク炉

中電協の技術開発長計の重点

監視機構に参加するなどして国際

体的に改良燃料の開発に璽点を移

簿の擬蠣対鑛と安全性の解明︑プ

中央電力協議会は十九臼︑昭和

ラント累常階騒動処理系統甘甘の

いては三円五十銭とすることが決

飛来物発生罷業の究明等を術うと

十二銭とし︑それを超える分につ

でのランプ試験に参撫するほか・

等の差金性実蔽試験︒これは瑚在

すほか︑改良︒標準化についても

釦なのに対し︑同機構に参羽して

五十四軽度技術開発擾擾計画重点

主任者講習会
⁝受講生遜樂中：
臼本原子力薩業禽議は︑毎葺憎
例の﹁放射線取扱主任番講習会﹂

を︑六月十一田を皮切りに︑A・

まった︒

各原発サイト内などにある廃棄物

笛契り上げ装圏︑黙黙絹コンベア

・

貯蔵施設と益荒体の甥膵島健金性

運用制御などにも薫点をあててい

による澱上荷役試験を行うほか︑

原産の

投棄を実施するためにはその一年

テストループによるPWR改漫燃ともに蘂故解析手法を確立︑さら

頼性向上対策としてPWRの川下的︒廃藁物処理処分方法の開発︑

投藁船上での投藁物激扱作業中に

放射線取扱

繭に塞騨価を提出する必要があ

料の開発では＋七×＋七型燃料の

く︒

施︑岡時に鍛終処理法の開発など

新型格納容器の研究を蜀点的に実

の了解が得られしだい投棄船の改

るため︒圃センターでは永産業界

造に幸手︑九か月程度で改進を終

﹁廃棄物処理処分および放射能低

分に対応する妓術の確立を図ると

た︑このほか︑昨隼塵新設した揺

ともにALAPの最要に墓ついて
え試験投銀に傭える万針だ︒ま

蹟対策﹂は増大する廃撫物処理処

放出放麟線を低減化︑さらに礫塊

をあてていく計画︒また︑耐罎に

を明確化していく︒

を図るとともに耐籏安全性の裕慶

関する研究では実証データの亮実

析コードの開発︑改農などに熊点

に反応度薯故︑冷却材璽失難中解

課題をとりまとめた︒これは昭和

安全︑廃棄物対策に重点

新⁝型︷改 艮⁝燃料開⁝発へ

七十鎌代を覧通した超長期的観点
に立って聡力建業としての璽本的

したもの︒

技術開発戦略のあり方を明らかに

それによ る と 席 画 課 題 と な る 昭

鋤台を罵いて動的状態でのドラム

廃棄物処理処分研究にも焦点を

射能汚染要繁消去法の入工的健進

和五十奪代の減点は①照射試験︑

簿理技術の改浸携進を行うのが圏

燃料単動解 析 な ど の 燃 料 棒 品 質 向

あて七十年代にはAτR︑FB擬
R燃料の開発では笑験炉による

を閥発するとともに︑腐放射線下

蒸気発生器︑BWRの新型調御棒原子力気象に関する落蓋研究︑放

振動試験を実施︑さらにBWR改 一方︑改良・標準化では機器信

上対籏②安全解折黍法の開発︑耐

う︒

B・Cの三コ！スに分けて実施す 蔑会議蜜︒

改擬燃繕燥補の確証試験などを行

生じる放射能除染の研究などにも

る︒

研究︑海上︑地下立地技術などに

などに熊点をあてる︒さらに︑立

雛点を響いていく︒

璽点を移していくとしている︒

作叢方法︑除染︑傑修作業手法な

地閣係技術では集申︑海上︑地下

対策などを中心とした改農︒標準

また︑安全研究では機羅の大型

どの研究を進め撮守点検の禽理化

式立地についても畏期的な検罰を

盤などの安全研究③応力腐食翻れ

このうち︑燃料揮鍼賢向上対策

化︑忌中立地を欝漿とした鳴しい

を図る︒応力縄食翻れ薄着では①

躍込みは早めに︑原産・叢務縢

化④除染などの放劉能低減対策一

は実験炉を利溺して実際に照射実

耐SCC代醤材の実翻②大・小型湛め立地方響の拡大を園る方針︒

Aコースは︑第二種を対療に︑

の四点︒これに対し︑六＋隼代

り安全裕度の磯翻を行うとともに

祉会的璽繭に対応︑爽証試験によ

一方︑試験的意地処分研究の焦
現在使用している燃料の僑頼牲を

験を行い炉内の燃糾滋鋤を確翻︑

Q

では︑これらの研究成粟をふまえ

〒370−12高隣市綿貫時1233倣0273（46）1639

本社・東京都港区芝大門1−1−26⑩105躍話（433）7241（大代）
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れぞれ学問的な立場から各計測技術について執筆
されたものて、線量劃測のテキストとして、また
参考書として計測技術に役立つ良書てす。
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良いガラス線墨計に変えたとのこ

となどから便馬を中比し︑感度の

用したが湿度に影響されやすいこ

ない︒以前はフィルムバッヂを使

に立入り蕎名︑立入り時刻︑ポケ

に置いてある出入り管理扇ノート

なっている︒そして入口の机の上

替え靴に靴カバーをつけるように

を箕郷︑白衣のカバーオールに着

理区域入瓢でパーソナルモニター

機構をもっている︒スクラム能力

機構とスプリング方式のスクラム

ラックアンドピニオン方式の駆動

し︑主農水器冷却水とともに船外

水とのことで︑放射性濃度を測定

ほとんどがサンプリング水と洗濯

る︒また︑廃液については︑その

置は﹁むつ﹂と同じAMF社製で体廃二物は出ないようになってい

に排出している︒もちろんレベル

性子検出器は水中にあるためシー

水︵門むつ﹂の中レベルタンクの

パワーアップについては原子炉
を冷態状態から趨動ずる場合は制

御極操作による核加熱で界温す
る︒昇温率二十慶／時で加熟し︑

たところで圧力容器およびブロー

温慶が菅二十慶〜首三十度になっ

オフタンクのガスパージを行うた

この後また二＋度／蒔の昇温率で

め約三時聞この混度に傑持する︒

一薔七十三度まで撫熱する︒冷態
からのパワーアップ所要時間は十

つ﹂と較べて特殊な設備もある︒

これは原子炉塞ハッチ︑二次遮蔽

ン︑燃料貯蔵水槽︑燃料交換贋機

体などを吊り上げるためのクレー

っている理由については﹁どこの

器等を含んでいる︒この設備をも

港をもつ必要がない﹂

﹁船外に燃

港でも燃料交換が可能なので田鰻

料交換設備をもつと費用が多くか

また︑オペレータを行う乗組員

かる﹂という説明だった︒

のか︑かなりの自盛をもって運転

は︑これまでの実績がものをいう

ル。ノウレブ

本

社東亨都新宿区西門宿i2i（明蜜ヒル）〒16G含（03）343−4411（代
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再使幽しているため︑ほとんど固

とだった︒帯出計の評価は一か月

としては船が四十五度傾斜し︑さ

によっては︵十のマイナス七乗雷

んでおり︑プラント全般にわたる

リング部の不良によって絶縁が低

匹〜十五時間程度となっている︒

⑳スライドバルブ⑱バイトン／ポリイミド㌔バルブ

管理区域内にある洗濯室で洗濯し

毎に行い︑三か月の簗導線墨を政
ット線騒計の読みを記入する︒

らに水平乱筆に一岬うの加速度が加

廷／立方琴層でラジウム猫︑同鵬

保守整備および修理作業をこなせ

下し︑検出器の取替えを行ってい

していたようだ︒当否は別として

！タル自註タイプもありま曳）

オット閲覧ン号の制御棒駆動装

旺睡 る畦
︒駆
機篇
関部乗組員のみが放射線業

庸機関に提出している︒これまで

えられても五秒以内に三分の二以

水素濃度を瀾卜して放出する廃ガ

穫度貯藏︑放射性物質濃度および

る︒とくに︑電気関係では裏門化

る︒また︑検出器の寿命で取替え

被蓋に対する欝戒心は少いように

は活力を与え︑彼女﹁むつ﹂を一

早く古新をいやし︑疲れた部分に

人前にしてやる養任を痛感する◎

転ブイード・スノレー

二園の取替えを行っている︒

務従事蓄で︑その中から放射線防
問題となる被際は発生していない
は靴カバーの上にさらにもう一枚

管理区域でも原子炉室に入る時

護グループとしてニチームをつく
という︒もちろん被曝置からの制

諾
り︑防護漕動にあたるようになっ

出することができる︒

してきたが︑これらによって実験船としての使命をほぼ達成︑掌

つ﹂の八十メ層／分に対し百二十

を念まないもの︶港︑河麟でも排

七︑ザ耕／分となっている︒同三鷹

ている︒通雲棒駆動速度は﹁む

内に立入る隠は叢話で制櫛室の当

ほとんど含んでいないクリーンな

爾レベルだが︑爽雑物や覆機物を

上制御棒が撫入できるようになっ

函者に立入り蕎の氏名と立入り屠

はこれまで﹁ノー︒トラブル﹂と

の靴カバーを篇閑︑随時に季袋も

ない年とでは異るが︑燃料交換を

羅は燃料を交換した年と︑そうで

件等を運絡︑人口灘の露気式ロッ

着嗣する︒原子炉室から格納容器

については従事蓄はリン酸ガラス

ようになっており︑個人被曖測定

行った年で巨大ニレム程度︑通常

でも自動運転されており︑非常

のこと︒原熔炉は碇泊中の低負荷

一方︑一次系の水は放射線的に

線量計とポケット浜匙計︑一時立

クを外してもらい︑圧力調整察を

に入れ︑イオン交換樹脂を遡し放

水と同じ︶で︑ストレージタンク

て消浄水タイクに移送︑必要に応

射性物質を除去し︑潤浄な水にし

に食い制御性を示していた︒しか

けられた︒原困としてはミスハン

じて再使用している︒もちろんイ

しスクラム回数は多いようにみう
る︒作業する場含は前もって作業

ドリング︑メインテナンス不良︑

管理区域出入管理については蟹

いものは麗棄物薄鼠に保管してお

雰囲気の放射線レベルを測定して

みで着用し︑他の区城では着用し

き鱈で陸揚げ処理する︒また・放

オン交換樹脂も再生使温してい

率的な管

ラム後の圓復時間はスクラム原因

ス系統をもっている︒この系統は

しているため復雑な露気計装踊躍

たものもある︒合わせて十年間に

このほか燃料交換設備など﹁む

計装関係の不良などがある︒スク

圧力容器のふたを開ける時のみ使

の故障等にも対処できると思われ

なっている︒

必要な防護翼をつける︒プラント

い︒マスクの使用については燃料

は十分管理された状態にあり︑レ

射性廃樹贈も同様船内に保管し︑

放射性廃置物

理体制整備

陸上で処理するようになってい

経て格納容器内に入る︒

ないとの説明だった︒年間の被曝

来船と同様の扱いだつた︒

り︑出入港に際してはまったく在

プラントの保守・運転について

が︑内部被隈は発生していない◎

交換等で二〜三回糖長している

る︒

ベルも低いため被曝の心配はな

は気体廃棄物は圧力容器およびブ

ス要員として十二〜十三人が乗線

はオットハーン弩にはメンテナン

がすぐに判明すれば一謄闇以内と

る︒

ローオフタンクのカバーガスを遮

つぎに︑放射性廃棄物について

ダ；に卸して主機操縦ハンドル

蔽された廃蘂ガスタンクに十週闇

き︑中間出力領域になったら蒋び

子炉起動の際はタンク内の水を抜

された円筒タンクの中にある︒原

心スカートと容器壁との間に設置

中性子検出器は圧力容器内の炉

を擬作するだけで低負荷から高瀬

域在来船と同様の扱い
れ︑原子炉翼當時にはいつでも対

屠される︒液体廃棄物のうち化学

水を満たすようになっている︒中

慮できる状態になっている︒原子

廃液は宮圃放射性液を貯蔵し︑サン

の航海が実質的には鹸後の舷海だ

感じた︒闇くところによると今回

補助ボイラーは購曙圧に気醸さ

する時間は大体二十分程度という

り・数ゾレム／時のところがら五

大きい

萱︑獅レム／時を超えるところがあ

統がある︒貯臓タンクは二二あ

プリング後海洋に放出する麗水系

船では経済性︑安全性および儲頼

ことだった︒電源としては霊発罐

性を兼ねそなえた船が実現すると

機二台と捕助発電機一台を還輸し

り︑約

﹁むつ﹂は実験段階でつまづき

の焦燥感を味わざるを得ない︒

ァンのそれを上まわり︑管理区域

おり︑排気ファンの容騒が給気フ

開発に数多くの業績を残したこの
十︑ゾレムだった︒

味ある一

という︒世界的に見て原子力船の

思われる︒今回船体動揺が原子炉

を目の当たりにみると︑一抹のさ

船が所期の冒的を達し引退するの

り工学蓄の扱いも一般在来船と同

みたい︒

﹁むつ﹂の場

プラントに及ぼす影饗を調査する

禽︑運転中は格納容器内はもちろ

びしさととともに国標を失う悔し

濃鹿の量定を行い︑主復水器冷却

様に冤受けられた︒運航当初から

開発業務が遅れているが︑原子力

原子力船の安全性を理解させるた

力船が必要な蒔代が来るものと確

内は負圧を保たれている︒格納容

水と混舎︑放出海城での許容濃度

めに穫極的に広く一般大衆に船を

格納容器換気ラインあるいは格納

に十駕︒稼働逆数も二十年目する

下する︒﹁むつ﹂が進水してすで

オットハーン号は加圧水型原子
を超えないように麗水ポンプの吐

プラントの泣輪部分を遮蔽体で概

容器整換気ラインは遮蔽されるよ

でも決して運くはない︒必ず原子

公開しており︑その努力の讃み璽

う薯ができ︑出力運転中でも格納

うになっている︒

船時代はこれからであり︑今から

ねにより今田のオットハーン弩が

容器内に立入る署ができる︒他の

器内も換気している︒もちろん船

あると響えられる︒

原子刀船や原子刀発電所では類を

炉だが︑﹁むつ﹂の分離型に反し

二臓／月となっている︒

いかんにかかわらず最大許容懸は

オットハーン弩の運航が始まっ

固体廃棄物については無理区域

てすでに十庫︑原和船も一次炉心

みないこと︒今回二十五MW出力 域で着矯する白地のカバーオー

と︑残すところ十年余となった︒

バー︑キャップ︑手袋等は汚染密

内で使用するカバーオール︑靴カ

から二次炉心へと変わっており︑

密度を量定し︑低レベルのものは

ル︑靴カバー︑キャップ等は汚染

放射性廃棄物については管理区
慶を測定・低レベルの物は管理区

射線レベルは場所により異ってお

時に格納容器内に立入ったが︑放
だ︒これらのデータを基に︑第二

かなりのデータを得ているよう

一体型を採用している︒そのため 外排気の放財線レベルによっては

出蟹も調簾する︒吐出水の濃度の

時聞の立入りで被曝蟹は

ための実験航海に便乗して︑運航

んのこと原子炉蜜にも立入ること

り︑倉誹三十立方綴の廃液を貯蔵
できる︒遡常の通転でニー三か月

時の乗込員体制︑放射線幽間状

さと︑鏡在の﹁むつ﹂を思う一蹴

ている︒

放射線籔理については︑猿子炉

の保有能力がある︒廃液はほとん

エルベ河購のタックスハーフェ

では強制給気︑強制排気を行って

はできない︒また︑通風システム

慷

今後
蜜︑原子炉補機竪︑燃料サービス

どサンプリング水と洗濯水⑧廃液

て調壼したが︑その中でとくに興

況︑プラントの傑守状況等につい

？への期待
髄設の区画が管理区域となってい

ン爾に碇泊しているオットハーン

力

︑三の点について述べて

貯蔵タンクからサンプリングタン

﹁む

炉から補助ボイラーへの切替に要

追従性を示していた︒

印象的な最後の航海

穂までまったく闇題はなく︑高い

待機中船橋からのエンジンオー

の琿で鍛大一レム︑平均被曝鰍と

隈で魚船期間が制隈された人もい

航海に体験乗船

中でも一番多いのが操作ミスによ

が︑墾四の一般配翻は実験船とし

して颪五十︑︑跨レム程度という︒

ているという︒保物抵当蓄として

お別れ

るものだ︒その後︑経験の繍み璽

ての特殊性をもっているのに加

する︒このモニターは管理区域の

は現在二等機関士がこれにあたる

一時代を厩したオット劇暑ン弩︑その

屈二月の航海を巖後に 引退

し運転状況︑放射線管理状況など調査に当たった原子力船﹁むつ﹂
宣

より一日遅れて二月五日タックス

は視界不良のため︑予定された日

実験航海を終えて八日︑三皇に入

ハーフェン港を出港︑予定通りの

上の港に入港し︑原子炉運転時間

六万浬を航行︑二十・か国一瓢十港以

順調な運航を続け︑現在まで五十

一九七六庫には燃料交揆を行い︑

原子炉心任技術着・甲斐輝光氏の印象はt一︒︵文亜在編興部︶

⁝高い運転の
◆ ：炉は窟動運転：

負荷追従性

ている︒この間︑風力十一に逮す

一九七〇奪二月から商業運航を

え︑﹁むつ﹂と比較した場禽①研

を問わず常に自動運動されてお

港接岸した︒原子炉は碇泊︑航海

この革まったくトラブルがなかっ

は五万七千時闇にも達している︒

月進水︑一九六八年八月には初臨
たわけではない︒一九六八年には

る強風を経験したこともある︒ロ
ねに従って︑原子炉悌止回数は減

で三＋八MW全出力運転に成功し 約六十回原子炉を簿比している︒

ーリング角二十五度にも遡した悪

關始し︑一九七二庫九月原子炉運

究要員のための居住区が広い③燃

っている︒

転蒔間二万五千時間を超えたとこ

料交換設備をもっている③積荷の

天候の状態でも康子炉は罪需に良

ろで燃料交換のため原子炉を停止

ない時でも全吃水が確保できるよ

オットハーン讐は鉱石運搬船だ

した︒この停止期闇に一次炉心か

うなバラストタンク容羅をもって

い制御性を示した︒

る︒一九七三年四月には改造を終

ら二次炉心への改造を行ってい

いる一などの特微もある︒
今園の藁船ではオットハーン号

了し︑一連の実験航海を経て再び
輸送航海に就いている︒その後︑

入考はポケット線商計のみを着用

することになった︒原子力船關発に

二十こか国を訪問︑三十二港に寄港するなど約六十芳浬を航海︑数多くの鰍露なデータを提供

原子力船時代への期待を背にオットハーン屠が処女航海に出てから約十年︒この間︑同船は躍

国

界を遷成し︑同無十月の箋験航海
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一母機の運転悌止を聞いたが︑二子力発鰍所の聴講の調査のため︑
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一︑今春の解析条件としては①
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力発場所について設計の改良︒変調欝謬難簿転覇

ド
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@

幽
表しているように︑六つあるいはみられる︒﹁燃料の溶融はゼロ﹂

運転員の訓練強化を

一︑今回の珊故に関する調査検雄原子力安全委員は二十一曝に帰規制弓場会︵N民C︶がすでに発

のの安全幽

一︑今回の蘂故は︑来國原子力補助建国から外部に放出された︒

︸
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米会計
検査院

事故想定し︑訓練を﹂
住民には情報提供十分に
※会謙検蛮院︵GAO︶はh原発蜜故の際の付近倥民への配慮描置強化﹂を内容とした中間報告を
とりまとめ三月三十日公表した︒報告は原子力規制蚕繭会︵NRC︶などに対する①州・地方自治体

ることi一などとした勧告が費子︒NRCは報告に離し﹇原発の運転許可を左右するものではない﹂

が緊急晴の対慮計画を持っていない煽命は原発の運転を網間しないこと②住民に十分な提篭を提供す

線騒を鹸少に食い止めるよう関係

原発解体研究開

EC理轡芸

発計画を承認

GAOの中間報告書に対しNR

時の対語見臨しを定期的に行うσ

Cは﹁州や地方自治体の対応方法
はいくつか改良される点がある﹂

としながらも門報告は問題を誇大

共岡体︶理薯会はこのほど︑委興

︻パリ松本駐在鼠︼EC︵欧州

転許可は付随的に緊二時の対応計
会提案の原発解体研究開発計画を

に扱っている﹂と指摘︑﹁原発運

の対応計画が原発運転を左右する

画も含んでいる︒州や地方自冶体
承認した︒人類と環境を巖大限に
保護して解体する方法と技術を研

の︒この計画には民間企業も出資

と放射線汚染建築物部分の鰻大隈

の︒WH社の繭工場はテネシー州

りこれから本格解体に移行するこ

で廃棄された原発は初期段階にあ

在の予測ではEC九か国で廃棄さ 定されている︒西欧諸国でいまま

し︑ジルカロイの核燃料被覆管に

酸化ウランに転換︑ペレット状に

縮工場で濃縮したウランを粉状の

して総額一千万UCEに上る︒現撤表③完全撤去iiの三通りが想 オークリッジなど政膚のウラン濃
れる原発は二〇〇〇卑までに五十

釈されている︒

邦・州政府の建設課司がおりるの

に約二年かかるとみられている
が︑許可がおりればただちに建設

っていきたいとしている︒

を開始︑一九八三無には運転にも

の作業を行う︒

二万五千トン級

の原船開発へ

ソ

︹パリ松本駐在厨冒タス通海鳥

運

とから旦Cでの共岡研究開発は注 入れて核燃料纂命体に降込むまで

墓とみられている︒

廃棄技術としては①施設の閉鎖
・常時監視②非除染建築物の解体

米WH社

核燃料加工
工場建設へ

コロンビア市郊外に核燃料工場を

万五千ゾをこえる長距離航路屠原

高く︑安全性が実証されだので二

原発規模拡大に対応

米ウエスチングハウス︵WH︶

もっているが︑内外の今後の原子

WH社はサウス・カロライナ州 は﹁ソ運は原子力砕氷船は効率が

社はこのほどアラバマ州モントゴ

b
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﹁鑓一診

曇ヨF

護協会︑ブールレ村および農家繕

三蓼

オルレアン行政裁判所は四月十三

三警

と代替エネルギー開発促進を要求

三憂一

子力貨物船の研究開発に着手する

蕊唱言

三＝胃

力発磁規模の拡大に対応︑新たに

一一編一一一

一言一三

百七十万UC2︵欧州通貨単位︑ メリー市近郊に核燃料加工工場を

一一一一門謬

邑ヨ﹁

方針を決めた一と伝えている︒

差三一

三妻

工場を新設することになったも

一碧讐

約一億円︶を麦出するというも
量一一一騨

ものとは違っていることを強調し

二三β7

建設する息出を明らかにした︒運

究開発するため第一期五年聞に四

問題ではない﹂としている︒

﹁西独原発︑多

重防護で万全﹂
KWU玉響語る
西独のイザール原子力発霞幕

て提訴したもの︒四月六日の公開

る︒その堅果︑細部で改藩の必要

仏行政裁

原発の環境影
響調査不十分扁
四基の建設鉾可停止を決定
︻パリ松添駐在艮回フランスの

は本来ないはずだが︑一般紙の

与えた衝撃の性

習定できない︒聖故を契機に設

けとられる傾向があったことは

ったこと︵運転中修理と還課員 たためといわれる︒その纏果︑

れる︒ヨー素燭の放出壁は合計

らも一部放射能がもれたといわ

するバック︒アップが完全でな

とがもっとも大きい︒故障に対

窮故拡大の引金になった補助給

な対応をすすめているようだ︒

C︶も日本の安全委員会も迅速

鮪などは今後の対策の一方のポ

灘中断の裁定を下して以来二回

地域にあるIiことを摺潔してい

令で水源地として保護されている

この地域の倥民がデモではなく

た︒

コロジストではなくデモなど暴力

に対してロワ⁝ル峡谷生酒の翼擁

を計翻︑一月五日に建設評可をえ

業認可取消しを撮察している︒

判所とは別個に参嚢院にも公益事

いるため︒反灼の諸翅紘は行政裁

・サハビ畏富は四月九鐵ラジオ放

力エネルギー庁のフエレイドーヌ

門パリ松本駐在畏︶イラン原子

︵うち輸出儒用十億湯︶を支払っ

ランはフラマテーグ社に二十億漏

薯は一〇！二〇％進んでいる︒イ

工薯は〜五⊥δ％︑原発建設工

ている︒解約の蠣合はCOFAC

泡から資材コストの九〇％︵二十

炉原発でサイトはペルシャ湾岸の

いは韓国向け輸出への転換を期し

なお︑韓国側は同国の九︑十号

ている︒

スチングハウス社をはじめ︑西独

機を今年中に発注予定で︑※ウエ

KWU︑仏フラマトムなどに入札

一方︑フランスのフラマテーグ

ン川岸のダール︒クーエン︒土木

加圧水型炉原発でサイトはカルー

いる︒

社︶が建設中の二基は︑九＋万KW 参舶を要評していると伝えられて

アトランチック両社の輸出子会

社︵フラマトム︑アルストム・

いる︒

プシール︒工部は約五〇％進んで

中の二塞は墾田＋万KW加圧水型 を受ける︒同社としては中国ある

明らかにした︒姫独KWUが建設五榴ないし四十億藩︶の払い簾し

建設中のこ基は放棄する﹂ことを

薰ﾍ完成させるが︑フランスが

送を通じて﹁羅独が建設ゆの原発

仏の二基キャンセル

原発計画縮少へ

た︵一九八六葺運聞予定︶︒これ

万KW撫圧水型炉四墓の原発建設 行為を好まない農民で構成されて

ル・シュ⁝ル・ロワールに颪蕊十

EDF︵仏無力公社︶はベルビ法律季続きを選んだのは反対がエ

なった︒

木︒建設惣髪は巾断されることに

冒︒本卑初頭から始まっていた土

った②サイトは一九五九隼特別政

門環境影響調董が不十分だ扁とし

ル︵シェール興︶原発建設許可発

審萱ではことに①期限内にロワ⁝

合計漣は建設許可には問題があり

行俸止を決定した︒フランスで建

日︑ベルビル・シュール・ロワ⁝

完全 とは書えず︑政府が原発 票実施のため室名を集めている

設工薯中断決定は約一年前のカー

するデモを展開した︒また国民投

が︑数万人が騒蓋したという︒政

︵九＋万七千KW︑BWR︶は
た︑環境傑謹庁︵EPA︶とNR
た三
︒さらに門いかなるシステムも

の対慮訓練を毎年実施する︒ま

中︑州・地方自治体参加の緊急時

などと反論しているものの︑スリーマイルアイランド原発畢故薩後の報告書だけに関係方面から注目
を簗めている︒

スリーマイルアイランド原発薯

などとしている︒

故で州やNRCへの遡絡の遅れ︑ 雀羅は佐民に口占を提供すべきだ
州の対憾のまずさが指摘された

が︑GAOの報告憲は事故とは別 GAOの勧告概要は次の通り︒ C検討委員会の勧告通り︑緊急階 月末に異常放射能が検出され数賑

府はすでに従来から原子力推進だ
がでてくるだろうが︑西独の安全

間運休した︒折りからのTMI原の安全を再審することを歓迎す
発事故も絡み放射能検出問題が大

性水墨はきわめて高いことが確認

ような事故が起きれば︑西独の原

に拡大する︒

メーカ；のクラフトベルク・ユニ

きく報道されたことから︑原八二

一︑NRC︑国防省︑エネルギの対象地域を＋塀︵約十六詩耕︶

一︑国防雀︑エネルギー省は両

発の場命︑冷却系の安全システム

ー雀は原子力施設付近倥民に対

省の原子力麗係施設での窯故に対

オン︵KWU︶社のバルトヘルトされよう﹂と指摘した︒

一︑NRCは州や地方自治体が 咽︑エネルギー省は同省蟹轄の

スウェーデンで八日︑約一万人

これらの点を踏まえたような勧告

時の対応翫画︑放射線︵能︶もれ

内容になっている︒GAOは原子し︑施設の潜在的な危険性︑緊急
し金灘任をとる雷︑州・地方自治

歓長は年給会見し﹁TMI原発の

NRCの方針を瀧たす緊急計画に濃縮工場や研究・開発施設で少な

が簗まり還転中の原発六墓の停止

今後の究明過程で︑これらの
疑問への説明と安全概念の立て

ワェイル・セーフは人間による

愛しがおそらく必要であろう︒

階にもいろいろ問題が出ている

報道のように機械化による安全

質だろう︒おそ

計の改善はもとより必要だが︑

補助建屋から放胆性ガスが放出

以上の聞に︑ECCSの季は
動二万レム︶と描定されたが︑

の数蒔間︑運転員ははたして冷

︵K・K︶

イントであろう︒

︵マンシュ県︶原発に燃し建設工

ル川床採掘巣山申請が行われなか

力魏魏所を倉め十一の原子力施設
時の対応方法について定期的に惰
体に公践に明確な形で伝える︒

では十分な対慮策が計画されてい

の安全システムがある﹂と米国の

が囲動的に作動したはず︒五段階

ばすでに﹁発生してしまった﹂

以上の霊智経過のあとで︑いわ

月に国民投票実施を決めている︒

った社民党の方針を受け八O年三 ン行政裁判所によるフラマンビル

を調絆し︑その結果﹁施設内での
報を提供する︒

ない﹂と結論している︒さらに︑
くとも隼一回放射能もれ璽故を想

ントロール︵手段︶が失われて

しつづけていたので︑有効なコ

も生じている︒

定し訓練を実施する︒また︑危険

プトノの放出は防げなかったと

を与える︒さらに︑原発寿命期間

どの程度影響したのかなどは︑

伝えている︒

対応できる場合のみ原発運転許可

で︑その間冷却水が早出しつづ

が︑湘圧器弁から冷却水が潴膨

今後の究明を待たねなばらない

四︑格納容器が密閉されず︑

放射能は主に補助建塵から外

が︑今後の対策との関連で無視

﹁円理﹂を全く排除する概念で

計上は冷却材喪失嬰故が想定さ

部に出たが︑蒸気発尾器にリー

顯故の収拾過程だった︒その段

一一︑その原因と考えられる購

れており︑格納容器内麓力がそ

いたようにもみえる︒

実がいくつかある︒巖初のポン

接の補助建屋に送ったこと︒設

移送ポンプが働いて冷却水を隣

一般に瑠故が知らされたのは

が累態を悪化させた︒

け・格納容器内にあふれたこと

誹画を義務づけるよう︑また被曝

慰︑
スリーマイルアイランド一再

安全性の見塾し︑加犀水炉の総

らくフェイル・

良い機械は尊い管理と摺まって

化して受

セーフ︵失敗し

韻高の機能を発揮するという観

神話

が誇張され︑

ても安全︶への

点が︑安全の墓本的宣場になら

への伝達の問題︶︒

された︒

検査富の當駐︑運転マニュアル

ねばなるまい︒

基図が崩れたこ

三︑第二は︑加圧器逃がし弁

水系の切り離し︑その伝達の不

の徹薩解析︑シミュレ⁝タによ

黒髭防災計画整備などが馬鐸ー〜〜

安全概念の立直し必要

できないのはこの璽故が公衆に

ブが修理のため

クが生じたため︑二次系の側か

この甥故の野間三郷過は一応
に閉じていたこ

の﹁密閉﹂レベルに達しなかっ

明らかになったが︑悩報の食い

とと︑約八分間

プ故瞳を別にすれば︑第一は補

違いや不明瞭な点もまだ残って

運転員がそのこ

助給水系のバル

いる︒瑠故経過と原因の完全な

とに気付かなか

が一次系の圧力調整量も閉じな

これだけで総麗を評価するわけ

る事故訓練︑地域防災計画の整
ャコール︒フィルタがヨー素漏

米原子力規制委員会︵NR

一︑顯故発生︵二次系主ポン

派止と数分後の再作動︑一次冷

の立腸をなくしている︒肇故後

十分さが︑これまでの設計思想

みるとlI
プの故陣︶後数分内に︑タービ

かったこと︒このとき制御盤に

レオエクス・ウィーク誌は︑チ

にはいかないようだ︒ニューク

一レム︵ウィンズケ⁝ル嬰故で く︑操作ミスも起きた︒とくに

ン煙止︑補助給水系の作動︑原
ノ

行なわれている︒それらが判断

の段階で璽故の特徴を整理して

解明には時闇が必要だが︑現在

の波紋をひろげつつある︒

炉の事故は︑世界的に原子力の

脅

点検︑建設計画の繰い延べなど

なかった︒

遼藩法は地方行政が緊急晴の対応

スウェーデンは
国民投票実施へ

対応は薯えられているが︑施設外

に調査されていたにもかかわらず

、

静に対処できたのかという疑問

球灘鰐
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ご
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却系ポンプの停止などの擬作が

ミスであったか︑計器に問題が

れを防いだが︑キセノンやクリ

織工【68東京都杉並区浜田山3丁匿20の9

本

営粟所㊥540大阪布東区山之下町108USビル

騒濾緊緊餐塾羅

海外
は﹁閉じた﹂という信暑が出た

う報道もある︒運転翼が気付い

あったか︑あるいは燃料破贋に

・閉じ方が不完全だったとい
︵ECCS︶の作動など︑主が要

子炉停止︑緊急炉心冷却装 置

な安全装圏はすべて働いたにも

たのは二時間あまりたってから

7

｝

期

鳶

κ西

、轍

一肌
欄購

無縫

鋤戴

一

榊

輪

…

一博

∴。

晶…呪蝋騰

翻原イ力発電所をはじめとして、原ぎ炉やRI利∫H施設には多種類の放射線測定器
が用意されており、その巾でもGM管は、もっともポピュラーな検翫器として欠か
せぬものとなっています。GM管の特長であるプラトウ領域とその勾配のデータを
把蝕することは、これら環境モニタや、サーベイメータなど各種放射線灘定器の性

。ぐ
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GM管のプラトウ自動検査装置
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原子力は・ 千 七 百 億 円
磁蠣脚研究者は六千三百名に

一価調董の対象となったのは禽
金体に占める謝臼は七四％にの

億円でトップ︒エネルギー研究職

このうち︑原子力エネルギー研

条件つきで

﹂

仏向け前払い一

も応ずる意向
﹁一躍白鍵界︑通産衝に圃答

濃縮役務およびウラン鉱石購入

定し︑この雷を回筈した︒

このぽか︑島温断熱材料の研究

いていく計画だ︒

開発ではアルミナ・シリカ系繊維

ランス側と︑

の誌めに入

る︒躍力業界はこれを受け︑EU 状断熱材料と石英ガラス系爾温断

条件

に二心雀から︑紹仏聞貿男収支改

通灘省はひきつづき大蔵雀︑フ

講のための一環として︑電力業界

ROD王Fとの会童万ジS熱W
材U
料の特性試験を完了させると

に伴う一部資金の前払いは︑さき

に対し要請されていたもの︒自力

心入銀行からの借入れが可能で金

Xからの会計五千四蔚誘のウラン

価結果を簗大成させる方針︒

て総台的な立場から調蓋を行い評

百ゾSWU相当分と︑UR熱
AエN
ネE
ルギー利用システムについ

ともに︑﹁般試験研究としては核

利についても趣力業界の負癖にな

鉱石購入分︵五電力︶のうち午醤

婁託趨縮契約分のうち一瓢千閥︑五

石購入に伴う露払いに関し︑躍力

らないよう対応描麗がとられるな

ナ相当分の総額約二十二再転千万

EURODIF︑U業R
界は
A
こN
の日疏
︑社
X
長会で︑B本輸

と研究機關が首十七億円で原子力
業騨は十九韻の社挺会で︑﹁条件

らば︑つまり前回の米国埋け十二

フランス︒薄︵約五腰二千八醤万

究機関と会社で行われており︑そ

ると﹁原子力発電研究﹂は主に研

究﹂もその八九％︑百四十一徳円

のが現状︒さらに︑﹁核融愈研

百十九謡本は大学で行われている

ギ1研究蕎︒次いで雀エネルギー

あたる六千三百名が原子力エネル

万千八菅名で︑このうち五三％に

鏡在のエネルギー研究従窯鷲は一

さらに︑昭和五十三年四月一四

き続き今隼慶は長賠闇運囎による

ながら千慶Cを達成しており︑引

両面への濃縮役務およびウラン鉱

エネルギー研究費の六〇％を占め

が藏たされるならばこれに応ず

がの潮払いと同様方式でフランス

が︶を餉払いすることになる︒

これを︑研究主体別で区分する

次いで会抵が四颪三十七脳死︑二
る﹂と決定︑この旨を通産省に圓

向け前払いに応じてもよいと演

二百騰十億田N︑四六％となってい が研究機關と大学で行われてお

れぞれ二露七十八億円︑五三％︑

り︑これらの研究テーマで研究機

研究無千二百名︑自然エネルギー

合﹂函五十九自己︑七％︑﹁放射
し﹁放射線利用研究﹂の七︸％︑

が研究機関で行われているのに対
る︒

の腐いことが浮き彫りにされてい

千百葛となっている︒

画︒このため︑システムエンジニ
一ループを利用し酉六十ジ／臼石 アリングについて昨隼作成した第

ット・プラントのニループのうち

線安全研究﹂百二十九鯉円︑六％

T念設計へ

一次概念設計案の見薩し調整を行
うとともに櫻数サブシステムにつ

播の圏接製鉄システムを完成させ
るのがそのねらい︒昨年には昭和

のカギを握る一・五MWヘリウム と二次系ヘリウムなどの不黒物の

いては多屋的早掘ガス炉の一次系

めにヘリウム︒テストループ︑遡

︒テストループ︑水蒸気改質実験 検討︑遷元ガス・縄成の研究など

四十八無〜五十四庫の第一唐戸懸

原子力製鉄技術研究綴舎の昭秘

元ガス製造嚢園によるデータ欝稠

を図っていく︒

また︑臨接製鉄に必要な還元ガ
ス製慈技術開発では水蒸気改質装

麗とピッチ・ガス薄畳躍による実
験が中心︒このうち︑水蒸気改質
装圏については運蔽研究︑データ
の解析を行うとともにピッチ・ガ
ス化装園については第一次還転研

原研・研情所

日本原子力研究燐ラジオアイソ

トープ原子炉研修所は次の要領で

ラジオアイソトープ研修基礎︑聯

▽墓礎螺程

榊弟一論ハ一一園錆七月

門両翻程の研峰生を轟昼中︒

ご十三臼〜八月十五日︑第一六三

回艮八月二十蹟〜九月十二環︒各

五万五千円︒締切り六月十四円門︒

回とも募簗人日瓢十二犠︑受講料

七月二旨〜七月十八日︒三十ご

▽騨門課程︵放射線蟹理コース︶

も同研膨所︵重語粟票九四㎎⁝四

申込み︑群細問命わせはいずれ

嶺〇四万陽︒締切り六月一ロロ︒

三二︶まで︒

一〇〇︶に移転︑五月七日から新

欝三番六器タイムライフビル︵干

纂所を粟票都千代田区大手晴二了

︵中翻正樹霧雪︶は本甲および編

E菱総称研究断

て必要な補膨を実施︑つづいて第

さらに・岡璽口ではこれまでの
研究で個々の機器についての安金
牲についてはぼぼメドが得られて

一・五MWヘリウム・テストルームとした鵬禽の安金性︑作動樵の

いるものの︑これを金鶏のシステ

プによる手慶C高儀熱交換性試 確認については必ずしも十分な検

▽鵬務所移転

二︑第三次運職研究に入る︒

究の精漿響られたデータに基づい

R一研修生募集

六％︑大学がご百四ナ八億円︑一
臥した︒

る︒また︑﹁核燃料サイクル研

関︑大学の研究蜜が占める割含

に研究主体の占める翻舎をみてみ

五％の順︒さらに︑研究テーマ糊

となっている︒

一掴侮︾鮨

総理府統計周は＋九日︑﹁昭和五十三鎌度エネルギー研究調査結菓の概要﹂をとりまとめた︒岡調
査はわが国のエネルギー研究制動の実態を調査︑原子力︑省エネルギーなど総合郎エネルギー研究動

敏︑研究機関︑大学など盒わせて
ぼっている︒これに続くのが省エ

三颪十二慮円で︑これは同鎌慶の
究籔の内訳をみてみると︑﹁康子

五十騰隼獲聖業計画が淡まった︒

に璽点を導いていく︒

安全窪試鹸などを行いデータ諮薇

続くのが﹁放財線利用研究﹂で恵
究﹂のうち八六％︑三百十二慮円

向を明らかにするために実施されたもの︒それによると①昭和五十二年慶のわが国エネルギー研究躍

七千百団体 ︒ 昭 和 謎 解 一 薙 度 一 年

四百一懸円︑さらに︑化石エネル

ネルギー研究費で金体の︸七％︑

ギー研究贈爵％︑着十億円︑その

科学技術研究蟹ヨ兆六千五百十ヨ
力発電研究﹂がエネルギー研究疑

研究千百名︑化石エネルギー研究

六十九慰円︑七％︑さらに﹁核融

は二千三齎＋二億円で科学技術研究費の︷ハ％にあたる②原子力研究麗は千七酉一億八千九賓万円で︑

間の箕繍を も と に ︑ 研 究 支 出 ︑ 研

このうち核燃料サイクル籔は三百六＋三韓円1一などの点を明らかにしている︒

究脚数︑研 究 内 容 な ど に つ い て 総

他エネルギー研究簸

憾円の約六％にあたる規模︒これ
全体の二三％を占める五颪二士二

装麗︑ピッチ・ガス化塞験装囎な

を急ぐーーなどに墾点を圏いてい

また︑昨琿から運転に入った大

このため︑今年度では問試験運

型実験装圏のうち熊点となるのは

転のデータをふまえながら多困的

転に入っていた︒

どの大型翼験設備が完成︑試験運

定されている五＋MWの多薗的商 製鉄技術の研究開発﹂は昭和四十

﹁蕎温還発ガス利用による土葬

ェクト第一期欝画の簸終年度とし くことになった︒

それによると今黛慶は大型プロジ

鰹麹総計一期計画が終了

FM

それによ る と ︑ 昭 和 五 十 二 隼 慶

含的な調査を行っだα

円となっている︒

を研究空体別にみると︑エネルギ
憾円︑﹁核燃料サイクル研究﹂が

％︑十二憾

のわが國エネルギー研究盟は二千

ー研究全体のうち四七％︑千八十
全体の一六％の三蟹六十三旛円︑

濁ガス炉実験炉に接続するFM 八駕スタートした国の大型プロジ

﹁その他原子炉材料︑研究用原子 て①昭和六＋無代潮半に建設が予

ご慮円を研究機関が占め︑会社は
九薦三十七懸円で四〇％︑大学は
炉等の研究﹂が一二％︑一二七十
六偬円となっており︑この三研究

ご百九十三億円でご二％となって
いる︒

みられる﹂と述べた︒

続いて﹁オットハーンに爽船し

て﹂と題して講演した肉類原子力

日本原子力産簗会識は二十四

に扱われていることが印象に残っ

子力船としてよりも在来船と同様

津一難は門出ホと異なり港でも原

第70回原産懇 船閣発璽業団技術第二課長の寓柳

犠︑禦奈・丸の内の臼水工業クラ

た﹂と述べだあと︑オットハーン

ブで第七十回原子力蕊業懇談会を

結粟を発表︑教酬として﹁問題は

よる環麗湾染i一についての検討

磨・故瞳④水難の問題⑤放射鮨に

故で明らかになった槻器の作動不

つ﹄で失われた不態に拍翻をかけ

的影響について門この瑠故が﹃む

マイルアイランド原発遡故の総会

論説副委騒鐸の摩欝欝氏はスリー

で﹂と題して講演した共同通懲社

緊まることになろう﹂と述べた︒

るが︑堅砦的な扱いはこの秋にも

館として残すことが薯えられてい

ハーン矯の今後については﹁博物

たようだ﹂と指摘︒さらにオツト

澱︑造船南況が大きな原因となっ

八万馬力程度のコンテナ船が蓼え

また第二船題画については﹁当初

ることになった﹂と述べたあと︑
この原囲について﹁マスコミによ

寮金轡董︑安盆設謙にあり︑運転

このほか︑中継鷺之助日本学

られていたが現在はこの描画は放

なったのではないか﹂と揖摘◎さ

る無漫任な誇彊報遜がその︸因と

た︒

粟されているようだ﹂などと述べ

の社鼠講澱任扁︑菊池漢総萌むつ

について﹁日本の國樋もあり懐蟹

らに現在横討されている避難謝画

術会議譲員が﹁騨故究明と科学暫

農ミス説は危険だ﹂と述べた︒

喜寿やNRCによる繋慧炉心冷却 わない︒運転員が￡CCSを止めCSの効渠と綴金審葦⑧今回の瑠 ら スリーマイルアイランド4ま 矯の引退の原困については﹁海

アイランド原発署故の経過②EC 開いた︒このなかで門 むつ か

また原研労組は①スリーマイル

た︒

二七〇1九二一一︒
の概念設計に論点を麗いていく計

た︒原研労組と原子力問題全国幽

東神冨外苑の磁無難年館で開かれ

原発事故避難計
画実施は慎重に

社屋で業務を厳扱う︒電猛は東東
している多営的聖書ガス炉パイロ

子炉翻転蕎にとっては深劾な問

こうした安全性研究にも璽点を躍

の概念設計を完了させる②このた

題﹂と指摘︑﹁PWRだけでなく冷却系ポンプを止めたのは︑安全

酎が行われていないため︑今後は

テーマでエネルギー研究蟹の約半

たのは計雛が正しい冒盤りを承さ
装圏︵ECCS︶手鋤の指示は原

このあと磁本消籔雷遡盟︑藁大

なかったからだ﹂﹁遮転費が一次
は︑日本の方が※國よりも数簡か

的にみれば康子蛸二念の危険穂子

して以来︑これまですでに試験的

分を占めているのが特色︒これに

はショックだ︒地理闘・入口分布

をあげた︒

ていただろうiIと説明︒さらに 中にも反原発へ決態新たに︑気勢

り妥協したとしてもBWRの出力という肇上命令があったがらだと

BW魏も運転俸止すべきだ︒かな 性を守るよりもポンプを腰さない

実験炉に接続するF蟹50システム験︒同ループは雛年宋運転を騰豪

つぎに︑ 研 究 区 分 別 で み る と 原

コーラスも︒うちとけた雰囲気の

今圃の購故は正に﹁猿子力聞発の

学金筋入皆数からみて︑臼氷の技

を削減すべきだ﹂と提案した︒ま

ら数十優大きい︒学位取得蓄数や

ェクト︒現在︑原研が建設を予定

子力エネルギー研究費が千七斎二

ていたら被轡はもっと大きくなっ

イ！ーー二十一日︑温泉・六本木

A接製鉄パイロット・プラント

原発はゴ メ ン ダ ！ 原 発 は イ ラ ナ

の桧町公園から通産省・粟京電力

◇

術蓄のレベルが※国より必ずしも

一方︑二十二繕には︑科学遙︑
研究者の立場から米国原発事故の

た﹁今回の梁故は人為的ミスのた

原子力を中心とした欝大捜術を終

弔いの鐘﹂であり︑﹁われわれは

焉させ︑太陽︑土︑水︑海の中に

高いとはいえない﹂と語った︒

た︒

に向けて︑約三鶯人がデモ行進し

桧町公園 で は ︑ こ の 日 ︑ す べ て

翼相究明と日本への影辮の検罰⁝

自主講座︑婦人民主クラブ︑主婦

めとされているが︑私はそうは憩

い﹂と訴えた︒

新しい文明を生み出さねばならな

が︑米国の顯故について①伊方訴

翠センターの共催のもと︑約二颪

ついで小野周熱雲天教授は﹁W

の原発の即時停止を求めて緊急抗

一と銘打ったシンポジウムが︑榮
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