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かれたが︑三郷ごとに開催される

力産簗会議の遮台組織︶大会と舎

耀して︑今翻のような鎌継会議を

門盤界のための選択ーー原子力㌔

もつのは初めて︒墓調テーマは

会議登録警数五千三百人︵五月二
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日親在︶︒

会

社

帝で開催される第二回欧州原子力

熱

ーメル各原子力発電斬を訪間する

グ箭近郊にあるシュターデ︑クル

ほか︑会瓢終7後︑アッセ霧堀

坑︑TH？R三〇〇︵腐混ガス

炉︶︑グーテホフヌングシュッテ

ーリッヒ原盤力研究駈︑KWU社

社︑SNR三〇〇︵FBR︶︑ユ

︵IAEA︑オーストリア︶︑ヒ

︵以上西独︶︑圏際簾子力機蘭

る念写婁面会の下に︑各分野溺に

織る予定︒

小裁農会を設麗して研究の綱整を

同塵派遣の

TM一事故調

：：社会的彫響翻董つぶさに

の査団が帰国・

来国スリーマイルアイランド原

掘握︑とくに緊憩二二︑住属への

子力発醜所へ寒湿一︶聯故の異慧

心理的彫響など嗣蟻故が与えた社

金的膨羅について調際するため渡

姿の調査団が︑一一十七隙︑婦試し

来していた円本凍子力塵鑓会識乱

睡陳芋力発羅毅備一筑（原子炉、核燃麟、タービン、発難機

会議睡ENC四と第七罎フォーラ慧粉

を調壷する原産派遮の﹁欧州原子
︵団撰・鈴木俊一原鰍

資力により幣来日本でも予定して

カマク磁鵬閉じ込め方式に闘する

岡調査団は山灘太三郎原綿常任

た︒

相撚綱を団擾とする一行十名︒四

月十八購から約十膿間にわたり来

ベ藁ア辮の緊急総理庁︑ミドルタ

ウン町︑ニュージャージー州環境

保護欝︑※猿産︑ハーシー緊慧避

アイランド︑セイラム両原子力発

難シェルターおよびスリーマイル

異研究騒︑藤寡洋一阪大素躍授︑

のみならず社会醜影響の醐簸に睡

多様なものとなったが︑所期の饅

点がおかれたこともあり騎問先は

まとめを急いでいる︒

的を遡成︑鎌継︑難燃糖巣のとり

轍品饅

せて欧州童要各国の原子力の実偶

力視察団﹂

社倉以下三十呂︶が︑一日の午後
九聴半︑成田発のルフトハンザ航
窒六五一便で飛びたった︒

今園の会識は︑審理外冠大規模

︵英︶を訪間し︑関係轡と恵冤を

ンクレーポイント原子力発電断

いた非円型プラズマ研究の相当部

共同企画の推進﹂では︑新しい閉

交換する︒二十臼婦国の予定︒

のもの︒欧州原子力学会と来原子

塞原子力研究莇出欝金二十匹億七

分が声誉になる﹂としている︒

五千KW建設申︶を読声︑その異 議の第一回は︑五竜まえパリで開

決めが締糖され次第原研から組総

また︑﹁プラズマ物理蕪同研究

手万円が謝上されており︑爽旛取

の研究厨を派米︑共岡研究にあた

総繊の町立﹂も今園協力の焦点の

磁窓側では名蔦葛大学プラズマ研

省が所幽することになっており︑

めようとするもの︒聖として文部

薪設︑無電研究を中心に協力を崇

れ一か所つつ野間研錦センターを

一つ︒これは︑欝米両国にそれぞ

る︒科学技術庁では﹁今瀕の日米

回路を付撫することを蕩える﹂と
但し騰きを加えている︒これは︑

ないというケースの場命︑炉心上

潴圧舘逃し弁が開いたまま閉茸し

都油入系が作動︵竈故後三分後に

づけ︑その結験︑格納容羅外に一

になる兜込み︒このほか︑﹁罪ト

次冷部水が移送される危険がある

じ込め方式の司能性壷擬るほか︑

究筋に同センターが躍かれること

ので・學期に格納異調を鰯離する

人的交流題画としてはセミナーの

が逃し弁から格納容羅内に洩れつ

必要があるため︒興体的には︑原

開催︑研究暫の同等派醗︑悩報交

作言︶するまでの闇︑一次冷却水

子騨圧の抵膳慰で格納容蟹サンプ

国の原畢力規制婁図書︑叢濃災露

援助局︑圏防備麗閥防衛躍舖庁︑

こうした異体的協力のあり方に

換などが酎画されている︒

ついては賑米濁国代褒で構成され

食贔薬最麗をはじめ地元ペンシル

るというもの︒サンプ遮断回籍憩

移送系髪遮断する繭路を付け添え

設はわが国では初めて︒

俄藤一舅原研安金聾コ⁝馨開雛塾

環擁欝欝庁︑健康︒戦膏・轟轟省
告が行われた︒

長︑欝欝進原研黒海研究勝田所

電中研研究顧問︑都甲泰蕉藁大教

望︑高騰洋一璽工大救授︑竹越勢

これらの蝦街とその後の状況を
踏まえて阿部輿朗︵放馨研︶︑森

正雄療研蜜金工学部獲︑浜田遡二

授︑瀬脇一郎宇都翼大教授︑能沢

醗潭好︵原研︶︑八劒達雄︵放射

縁故調竃のため果国に繊派した︒

線照射振興協会︶の三婁瞬が二臼

三楽良繍東大教授︑鐙月慰一動燃 村からの代表も謬加︑技術的側面

だ︒翻董圃には興議会や地充市町
婁融会のメンバーは次のとおり︒

霊任研究綴︑要員澤好原研安全工

理研憲掻研究展︑弘照実弥原研霊 艦所などを訪問︑調査に当たっ

糊木成文東工大教授︑秋山守雲集

米国原子力発蹴駈甥故調査特鱗

教授︑阿都慶朗放医研躍境衛生第

興協会騨携理璽︑吉蟹蕩和畷研保

学部次擬︑八劒逮雄放射線照射振

鰹物理部次擬︒
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起動拘磁認わよぴ目ね，へ検

自動起動試験により︑作動を確認

いる︒停止後は︑点検により︑巽

により︑開閉状態などを点検する

動を確認しているQ
また︑一譲一回以上の巡視点検
により起動粥空気︑燃料佃︑潤澱

麟

汽﹀講

大飯原子力発躍所︵PWR︶

験灘鞭

細
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⑧炉心スプレイ系︑低圧注入系

無︑ポンプの潤潤油締を点検する

により弁の開閉状態・漏洩の衡

により超動用空気・燃料痴︑潤滑

また︑一日一回以上の巡視点検

自動起動試験により作動を確認︒

検査時の模擬ECCS償弩による

一回の起動および賃荷試験・定期

機については︑月一回〜二週聞に

▽非常用躍源ディーゼル船越

し︑異常の有無を確認している︒

態を確認している︒停比後も点検

る︒猿子炉起動前には弁の開閉状

により弁の開閉状態を監視してい

黙懸
原子炉起動前には︑ディーゼル

︑．鳶藤

発電機︑所内蓄電池の待機状態を

ポンプについては三か月に一回

とともに︑申央制御塞の表示灯に

操作による手動開閉試験・定期検

り︑作動を確認している︒また

の自動隔離弁の直達閉寒試験によ

・一

所内蓄電池については週一回の

定を塞施するとともに︑一日一回

指定された蓄電池の比璽・二二測

以上の巡視点検により充電電圧を

ディーゼル発露機︑所内蓄三池の

確認している︒原子炉起動前には

待機状態を確認︑停止後は点検に

よる異常の有無を確認している︒

ターのシミュレータによる基礎訓

る︒

練および特別訓練が実施されてい

なお︑還転魔の繕織構成につい

ては︑運転者数は㎎顧︑一藍あた

属されており︑中央制御察におけ
▽原子炉逃し弁︵逃し弁機能︶

れている︒BWR型炉の場貧も同制は保安規定と防災業務計画に定

または国内のBWR運転訓練セン通報訓練等が実施されている︒

および関係地方自治体への速絡体

部の運脚体制︑国の関係行政機関

が行う系統となっている︒
定期検萱時の分解点検・作動試

より逃し安全弁の開閉状況を監視

様で︑軍国GE社のシミュレータ められており︑年一回程塵の運算
また︑一月一回以上の巡視点検

エネルギー革命を展開する蝉のバルブ

また︑一日一圓以上の巡視点検

に格納容器隔離醤弩による弁の作

定期検査時

電動弁については︑チェックシ
▽格納容器隔離弁

ートなどに墓づき︑運転中司能な

常の袴無を確認している︒

無・ポンプの潤潰油などを点検す

ものについて︑月一回の中央制御
ている︒

動試験により︑自動閉止を確認し

している︒

る・同隠に︑中央制御整の表示灯

蜜からの遼隔手勤開閉試験で作動

により︑弁の開閉状態・漏洩の有

により︑還隔操作弁の開閉状態を
監視している︒

また︑毎日一回以上の巡視点検

開閉状態を監視している︒

とともに︑中央制御室の表示から

また︑一聞一圓以上の巡視点縢

で︑弁の開閉状態・漏洩の有無・

を確認している︒

閉状態等待機状態を︑チェックシ

ポンプの縄滑佃などを点幽すると

原芋炉起動前には︑矯鷺洲の開

ートに基づき確認している︒停止

いる︒停北後は︑点検により︑蟹

▽非常用躍源ディーゼル発電

常の有無を確認している︒

閉状態など︑待機状態を確認して

手動趨動試験︑月一回の負荷試験

機については︑月三回〜月五回の

團の巡視点検で弁

定検時の自動負荷試験により︑作

いる︒陣豊後は︑点検により︑異

また︑一β

試験で︑作動を確認している︒

プについては︑月一園の手動起動

▽格納容器・スペレー系ポン

常の有無を確認している︒

原子炉起動前には︑電源︒弁開

視している︒

って︑還隔操作弁の開閉状態を監 閉状態など︑待機状態を確認して

原子炉起動前には︑電源・弁開

後は︑点検により︑異常の有無を

定期検査時の外

ともに︑中央舗御田の表示灯によ

②薔圧タンク

確認している︒

観検査︑月一回のサンプリングに
よるボロン濃度の検蓋を実施して
いる︒

また︑つねに︑中央制御室の表

る︒原子炉起動前には︑水位・圧

所内薗溜池は三か月に一回以上

確認するとともに︑陣止後憶点検

油︑制御盤等を点検している︒

の比重測定︑電圧灘定を実施する

の澗滑商などを点検するとともに

とともに︑毎日一回以上の巡視点

の開閉状態・漏洩の有無・ポンプ

開閉状態を監視している︒

中央制御蜜の表示灯により︑弁の

確認している︒停止後は︑点検に

ポンプについて

る︒

により︑異常の有無を確認してい

力︒弁開閉状態など︑待機状態を

③低圧注入系

より異常の有無を確認している︒

る︒

検により充電露盤を確認してい
原子炉起動前には︑電源・弁開

閉状態など︑待機状態を確認して
検査時の模擬ECCS儒讐による

▽穽常用炉心冷却装躍①高駈

〜月一圓の橋守手動起動試験・定

無を監視している︒

注入器ポンプについては三か月

起動試験・定期損査時の模擬EC る自動起動試験により作動を監視

・定期検査時の模擬僑号︵原子炉

水位低︶による自動開閉試験によ

期検竃時の模擬ECCS僧号によ
より逮隔操作弁の開閉状態を監視

敦蟹︒福生一門機には原子炉隔

している︒繋止時には︑点検によ

︒弁の開閉状態等待機状態を確認 油・制御盤等を点検している︒
月に一回〜月一回の中央制御室か
り作動を確認している︒

り異常の有無を確認している︒

CS儘弩による自動起動試験によ している︒罐動弁については三か

らの遠隔操作による季動開閉試験

非常用復水器系が存在する︒この

露動弁については三か月に一回

離時冷却系はなく自然冷却方武の

系統の躍動弁については蕊か月に

野選操作による手動開閉試験・定

確認している︒
査時の模擬ECCS儘号による自

日一回以上の巡視点検により弁の

による自動開閉試験により作動を

・定期嬢査時の模擬ECCS信塔 ▽格納窓器隔離弁 定期検査階
期検蒼時の模擬叢論︵原子炉圧力

また︑鳶口〜回以上の巡視点検

謬

とに通報訓練

防災業務計画も

動開閉試験により作動を確認して

ともに中網制御室の衷示灯により

高︶による自動開閉試験により作

還隔操作弁の開閉状態を監視して

開閉状態・漏洩の有無箸を点検す

の有無・ポンプの潤滑油等を点検

るとともに︑中央制御窒の表示灯
また︑一日一語以上の巡視点検

するとともに中央制御室の表示灯

により弁の開閉状態・漏洩の有無

により弁の開閉状態︑漏洩の有

いる︒原子炉趨動前には露源︑弁

・ポンプの潤渦油墨を点検すると

無︑ポンプの潤滑蘭等を点検する

により遠隔操作弁の開閉状態を監

の開畷状態等待機状態を確認して

いる︒また︑一日一回以上の巡視

とともに中央制御整の表承灯によ

視している︒原子炉起動前には電

の有無を確認している︒

いる︒蝉止後は点検により︑異鴬

点検により︑弁の開閉状態・漏洩

り還隔操作弁の開閉状態を監視し

源︒弁の開閉状態等待機状態を確

直常時の運転員のとるべき処置

認している︒節止後は点検により

についての言触訓練については︑

ている︒原子炉起動前には電源︒

▽格納容器冷却系ポンプにつ

弁の開閉状態等待機状態を確認し

いては三か月に一圃〜月一回の逮

PWR型炉の場舎は︑米国ウエスる播揮は運転当止長︵遡転係擬︶

りの運転員は八〜十五名程塵が配

隔挙動起動試験・定期検董時の模

たは国内のPWR運転訓練センタ 異常時における原子炉設腰者内
験により機能を確認している︒ま

するとともに︑逃し安全弁の出口

による手動開閉試験等により作動

定検時に自動減
圧系の圃路作動試験により機能を

験により作動を確認している︒三

擬ECCS儒号による自動起動試
チングハウス社のシミュレータま
た︑原子炉起動前︒運転中・停止

配管の温慶を中炎制御箋の温慶餅

を確認している︒

②自動減圧系

確認している︒起勤前︒運転中・

後とも︑中央制御塞の表示灯によ

の指示により︑弁の漏洩の有無を

〜回の中筋制御室からの遠隔操作 および懸故時の特別訓練が実施さ
り開閉状態を監視するとともに︑

監視している︒

の有無を確認している︒

停止後とも中央制御塞の表示灯に

ーのシミュレータによる基礎訓練

異営の有無を確認している︒

動を確認している︒

一回〜月一園の中央制御室からの 〜月一回の中央制御蜜からの遠隔

している︒原子炉起動前には電源

に一回〜二週間に一回の還隔手動

らの遼隔操作による薪能開閉試験

／

面弁については三か月に一二〜月

ている︒停止後は点検により異常

鰹

原子力発露所の保守管理については︑核原料物質︑核燃料
物質および原芋炉の規制に関する法律に基づき︑難産大駆が

（6＞9｝，1〜用屯｛厭

画酬

彰

融

渓

撃

2311・大阪蝶所邸6）31㍗2367平田バルブ工業株式会社

許可している保安規定を中心として︑運転要網︑運転操作細

則・還転定期点検細則︑甥故時操作細則︑運転巡視点検細則

アイランド漂子力発電所の指定事故原困を参考にして︑表の

等が整彌されている︒今回のヒアリングは︑米スリ⁝マイル

主要設備を中心に︑これら保安規定などに墓つく定期的検査

の温度により確認する︒

窒の弁開閉表示および弁出口配管

し弁であるかどうかを︑中央制御

①開状態にある弁が︑撫圧器逃

の実施状況︑日常の巡視点検状尻などを確認した︒

定期的に作
動を確認
②加圧器逃し弁であることを確

（5）格納谷器レ「調けデ

「＝

⁝は二十四日︑わが国の原発二一
卍十基について行った安金総点⁝
へ検の中間とりまとめを行い︑㌔

︸原子刀安全委員会に報告し 副
ρた︒今回の総点検は米国のス曲
舞りーマイルアイランド原発事㌔
一故を契機に霊に保守管理面な一
どについて電気事業者が行っ嘱
㌔た再興横をもとにヒアリング㎞
︸を実旛し︑蜜全確傑政策の現一
一状を明らかにしたもの︒盆な軌

㌔点検政策は︑PWRの①補助㎞
①高駈

認すれば︑その元弁を購止する︒

▽非常用炉心冷却装躍
承灯により︑懸隔操作弁の開閉状
一回の手動起動試験︑定期検査時 態を監視するとともに︑水位およ

注入系ポンプについては︑毎月

（4＞格納谷器｛令霧雨

／

総出難配管の温慶を中央制御蜜の

核流体制御精機の領域です

一給水系②加圧器逃し弁③鷺C漣

は毎月一回の手動起動試験により

▽補助給水系ポンプについて
佛CS等と︑BWRの①原 子 炉 ㌦
㌔隔離時冷却系②原乎炉逃し蜜⁝

一全弁③ECCSなど︒申問と作
副動を確認している︒
の模擬君CCS儲讐による霞動起び圧力を︑中央制御窒の水位指示

また︑毎月一回以上の巡視点検

電動弁については︑チェックシ

計︑圧力指示計により監視してい

噸りまとめはこのうち︑今癒の㌔

ートなどに基づき︑運転野司能な

る︒

動誠験により︑作動を確認してい

る︒同時に︑中央制御塾の表示灯

プの潤酒油などの点検を実施す

弁の開閉状態・漏洩の有無・ポン

㎞TMI原発薯故の引き金とな 時に︑チェックシートに墓づき︑

により︑電動弁の開閉状態を監視

より︑作動を確認している︒

③炉心スプレー系

り作勤を確認している︒

たCCS︑模擬
信号で起動試験
ゆ瞼

については三か月に一回〜月一回

③郷旨1人系

民

鰍想鯖一橋4＋11マ1058（03）431−5176禰賄セノター容（044＞833
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CCS信号による自動開示試験には︑月一回の手動起動試験・定期

動開閉試験︑寓言無蓋時の摸擬E

ものについて︑毎月一回の二段手

錠して管理している︒

している︒手動弁については︑施

原子炉起励前には︑躍源・弁の
開閉状態等系統の待機状態をチェ
ックシートなどに基づき確認して

①加

いる︒簿国後は︑点検により︑異
常の有無を確認している︒

▽加圧器逃し弁について

いては︑各炉とも︑事故聴の擬作

圧器逃し弁の異常時の取扱いにつ

目還隔手動起訴試験︑定期検査時

▽原子炉隔離時冷却系ポンプ

加圧器逃し弁が開いたままの状

の模擬僑号︵原子炉水位低︶によ

法が明確に規定されている◎

細躍︵手順︶により︑その描置方

し弁の入口側にある元弁を閉じ︑

②自動威li系

μ＼

混載計に指示させ︑弁の漏洩の有

報

態の場含は︑次の要領により︑逃

②剖1タ／ク

懸麟

⑳

る自動趨動試験により作動を確認

①副ヂ

月に一回〜月一回目中央制御塞か

①高lm人系

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。

＼

⑳
㈲格納補1隔離弁

原子力バルブ憶

輔

1人系
④郷［

i人聞

冷却材が運続して逃しタンクに流

（3＞Ji洛丹1炉心1鯛】装置

している︒躍動弁については三か

②原∫炉逃し冥全弁
（3／Jl湖｝炉心冷却重セ【〜1

入することを陽幽するよう規定し

（2漏出器逃し弁

聞

総点検：の申間

@
@
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ている︒

（1源r炉il｛ギ1離1〜冷却系

保簿管理寒葵を占検した一娑設備

（1｝補助給水系

業

醗

懇醗

尋

⑰

沸騰水型炉
加li水摩炉

産

力

騨

（2）

第975号
（第三極郵便物認可｝

三

子
原
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聞

業
産

力

今回のスリーマイルアイランド原子力発電所甥故の康因に関
し米国原子力規制婁員会は瑚月五日︑以下の六つの襲項が壌故
の拡大につながったものと推定し発表している︒①虫給水ポン
プが簿止した時点で補助給水ポンプ繊口側の弁が蘭じられてお
り給水ができない状態にあったこと②最初の一次冷都系の圧力
上昇購に開いだ加圧器逃し弁が︑その圧力低下に伴い閉じるべ
きであったにもかかわらず閉じなかっだこと③加圧器内の圧力
の急速な低下に伴い︑加圧器の水位計の指承引は︑一次冷却系

こと④脳圧注入系が起鋤しても格納容器が隔離されないこと⑤

の水位があたかも高いという誤ったものとなったかもしれない

加圧器以外の一次冷却系内に蒸気ないし気泡が存在するにもか

の還転を行ったとみられること⑥一次冷二水ポンプの振動によ

かわらず︑加圧器の水位翫の捲闇値のみにもとづき蕎圧注入系

る損鰯を防ぐだめにこのポンプを檸止させたことi以上の諸
点について︑わが国で還転中の原子力雛璽崩の構遺︒還転管理

る︒

ある欝鱒開の電動弁が仮に閉じら
れていても躍動補助給水ポンプ自
動趨動倦号︵非常用炉心冷却系作

を確認している︒また︑常蒔中央

分解点検︑作動試験を実施し機能

制御窒の表示灯により弁の閣隈状
態を監視するとともに︑弁出獺配
轡の温慶を中央制御塞の温慶計に

している︒原争炉の韻勤前には︑

指示させ︑弁の漏洩の有無を監視

状態にあることを確認している︒

加圧器逃し弁の潮にある元弁が開

檸前後は点検により異常の有無を
確認しでいる︒

なお︑紫蘇︑米中スリーマイル
アイランド原子力発電駈では煽圧

じなかったとされているが︑わが

器逃し弁が開いたままの状態で閉

し弁の饗常蒔の敗扱いについては

国のPWR型炉における加駈蟹逃

によりその描醗方法が明確に規定

磁壁とも瑠故時操作細則︵季順︶

されている︒すなわち︑加圧器逃
し弁が開いたままの状態の煽舎は
次のような嚢領により遡し弁の入

逃し弁ゆ

慧幾／

農動逃し弁系

冷却設備を作動させる安全注入儲

アイランドニ屠炉では非常用炉心

への移溝についてスリ！マイル

▽格納窓器サンプ水の補助建醗

水が補助建躍に移送されない︒

が自励趨動ずることなく︑サンプ

プ水位が上督してもサンプポンプ

ンプポンプが簿止するため︑サン

弁が窺動的に閉止し︑格納容器サ

より冷却されるよう設誹されてい

プが解止した場台でも自然櫃躍に

①開状態にある弁が加圧羅逃し弁

麟畏は三糧二十言付︑﹁米国の原

芋力発電駈の璽故について﹂談謡

ECCSが作動した田舎は

を発表した︒内容は次の通り︒
一︑来国スリーマイルアイラン

原子力安全委員会としては︑今回

は現欝欝では明らかではないが︑

の長葱および状況についての詳細

ド発独学直感炉の瑠故に関し︑そ

いる︵禁池時野作細則でもECC
S趨離隔に確認すべき操作手順が
定められている︶︒

一次冷却水ボン

▽一次冷却水ポンプを檸止さ煙
たことについて

の攣故は加圧水型炉の安全性を著

手につとめ︑詳細な検討を進める

あると受け止め︑正確な悩報の入

える上で璽要な愈味をもつもので

却設備は原子炉水位低下︑格纏容

格納容劇毒離弁と非常用炉心冷

※謬湧一原子力安全委総会婁

る︒

であるかどうかを申央舗御察の弁

暑により格納容器隔離儲弩︵格納

とを隙止するよう規定している︒

開閉表承および弁出口配管の混慶

容津蟹通ラインの弁を閉じるため

一方︑わが國の羽黒水型炉では

▽鴇◎CSの間けつ的操作につ

により確認する◎②加圧器逃し弁

いて

器水位の問題に関しての非常用炉

安全注入儘暑または格納容顔圧力

力圏で隔離弁が閉となっている︒

心冷却装園の性能および機能につ

高により格納容器隔離信暦が発儒

加圧

いては︑現筏︑解析謝騨による確

され︑サンプ水移送ラインの隔離

▽加圧器の水位に間して

認を実施中である︒

き出した蒸戴は圧力抑鋤プ⁝ルに

こととする︒

遡商産膨雀資源エネ

わが国の原子力発難所について

手につとめているところである︒

の原因について︑鋭恵︑樋報の入

機の瑠故については︑霞下︑璽故

リーマイルアイランド発電所二弩

一ご月二十八日に罷生した米國ス

た︒内容は次の通り︒

体舗の再点検について﹂捲示し

電力各社に﹁原子力発電所の蟹理

ルギー庁畏留は三月三十一蹟付︑

※滲考2

に藥備を瀧める︒

専門象を派趨することとし︑阜急

報を的確に把聾するため︑来国に

また︑本件に関する科学技術檎

議を開娘させる︒

炉安全長門邪念会において調査欝

墨黒確保に反映させるため︑原子

四︑本件擬製の経験をわが国の

サプレノノ5ノ・フール

ールおよび復水タンクであるため

なことが万一あるとしても︑放出

し弁が開いたまま閉じないよう

また︑すでに述べたように︑逃

わが国の原子力発墨所では︑この

として生じた瑠故と判断されるが

プ一台閉止︑タービン停止を発端

よると︑本畷故は二次系給水ポン

安全確保にさらに難燃を期する観

あることが︑美本設謝に闘する安

展することはほとんどないもので

になっているので放尉性物質を一

シ蕊ンチェンバーに流入する構遺

運する瑠頂に関し︑保安規定︑運

万全を期するため︑本件鋼故に関

三︑わが国の原子力発要所につ

葬常用炉心冷却設備は高圧注水

また︑万一格納凌辱底部のドレ

系︑炉心スプレイ系︑低圧注水系

次冷却水が格納容器外に流出する

および自動戯圧系により構成し︑

四︑異常蒔の運絡体舗︒

き処醗についての教脅︑酬練︒

三︑異常時の運転風等のとるべ

し◎

の係安規定および運転要領の見耀

よび点検等に関する魍項について

二︑原子炉旛設の運転︑巡視お

順守状況︒

一︑保安規定および運転要韻の

を速やかに欝欝されたい︒

について総含的に難点検し︑結累

る所存であるが︑原子力発電所の

とるべきかにつき騒終的に判断す

つだ段階において如何なる欝欝を

原子炉への冷製水の注入は継続で

種の瑠象が本件に類する頚故へ発

▽非常用炉心冷却装画の八二と

きる︒

ンバー水中に放出され︑そこで凝

る︒

機器冷却水

復水タノク

炉心が、孫1

二︑NRCのこれまでの発表には︑今回の鎌継の原函が明確にな

器庄塁上罫の儒讐により作動す

び

された蒸気はサプレッションチェ

炉心冷却設備の水源は圧力抑制プ

原子炉隔離蒔冷却設備︑葬常用

瀕かれ︑そこで凝縮する︒

が閉じない場合でも灘し弁から吹

事故時でも外
部放出はなし
ゆ鵬

▽給水ポンプが檸止した場合

再箔環ホノ

点から︑当面︑次の覇項︵四点︶
縮するので放射性物質を含む一次

全審葦︑および僅用前検査︑定期

一次冷却系配管の

ことはなく︑外部への放射性物質

瑠故障には原子炉格納容離を自動

いては︑葡項の検査を十分に実旛

冷却水が格納容器の外に漏洩する

隔離するとともに葬常用炉心冷却

させるほか︑さらに︑安全確保に

る覇象︑いわゆる一次冷却材喪失

設備︵旦CCS︶を葭動作動させ ン受け槽に水が流入し溢流したと

検査等で確認されている︒

っているが︑予備のポンプも趨動

してもベント管を通ってサプレッ

の流出のおそれはない︒

しないと仮定した堀命でも原子炉

る︒

破断により一次冷獺材が失なわれ

相当する給水ポンプが檸止した鰯 格納容器隔離

マイルアイランド発塗輿の購故に

沸騰水型炉について今回のスリー

二二除去韓父鼠講

輪離時命却系

余蝋齢去小ノブ

i
給水管

隔離時冷却設備︑葬常用炉心冷却

備ポンプが自動超撰する設副にな

舎を想定すると︑この堀命でも予
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等に照らし含わせて現在まで確認したところは以下の通りであ

補助給水系
は作動する
動慣屠を含む︶で開となり︑給水
を罵能とする︒

④タービン動補助給水ポンプの
弁のうち遼隔操作弁は中央制御整
で常蒔監視しており︑通常闘のも
のが閉のままで運転されることは

▽補助給水系について①原子
炉を臨界にする前に補助給水ポン
ない︒

いる︒

⑤手動弁は開状態で施錠されて

プは二台︵ただし大飯一︑二弩炉
は三台︶が運転可能であることを
確認するよう係安規定に定められ

水型炉の堀合には︑スリ⁝マイル

以上のことから︑わが国の搬悪

②霊給水系に嬰常が発生すると
アイランドニ弩炉のような補助給

ている︒

路﹂に入れられている醒動補助給

葭ちにこれを検知し﹁自動超動言

懲

▽加圧器逃し弁定期検静聴に

えられない︒

水系の作勤失敗が起こることは薯

⑧電動補助給水ポンプの出口に

水ポンプが趨鋤する︒
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⁝う︼つの要國となった圧力逃㌔
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⁝じるなどの描麗が行きわたっ㌔
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7三ークリア︒インフォ﹂
は米原子 力 簾 簾 会 議 ︵ A − F ︶
が︑パブリック︒アフェアーズ
︒アンド︒インフォーメーシ臼
ン︒プログラムの︻環として︑

﹁科学的根拠は な い し
縫灘騎下限値引下げで見解
般公衆が被曝する放射線の五〇％

傑健・教肖・福祉雀︵HEW︶ また放射線被曝については二
のジョセブ・カリファーノ長麿は
は天然のバックグラウンド放射線

原子力に関する嫡報を収簗︑分
析︑騨価し︑その結果にもとづ

き下げを勧告する科学的根拠は現

低レベル放射線職業華僑水漿の引

ゼロ・リスク追

求かえって危険
米サイエンディスト誌指摘
ラッセル・セイジ財団のアーロ

引き下げを勧告するのに必要な証

期間が必要だが︑職業被曝線量の

会が億険のない環境を追求すると

カン︒サイエンティスト誌で︑社

リフォルニア大学教授︶はアメリ

ン・ウィルダフスキー会長︵元カ

拠を警めるにはそれ程時間はかか
科学鮒努力を麻痺させ︑結局︑以

原発コスト
次第に有利
米の調査会社が分析

サージェント︒アンド・ランデ
ィー・エンジニア社の最近の分析
によると︑原峯力発電の石炭火力
に対するコストでの優位性は次第
に重大しつつあるとしている︒同

する百十万KWの原発は巖も荷効

社の分析で一九九〇奪に運転爾開

な石炭火力より＝二％安いコスト
で発電できることが明らかになっ
たが︑七八無四月の分析では原子

論をだしている︒

力の方が石炭より八％安いとの結

イランの石油輸
出削減分に相当

のソンプソン会長はニューヨーク

か国で運転中の商業用漂子力発顕

としている︒今隼初めには二十二

Nに一戸当

億九百四十六万KWだった︒

賞が二百九基あり︑発電容鰍は一

安全性分析家協会で行った講演で
﹁今後三年間に運転開始予定の原

子力発醒所は︑現在来国向け分か

代わるエネルギーを生産すること

ら削減されているイラン産石油に

ができる﹂と語った︒しかし・一

三十基の原子力発電所︵約⁝二千三

九七九年から八一年に完成予定の

フロリダ蹴力

り74ドルの節約

った︒さらに︑同社の騒初のター

庭で約七十四がを節約した﹂と語

つの原子力発電所は一九

長は蔓

フロリダ電力のアドマット副社
変更︑反掌派の動きなどから予定

％を供給し︑昨年一無閣で平均家

七八年に同社の総発墨蚤の約三〇

百七十二万KW︶は︑規制条件の

ることも明らかにした︒

運り完成しないとの兜方をしてい

今年中︑世界
で42基運開へ

前に発電を開始してから燃料費を

WR︑穴十九万三千KW︶が七已

キー・ポイント原子力発霞所︵P

来原子力学会の門ニュークリア

は原発三墓を建設するため支払っ

九億二千三酉万が節約し︑この額

米原子力学会

年中に総発電容鐡にして三千三百

・ニュース﹂によると︑一九七九

五芳KW︶︑メイン︒ヤンキー つくられている︒米国は非常に複
︵PWR︑八ナニ万七千KW︶
雑︑
な国で︑これまでに経験したこ
一芳四千KW︶の野畑︒

でなく︑繋実を隠そうとしている

している︒もし︑役人が公明正大

サリー一︑二讐︵各PWR︑八十ともないような困難な問題に薗曝

との印象を公衆の闇で持たれると

自然放射線と医療用のX線から受

一︑平均被曝線蟹の一・五レム

ける合扇の約十分の一︒

はタバコを一日に〜箱吸う人で一

年間で約五レム被礫することと比

これらの点から﹁放射線被曝に

較しても大きな値ではない︒

ついて議論している人間が︑国民

のため何が良いことかを考えたな

することで︑公衆を守ることを望

ら第一にすべきことは喫煙を禁止

んでいる新聞はタバコの新聞広告

を中止すべきだ﹂と抵摘︑危険の

ない社会に対する要望は次第に高

ものはなにもないと語った︒

まっているが︑危険なしでできる

大統領の原子

力政策を批判

マックルーア講鼠

アイダホ州選出のジェイムズ・

エルス・クラブ・オブ・カリフォ

マックルーア上院議員はコモンウ

ルニアでの講演で﹁カーター大統

領の原子力政策は原子力発霞の開

プ放棄のケース・スタディだ﹂と

発について世界のリーダー・シッ

門大当領の原子力政策は自己否定

批判した︒マックルーア議員は

1．GLOVESに万一機械的損傷なとによる破損かみられたとき、素手のままては汚染事故の危険を生じます。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GLOVESを装着することか聡慧されています。

傷を防ぐことかてきて長時問の御使用に耐えます。

畷種類・寸法勘

述べた︒また︑﹁この方針に沿っ

て食品・医薬品局に対してX線や

なくする努力を強化するよう撮示

核医療作業者の不必要な被緩を少

した﹂と説明︒低レベル放射線の
詳しいリスク研究については﹁結

らないだろう﹂と述べている︒鍛

と揺摘している︒異体的に米国に

前より危険な状態になってしまう

論を得るためには二十〜三十年の

得ている利益を忘れてはならな
対し﹁最も豊かで︑最も資源に恵

後に﹁社会が放射線の利用により

い︒研究と議論が続けられている

高の洞察力を持ちながら︑最も恐

まれた文明が︑技術については鍛

れたものになる道を歩んでいる︒

間︑放射線のリスクを誇張した

醗はHEWが規舗できるもの﹂とり︑過少評価しπりしないよう注
水力発篭のダムの危険性は原子力

しかし︑﹁医療︑歯科︑職業被

ている︒

用︑原子力発露などによる﹂とし

よるもので︑残り一〇％が産業

九〇％は医療と鹸科での利期に

による﹂と指摘︒﹁人工放射能中

ョンとパプリンク・アクセプタ
在のところないと述べた︒

いて︑全国釣な凝ミュユケーシ

ンスの輪をひろげるために発行

カリファーノ長窟は﹁科学的根

におろそかではない︒しかし︑一

拠が出てくれば︑勧告をだすこと

しているものでず︒この脩報に
は︑原子力をめぐる局間の動き

として
し門これらのリスク調査について
た︒

葱しなければならない﹂と懸告し

い︒一方を恐れ︑他方を恐れない

発贈所の危険よりはるかに大き

は特に盆石を払って実施する﹂と

N州法は違憲勢濡

瞬十四万KWの新しい原子力発電 た金額より二五％多い額としてい

一午KW︶・ジェイムズ・A・フ ﹁報道機関により政府の役人は

令した︒

今回の描鷹はこれら五基のアー

雄煽との評価に対し﹁私は原子力

る︒

所四十二基が営業運転を開始する

理技術の確立︑地下立地の検討1 リフォルニア州エネルギー委員会

三年間に運開予定の米原奨

のモーリン委員畏は地方裁覇所の

リックオーバ⁝米海瀬大将は下

米海軍大将

被曝問題で報
道機関を批判

エジソン電気協会︵EEI︶

これを擁護する﹂と主張する謬見

⁝についても議論の余地があると

判決に対し控訴する恵同︒

ている︒

カリフォルニア州南部地方裁判

が頁っ向から対立したことから同

している︒

のはなぜか﹂との疑問を投げかけ

畏宵はさらに︑低レベル放射線
萌はこのほど﹁﹃カリフォルニア

問題はカリフォルニア州雨部地方

地裁が判決︑エネ委は控訴へ

のリスクは従来科学蓄が予想して
州一九七六年法﹄は米国懸隔の優

の︒

づき翻宴会覧で明らかにされたも

省庁間撲討委員会﹂の報告にもと

れた﹁低レベル放射線に出する各

Wを中心とする七つの雀で組鰍さ

月カーター大統領の要諦で︑HE

いる︒長官の見解は〜九七八年五

な証拠は得られていない

科学蓄からも今のところそのよう

般公衆の保護︑安全に関心を持つ

がたんねんにまとめられていま
ず︒

隔
園
いたものより高いか蕎かを明らか

た︒

裁判所に裁定が持ちこまれてい

地震対策に不備？

一九七六年法を支持しているカ

を下した︒

先条項に違反している﹂との判断

地方裁判所のウィリアム・エン

にするため︑広縄な長期にわたる

﹁連邦政府が廃棄物永久貯蔵技

研究計画を始めることも明らかに

したQまた︑原子力産業労働番︑

院蟹隊小委員会で放射線被瞬問題

が︑原子力発電所の許可を継続す

五基について︑その捕助冷却シス

ィッツバトリック︵BWR︑八十国民をだましているという印象が

ライト判嚢は﹁現在︑廃棄物永久

る﹂とする門カリフォルニア州一

るか否かという問題は︑二曲政府

テムが大きな地蟹に耐えることが

X線の被曝蓄︑一九五七無八月の 術について承認を与えるまで新し

に関する報道機関の取扱いについ

ち会った軍関係看についての遠近
九七穴葎法扁をめぐり原子力推進

の騨決購項﹂と指摘︑﹁一九七六

できるかを確認するまでの予備描

処分に関し実証された技術はない

の調蛮で︑低レベル放財線による

派の﹁このままでは露寒料金の高

年法は原子力エネルギーの開発︑

躍として︑運転を停止するよう命

て厳しく批判︑次のように語っ

ガン発生率が高い﹁可能性扁のあ

騰︑八O年代の停電は免れない︒

議会の基本方針に反する﹂との考

利用および奨励︑育成するという

米N臓C
五心の停止を命令

ることがわかったとも述べた︒し

の原子力必要論と﹁算氏政府が明

州法は連邦法を優先している﹂と

﹁スモーキー﹂原子爆弾実験に立 い原子力発電所の建設を禁廊す

かし︑これらの調査は﹁結論﹂で

えを示した︒さらに一九七六隼法

NRCは東海岸の原子力発電所ーバレ1一弩︵PWR︑八十九万
た︒

ないと強調︑﹁不正確な方法を採

の他の二件Il使用済み燃料再処

キテクト・エンジニアであるスト

たいへんなことになる︒報道機関

停止命令がだされたのはビーバ

確な解答をだすまで原発建設鰹止

ン・アンド・ウェブスター社が同

闇に遭遇するその他の危険に毘べ

に建ついたものだが︑その自己否

もの婦としている︒

GLOVESの損

2。GLOVESの指先部分の保護のためにGLOVESの1二に、更に薄ゴム手袋を璽ねて使用しますと、

78

定は他の国が受け入れる気のない

85

は当然︒すでに州法で決定済みで

員会︵AC8S︶が調査する予定︒ さらにルイス教授は下院エネル

社のコンピューター・コードの計

放射線被隈が海蟹の賑庵従業農に

う﹂と述べている︒また︑﹁翼体

ではなく︑㌶RCの規制に合致し はほとんど触れられていない﹂と
し次の点を指摘した︒

75

正確﹂としている︒

︒環境小委員会で再検討委員
WASH一一㎎OOの再検ギ
討ーの

足していない削能性があるとしN

対し︑独特の障蜜を生んでいる扁

推進派︒総体的に原発の危険性は

どうであるとかという点に関して
ともに﹁石炭鉱山の危険性︑石油

なかったから簿止した﹂ことを強

東京都千代田区神田富出町25

o

電話254−13弔（大代表）

285土5

発売元

500

拳地G15以1

最抵018

S饗

Q70±5腕

200
210
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旧しており︑したがって結論も不

る︒

原子力規制委員会︵NRC︶スめに利用しただけ﹂と述べてい
タッフは門ラスマッセン報告︵W

トレスに閲し︑聾RCの基準を満 たのは︑昨黛多くの新聞が﹁職業

部のパイプ支持構造が大型地麗ス

いると前置きし﹁WASH⊥算
四結集から補助冷却システムの一
〇〇の数傭予測は保守的で非保守

人間の対応能力を考慮していない

RCに通告したことによるもの︒

価再検酎委員会は原題炉鶉故の確

的に危険があったから停止したの

この点に関し﹁職業被騰が︑一

NRCのハロルド・デントン原と採りあげたことにある︒

○にもとづき決定したものではな

た結累︑﹁主にWASH⁝一購○

率について﹇WASH1一四〇小〇
さいと考えている﹂と述べると

子炉規制局擬は誉者昏蒙で﹁発電

い扁との難論が得られたためハロ

の予測の誤差範独は過少評価され

問題に絡む戦争の可能性︑国内経

一・五レムは︑入間が一生の問に

一︑憲港従業員の平均照門線騒

またワシントン・ポスト誌の

と指摘している︒

点が他の要照以上に大きな問題﹂

リックオーバー大将が問題視し
的要国より大きい︒特に票故時の

時期にきている﹂︒

はその活動に対し壷旺を持つべき
ついて新しいガイドラインを決め
ついて 調 査 し た 結 果 ︑ W A S H −

NRCスタッフが過表の決定に中心となり︑N貧Cにその利用に のなかには全く違った見解の人も

る新しいガイドラインを湊めたこ

AS薮−一四〇〇︶の利用に関す

うスマッセン報告

ド・ルイス教授の率いるリスク評

一四〇〇が等しいガイドラインに させたカリフォルごア大学ハロル

た︒NRCの今墜の判断はこれま

禽致しない形で利用されているの

とにより・現在還転中の原子炉を
止めたり︑既存の規則を変噛する

原子力開発への批判や反薄が先

の決定についてスタッフが調査し

でにだされた二頁件以上のNRC

必要はない﹂とした判断を下し

鋭化するにつれて︑㎜方的な見

ルド・デントンNRC原子炉規舗審議中で︑他の一件は原子力発電

ている﹂としているものの﹁絶対

に状況は深刻﹂としている︒

済の衰退lIこれらの方がはるか 調した︒

人が一生を通じ受ける他の放射線

や羅朴な不安を叢った方向へ増

粟の原子力に対する純粋な疑問

局長はN汽Cへの報告憲の中で 所の補助バッテリー・システムに

的確率が高いか低いかは決めるこ

源と比べどうであるとか︑一生の

幡させかねないという懸盤もう

関し
する
門WASH⁝西OOは蛍と
てもの︒しかし︑これについ

とはできない﹂と強調している︒

し︑実施するのに数か月かかろ

かがえます︒この簿報は発行以

ても再調査中で︑スタッフの調糞

﹁ルイス教授は原子力反対派の英 所の改造が必要かどうかを決定

来︑原箏力関係春のみならず議

のあと︑さらに原子炉安全二間委

は三件だけ︒うち二件は現在まだ

会︑連邦︒囲政府︑マス調ミな

スタッフが行った分析や判断の生

どからも注潮されてい家ず◎

な内容を補充したり︑確認するた

ｵ無風員の対応に考慮をL

少ない規制への影響

解や不正確な情報が増加し︑大

ンフォ﹂を発行した背燈には︑

A− F が コ ー ユ ； ク リ ア ・ イ

⑳
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聞
早

緊急無体翻の整備など
馨勒囎安全委専門部会で詰め

︵当面とるべき描翻︶

ング要職および機謡の動艮体制を

五︑素地災密対策嵐部のもとで

爾確認オる︒

特有の嚢項について当颪とるべき
放射線に関し︑診断︑治療に当た

よって︑臨界条件を達成しようと

五千万〜一億渡に加熱することに

水累をプラズマ状態にし︑これを

の力で︑翼空獲麟内にとじ込めた
原研からJT60

芝

の電源設備受注
東

にたくわえられた藍流電流を︑慧

ポロイダル磁鰯コイルは︑ここ

するもの︒

速にしゃ断ずることにより︑水素

棄奈芝浦電気は臼ホ原子力研究

て建設をすすめている臨翼プラズ

所から︑核融合炉開発の中核とし

鉛ガラスで放射線をシャットアウト．〃

原子力発電所簿に係る防災滋藤

続編として︑早急に以下の騒乱を
る医療機関を明確にする等医療体
制を再確認する︒

︵原子力安全委騒会における馨
門的購項の検酎︶

プラズマの加熱・維持およびその

㈱岡部製作所蕊響鰐罫引び謬

講ずることとする︒

国の機閣および地方公共団体とを

位躍・形状を制御する役劉をはた

○ホノトラホ

一︑緊急時に原子力発露所等と

結ぶ緊急購運纒体制の再点検を行

ダル磁場コイル用電源設備を受注

をプラズマ状態にし︑さらにこの
マ試験盤躍﹁JT16⑪﹂のポロイ

したと発表した︒

さらに︑原子力発電所等に係る

項であって一重の充爽を必要とす

防災対簾特有の轡門的︑技術的鄭

力を供給するためのもので︑いず

○グローBox遮へい用

○放鷹線廃棄物貯蔵庫

﹁相互の内貸疎通﹂に軽しては原

開催などをうたっている︒

二︑原子力安全委員会を中心と

底を図る︒

い︑関係者聞においてその周知徹

発立地興と關係省庁との連絡会の

原子力発電藤等に係る防災対策
の基本方針は次の通り︒

原子力発囎所等に万一の瑠故が

るものについて︑原子刀安全委員

の五〇万KVアンペア露励発電機 断器は︑プラズマを生成するため

設備周電源としては世界撃壌容璽

れることになっており︑国の行政

で︑ポロイダル磁気コイルおよび

備︒

れもJT−60の中核を構成する設

JT⁝60はトカマク型実験装照ぶポロイダル磁鵬コイルに薩三毛

今回︑璽芝が受注した籔流しゃ

する緊急技術助謡体腔の整備箸に

会が﹁原子力発電所等周辺防災対

もの︒また電動発電機は︑総設備

一式と臨流しゃ断器二二などがふ の臨流しゃ断用として利周される

す︒

より︑災審繊急対策を実施する地

策騨門部会﹂を設麗して審議を行

容籔二酉万KVアンペアにもおよ

今圃受注した電源設備は︑実験

がある煽△口には︑災轡対策基本法

生じ︑その影響が外部に及ぶ恐れ

方公共醐体等に対し︑国が薩ちに

うこととしているので︑この結論

円︒納期は五十七庫三月末︒

くまれ︑契約金額は約四十七憾

に基づき所要の防災対策が舗じら
的確な助醤︑協力を行うための体

速やかに各機関の防災対簾を一魍

が毘次第︑その内容を踏まえて︑

三︑緊急時に薦ちに関係地方公

︵地方公共醐体に対する指間協

充実整備するものとする︒

制を整備する︒

社等の公共機関においては︑この

機関︑地方公共圃体および電力会

︵以下﹁現地災審対策本部扁とい

粟団体が設國する災審対策本部

電磁石によってつくられる磁力線

トロイダル磁場コイルとよばれる

○放封憎溌棄物ドラム蚕室

1一酬刃一1一

◎カタログ及び剣1連絡頂き次第お覆り致します。

米スリーマイルアイランド原子力発蟷所璽故を契機に原子力防災対策の兇麟しを暖めている政府は
四月二十七日︑①当面とるべき描躍として緊葱鋳運絡体舗の再点検︑緊急技術助雷体制の整舖などを
行う②原子力安全婁圏会同門部会で原子刀特有の轡門的珊項を検討する③国と地方公藁陶体との働接
な愈思疎通を図るーーの三点を柱とする対慮策︵墓本方針︶をまとめた︒購月三日の閥騒で大平酋椙
ための防災業務謝画︑王城防災翫
蘭等が定められている︒しかしな

以上の描麗の円滑な実施を図る

力︶

いなど指摘しながら︑現蕉︑BW が舎格︵△口格率二五％︶︑核燃料

翼澄通麓相もPWRとの欄造の違者の方は百六十犠が受験︑四十名

○ターヒン室覗き窓

○放射性廃監物運搬用フォークリフト

○その他

○サンプリングフート

が関係閣籐に原発防災体制の學急な欝点検を指示したのをうけ︑総理府を巾心に科学技術庁・通産憲

的甥項については原子力安全委圏
がら︑このたびの※国スリーマイ

察庁︑防衛庁︑国土庁︑大蔵省︑

など関係省庁が検討︑とりまとめたもの︒

わが圏で は 芳 一 の 災 密 に 備 え て

う︶および当該原子力施設に国が

会に﹁原子力発電所等周辺防災対
ルアイランド発電燐の覇故の経験

文部省︑駆生雀︑農林省︑運輸省

関する騨門家の粗織体制を整備す

露髄する原子炉︑放射線防謹箸に

災轡対簾墓本法に基づき︑噺蟹の
にかんがみ︑猿子力発電噺等に係

ため︑関係省庁と原争力発電所等

日縣門部会﹂を設置し検討してい

て質疑︑政府の藩えをただした︒

郵政省︑労働省︑建設欝︑宙治省

これに対し大平首相は︑席上︑エ

科学技術庁発出

炉主任試験に
四十名が合格

周法興についてはこの後︑科学

るとともに︑懸定公共機照準の協

る等により︑国と関係地方公共圃

立地興の腿当暫との会議を開催す

べた︒

力援助体制を再確講ずる︒

防災対策を講じることになってい

関係機蘭の黒体的対旛策を充実︑

老翁から趣雷説明を聰毒した︒

四︑緊急蒔に顧ちに規地災憲対

技術振興対策特別委員金でも金子

る防災対策特荷の事象に霧囲して

なものをまとめ︑亡き必婆なもの
整備する必要があり︑このため次

と︑安金問題に関する国際的な日

期猷画は適宜膨証を加えていくこ

⁝識鱒≡⁝一一一＝≡⁝鱒＝隔≡謄僻＝⁝一≡一一⁝一幡≡

策本部に動農すべき緊急モニタリ

で原子力蟹業従購者被曝対策の強

策特別軽風会︵大僑敏雄婁員擬︶

ないことを強調するとともに︑蓬

ネルギー安軍職係に原子力は不可

くとしており︑この秋には中間的

基本方針では︑まず・ここ一〜
から蚤十五庫慶箏躍に反映させて
のような描躍を講ずる︒

欠とし開発の墓本姿勢に変わりの

消防庁の十六省庁で構成︒

されているが︑細部にわたるとま
二か月以内が対象となる当面とる

いく愁えだ︒今一つの柱である

体との密接な愈思疎通を図る︒

る︒猿子力 の 防 災 対 策 も 一 応 整 備

だ問題点も多く︑福井興などの原
べき描醗として︑国と地方公共団

案の審議を科学技術振興鮒策特附

の検討が提案されていることなど

報連絡については改版サミットで

婁員会︵塩臨瞥典委埴土︶に付託

つけられたうえ全会一致で可決︑

二十一鰯原子炉主任技術者試験と

明らかにした︒また︑BWRの運 科学技術庁は二月二十八日︑第

化など五項目からなる付帯決議が

翌二十三曝の本会識でも金会一致

第十一回核燃料取扱霊馴者試験の

同法案は①原子力瑠業従瑠者が

した︒

業務上受けた損轡も同法の対象に

転中止問題に関し金子擾宮は原子

く

﹀
院
議

藺藁≡＝一一≡一三＝＝輔備≡蕊■≡＝一輔一一一一≡募葺一≡≡＝一⁝ニ

体との聞の緊急騰運絡体制の再点
Q囎一一ヨ≡憂⁝一■＝謄一一：≡≡⁝≡■一≡＝憂藁囲一＝＝柳補⁝躍一義

発立地県か ら ︑ 原 子 力 施 設 の 地 城

検︑原研や放医研の騨門家による
技術援助体制の整備︑放射綿診癬

時のモニタリング体制︑逮絡体制
の整幡等が強く要謂されていた︒
医療体制の再確認などをうたって

@原賠法一部改正法案

本会議で趣旨説明

防災翫画作成塾躍の明確化や繁態

原子力発電所等の防災対簾につ
いる︒また︑災審退避対象となる

e辮鶴禁騨聾 損審賠麗質一部改正法案について

力安全婁鍛会で﹁その必要がな

イランド原子力発注所素躍問題を

L、（卜髭

日本聡気硝子㈱総代理店

）田阯

業
産
被曝線引や邊避勧告のタイミング

趣碧説胆を聴取︑質疑のあと同法

疋検中（228〜）

いての基本方針をまとめた閣係省

庁運絡会瓢は総理府︑科学技術
など・原子力防災対策特荷の騨門

籔配試験の結果を発表した︒

とりあげながら︑撰述計画の二三

﹀い

奨凝

窯

断諏図

庁︑通産省 璽 源 エ ネ ル ギ ー 庁 ︑ 警

塗議院本会議ではこの日︑金子

の決定を騨古したいと筈弁︑江崎

い﹂旨結論が簿られているのでこ

で可決︑参議院へ送られていた︒

︵枇会党︶が米鷹スリーマイルア

畏官の趣旨説明に対し森下昭司氏

六十憾円から百懸軍にひき上げる
こと③賠餓補償契約の締結と国の

和出職十鴎年十∴ 月一二十一日までに

し︑BWRの運転中止︑安金性にRについても運転管理について総 取扱霊圧者の方は蕩名が受験︑二

それによると︑原子炉童謡技術
援助に為する規定の適用期隈を昭

子力損年について適用するよう延

た︒

牽六名が倉搭︵合格率二六％︶し

關画した原子炉の運転等に係る原

点検を実施︑特別勤皇監査チーム

擾︶︑格納容器スプレ⁝効累に関

施墓準︵村霊進原研蟹海研副所

力機関における原子刀発蹴所の箋

国際原子

を派乾しチェックしている︑と述

高レベル

五月二十四日︵木︶

立︑寝藁描櫨額の拡大などについ

十二臼に衆議院の科学技徳振興対

五月二十三臼︵水︶

プログラムは次の通り︒

別講演を行う︒

アンドレ・ゴブネ搏士が滲加︑特

長する⁝一のE点が骨子〇三月二 関する国際的な悩至重聖体鰯の確

廃棄物対策中心に
銀雑誌安協が総合発表会

三研究整畏︶︑日米における非常

︵斯波正誼原研安全工学第一研究

用炉心冷却装國に関する研究成果

する研究︵木谷進原研安全工学第

員︶︑原子力施毅デコミッショニン

放射姓廃簗物処理処分に関する研
原峯力安全研究協会︵有沢広巴

また︑葱月二十八賑米スリーマ

グの研究開発に関する鋤向︵鳥飼

究開発の動向︵山本魔安全委婁
が集中︑来国スリーマイルアイラ

理響擾︶は五月二十三賑︑二十四

欣一原研原子炉工学部擬︶︑放射

表を行う︒

ンド原発の聡故も璽なり憲検に煩

きた鶏故に関し︑その経過につい

イルアイランド原子力発電所で起

整長︶︑フランスにおける原子炉

日の一薫掛︑東紮︒金莱運ビルで

ネ博士︶︑パネル罰論会・原子力

規制と安全研究︵アンドレ︒ゴブ

第十二園原子刀安全研究総合発表

線の身体的膨響︵ポチン英国放射

ていることにも関適︑隠州当切の

線防誕委鍛会婁綴︶︑放射線の遡

海外からの発表蕎は︑放射線の

謬加費一万二千円︒吊し込みお

安全の考え方と今後の繰題︒

ての講演も予窟されている︒

伝的影響に対するリスク騨価︵シ

今回は︑核燃料サイクルの確立

金をひらく︒

っているのは十一基を数えるが︑

人体への影響解価についての轄犠

よび問禽わせは︑原子力安金研究

に不可欠な蕎レベル放射性廃棄物

七八五︶まで︒

協会企画調査課︵電導五〇三⁝五

な聯門家であるE・E・ポチン博 ェルビー米オークリッジ国立研究

ヒトへの影響騨価︑スリーマイル

士︵英︶︑P・B・シェルビー博 所農︶︑パネル討論会・放射線の

アイランド原発醐故の概要︒

の処麗処分の研究開発に関する勲

士︵※︶︑それに︑フランス原子

尚︑制外の工単的安全研究から︑

力庁原子力安全防護局撮聴納聯の

いずれも禦故・故陣によるもので

却設備の研究成累などを中心に発
れたのも絹い︒

一讐が途中運転傾止を余儀なくさ 格納容器スプレー︑非常用炉心冷

はなく︑定検のため︒加えて大飯

なった︒月初めから運転郷止とな

成繍としてはいただけない数字と

璽が期されたため︑これが擬びい

だったが︑今年に入って定横入り

績を大蝿に上園りまずまずの成繍

用率︑時闇稼働率ともに劇矩度実

ころ好調で昨年度は平均で設備利

わが国原発の運騒爽繍はこのと

五％だった︒

率罵一ヒ・六％︑時聞稼働率三九・

綾は別表の通り︑平均で設備利用

月のわが国原子力紅霞駈の運転実

目如露原子力産業会議が調べた四

四月の運転爽績

稼働率低調
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起こって三一六秒後といわれてい
といわれている︒例えば大飯原発

とは躍本では考えられないことだ

次系が止ってしまうと当然︑ほと

こうして二次冷却水が止まって

になっているということだ︒

状況でなければ運転できないよう

が︑このうち二台が使えるような

問題なのは日本のPWRなら二では補助給水ポンプが三台ある

る︒

⁝譲郵鞭難横倒翫狸灘三碧攣徽鞍
日本では考え．

られない事故

いるのに対し︑この駆故の川幅は

り︑燃焼が止まる仕絶みになって

第起電原
産懇から

勘氏

溜っていくという状況に治ったよ

力逃し弁から格納容罷の底の方へ

が水にまじって加圧器を遷して圧

ためにフィッション・プロダクト

いないといえるだろう︒このこと

としても︑燃料の溶融は起こって

罪常に極端な温度上昇がありうる

われていることから︑こく一部で

サンプポンプが動いたことが外部

みられている︒これをみてみると

外部へ放出されることになったと

ガスなどは排気フィルターを通り

放射線がもれ出したとみており︑

・二層のコンクリ⁝ト壁を通して

き︑その記蝦は﹁聯門象は厚さ一

の疑い﹂一⁝などの見出しが続

は洩れた冷却水を分析した製菓︑

し︑日本ではECCSが作動すれ
うようなインチキなものが公然と

となったことがわかる︒これに対

に放射性物質が洩れる大きな原賑

たるという悪妻も出ている﹂とい

燃料俸の破撮はかなり高範囲にわ

うだ︒

たということでも襲付けられてい

したかという問題だが︑これにつ

の申の温度がどれくらいまで上昇

になったということだ︒つぎにこ

プで汲み出されてしまった︒これ

原子炉補助建屋へ向けサンプポン

んだ汚染水がどういうわけか隣の

いたフィション・プロダクトを含

初めてこれに気がついたというこ

かずに薯欝欝二時聞十八分たって

されていることを操作員が気がつ

加圧器逃がし弁から冷却水が放出

今回の事故でとくに問題なのは

B本の報道も惨幡たる状況だっ

ュースソースを統一してからだ︒

ントンNRC原子炉規制局獲がニ

る︒この蟹態が収拾されたのはデ

サンだったかをよく物語ってい

これはいかに米国の広報体制がズ

まかり通っていたような状況だ︒

ウランの検出された踊が少なかっ

ば自動的にポンプが止まる仕縄み

もう一つの問題は︑燃料を覆っ

るようだ︒

ているジルコニウムと水の高熱反
応により水の一部が水素となり圧

いてはいまのところ確たる数字は

は嚢故が起って七分三十秒後に自

こうした今回の事故原因を

になっている︒

とみられている︒このため︑炉心

六臼のN麹Cの発表では約千四 照的に行われたといわれている︒

発表されていない︒しかし︑四月

そこでタンクから洩ればじめたと

思議

しかし︑格納容器の底に溜って

に熱が残っている関係で猛烈な勢
薦度〜千六百度程度になったらし

いう︒補助建歴は格納容器のよう

るQ

力容器の上部に水素が溜ること

いで水蒸気と水の流れがおき︑そ
い︒この温度からみると燃料棒が

に機密塞になっていないため︑気

という欝葉で表現してい

七不

グハウス社製でもありうるとの考

し︑動いている原発を止めたのは

姿勢はこれでいいだろう︒しか

か︒その愈味からしても今回の安

れたという面があるのではない

委員会の判断にフィードバックさ

トリビューンなど来診の代表的新

ューヨーク・タイムス︑ヘラルド

いった調子だった︒これに対しニ

る﹂﹁逃げるも残るも地獄だ扁と

れば三十時間後には東京は全滅す

環をかけた︒門東海原発が爆発す

出しが相次いだQこれに週刊誌が

た隠し﹂というようなドギツイ見

無謬性の神話矯電力側は駆故をひ

とだ︒ヘンドリーNRC委員痩はた︒ほとんどの新聞に﹁崩壊した

の勢いで落を出した燃料棒の被樋
融ける熱度が二壬二軽度程鹿とい

えを日本に通告してきた︒これの

はたして妥当だったかどうか︒そ

りにしてはならないということ

ようだ︒一つはこの嚢故を魔女狩

闘は大体三つの点で一致していた

こういう観点から今回の瑠故と

闇の社説に歓迎されだが︑三月三

ると庄屋は﹁それを口外してはな

んでくる﹂との摘報を庄塵に伝え

都会人にはこうした傾向は少ない

る必蟹性を認めない傾向が強い︒

つきに︑自治体の薯故の受けと

っていくことが必要だろう︒

でと異なった発想で立地敷策を行

うしたサイトを求めるにはこれま

ことになったことは闇違いない︒

ノ

0

麗囎圏

罰

がはがれてしまったらしい︒その

対応策として日本でも﹁操作員の

全委員会の決定がはたして妥当だ
ったかどうかは今後時間をかけて

れがβ本にとってどういう意味を

に璽要になってくるだろう︒

もつかは今後蜜三原困の究明以上

宿許を腿やせば対処できる﹂とい
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参

︒目立ったマス
コミの誇張

う考え方と﹁いくら人を増やして

報道の閣係をもう一号二三してみ

要という点だった︒この機会に危

だ︒第二点は︑米国は原子力が必

考えていく必要があるだろう︒

たい︒まず︑米国の報道体㈱だ

険のない原発を作るというのが第

四月十四日の大飯原発を慮める

が︑これは初期の段階では非常に

三点だ︒

との原子力安全委員会の決定は新

不備が眠立つた︒その一つはまず

には今鳳の薯故は放射能の汚染も

問題が残るのはではないか︒爽際

マスコミがこの甥故の教訓として

について一つ掴摘しておきたい︒

がサイトではこういう弩え方が顕

め方についてだが︑時間がたつに

伽（06＞345−6261

6

働（⑪3）糾三一2191

痕∫1匙都申央B銀座4−1G−4

鱒5ノ支ジ占
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核燃料サイクルの一端を担う

管（｛｝6）488−2501

兵縛県1ヒ崎1行杭瀬アi島1一ま

工場

尋・社

大阪節北区納物町4

人阪晶業部

（原研JPDR動猷再処理工場長輸送用，

んど盧動的に原子炉の制御俸が下

スリーマイルアイランド原発購
しまっても︑ウエスチングハウス

薫製PWRだと︑バブコック︒ア
ンド・ウィルコックス社製と異な
り︑水脳が非常に豊冨なため二次
系に水が溜まり動かなくなるとい

原子力安全委員会による調査が進

ていたら部族が全滅するかもしれ

この問懸についてはまず楽国と日

らない︒人心が混乱すると膿作業

による避難を萌提として﹁場舎に

署だ︒こうした地域で原子炉覇故

とがわかり︑比較的冷静に受けと

従い健康にもほとんど問題ないこ

職著員■「

経過

故は現地蹄間で三月二十八日宋明

ということだ︒つまり︑この聞核

櫟が下りないという状況が続いた

に趨こった︒日本では二十九B付 給水が止まっても十秒あまり制御

瑠故の第一報となった︒つぎに︑

る︒スリーマイルアイランドニ弩

反応が続いていたということにな

け朝刊に簡単な記薯が載ったのが

水ポンプが故陣したのが発端だと

月明経過だが︑今園の薯故は主給

問題

も緊迫した状況下ではたして適切

炉の電気出力は九十五万九千KW うことはなかなか起こらないのが
購故日照調糞は米国で三二的に

いわれている︒この故購の理由は
普通だ︒しかし今回の事故では二

な対応ができるか見極める必要が

といわれているので︑これが十秒

十隠の﹁安全委員畏談話﹂は薪聞か

最初ニュース・ソースが多すぎた
ということだ︒この無麗愚な報為

これと比べると日承の新聞には

では薪闘には﹁安全姿員会は十分

ら批判された︒三月三＋日の時点

な悩報もないのに談話を発表する

ほとんど問題にならなかった程度

それまでは州政府︑電力会社︑現

体舗が四月二日ころ家で続いだ︒

コミによる報遵が国罠のイメージ

だが︑こうした実態とは別にマス

との判断が働いたようだが︑安

地を訪れだ議員など多種多横の人

を形成してし濠つた︒この不安を

のは適切ではないのではないか﹂

ある﹂との習えが出されたが︑原

全委員会は︑この時点ですでにA

いる状況だった○この翠黛︑新聞

IFや米大便館から全体のニュー 々が︑かってな謀ユースを流して

とり除くのは容易ではないだろ

後に急 上 昇 し ︑ E C C S が 作 動 す
結果がまとまる予定だ︒田本でも

マスコミ︑誇張報道反一叢を

冷静な斌応が不可欠

進められており︑この秋にはその

以上核反応を続けていたというこ

ともたまってしまったということ

次系が止濠り癩臨器の水圧が一分

て︑この給水ポンプの数陣により

いまだにわかっていない︒そし

だ︒そして制御棒が下りたのはこ

一次系の圧力が高まり加圧器にあ とは根当の黙が璽故が起こったあ
る圧力逃し弁が開いて︑水蒸気と

の後だった︒

加圧器に入っていた冷却水が放出

ンプの下にある補助給水ポンプは

は田本のPWRには一うついてい つきに︑不思議なことに給水ポ

されてしまった︒この圧力逃し弁

るといわれるが︑スリ⁝マイルア
作醐はしたものの︑バルブが開じ

︒アンド・ウイルコックス社製の たままだったという︒これも︑も

イランド原発を作ったバブコック

芋力安金委員会は後蓄の考え方を

スを入手して検討を行ってい

のトップに﹁五薗入湾喚の恐れ﹂

ることになった︒しかも︑商業炉

る︒しかし︑実際にはこうした新

う一つの大きな謎だ︒バルブを閉

とった︒四月十六日には大飯康発

婦による批判が四月十累日の安全

炉には︑一つしかついていないよ

心弩機のストップが決定された︒

﹁炉心破損 う︒

この書屋の評緬だが︑総点検の

化人類学的にも両者は本蟹的に異

いるのは軽率なのではないか︒避

軽々しく避難計画の充実を競えて

難を警えるにしても毛蟹など天変

ない︒それだけに構報の髄櫨は非

こうした社会的性格から今回の

なっているという点を指摘してお

避難の性格を変えてしまうのでは

常に高い︒

＝一一楠一＝＝一一一一漏一榊＝＝葡冊＝回一隅一＝＝胴＝q一＝甲＝圏＝：＝需一圃漏一一一暁一＝羅躍卿＝＝咀＝＝雛瓢＝一榊開＝一雪羅＝＝＝諜灘曙翼一翼鵠一一＝＝一＝鷲一＝＝輯＝＝＝

﹁安全装麗作動せず﹂

例えば水素ガスの発生もその一つ

まだわかっていないことも多い︒

避難計画実
施は慎重に

きたい︒この違いが日本と米国の

一一一＝二一一一一一一■＝＝篇層一＝鱒一一一冒＝＝冊＝＝篇一二＝＝濡篇卿

はほとんど考えられないようなこ

だ︒当初は水素ガス圧力の鰻発的

はたしてこれが水素だけだったの

p曽一＝

は非常に珍しいことで︑好本で

とだが︑この炉は昨年十二月に運

いわれている︒その六味でこの炉

か混△ロガスだったのかもよくわか

CCSが作動したことがあったといつのまにかなくなっていった︒

開してから試運転の間に二圃もE 上昇が起こっているといわれたが

は奇妙な炉ということもできるだ

ろう︒しかし︑ECCSが作鋤しっていないのが実摘だ︒今鰹の璽

縦しうる原発蒙故避難は異なって

地異に対する避難と立地自体を掘

いる︒この恵味で避難を前提とし

での混乱も趨こらなかった︒しか

た立地要講が困難になるなら︑こ

避難も極めて整然と行われた︒町

し︑義強はどうか︒日本では土

日本でもスリーマイルアイラン

本は危険に対する響え方が異なっ

う︒政治が変っても村人の生活は

ができなくなる﹂と答えたとい

よっては避難が必要になるかもし

これを説明するために一つの例

獣性が強く兜祖の土地から移鋤す

ないかと薄えている︒

・

として﹁静置の監護﹂という話が

今後
つぎに︑今回の騨故を契機に瞑

ある︒ある訴人が﹁蟹隊が攻め込

・

亮実が検討されているが︑この点

本でも原発周辺締雪の避難計画の

故では一つ一つの故瞳が独宣して

てから四分三十秒後に操作員がH バラバラだったため謀略によるの

た点は良かっだが︑事故が起こっ

こういう点も含め原因の究明が急

が行われた︒また︑NRCは﹁額ているということを十分認識する

変らないという訴え方だ︒これに

もなかなか受け入れられないだろ

れない﹂といって立地を要田して

った︒これをなぜ止めたかについ

CCSの一機を轟で止めてしまではないかとの悩報さえあった︒

必要がある︒米国では講に核攻撃
故後四分三十秒後にECCSの一

ド原発購買を契機に原発の総点検

にさらされているという愈識があ

対し西欧の遊牧社会では各方面に

がれるところだ︒

このため︑再び炉心を冷却する

り︑こうした避難は日常的に受け

すか検討した︒もし行先が馳違っ

斥候を諾し︑どこで緑の冬をすご

てはいろんな説があるが︑このこ

水が不足することになり︑結菓と

つが手動で止められたのは加圧器

とめられるが︑困臥ではこうはい

とによって甥故がさらに拡大する

して炉心の上部が水面上に着を熱

の圧力が異なった翫力を示してい

かないということだ︒もう一つ文

めているようだ︒

すことになってしまった︒この水

るのを擬作員が誤って判断した﹂

う︒ということは︑現在︑政府︑

位の高さは加涯器の下の方にある

薄淵嚇罐購L口閲L聾一聯§

聯
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1部100円（送料共♪
議

信頼囲復へ決意新たに

九州の各魑力会社の運転員を対象

議訓練センターで︑関西︑四国︑

査して臼本の科学技術政策に役立

は︑中醗の科学技術製薄金般を調

二十環の会期束まで審議塗壁は残

こともあり︑付託となったま濠〇

劉原研索海研究所灘温工学整餐の

郷篤之助学術食識会験員︑膏地縫

大講師︑河柑和孝榮工大教授︑中

輿業醐理論畏︑高木仁黒郎発都立

し〉で特別企幽

L憶型局

、己述しまつ。放：射線．ヂ

島根︑大飯両原

発で現地監査

てるのが圏的︒

科学技術会議は︑昨隼十二月に

に事故の対応状況についての監資

国の科学技術庁に当たる機関︶か

中園の醒塚科挙撰銭蚕員会︵わが

も行われた︒

︸方︑試験研究中と研究開発嗣

中躍醗家科学技術委員会︑中圏科

の研究施設として北察にある原子

学院を訪問するほか︑原子力蘭係

◇

同議定轡は現行の繭加原子力協

りわずか︑延長禽みとはいえ﹃承

六氏を参溝人に招き態罵を聴取

ﾍ知っておきたい一放射線取扱い主任噺試験突破への

v点」の今年農．版を7♪野ノ（61」1GB発ッ

遡産織は七欝から三日闇︑定検

の原子炉施設の特別俣安監竃にあ

藤井隆科学技術会議議農を団長に

に対して現地監竃を実施した︒運

下邨昭三科技庁科学思議窟︑矢田

中の鵬根と大飯の両原子力発電所

てナ〜十二田に原研興海研究所︑

新型転換炉ふげん発磯所につづい

ら招へいを受けていた︒調査鰯は

酌回の糖別保安監査に続く第二

たっている科学技術庁は︑さきの

弾︒給水系︑緊懲炉心冷却装躍

か工技院︑文部省︑催林憲など関

部羅彦外務省科学技術庸議窟ほ

転中の原子力発鷹所を対象にした

︵鷺CCS︶の安全作鋤︑運転管理
十臓〜十六日に原研大洗研究所︑

また︑隅会議では四月の原子力

係窟庁の実務番約二十名で組織︒

二十一〜ニナ三田に動燃大洗工学

状況・曲調購連絡体認などのチ

ェックが需体︒また︑八田から十 センターについて実施していく

て︑シュミット詣相は︑一時闘に

醸まで︑褥井県敦賀甫のPWR運予定Q
薔エネルギーは不司欠てあり︑構

ー物理研究所︑上海にある原子核

交渉を進めている︒

研究所を視兆する謝臨で中国側と

力エネルギー研究勝と商エネルギ

会での﹁禽意一項﹂についても検

軍靴問題︑エネルギ⁝・資源開発

わたって原子力の必要性を説き︑

討を行っていく計画︒禽同拡大役

一般公衆に対しては︑誰でもわか 問題両特別自転会の合岡拡大役員

報手段を整備し︑脳室を説潔しな

ることばによる息の長い対謡が必

ければならない﹂とTM王蟹故に
よって失われた国民の信頼画復

雅炎︵学術霧議会金長︑宇笛開発

の各三盛︒含罵委発会は︑協定に

?の矧愈で開催される︒

微妙︒

力協驚︵三ナ五鋸七月発効︶に︑

認﹄は微妙な満勢となってきたQ

する︒

こオしま

こつレ、堺ζ，

5」具【濡

牛勿罫Pグ）

離国際安全盤会議を提唱
第二嚥欧州原子力余議ENC79と第七圃フォ⁝ラトム大会の初の倉同会議が七日︑ハンブルグ濁江
会議場で︑十一臼まで五B間の鵜を開けた︒棊調テーマは門世界のための選択ll原子カ一︒開余セ
ッションにはアジアから初雪加の中国を嗜め三十五か国から二千人を超す関係省が滲加︒来原発事故
馴初めて開かれる国際会議だけに薦隠しい野躍気につつまれていたが︑開会セッションでは︑シュミ

ット西独薩閥が演説の中で門国際原子力安全性禽議﹂の開催を提嘔︑またカーター※大統領もメッ

ついては︑﹁麟際的な安全製薬︑

二臼に調即された二三エネルギ

日米エネ櫨力合同婆

要なことを力説︑また︑蜜金性に

運転基準を決める必要があり︑そ

MI問題について酋相に題結した

制で調査検討を行う②環本でもT

に︑全力をあげて取り奨むことを

また︑クローゼ・ハンブルグ箭

の倉意を得るため﹃国際原子力発

あきらかにした︒

電安全性会議﹄を開催すべきだ﹂

セージを憲せ﹁原子力平和利用の積極捲進﹂をつたうなど︑製故の教訓を生かし︑繕頼回復へ決意新
たに開発を進めていくとの立場が強調された︒

﹁ハンブルグ帯は︑南郊外

員会の含意嶺項は①TMI問題に
日本側代表に
ついては学術金議として長期的体
平岩氏ら三盛

にある原子力発禁所に支えられて

金議腸で︑謬加三十五罵から二千
長は︑

人の原子力関係蕎をあつめて開韓

和利用を穫極的に推進︑資材の供

第二厳欧州原子力会議と第七羅
給を保証する﹂というメッセーシ

フォーラトム大会の盆同会議への

総髪調整委員会を設指する必要が

を読み上げ万彌の拍子を受けた︒

⁝研究開発協力協定に塁つく禽岡

婁員会委艇︶︑平引外四︵経圃連

叢舞金の欝※両簸代表委員がこの

て圏蔑の社金的安全をいかにして

に︑総盒調整蚕下会で横長すべき

確保するかとの方策を皐愚に確立

ジェームズ︒R・シュレシンジャ

副会長︑懸購連会長︶︑※国側は

︵榮京ラウンド政累代衷︶︑吉識

と︑新たな国際協議を提囑︑参加

した︒アジアからは︑初参加の中

会議はこのあと︑欧州原子力金
議とフォーラトム大会に分かれ︑
討議にはいった︒

また八鍵の運鴬審議会では﹁原
子力政策に関する連絡会議﹂の設

原子力行政体制の再検討を行う⁝

する②原速力開発赦鍛の舅臨し︑

織次出資兼エネルギー研究局長﹀

・国際環境・科学担当次留補︶︑

ス︒8・ピカリング︵圏務雀擁洋

i︵エネルギー省長醤︶︑トーマ
的な対応を隣るのがねらい︒伏毘

じめ原子力璽頭張題について美浜

意見瑳まとめ︑TMI問題をは⁝iなどが考えられている︒

ジョン・M・ドイチ︵エネルギー

会長をはじめ門エネルギ；︒資
﹁原子力研

墓つく酒量と成果を検継し繕来の

源隔原子力平和闘題縣

科学技術象議︵蔚欄の諮問機

協力について両型政府に助塾する

山ハ日猛甲旬か︐リニ週闘四

科学技術会議が
中国に調査団

躍が決まった︒これは各委員会の

ほど決まったQ田本側は牛腸儒彦

いる漏と︑罐力の五分の⁝一を原発

出席にあわせ欧州主要鵬の原子力

蕎え方を根木的に改める必要があ

項隔としては①原子力憲原鍬をき

ある一⁝などが主な内容︒さら

る扁と指摘︑門こうした蕩え方に

びしく震徹する②集中立地国とし

蕎の共感をよんだ︒

騒をふくむインド︑パキスタン︑

示していることを強調した︒

最後に︑西ドイツ政府を代表し

闘本学術会議は十賑︑東京・乃

もとづいて今後軽水炉の安全性に

TM一問題で要望へ

七回総会でスリーマイルアイラン

木坂の同会議ビルで開いた第七十

学術会
議総会

﹁事救対応策検討を﹂

っていくため︑原芋力︑その酒代

は門個人の霞窯と人類の二二を守

S︶のウィリアム・キメル会長 帯民が今嚥の会議に︑強い関15を

つづいて︑米原亭力学蕪︵AN から供給されている実態を述べ︑

璃惰を調査するため一薦に罵本を

M王︶原発事故磁後の初の国際

※スリーマイルアイランド︵T

韓国そして繍ホが参加した︒

︵獺摂︒鈴木俊一原躍社擬︶一行

出発した原産の欧州原子力視察団

は︑京ずフランスに蕉行︑二巳︑ス

力の特来を気遣う各国の代転覆な

会議ということで︑会場は︑原子

どで露蕎しい騨囲気につつ量れて

ーパーフエニックス蕩速増殖炉︑

ーロディフ濃縮工場を訪問︑六鰯

学会金蔓は冒頭︑演説の中で︑T

カール・ベッカーツ欧州原子力

スタート︒

ビュジュ原子刀発預所︑三島︑ユ

ンブルク帯入りした︒

夜︑岡国際会議に出繕するためハ

調査団に岡腐している原涯事務

底的な究明と議論を尽くし︑そこ

ついて歴史的発展過程をふり返り

連縣各委員会から選綴される十五

で中国に科学技術調査田を派遇す

関︶は六月中旬から二逓間の湿程

つつ根木的な再検討を行う必嚢が

名で構成︒現在原子力安全蚕澱金
た遺掛し入れ扁はこうした拳蟹−

ある﹂と強調した︒十闘採択され

っている海外調査の一環で︑今圓

が予定している﹁騨門家シンポジ
の検討②通涯省の特別保安監査絃

委員会に対し①劉故賭の讃優体制

門当翻の措嚴漏として原子力安全

ド原発事故問題について審議︑

M王襲故 に ふ れ ﹁ T M I 撃 墜 の 徹

務縢憲圧は︑八臼︑国際電認で禽

から建設的な教訓をくみ出してい

局の斎藤短調蒼部長と渡辺緻彦総

岡会議開会セッションの摸様につ

かねばならない扁と強調したQそ

⁝大統領の門盛岡は核不拡敬とい

して︑この会議に委せた米玉茎タ

いて次のように伝えてきた︒

う立場を蟹きながら︑原子力の軍

第二園欧州原子力会議と第七園
フォーラーム大会の合同金議は︑

ウム縣開催闇韻についても舞体的

ために設翻されるもので︑葎一1
対策のうち原子力蜜全委員会によ

ることになった︒岡会議が耀薄行
果のチェック③チェック結果の公

な対処方策について検討する︒

字義はロンドン協議指針を簸抵墾

＝＝潔鷹一鷲需一扁一間謂＝＝一一齢＝一鴫＝＝需一一＝＝一＝＝鴇﹁篇一q一一＝隔閏＝幽騨輔一一圏＝一一謄冊；一一扁＝濡＝＝一一隠一髄認＝一鉱鑛＝露＝噂＝＝需＝＝二一＝躊＝＝冊＝一＝＝＝響﹁

る門嶺面の措奏しのあり方を明ら

第87国会

かにしたものでエネルギー資源開

表ーーなどを親し入れることを決

発問題特鵬委員会︑書止力平和問

羅とすることなど鞍点で改正を加

めた︒

学術食議では︑エネルギー・

日加協定改定

原子炉騎規舗法の一部改正︑い

題特別署員会︑原子力研究連絡委

えることを盛り込んだもの︒昨琿
員会︑核融盆研究連絡会︑放射線

議を進めている参議院の科学技術

わゆる罠間再処理法察について霧

資源論題特別委員会︑原子力平和

八月講函政府悶で調印︑承認のた

詐聴特別委猛会が四月に開いた拡

め今庫二月羅会に提出された︒し

振興対策特別委蟹会︵塩出啓典委

核不拡散の観点から︑規制の対象

同婁環会にはこのほか世運投棄規

承認は微妙
擁洋投藥規潮条約批准も

貫長︶は十一譲︑蕉親見

影響研究遮絡金の計薫製押縁︑遮

かし岡条約承認案件は︑外務委燈

業連台食副会長︑瀬川正男動燃

絡会の協岡提案︒それによると︑

臼加原子力協定改定議定難の今

の継続審蓋漿件が纒先審議された

会︵騙谷一夫委員擾︶で前明鼠から

瑚月十九日付けで原子力安全委員

てきた︒

国豊中の承認が微妙な偽勢となっ

大禽岡委鐙会での検討を踏まえて

る事態が発生した場合の住民の磁

弾Q悪金で説明にたった要望篤之 薫圧体制と描灘を再損越するよう

に寒冒も加えること︑核爆発平和

制条約︵通称﹁ロンドン条約﹂︶

霞気郭
命︑身体︑財崖を保護するための

求めたあと︑現在関係省庁が行っ

利用の禁止︑二〇％以上の齪縮の

もかかっているが︑これも批准は

﹁親し入れ﹂は付近住民に膨目す

ついて幽し入れを行っており︑今

会幹膿は興ず今贋のTMI原発躯ている特騨傑安鷲査についても安

助エネルギー・資源聞題特別委員

全委員会が独囲の宣場からその

制阪︑プルトニウムおよび高濃縮

会に対しTM王廓故資料の入手に

回の漏し入ればこれにつぐ第二

つたとされている﹂としながらも 結果をダブルチェックするよう要

ウランの贈藏の墨隈︑核義軍防護

故について﹁購態は沈静化に尚か

はすべて公教するとしているQ

﹁今圓の瑠故を契機に軽水炉の事 墾︑さらにこうした紬果について

故は超こり得るものとし︑安全の

ｵて頑張）ていただきたいと思います。ご晒竹トさい。

樹搬；習レタ川，毒芳郎他

@

．工検プ理円著
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ﾛ1劉1描をめくるiil際動向

?とその解説を各々の専門ふが

糖拙松邦彦

ｹしい糠警総総一諾1題・聴その方向

i物，管理・調定技

でζ7），，式1勢こ鍵lj題グ）｛歯し
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選を疑雲︑原発反頬を訴える場面

大きな争点になろう扁とし大統領

米国は信頼でき

を明らかにした︒

で原発を停止する弩えのないこと

△垂＝

の累讃AFR施設の欝欝必要規模霞力会社欄互の融遡︑燃焼率の爾

雪

に添されている敷地内の拡張謝画

屯力中央研究所、目本アイソトープ脇会、象大王￥部・原イ力研究施設、東北人津・金属材桝研
究所、東京都立アイソトープ研究祈、放射線1矢学総合研究所、電気通仏研究所

ット︑ネブラスカの各州も五〇％

での晃通しより鍋物以下のAFR

上などを図った場命は標準ケース

る︒拡張は工場敷地内で行われ

投資して諸員置・施設を完備す

一︑総工日覆は八十億湯︒コタ

る︒

機器の除染、各種廃乗物の処理、ブイルターの交換、空間海景率・衣1貢晒染率分伽購L、空調設

は八三駕五酉六十誘︑八八奪三千
八百六十ナ︑九三年一万四千ナに

通③七〇％の設備利用率④燃料燃

︵八百ナ︶は余裕があるので外翼
から核燃料再処理も引受けるが︑

八○一八一年からフランスの加罷

ンタン半島が受ける利益は大き

備運療ム保守、管理謎域内除染およびf融1｝、等差ズ域 1瓢1｝、｛争水管理
〔原子力関心重要得憲先〕
（発電所関係）日本原∫力発1し（株）・孜賀および東轟発電所、東鶉屯力（株）・福島原チノ」発「願所、
中1歴純力（株）・島根原一ゴ力発屯所、九州屯力（株）・玄海原f力発電所、 菱［劇㌻（株）、 （関電興
業（株）、関西屯力（株）・美浜発屯所L）、日立プラント（株）、来駄芝浦電気（株）・線了力本部、三菱、
線θ」」業（株）GE・敦賀および輪島建匡芸所、W｝王・尚浜建鼻脚擁」体シールオール（株）、 和テノキ（株）
（研究施設関係） 目本原了力研究所・束｛毎・大暫し・尚崎各研究所、理化学研究所・大和研究所、

②躍忍会社内単独の貯藏プール融

る︒結周︑※国も原子力依存率を

ている︒

國があったことをラスマッセン

い︒勤労蓄はピークニ千人に達

水型炉原発核燃料再処理を始め八
五−八六奪には能力一杯になる︒

で縫用済み燃料キャスクを輸送す

（発電所關係）機器その他の朽染除去、定期同舎時の除染・サーベイ、核轡料装祷・交換脅業、
欄人被曝管理、朽染衣類のランドリー、冷却取水溝の｛酎，r｝、廃棄物の運搬、変電班・空轟段備運
転保 1、施設内の補助．得磁びに営繕業務、管理採域内除染および嗣ll｝、 樋区域謝fl｝
（研究施設関係）RI放射線取扱矢験至設爾コンサルタント、施設の改造ノ解体、廃乳施設整備、

以上を原子力発電に依存してい

規摸で聞に繕いそうだが︑いずれ

議会側は従来から再処理︑高遜

っている︒

にしてAFRは緊要との内容にな

なろ
としている︒
焼鹿︵PWR11三豊一千MW
Dう／
たW
だ︑
MりPU︑BWR賛二二三千M
D原発サイト内の贈蔵プー

／MTU︶のケースで考えた場愈ルの拡張が巖大隈行われた場命や

政府のAFR−WIPP︵廃棄物

増殖炉路線を支持しているものの

門パリ松本駐在鼠Mフランスの

十B法︵自然保護法︶と七七蕉十 わめて筍利な条件になっている︒

HAO︵黛間処理能力四首ナ︶を倍いるとして次の通り述べている︒

カナダでは︑事故炉と自国の炉

が認めている︒原子力は複雑な

こういつた箏態を予測して外国か

る鉄通敷設と終着駅建設︑外国核

7
9

三根出張所重根県八東郡鹿島町1㌔句1』話（08528）（2）〇

高める以外に翼体的な代替方法は
なく︑従来の﹁原子力は屋後の手

近づかざるを得ない状況にある︒

段﹂とする方針から中心的手段に

盤に薗面し︑省エネルギー政策も

況を踏まえるとともに︑各国の原

今園の大統領の行動もこれらの状

無期阪

隔離試験施設︶を認めることは基

を認めることにもなるとA

本的に再処理︑高速炉の

延期

った使用済み燃料の今後の行方は

FRに難曲を示しており︑差し迫

︵千八酉ナ︶︑スウェーデン︵六

の契約は零本︵千六酉ジ︶︑西独

P3Aを建設するわけだ︒外国と

断を許さぬ状況にある︒
警︸79繍818283瀕8586878予8
8990919293

ラ・アーグ再処理工場

﹁拡張︑安全性は戦勢﹂

が成立している︵酉二十鳳漏︑一

百二十五ナ︶など合計三千九蕩ゾ

部前払い︶︒再処理費は一紙瑠7三

FR︵原子炉サイト外貯蔵旛設︶ 考えられるものの標蝶ケースで今

マンシュ県知事はこのほど︑ラ・

かで政府は安全控︑環境︑経済社

︑工場は二重保護壁︑減圧空
心するUP2・800︵一九八一四

ラ・アーグ工場拡張はUP2・ 会的利益の三つの視点を董視して

続きの一環として近く公開下心を

業認可串講を行ったこと︑その手

る︒製作者は炉の欠陥には触れ

の違いを指摘して︑安全の評価

設備であって︑安全設計や安全

ついて梱次いで住民投票が行われ

クービルの甲山投票は︑工場ま

票を大網に上回った︒

︵投票率四六％︶と反対票が蟹成

ローダで反対九十七票︑賛成九禦

票率六〇％︶︑オモンビル・ラ・

ルで反対酉十禦︑螢成十一一簗︵投

票をえたQ住民投票でもトンヌビ

らの核燃料再処理をも引受けるU し︑建設期間は六琿に及ぶ︒

相次ぐ住民投票
反対票が上回る
公開調盃に影響も
フランスのラ・アーグ再処理工

ている︒行政法上住民投票はなん

ので︑投票率六八％で反対薔八十

燃料受入れについて賛習を問うも

場周辺の村落で︑工場施設拡張に

らの効累ももたないが︑五月七日

投票が行われる︒この動きでは外

五月六日にはさらに三村で住罠

四票︑翼成十三票だった︒

からの公開調査には影響を及ぼす
ことになる︒

トンヌビル︑オモンビル・ラ︒

ついて三か年のモラトリアムを螺

国核燃料再処理反対︑拡張工事に

最初の住民投票は四月二十二B

ローダ︑クービルの二つの村で行

が主唱的役割を演じている︒

属しているCFDT︵民霊労連︶

われた︒最初の二村では三月の県

八十九頭と九十四票という最高響

会議員選挙でエコロジスト候補が

6
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上げ︑イランの石欄輸出停止で障

ない︒すでに米国の原発発電電力

十分な石網節約のカギになってい

蜀は七七盤一千五頁億KWR︑ 発建設停滞を懸念し︑原子力支持
られている︒

七八銀一一千七百六十億KWHにのギヤ・アップを隈つたものとみ
達し︑バーモント州は総発電竃力
羅の七九％を︑メイン︑コネチカ

使用済み燃料調査で報告

N︑四千トン規模に

不可欠なサイト外貯蔵施設

周辺市町村長に書簡

年中にすでに七十沖の醤蝦済み燃

月十二日政令に基づく環境影響調

粟知楽

の建設計画が進められているが︑

アーグ核燃料再処理工場周辺市町

千漏を超えフランスにとってはき

に﹁原子力補整は問題がないわけ

来エネルギー省︵DOE︶はこの料の行き場が闘題になり︑早急に

の︒そのなかには一九七六鋸七月

ではないが︑その恩恵は多大だ︒

ほど︑門AFRの必要性﹂と題すAFR建設を進める必要があると村長宛ての番簡で︑原子力庁︵C 査報告も含家れている︒

県姻瑠は箭町村長宛て露簡のな

今贋の原発反対集会が予想をは
米国は核拡散防止の撮障優様を受

を得ている︒

する環境保護団体や労働組禽など
るかに上園つた大規模なものだっ

モの主催は門地球の友﹂を中心と

各種団体・縮合がこの澱のために
る報告需をとりまとめた︒

さらに﹁現在︑来圏内の各原発

3A︵八酉ナ︑八五一へ六鋸完成︑ る配懸が払われている︒

琿完成︑建設費三十億藩︶とUP 調システムなど安全確保であらゆ

サイト内には約四千ナの豊岡済み

行うこと︑その二面のため必要な

報告では﹁各電力会社は原発敷

資料を送ることを通報した︒資料

地内の使用済み燃料貯蔵プールの

拡張を進めているが︑すでに八O 燃料が貯蔵され︑八八年︸．焔うには

は︑三十七菌耀にも及ぶ膨大なも

ことは電力会社の財政的な資

たがらないので︑必ずしも額面

と携進の姿勢を崩していないの

逮転の完成にはまだ時間と努力

い︒

が必要なことを認めねばなるま

般入の発謹のなかに航

こんどの署故をめぐって︑関
係蓄や

空機とのアナロジーが多く兜ら
れた︒たとえば︑炉心を冷却水
から露出させるのは︑航空機の
翼から空気流が失われるのと同
じこと︑またパイロットのシミ

こんどの事故は︑原子力設備

を破る︑ひとつのきっかけにな

が何か特別なものだという観念

一

ったのかもしれない︒︵K・K︶

五十催湯︶を計画している︒UP2 一︑環境傑護のため四千万湯を

二万五千誘以上に増大すると毘積

格︑保険外の損審のカバ〜の問

どおりには受けとれない面もあ

が窟立っている︒ソ連もスリー

に中程度の事故にも璽大化の素

ている一と擶摘︒標準的な①明確

題を提起し︑原子力資金の今後

るが︑こんどの運転経過が一下

マイル炉の

いる︒一部電力会社では敷地内の

﹁エネルギー法﹂もOPEC︵l
石九〇％が拡張を終え限界にきて

の調達に影を投げかけている︒

にも不安を与えたことは袈実で

を批判しながら︑自国炉の安全

蔵輔出軍機構︶諸国の原曲価格値

泡A︶が拡張工事について公益事

け入れる燭に漉し儒頼できる原子

なにもなく︑問題外﹂と強い態度

は︑﹁先取りして停止する理由は

している︒

たことから︑大統領は翌朔のスケ

集会ではブラウン州簸事が﹁八

楽国では昨庫†一月発効した

線織した﹁五月六日遮△狸︒ラル

貯蔵プールが満杯で二期の貯蔵施

14，020

る﹂とのメッセージを送った︒

来国では使用廣み燃料は地下贈

8，850

△耳

もあった︒岡官事は民主党から大

11，310

力供給蓄になることを再び断言す

設に使用済み燃料を輸送してい

6，940

シュールを繰り上げ反対派りーダ

蔵を基本方針に︑地下貯蔵の安金

5，250

ーと会見︒反対派の﹁すべての原

る﹂と掲摘︑いろいろなケースが

3，860

フ・ネーダーやカリフォルニア彊

性や実証までの中聞描置としてA

L810

のジェリー・ブラウン州知事など

大統領は第二園欧彊原子力会議

2，770

や四三面癖

﹁停止は問題外﹂と一蹴
原発の広範な役割強調
全米鍛大規模の原発反灼集会が六三︑ワシントンで開催されたがこれを重視したカーター大統領
は翌朝反原発簗会のりーダーと会見し︷国内のすべての原発を止めることは闘題外だ﹂との毘解を曙

らかにした︒一方︑大統領は西独ハンブルグ市で六田から開催されている第二回欧州漂子力会議に
﹁リスクを響慮に入れても原子力の恩恵は多大扁などとするメッセーシを送り原子力発日の必要性を
強調した︒軽水炉開発に酌向きな姿勢をみせながらこれまで横極的な謡動がなかっただけに︑大統領
の今園の行勤は︑ひと味ちがったものとして︑産業界から歓迎されている︒

統領逝に出馬の意向で︑アンケー

スリーマイルアイランド原子力

に※国の反原発運動が盛り上がり

トでは岡党でJ・カーター︑￡・

810

発運転傾止要求﹂に対し︑大続出

発電所振事機の事故をきっかけ

をみせ︑六日ワシントンて約六万

ケネディに続く大統領指名指禾率

る原子力供給者

のデモと議会が行われた︒このデ

五手入の参撫蒼を集める最大規摸

1，180

著名人も多く参撫した︒

○年の大統領選では葦子力問題が

原子炉製作桜のバプコック＆

が不可欠だろう︒

あり︑その不安を解消する描躍

方フランス︑西独︑

や便用済み燃料集申貯藏︵AF ウィルコックスは運転員の茎本

をも

告もウエスチン

ラスマッセン報

れて発生した︒

網の臨

金努力のいわば

こんどの事故はこれまでの安

を強調している︒

商業主義的運転

R︶計画の前途が種ぶまれてい からの再訓練を強調している︒

スリーマイル・アイランド事

地元のペンシンベニア州知噴

故の広汎な影響が明らかになり

その毛蚕のなかて︑炉心を冷却

は︑今後は石炭火力を建設する

るという︒

水から露出させない配慮がどん

公衆の原発観変わるか

H︶炉を対象にし︑バブコック 必要︑という類であるQあるい

ュレータ訓練と岡程度の訓練が
といっている︒他の楠域や海外

グハウス︵W
なことより一送電停止や他の機

と同じではないか︑という一般

炉を評価していなかった︒W は︑原子力の安全性は胞動化さ
う理由からだが︑原子力には

H炉の方が圧倒的に多いとい れている航送機や新幹線のそれ
強かったスウエーデン︑スペイ

教誹でもあろう︒また眼大男

の反応はそれほどストレートで

ンなどでは︑国民投禦の可能性

はないが︑従来から舞踏勢力が
愈︑いちいちルール︒ブックを

がより強まったと発なければな

る︑また迅速な対応が必硬な場

晃ている余裕はない︑というの

うな中程度の零故がなおざりに

故に関心が響けられ︑今回のよ

は許されないという 入の感想もある︒
は璽饗だ︒こんなことが今︸．﹂ろ

子力問題が来奪の大統領選挙の

らないQまた米国真体では︑原

されたが︑水素漉の発生のよう

省略

運転マニュアルはどんなものだ

ったのかという疑問をいだかせ 争点になるという観測が強まつ

指摘されるのでは︑これまでの

器の損傷の園避より一も優先す

→Mi事故

原子力に大きな踏み絵

スリーマイル炉運転穰のゼネ
ラル・パブリッ

まだむずかしいが︑報道のなか

から澄冒されるポイントをいく

は財政難窮地

ィ；ズ︵GPU︶

ク︒ユティリテ

化がもっとも懸念されているQ

に立たされてい

まず米醐では︑議会の態度変

つか拾ってみよう︒

来国議会はクリンチリバー 炉

る︒魏魏の直接

カバーされない代賛総力費や金

被害は保険でカバーされるが︑

利負撮が毎月ヨ千コ難燃がに達

︵再処理︶計画を支持してカー

のイラン政変や原藺値上げで原

ター政策に対立してきた︒最近

している︒すでに建設工箏をス

︵高速増殖炉︶やバーンウェル

子力支持がいっそう強まってい

いるが︑まだめどはついていな
い︒恐らく事故炉の修理︑再曲

トップし︑資金工作に奔走して

用が司能か︑いつ可能になるか

た矢先にスリーマイル事故が起

い顔はできない空気﹂︵ニュー

きた︒今のところ原子力に﹁い

クレオニクス・ウィーク誌︶が

が同社の運命を左右する︒この

肚解力関働他｛此等纂響ぜ撲鵬 ｝館鰍・て・ル管縢擬麟
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髪

直下 型 地 震 に も 斌 廼

膓
耐震設計︑飛躍的な向上期待
電力中央研究駈︵横山通夫理私議︶土木技術研究所の﹁上下動・水平動連成振動台﹂がこのほど完
成・九田︑千葉県我孫子布の同研究所で竣工披露が行われた︒本装置は水平方向と上下方向の振動を
同時に︑かつ︑それぞれ独自に動かすことができるいわゆる二次禿振動台︑頻子力発電所各部で使わ

聴
力睦水覇十七・六誘︑重薩五・五
二誘︑最大振幅額水平プラスマイ
ナス酉五十︑ゾ層︑錘離同七十翼︑野

イナス六十讐㌶︑璽薦同三十序

鳩︑鍛大速度軽毎秒水単プラスマ

層︑最大瀦速度R水平プラスマイ
ナス○・八窪︑垂薩同○・五三1
iなど︒電申研は同義嗣を胴いさ

／

／

！⁝

響㈱

解を発表したいと述べた◎

核融合会議の
メンバー懸盤

威されていたが︑今後︑核融禽研

はプラズマ物理関係蕎を霊体に構

な

原子力委
原芋力霞員会は防露の定例会倉

して提出されることになるが︑同

写一

で︑核直面雲議構成員を五名追加
することを決めた︒新たに競艇が
決まったのは大山彰動燃狸事︑橋
臓長着東京理科大教授︑安河内亀
田大教授︑山中千代爾阪大レーザ
ー核細事研究センター長︑森茂原

懇談会としては︑わが圏として留

究開発の異体化に向けて超伝麟

センター長︒これまで核融倉会議

研東海研究所核融命研究開発推進

どを実証︑データを敗得するほか

下構造物と地盤の動的構互作閑な

意すべき購項の検討をさらに進

とくに原子力関係では原子力発電

しあたり玉十四︑五両奪度にかけ

ート格納容器の耐震性︑工期冷部

斬浮上り膿動特性︑鉄筋コンクリ

構造物の非線形灘動解析手法の実

かけていくことを再確認した︒

しうる扁との主張を今後とも働き

ロジェクト︵大山︑森の両氏︶の

慣性閉じ込め︵山中氏︶︑大型プ

広範な分野の專門寡が加わること
になったもの︒

これにより核融禽会議構威員は
次の通りとなった・

寓島薩興原子力婁員︑石坂誠一
通産省工技院長︑内競岱二郎菓大

が報鑑︑﹁醗国は原子力の隔壁開

男名大プラ研所長︑垂直峰吉︑伏

験所擾︑関口忠東大教授︑登山一

国際局擾︑柴田俊〜察大原子炉実

振興会監箏︑篠沢公平文部省学術

の協力を望んでいる﹂として︑欝

寛通放医研生物研究部畏︑森茂︑

見縦治阪大︒名大名曲教授︑松平
を指摘した︒

廠の開発途上國への協力の必要性

発︑國産化を藤指しており︑曝本

ーの内容を一本松珠磯原産副会長

で開かれたB韓原子力産業セミナ 教授︑大山彰︑岡村総泊日本学術

四月二十六日置ら三戸間陵辱釜山

︵安河内氏︶︑材料︵橋口氏︶︑

蔽など研究を行うQ

る︒

同か馨口ではこのほか︑楽国スリ

が説明︑﹁箏故を教訓として憂け

いて通産雀と内田原子刀安全委員

ーマイルアイランド原発蟹故につ

一方︑岡センタ⁝ではPWRの
一次冷却柑ポンプについても二三
地区に昭和翌十七隼までに試験設

を実証する緬期的設備〇五十六鰯

体は吐出鍛〜万七頁立方層／時︑

とめる必要がある﹂と強調︒また

備を難設する予定で︑BWRを含

原子力工学訟験センターは昭和

には定皇運娠︑非篤常運転聴双方

一NFCE

めたポンプ実証試験には総額照十

五十六黛をメトに茨城興勝腿市に

について実証試験をスタート・一

両立︑さらに

九億円が見込まれている︒

原子炉冷却材用ポンプ偶頼性実認

次系ポンプの健全牲爽証に新周面

働きかけへ

長期速続運転︑起動傾止試験など

出力六千八酉KW︒実際の試験は 敏夷会長︶の第十一國会舎が七磁

全揚程二頁四十五・四耕︑電動機

第十﹇回國際問題懇

を実施︑漏洩の有無︑還転状態の

安滴内感︑山中千代衛︑山野正登
索察・赤坂プリンスホテルで開か

謝と大型コンピュータ︵桜井達脚

性コード象車釜長︶︑原子炉設卍

計センター所長︶︑原子炉の還岬

︷
受講料三万五千円︒定員五＋㎞

嘱

犠で締切りは六月一環︒撃込み謹
は原産・榮務諜談で︒

原子力船の

PS一受注

中圏エックス線

非破壊検査業の中編エックス線

株践会社︵中野盛謂社長︒興市︶

の原子炉一次系配管の健全性

む

は︑日本原子力船開発袈業鰯︵野

つ

村一彦理獅長︶と︑原子力船

プレ・サービス・インスペクショ

試験および供朋前回︵PSI巨

ン︶に關する契約を完了したと発

表した︒一次冷却系配管の溶接部

周辺の凱蚕糞部分を対象に︑超音

むつ

で検

波探傷法と液体密議探傷法を用い

るもので︑今秋から

契約内饗は︑報告轡の作成まで

賓業務を開始する予定︒

一十鷺欄︑仏側か

陣からは原研の墾月勉理嚢︑窺松

EA研究分析部主任研究撮︑β本

友道高醗研究駈畏︑桜田一郎客員

代表者変更新

研究蝿らが出腐している︒

︵株︶ネオス

︵株︶臼建毅蹴代表番変璽

代表蕎は社擾濁原利男氏

凝代表蓄は取締役社擬安蘇元溝氏

彦撃

轡

瀞沖

窯

︑

繍

ぎ

㌧緩総

譲蝦．︐

㌧轍乏

講

灘z

入室管理システム／CCTVシステム／熱線感知警報器／震動感知欝報器

こ

躍

難織

華 羅︑

嚢

・．承諮

麟麟写一難鋒零薫蒸嚢遷畜織綾解義・講
一5

騨

蒸

﹀

∴い／・

態態一基

の一貫した検査業覇一式で︑PS

工として︑幕礎データを得るのが

放射線化学

主な業務︒

共同研究重

点に討議

賑三三絡委ひらく

日本原子力研究所と仏CEAと

の間の田仏研究協力協定に基づく

臼酪素絡委員会が十一Bまで五日

間の日程で︑七冒︑原研本部で開

麗麗委員会は放射線化学分野を

窮した︒

対象とした両薔間研究協力協定の

運用に関し協議を行うもの︒三黛

に二回の頻度で臼仏交互に開催さ

闘◎日本側から

れており︑今園はその第†五回

くに共岡研究に面掛を深き討議

ら士二曲の研究成粟などが︑と

期隈切れとなるため︑協定の延長

規荷の研究協力協定が来年五月遅

︵佐藤勇原研安全解析部安全︸ されている︒また今鳳会議では︑

炉の安盆性と大型コンピュータ噛

木簾研藷翁覆︶・軽孤

副理衰態︒

同懇談会の認者会兇で土光経団
この供試体を含む密開知礫ループ

れ︑INFCE︵國際核燃料サ
ライ
ンド原発瑠故に関遮︑経団連と

科技庁原子力局畏︑山本蟹三原研

確認するのがねらい︒規在すでに

を運転︑実機仕様とほぼ同等の圧

ーキンググループが五月末までに

クル評樋︶の状況について﹁各ワ

還会擾は︑米国スリーマイルアイ

設計段階に入っており︑昭島五十

み︒さらに︑補助系統としてはル

力︑湿度で実証試験を行う仕組

原子力とコ

儲ンピュータ

㎞

崩原塵セミナー

して近いうちに籔任ある報饅・冤

六奪度巾には完成︑約一合間にわ

B本のこれまでの主張の線にほぼ
沿ったものとなろう扁との兜通し

発成させる鍛終報欝轡の内容は︑

が報告された︒ワーキンググルー

これを貯水する純水タンク︑冷却
塔などを設晒する︒また︑餅測は

プの簸終報簸賂は技術調整婁員会

ープ内に水を供給する覆水装照︑

原子力発電所で使幣される機器

テム︒流蚤︑吸吐籏力︑圃転数な

すべて誓書謝測盤で行われるシス

温︑液磁などについて集中的な実

うため火力発贈所に比べより高い

受転生を騨藥
どは同時人定されるとともに詑録

噺
繕煩性が要求されるのが特色︒と

つづきそれぞれ改良の加えられた ㍗童子力とコンビテタ葛

第二︑三期計画分となるOPil耐隣く︒

邦原研原峯炉制御研究星野︶・認
曜析︑セイフガードなど︑原子力 核燃桝騰発とコンピュータ︵武幽

㌔として︑核鰍料醤理︑データ分

千台の新鋭還心 ｴ子炉の設計・制御をはじめ 転制御とコンピュータ︵篠原慶㌦

るもの︒今年一月から現地据付け

副研究羅とコンビテタ︵桂

eーマと講師は次の遡り︒

へせるもの・

副その現状と問題点を浮きぼりさ ビュータの役謝︒

尊七千台全機が運転入りする︒第
藤一動燃黄海副駈長︶・パネル㌔
押
分
野
に
め
ざ
ま
し
い
進
出
を
み
せ
る
一期計画分はその最初の段階とな
ぎンピュ タ鏡響響・
二道︒原挙力の研究朋発とコン副

付けられる予定で︑再来無には二

分離機が来蕉︑再来年にかけて据

BとOP12各＝

任研究員︶・PWRのケース︵㌦・レジェCAPRーセンター擬︑
G・ゴツサン岡代理︑L︒ジレC
藤永一山斐原子力工業原子力設剛

聞題についても語襲いが行われる
︵孚CC︶で集大成︑来奪二月のI
奨NDC取締役︶・BWRのケ
九
予定︒遡絡婁員会には工区から﹂
NFCE鍛終総会にTCC報簿と
坙{原子力熊業α蛍葛は︑六月 三ス︵牧野格次NA茎G総研憲μ

動力炉・核燃料開発禦業國は碑

幽十二︑＋三の藺闘︑原産セミナ

計によってすべて連動認録され

遠心機千台の
据付け終わる
ためわが園でもポンプの僧頼性実

山累入形峠でウラン濃縮パイロッ

灘縮パイ自ットプラント

証試験のスタートが懲がれてい

トプラントを建設中だが︑これま

でにその第一鰐計画分︵OPil
工購が進められていたが︑このほ

月には嵐格運転毫毛の段どり︒

順調にいけば七月から試運転︑八

A︶となる遠心分離機千台の据付 ど完了︑作動試験入りとなった︒

こうしたなかで﹁勝照工学試験

た︒

園難となっているのも購実︒この

的に儀頼性を実覆するのは比較的

ては放鮒線管理上の問題から轟体

い︒しかし︑一次系ポンプについ

ためその侶頼性爽認への嚢求は強

機器であるうえ鶴転機器でもある

くにポンプは系統構成上の簸璽要

は運転申の点検︑酒煎に囚難が伴

証試験を行う計画だ︒

たって吸込統力︑吐燦圧力︑液

原子力隅際聞題等懇談会︵土光

変化などポンプの総面的儒頼性を

WR再循環ポンプ供試休を用いて われるBWR用爾循環ポンプ供試

同所は七か奪計画で実機桐当のB を開いていく計薩だ︒試験駈で使

め︑門平和利用と核不拡散は両宣

水取水路地盤の液状化特性︑原子

＝次ノ韮二子五《垂ノ」了F｝外争，見Eこ叉1

一発配所周辺斜面の耐習性︑半泣

｝江旧

今圓完成した振動台寸法は三層

ヅ

四方の台で︑電要仕様は鍛大舶振

装麗により空として水平動に対する耐纒性を実証︑データを取得しているが︑上下動も岡時加振がで

れる各種構造物等を対象に十ナ規模までの起振実験が削能という︒同研究所ではすでに大型起振実験

、

購黍

試験設備を建設する計瞬だ︒同試

灘勤毒ポンプ信頼性実証で

勝 囲〃試験所建設へ

幽＝冨＝儒旧＝一冊＝＝冊二榊＝＝齢＝一幽一一胴＝一圏二篇冊＝需﹁二隔＝＝＝＝御一＝榊隔＝騨＝一＝＝；＝一営＝一＝＝胴＝一一一＝顧﹇備一御＝扁＝濡＝一＝＝営＝二＝一鱒＝隔冊＝＝帰＝一

きる蕩性能装露の完成により︑機羅の耐磯設副は飛躍的に醐上するものと期待されている︒

動台実験に魑鳴している︒

確立を主眼に︑現地実読実験と振

岡聞竣工した﹁上下動・水単動
連旗振動台﹂はこうした諮研究の
一環となるもので︑十ゾ程獲まで

難力送変恥曝鴇やオイルタンクな

の原子力発電所構造物をはじめ大
耐襲設翫はこれまで︑主として
ど各種機黙を灼象に上︑下︑狂右に

計に役立てようというもの︒水平

揺さぶってデータを取得︑耐艦設

海洋の底の巨 大 地 織 を 対 象 に 纏 え
られてきたが︑最近︑局地的な内
陸型の薦下総憲がみられるように
動のみならず上下動も同時加振司

能となったことが大きな特色︒

なったこともあり︑さらに詳細な

耐霞設計が必要になってきてい
これに加え︑同振動台は内燃し

の補正ができるほか︑国振時に供

より正確な波動を起こすよう波形

た小型計算機によって︑振動台が

る︒漂子力発建所で纏われている
各糧機器の耐霞設計もこれにあわ
せ︑このところ上下盤動を設計に
とり入れるよう方針が変わりつつ
試体からでてくるデータを即刻副
算処理︑すみやかに凝議する仕組

あり︑このため臆中研でも上下振
動対策の一つとして塁礎コンクリ

禦

みもとられている︒
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通産憲・産業榴造審議会産業資金部会はこのぼど﹁昭秘五＋四年度における主要＋三業種の㌔

㎞

一千四哲七十五億円で①金依的に投資動向は回復の過程を巡っている②電力の電源部門は引き続曲

嘱設備動向﹂調壷結累をとりまとめた︒それによると︑昭和五十四無度の設備投資は総計八兆二

μき高い伸びを示すが非電源部門は減少する③石油化学は四年ぶりに投資額の伸びがプラスに転

の先行きには不確定な要因も多く

が必璽である︒

ついては地元との立地問題に関す

電源部門では三八％鱒と大幅に増

していることによるものであり︑

るのは非電源部門が九・四％減少

事業醤はもちろん蚊狩も立地の円

については︑将来の安定供給の確

塞行が困難となるおそれもあり︑

滑化に努めることが必要だ︒また

る調整の遅れ等から円滑な投資の

の経済環境の変化が︑ようやく回を進めていくため︑五＋四隅度に

省工不ルギ⁝を推進するため︑技

としており︑一兆千七百六十五億

保を図るため工事を促進すること

隅内外の経済膚勢の変化に対応

の積極的庸用が期待されるととも

導入された難業転換投資促進税制

ともに︑民閣部門でも鰯エネル

術開発促進策の充実強化を搾ると

してわが国産業構造の円滑な変革

に︑設備の老朽化の実態にかんが

度に電調審に上穗予定の新規工事

円を計画している︒このうち今奪

企業もなお気迷い状態を示してい

み︑中期的視点も踏まえ更新投資

る︒

ギー投資の積極的実施が鼠輩され

る面もあることから︑今後の内外

大きな影響を及ぼすおそれが少な

復過程に入った設備投資の動向に

を健進ずるために必要な施策につ

・産

以上の諸点を鶏暦に入れ︑園部

いて掘り下げた検討を行う必要が

であろう︒

設備投資の内訳けは︑露源部門

加している︒

会としては︑次の点について関係

投資を中心とする本格的な設備投

方面で横討を行い︑その畢急な実

くないものと考えられる︒

▽第三の特徴は︑設備資金調達

資は五十五年度以降園復してくる

の面で自己資金の比率が高水準に

金が調達純訴額を上回っており︑

乗せるため︑財政政策︑金融政策の安定供給の観点からその推進が

が︑この歩みを一層確実な軌道に善︑石摺の安定供給等エネルギー

援やかな回復の過程を辿っている裳着等については︑電力需要の改

整備拡充が望まれる︒

を図るとともに債券布場の一層の

ため︑適切な闘債管理政策の確立

行が円滑に進められるようにする

三年度に集申して投質したためこ

設備投資の遅れ分を石十二︑五十

が︶を行ったこと︑また︑従来の

奪度に核桝料の緊急輸入︵十三

非電源部門については︑五十三

は五薦四十一億円である︒

設備投資をできるだけ竃己資金の

等の整會性のある適切な経済運営とくに期待されている︒これらに

の大量発行下で民闇企業の債券発

範囲内に掴えようとする投資態度

▽五＋無智度の翠嵐設備投資は

▽資金調達彌については︑國債

ある︒

年度の資金調逗をみると︑自己資

・ 推移していることである︒五十四

が続いている︒こうしたなかで︑

▽電源腿蓮工事や石麹儲蓄黒藻

旛を期籍する︒

噸

▽設備投資の内容についてみる

社債の純憩額は︑電力業を中心に

ﾈ下︑同報告からその概要を紹介する︒

噺じた④石油糟製は備蓄︑傑安防災投資が引き続き繕止しているIIなどを明らかにしている︒

と︑合理化︑雀力化︑維持補修投

して一兆円を超えており︑昭和五

映したものと考えられる︒

罪製造業は︑五十一年匿以来電力

資等小規模な投資が中心であり︑

十二隼農以降借入金による資金調

翫画

翫ぶりに増加に転じている︒一方

業を中心に大幡な設備投資の贈潴

本格的な設備投資の團復にはまだ

⁝54年度は八
を続け製造業の設備投資の停滞を

至っていないことを齢しているが

兆二千億円
浦ってきたが︑五十四年度は電力

五十四年度の設鮪投資計画を評

あらわれている︒これが第二点︒
れる︒

った投資計懸となっているものと

力

三百万Kw
爾

によ星肇契・八％の増加が

一十三爵円となる︒

営も加えた全電気事業の設備投資
額は三兆八璽

前回調齎︵五十三琿九月︶と比
較すると二千二習二十五億円の減
少となっているが︑これは︑電源

ったこと等により︑一兆八千九酉

六十億円と前琿慶より減少する計

今後の設備投資については︑中

覇となっている︒

長期的な洪給力の確保を妊るため

計画的に継続して行われる予定で

年率平均一五％近い伸び率を承す

あり︑ここ数庫のすう勢としては

立地についての地元調整の遮れに

八・四％増となっている︒

五十四年慶の属

▽五十四年度設備投麗計画およ
び今後の見遜し

山発行などによる﹁クラウディン

による調達については︑國債の大

今後の社協︑管入金等外部資金

定である︒

成に努める必要がある︒

策のより一己の強化により計画二

ているところであり︑霞源立地対

一環として大きな期待が寄せられ

三年度にひきつづき聚気浮揚策の

五＋四年度の設備投資は︑五十

と予想される︒

の投資のウェイトが鰻加するもの

力︑液化ガス︑石炭火力︑水力等

高で・かつ︑懐妊期聞の長い原子

化を推進するため建設コストが調

電源部門については︑霞源多様

ものと愚われる︒

銀度は千二酉六十万KWの新規趨 よる電源工薯とこれに関連する送
露工事の遅れ等によるものだ︒

に努めることとしており︑五十四

発を行うことにより供給力の確保

に鰐応ずるため︑計画的に電源開

冤難繋は︑この蘂の嚢

▽黒黒の躍力羅給状況五十三
隼慶の九電力会社の電灯︑電力需

手計覇を含めて盆計五千九酉九十

電源立地の促進をより一層推進ず

五士二無度の新規着手は︑当初

ることとしている︒

その他襲業者千百五億円の遠計三

蕎手実績千四酉六十三万KWとな 魅力会社二兆九千六函二十億円︑
つた︒

比四・四％の増湘となっている︒

電源開発計懸が予定還り達成さ兆七百二十五懸円であり︑前年度
る︒とくに電灯霧要は︑昨年夏のれれば︑需給バランスは︑五十八

百四十四億KWHと兜込蒙れてい

十二琿度は問四・一％憎︶の四千

の両格調の投資額がとくに大きか

業の設備投資計画が高水準ながら

価ずると︑次のように考えられる︒

▽まず︑年産能力の側面につい

調査短象外の電源開発︑沖縄︑公

通商産業省所管主要企業の昭和
五＋三顧度に比べ四・四％の増加

これとの関連で︑本調糞と同聴

関する調査によると︑製造業のう

最大荊要嘱力は冷房需要の増加等

葺十四年塵の設備投資翫画は今隼
にとどまっているため︑五十三年

に藍玉した設備の老朽度恵品等に

四年慶の設備投資計懸は︑蟹造業

緩やかに圏復軌道

新規着手は千

ご月二十躍時点の調査によると工

びとなっている︒この結果︑五十

度に比べ八・六％増と緩やかな伸

と非製造業の間でバランスのとれ

一部では更新投資の猶潴の兆しが 達額を上回っていることが庄思さ

五億円であり︑五十三館度の実綾

瑠ベースで総額八兆二千四百七十

九二〜％の轡脇となっている︒
た僚びを承す形となっている︒

見込み七兆五千五百三懸円に比べ

今園の設備投資計画調査の特色

設備投資の内訳けは︑電源が前

てみると︑これまで減少を続けて

五万KWの電源畷発工事を計画し

きた素材産業でも五十四奪度はセ

もあり対潮黛度比六・五％壇︵五

要は︑暴気が持ち直してきたこと計幽した千九醤五十万KWに対し 間露気事業の設備投資計画は︑九

また︑製造業の設備投資につい

▽第一に︑五十四黛度にはほぼ

メントを除き︑紙︒パルプ︑鉄

てみると︑ほとんどの業事で今後

としては︑次の点が捲摘される︒

金業掻にわたり設備投資の溜加が

鋼︑石謹化学等各業種で設備投資

の謡講樋の中期的な需給動岡に沿

た︑生産能力繕言のための投資が

▽次に需要創出の側面について

戦断される︒

三〜四鋸後と殖えている︒こうし

年度比一四︒八％増︑非電源が三

誹画されており︑最近の設備投資

ているとの認識をもっており︑ま

ち六割弱の企業が設備が老朽化し

五十四奪度設備投資計画を上期
必要となる時期について︑四社に

この計画が円滑に達成できるよう

動陶が緩やかな回霞の過程を二っ

る︒

が埴潴に転ずる計画となってい

収益の園復およびこれらに伴う企

下期別にみてみると︑製造業を

翻購鍛電力は三兆七百億円

る︒これは︑堅調な内罷の拡大︑

ていることを恭していることであ

業の羅況感の好転等を皮映したも
中心に下期の設備投資が上期に比

一社が一〜二雨後︑三被に一社が

のと蕎えられる︒

対当蕉度比層尊爵が驚動度の大

の供給予備率を維持することがで幅鱒加に隣し幡羅にとどまってい

年度末まで全国ベースで八％以上

．自己資金は
︑減少傾向

施などの懸念材料があるが︑所要

グ・アウト漏︑大口融資規則の爽
躍力各社の自己資金の充当率は

適切な国籔蟹理政策などが期待さ

資金の円滑な国国ができるよう︑

資金問題︵躍力︶

五十一黛度の料金改訂の効果に
しかし今後は︑電源多様化の推

九電力会社愈誹で一兆二蕩三十億

社贋については︑五十四年度に
適正予鯖率︵八〜一〇％︶をやや

︾

米国BISCO社開発のシリコン樹脂による
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原

酷魑により苅前壷度比九・七％増

とが予想される︒

五＋三濁度の九電力会往の経営

より︑五十二世渡は繕凹したが︑

八月の最大電力は五十一︑五十置を実旛したが︑比較的安冠した

たが︑五十三年度は五・二％の傭

五士工︑五十四年度は︑経理的圧

二隼度とも六％台の伸びで推移しものとなっている︒

ぴにとどまり︑この結巣︑九霞力進︑電力輸送費︑鰍料費等諸コス

い轡加などから減少傾向を示し︑

迫要顕の増大および投資額の著し

れる︒

全般的に厳しさを瑠していくもの

会社の供給予備率は工・八％とトの上昇嚢因により︑経営環境は

円の発行を予定しており︑全額祇

る︒

鰻特例法による確認を行なってい

五十三年度三七︒三％︑五十困年
度三六・四％となる兇込みでだQ

と考えられる︒
▽五十三年度三千聖母遍羅見込

上回った︒ちなみに五十三黛度の
最大電力は五十三矩七月に記録し

増資については︑五山て五＋

社憐の純増額が著しく増加する

年慶の罠間霞気事業の

のは︑五十四黛度の償麗額が償還

た八千九首八十四万KW︵豊前鰯み五宮

二年度は内部留保の充箋と外部資

期間の変更により︑大盤に減少す

金調達の円滑化により冤送られた
が︑五十三琿度は九電力会社申五

ることによるものである︒

千四頁三十億円︑その他事業蓄千

規模今後の需要電力駿は︑五十±二億円の合計二兆九千四百四十

は︑残りの四祉が巨資を行なう曇

社が繕資を行ない︑五十四琿度に

設備投資額は︑九電力会社二兆八

八年まで葎率破裂五︒八％の贈二二懸円であり︑前職慶比三〇・六

▽今後の蠣給見通しと電源開発

度比六・七％贈︶である︒

が晃込まれ︑これに灼応ずる八月％の大幅な増加となっている︒
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って︑本計画が円滑に実施されれ

沿ったものとなっている︒したが

ば︑内矯の振興を中心としたわが

三士二億KW翼の需要籔が工事ま

の持続により︑五十三年度推定実れに瀟じて電力供給の還迫するこ

圏経済の拡大に甥喫するものと期

れている︒
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葭

命︑加圧難逃し弁が開くことなく

析緒果については︑ケース一の場

ことから︑妥当と判断︒また︑解

入系弁開閉作鋤試験での爾鋤弁の

カーのポンプを使嘱している③大

が︑大飯一辱機はそれと岡じメー

ンプのポンプ軸切損がみつかった

耀えだが︑再処理工堀の建設には

とに九〇葎以降の瀬野に射処する

ら処理する扁とした基水方針のも

慶があり﹁自ら懸盤したものは自

込み︒駈親氏は︑海外委託にも限

ないことを確認︑ケースニの場會

従って冠CCSの作動を必婆とし飯一弩機の現地保安監査で安全注

であると判断︒﹁潴圧器水位計

八臼に再び審議することにしてい

が結論は出なかった︒同部会は十

慧ぎ法成立を園ってほしい︑と要

不興含1一について簗中審議した 獲期のりードタイムが必要であり
ECCSが作動し炉心が冷却可能

問題に関して大飯一口機は欝金に

これまでの試題転を通じ鞭作性や
弩機の運転再開の前握とな

望した︒瀬川氏は︑藁海航鵬での

大飯

る必要な検討はすべて終了するわ
けで︑掻ければ十八臼にも原峯力

被曝琢減化やクリプトン癬収など

ータはほぼ鵬揃っていると述べ︑

安全管理体制など各曙で必要なデ

る◎もし十八9に績論が出れば︑

陣止する﹂と結論した︒

この糖論は︑加圧認の圧力低と
水位低の儒弩が一致した時に安金
注入系が動作する﹁アンド圓路﹂

って再処理技術確立のための頑冤

技葡の燵展ともあわせこれらによ

は十分に得られると強調︑実円化

れるものとみられている︒

安全婁員金による最終決定が下さ

の兇聡しを明ら郁にした︒樫済

﹁オア圓路﹂︑また大飯一弩機に

と舳圧鴇の圧力低だけで動作する

御園生︑田島両

性︑捜術ともに巽用化可能とした

止まり失敗とその結粟としての趣

特袴の上部炉心注入系︵UHI︶

大飯原発

安全委が現地調査

原峯力寝全婁綴会の原子炉安全図解慰留会は十五田︑加圧器水位計に係わる合装閑炉心傘都設鮪

条件②補助給水ポンプが十五分後

についての詳細な検討を踏まえた

曝露水位上野﹂のニケースの璽無

題に関遡する通愛省の瞬析に墓つく描翻は妥嶺﹂との判断を承しか検討結榮を︑原子力安野委図会に

に黍鋤趨動ずるという仮定llは ものであると︑発電用炉部会は説

へECCS︶閥題に閲して﹁大飯発購所は現状のままで安金性が掘われることがない﹂ので﹁この閣

報鰹した︒報告は同審蛮会の発電転炉部会が一日以降検酎を羅ねていたもの︒これで大飯発電駈のE

ド︵MARVEL︶についても︑
発無用炉部会は十六日には︑原

点検中の大飯原子力発電所を聖遷

蜜全婁員は十一B︑運賑を陣止し

だけの晦処理の性急な麗鴬移行は

立たボ︑核拡愚の瞬含キ繕激する

上︑瓢ネルギ⁝収支とからも成り

ったく逆Q吐界的にも月例がない

漁獲に対し︑鍵穴︑中墨両践はま

SA肥AN−Wコードによる解
子析
力発璽所の箇理体舗の再点検結

緊大飯町の現地に視察︑蛾故シー

御髪生棄灘︑田島町三両原子力

発電嗣炉部金で結論が得られず︑牽八日に持ち越された︒同心の結果にもよるが︑これより安全委に

巣を胆心に①舗御壁支持ピン闇題

明している︒

よる大飯一挙機運転再開についての淡定は軍ければ十八蟹にも下される児趨しとなった︒

結累や大飯一讐機の使用前検賓鯖

ケンスを中心に調塾した︒

CCS問題は一段落したが︑もう一つの蓬転管理体制の総点検野薄については︑＋六日に開いた 妥当と遡断した︒また︑使用コー

条件①門補助給水系の自鋤起工失

②樹齢一三機で充てん高鷹注入ポ

を認めるよう饗駕した︒

来國スリーマイルアイランド

の試験糖桑ともよく一致している

らのE C C S 轡 門 家 グ ル ー プ ︵ 六

通産省が電気事業者に

運転員教育訓練の強化など

安全徹底で指示へ

名︶による検討を踏まえて︑ナ四

に撤鷹を期すためとられたもの︒

呵村︑酔地葡眠は再処理を璽と

示した︒

化の溺能性を分擁︒この中で河撰．

して枝術的測鳶からとらえ︑実陽

席上︑悪箆陳述と強磁を通じ︑

の形で質疑が続行された︒

正親践は︑欝闇ではずでに電力を

βμ︑T・の∬燭扁と独自の囲え

中心に業界が総力を糖壌し再処理

を整えつつあることとあわせ︑立

ではスァーレアップ︑ぺ⁝ソ7ッ

を披灘︑再処理に伴う︻BUT一

七日から九日まで実施した大飯原

地についても机上調整で十か所程

子力発醒所の特別傑安監薫の結果

慶の躾補地を選びだしていること

た点での技術的対処とともに︑地

プ︑化学エンジニアリングといっ

第一f場建設に嶺たる蕎えで態勢 氏は﹁票子力開発には﹁YFSo
認められなかった一などと報告︒

弁の不異倉があったことから︑こ

金注入系弁麗総藻勤試験時に押込

を明らかにした︒法の成立を待ち

輻︸陀

︵原研高温工学整長︶の六氏を滲

助︵学徳会議会員︶︑轡地麺男

⁝無題計画ならびに収支予箕環承

⁝認の件

︸

謹

﹁原子力発購に関する生物学縫⁝

鱒

リスクについて﹂があり︑ひき⁝

⁝

⁝

つづき同莇で三蒔半から懇親パ⁝

臼本原子力薩鍵会議

ーティーが開かれます︒

塩

識湖月＝＝＝＝一一＝鷲儒篇＝一認一冒一一寓帰笛＝榊仰一一一＝繍一一一即竃篇齢累篇二一一一一＝儲覧

⁝第毒繋昭和五茜震

⁝

新会社を発足させて諦めを勲ぐこ

についても﹁特に支締となる点は

岡雀はまた︑それとあわせ嗣B︑

硫除と魑滴︑岡法漿に笈対委勢を

敗﹂および﹁加厘羅逃し弁のふき

部会は︑一霞から大飯発躍所の加

解析繕果についての調壷審議を關

菖一罷一雛榊口鐸鷹榊一榊一一騙一一＝齢一団訟＝一一一■輔一＝鱒哺一一一竃諺＝榊＝＝＝篇一冒一一閂口鱒圃日曜＝騨一隔屋漏一旧榊＝一鞠雛齢楠雪占騨一＝諜一篇一一＝雪一鱒一輪＝需＝雪一口応一＝鱒一一一脚篇備辮輔鼎一一一＝一輔一一一篇楠一一一一寵一一＝＝灘需一一一圃一＝η鱒＝一隅＝＝篇罵齢一一一＝一曹＝

︵TM了︶原子力発躍所瑠故を契 これらの経過を経て︑発電絹炉
機に︑加圧器水位計が誤表示し鷺

ことが判明したため︑原子力曲金

CCSが機能しない可能幌がある圧器水位謝に閲逮するECCSの

位謝問題が解撰するまで関繭電力

点の部会で結論︑原子炉安金剛門

婁農会は︑四月十四B︑加圧器水 始︒村室進原研璽海研究所醗所揮

との安全塩蔵長談謡を発表した︒

改総懸階蹴を講ずるよう指示する

の種不興禽再発密勅のため点検等

も十分な考趨が肝換だなどと強調

域センター構想など国際性の面で

した︒薩5面に関連配曝

とになるが︑第二工鵬は処理能力

で︑敷地は約二薫万揮︑建設に

五ゾ／臼︵手玉葭誘／第︶規模

⑧⑩露峨

＝＝＝＝冊＝＝一脚＝冊＝＝＝＝＝＝需＝瓢雲＝一＝＝一一驚闇＝一一篇篇＝一＝＝＝■＝＝鶉＝隔一＝＝脚＝一州＝一＝二＝瓢＝＝＝れ

囎︑鉦千億円三重が投入される兇
二蹴＝

念

子嶽三科学技術庁長蟹兼原子力⁝

同轍は議案審議にさきだち金洲

5月30日午後︑工業倶楽部で

⁝十器差後一時半から四竃半まで

⁝泉原墓石萎謹吾三

防護委員会婁員エドワード︒E曙

後︑午後二時半から英國放射線㎜

ています︒また議覇日程の終了⁝

らそれぞれ来饗挨拶が予定され⁝

⁝菓京・丸の内の日本工業倶楽部 委員畏︑藍蝋翼澄通商薩業相か⁝
⁝で第二十八國通常総禽を開きま

総会に付議溢れる議塞は次の

蜘す・

⁝

同省はさきに安全婁に対し︑再

蕎人に招き︑悪冤を聴擬した︒航

⁝認の件

⁝

⁝響・

点検の紬粟︑﹁累歳規定の順守状

窒機疑葱にからむ落人喚問聞題で

調榊一＝篇瓢驚一：一一需＝＝備＝＝■一瓢齢寡驚＝鵠一＝

磯

優れた技術と品質を誇る

ン

三菱グループは永年にわたって積上げた
技術と経験をもとに、安全性、経済性の
高い原子力技術をお届けする努力を続け

三菱金属株式会社
三菱電機株式会社
三菱商事株式会社

三菱原子燃料株式会社

ています。

・大飯一網機の還転を傾止させる

員会に対し︑来国スリーマイルア

ことで了解を求めた︒

のより一転の強化が必嚢なこと︑

ただ︑機欝等の作鋤確認の際の壷

発電用癖部会は︑さきに忌門欝

通覧街が再点検の継累に墓づき

通薩欝は十曇日︑原子力安全蚕 底など七環目に関し磁蝋璽業者に

簗急濫め︑匹月二十四厨に﹁大飯

イランド原子力発電所薯故を契機

電気瓢業暫に対し改二等描羅を講

扁方︑通産雀は︑必要な解析を大 審査会に報告していた︒

発贈所の加圧器水僚謝に関馴する
から提出された齪料およびその後

に実施したわが国原子力発取所管

急ぎ法成立を

．再処理民営化

⁝正親羅寧運醐会畏ら

け獺えている︒

こと一が必要だと報告の中でつ

こと︑窟例試験手順総を整備する

常時鰻新の系統虫喰纂を整備する

理体量の再点検の結粟について一

ずるよう指示する面癖として原子

た原研での解析結粟も謬蕎に・調

に﹁大飯発徽所の解析繕累に墓つ

査懸議を遽めた︒その結菓︑TM 部補湿説明を行うとともに︑急転

ECCSの解析結果﹂︑薫月一臼
遍加提出された血塗に基づき︑ま
く描醗﹂について原子力安全委厩

力安全委鍛会に了解を求めた七項

一︑欝常の巡視点検の璽要性の

領のより一二の充実

一︑異常聴における還転卵作饗

練の強化徹底

一︑運転魔に対する保安教湾訓

圏は次の遜り︒

I購故を撹擬した安全解析の蔚提 厨に対する保蜜酒量酬糠の強化徹

1一筐匡墨0樋ーー

国際放射線研
究会議が開幕
第山陽園国際放議論研究会議が十・

三日︑開票・隈隈隣の日本都南セ

再処理襲饗の民磁化を図ろうと

雷院科技特で愈見陳述

一︑運転申の叢叢周炉心内部設

する原子炉等規制法一部改正顕露

周知徹底
た︒同会議は放射線の物理学︑化

備等は騒微な禰膨を行う堀合でも

ンターで一週間の予定で開燃し

学︑生物学および綴学的作用の理

について審議をつづけている蓼議

和孝︵東工大教授︶︑瀬川正男

Y︵原子力資料樋報整︶︑河村

親見一︵電瑠遡副会長︶︑高木仁

︵堀趨啓典婁貴擾︶は十一田︑正

院の科学捜術振翼対策特別委賃会

通薦釜に通絡すること

一︑非常躇等の絵笛体舗のより

解と応扇に関する科学の振興を図

一二の画歴︑充爽

ることを欝的に四奪毎に開催され
ているもので︑日本学術会議と日

〜︑原子炉トリップ蒔の描照の

︸︑格納容器縄離弁の隔離条件

改霰

本放射線研究遡含の共催︒嗣会議
がアジアで開かれたのは今鰹が初

めて︒±謀ヨの關会式でH・S︒

況は良好であり︑特に支陣となる

国会は十日から空転︑このため︑

第一讐議案昭租五十三無慶 ・ポーチン鱒士による特別講演⁝

必硬性はますます腐まってきてい

ような点は認めらられなかった﹂

⁝業務報欝ならびに収支決懲躍承

る﹂とあいさつしだ︒このあと会

と報告していたが︑この日の指示

︵動燃購五股理覇鍵︶︑中覇篤之

議は十九日まで十二の会場に分か

等の藻安規運への格上げ明詔

れ広範囲な研究発表が行われる予

この貨の科技特は翼翼の打舎せ会

カプラン国際放射線研究離合会擾

謹
了解とりつけはこれらを受けさら
⁝
定︒

は﹁放射線研究分野で国際協力の

回

纒飛臨

三菱PWR燃料

へ
会に説明︑大飯一鞭機の運転再開

圃際放射線研究会議のシンポジウム

O

一二
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@東東電力はこのほど︑将来にわたる霞力の安定供給確保と設備形成・業務運欝の効率化を重

̲浮標とする新しい創造的な枝術開発の中長期構想をあきらかにした︒
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諜

翻

淵

一

か国のもとに放射性廃藁物の大西

照射計画︑瓢食品照射計錘に参議

卿鷲跳︑

ﾉ轟

鷲

筆勢

鍵

☆特、〜巨人用漸案巾、，事弩中

上記既設パルプのコムライニング施工による改造品

日本バルブ製造株式会社

を実施したところ︑三菱金属が納

三木の計四本に異常な指承が認め

入した︸本︑日立金属が納入した

謝御棒クラスタ

た︑三菱金属︑WH両社が納入し 六本︵三菱重工製︒素材は擁立金

レビによる調壷を実施したところ

穴本︵WR再製︶について水中テ

▽美浜二号機

られた◎

属が納入したもの蔚十二本︑三菱

桑︑原因は撚事体の取出しにさき

された件については︑調査の結

さきに損傷が確認された一本︵三

ー案内管のたわみピンの全数芭十

ク︑ダム︑建築物などの耐震解
た各四本ずつ計八本を取出し液体

金属が納入したもの四本︶のうち

二型

析︑配電電圧電動記録装置︑系統
漫透探働検査を実施した結粟︑三

に取り組むものだが︑その技術開
発は︑同社の原子力開発研究所が
安定化対策などもおしすすめる︒

ついて超凝波探傷検査を実施した

源集頭体がはずれて炉心上で発墨

ところ︑日立金観が納入した十本

ンの最終調整の際に燃料取薔えク

だって実施した燃料取薔えクレー

九本に損傷が発兇された︒中性子

ー案内籔の支持ピンの全数六＋六

に異常な撮示が認められた︒また

菱金属が納入︶を除く蕎十五本に

本︵三菱重工製︒素材は日立金属

レーンの燃料体グリッパーが集合

兇された︒

菱金属が納入した四本に損傷が発

しさを増している国際的なエネル

が納入したもの三十二本︑WH社 制御棒クラスター案内管の支持ピ

体の中性子源取付け部のベーンに

たる技術開発構想のねらいは︑不

今園あきらかにした巾長期にわ

中核となって行う︒

また︑謡講中長期構のもうひと

パインドサイクル発電︑省エネル
ギー薯情︑発電所の立地環境問題

ンの盒数六十六本︵三菱璽工製︒

制御棒クラスタ

ギー︑風力・太陽電池などの新発
などのなかで︑将来にわたる電力

が納入したもの三十四本︶につい

かみ込み︑燃料体から持ちあげら

▽玄海一号機

電方式︑燃料電池などの分散発電
の安定供給と岡躊に︑こうした創

素秘は蕊菱金属が納入したもの三

は︑石炭︑LNG冷熱発電︑コン安定が石油情勢から︑ますます厳

方式︑フライホイールなどのエネ

十四本︑鐵立金属が納入したもの

れたことによるものと判明した︒

て超膏波探傷検査を実施したとこ

三十二本︶について超脳波腸検査

選出された︒任期は一年だが︑慣

ろ︑明らかな異常と認められる懸

示は認められなかった︒また・W

防研究第二研究部長︑市川龍資放

目﹂隠P
日一難ロ

例にしたがい︑三期の任務となる

社会部長︑菊池幸雄気象研応用気

会の委員決まる

防災対策専

医研耀塊衛生研究部長︑江藤秀雄

造的かつ照新的技術の実写化を通

柱とするため︒

基幹流通設備では︑UHV送して︑経欝薄藍にわたる効率化の
宙︑強制冷却などによる大二三地

立海一号機は健全

象研究部長︑黒川良康動歎事業団

OECD・NEAは艇盟二十三

公算も強い︒

原子力安全委

しており︑わが国もハルデン燃料

洋投棄などを共同事業として実施

通産・科技庁が定検状況発表

原研理事︑片岡経一田本赤十字社

ルギー貯藏などを推進する︒

魍前逸させ︑また︑石炭やLNG冷熟発電などの新エネルギーにも積極的な技術開発を投＝ つの柱であるエネルギー関速で

ｻれによると︑開発の塗点項霞を︑従来から押しすすめてきた原子力は︑軽水炉の技術開発篇

晩ている︒同社では︑これら一遡の技術開発費として︑五十四駕度落七十三億円を投入する予定

ロ入する︒基幹流通設備でも︑URV送電︑大容購地中送電などの新送電技術の開発に力を入れ

︸㎜

講

軽水炉の定薔化に力をそそぐ同社では︑この技術開発をテコに︑より一層︑軽水炉の安全性

で︑原子力関係費は全体の三一％を占める葺十四億円︒
冨

軽水炉技

原子力安全委員会は四月二十三

海区水産研究所放射能部長︑寺鵬

安全管理影響︑敦賀花人水産庁藁

していたことが判明したと五月十

策専門部会﹂設置を決めていた

一田関西筆力から趨絡があった︒ 日付で﹁原子力発電駈周辺防災対

している︒わが国からはかって大

めて︒

国代表が選ばれたのは村田氏が初

村田氏は大正四隼生まれ︒荏英

田本大便館科学アタッシェ︑科学

東京都中央区京橋3−9−9費（03）561−6【81（代）

本社

皿廃油繁藤と曝ほ峰目醗薩薩陸−：：：L

軽水炉の定着化めざす
原子力関係は五十四億円
理想的
題産︑科学技術の両省庁は十一

に順応できる
術の確立︑核燃料サイクルでは廃

耐霞設計︑改難解甥化など︑安全
研究を墓盤とする軽水炉技術の開

の後︵四月五日以降︶の状況につ

日︑各原子力発露所定期勇奮のそ

総社があきらかにした門技術開
発の中長期概想﹂の難点項臨のひ
蘂物処理処分技術の開発︑そして

東洋三放医研科条研究富︑能沢正

島患一東大教授がOECD本部科

ほか全国原子力発職所駈在地市町

長︑矢森漏電事遮事覇局長︒この

NEAの鍛高決定機関三塁にわが

れるとの見地から︑総舎的に考察

を︑安盒確保にさらに一顧念を入

学局長に就任したことはあるが︑

その堀愈でも︑高圧注入系が︑上

国立公衆衛生院放射線衛生学部

子力発露関係団体協議会会長︑富

轡木成文藁工大教授︑安倍北夫
盤外大教授︑新醤六郎消防庁消

記格納容器圧力高により俘動ずる

の参加も予定︒蟹察庁︑防衛庁︑

料開発事業団理事︑原研副理事

技術庁原子力局畏︑動力炉・核燃

六月から原研理事畏︒

長︑原子力委員などを歴任︑昨年

科学技術庁

放射線取扱主任者
試験施行を公告

区が聴講学院大学︑大阪地区が大

阪市立大学︑福岡地区が九州大

要事項を記入の上︑二二抄本一

学︒受験希望者は受験串込爾に必

え六月十三βから七月二四までに

い︒詳細間府わせも同庁へ︒

原

永一郎原研大洗研究所長︑山県登

雄原研安全解析部畏︑松平勇雄原

東

た︒この霊歌については︑大飯発

象が始まる要因がないと判断し

る格納容器外への一次冷却水の移

すれば︑ケース2の状態下におけ 村協議会︑日本電信醗語公社から

村田原硬理事長
が運営委議長に

科学技術庁原子力安全局放射線安

定機関である運譜委員会の議畏に

篭︾
＆．

次のとおり姻家つた︒

現在︑原因等について詳細調査

六十雪後畢の霞標として︑高速増

五十七年〜六十琿代にわたる中

︵三菱璽再製︒素材は三菱金属が

ー案内管の支持ピンの全数蔭六本

▽寓浜二号機制御棒クラスタ

が︑十四日︑同専門部会の委貴が

充填高獲注入ポ

定ナットねじ部でポンプ軸が切損

ンプの点検を実施中︑ポンプ軸固

▽腐浜一号機

中︒

発に置いている︒

定着化と︑その詞上対策に全力を
長期の技術開発としては︑定言・
この①軽水炉の定置化・向上対

いて次の遡り発表した︒

とつ猿子力では︑嶺囲︑軽水炉の

あげる︒五十四隼〜五十六黛の短
保守・模糞技術の総合化による稼
策︑②核燃料サイクル︑③高速堰

殖炉開発をあげている︒

期目標としては︑応力腐食翻れ対
働率の︑より一厨の向上︑新型燃
殖癖の二つの璽点項留は︑全社的

策を中心とする稼働率の向上︑除
料の開発などによって︑負荷変動

用いてきている︒

＝＝営朧＝一：＝＝＝轄＝冊＝＝欝一＝柵＝柵＝＝：需＝一鼎用隔＝一＝圏＝＝冊＝＝篇＝＝＝二営＝﹁＝一＝＝＝＝＝冊二＝扁＝コ＝＝隔＝一＝一＝冊＝＝；＝二＝開＝嵩＝⁝¶一一＝階＝＝＝＝瓢＝＝層一＝＝＝；＝︻＝唱曲用＝＝噂＝一＝＝讐＝幽＝コ＝隠＝一＝一＝篇：＝＝＝＝一＝幽幽：脚＝＝一＝幽＝＝ニ一＝＝鱒＝＝罷＝一：働＝＝一＝＝＝需＝二一；営；＝＝＝：＝＝＝＝＝髄＝＝﹁

染技術の同上による被曝低減化︑

一面筋報のように︑原子炉安金製門審査会発露用脚部会は十四

計︑梅造の差異によるものと響え

竃所原峯炉とTM12弩機の設
ので︑炉心は十分冷却されると判

日︑﹁大飯発電所の加撚器水位計問題に関連するECCSの解析結 本解析にこのコードを使零する

コードによる解析締累と一次冷却

ことの妥叢性を確認するため︑本

断した︒

に報告した︒内容は次の通り︒

二省庁が幹鎗と

消防庁など関係十
して加わる︒

送を軍費に遮断するため︑原子炉

SATANlWコードによる解
②析
ケース2では︑三分後に炉心 るSI儒号が発儲されないとした 圧力低芒種による格納容器サンプ

なお︑仮に格納容器圧力高によ

の移送系を遮断する圓路を付画す

体との間の緊憲時連絡学寮の再点

防災対策に伴う︑国と地方公共団

られる︒

るという通商産業釜の措置は妥当

材喪失事故解析に用いてきている

圧器逃し弁が開き︑しかも一次系

上部油入系︵UHI︶が作動する場面について嬢饗したところ︑十

なものと判断する︒

ないものと仮定し︑それにより加

渠とそれに基づく搭置﹂についての結綴を検討とりまとめ︑審議会

前提条件の妥当性

結果とを地遷した結果︑よく一謝

分な長時間︑炉心は三水状態にあ

検や捜術援助体制の整鮪︑放射線

同尊門部会は原子力発露所周辺

の圧力が低下しても開止せず︑そ

とともに︑十分後に格納容器内圧

▽安全解 析 の 対 象 と し て 般 定 し

力上昇により︑SI黙許が発儒さ り︑この間に︑運転点が高圧注入

の締果︑加圧器逃しタンクのラプ

しており︑さらに大飯一号炉にお

チャディスクがはたらき︑格納容

論

科学技術庁は十二日︑第一覆放

医療体制の再確認などと並行︑原

射線取扱主任者試験を八月二十

九︑三十の両日︑第二種放射線取

以上︑孚MI覇故における加圧 子力特有の例えば退避対象となる
器水位計に関適した代表的な襲故

について楼観を加えようとするも

のタイミング︑機翻類の整備など

被爆線騒基雌の兇謹しや還欝欝告
ンプ瞭落後の炉心流歴と冷却効果

条件を大飯発電所原子炉に設定し

③ケース2では︑一次冷却材ポ

と判断した︒

系を手動で作動させることが司能

ける便用前検査階の試験結果︵七

象となっている次の二つのケース

た寧故条件の妥当性本解析の対

△露

これについては︑加圧器逃がし

れるとしているQ

圧力高の安全注入︵S三︶山号が

7凹

い一致を示している︒したがっ

五％負荷遮断試験︶とも比較的よ

①補助紬水系の自動起動失敗︑②
発糊したとした場合の過渡応答︒

＝

について検討した︒

場舎にもECCSは作動し︑炉心

臼木原子力研究所の村田蔽理事

OεCD︒N一巳A通︑写翼︵正面半身像︶一葉を添
題に関しては︑大飯発蹴所原子炉

置は妥当であると判断した︒

幽火力・原∫力発屯所納品
循環水ポンプ1瑠1弁／復水器幽人日弁／逆洗用弁循環系
バイパス弁／内蔵型逆洗弁／外置型逆洗弁ダブルストレ
ーナー／ンングルストレーナー／各種 毎水ポンプ吐出弁

》、

逆ユL弁／空気抜弁

灘

日豊ハルブの最新鋭バタフライバルブは、従来の本体助蝕コム
ライユングに、遺体全藤硬質ライニングを施し、原子力及び火
力発亀所における冷却水（海水）の循環系統、さらに化学・食品
工場の塩酸系腐蝕性液に対しても、優れた耐蝕性、操作性、水

一ルゴムライニング
バタフライバルブ

蘇響 灘

藤

は︑TMI饗故において特徴的な器への蒸気流出により︑格納容器

加圧器逃し弁のふき止まり失敗と

▽補助給水ポンプが十五分後に
欝欝遅動ずるという仮定の妥当性

その横幅としての加圧器水位の上
昇という覇態を模擬した事故を対

れぞれ実施すると公告した︒試験

ス上⁝次冷却材ポンプを鰹止させ

は冷却酊能であると判断した︒

扱主任蕎試験を八月三十一闘にそ
て︑安全解析した結粟から︑加圧

原子炉が定格出

容器圧力上昇の算定にあたり︑ラ

ることになっているため︑同ポン

をとり濠とめる予定︒

の︒二十一蟹には初会命︑検討を

その結果︑原子炉停止後の炉心
・〃●畢

地は仙台地区が東北大学︑東東地

勝

器逃がし弁が開くことなく︑した

夢

崩壌熱の多芸は︑安全注入系注入

がって瓦CCSの作動を必要とす開始するが︑この秋には中聞報告

主給水喪失による給水流山低ま

水および蒸気発生器によることに

ることはないことを確認した︒さ

象としており︑解析の屠的に照ら

タンクのラプチャディスクがはた

なるが︑高圧注入系作動後は︑安

らに︑過酷な解析条件を仮定した

たは蒸気発笙器水位の讐報を中央
て︑

全系の電源確保のため︑シーケン

し︑妥嶺なものと判断するQ

制郷整で検知して季動投入できる

に冤横っていること︑および格納

らくためのエネルギーを厳しい測

次冷却材の温度︑圧力︑流

︿ケース ー ﹀

騒︑ボイド並等の過渡時の状態を

判断した︒

▽使用瓜ードの妥当性本過渡

プのコーストダウンを経て︑蒸気
発生器による除熱は減少するが︑

八圏OECD︒NEA︵原子全力
課機
管理係へ提出すること︒受験

長は︑このほどひらかれた第五十

したがって︑撫圧器水位計の問

エネルギーを無視していることな

プチャディスク作動にはたらいた

どから︑この十分は︑余裕がある

ことはないので︑この問題に関署

は現状のままで安全性が損われる

の圧力︑水位の変動等の解析結累

関︶執行委員会で︑NEA最高決申込霜は科学技術庁に申込めばよ

分炉心は冷却されると判断した︒

たがって︑TMI事故のような事弩は︑発僑するにいたらないが︑

逃がし弁が作動することなく︑し

なお︑ケース2における繍圧器 する通商産業憲の解析に基づく捲

注入系による亭亭効果が大きく十
本過渡変化では︑加圧器圧力低

ものと判断した︒

ムであり︑従来から蜜故解析等で

系の過護特性を解析するプログラ

と水位低の一致儀号によるSI儀

︿ケース2＞

①ケースーについては︑加籏器

うな調蓋審議を行った︒

解析の結果については︑次のよ

事象解析の検討結果

自動起動するよう設計されている

ドが使用されている︒本コードは

応答の解析にあたっては︑MAR

加圧水型原子炉のプロセス蟹で外

VELコードを一部修正したコー

助給水ポンプ︵二台︶が起動され

乱が与えられた場合に︑原子炉諸

に作動せず︑十五分後に手動で補

るまで︑蒸気発生器への給水がな

寒詣給水ポンプ︵四台︶が磨動的

かったとした場盆の過渡応答︒

騨
繍

に舞え︑加圧器スプレイが僻聾し

上認のケース ー

騰

謄

鱒

勘案し︑本コードの使用は妥当と

＝
一

ことから︑十分余裕をみた仮定で

幽
一

あると判断した︒

r関四

が完全に喪失し︑しかもその際に

画

力運転中に︑二次冷却系の空給水

一

｛

⑭

密哲を発揮します。

一
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ち康子力は一・五％を供給するよ

七〇年に入り総発電電力騒のう

︵BWR︶になっている︒

94◎O

の故雌で原子炉鯵鳶が行われない

るのか︑講識する必要もある︒

電電力羅の一一丁六％︵二午七百

運転中の原発は九・一一％︑総発

隼中に遡聴入りを畢窟しているラ

に関しては当面︑今隼あるいは来
政鳴の鈍器ではなく州や地方自治

康発禦故階の避難訓練などは漣邦

これを受けたB＆W社製所有の 九墜に鰹止する公騨が強くなって

地があることを撮聾した◎

却系で運転に撹璽を饗し改良の余

上だったと弩えられ︑燃料駆彼櫻

故解析で︑移心温魔は千八筥痩以

三原子三年の運転実繍を持つに至

エンジニアリング護憲︵PWR︶︑ にも達している︒これらの状況を

基︵PWR︶︑コンパッション・％以上を依存している州は± 痢

が撰甥を受けたと冤られるが︑燃

ソン部震はさらに﹁炉心の三ε笏

だつたしとの報告を行った︒マト

見で会晃したベア委員会のエドワ

ベア委員会が報告書
ベア委自験︵醒離放射線の生物

バーグ大教授︶は﹁低レベル放射

学的彫響に関する委麗会Vは初 ド︒ラドフォード委図擾︵ピッツ

る﹂とするとともに﹁原子力關係

然放財線と医療鰭の放射線にあ

し︑磁銀その数が増大している﹂

従劉薔は窃然放射線の数倍を被曝

く冤過ごされていない﹂と強調︑

れは鷲知できる件数ではない﹂と

切ルド・萄ッシ婁鷹︵コロンビア

雷及した︒認煮会兇に飼席したハ

じられないほど過劉に懸念してい

大学︶は﹁公衆は放射線に対し儲

一部で過大﹂との見方を示した︒

る﹂とし︑﹁むしろリスク評価は

尊璽していくとしている︒

︵中央回腸庁︶や産業界の葱岡を

労働党政権とはちがいCEGB

の見方が強康っている︒新薗相は

国の原子刀開発は拍麟がかかると

サッチャー新着相誕生により英

支持の意向

原子力開発

サッチャー英真相

る︒

ラン探鉱開発協定を窟志してい

はすでにイタリアのAGIPとウ

国政府と交渉を始めた◎ザンビア

アでウラン探鉱開発を行うため同

邦政瘤とザール州出資︶はザンビ

ルベルグ・インタープラン社︵盟

︻パリ松本駐在厨︼西独のザ⁝

ザンビアと交渉

西独︑U探鉱で

一九七二庫報告購に比べほとんど
変造はみられないことを聞らかに
した︒また︑低線画のリスク評価
はベア報告で得られた数値より実

ソ︑スチュワート女義授との会禽

際はもっと大きいとするマンクー

でも﹁両教授の主彊が科学鮒根拠
にもとづいたものであることを見

いだすことはできなかった﹂と
し︑マンクーソ教授らのリスク騨

スリーマイルアイランド原発珊

願の不明確性を指摘した︒

を引き趨こすかも知れないが︑こ

GR︶アリス・チャルマ⁝ズ一叢 決定を下すか注冒される︒

六十億KWH︶を占め︑四百六十ゼネラル︒アトミック一墓︵HT 踏まえ︑来議会は今後どのような

実際に原発がどれだけ窃与してい

◇

岡会計蕉度の初の六か月間は新

四電力会社はNRCの愈商に添うきた︒オコ；善言三塁は蛾料装荷

一九七八薙十二月三十一日競在

規の原発建 設 許 司 の た め の 予 篤 を

サール一難PWR︑百士秀二体にゆだねられている︒潮騒の上

点を強調︑他のPWRより二次冷

避難計画でNRCの承認を響られ千KW︶︑ノ⁝ス・アンナ毒下各禽鳥会の決定はこの豫点とな

は先に縫止した四墓については改

現行で問題なし麗筆
霞RCシステム

二〇〇〇度﹂

﹁仏はジュネーブから七十静馨の

ない﹂と強調した︒

堅めるとしている︒

良が進んでいるとし︑近々運転を

噂墓︒

・ベス︑ランチョ︒セロ一毎の計

安全部が解析
RCスタッフの鎌止命令に憲諾し

ンステム資盒部部下は千臼︑N

NRCの艀パート・マトソン・訳︑霞離放射線の生物学的膨響

治体が緊惣鋳の対臨計懸を持って

まとめた︒今園のとり衷とめは一
RC委澱に﹁間近行ったTM正融
九七で鎌に続くもので︑七二年の

十万KW︶の違報衝胃管工臨したもの︒七九年版

ぼ同じで旧報告繍で偲られたリス

クレイ・マルビルに建設申の蕩速

故に関しては︑春蘭による放射線

住民の野命中﹁一件の掻撫のガン
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ングハウス社長十六纂︵PWR︶ うになり毎隼順調な伸びを鞄せて

メーカーと各製適置数はウエスチ

また米国の運転中の原子炉製遊

っている︒
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原発︑すでに

事象︵ワシントンで六日︑約六万

ご墓︵五千二颪四十万KW︶︑建

0
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米の発躍鷹力現状

五千人を簗める反原発簗会が開燧

設許司九十二基︵一億酉十五万K

u4
料触点のこ千八肖塵には選してい

止︵すでに郷止中のものもある︶

自民への配慮櫛躍強化を内容とし

炉心温度約

することを決定した︒四月中に陣

轡︵PWR︑着十八万整備を州に義務づけ︑NRCの審と遡転錨の麗の向上を旛すまで停

セコイヤ

︵PWR︑九＋男二千KW︶︑
っていた十婿最後の緊合蒔体制の とし︑NRC指摘に関遡する改良中で碧羅停止中︒NRCスタッフ笥ヘジルカロイ︶を層かすに十分

ない︑以上二点の修圧薬を盛り込

ない州では 原 発 の 運 転 諮 可 を 与 え

むことを蟹 成 二 牽 三 ︑ 反 対 七 の 多

︵PWR︑百二＋秀八千KWな
︶お︑講会内の融蚤は※会計倹

二千KW︶︑ワッツ・バ！一室 査を法制化しようというもの︒

下院内務 婁 爵 金 の 決 定 が 法 欄 化

数で司決した︒
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これによりオコー二一二弩機も十

オコーニー一淫酒を檸比させた︒

ェニックス︵璽

ク評価はナ分に拡大適周できると

ータはよくなったものの結論はほ

報告轡の場合は七二年当時よりデ

た訴訟を却下︑ス肇パ！・フエニ

﹁TMI覇故はフランスになんの
論に価し︑環境保箔置からでてい

している︒象た︑七九年版の結論

﹁法的に問題ない﹂との巖終的輿

膨響も与えない﹂とし︑同圏の原

がだ

仏原子力庁︵C鷺A︶擾留は︑

二回欧州原子力会議でM・ペカ1 蜜問題を調讃していた参覇院では

独のハンブルグ滞で開催された第

いない場禽は原発の還転を許司し
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﹁τM一事故は
墜講院は増彊騨にGO

ックス建設計麹に

仏に影響なし﹂

子力開発計画を萬検討する愈図の
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ないことを明らがにした︒一方︑
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い国は︑将来そのツケが回ってく

﹁原子力電線に本腰を入れていな 岡スイスの翼然爆管団体からも

るだろう﹂と強調︑政府の原子力

部分で放射線被曜の空近因は﹁国

難電所の購故フィ！バの嵐が吹き

R・バール首相はインタビューで

された︒

荒れ︑各畷の原峯力閑発に大きく

民無二に持ち込むべきだとする原

ち動く原子力の必要性を説き・国

一九七九年版報欝櫨発表舘暫会

などの点も指摘︑今後の検討材料

堰殖炉の建設を放満せよ﹂との要

影響しているが︑フランスではい
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対臨訓練を毎毎箋施する③緊急晴

された︶のリーダーと会見し門国

力；ター大統韻は七日︑反霊薬

などを指摘していた︒
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しない﹂との量定をするなど︑米

W︶︑隈定建軍許可照墓︵四四十

で運転警可が出ている原発は七十

国の康発計画を安金型が確嵐する

ていない場倉は原発の運転を許可

﹁州が緊急鷲の対応計画を持っ

また上院環境公其聖業委員禽は

ム法案を提出する﹂としている︒

は﹁建設・運転許可のモラトリア

る﹂と発言︒マクガパン上院議農

司のモラトリアムを強く支持す

ず︑ケネディ上院議員は﹁建設許

NRC委員はパブ﹁ック＆ウィ
ルコックス︵B＆W︶社製の原発
簿比問題に関し︑当面︑B＆W社
製の原発藤蒋の電力会社の考えも

㌶RCスタッフと鷹力会歓の癒志

十分採り入れ︑醐接欝奮に携わる

で原発魑止にもっていく方針を四

は櫨接B＆W製の原発すべてに停
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としている︒
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避難計画条件に原発許可
米上院躍境公共駆簗婁員婁︵ランドルフ婁屡畏︶は十日︑﹇原発畷故聴の緊急の対応計画で原子力

規制婁聡会︵N冠C︶の暴準をみたすことを義務づけ︑六か月以内に緊慧蒋の対癒謝画の整轍をでき
ない︵NRCの承認を得られない︶州の原発は運転を翻めない﹂とする法薬を六対四で可決した︒一

で軍規の原発建設を許司しないことを決定した︒岡法の成堂は雨院塞会議での成り行きを待たねばな

方︑下院内務委凝金︵ユドール婁鷹長︶でも九日︑緊急時の避難計繭の整備問題のほか︑来璋三月ま

とが墨型される︒
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まで冤噛そうとの動きがでてい

十四万KW︶の六墓に影上するこ 月二十七譲渓定した︒NRC委踊

らないが︑法潮化の勤きは︑スリーマイルアイランド︵TMI︶瑠故の膨響がはじめて米商書内にも
波及してきたものとして注図される︒

ているアレンズ︒フリーター弩

TMI原子力発電所の瑠故鷺契すれば①に関し建設許可串謁がで
機に米識会 で は 原 子 力 防 災 対 策 の

・バよアイ隅五讐︵各PWR︑ 放射能湾染の場禽の緊懲避難計画
がらも①蒸気発生器内の二次系の

︵BWR︑酉二十万KW︶︑パロ
来国では核戦争を想定した大騒 止命令を出すことに難亀を恭しな
璽二士二万五千KW︶︑ペブル︒ のほか︑原子力発電所施設内での

整備が︸つの焦点になってきた︒

た﹁緊急躊の対応計盈のない州扁

上院麗境公 共 用 業 委 展 会 の 指 摘 し

スプリング一︑二屠︵各PWR︑ 噛故聴の廻書は整備されている

ヘンンルバニア

る︒TM1原発脳故は議三内にも 一万KW︶︑発注済み三十基︵三ゼネラル・エレクトリック社二十 いるQまた選別にみるとバーモン
水騒は他のPWRに比べ少ない②
興体的に彫響が現われてきたが︑
千五百八万KW︶︒総発霞設鮪中 六基︵BWR︶・バブコック社＋ト州の七九％を筆顧に原発に二丑
コント鴇ール・システムがBWR

に該当する州は一六捌で四十一基

ムニ弩︵PWR︑百ご十二万碍
K︵約十六諸綴︶範隠の避難計画

璽嵩十六万八千KW︶︑ピルグリ が︑TMI購故で聞題になった十に比べ複雑になっている③二次系

また下院内務委風会でも九臼︑

の原発が対象になるとしている︒
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いる︒
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付けること を 禁 止 す る ② 緊 汐 時 の

NRCの 八 O 禽 計 隼 度 予 篤 築 に①
W︶の六郷に影響がでてくる︒② は十分に検討されていない︒また

各州の原発依：存車（1977｛巨見イ1）

ない②州︑地方気欝体は緊急聴の

た報儀憲でのNRCは州・地方自 また五月一丁にデューク社はK

I鰯故直後︑原発麟故の際の付近
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が得られることが望まれている︒

議︒協議の基盤とするため︑合衆

エネルギーの問題と核拡散防止の

CEその他の場で国際的な合恵が
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た︒また政府は︑すべての平和利

的のための核技術︑機器および物

原産・受講生募藥

のおののデータを記録する自動化検査装置として開発されました。

拡散防止法に沿い新方式も採用し

その他︑①核拡散の危険と軽水

た︒

炉でのプルトニウム・リサイクル

のため再処理し得られるエネルギ

ーの利益に関する三見の相互の緩

質の国際取引きを異能にするとい

ていることを実証することによ

うNPTに定められた義務と矛盾闇題を融租させるために求められ

大教授︑俊藤一男原研安金性コー

力とコンピュータ﹂を︑西原蜜票

能維持にとって大弱な要素となっています。

まっている︒

した米図との継続した核に関する

世界銀行は石油を輸入している

用酒動についてIAEA保障措置

開発途上国に対し︑技術援助およ

に現行協定の下に核に関する協力

を受け入れた国に︑来国は全面的

ている多くの国や︑そのような協

び石油︑ガス︑石炭を含む化石燃

を継続することを傑証し︑一方︑

国と平和的核利用の協力に倉悪し

定を現在まだもたないいくつかの

料資源の開発のための融資の拡大

は︑すべての平和臼的核施設への
保障措置を受け入れるよう勧めら
国に対し︑協定のひな型が用悪さ

核拡散防止法の頭求を満足するた

協力の線に沿って︑それら各国

れてきた・

を計画している︒政府はその努力

れだ︒この命令は︑環境調奮のよ

めに必要な協定の改定を求めてき

れている︒これらの国の主だった

▽今無一月︑環境影響に関する

を支持している︒

められている︒また︑その他の国

うな特定累項に関し︑決定を下す

政策についての大統領命令が出さ

との協議は一九七九年の學期に予

際に蕎廻すべき描置を設定するた

を盒むいくつかの国とも協議が進

ており︑オーストラリア︑カナダ

ところとは討論がすでに開始され

途上国の資源
開発援助も
活動

▽NPTに加盟していない各圏 政騎はさらに︑核拡散防止方策
定されている︒

の使用済み燃料異母の実行可能性

和②長期聞炉から離れた場所で

の実証③早期再処理に対する圧力

の研究④再処理の代替案としての

を軽減する国際貯藏管理の可能性

高レベル廃棄物の投棄⑤新しい慎

使屠済み燃料の永久処分の実証と

ー要求に合致しており︑核拡散の

重を要する施設が実際のエネルギ

危険を最小にするために適当な技

であるが差潮的でないよう枠組み

術的方策がとられるとき︑改丁的

を提供することi一なども政策の

来国の核拡散防止政策をさらに

優先課題としている︒

に対しては︑安定した長期の供給

核拡散眉引法の要求に馴致する国

ない︒核拡散防止法の輸出条項を

傑障に向かう道を明示せねばなら

拡大あるいはより厳重なものとす

るような法制上の変更は︑核不拡

散のイニシアティブに関する国際

進め米国は儀頼に足りる供給者で

行うことがこれまで進められてき

IKFCEは︑以潮は挺絶さとれ
︑核供給国聞で断えざる協議を

するものであるという開発途上国

いる︒また︑政府は米国が信頼で

すことにある程度成功もおさめて

名欝串込み締切は六月一田︒

U＄ビル

営業所㊥540大阪市東区出之下町io8
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カーター大統領はこのほど一九七八鎚核不拡散法レポートをとりまとめ議会に報告した︒
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これは同法第六百一項の報告義務にもとづいて昨年三月以来一年間の核拡散防止をめぐる世界

⁝
として次のような努力を行ってき

めの行為に権限を与え承認する璽

にも条約を守るよう勧め︑それを

▽エネルギー資源開発分野での

任をもつ政府機関に向けられてい

た︒

開発途上国への援助︒核不拡散法

守ることにより︑条約が要求する
▽核物震の相当璽のいかなる転

のと同等の保陣擶置を受け入れる

る︒原子炉の輸鳩はそのような驚
動の一つだが︑核燃料の輸出はそ

に沿い︑政府は︑多くの開発途上

め︑IAEA保障措置を強化国
すに対しエネルギーに関する二国

ことを勧めているQ政府は無PT用も窺ちに検知するようにするた
を守ることを勧める頃的の濡発な

うではない︒国務省は︑米国の核

▽命衆国が国際的な履行項目を

た認識︒

政府は核拡散防止法の核拡散防

にきわめて非生産的であり︑現行

あるという響え方を回復するため

た︒これらすべての分野で︑機構

協定の再協議を含むわれわれの国

た代襲案の再考を促し︑また︑核

が存在し︑必要ならば強化される

比イニシアティブを遂行する一方

とより受け入れ国にも一般に好意

料機携︵INFA︶のような一定
イニシアティブは他の供給国はも

の璽要な蘭心事となってきた︒望

拡散の陽止という点で多くの国々

原子力産業会議では︑六月十二

▽核供給国としての命衆国への

ド開発室長︑武藤正動燃藁海温所

一方的政策扁という見方を打ち消 日と士二日︑原産セミナー門原子

るQその主なものは︑以下の通 不時と︑代醤供給源を開発しよう

きる供絵者であるという認識を向

養らを講師に迎えて開催する︒

険性と経済的利益に関する異なっ

（03）3i3−13【1

京

東

TEL

財定し、お

システムAPS−2は、この種々のGM管のプラトウ特性を連続的に

⁝

⁝謹総鶏のの細鱗縫螺蹴肌輸緩麟鶴覇竪町駅舗⁝
⁝を明らかにしている︒以下 概 襲 を 紹 介 す る ︒

⁝強い﹂と穗・薗際竪持 喬 て い く た め に も 輸 窺 制 の 籍 は 好 ま し く な い ﹂ と の 響 え 方 ⁝

いる︒

▽核供給国闇で共通の輸出政策

供給国としての信頼が損われない

を展開し︑核拡散防止の華魁が核

例えば二国選エネルギー開発援助

る︒愛国は︑IAEA保陣描置に
間援助を相当に尾大させてきた︒

ネルギー技術を評翻し︑さらに各

知しているQこの理由から︑核エ

べての問題の答ではないことを熟

一乙＝■一一騨＝一＝需＝圏＝雪一學一＝賞一一＝一窟■＝一＝＝＝一一鼎＝＝一：一瓢鼎瞬一凹＝凹勲一＝＝＝喩一＝一一一＝＝腫＝御国二騨騨一一＝＝＝＝＝一瓢二＝一一圏＝＝ニ＝累；一；篇＝髄＝即＝＝二＝十二＝＝鞘＝＝＝■

保障措置の
．強化が第一
関する能力を改善する目的をもっ

つくりだすための︑他の関運した

よう輸出に閲し統一された方式を

に達した︒インドネシア議禽も最

では再生可能なエネルギー資源︑

講壇を継続し︑加盟国の数は四六

とくに太陽エネルギーが強調され

いようにする︒一九七八年に発表

た多くの技術的活動に参加し︑こ

輸出競落のため妥協することのな

の分野の経済的︑技術的援助を与

機関とともに活動する主要政府機

の評価と経済的恵味を探求するた

の議会でも好ましい動きが近く期

近︑条約を潔翻した︒またトルコ

ている︒こうした活動の中にはエ

関に指定されている︒

種の核燃料サイクルの棲拡散防止

めに国際協力が提案された︒IN された﹁核輸出揺針﹂は︑輸出に

ネルギー雀が主催するエネルギー

NPTをより確かなものとする格に重点をおいていないとも懸わ
れている︒

をもって受けとめられている︒し

り︑※国の﹁ユニラテラリズム・

▽米国の核拡散防止政策は必要

の儒頼しうる国際核燃料政策への

かしながら︑高濃縮ウラン燃料を

および一部先進工業国のいだいて

設の数を全世界のエネルギー儒要

他の努力を通じ︑慎璽を要する施

上させる相嶺の努力を粟たしてき

を平租的原子力利用の面で強要し
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FCEは︑その二年の作業の半ば対しある条件を適用する花め︑

えるよう︑各国に勧めてきた︒さ

技術開発協力なども菖まれてい

・
誘因を牽制しなければならない酸

遭遇した特定の問題を解決するた

明らかに︑われわれが核拡散の

も璽要な道興は圖盟国との安金保
をすでに経過し︑いかにしてさら

別恩恵が︑国連総会︑軍縮特別会

国に対するNPT羽書の潜在的特らに︑政府は保障描躍の履行の際

﹁核供給グル⁝プ扁︵NSG︶の
待されている︒とくに︑開発途上

隔の蘭係だ︒各国の安金は︑核爆

を示している︒これらには︑合悪

十飯のメンバー国による実施条項

し︑新しい協定を協議するに際

協力に関する現行協定を再検討

いくかという合悪をひきだすため

に核の平和利用濤動を組み立てて

された物理的保障の基漿︑IAE期中に米国によって発表された︒

る︒
め︑IAEAを補佐する漬動プラ

することにより饅もよく保たれ
に必要な技術的基盤を開発してき

発物がこれ以上拡がることを陽止

る︒核拡 散 防 止 に 関 す る 政 府 の

平一利贋に関連して環境保護の協

他国︑とくにEC諸国もまた開 し︑来国は︑原子力エネルギーの
発途上国のエネルギー計画に対す

みを設定する条項を禽むよう求め

議および協力に対する墓本的枠組

﹁規剃強化は不必要﹂

エネルギー︑化石燃籾探蓋の分野

る相当の協力︑援助を︑憲に太陽

▽燃料確保の開発と縫薦済み燃

た︒

料貯藏政策を推進した︒ウランお

間における管理と保隔措躍の強化

努力は︑第一に国際朗および二国

よびウラン濃縮役務の供給に関す

ている︒玉AEAもそのような活

に籠用薄能な物質の生産および利

動を計画の中に含ませており︑来

し米国の政策はエネルギー確保を

蒔期尚攣だ︒しかし︑協力国に対

が必要となるかを抵摘するのは︑

で与えている︒米国は他の主要西

推進するため︑どの法制上の変更
欧諸圏とともに︑開発途上国のエ

に向けられており︑第二に核兵事

魏国際的支持獲得の条件

ネルギーに関連して︑環境保謳に

国は︑核エネルギーおよび非核エ

る不安と便用済み燃料の処分の問

ネルギー資源開発に関する一九七

題が︑各国に独立した核燃料サイ

A保障円環の適用︑核爆発装置の NPT舳盟に強く反対している憲ンを開発してきた︒

八隼六月の経済頂上会談に参加し

用を含む核燃料サイクル技術の時

クル確立能力を得ようとさせる主

期尚早な商業化を阻比するための

な要因となっている︒各国に慎璽

関心をもち︑OECD︑UKEP

愈兇の一致を求めることに向けら

た◎会議に出席している政府の間

のような國際法馬織とともにその

れている︒岡時に︑限られたエネ

▽核不拡敬法によって示された

で︑それらの国々にエネルギ⁝緩

拡大を勧めている︒

消す必要がある︒この基蘂は︑国

変更し一方的に掴束しょうとして

ようとしているかの印象を︑打ち

いると蕎えるため︑多くの国が米

に兇台う原子力の楢加に対し十分

によっては︑不必要なほど厳璽で

国との協力に関する現行協定を再

な供給を行う一方︑核拡散の危険
を減ずるための技術的︑沃度的華

国もあり︑また︑エネルギー確保

あり︑実際的でないと思っている

とを確約する必要があり︑むしろ

国は︑ラテンアメリカのような非

搭踵に対し他國の台恵を得るだめ

助を与える計画の策定がすでに始

妨害するようにはなっていないこ

籠目禁止︑および慎璽を要する施

核兵器地域に入ることを勧められ

の協力に関する環行協定の再協

を要する核施設の開発やプルトニ
設の輸出に関する拘束条件が禽ま

てきた︒そして核不拡散法に舎致

ルギー資漂しかない国々がプルト

け入れ国のすべての平和國的のた

れる︒政府は︑供給国に対し︑受

ニウムその他の核兵器に使馬薄能 ウムのリサイクルを延期するよう

は①濃縮能力の拡張により︑核燃

協力ずる基礎を与えるため︑来国

くりに全力を

⁝国際的合意づ
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な物質を用いる燃料サイクルの開

を得ることを求めてきた︒この白

めの核活動を保陣することで會恵

＝＝＝∴黶＝＝＝％

発および展開をしょうとする相当

であることを願う葱図を再確認

料役務と機器の蝋画し縛る供給轡

しつづけるであろう︒

昼な門標は将来もひきつづき趨凝

の圧力があることも講実だ︒現在

し・核不拡散法に合致した核の分

のところ︑核拡散の危険が︑潜在
的に相鋤繕加するのを抑える簡単

国間の同工に基盤を与える一⁝な

一九七八年核拡散防止法を含む

備のような露要田項に関する主要

さらに︑政府は他国とともに高

最近の米国の核拡散恩讐イエシア

評価と問題点

濃縮ウランの供給と毒蛇を幕間に

して︑提案されている輸出および

するよう努力しており︑そのため

こと︑トラテロルコ条約の完全準

野の協力条件を明確化する︒そ

それにつづく華備に戴し︑時宜に

ティブによる主な質献は︑核不拡

に努力してきた︒政府はINF際的努力を大きく損うものだ︒

さきに述べた関心を柔らげること

い︒そしてさらにそのような手段

適した響廠を可能とするよう︑

に鏡在高凝縮ウランを使用してい

EA保輝雪濠政策を強化するこ な技術への接近を哲難し︑平胴囲

行に向かって努力すること︑王A

な技術的黍段も黒塗的準備もな

や準備を開発するには蒔間がかか

る研究炉に対し︑低濃縮ウランの

たことである︒

散問題について国際的認識を高め

的支持および一致した意見を押し

るということは︑一般に認められ

計画された方策を確立する②二

高密塵燃料を開発している︒この

協議するのをきらうこと︒

ている︒こうした状況を踏まえて

の際の保証機構および国際核燃

国間の供給方式の一時的な破綻

の要求や︑他鼠の核拡散防止の資

政府はエネルギーの確保と核不拡

どだ︒

散とを均衡させる将来の燃料サイ

園の下に︑米国の国内計画を再編

クルに鮒する藤縄みを開発する意

ンクの開発を他国とともに探求す

可能な段階として︑国際核燃料バ

における技術的分祈の縮渠やその

う︑ひきつづいた努力が要求さ
まれているのは︑①INFCよE

原子力開発と
コンピュータ

的イニシアティブをとってきた︒

することと並行して︑一議の国際

便恕するよう設計された原子炉を

造するには︑あと地無は必要とみ

りだ︒

▽再処理および軽水炉でのプル

た︒ほとんどの種類の輸出免許に

いる懸念︒

低濃縮ウランを便具するように改

NFC逸︶を︑核拡散防止に含致使用済み燃料財藏方式の司能な舗

られている︒新型燃料が商業的に

に兇会う必要な数に講駁すること

▽工業先進国と開発途上国の相

トニウム・リサイクルの核拡散危

れよう︒

る③国際プルトニウム管理および

慶的準備を他国とともに探求する

入手可能になるのを待たねばなら

②プルトニウムやその他の兵器に

当数の国に対し米国が自らの基準

▽国際 核 燃 料 サ イ ク ル 評 価 ︵ I

⁝一などの政策を推進してきたQ

ない︒

う法則の設定③エネルギー必要踊

使用可能な物質を使用したり取扱

同晴に︑障害にも遡遇してい

覧い出す目的をもって︑核拡散の

する技術的および制歴的司能性を

政府はまた︑議芸で審議するため

▽核物質のフィジカル・プロテ

とする誘因︒

起こりにくい核燃料サイクルへの

に︑国内および国外の使用済み燃

クシ召ンに黙する帰際会議の討

参加費三万五千円︒定員四十

アプローチを探求するために開始

ルギー省に与える法案を用悪して

料の一定騒を貯藏する権限をエネ

要する処理時間を短縮するため核

した︒※国は他国の謙圏への影響

騨爪

轟盛盛轟

國
力が隈られていること︑それがす

ｲ

㌦

磁

翻原子力発電所をはじめとして、原子炉や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。G錘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躯線測定器の性

ウ騨齢
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APS−2

GM管のプラトウ自動検査装置
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と考える︒原子力の平和利用と畷

に移行するのは︑硯段階では危険

であり︑照蟹転罵を防止するため

従来の﹁条件付き蟹成﹂の延獲線

の魍止めは確立されていない︒醸

は墓本的な路線変更ではなく︑

で躍境試験︑作動溢能と漏洩試

このため︑従来から原水禁︑原

理技術が非常に嗣蜷なことは︑※

急ぐ必要はないQ民間利用の再処

※爾処理交渉の経緯からも罠営を

っていることは蒼定できず︑この

NFS歓︑GE社︑AGNS社の

例からも明らかで︑現在羅瑠利回

の動矯
にも微妙な影羅を与えることにな

い︒また︑樗処理の民滋化によ

の薦処理工場しか燦働していな

統一大会

醤蝦につい

統一大会

への新たなアピ

は縞馬十二月期米原子力協定にも

生動方針は門原水禁の核絶対盃定

化する構えをみせているのに対し

き独自大会は開かず全面的に統一

一方︑原水協では昨嫌に引き続

※︑英︑仏︑
子刀箪和利絹の道を残しているの

五誘／日規模の大工場の建設を翫

西独ではビューレックス法による

所高温工学窺痩︶

▽薄地暫毘氏︵B本原子力研究

みつ︒

究がなおざりにされているといえ

験旛設が閉鎖されるなど︑蓬礎研

ができたら︑原研の再処理工学試

いても同膿で︑動燃の再処理工場

遅疑が逆転している︒再処理につ

S︶の実験をするなど研究開発の

てから緊急炉心冷却装麟︵ECC

が国では門爽弔﹂発取所をつくっ

全体からの蕎藁が必要である︒り

︵ておくことと︑咳燃料サイクル

ル廃腫物の処理処分の露塵しを立

処理購業を冶める前には︑萬レベ

原則が守られるかどうか疑問︒再

り︑原子力三原則︑とくに公開の

りそう︒

統一世界

ては一昨琿の﹁協﹂﹁禁﹂トップ愈

闇題は今年の

ついては依然大きなミゾが横たわ

つとなってきた原子力発電聞題に

伴い近く横み込みを爽施するが︑

験︑安全弁逃し弁試験などを実施

﹁原発一時モラ

トリアムを扁
原水協が運動方針

原水爆禁止臼本協議会︵草野儒
窮理養護︶は十四日︑今難度の運
動方針を発表︑原芋力発癌問題に
ついて﹁危険な原発の運転簿止︑

恵により十数黛ぶりに

が開かれたものの︑原水禁
はこれとは別に大会を開くという

大会

から脱却しきって

める﹂との一時的モラトリアムの

ごつの大会

いないのが現状で︑今犀もこの方

統一

水禁がすでに今春の全国委員禽で

ールが予定されているのに紺し原

十七磁に

い◎これは︑帯民団体などにより

ってきていることから︑今囲のス 式を踏襲することになる公騨が強

﹁蘂庫的には必要﹂との考えをと

は原発問題については従来から

蓄え方を明らかにした︒原水協で

閉鎖を禽む根本的点検と規制を求

水協の糧織対立の大きな原困の一

同船はこのあと敦鯉原発へ踊り︑

原子力工学

始︑また︑供絹期聞中蓋葦箋謹試

事利用の分水嶺をなすのが再処理

早ければ来週申にも日本を発つ︒

び翻れ対策工法鱈頼性爽証試験を

このほか︑ポンプ儒頼性実認試

ルプについて苛酷な条件下の定騰

リーマイルアイランド原発薯故を

い路線を打ち出したものと受けと

契機に原発の安全確保により厳し

められている︒しかし︑従来から

﹁統一大会への謬撫とは別に独自

とづいて搬出許剛健矯が出されて

大会も開く﹂ことを決めているた

﹁すべての原子力に反対する﹂と

海外再処理委託のための便用済

の路線をとってきた原水禁が今團

み燃料の搬出が来週中にも行わ

大会に参加していくことになる兇

め︒

ことから今鉱慶はこの藥合体をは

いたが︑四月十三陰のDOEの舎は科学的にも誤っている﹂とし原

の瑠故を蕎環に一履反原発色を強

じめて﹁B本核燃料開発﹂に輸送

意につづき︑十六日付で議会の承

驕羅鰭糊米議会も正式に承認

上にあるものとみられている︒

する︒供試体は口径五頁︑野の調気

系隔離弁を盒む約鰹十個が予定さ

ひび猛れ発生分布を求める基準試

性実証試験では加逮試験について

で行われる溶接鄙等熱影響部儲頼

れている︒また︑同じく同試験駈

験を実施︑照尉データの採取と燃

年燃料体負荷実誕試験実施委農会
開始するとともに︑葬れ挙動試験

験を完了︑一次実舐試験としてひ

を発足させ試験装躍の基本設計を
については板形試験を終了︑パイ

バルブ契証試験のスタートも今
験では重箱五十六鎌完成予定の勝

プ試験をスタートさせる︒

行ったのをうけて今鋸魔は鮮細設

燃料鰻大熱負荷試験については昨

料の挙鋤解析を行う予定︒また︑

引きつづき第ニサイクルの照射試

試験センター

耐爵辰実験建︸屋出鬼成へ

燃料照射後試験も開始
原子力工学試験センターの昭和五牽鰯年慶攣業謙画が決まった︒それによると今蕉臓謙画の璽点は

①多腱津耐霞箋証試験施設建麗の完成②BWR8×8︑PWR15×15型燃料簗合体照射後試験酎の
にス
入タ
る誹画だ︒

鉦度計画の璽点の一つ︒このプ貰

⁝ト③パルプ儒頼性実証試験一1など︒このうち醗縷設備については四月の上農武を受けて秋にも大
部分の建屋建設を終了し大型振鋤テ⁝ブルの製作に魑手︑バルブ契舐試験では今蕃開所した磯子工学

慶からスタートすることになる兇

験についても主に手動検査機器に

部製作を開

田工学試験駅の設誹を行うととも

込み︒建設資金として総額二百六
的な信頼度の確認を行うのがねら

ついて設計等を行う計画だ︒

に供試体についても

ジェクトは七か年計画で原子炉の

璽璽点的に建設を進める方針だ︒

い︒今蕃開所した磯子工学試験所

一次系︑安全系に使われているパ

試験所で自動姓能試験をスタートさせるなどして機器儒頼性実証に選局颪を關いていく計画だ◎

建屋は鍵さ九十規︑蟷四十三厨︑
十懸垂が予窟されている︒

同センタ ー が 今 年 腱 爽 施 す る 安
金性︑儲頼性実証試験は①耐縷爽
高さ三十七層の一階箪腿建て︒二

試験﹂で焦点をあてられるのは照

また︑﹁燃料簗重体儒頼三三誠

鉦試験②バルブ実証試験③燃料簗

る︒

△口体実鉦試験④溶接部等黙影響部 百五十沙クレーンニ墓を装備す

最初の縦箋験ではPWR・B
射後試験と照射データの採取・燃

実鉦試験⑤ ポ ン プ 実 謹 試 験 1 ⁝ の

WRの原子炉圧力容器︑原子炉格 料挙動の解析︒このうち・BWR

来週中にも搬出へ

五プロジェクト︒このうち焦点と

納容器︑姫内構造物とPWRの一 燃料簗台体照射試験では昨鋸藁雌

次冷卸設備︑BWRの再循環配管蘂鵬第一原発三暑機に装荷して第

現蕉︑爽験建歴建設の由堀を迎え

が茅定されているが︑これらの供

なる多慶津耐蟹倦頼性実読試験は

ており︑今秋には建屋建設をほぼ

試体は現在︑鍵途襲作中︒また︑
今年度計画では建麗建設がどーク

れる見通しとなった︒今回搬出さ

一サイクルの照射試験を終了した

ことになる晃込み︒

終了︑振鋤台の現地搬入に備える

同振動台は蘭藁大霞災の約十倍

れるのは旧ユナイテッド︒リプロ

今三度の原水爆禁止統一世界大

込み︒

して照射後試験を開始する針画

も畢実︒まだ︑原子力枇判につい

にあたる最大加遜廣一一・七Gを実 を越えるのにともない機械設備の

翻が得られ搬娼となったもの︒

だ︒一方︑PW蕪料簗撮照射 セサーズ契約分のうち東躍二十

騒大会︑長矯大会が霊鑑されてい

会は八月一〜九日に国際会議︑広

製作に麗点をおいていく酎画で︑

て︑とくに﹁原子力の雨露利用反

験磯上で再現︑各原子炉機器の

対︑原子力三原則の厳守﹂に璽点

癌の穀物が報告されている︒ま

ンゴバン社など先進図は低バーン

麗による技術の蓄積が必要②仏サ

動燃の藁海再処理工場は酸回収醸

それを属闇に引き継ぐのが使翻︒

動燃再処理工場でいろいろトラブ

算の技術の確豆につとめている︒

験から︑再処理施設の操作性︑安

おり︑近い将来の成漿が期待され

化︑固化処理などの研究を進めて

なものではない︒動燃は放出低減
発していかねばならない③再処理

制︑露頭管理など愛野な資料が簿

全性︑放射能除石︑安金管理体

可能と思う︒①ンステム設計は動

術だけで商脳工場をつくることは

罐力会社の技術蒼の動燃への出向

球爵．
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新

業
産

使用済み核燃料運搬船﹁パシフ

証︑臨界蟹理など︑それぞれ独商

理︑儒頼性︑経済性に向けての実

出低減化︑高レベル廃麗物固化処

画している︒審園は︑オフガス放
ィック・フィッシャー号﹂は現在

一ナ︑原電二十八沖︑関鱈十六誘

試験では︑昨隼閲鍛蘂浜三号機に

の愈副六十五ゾ︒このうちすでに

装荷して実施した第一サイクル終

をおいたものとなっていることか

テーブル本体の製作に移るなどし

福騒港に入っている︒東電では米

ら︑今回の原発一蒔モラトリアム

て︑昭和践十六縫宋の建設完了

昨庫米国の同慧が簿られていた関

国からの正式聡知が得られたのに

実規横磯麗実験を司能とする魑期

へ向け金力を煩注していく方針 了後のモニタリ︑ング藥含体を使

電を除いた策騒︑原醗分について

る︒

った照射後試験に移るとともに︑

だ︒このため実証試験は五十七隼

的装畷︒昭租五十二年十一月に工
聖に魑孚して以来︑今隼四月二十
七日には上灘式も行われており今

た︑プルトエウムを通じての核拡

発留の撤芸作業と薪蒸発街の製造

の合理的な聞発議爾でちって︑宝
を扱うため①優用済み燃料の冷却

アップ燃料の再処理技術しか持っ

できる兇込み︒これまでの運転経

癩雨中であり︑隼内には運転再開

嘗﹁≡≡⁝1嵩≡⁝需幽琵−葦叢≡≡1﹁≡≡謄≡≡1腫⁝冊舞茸雪下讐需三轟識冊︸開−扁≡邑＝謳

能力襲失による溶融購故発生の扉

ていない︒日本は自前で高バーン

葦≡藁幽ニー華＝≡＝⁝1翼

に発展改組した︒再処理会社は︑

一九九〇鎌には累計八千沖にな 月にこれを萬処理会社設立購務所

散の危険も憎齢する︒再処理のエ

アップ燃料再処理のノウハウを開

の化学工学と原子炉の機械︒醸気

られ︑第二工覇の設計︑建設に生

燃の捜術で対処できる②機器の設

により対処できる一など︒安全

弔急に属聞再処理好業体制を整傭

無

へ

ﾟ＝董≡1⁝討論葦董1≡≡≡箒満船−冊≡≡毒 鱒−四一蓉階§≡−量≡冊一一曹1⁝蓉窪§1葺需曇三﹁謄−壽三一軽軽1

る︒一九九〇隼までの再処理羅要

能性②日常的な放射能汚染③二心

廃棄物処分を禽めると原子力発電

ネルギー経済的効菓は疑わしく︑

＋五日の参院科技芸打合せ会の

電ヵ︑雲気機器︑化学︑エンジニ

に蓄稠される放射性膨液の貯藏対

各謬考欝欝晃陳述の内容はおよそ
は︑働燃の藁海再処理工場と海外

策が不十分④労働暫の放射線被曝

の経済性はさらに鋤くなる︒以上

工学とを不運続点なくつなぐ必要

かしていける十分なノウハウが蓄

い︒遡猫型抽出器のモックアップ

計はメーカが箋証すバき分野が多

う恵味だ︒民間第二再処理工場の

転までには擾期間を要するので︑

基肇︑安全器査の墓礎衡料は國が

▽飾馬篤之助疑︵豊本学術会議

べきである︒

して︑スケジュールを蕾めていく

聾嘲軸繍

力

原
次の通り︒

EMA︶により賄われることにな再処理工場の建設・運転にあた

委託︵URG︑BN欝L︑アC
リO
ング
G会社等で糧織され︑第二

ルが発生したが︑いずれも致命醜

ウラン資源の難しい呂本

▽正親見㎜氏︵贈難事築蓮合会副

会擾︶

のモリス再処理工場露頭の中止︑

技術が朱熟であることは︑GE祉 により︑民間溝処理法薬には反対

の雄大ーーが懸念される︒爾処理

〜鷺千偬円︒再処理会社は動燃の

轡︑敷地薗横二百万坪︑乱雲麗四

っているが︑それ以降について る︒第二工堀は処理能力五ゾ／
は︑民闇の第二再処理工場が期待

がある一⁝を解決しなければなら

穰された︒大潮故につながるトラ

もほとんどなかった︒今後の課題

サイクル評価︵INFCE︶でブ
︑ルもなく︑規舗箇を超える被曝

試験が必要③調川保守対策ととも

以下の前提条件が満た
例えば地域燃料サイクルセンター

にパイプの継ぎ手部分などのモッ

露髄︑

国内のあらゆる産業の協力体謝の
▽瀬川疋尚早︵動力蝉・核燃料

これまで原研と励燃だけ

》究で＼

は︑縫用済み燃料の再処理により

されている︒国内で発生した使用

ない︒一方︑国際環境的側画につ

る︒以下の点を配廠すれば国内技

圏収されるウランとプルトニウム

する◎

をリサイクル利用することが必要

技術を受け継ぐことにしており︑

▽河村合盛氏︵東京工簾職掌教

BUT

と言われている︒すなわち

いT
ては︑現寄進難中の国際核燃料
原子力開発は〃YES︑BU

授︶

・

︵RFCC︶の結論が出た場台と
にして︑還隔操修と予備の機露を

クアップ試験が必要④運転技術は

衝穴あきによる遼石瀬止などで明

もって十分に響えておかねばなら

もとに︑學慧に糟孚する必要があ

されれば︑願断力開発に蟹成とい

が墾饗だ︒第瓢工煽の設計から運

プロセスの中に遺直しておくこと
らか︒※鰯が再処理を環結してい

術的側面と国際環境的側面とが考

ない︒

日本の第二再処理工場をどのよう

昨年︑電力会社は︑新たに幹部技

えられる︒技術的側瞳については

以下の中味は技に取り扱うかについての対策を前

術暫二十名を動燃に派避︑技術者

るのは︑薄処理緩衝がまだ商業段

①第二置処理工腸の処理能力は動

代蕎エネルギーとして原子力開発

に許されていた再処理投業を民営

実習︶

BUT
の養成・都通にも努めている︒

階に達していないから︒再処理で

動燃藁海難処理工棚の酸回収蒸発

済み燃料は自ら処理するのが当然
だ︒電力業界では五薙前に濃縮再

不可欠︒現在までに千蕩ゾの使用

済み燃籾が取り出されている︒原

子力発電規禁六千万KWになる 処理華野禽を設躍したが︑昨年四

︐騒獅

．麟膿

傾国TMI炎熱により︑安圃収されるプルトニウムの約一〇

％はMUF︵行方不明物蟹︶にな燃再演理工協の七傍になっている

を積極的に推逸すべきである︒動

酒癖轡響馬脚〜
が︑臨界闇々があるため︑ミキサ

燃は︑再処理技術の開発を営めて

灘然端本すべきである︒なるべく

セトラをそのままスケールアップ

る︒

全性︑経済姓など原子力が根本か

らざるを偲ず︑これが外部に洩れ

することは困難︒モックアップ装

儲頼できる
ら晃蕉されつつあり︑現在は再処

フラッツ核兵器製造工塀周辺では

たら葬常に危険だ︒来国ロツキー

闘韮鰻墨団理癖畏︶

理の民間移行を國るべき聴期では

蜘馬軌聯

東京都千代田区人手町2−2−1（新人手町ビル） Tl・；L（03）244−6125．5383
原子力エンシニアリング室 横浜ll∫磯∫区新中線町1番地「rllL（045）751−1231
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原子炉圧力容器、格納容器、原で炉系配管、熱交換器
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ない◎萬処理工鵬は大毛の放射能
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▽萬木仁三郎氏︵原子力資料惰報
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六億五千万の人口をかかえて発獲途上にあるインド⁝i︒そのインドは︑い家︑科学技術に
きわめて大きな期待をいだいている︒科学技術をテコにして︑貧困からの脱却を図ろうという

朝日新聞榮京本社科学部次長︒長沢光男氏は︑このほどインド政肩の招きで︑他の二記蓄

のである︒原子力は︑その大きな柱となる技術である︒

︵木村繁用学部畏．岡明人科学部質︶とともに︑三月十八日から四月十日まで︑インド国内の
政府・研究機関を訪問︑インドの科学技術開発状侃を取材した︒
以下は︑擬沢光男氏が冤た︑インドの原子力開発の現状である︒

ウ咳︸

当主
ボ晦攣・

の開発には金がかかる︒しかもミ
サイルがなくてはなんの役にも立

ニューデリーで外務省の原子力

たない﹂という︒

﹁それは︑あの条約が不平等な

議宙は次のように語った︒

ものだからです︒アメリカやソ遡

は︑核兵器が各国に水平に拡散し

いるが︑それよりも︑アメリカと

翠色浸透探至孝

不平等な

⁝水平・垂直両甲

拡散の禁止を

ソ連との遜函拡散の方が恐ろし

担当審議官M・A・ベロディ氏に て行くのを押しとどめようとして
インタビューしたが︑同氏も地下

NPT条約
インドは一九七四奪五月十八日

核実験は︑平租目的であったこと

いD私たちは︑水平拡散にももち

に﹁平和圏的﹂の地下核実験を行

しかし︑インドは層PT︵核拡 ろん反対だ︒しかし︑それをやめ

った︒そこで︑行く先々で核興器 を強調した︒
の開発は？という質問をぶつける

べきです﹂︒

るなら︑適時に垂雪拡散もやめる

散防止条約︶には加盟しないとい

イムトンネルにでもはいったよう

その理由について︑ベロディ審

と︑一様に強く否定する︒バーバ

リシュナムーティ理累は﹁核兵器

康子力研究センターのP︒N︒ク う態度をとっている︒

スイミングプール型炉﹁アプサ

このバーバ原子刀研究センター

液液液
肖像浄
隠現洗

AEモこタリンクノステム

な︑不思議な体験であった︒

では︑三酉五十種類のRIを生産

だと︑インドは現在︑核燃料サイ

﹁一一

渦薦探鰯装澱各種

TELG3（777）1852㈹

TTT
PDR
UUU

超膏波探傷装｛簸各種

ラ﹂︑カナダの援助でつくられた

水型﹁サイラス﹂︑同じく天然ウ

熟出力四万KWの天然ウラン・重

で︑多種多様で︑一部は輸出もし

医薬品から葬破壊検査の線源ま

ラン・重水型でゼロ出力︵醤W未 している︒

満で運転︶の実験炉﹁ゼルリ！

ている︒国内では医学や農業への

ラジオイムノアッセイもやれ

て︑織機のシャトルを作るなど︑

ド産の安い木材を放麹線で改質し

バーパ原子力研究センターに隣

行われている︒

インドの国摘にマッチした研究が

デリックが一墓あるだけで︑あと

大きな穴を掘って繊た土を︑サ

はすべて人海戦術であった︒

リーをまとったハダシの少女がカ

接して︑商用の照射プラント﹁ア

ゴに入れ︑頭の上に乗せてトラッ
クの荷台まで運んでいる︒ある者

ここでは医療器翼の放射線殺菌

イソメッド﹂がある︒

いる︒この子たちの暇給は︑五ル

はセメントの袋やレンガを還んで

ピー︵百二＋近円︶という︒ブル

用のディスポーザブルのキットな

を行っている︒家族計画の小手術

ボや︑電子顕微鏡など高度の設備

であった︒

どの殺菌を行っているということ

ドーザーがうなり︑コンクリート
ミキサー購が延々列をつくる一隅

料の再処理を行っている︒さらに︑

FBで只は︑熱出力四十五万K

が整っている︒

Wと比較的小粒ながら︑タービン

ウラン︑トリウムの探萱は原子
力省のアトミックミネラル部︵本

プソディとフェニックスの中闇に

発露機も備えている︒﹁いわばラ

あたるものを一気に作ったような

部ハイデラバード︶が行ってい

協力している︒ケララ州の海岸の

士はいう︒

ものです﹂とべン浮雲ラーマン博

る︒国立地球物理研究所︵同︶も

砂からトリウムを抽出する作業は

プリンシパル︒デザインエンジ

インド希土類会社が行っている︒
カルパカムの原峯炉研究センタ

ウムに習熟するための岸業を行っ

ーは︑FBTRの完成前にナトリニアのs・H・パランジペ氏の話

ている︒五爵KWのナトリウムル クルの第一段階を終えたところだ

ロトタイプの設計が始まっている

すでに五十万KWの繕殖炉のプ

という︒

という︒

や少籔のリークをみつけるための

ープが動いており︑露磁流下計

ソディウム・イオニゼ⁝ションヂ

常業部・策京03（762）4451㈹
営樂所・東京03（765）1712㈹
名古屋052（853）1461㈹ 大阪06（453）230躍や
広島0822（44）0400㈹九州093（92【）2512㈹
工場・久里浜0468（35）0935㈹

蛍光垂目探蠣装躍各種

R一生産

着々と根をお

増殖実験炉︵FBτR︶を開発しケララ州の砂から取り出したトリ

年産百沙のコタ工場︑同六十七・

漣の能力がある︒これに加えて︑

再処理工場はタラプール工場が

照愛した材料を調べるホットラ

テクタなどが開発されている︒

刊43

応力盈癌

磁気探傷装躍各梗

ルにあるラジャスタン発電所で︑

CARDU型が二墓︑計四十四万

ろす原子力
二部は輸出・
インドの原子力開発の酸重点は

発電だが︑RI利用にも大きな力 ナ﹂︑ゼロ出力高速炉﹁プルニ

収してウラン鵬になるから︑濃縮

ウム蹴である︒これは中性子を吸

FB？Rは建設中で︑あと八かに︑トリウム蹴をブランケットと

ジャスタン濁発電所の使用済み燃

すでに動いておりタラプール︑ラ

本社・東京都大堺区山王2−3月0（大森黒菱ビル）

《スーパーライト》

というのである︒

一号機は発電機も屋内開開所も

し︑二面機も臨界に達した︒

KWである︒一号機はすでに運開
建設計画中のものは︑先にあげ

完成していた︒水素冷却の発躍機

の会社の製掻︒この原発の国薩化
たマドラスの二項と︑ウッタル・

であるσ予告もなしに陣姦し︑い

はバラト鐙電機会社というインド

率は︑八五％という︒インドには
プラデシュ州ナローラのナローラ

カラーテレビやクーラーのある

国産のコンピュータもある︒

利馬が盛んに行われていると強調

現在建設中のものは︑熟出力十

マ﹂である︒

ロンベイにある︑バーバ原子力研

万KWの高中性子紅炉﹁R−豆

ば︑飢えからの例話をめざし︑多

を入れている︒ボンベイ郊外のト

究センターを訪れると︑医療機器

である︒RIの生産などが二陣と

民

Wで︑確かに原子力は二︒六％と ANDU型一本にしぼったのは︑プルトニウムがたまる︒自国の再

いうのは︑二本の四分の﹁程度と

ンタ；で︑プリンシパル・フィジ

ているカルパカムの原子炉研究セ

のである︒

する楢殖購を完成するーーという

《スーパーマクナ》

特殊塗料株式会祉

磁粉探傷剤

NDl探傷機材専門メーカー／探饒技術⊇ンサルタント

《スーパークq一》
蛍光慶透探傷剤

原子力と

ｾ日と現実の
人海戦術・

⁝はざまの中で
・
南インド の 東 海 岸 に あ る 港 晴 マ

ドラスから車を南に走らせた︒購

﹁墜内開閉断があるのは︑多分

けるため︑カルカッタのある西ベ

の放射線五爵は︑すでに実用化し

収穫をねらった農作物の品極改良
談．

蕪

バーバ原子力研究センターには

四つの炉というのは︑一九五六

ウランの採鉱と製錬は︑インド

処理工場で取り出し︑FBτRで 碧水製造工場は︑パンジャブ州

いう数字であることを忘れてはな

恕すると炉心がはいるということ

カルパカム工場を建設中だ︒

鋸八月に完成した熱出力千KWの 現場を見慣れている筆者には︑タ

％と︑プルトニウム三〇％の混合

ウラニアムコ⁝ポレーションがビ

使う︒FBTRのブランケットは
のナンガル工場が︑一九六二無八

インドの原子力発霞所は︑ボン

らない︒

ニゾのバロ⁝ダ工覇︑同七十丁

だった︒八五％濃縮ウランを七〇

である︒

ニウムと混ぜ︑FBTRの炉心三
で思のトウチコリン工場を建設中

二KW薮にすぎないのである︒

産業馬もふくめて︑一人一か月十

使う︒最終的にはウラン蹴を炉心

次がパキスタンに接したラジャ

士は︑インドの針路を理路整然と

スタン州のラナプラタップサガー

していた︒

送は行われていないし︑最高気温

ンガル州はオリッサ︑ウッタル・

いう︒これは︑最初の見学予定に

工場閉鎖という巖悪の鶏態を避

ここだけでしょう﹂と︑園内して
タンニ弩機をふくめ匹墓︑八十四

が五十度Cちかくまで上がる地域

ており︑放劉性医薬贔も作ってい

万KW︑旗墾︑軒雨由捷四某︑ でも︑民家にはクーラーはない︒

プラデシュ両州から合力の供給を
受けているものの︑何しろ発電設

も行うというぐあいである︒イン

むろん︑インド人もこういう蛋

九十四万KWである︒合計八四の

増殖炉の開発に全力
豊かなトリウムをバネに
インドは石炭資源に比較的恵ま

めの研究を続けているということ

一三回覧馬．︑磯練
とは全部CAKDU型である︒が︑カラー放送よりも何よりも︑

れているが︑宝蔵地から還く︑か

であった︒

現実の停霞の方が客土な問題なの

を建設中である︒

現在四つの硯究炉があり︑五暑炉

◆︐

つ人賦︑産業が簗関しているよう

・

な地域では︑原子力が欠かせなく

十二KWHの

国昆一人当りの・

である︒インドはどこでもそうだ

備の絶灼舞が足りない︒

継懸勲縁態鱒蒔凝翼︑裁

せてもらった︒ここも︑現場には

つ復旧するかも全然わからない︒

ときおり水隼の群れに出会うが︑

をはずれると︑見渡す睡り田園で

くれたV・V︒K︒ラマラオ技師 したがって︑運転中はラジャス

︒ラオ氏に詣を闘く︒

沢

はなかったが︑無理にたのんで見

りはないが︑インドではカラ⁝放

人影はほとんどない︒立木といえ

がいう︒海がちかく︑潮風の影響

＋三万五千KWである︒

ば椰子がまばらに櫃わっているだ
が大きいため屋内にしたが︑ふつ

◆ささえられて・

る︒また食品照射は︑実用化のた

発電所のCANDU型二基︑各生
二盾の方が高級だなどというつも

けで︑日難しは容赦なくジリジリ

・

うは屋外だという︒

：

⁝期待が大きい

・

原子力発電

・二元民に

と照りつける︒

一時間半 ほ ど 走 る と ︑ そ れ ま で
の風雛とは異質のビル群が視野に
飛び込んできた︒ドーム型のビル
高い煙突︑やたらに奥行きのある
建物⁝：︒国ざすカルパカムであ

部屋に戻って︑チーフ・プロジ

と︑建設串のマドラス原子力発電

反対運動はなかったのか︑と賜

が︑とくに︑芸大の商工業都箔カ

うち・初期の二基がBWRで・あ活に満足しているわけではない
ェクト・エンジニアのM︒H︒P

莇が境界を接している︒ものもの

った︒カルパカム村には漁業蓄が

ねると︑ラオ氏は﹁まったくなか

原子力省 の 原 子 炉 研 究 セ ン タ ー

る︒

スポート番腎︑像所氏名などの配

しい讐戒︒撮影禁止の立て札︒パ

なっている︒

◆㎜か摘発麗盤・

・

ルの部屋には必ずロウソクが備え

ルカッタではよく爆志する︒ホテ

・

意味するもの

・核燃料サイクルの：・

える︒

十八家族しかいなかったし﹂と答

沼本と毘べると︑インドはまだ

マドラス原発は︑一一基が建設中

入を求められる︒

まだ原発が少ないようにみえる︒

酸化燃料で︑ブランケットにはト

ている︒燃料への加工は︑繭イン

バ⁝ル州のジャドウグーダで行っ

インドには天然のウランがあり

ドのハイデラバードにあるニュー

リウムの酸化物を使う︒

璽水工場も運転している︒これで

核燃料サイクルの薗立を超えての

ベイの北颪詩凝のところにあるタ

隼問の発電騒は九酉五十二億八千

BWR二墓︑計四十万KWが一九
七六隼から七七庫にかけての一

ラプール発電所が巌初のもので︑

万KWH︒人躍の六憾五千万で割醸してくれた︒

行っている︒

優先に考えており︑ああいう事故

比率も小さい︒ところで︑全発電

自立をめざず：

・

CANDU型炉を動かす︒するク
とリアフユエルコンプレックスが

．自主技術開発

でご＋三万五千KW︒再機はほ 対する期待の方が大きい︒この発
電所ができれば︑タミル・ナドウ

⁝九七七隼九月の統計では︑全発

設備そのものが少ないのである︒

であった︒いずれもCANDU型﹁それよりも︑原子力発躍所に
ぼ完成にちかづいていて︑八一隼

ますから﹂ともいう︒

州の電力嬰欄は︑格段によくなり

力強く進める

初めに運開の予定というσご弩機

しかし︑そもそもインドは︑発電

は八二年後楽の運開を予定してい

当然︑孚M1の嚢故が語題にな躍設備容羅が二千三百六や六万K

インドが天然ウラン・濃水のC

で︑外側は天然の石をカットした

設備容蟹一一千三酉六＋六万KWと ことである︒トリウムを拾う高速

W︑このうち原子力が六十二万K

ものをモザイクのようにはりつけ
た︒

は起こり得ない﹂という返嚢だっ

は︑文字通り人海戦術でこなして

六九無に浜開︑マハラシュトラ︑

月に還転開始しており︑母野十照

いる︒原子炉に限らず︑多くの工

グジャラ⁝ト両州に送躍してい

中にはい っ て 鷲 い た ︒ 溶 接 な ど

蜜に共通していえることだが︑鍛

ると︑⁝か月＋二KWHとなる︒

シストのG・ベンカタラーマン簿 ウランの麗代わりとして︑プルト

新式の建設機械を副うことはほと

る︒

だけのことはある︒

てある︒さすがに伝統の美術の国

格納小雛はPSコンクリート製 ったが︑﹁われわれは安全性を騒

る︒

カルパカムにあるマドラス原子力発蹴所

んどない︒それをやれば工期は短

ンドの経済にプラスにはならない

縮できるが︑失業者がふえて︑イ

その他非破壊検査機材一般

⑱イ∫機中毒予防焼期1こ該当せす、労働
安・全衛生面の改善向卜

《スーパーチェノク》

み醤難鱗へ麹1鑑働饗

働営業品霞

ゑ特殊塗料の弊磯壊検査機踏

《クラノクス》

⑭特に楯製された原利、原∫力関連
器材の検杏に最逸

畏

紫幽艶系髪探傷吏丁

エァソール新
玉￡〜18￡入
容早各室

秘盤諮
灘
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原子力安全委員会︵吹田徳雄委員畏︶は十九日目臨晴会合で︑大飯発電所に関する①寝射罵炉心冷

瓢へ
のまま︵加圧器水位の設定櫨五％︶

が五％の場台︑露分後にUH王︑

大飯原発では加圧器水位の設定憾

却装躍︵ECCS︶安全解析結果とそれに墓つく描躍②蟹理体舗の再点検結粟に塁つく七項欝の改簿 で良いと付け纏えた︒ちなみに︑
描麗ーーについて︑いずれも妥当であると口論︑同一午後覧冒すき︑大飯発露所の運転再開を承認す

る窮の安全婁員長談蕗を発表した︒同旨麗所の運転一時新駅淡定以塞鵬十五Bぶ興

＋分後にE8Sが作動する︒

幽

委員会の後︑記養食麗で﹁大㌦

れる馨門的技術的璽項ilをあ

がとりつけられたのを

の

ーキンググループを設饗すること

げ︑詳細な検討を要するものはワ

了解

受け︑趨産雀は︑地元への説明な

にした︒七月中には申闇報告をと

りまとめ︑必要に応じ来貢臓萎萎

◇

編成に反映させていく考えだ︒

通産︑科学技術の両省庁は二十

三営︑大飯原子力発醗所運転薦開

に伴う周辺防災対策に関し︑原子

るまでの詣面の描畷として︑防災

力安金委員会三門部会が繕論を得

ントゲン／隠を超えた場禽﹂を想

対策は﹁放射線の線羅率がてゾレ

定し﹁単眼口詩規以内を対策の範

囲とする﹂などで対処することが

◇

適当であるとし︑地点に通知した︒

三井興は二十三墜︑原子力防災

子力防災対策について検討した

対策部会撹当課畏会議を開き︑原

が︑同会議で︑席上︑通産︑科学

運転再開に関適した当面の防災対

技術の両雀目から大飯原覚一号機

策方録が明らかにされたQ

民間再処理
に見通し

国会延蝿︑法案成立へ

第八十七再選常国会は六月十四

された法案︑条約承認へ審議を続

原子刀関係では再処理系懲化の

朽することになった︒

ための原子炉等規制法一部改正法

案︑原子力瑠築従璽蕎が受けた損

法案と︑日加原子刀協定改定議定

とする原子力損憲賠艦法一部改正

のそれぞれ承継案件が提出されて

櫨および廃棄物海洋投棄規制条約

いるが︑うちすでに謬議院送りと

臼閤の日程で︑二十一臼︑開脚し

く鱒門家会議が︑二十五日まで五

NAIGは東芝・三等グループの中心となって原子力全般にわたり

ど行った後︑近々にも一時運転僚

止描麗の解除に踏み切る︒

早期の運転
再開を希望

部会廼に江藤疵を互選

退避等の行鋤をとる際の雌備的指

た︒会議では︑冷却桝嚢溶鉱故に

原子力開発の基礎から応用まで

㎞飯炉ECCSに閲する通産雀︸
一の解析は妥当﹂などと発表す曲

煽

小林・関躍社畏談
原子刀安全委翼会が大飯発田所
の安全性を確認した十九日︑関西

電力の小林庄一郎社長は﹁火TM

I原子力発電所饗故の発生に伴
い︑当社は大飯発電所の運転を簿
止し︑頒産省の指灘をうけて原子

力発電筋の安全醤理体制の総点
検︑原子力係安蟹理対策本部の設
躍︑安全システムの解析などを箋
施し︑露国の購故を鐡璽な教訓と
して︑安全性の蕩確認につとめて

いる︒

一＝僻＝＝＝＝＝一一＝一＝＝＝＝糟一一雛一二一鼎＝陰口＝謹＝＝＝＝帰＝一＝＝漏＝一幅一二一篇一一一諮騨＝＝＝騨一一＝訟

すべて終わったわけ︒安全委から

同時に︑なによりも原子炉のテク

雛救のようなことは︑わが国では

るとして︑防災対丈もふくめた︑

臼まで会期を二十五日闇延獲︑残

全体の基調として︑TMY原発
反したことが︑原発史上巖大の嬰

起こり得ないとしているが︑安全

嵩カルスペック︵保安規定︶に盤

故にまで発展した要照である︑と

管理番の再教育と安金点検の強化

運転という視点から︑原子炉運転
圧力上昇にともなう圧力逃がし

抵円している︒

いった︑凝議鷹の擬作ミスが︑さ

総屯的な安全対策の確立が必要な

が︑控践に受け入られる原発にな
弁の開放︑ECCSの作鋤簿止と

らに襲故を拡大したのだが︑補助

事故対策の本

防災対策奪門部会

︵2︑3︑4面に関連詔事︶ 審も新しく賠艦の対象に加えよう

ことを指摘している︒

の塁本縫想からみて︑あまりにも

給水ポンプ弁の閉鎖という﹁運転

の欠鱗を強調している︒

葬常識なできごと﹂と︑運転管理

さらに︑今回の事故が社会に合

・

格検討を開始

に江藤秀雄鐵本原出力研究所理瑠

これに関催し︑周報告禰は︑わ

標線蝦④緊急時における環境放射

研究蘭発を行なっております。

⁝る︑症から内顧︑鰯暴︑吹園㎞
㎞︵婁員長︶︑御圓生︑山本のげ

崩学技術庁特別会議塞で

副各原子力安全婁興睡嘉日︑科画

壌轟

・㎡

通産雀から大飯発電所の安全性が

上︑特殊な条件下にあったことと

えた影響の大きかった燕について
は︑転職発生当時の学報の彪乱が

を互選しだ︒初会念では︑騨門部

翼果二十七Bには上棟式も終えて ていく計画で︑振動台テーブル本

が麟の緊急時の体制にふれ︑対策

関耀した規制問題等について三見

妙︒

会に付託となったままで成立は微

体の製作に入るほか加振支持装

線モエタリングの瑠項︑方法・機

おり︑麗を中心に覇点的に建設を

鑑定に際しては爆璽に検討する必

を交換︑原研臨海研究翫など樋設

醗︑油圧供給装膿などの製作を禦

鋸等の指針⑤その他原芋力特有の

慧め︑秋には一部内装工灘を残

要があると強調︑予審に今後とも

ぎ︑五十六年末の建設終了へ向け

視察も予定されている︒

してほぼ建設を終了する冤込み︒

側面から︑他の一般災審対策にお
全力を傾注していく︒実鉦試験開

欧娼各国の緊憲対簾計画について

建屡は摂さ九十溜︑蟷四十三層︑

いてとられる騨環以外に必要とさ
始は五や七年からになる兇込み︒

調董を続行する必要があるとして

萬さ三十七凝の一階軍事建て︒二

雌；

㌶

癖盟

團畢

イ

§

A
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﹁現状のまま運

転しても蜜全扁との判断が原子力安全室員会から下されたわけ︒原子力安全委員会は瓢十四日︑再点
吹田委蝋畏はさらに︑制御棒支

麟

確認された︒当祉としては︑すみ

持ピン撰鰯問題や充てん／孫駈注

四月十四日の一時運転停止以来

きた︒本臼︑原子力安全婁興会と

入ポンプ軸折損問題について﹁安

薫十五鑓ぶり︑これにより大飯原

いという︒

良いと判断した扁ことを明らかに

全性に支陳を及ぼすものではな

分弩麟するi一など︒

検の結桑などについて地充説明を行うが︑これを受け天主一弩機は近く通転⁝時陣止措醗が解除︑運
転再開の段どり︒

嗣霞の配蕎会見で︑吹田原子力

にした場A口︑約〜︒閥分後にECい﹂と鋭明︒大飯発電所の底地保

に豪たっては︑加圧器の圧力低と

また︑ECCSの安全解析結し
渠︑加羅雛水位の設定値を三五％

の冨煎検縮菓の検酎に当たっては

原発二讐機は︑バブコック・アン

蕾五十ナクレーンニ基を装備す

した︒

やかに聞発電所の還転が再開でき

建屋の建設工

学技術振興対策特珊委懲懲に付

なっている前二法案︵いずれも科

会で審議すべき夢解として①防災

原子刀蜜全委員会の﹁原子力発

次冷却設備︑BWRの再猶礫扇蟹聞防衛漿備局︑ペンシルベニア州

納容器︑炉内構造物とPWRの一 援助庁︑エネルギー省︑国防区民

猛撃をあらかじめたてておくべき

第一にあげられるが︑彪乱収拾に
る︒

託︶については会期内成立がほぼ

緊急管理庁など︑政鰐︑州︑民間

規制情報交換日米
専門家会議ひらく

ご十一賑に初会命を開き︑部会長
原子力工学試験センタ；・多度

が迅速に︑かつシスティマティッ

地域の範闘②防災対策を発動する

厨来規制欄報餐換取決めに基づ

懸所等周辺防災対策聯弾部会﹂は

津耐蟹実証試験旛設愚書の建設が

の供誠体は環在︑別途製作中︒同

などが予定されているが︑これら

クに動いたことが︑退避もふく

かどうかを判断するための墓準③

最初の耐霞実験ではPWR︑B
岡けて︑原子力規制委轟会︑環境

慧ピッチで進められている◎岡振

め︑すみやかな沈静化をもたらし

モニタリングの強化︑屋内待機・

WRの原子類圧力容黙︑原子炉格 保護庁︑住窺都市開発雀連邦災審

る鍛大加速度二︒七Gを実験台上 センターでは今薙度で建塵の建設

動台は瀦藁大都災の約十億にあた

がピークを越えるのにともない振

たとして︑難く評衝している︒

認案件については衆議院外務婁員

で再規︑各原子炉機器の実規模耐

動台機械設備の製俘に露点を言い

確実視されているものの︑条約承

霞を司能とする画期的違算︒今習

多度灘鮒鍵爽験施設

事急ピッチ

科学技術的立場

説力発璽所の運転再開に必要な

水位低の愚毎が一致した蒔に安全

原産TM一調査団が報告書

社会的影響大︑情報の混乱

﹁各機関が迅速に対応﹂

雪二二＝＝需一二需＝一＝＝凹二一＝一＝弾獄＝＝＝■＝＝ニ：＝＝＝曽二一篇諜＝一一齢＝幽＝翼鱒輔＝＝獄＝常＝＝胴＝

も﹁すでに修理済み扁で問題はな

CSが作動するが︑この煽合︑誤 安監董で発見された堅塁注入系弁

﹁機械と人間との係わり台い漏を

作動箸により不必要にECCSを
開閉作動試験階の電鋤弁の不二禽

横討に際しての前提を説明︒これ

るよう期待する﹂との談謡を発表

注入系が作鋤する門アンド醐路﹂

作動させる恐れがあるため︑現在

安全至剛喪は︑まず運転管理体制

藤津
謬論
からの検討は

璽要視︑この観点から運転醗の異
と︑圧力低の偽弩だけで作動する

は①異常職態を學憩に検知し判断
らの結累︑﹁オア圓路にはメリッ

門オア回路﹂を中心に検酎したと

常時における教膏・酬練の強化に

する能力の一魍の向上②蟹故山に
トもあるがデメリットもある︒大

晴事をおいたと述べた︒翼体的に

的確な判断ができるような支援体

制の一圏の亮実③ECCSの停止
飯発電所は格納容器が小さい︑上
ど他の原子炉と異なる特徴をもっ

部炉心注入系︵UH1︶があるな

臼本原子力産額会議が四月十八

暗晦 渉

等の操作を行う場合には加圧器水

ており︑現状のアンド圃路の方が

磯＼

位のみでなく原子炉の圧力︑温
慶︑冷却能力等プラント懸隔を十

賑から二十七田まで派趨した※ス

懸畏
由田

リーマイルアイランド︵TMI︶
原発襲故調糞醐︵団長・山田太三
郎原薩常任掘談役︶の報告爾がま

がん

報告繍によると︑今圃のTM1ド・ウィルコッス社製という設計

とまり︑二十四β︑発表された︒

甑
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ど
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と分析がすすむなかで︑よう

C︶を 中 心 と す る 繋 故 の 調 簸

来原子力規制委員会︵N R

事故発生から約二か月i

蜜故となった︒

ない大規模で︑反響の大きい

故は︑これまでの原発史上に

発電所 ︵ 丁 蟹 1 ︶ で 起 き た 肇

リ⁝マイルアイランド原子力

ナ

にされてきている︒そのよう

やく瑠故の全ぼうがあきらか

ななかで四月十八日から二十

スリ⁝マイルアイランド原子力発電所2号機︵11でM王12︒バブコック＆ウィルコックス

臨

ポンプが︑溜め池の水位が上昇し

今繊の経総を調回してみると︑

㍉罪
瓢

窯

四月二十臼縫米国原子力産業

圓目11瞳昌隠匿臆雁畦コ
チョコレート工鵬︶
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アイランド原子力発電所PR館

留援助庁︵FDAA︶ヒューサ

原産TMI原発事故調査団と主な訪問先
､調査団員

海村長︑平野巌禰井県美浜跡

ド畏

@団長．山田太三郎原産常任相ム長冒特別補佐冒ほか︑国防省1︶グロス広報担当コーディネ 竃
瓢談役︑副団長・真玉一郎原研大崎閤防衛攣備局︵DCPA︶マ ー翼長︑ミドルタウン町︒ライ

コ

＝洗研究所長︑川崎謹茨城羅クレ←撰長ほか

プラント設計鄙長︑松原義周三

事長ほか︑環境保護庁︵￡PA︶

EP︶バン放射線防護局原子力

睦

雛四

旧

荘

掴四目

ア州緊急管理局︵PE魑A︶へ

騒

雛

目

目
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擁
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同一︑浜田邦雄隠立製作所原子力象議︵AIF︶ウォルスキー理ジー州環境保謳雀︵NJ・DO
騙

前詔訪問先のほか︑四月二十備

ほか︑健康・教薄・福祉雀食品発電所︒シルベリオ駈長代理

p垂撃力饗鐘︑勢ミルズ放射線計彊当欝鐘舞踏窟ほか︑セイラム撃カ一
一二郎漂子力文化振興財繊業務部

ｷ︑国分郁男原産薯務局長︑加薬品局︵FDA︶ビルフォース

瓢

翌月十九西日原子力規制委員

四月二十四日NRC三者会莞 靴

桃w葦部調査資料簗主査放鞭懇懇ンソルベニ罪鍋獣顯雛饗
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気泡の問題もなくなり︑四月ニナ

よび運転員の操作基準の充実︑確

︵百七十五度F︶に下がっており︑ 図るべく︑機器・設備の総点検お

目

会︵NRC︶ゴシック運當総局
ンダーソン局長ほか︑ハリスバ ︵ステロー原子炉運転部長ぼ嵩

W冒雛

⁝嘉ほか・遷都特発悲嘆ヨグ蘂二三讐︵→シー●か︶にも嘉した・

発表が重なり︑そのために本格的

これに加え︑ECCSの適切な

認が進められている︒

員会の指示のもとに所要の検討が

作動を保証するため原子力安金委

できる状況になっている︒これか

七環には自然対流箔環のみで冷却

らは︑汚染した水および機器の除

しかし︑この気泡については測

なったと思われる︒

染に晴間がかけられると蓄えら

いずれにしても︑わが国として

ずることになっている︒

って︑獅子会社は万全の措置を講

行われており︑その結論にしたが

定方法も不確実で︑しかも理由不

過ごしであったことも書えられ

あるいは関係蓄︵NRC︶の思いれる︒

明のまま消滅したことからみて︑

いう面を禽めて今回の事故を大き

って︑わが国の原子力発電所では

るQこの点は︑米国での今後の解 述べたようないくつかの理由によ

▽わが國の対応△さて︑以上
な問題とした︒

その閻︑鍛も大きな問題となっ

なお︑TMITM王一2型の事故の発生はまずも︑今園のできごとを慎蚤に受け

について︑一軍の努力を払うこと

とめ︑原子力発電所の安全性向上

▽最近の状況△

明に注瞑したい︒

12のその後の状況としては︑四 湾えられないことであるが︑すで

発生が伝えられたことである︒も
し水素の発生が続くと︑その爆発

次系の水はすでに約七十九度C 教訓として安全性の一厨の向上を

月二十匹窪にτMI⁝2の炉内一 に政膚・産義気では今回の嬰故を

避難計画については︑PEMA

が肝要である︒

によって︑差合によっては炉心溶

る指針を発行する︒

融に撚ることが心配されるという

射線嬰故援助計画の開発と実行に

つつ移動経路や方法を検討し︑ま

が逮鰯当局︑覇察等と連絡をとり
次に州段階では︑上灘DCPA

た郡で収容場所︵寝翼・食糠の支

関して関係連邦機関に協力する︒

給︑避難場所の指示を行う︶を設
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置している︒しかし︑緊急対策計

の出先ないしは対癒機関があって

急援助チ⁝ム︵RAT︶をもつ︒ その三三の緊急霜態に対処してい

全※を八区域に分け︑各区域に緊

る︒今回の薯故でペンシルベニア

一轍

︵FDA︶ほ食晶︑薬品︑飼料の
州では民間防衛機関の緊惣管理庁

④健康教育福祉省食品薬品周
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を与えることが義務づけられてい

州の放配線緊急対策の誹画に援助

ア州は米團では必ずしも十分整備

︵PEMA︶が緊急対策の霊編画
機という恵味では︑ペンシルベニ

銀

投入で、被検者の行動指示、測定から測定結果の

四十分後に・運転員がポンプの損

次冷却水ポンプを手動で停

煽の恐れがあるものと判断して︑
炉の

不可能にしたことが︑事故の影響

止し︑燃料の余熱除表をほとんど

を大きくした追加蟄照であると蕩
えられている︒

その上︑バブコック＆ウィルコ
ックス社設計では独邑の縦型網漉
式蒸気発生器が使用されているた
め︑炉と蒸気発生器内に常時存在
する水購が・二本で使われている
ウエスチングハウス社型のプラン

が炉の位置に紺して低いため︑冷

八分の〜︶と︑蒸気発生器の出口

たため自動的に作動してF・Pを トに比べ少ないこと︵三分の一〜
含む一次冷却水が気密盗の薄い補
助建麗へ送り込まれてしまった︒

▽水素気泡の問題△以上のよ

たと蕩えられるQ

うな異常時ではマイナスに作用し

る冷却効果が悪いことも︑このよ

このため︑F︒Pが補助旨旨の排 却纏ポンプ停止賄の自然箔環によ

わが国のプラントあるいは米国
でも他のプラントの大部分では︑

されなかった︒しかしながら︑実

ようなレベルの放射性物質は放繊

−2嶺故では︑退避を必要とする

ECCS作動の時点で格納容器は
うな状況にもかかわらず︑㌍MI な住民の退避も検討されることに

とくに社会的影響が大きかった理

汚染の評価および防止について勧

プリントアウトまで、完全に自動的に行えますb

即製PWR︑九十五万九千KW︶で一九七九笙二月二十八日早朝趨こった癌故は︑商業罵原子
力発爾のこの三十年の歴覧の中で巖も大規模なものであり︑かつ反鍵が大きいものであったが
この事故による入的被憲が玉無に等しかったという薯実は︑原子力発電の総合的安全システム
の特長を示したものということもできよう︒しかし︑われわれは今回の事故の頁相の中から︑

TMI12事故華麗の問題と今後日本として原子力発部所の安全性向上のために教訓とすべき
点とを︑冷静に分別して対処することが最も肝要であると考える︒同時にTM王⁝2裏故にお
ける緊急時の対策とその社会的影響についても︑その霧騰を調要し霜態を正しく把握しておく
ことが必要であると響え︑懇拠︑調律団が派遣された︒以下はそのような観点から︑事故なら

榊一爾

びにその社蜜的膨響についてそれぞれ経過と問題点を整理したものである︒
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蒔間以上気づかないでいたという

になった︒

った︒その上︑運転員が︑この弁 気簡から大気中に放出される結果

▽事故の発生△TM112が蟹
閉まらず開き放しとなってしま
故のきっかけは︑米国原子刀規制

ことが︑事故を拡大した大きな理

委員会︵NRC︶の情報によると︑ が開き放しになっている蜜実に二
突然プラントの二次系にある復水

由であった︒

▽ECC＄を詰める△その隔離される設計となっているので

同時に停止し︑蒸気発生器への二

後︑非常嗣炉心冷却装躍︵ECCこのような形で外部に放射線の影

ポンプ︑さらには主絵水ポンプが

によるといわれる︒このため蒸気

次側給水が止まってし諮ったこと

S︶は設計瀬り作動を開始し︑炉 響を与えることはありえない︒

とによって︑炉内の冷却水が不足

sの間歌運転を数蒔聞も続けたこ

る︒

されている州とはいえない︒
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力が○・二七二気圧︵四ps鑑︶

？M王一2では︑格納容器の圧 際に邊避が行われ︑社会的影響と

ップ︶したが︑この原子炉の設計

ため︑約二分三十秒たって運転員

統が満水状態になったと速断した

が￡CCSの高旺注入ポンプ一台いう特殊な設計のため︑約仙髄間

む一次冷却水を汲み嵐すこととな
った︒

▽﹁次ポンプを檸める△さら
に︑購故発生の約一時聞十五分越

プの不調の場合に備えるため設置

由として︑発電所の婁故窮体の問

ージー州では環境保護を懸隔的と

とされているようなニュージャー

⑤運輸省︵DOT︶匡放射性物する環境保護雀︵DEP︶が主灘 緊慧対策の面で︑※国でも模範

する︒
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k州の緊急対策謙画に対し連邦政
府機関の主灘窟庁を務める︒羅家

ジー州などでは︑環境保護省︵D

題を含んでいるものと思われる︒

でこれに当たることになってお

等とあらかじめ緊急時に関する協

マニュアルを整備し・毎庫訓練を

ことである︒
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の圧力上翼により九〜十二秒後に

の特殊性のため︑原子炉は冷却秘

はじめて停止︵スクラム︶してい

︵二台囲も岡じく約八分三十秒後

を手動で解止させている︿主葉﹀

れ続けているのに気づかず︑加圧

にわたって補助建麗へF・Pを禽 たのは︑炉内に水素の気泡の大璽

の設計が特殊であるという理曲が
に手動停止︶︒

これは︑加圧器圧力遊がし弁が

器水位計の読みが高いことから︑

@

されている補助給水ポンプは鼠動

して部分的に佛凝し︑また︑燃料
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り︑各州では現在室灘機関とし
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発展したQ︵わが国の加圧水型炉 開き放しになって冷却水が放出さ

器圧力逃がし弁の開放にまでは至

いわれている︒

主冷却系の過圧を心配したためと
次

らないことが確認されている︶

▽補助給水ポンプ働かず△

的に起動したが︑こともあろう

の一部も露出するなど燃料に率爾

いわれている︒この弁が閉められ

画についてNRCに協力する︒

質を含む輸送壁掛に射する緊急計

レベルの計画に関連する他の政冊

TM王一2黙故轍における実際機開ならびに州および地方自治体

はほぼ半々であるといわれる︒

閣防衛︑懸察︑自治体︑電力会禎

一︑米国における緊急時の体制

嶺局への援助計画に征する壷伍と

当局の緊急計画濤動の評価・検討

庁︵FDAA︶一1州・地方自治と
体環境保護の部門が当たる馴合と

猛P︶が翻心となって︑州内の民
の緊慧対策について述べる前に︑

ス︶を示す︒
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定を交わして原子力をふくむすべ
②環境保護庁︵EPA︶π州政措置についてNRCへ勧告するQ 今回のTMI−2警醒の場禽に
府が便用する放射線防護措齪指針

濡澄している︒郡への連絡は電力

への連絡︑環境モニタリングと影

報︑発電所の状況把握︑関係機動

に必要とされる緊悪対策描置立案
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会社等からの急報をPEMAを穎
実行し︑改善をはかっているとの

︵ホットライン︶により薗噛して 響の評価︑避難の実旛等について
測定国遠のガイドラインの設定で

援助する︒原子力薯故を処理する

③エネルギー省︵DOE︶豪放際の民間防衛機材等の利屠に呈す

聾RCに協力する︒

入体内汚染の有無の迅速な測定、核種の同定を行ない

さらに、富士電機ではホールボディカウンタの自動化

微量の謡曲彊塑物質を
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︿注1＞その後の調査では︑こ

ることになった︒
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⑥住宅都市開発省連邦災審援助

と指摘する以前に︑原子炉の運転

制を概観しておく︒

その柔取となる米国の懸字躊の体

るのは︑とくに核攻繋に対する民

にECCSについては︑一年も作 緊葱鯖体制の薦でわが圏と異な

のトラブルを発生しており︑とく

動を経験していることがあきらか

七日の試遇転いらい︑非常に多く

ともわが国における原子炉の運転
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は︑退遜を含む灼策は原則として
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ていない︒
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体内に残留する

11膿1

【一

・・

＝藤 ㎜一
篇

一一

1賦協F
1111臆r

麟Il1
8濫田1聖
llll；臼

剛lllr

叫腿1
1rllh1

になっている︒ちなみに︑わが國

りにも雰常識なできごとで︑少く

安規定に対する重大な違反である

ていたということは︑原子炉の保

っていたため役に立たなかったと を与え︑核分裂生成物︵F︒P︶ 達ならびに対策上にも幾つかの問

に︑同ポンプの出口弁が全て閉ま

6

得ないことといわざるを得ない︒

力上界により加圧器の電磁パイロ

次に︑

格納容器隊部の溜め池からの移送

▽放射能を格納せず△

ず△原子炉の停止蘭に︑その圧

ット式圧力遜がし弁が開いたが︑

．．

隔

」脚1

噸1

川lm
II困11

【1湘r
111111匹

ll旧1燭
ε川1睡

Il膳串

圧力が下がれば閉まるはずのもの

F▼

H
＝

＝

＝

−Okm川

1
ノ

パ
ヨーク郡
㍉

スリーマイル
アイラント1禦発
7
8km
16k醗
、

伽1町田
匹111睡
岨1山霧

1鵬1

に︑TMI⁝2でも︑主給水ポン このような状況の中で︑ECC

ワ

・鵠

力

原

噺

…．

へ、
，

（2）

第978号
（第三種郵便物認可）

新

業
子

昭和54年5月24日

富士の放射線機器

三士ホールボディカウンタは、検出器としてシャドウ
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化が憾まれるとしている︒この点

簸初に行ったことは︑購故薩後か

令により現地に到観した︒周氏が

およびEPA︑FDAのチーム
くに
も高濃度が検出される司能性

く誤差の鵬贈であって﹁特に問題

象た︑緊急隠の防災体制の颪で

される︒

て︑米岡における緊憩賭の柵戸簾

していることは︑謬蕩とすべきも

射策の計画立案に︑いち響く協力

まず︑放鉗能モニタリング体制

制の整備が総総であり︑あらゆる

ず購故轍の偶報︑伝遣に関する体

かかわらず懸盤への放射能放出は

大級のものであったが︑それにも

た︒州知瓢が還避を勧告したの

とする程度のものにはならなかっ

糊盒として炉心溶融の町能性を哲

は︑すでに述べたように︑鍛悪の

幽フィード。スルー

睡爽空バルブ

羅子機器第2部

ル。バルブ

際には使爾されなかった︒

は︑B家の国土庁にあたるFDA

とするには当たらない﹂としてい

出動した︒それらのチームは︑鷺
Q犠という値だつた︒題常の隼 る︒︵五月四臼発衷︶

は︑とうぜんのことながら︑その

次に︑社金的影響の瀬では︑ま

のがある︒

今圓の翠蓋を遡じ AやDCPAなどが州による緊慧

国警の違いなどから︑わが国の露

︿問題点V

みてもこの一遇当たり四十一評犠

については︑一般的にいって︑※

定データ︑結渠の整理︑発表郁鎖

平常特から︑施設蓄はもちろん︑

続測定システムなどがあり︑その

︵八十詩綴︶圏内の蕃客約二百万 テーションによる理境放射線の遮

子炉禦故に際し︑各穰の携羅を講

浸し切れなかったからである︒原

わが国の男爵対策計画を策定す

ある︒
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としては︑事故経過の中で︑原子
炉上部にガス・バブルが形成され
ガスおよびフィラデルフィアの研

という値も︑FDAの緊慧蒔の防台とは︑かなり異なる点がある・

あることが確認されている︒しか

怒罵の揖鰯が轡念されると伝えら

を派堕し︑サイト周辺の三十困か

れたため︑？M112の持株会社
究藤からそれぞれ十七名のRATし︑仮にこれを翠黛として袴えて
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しなければならない罐である十二

ョンを設濁し︑外部放戦線︵ガン 護抵針に照らしてみると廃藁処分

初混乱し︑大きな社金的不安を紹

周辺葭治体などにおいて︑固定ス

が︑NRC︑EPA︑FD人A
が細
受け
蟹
たと推定される藥団の被

迅鑑性と長続性等において︑わが

米圏においてとられた一蓮の描

しかし︑TM王⁝2襲故発生後と影響を十分配為して行うべきで
も飲食︑喫煙などあらゆる原阪に
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ティリティーズ︵GPU︶社の呼所に置建モニタリング・ステ⁝シ

マー線︶の測定を驕涙している︒

る欝欝縮織の一元化の体制を甥故

禰報の鐙中処理と公衆に儒頼され

圓の甥故によってあたかも心際に

の愈味では発電炉購故としては最

放射能濃度から穆えると炉心揮鰯

今圓の珊故は︑一次冷却水巾の

必要である︒

後攣急に確立することが︑とくに

国の原子力発鱈藤では︑わが国の

びかけで各國立研究所︑バブコッ

DO旦はブルックヘブン国立研 万詳牲と比べ︑ほとんど無視しう

ムが採爾されていない︒

ような環境モニタリング・システ

ク＆ウィルコックス社︑ウエスチ
ングハウス社︑ゼネラル︒エレク

㍊当

今回︑噺故が発生してから各砲

猛撃に薔えれば労いとする

トリック社︑米臨識字笛局︵NA 究藤から四幸＆のRATを漏穴しる程度である︒なお︑飼料を格れ

の逮邦機関の測建チームが現地に

SA︶等の騨門家約七十五名がシ またラスベガスから航空機による

派灘した︒さらにFDAは︑フィ闇題とするような憾ではなかっ

盛中放射線醐定︵ARMS︶班を
たり一万二千ど︒覆に比べても金く

簗まり︑いっせいに放射線測定を

十人のガン死亡看が鵬るようなシ

カリファノ健隈教膏福祉雀仁慈

ら︑結渠的には周辺に選避を必要

格納容器の健全性その他の搭躍か

ョッキングな詑劉もあったが︑そ

によると﹁四月七臼までに五十婿

の翼椙は以下の通りである︒

これらの特別チームによる外部

この点については︑わが国では

く原函となった︒

︿庄2＞一部の新聞報道には今 はじめている︒そのため︑その測

た︒

ンクタンクとして現雌に寄築され

ールド部門の騨門象を纈当数現地

技術的検討に鎖たった︒その際︑
ベル・テレフォーン祉によって︑

第六幽思ちかくのサンプリングを

ンクとNRC本部︵メリーランドアイスクリーム︑ミルク︑水など

TM王一2中講読御意とシンクタに送り込み︑キャンディ︑パン︑

娼ペセスダ︶との間に︑臨聴に敷

箋癒し︑ボストンの研究所でその

放射線のモニタリングの結粟はN

ているQさらに︑瞬発的に摩業界 分析を誓った︒

設した驚議圃線二百本が酒爾され

とである︒

の各社も援助にかけつけたとのこ

曝簗機線蝋は三千五懸人・レムであ

︿環境モニタリングV米国で RCを遡じて逐次発表されている

よって︑四月七Bまでに思人が受 り今園の7M亙一2瑠故により一国の方が︑はるかに整備されてい

はわが国のような卑難聴の豊麗放

と推定される︒同地域では平常で

入嶺たり平均一︒七︑ゾ．ム被曝した

辺五十婿︵八十詩綴︶以内の住民

躍︑つまり︑蜜故発生後︑数晴間

班の推定によると︑今園の事故に

子力発耀所周辺に整備されていな

最高で八十五︑ゾ．へ発醜筋から周

けたとされる放財線璽は翫上上の

ずる下熱は︑その描麗による効累

いため・購故に際し︑以下のよう

るといえる︒

な緊急モエタリング描國がとられ
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よって︑計瀬上三十二万五千人

る場含には︑国命の損違等も溝購

約二二万人に対して約三千五薫人
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O︶の騒近の勧告によると︑現行

される︒

について︑今後の成り行きが注眠
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に問題があり︑それらの円滑な実

体舗では関連省庁闘の運絡・協調

歴をはかるため︑とくに輪軸レベ

の安全対策︑外部放射線等に薄す

とられた幽魂対策は︑発電所内で

ら続いていた潤報の混乱・矛盾を

まず︑ペンシルベニア州当周
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程
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トロポリタン・エジソン社社長の
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根本的に冤恕す発誘をし︑各国の

など︑スウェ⁝デンの原発政策を
ギー戦略の中心に原発をすえて︑

力には力を入れ︑国の次期エネル
あきらかにした︒四日に行われた

原発を強力に進推していくことを

くべきだ﹂と提護︑会議がこれを

が︑各原子力施設に︑安全紺策の

十八日現在︶︑ベルギー︵原発三

ランダ︵稼働中原発一基︑四月二

一

慰黛

灘

幽火力・原∫力発屯｝1斤納ん㌔

一媒ご既設パルプのコムライエング施丁による改造品

日本バルブ製造株式会社

東京都中央区京橋3−9−9容（03＞561−618｝（代）

めるM︒レベンソン氏の報饅は︑

カーター大統領への励告として採

再検討を迫ったことは︑まちがい

るウレンコ農縮工場でのウラン濃

が英国・葭独と共同して術ってい

躍螺．

循環水ポンプ出目弁／復水器禺人日弁／逆洗用弁循環系
ハイパス弁／内蔵タ脇画先弁／外直塑鼠講弁ダフルストレ
ーナー／／ノグルストレーナー／各移海水ポンプμ1鵡弁

れた晟閤協議グループ議侵もつと

米国スリーマイルアイランド原

のハリスバーグを決して起こして

けに︑迫力もまたいち段︒﹁第二

り現地に蒲在し冷静に蜜故を追っ

同氏が瑠故濃後から四週聞にわた

子力発電所事故から一か月余︑ハ

はならない﹂1一国民壷鐙への決

うのが︑このパネルの公約数的な

見解︒西独シュミット首相が開会

意を新たにしなければならぬとい

際会議とあって︑話題も﹃肇故﹄

子力の安全性を検討︑協力してい

総会︵写翼︶で﹁国際的な場で原

会の含同会議は揺れ動く世界憎勢

に藥中︒この闇題のために特別パ

の中で事故後開かれた初めての国

大
盛況

択したのとあわせ︑この大会のも

ネルが追加されたが︑会場は

ている人も多かったという︒将来

︑席がなく立ったまま耀い

に悲観的な鬼通し︑そして批判あ

︵写糊は三農良績氏提供︶

う一つのハイライトだった︒

経過を概説した︑米電力業界の権

り︑反省あり︒そうした中で薯故

威で箏故評価のため特別に設けら

国際的な安全墓攣︑運転基華の必
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要控から︑国際原子炉安金性会議

基︶は︑今回の璽故を契機に見隠

しをはかるなど消極的な姿勢を打

ない︒

党が四月二十八臼の党大会で①国

オランダでは︑同国最大の労働

ち出している︒

力政策に転換を迫られた国のなか

これまで畏い間︑七六駕選挙で

ール原発への同国の参加と︑同国

内原発の全面的尊王②薩独カルカ

敗れるまで︑政府与党として原子

縮停止を決議するなど︑反原発の

いえる︒

で代表的なのは・スウェーデンと

今囲の襲故で・これまでの原子

思惑絡む各国の事情

の開催を提唱した︒

原発推進に︑エネルギー開発の
突破口を開こうとする仏と西独︒
その自信にみちた発謡と姿勢に︑

世界の原子力関係蕎は︑熱いまな
ざし︒

世界で初めて商業用原子力発躍

力開発の健逓に力を入れてきた同

冷静に対応する英国
に成功した原発先進国︑英国は︑

はげしい反原発運動と各政党の

ン︑国民投票で﹁ゴー﹂サインが

思感がからみ先行き不安なスペイ

でた瞳後の窮故で後退を余醗なく

一年間延期︑②国民投票の実施︑

二期エネルギ；計画の国会決議を

を骨子とするいままでの政策を金

︑︑ジ・

薔

☆雫セ誼実用新案畦1纐占中

ノーモア︑ハリスバ⁝グ
事故パネルに関心︑欧州原子力会議

R︶の原子炉メーカ；︑KWU西独もまた︑五月七日︑ハンブ

ンブルグで開かれた第二回欧州原

だっただ

ルグで開鰹された欧州原争力会議

子力会議と第七厨フォーラトム大

現場からの声

で︑シュミット首相が﹁工業国

︑講

てきた

︵繭独︶︑フラマトム︵仏︶は︑

は︑西側︑藁側を間わず原発を必

オープニングセッションの横様

海外にも輸出しているなど︑両国

MI事故と同型の加圧水型︵PW
の姿勢は変わっていない︒

その開発に全力をあげている︒T 定例閣議でも確認され︑以後︑こ

同時に︑原発の安全再点検の動

注目を浴びた︒

中︑世界各国へと波及していっ

態

だが︑NRCによる薯故の究明の共通点は多い︒

鱒纈．

グの教訓は︑単独ではなく︑国際

に受けと

姿勢を一段と強めた︒

冷静

カナダとならび︑今圓の孚MI甥 国最大の議席をもつ役民党は︑①
故を︑もっとも

めた原発国といえる︒

萸国の原発は三士一墓︒ドンレ

事故以前から︑遅々としてすす

たらした影響は大きい︒

されたスイスと︑今圓の事故がも

華的に変更する決定を行った︒連

しい姿勢を打ち出しており︑今秋

十万KW︶の〜墓をのぞいて︑す 立内閣の与党であった中央党も厳
べてガス炉︒﹁萸国の原発は軽水

冷却でなくガス冷却︒だからTM の総選挙ともからみ︑原発の今後

あえぐ同国にとって︑薯故が及ぼ

まぬイタリアの原発︒電力不足に

◇

か︑兇きわめの難しいのが正盧な

◇

ところ︒

る︒

はじめているのは︑明るい灯であ

ェーデンをとりまく内外の環塊は 醜に掘り下げた記票が鍛近めだち

懲の諸国を概観してみると︑オ

厳しいものがある︒

オールゴムライニング
バタフライバルブ

ヨーロッパ三・三〇
三月二十八日未明︑米ペンシル

畢故は︑世界の原発所有国当事看
た︒

︵TM王︶原子力発露所で超きたきが︑点から面へと拡がり︑欧州

ベニア州スリーマイルアイランド

に大きな衝撃を与えた︒

とくに︑原発が集中しているヨ

噸︐

ーロッパ各国にとっては︑エネル

み︑藩使にみちた出来饗となっ

ギー戦略という政治的問題とから

た︒

嚢故発生恥しばらくは︑構報の

混乱が鐙なったため︑各国薦脳
は︑事態の織移を見守り︑客観的

懲

性は異なる︒原発計画を変更する

＝；﹁︼卿＝＝ξ穐翻二日＝1＝需＝1隔幽≡覧尋

的に協超して唇用されなければな

二胡5旦四一≡﹃覧講≡三遷需二＝1二＝玉章＝＝一﹁覧溺

※国を代表する世論調査鳴門のハリス社と︑これまた一

⁝

四月十九日の撹論調査でも︑国

I原発のような嚢故が起こる危険 は予測できない状況にある︒

民は原発に対して︑NOの管えを した影響は︑他の国とちがい︑め

性は皆無に等しい﹂とキャラバン

る立地問題と黄儒号がともりはじ

だっていないものの︑難航してい

首相︵当階︶が国会で強調したの
位に立っていることである︒四月十艮に行われたニュー⁝

％・支持せずが五三％と︑大半の

加えて︑二十詩層の対岸にある
デンマークからは︑バルセベック

めた電力襲消に︑どう反映する

出している︒原発の支持率二六

をとるまで余裕がある﹂と分析︒

特徴的なことは︑マスコミの反

四月上旬︑用田各地で行われた

反原発運動も一時期のような門点

発電所︵BWR二塁︑各穴十万K
原産TMI調査団の分析にもあW︶の閉鎖要求がくすぶり出てい

応だ︒

国民が原発反対を這えた︒

くも﹁英国の原発では︑高圧また

・︑蔚回の支華ハ九％か・著し・落ち込んだものの︑⁝

の騙故を契機に︑大嘱に繕遷したと分析しているが︑こ麟

反対率を上まわった︒同調蒼では︑女性の不支持が今回⁝

の傾向はその他の世鶉奪も蓋している翼︒支噸
蕎の多くは︑不安定なエネルギー摘勢を踏まえ︑今回の⁝

と客観的にとらえ︑今後一

い︒新聞も門明日﹂を警える論調

孚MI原発を〃アクシデント

に変わってきている︒

MI薯故の原困が明確になった上 から面﹂のような盛り上がりはな

るように︵−・2・3面参照︶︑ る︒デンマーク政府としては︑τ

で︑スウェーデン政府と閉鎖問題

択はない﹂︵スペイン︶と︑本質

彌報の混乱が今回の薯故を大きく

TMI甥故の徹騒究明を通じて︑今後の原発開発に利用凶 したとみられているが︑英国の報

について︑政府レベルでテーブル

だが︑いずれにせよ︑この事故

を加えている︒

コちの選
道機関もこの点を擶嫡︑﹁米国の

漢辞譲驚然纏繕雛岬欝蘇
れる原発に対し︑事故原因が解明されるまで︑建設のモ一
・フトリアムを冷しているのは︑そのためでもあるつ︒⁝

大に扱っている﹂と孚厳しい批判

報瀧機閲は︑TMI原発箏故を誇に着きたいとしているなど︑スウ

と縫霧輻議織が全運鳳

は高湿の危険も低いので緊慧措置

ヨークタイムズとCBS放送の調董では︑支持率照六％旧 もうなづける︒原子力騨門家の多

故にもかかわらず︑原発支持蓄が反支持者をおさえ︑優酬

群動論調糞を通じていえることは︑原発史上巖大の五一

出揃った︒

全米マスコミ界の代表的な機関による世論動向が︑ほぼ一

調慕四月習・吾の曹実施●嚢されていらい議

全米一の視聴率を誇るABC放送がタイアップした世論期 ーにある高速実験炉︵熱出力六

世論の多くは原発に今後のエネルギーを託す

賃＝胃＝蚤＝＝魑玉讐：＝聾一＝＝垂柳＝；雪＝噂＝猛曽曹篇曹一噌＝＝冨重層胃＝＝雪曽＝＝整穐■

米三大ネットワークを中心に出揃う

本社

な蟹実関係のデータ樂稜に終始し
た︒

そのようななかで︑来国は︑原

シルベニア州政肩の調査駆が︑三

要としている︒もし放棄したら︑

42％

齢一

子力規制委員会︵NRC︶とペン

月二十九日︑﹁原発事故として史

表︑翌三十臼︵金︶には︑ソーン

上巖大の欝欝の司能蟻濃隈﹂と発

バーグ・ペンシルベニア州画聖

その両建︑まず仏は一瓶と二臼

69％

聞
が︑瓢たな放射能洩れがあったと

して︑TMI漂発から五塀以内の

がすすむ中で︑欧州各国の当薯者

経済の破綻をもたらす﹂と︑ひき

妊婦および未就学児璽に対し邊避
勧告を発表︑各国に事故の璽剛性

バール首相︑ジロー工業大臣が︑

52％

No

業
は客観的な分析にもとづいた対憲

44％

必要はない﹂と︑政騰として︑今

の姿勢を日ごとに強めはじめた︒

18％

らない﹂と一歩掘り下げて分析︑

これを契機に︑まず︑スウェー

38％

後ともエネルギー自立の要となる

ないとしても︑仏の原発は︑TM した︒そして同首相は席上︑TM

つづき原発を推進することを強調

鋤局畏、樹まソーンバーグ●ペンシルベニア艸1知轟。

I原発と雀型とはいえ︑技術的特 I薯故をとり上げ︑門ハリスバ！

﹁安全対策を強化しなければなら

を強烈に印象づけた︒

ー大統領夫婁（中央）。左はデントンNRC原子炉規

薯故発生から︑約二か月経た今

34％

」虫止弁／空気抜第

日本ハルブの最新鋭バタフライバルブは、従来の本体防蝕ゴム
ライこングに、弁体全面硬質ライニングを施し、原∫力及び火
力発亀所における冷却水（海ノ幻の循環系統、さらに化学・食晶
」場の塩酸系腐蝕性液に対しても、優れた耐蝕性、操作牲、水

4月1日、ミドルタウンのスリーマイルアイランド原

デンのフェルディン中央党党蟄

28％

自信深める仏と西独

5｝％
No
43％

レ安全解明まで運転中の全原発の一時停止Yes

No

まず︑西独と仏︒両国とも原子

マイル以内の

つ

子力発題所のコントロール・ルームを視寮するカータ

は︑TMI原発と同型のリングハ日︑各国の対応は⁝1︒

38％
〉事故前はどうだったか？

49％

ルス原発二号機の即時閉鎖︑運転

33％

住民934入

58％

中の原発六基を向こう十年間で解

56％
55％

体する計画の実施などを要求する

〉あなたの町に原発が建設されることには？

産

21％

力

原

41％
69％

⑭

密性を発揮します。

全米

5月8日

46％

嬢

論

原子

65％

Yes
〉安全解明まで薪規原発建設の一時停止

AP／NBC

38％

ワシントンDC

62％

TMI原発i5

1
8日

ンテリジェンサー
紙（地元紙＞

3i％
全 米
全 米

36％

住民375人
＞TMl原発の運転継続を支持するか？
Yes
〉すべての真実が伝えられたか？
Yes
〉新聞等の報湛は適切だったか？
Yes
〉政府の事故対策は適切だったか？
Yes
4月2黛
ランカスター・イ

一

57％
4月㊨日
77年7月

米

4月8日
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米

イムズ／C8S

米

ポスト紙

52％
全

ニュー調一ク・タ
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ワシントン・

全

ルイス社／ABC

全
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77年7湾

原発推進の糧とする仏西独
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TMI原発事故以降の米国内の世論調査結果

スイスで
飼笹垣嚢

﹁連邦議会の承認﹂追加
発立地点半径二十請規以内のすべ

塊保護グループらが提案した﹁原

ての自治体の岡悪を得ない限り︑
原発建設は野司しない﹂などとす
る発議に関し国民投票が行われた

らの動きを遜視︑七八璋に原子力

なったものの︑遼邦議会でもこれ

廃棄物安全処分の保証も
スイスで二十日︑﹁猿子力発電所建設に際し︑今後は連邦議会の承認を必硬とする扁など欝予とし

ばかり︒僅少差で﹁原発支持﹂に

た康子力法一部改正法案に対する国属投粟が実施︑約七〇％の鑓成を得て同法改正が実施に移される
法の一部改正を行っていた︒

スイスでは︑国民が︑その権利

ことになった︒スイスの原発許認可システムは︑運邦政府︑州政鰐︑関連自治体など多岐にわたる複

雑な分離認可システムがとられているが︑これらに獺え︑今後はもう一つ︑さらに厳しい手続きが

を議会には﹁委任﹂するが﹁委

ながら國民が原発に﹁ゴー﹂サインを出した

は・時聞稼働率の八％たらず︒G

して年問70，000件の文泓 くる磁気テープを使用して、利
を磁気テープに収録し、 用者ご指定のプロファイルによ
精度の高い機械検索がで る検索を行い、英文抄録付きの
きるようになっています。文献リストを作成・送付します。

毎掃1圏IAEAから送られて

装荷や保守のための運転停止時闘

であることからみて︑雰常に短

E社では﹁一般に一三％〜一五％

GE社製やそのうイセンシーで

い一としている︒

運転実績は大蟷に伸び︑発鱈騒は

盤界に建設されたBWRの昨鎌の

この運転実績には五か国で稼働し

千四籏三＋億KWHに達した︒

た九曜︵七二万KW以上︶のBW

Rも入っている︒昨年末現在で運

五十基︑総出力は約三千塗下KW

転入りしているBWRは九か国で

五十基のうち四十一基はGE

になっている︒

ンシーで製作されたもの︒世界中

のBWRの単二運転停止晴問は︑ 社製︑残り九墓はGE社のライセ
昨庫で五十五田に短縮されたが︑

被疑BWRが占めている︒

黷ﾍ七七妬二二に比べて一一駕ハ％ で運転中の軽水炉の㎎一％をGE

また︑海外でのBWRの燃料再

の短縮扁と述べている︒

て濤動を始め︑五〇奪代にはコー

が豊能になった﹂と説明︑EC藷 ら原子力施設の土木建設業暫とし

ルダーホ⁝ル原発の土塁建設無

欧州原子力会議で岡山の成約額が

ど︑ハンブルグで開かれた第二圓

法ウラン濃縮会社︶代表はこのほ

︵英︒西独・オランダ超遠心分離

︻パリ松本駐在鼠︼ウレンコ社

欧州原子力会議で発表

万七千︐ンに

濃縮契約二

ウレンコ社

て知られている︒

究開発を避め︑一流メーカーとし

力容態︵Psコンタ￥ト︶の研

W︶を建諾︒コンクマト製圧

ずれも双子型AGR闘二十万K

ルプール︑ヘイシャム両原発︵い

木建設工甥を受憂し︑三夜ハート

業を受講つた︒続いて五原発の土

機関が廃棄物処理︒処分について

理由によるとした︒

共同行動を支持してきたのは次の

てすべての舶盟国が岡じよう
な闇題を掴えている︒

一・どの朋盟国でも人口が密翻
し︑放射能の危険から大衆と環境
を効果的に保護することが求めら

〜︑廃傑物管理は公的機関の仕

れている︒

黙であって︑懲利企業は第二義的
な量要性しかもたない︒

外
藩
重臣
ヘイシヤム原
発予備工事へ

の四千ゾ︑瀬独三電力会益の三千

英CEGB
間近のCHGB︵英中央電力庁︶
︻パリ松本駐在興扁英鰯中央電

一より速く、より確実に原子力文献情報をお届けします一

・

燃料再装荷や保守による運転門

則として廃藁物は︑放射能の自然

ては﹁各樋の技術が検討されてき

亟独三題力会社との契約は当初

約額は一謎嶺たり約酉がという︒

来国と契約したものだが︑解約金

なしでウレンコに切替えられた︒

国際原子力 情報システム（lN｛S）による定期検索サービス（＄Dl）を始めました。

Gξ社

牽水炉・5
7％

止諫早の短縮も稼働率陶上の主な

物対策︑試験絹旛設の建設に比鎗

蔵と処分︵浅部埋設︑長湯戯期廃
棄物の大陸あるいは海洋地厨での
処分︶

一︑放射能の危険を最小限に抑
えることを憲膿に︑廃棄物愚妻に

一︑廃棄物管醒の法律上︑行政

からむ過程︑墓礪戦略の評樋

年の兇増しと同じだが︑十五が以

崩壌によって無碍となるまで贔も

承認に当たりEC委員会は﹁原

上︑財政上の問題研究

ウラン鉱床はDOEや属聞が試下のそれは減っている︒これは採

厳しい貯蔵条件に従って処理︑処

採掘可能︵大︶の十一万ナはコ

力庁︵CHGB︶はこのほどヘイ二齎沖︵繭者で煕簿︒︶を加え愈

ィング・シビル・エンジニアはア
ロック・アンド・ロマックス社が
担志することになる︒契約総額は
七賢万陛︵約三十一億五千万円︶

鶴年発注内示した八三一八霞無か

で︑予薦工事は一九八Q銀漏まで また・CEGBとの契約は一九七

働原子力弘済会資料センター

米で81％の

高稼働率
BWRの運転状況を発婁
来ゼネラル・エレクトリック
︵GE︶社はこのほど︑同社製の

沸騰水型炉︵BWR︶原子力発電
駈が安定した稼働状況を示す過宏
三薙閥の調蓋結聚を発表した︒

それによると﹁来麟内で運転中

の二十三基のBWRは昨奪︑平均
八一％の時間稼働率を記録︒米国

を禽め盤界中で運転中のBWR三

稼働率七四％︑箪均設備利用率六

十六基の昨駕の実繍は︑軍均間間

簿止すると︑それによる損失は陽

要困・この点については菜国内

い︒

善による経済的利益は非常に大き

平では一臼覧たり驚十万がを超え

性麗爽物の結綴と貯藏﹂に蘭する

一九八Oi八四年の第二次五か館が麗かれる︒
第二次五か年計画の主な内容は

一︑低レベル放射性廃棄物の処

計画を承認した︒計醐はEC予騨

理︑処分とプルトニウムや覇レベ

から総額約五千三蕩万EUA︵欧次の遜り︒
州計簾単位︑世論六十二憾円︶の

確認埋漫罵の蕪万踏の増加は主

一・低レベル放掻餅廃棄物の貯

五か隼計麟︵予騨千九酉六十万U ル固体・気傑廃棄物の被覆

ラスに分類している︒コストはそ

もの︒三十斌以下の確認騰は七八

にワイオミング地域の追加による

︵大︶と可能︑および推篤の讐ク となっている︒

粋の金額で算幽したもので︑税金

れぞれポンド当たり採掘できる純

掘したものを対象にU308の禽
掘コストの繕加からそれぞれ高い

サンプルの分析を十分行って舞出

たが︑賠蔵鳳を減らし︑被覆の蜜

調︒低レベル放射性廃翼物につい

したもの︒採掘可能のクラスでは

四首億円︶にのぼったことを明ら

全性を納めることによって改賦す

かにした︒これは一九八二i九二

ロラド台地での調詳明累が大きく

ベル放射性麗棄物については﹁E W︶の予備工事をテーラー・ウッ

影響しているがそのほかにもロッ

全体としてウラン採掘もコスト

ス化︶が行われたが︑これらは現

C内でさまざまな翼験︵精にガラ ドロー・コンストラクション︵T

試掘の試料から採掘の司能な麗を

壇から︑従来の価格では採掘でき

計二万七千ナ︑十二億畔ン︵約籔千
シャム原発︵AGR︑蕾二十万K

なくなってきており︑この傾向は

在︑工業化規模で開発中﹂と語っ

る余地がまだある﹂と指摘︒高レ

今回の発表によると五十が以下

今後も続くものとみられている︒

た︒

WC︶社に発注した︒コンサルテ 琿の国国に引き渡すもの︒騒終契
の確認埋蔽麟は昨奪に比べ三万沙

しかし︑リンや銅鉱山からの翻産

さらに第二次計画では﹁加盟国

的に諸差されて不必頭な璽櫻を避

いる︒

増の九＋二万沙で︑採掘四二︵大︶

で行われた作業が補足され︑部分
副産物として約十二万ゾのウラン

TWC社は一九四〇薙代初顧からのAGK原発用のもの︒

に完了の予定︒

TELO2928−2−5063

〒319−11茨城梁那珂郡東海村

炉

られており︑二〇〇〇無勢でには

キー山脈での発兇もある︒

ライドしていったことによる︒

分されなければならない﹂と強

荷懸が○・O

829％

物としてウラン潮解の研究が進め

推測し︑分骨力ープの外挿から可

蕉している︒確認埋蔵騒は試掘や

BWR

欄︶︑採掘司能は貰十七万ジ︵岡

能︵大︶︑司能︑推定に分類して

335％

は頁五十万ゾ︵昨年比十一万ジ

三十霞万五千ゾ減︶︑推定は五十

け︑魑想と成渠をプールすること
によって研究の効翠を高めること

生産ができる見通し︒

匹酉十四万沙︵同二十二万ゾ減︶

五万ジ︵同︸万宝減︶︑総謝では

SD1

データベース

49。4％
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るといわれている︒稼働状況の改

大型の原発が修理などで運転を

四％﹂としている︒

PWR

蟹金を受け︑七五−七九隼第一次

て︑これらの条件を免除されると

墓︶の原発は原劉とし

100％

％以上のものを調 方に︑主に五十が以下の範囲にス

や利潤を含んでいない︒

ガス炉

水
軽

その他15％

している︒

済み︵一

すでに運転申︵三墓︶と建設盛祥

原子力法一部改狼に際しては︑

いる︒

法化ないし改正する権利をもって

ャチブ︶によって闇題を提起︑立

鰻終発霧を︑また発議権︵イニシ

民投票︵レファレンダム︶により

譲﹂はしないという原則に立ち国

条件付き

ンが出たという結桑に歓遅の姿勢

課されることになった︒細民投票の結果は

わたり﹂処分することを係証しな
をみせている︒この襲には米原発

もので︑同国の原子力開発の大勢は変わらないとみられている︒

ければならない︒

の襲故醸後だっただけに思わぬ余

念があったことも︑隠せないよう

波を受けるのではないかとした懸

分徹考ρ（％）

｝」

運邦議 会 は 一 九 七 八 年 初 め ︑ 原
子力法の一部改正を司決︑許認司
一︑臆力会社は原子炉施設解体

一︑敷地認欝取り消しの場合の

のための共轟基金を設嘱する︒

損轡賠籏は︑運邦戯判所が淡目す

かし︑スイスでは國民が立法化な

発行に厳しい手続きを課した︒し

いし改正する権利をもっているた
だ︒

確認埋蔵盤の分布（50㌦／1b以下で採掘可能）
U308
ウラン鉦、 覇0論イ郡

運転中の炉型比率（i2，eg7万KW）
．

め︑今圃の国民投票になったも
る︒

スイスでは西独︑フランスの金

P23

の︒

国民隠棲の結累を受け同国の原
蝿を受け七七館ごろから原発建設
反対デモが激化︒今駕二月には環

EC委員会

L170，000

4，ユ45，000

二
識会が可決し国民投機に偲され

に加え運邦議会の承認も要求され

の運輸・通江・エネルギー雀の認可

発建設に伴う許可は︑今後︑政客

一・原子力発電所の建設に際

Aリゾナ、コロラド、ユタ

た改正案の樹子は次の通り︒

し︑今後 ︑ 連 邦 議 金 の 承 認 を 必 要

管理・貯蔵難い究にゴ 盲

ことになる︒

A翻計鐸単位︶の研究を引き継ぐ

年腱協カフロジェクトとしては世

域内廃棄物問題解消へ拍車
EC委員会はこのほど・ギド・ 究・科学担当︶が提案した加盟国

界鹸大規模︒低レベル放射性麗藁

第二次謝画は︑この分野での多

闘の契約により実施される﹁放射

サイ ブルソナー婁員︵エネルギー︒研

堰C475，0⑪（》

550，000

二
ることになった︒一部に原発のリ

一︑原子力発電所の建設に際
ードタイムが十三隼くらいに延び

ゴー

Q50，000
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とする︒
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二
節約︑石演およびその他のエネル

ながら

や電力会社はむしろ︑国民投票で

し︑磁力 会 社 は 原 発 が エ ネ ル ギ ー
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の担当機関は日本原子力研究所てすが、丁目サー
ビスは（財）原子力弘済会が行っています。

当たり＋五が以下︑十五がから三で採掘可能なものの三クラスに︑

2重0，000

S00，000

十が以内︑三ナがから五十が以内また確認埋蔵鰍以外では採掘可能

米国のウラン食原（i979年隅田現寝）

力

原

Sq5，000

皇，505，000

iトン）

︿米DOε﹀

T00，000

920，000

（％）

ioO

920，000
蚕，300
、、1

一フ

ウ

州

Q6，000

R7

他
の
ｻ

米エネルギー欝︵DOH︶はこ
のほど︑五十斌以下で擦掘可能な

Rユ

ス
サ
キ

「50ドル以下」の見通し発表

米圏内のウラン埋藏璽の見通しを

T0，000

T04

e

Sとは

N

52

Q87，000

グ
キ
メ
一

ミ
オ
潤@イ

ン資源92万㌧

今回の兇通しも従来遜りポンド

Q30，000

r彗

@

447，000

コ

！

009
O06
O05
O07
O07
oo7
ン

539
ニユ

2go，ooo

4三5，σ00

P5〜30ドル

、，1
合

ル
｛ll

能
r・ぎ
ト
ス
コ

ドル
播

・・∫能（人〉

礁1幽犀蔵1貞
j／1b，U像0卜）

米国の確認埋蔵量

とりまとめ発表した︒

R0〜50ドル

ﾖ力トン）

昭和54年5月248
二

子
（第露穏郵庚幽幽葡

第978号
（5）

三

業
産

力
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六︑照射線蟹を減ずれば︑単笠

能な発ガン効漿が規われるかもし

たる職業被曝に対しては︑識別刺

な線騒︑例えば高線量の一生にわ

ずあり得ない︒しかし︑より大き

が放射線による発ガンの危険性

将来相当数の入口を盆む小簗団

ループに対して別に計騨される︒

には︑その危険度は発生し易いグ

の種の小集醸の人数が多い場舎

易い乳ガンの鵬命のように︑こ

に比べ女性の方がはるかに発生し

きるデータでは︑危険の埴艘が示

老化︑劣化︶に対しては︑入手で

の人体への影響︵例えば臼内陣︑

いるガンおよび発真上の影響以外

九︑本報告需の中で考慮されて

多分存在しないであろう︒

倉︑この効果に対するしきい値は

れた適伝の効果を評価する新しい

三︑委員会は第一世代で表現さ

当たりの効果として表現される︒

当な補正をして︑一世代︑一レム

ような︑特別な状況に対しては適

放射線に照射された小グループの

伝上の危険の推定は︑高しETの

れない︒

線騒について観察される昭酎効艇

果の現在の評価は一九七二年のB

EIR報告のものとはそれほど異

なっていない︒第一世代において

人間のデータが無く︑またその

る週伝的影響に関してはほとんど

一︑放射線によりひき起こされ

の照射は︑遺伝的平衡において︑

れている︒各世代が受けた一レム

選伝上の障害燧加となると推定さ

出生児に対し五〜七十五の蟹大な

定さ︑幅を考擁しても︑出生した

線による全身被曝の彪険度評価で

ガンの危険度擦定﹂には︑付録と

低LET放琴線の金津被曝による

果︑本文の第五醸第三簡撮線騒

，

安全で環境に調翻した原子力発電：

一それは東芝のモットーです一

米BE−R
報告から

※科学アカデミー・放酎線生物学的影響調査委質会︵委員畏・ラドフォード・ピッツバーグ大学教授︶は︑このほど低線騒放
射線膨響に関する報告講を発表した︒これは同委員会が一九七六無以来︑米環境保謳庁の要講を受けて︑原子力発駅所などによ

ことがわかれば︑それらの危険

危険性の増

関係する︒このような影響に関す

は︑照射の行われた段階に大きく

ようなデ⁝タがそう近い橿来に現

幼児欝万について約＋万七千の適

人問に関するデータの解釈をめぐ

の実験におけるねずみのデータか

して︑少数グループの反対望見も

の報告霞で述べられているものと

が︑その結累︑危険の推定は︑そ

干iO8東京都港区三囲三一∫目13番12号THL東京（03）454−7111（大代）

方法を用いたけれども︑二野的効

減じるであろう︒しかし︑線麟率

は︑これまた別途霧囎する必要が

大はわずか．

ガン発生に対する危険評価におい

るほとんどの鰺報は︑実験察にお

の遡伝的影翻に蘭する現代の理解

幡は︑人闇の簗団に関する放射線

物学的挙動も実験的に研究されて

九KERMA︵平均の胎児への射
線線による突然変異の物理的︑生

現在の推定に照らしても︑危険は

伝的な心身機能の不調発生という

線墨−効果関数の最近の理論と性

部をしきい償以下に下げることに

らの螺線的外挿が︑今般の人ロ簗

掲戯されている︒

三︑人体に関する研究から︑放

判別しこれを計算から除いたとし

よって︑照射の影響を減ずること

団に対する適伝的危険を評価する

の比較を評価するときは︑この委

原子力事業本部

されていない︒

が減じたとき︑単位線騒について
ある︒

て︑線蟹率の効果が不確定性の根

ける動物実験から得られている

一レムの照射があたると︑百万の

は︑一般の入口簗國に対し︑親に

特定の評価の数億ばかりでなく︑

が︑人間のデータから理ることの

源かも知れないと認めている︒

選伝影響

数霊的危険評価に含まれる仮定︑

の璽大な週卓上の変化が猶加する

で発育上の異常が観察さ孔てい

いる︒これらの理由で︑人体への

︵注︶

質の異なる放射線に対する線騒率

の悪見の対立がみられた︒その結

小委員会のメンバ⁝の間にかなり

％︑男性に対し二︒七％となって

ても︑全体の危険評価が大きく変

墓礎を形成している︒委員会の適

員会の費任範囲をこえた倫理的お

に関する結論は︑以前の推定に追

ほとんど顕賞である︒人体の危険

國原子力発聡毅備一式（原子炉、核燃料、夕一ヒ：ン、発躍機

は︑とくに低しET放射線の場合 を相蚤大きくもっているという

観察される影響を憩加する磯構

八︑切期の胎児および三か月を

るガンの危険の計算に対しては︑

方法︑そして不確定さにも璽点を

経過した胎児への放射線の影響

委員会︑はしきい値なしの罫線仮

存在するようである︒委員会は︑

が︑とくに高しET放射線の場愈

く者は︑バックグラウンドを数倍

説︵線鐙と碧羅に露線関係を仮

危険に対する推定は︑実験窺にお

以降の顕著な進歩といえぼ︑放尉

る︒広謡における原子爆弾のデ1 はすべての器官について同様であ

騒腰ガンマ線一・三ラド︑中性子

影響の評価における不確定さは︑

ると擬えられている︒さらに︑放

間線瞳により異常小頭の発生が示

線○・一ラド︶の範囲の強列な空

選伝上の危険評価には存在しな

は︑X線やガンマ線を指す︒一

た︑これらの異常の多霞標因粟関

観察されている線罐率の効累もま

の効果に関する学報も検討した︒

要な決定要素であることがかなり

いる︒これらの危険評価の数字の

鰯で発図上の影響が測られる場

ができる︒密々の細胞に対する掻

発艦し︑しばしば多くの将来の世

よび社会経済的判断を響蓋しなけ

一般には一九七二黛の報告憲に述

叢難品闘

る低線騒被曝が人間の健康に及ぼす影響を調査していたもの︒それによると報告は放射線によるガン発生について﹁数レム以下

の放射線被曝によるガン死亡の危険性は自然発生ガンよりも少ない﹂とするなど︑一九七二年の同委員会報告をほぼ踏襲した結

論となっている︒今回報告は同線鰍影響椎定について﹁現在の研究段階では十分わかっている面もあるが︑今後さらに新しいデ

ータにもとづいて検討を行っていく必要がある﹂としながらも︑同委員会が今回コ九七二年報告の縮論を大幅に謝きかえる必

要はない﹂との脅えを打ち出したことは︑今園調査の発端となったマンクーソ・ピッツバーグ大学教授らの﹁許容線騒十分の一

このような作業考の数は楢加して

牲的な対応を示すには︑人聞に関

に対しては自然発生率より一・二

線を含む発ガン物質に接した後︑

四︑前章でふれた危険の推定の

て︑低しETによる被曝では薗線 〜四・五％大きく︑男性の場盆○

ガンの危険性およびDNA損鵬のタでは︑敏感な期闇に受けた一〜

ならない︒しかし︑墓本的病審の

と推定されている︒

颪万の出生兜について六十〜千百

も超える職業被曝をうけており︑

引き下げ論偏を否定することを恵味し︑今後議論を呼ぶことになりそう︒以下に概要を紹介する︒

・科学的観点・
おくべきであるという津蟹に到達

には不十分であると確面してい

するデータもヤ分である︒実験塾

委員会︵BEIR︶報告﹂を最 新 版
う︑注愈を喚起しておく︒それら

・八〜三・二％高いと推定されて

感受性の繕加が人間の遭伝子にみ

七︑一九七二無のBEIR二選
の動物の場命︑＋ラド以下の線騒

ける動物実験のデータによらねば

われることもないので︑選伝上の

定︶を 用 い た ︒ 委 員 会 は ︑ 理
した︒十ラドまでの全身被曝に対
る︒

が︑発脅上箸懸な段階に灼する定

いる︒

論的考察はもとより︑実験値お

ガンの一生にわたる危険は︑女性

する低しET放射線がひき起こす

できる澗報は︑置上な補正をする

委員会としては︑ここに示され

よび人 体 に 関 す る デ ー タ が 以

は︑とくに腸線騒の健康に対する
仮説に基づいたほとんどのガンの
いる︒これに対応する一回の十う

っている︒つまり︑低線騒におい

とすることを愈函している︒この
影響をよみ取る蒔には不完全なデ
危険の推定億が高くなっており危

許容量は現行で⑪眠

性質に関する偶報はあり︑それら

自的を還成するため︑われわれは
ータにもとつくものであり︑大き

次第︑変更されるものである︒照

い︒人間のデータは︑全般的染色

本報告の中で扱われた危険性の繋

係の鉄漿であろう︒さらに︑照射

は︑分別した紬縞および輝線羅率

低線騒および低蒼蝿率に対して

なお︑低線騒︑低しETの放射

橿す︒

﹁低﹂ETの放射線﹂

されている︒全体の奇形あるいは

体の異常からひき起こされる適伝

際︑委員会は人口簗戦中の駅伝的

小さい︒

機能的損憲が多分︑単一の欝標物

ックグラウンド︵全身線羅鎌間約

と思われる︒確かにそのようなし

考慮した︒さらに︑曲線の座標の

疾病の数に関する新しいデータを

︒四〜三二・六％の堰加︑男性の 駕が︑多くの翼翼子を含むと仮定

に苅する防護をすれば︑特定の敏

はっきりしている︒この理由か

わることは︑まず超こらないであ

って︑BHIR委員会の人体影響
された大安國に対する軍規である

感な時期において受けた線騒の一

と容易に区糊される︒しかし︑放

ろう︒しかしながら︑例えば男洪

代にひきつがれていく◎人体への

ればならないことを知るべきであ

週伝上の危険に関するこれらの

遍伝的危険の描定は︑一蛋のあ

ンに関ずるものである︒これらの

危険の認定は︑ひき起こされたガ

る︒問題の一つの例として︑ガン

べられているものと基本的に異な

結論は一九七二奪のBE亙R報告

る時期に璽大なハンディキャップ

と璽大な遡伝的機能陣審の社会的

るものではない︒

用を必要とする︒また人体への影

をひき起こすと判断される心身機

ほとんどが致命的ではあるが︑甲

な聞題を比較することは︑極めて

響は︑胎児の照射によりひき起こ

子によって︑かくされてしまうで

状腺ガンのように治療司能のもの

困難である︒

こされた人体への影響は︑照射を

あろう︒この二心率で︑低しHT 能の不調を伴う人々にのみ隈白し

を及ぼす環境あるいはその他の國

た︒この範鋳においてさえ︑ある

き︑医学上のその後の手当ての費

もある︒しかし危険はあとをひ

受けた番のみに発生するが︑これ

幅は︑これから詳細に述べる不確

現行線量は受．

定さのいろいろな磁子の中に反映

は︑低線騒で低しEτ放射線の発 年のガンマ線あるいはX線の石蝋

れられている科学的な基礎はない

機能の問題はあきらかに他のもの

ータによって強められてきている

が︑政策あるいは規制上の決定

放射線の線騒による発ガン性およ

より璽要である︒こうしてひき趨

以降得られた新しい方法およびデ

効果曲線の形状に関して極めて不

は危険評価の立場から行つという

び奇形発生の効累が︑予想される

いる︒遥伝的および人体への影響

定要躍でできるだけ表現するよう

している︒

率が人体に有審かどうかを短らな

正確であることを知っている︒保

ことが︑曳くから認められてい

将来に実証されるということはま

結論・

け入れられる

線羅における危険の罫価は︑デー

た︒委員会の構成員の異なった立

される璽大な奇形の問題を黒んで

ら︑委員会は︑危険度を年齢−特

にすすめている〇

い︒どのような入体に対する有審

る感受性が︑大きく異なってい

れ放緊線によるガンの誘発に対す

タそのものよりも︑線鰍一効果

場を解決するに得たり︑委員会は

と頬当してひき趨こされる適伝上

全体の危険農を弩慮すると︑鞠部
や甲状腺︑鮪ガンの腫瘍の方が︑

ガンの危険を如何にして課懸する

な影響も︑放射線がひきおこすの

る︒放射線による白血病の誘発

関数の数学的形状に関する仮定に

加されそれを大きくしてきたが︑

は︑その病気が自然には例が少

依存するであろう︒低線騒におけ

の陣霧は照射を受けた人の子孫に

射線により誘発される悪性疾病の

るガンの危険は︑女性の場△口で八

出職で五・二〜一七・九％の猶加

て小さな簗団についてのデータが

滑り︑放射線に異常に敏感な樋め

ガン発生

なっている︒

となっている︒これに対憲する死

という点から響懸され

の限界を強調している︒この不確

まず低線麗で放射線破鰻を受けた
な不確定さを禽んでいる︒これら

鐡に関する主要な閣心薯ーーに︑
射をうけた社会あるいは欄人に対

以上から生じているので︑それ以

速陽早や中性子線︑アルファ線を

方︑﹁高﹂ETの放射線﹂は︑高

十分の一引ぎ下げ論を一蹴

二︑遡伝の危険性を評価する

的影響の推建に用いられてきた︒

％︑男性の場台○・四〜二・O％ 感受性のもつ役劉は︑発ガン物質

常の程度に応じて変化している︒

きい値の証拠はあるが︑大畑に異

と︑その社会が放射線を利用して

麗のしきい値の存在が予測される

下では影響が観察されない放射線

恩態を受けるならば︑それは

の危険性推譲の要因を変更すると

してこれらの勉険がなんであろう

られるという認識が増えたことで

なければならない︒委員会は法規

しい釣合
射線に対する被藤では︑法線璽に

となっている︒毎隼一ラドの騒を

人口簗団が照射を受ける放射線

ある︒ガン発生に対する体質上の

百︑︑野レム︶と︑放射線の医学的利

制上の隈界を進謡することにも︑

ではないようで︑薯実過少評価と

おける危険評樋が危険の過大下等

ドの被繋による死亡率の推定増赫

ということである︒高しETの放 は︑女性の場命○・五〜一⁝・七

険の上阪以上とみなすべきでない

用︵人体の各麗の組織に岡横な線

また放射線利用にともなう蟹用

正

特定の個入については︑自然のバ

も︑灘任をもつものではない︒

一便益問題にとりかかることに

射線を被毛したときと︑ガンの発

亡率の贈加は女性に馴し一六・九

盤を与える︶によるものである︒

ックグラウンドによる線麗は︑生

これらの問題は︑今圓の作業範囲

生したときの葎齢が︑放射線によ

理的な嘱駈によって異なる︒放射

りひき趨こされるガンの危険の生

・

一

れる原子力その他の薩藁施設で働

・

．影響少ない

郎難破鵬より
・：

がはるかに大きいことは︑明白で

かということについて一致した葱

と岡じょうに︑人体の健康に影響

五︑われわれは︑蔭︑︑掛ラド／

ある︒

見を得ることである︒このような

四︑委員会の簸も困難な作業

二︑委員会は人閤のデータから

評価に対する適当な︸般に受けい

白血病よりもむしろガンの危険性

て現われる人体への影響であるこ

低線騒の場△口のガン発生の線麗−

得られた情報が︑放射線︑とくに

るガンが︑放射線照射の後になっ

示している︒器官や組織はそれぞ

とについては︑いろいろと証拠が

一︑各種の盟窟や組織に発生す

るものである︒

性物簸あるいはX線機器の使用さ や委興会の騨門知識の範囲を超え

一生被曝することで引きおこされ ころまではよくわかっていない︒

活の習慣はもとより高度および地

の霊要な寄与は︑やはり困然のバ

間題を簗中した︒

らびに遡伝上の危険li大人口簗 の評価は︑晒しい欄報が入手でき

人々に対する長期にわたる人体な

本報告は一九七二年に出された

・：・序 論⁝

ている危険の評価が︑決して正確

下の点を示唆していることを頬

・

﹁放射線の生物学的影響に圏する な数騒的期待煙と解釈しないよ

から推定

貫・
梱層 ■o・・○
梱夢●
巳9●． ・亀

く︑放射線による発生が比較的趨

社

京芝浦電気株式会

東

o，o●
9・齢・曹
「■，
隠●8■．
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●o●

り局く︑潜伏期間が短いため︑他

＝
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から合計ニナニ件︵うち二件は論
文提出︶︑フランス側から合計十
三件の耀し込みがあり︑発表総件

今園の連騰委員会にはフランス

数は三十五件となった︒

研究発表を終え︑年後には今後の

巖終日五月十日年前ですべての

究所を訪れて毘学︑この後︑共岡

ール氏を加えた︸行雨名は高崎研

大使館原子力アタッシェのギュマ

フランス代表三碧に駐日フランス

連絡委員会を終了した翌十︸臓

うことーーの二点について提案が

儀澄をとりまとめて悩報交換を行

ついては隼︸圃の割合で双方の報

研究協力の進めかたについての敷

研究の三テーマについて高望研担

れた︒

策的な討論に移り︑遡絡委員会の

当者と詳細にわたる自由討論を行

れの研究発表について熱心な曜疑

あり︑さらに両氏によって日仏そ

議事録を確認したうえで日本郷代

応答が行われた︒

れぞれの国における門放射線プロ

表重松氏︑フランス側代表レジェ

日仏連絡委員会で︑放射線化学

今後

一層強化を

協力体制︑

あった︒

セシングの現状﹂と題する講演が

氏によって議事録への署名が行わ

た︒この問題は軽水炉の冷却桝喪

還した促進劣化試験法が紹介され

る︒現在の協定の墨隈は一九八○

的に延長されることになってい

長の停止を串し出ない限り︑自動

けでなく︑実用化に関する麗璽な

この中では︑単に学術的な偶報だ

は大きな意義が認められているQ

菓を公表︑情報交換を行うことに

った︒﹂

テーマごとの発表に移り︑それぞ

失讃故を模擬した環境条件におけ

年五月となっているので︑協定を

技術的データの交換も行われ︑両

・

成果

否について議論が行われたが結論

連絡委員会では協定の延長の可

もたらしている点が特長と雷えよ

国の今後の椎進に礒接的な効果を

たる主題について両国の巖近の成

る電線︑ケーブルの耐放射線佐試

に串し撮なければならない︒

傾止する場盒には今年十一月まで

の基礎から応罵まで広い範囲にわ

験法の開発とも漕運して今や世界

◆

的な問題となっており︑今後︑臼

⁝計商品化へ
研究協力の各テーマについて両
仏研究協力でもより緊密な協力関

CTA蝦線量

行われた︒五月七日午後からは各

第15回連絡
委員会から

⁝
⁝

昭和四十一矩に睡本原子力研究所と仏CEAとの闇で放射線化学に関する研究協力協定が締

じ＝＝一＝一一＝轍＝＝扁＝＝榊＝＝嚇一一＝一一一曹榊諮＝＝需＝一一一＝一一＝鱒＝一＝一＝＝＝一一二＝＝＝＝一＝＝一＝＝＝＝＝一一＝扁＝一一＝胴一＝一＝二一＝＝二輔＝闇＝＝一＝働一＝一＝輔鴨＝隔＝一罵曽皿＝＝：

⁝
⁝結されて今年で十四銀︒両国聞ではいま日進月歩の放射線化学利用の進展を背景に照射技術︑

⁝工業利用などに醐する研究協力が慈ピッチで進められようとしている︒研究協力の現状はどう⁝
酬

酷なっているのか︑今後の計画では何が重点となるのか︒今回は日本凍子力研究所高崎研究所の⁝

⁝

⁝小林昌敏開発試験場長をわずらわし︑さきごろ萸票で開かれたB仏煙格委員会の成果を中心に

研究協力のテ⁝マは大別して共

について討議が行われている︒

マの検討や協力の騒騒的方法など

竃一欝：二3＝＝＝儒冒一一需＝＝幽＝ニニ曹＝需＝＝＝＝＝＝コニ＝脚一篇二日一階＝＝＝営＝二＝瓢■柵＝＝圃＝＝＝二欄二＝：＝＝＝＝：＝＝コ＝＝一尉

欄協力の動向をご紹介願った︒
零営＝輔＝＝＝騨＝＝＝：＝：＝一＝＝鴛瓢＝一

盾ﾌ研究

発表中心に
の三種類に分類され︑共同研究の

岡研究︑共通研究︑一般共遡研究
舷の巖近の成果がつぎつぎに公表

によって椙談し︑十一月までに結

ては密接な協力関係がもたれ・今

CTAフィルム線騒計は日仏共は出さず︑今後双方が文書の交換

係が期待されている︒

論を出すことになった︒協定が重

PRーセンター長︑G・ゴーサンについては討論に十分な時闇をさ

側連絡委員として3・レジェCAされたが︑とくに共同研究の瓢件

同で開発した無線鰍測定用の線璽

九八○年五月には日本で第三回放

会が開膣されることになるが︑一

協力の成果も数多くあげられてい

ける実用化にもみられるように︑

のフランス側連絡委員のメンバー

予定になっており︑β仏研究協定

の交換だけでなく︑蠣璽に峻討さ

くするためには︑単に学術的惰報

いて二国間協定の効果を一層大き

しかし︑現在の溝報化時代にお

究については年二回︑共通研究に

力体制を強固にすること②共同研

比璽を大きくすることにより︑協

い︒

て発表をつづけることを期待した

究協力がさらに長い絡来にわたっ

︐遡

ミ︑

＼一／

即
．・f殴

茜学

／

二曲馨

原子力施設では、放射線菅理を厳しく行い、施設周辺への影響をできる隈

︑

り低くすることに努力しています。この目標纏として原子力発電所周辺で

灘㌔9ぶ㌧

レム／年が承されております。こ

隠／y

は、漂子力委費会の指針により5ミリ

連絡婁鼠会
日本原子力研究所とフランス原
テーマについては双方が密接な連

計だが︑最近︑フジ写真フィルム

CTAフィルム線騒計の両国にお

回の遡絡委員会で決定された国産

写翼フィルムが襲業生産に移り︑

とくに共同砺究のテーマについ

スCAPRーセンター撰代理︑い
Lて検討され︑またそれぞれの共

曹される場倉には︑一九八一年に

う︒

・ジルCEA研究・応用部主任研同研究テーマについて立仏協力の

がこれを製品化し︑試作昂を提供

放射線グラフト重ムロを応用した

臼本では代理店として東票ニュー

成果が認められた︒

フランスで第十六圓日仏遡絡委員

委員としては望月勉原研理事︑重

開発した凝集剤がすでにフランス

高分子凝藥剤の研究では高三門が

究員の三氏が来日し︑日庫側連絡

した︒この線騒計は近日中にフジ

原研客員研究員の三民が出席し

がこの機会に来日することも予想

る︒

されるので︑その際︑日仏研究協

射線プロセス国際会議が開かれる

松友遂原研高崎研所長︑桜田一郎

簸ε

にもとづいて共同研究のテーマを

れた研究計画の分担と︑協力体制

選び︑協力を一厨緊密にすること

力について葬公式の討論を行うこ

日本側からは研究協定の効果を

とが禽愈された︒

ロセシングの実用化が世界的に高

の必要性が癌感された︒放射線プ
クリア・サービス︑フランスでは

mた︒

揚期を迎えつつある今鼠︑二仏研

より大きくするために研究協力の
側に送られており︑フランスはそ

羅響霧講論小林昌敏

﹁協定延長﹂は秋に結論

共同研究強艦検討へ

ることになっている︒第十四回の

の研究成果について情報を交換す

究についてはこれらのテーマ以外

成果を交換すること︑︷般共通研

の礒究テーマについて双方の研究

になっている︒共通研究では共通

携をとりながら研究を進めること

子力庁︵CEA︶との闇で締結さ
れている放射線化学に関する研究

協力の協定は昭和四十一年度から
実籐されており︑今年で十四山程
を迎えることになった︒この協憲
に基づいて鼠仏連絡委員会が開か
れてきたが︑鰻近では一一輩間に二

園の謝合で日本とフランスで交互
に行われることになっており︑そ

五月七日から五月十冒までの四日

の第＋五回目のB仏違絡委員会が

間︑粟京・薪橋にある田本原子力
研究所本部で開かれた︒

放酎線化学についての日仏研究
協力協定では臼本側は田本原子力

連絡委員会で叡り淡められた研究

研究所筒崎研究所︑フランス測は
フランス原子力庁サクレー原子力

原子力庁︵CEA︶が販売する予

イ／（一）は嗣國の日仏連絡委員会で変史のあった僻

現在共同研究として進められて

ム線璽計の開発については近い再

＼

⁝

高感度電離箱式

壽ノ尊

皇基方法を改着することが提案さ
の実用性を検討しているが︑まだ

究謙題を小す。

れ︑その条件として①共岡研究の

た︒このぽかB本側からは原研高

線蚤計を用いるためのマニュアル

定になった︒このCTAフィルム
ゑ

しく継親中の3共同研究n果題を撫す。またアノダーラ

テ⁝マは一麗表に示したとおりと

○放射線力田

原子登用高分子材料の試験法に

結論は出ていない︒

っている大学関係蓄も盒め多数が

嫡研・客員研究員︑研究嘱託にな

○低ク♪∫方文身f糸泉イヒ罫

に共同研究を進めることが三態さ

◎原f力施設における尚分f蘇れん命の養し礎研究
○蚤合体の放射線化

の作成について︑日仏両国がさら

◎り、用化のためのCTAフィルム線雛FJの堅磐

ついては︑軽水炉に用いられる躍

含フノ素エラストマー

線︑ケーブルの絶縁材料の耐放射

スチレングラフトセルロース繊維の染色肖

線性の研究結果が両国から報告さ

（1972終∫）

五月七日午前十蒔︑臼本側を代

○繊雛の仕｝け

研究所応構化学部放射線高分子応

○放射線蓼合

力

原

○放射線汝で竹られたグラフト雲】、重合体

レムの瀾定

年閥

≡
働

○ノ1物一∫的に興隆ある繭分∫

RI︶が中心となり︑これに双方 テーマとして決められているのは

○吸着層および薄い凝編層における車合

表して桜田︑望月両段の開会あい

○膜

用センター︵題称カプリ︑CAPなっている︒このうち共同研究の

ポリ塩化ビニル翻｛fへのアクリロニトリルのグラ

れ︑とくに日本側からは酸素籏圧

高分子凝簸劉︑C孚Aフィルム線 出席した︒

フト（1972終∫）

いる高分子凝簗剤︑CTAフィル

来︑共同研究の終結することが予
想されるが︑綴本側から新たな握
案として①軽水炉冷却材喪失累故
を換擬した環境下における醒線ケ
ーブル絶縁材料の耐放射線性試験

る放射線化学の三三の二点につい
日進月歩の進展をとげる放射線化学利用の一例妊殿子炉の安全馬

㌦原研では躍線に放射線を照射し材料に及ぼす影響を研究中︒隔膜㌔

副チレンの膜に放尉線を照射し長寿命化に成功した露池用隔膜㊦︒⁝

㎞装三等にも屠いられている耐放射線性絶縁ケーブル㊤と︑ポリ自明

︷

継

轡

ゼ弩轡

⁝研究ではボタン型酸化銀園池胴のほか霞気自動箏への利稽など大⁝
卍型化が対象になっているという︒

叩

一

r｝

＼〜

方法の研究②酵素の固定化におけ

て共岡研究のテーマを決めるとい
う串し出があり︑フランス側はこ
の趣冒を尊璽して共同研究の可能
性を検討することになった︒
日仏研究協力協定の取り決めで

六か月前までにいずれか一方が延

は︑協定の延擬については期限の

縛

灘毒
．灘

の大学︑研究機関も穆加して研究

放射線グラフト曝合の化批1∫（1974終∫）

唖圖ア回力株式会社

塩

／／

＼曙
＼、

♪∴噺写w趨凛

懸計︑原子力用高分子材料の試験

オレフィ／類の放射線量穰合（1970終∫）

蝋 驚黙
戸
＼

法︑の三つである︒

○γ線、亀∫線およひ腺予炉内放射線の線敏【！1玩

さつにつづいて籔本側蓮松氏︑フ

○甲は現重継日鋼の14十1蟻通研先課題、◎印は難
樗

戸

矯

協力のテーマを決めており︑運絡

○曲分子の架橋と崩壊

下における劣化機構と︑これに関

○昭射目衛

・7

委鍛会ではそれぞれの研究テーマ

方文身｝線［占1才11rIl合

ランス側レジェ氏から概況三明が

｝泉r力1縫湧分∫材考1の試験法

昴誌》

技術
ウノドプラスチノク複会材（1970終r＞
スチレ！グラフトセルロース緻維（1971終f）

今園の第十五回日仏運脚委員会

源f炉の化≠利用 α968終∫〉
ORIおよひ亀∫線を∫τ｝いたパイロノト規搬の解射

についての研究成果を発表して繭

（1971薯寒∫）

では各研究テーマについて田本側

ぢ染短策
○環境

i；品の原∫力への応用
○イ！機材露ならびに【

一
国
放射線グラフト承合（1971終Jつ

報の交換を行うと同時に研究テー

◎向分f凝集制
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中

業
産

子

昭和54年5月24日

のようなわすかな放射線量をMAR−5明りは、安定してしかも精度良く測定

することができます。

旭川、札幌、弘前、仙台、新潟、浪江、水戸、二本、金沢、名門i騒i、二二、崇都、大阪、補し猛、高松、松江、広鵠、椴ま」、福臥長崎、熊本、鹿見脇

㊥181東京都三鷹市牟ネb6＝「∈ヨ22番目｛華｝倉（0422）45−511耀

一霞979号一
纏琶和54琿5月31Eヨ

毎逓休載霞1発行

局面打醐に全力態勢
﹂信頼圖旛隅へ決意額たに
と分析したあとわが国の原子力閥
発の現状については﹁原子力行政

外交︑国際協力活動の総禽的推溝
③宙主技術の実用化方策の確宣推

科学技術予算

これからの技術革新に対し先灘的

独創的な技術︑とくに原子力など

点的に進めていくことが肝嚢と掴

役翻を果たす技術の自主關発を璽

軽田運が見解まとめ要鐙

三年闇で科学技術予籏を倍翻する

摘︑政府に対し①五十五年慶以降

三年間で倍に

総舎的推遊iiなどを璽点的に実

経済団体遼含会は﹁技術關発の

進④放射性廃磯物処理処分対策の

癒するとの警え方を明らかにして

推逸に関する見解﹂をとりまと

総会議購の終了後︑﹁原子力

め︑二十鴎日︑来臨度予騨編成に

だけ緩く国民筋響の三％︵現在は

とともに︑研究開発擾翼をできる

いる︒

め政府蘭係筋に提出した︒

反映させるよう大平総理大箆はじ

委腿会︵毒出簿吉婁醗畏︶が中心

﹁罠解﹂は岡遡合金の塵業技縦

る③研究開発の効率化︑璽点化が

対する助成策︑刺激策の強化を図

の大蟷濫倫など民聞の技術騰発に

制上の優遇描鷹や委託蟹・補助金

E一％︶にまでもっていく②税

ついて﹂と題して特罰識演を行っ

発爾に関する隻物学的リスクに

護婁員会山風はニギガワットの

となり︑今後の技術開発をどう進

たE︒醤・ポーチン英国放射線防

電力を得るための原子力のリスク

蓄え方をとりまとめたもの︒それ

めていくべきか︑産業雰としての

重れるよう︑科学技徳会議機能と

度﹂と生葉︑原発の放射線リスク

組織の強化など︑蕨要の行政改革

は一︒五〜二入死亡／筥万人程

によると︑わが国経済の侵期的安

求めている︒

を行う一iなど諸点の

を

が他の産業リスクに比べ低いこと

命題とした遠耳から︑このために

定成長︑産業欄造の縫箔化は至上

実行
を強調した︒

は今後︑技術建玉力を〜魍強化し

薄えを強調した︒

j不拡散と平⁝

⁝⁝⁝：：露霞部A熱二葉まとまる・⁝

国際核燃料サイクル評価︵IN

門核不拡激と再処理︒プルトニウ

FCE︶協議第四部会は十八臼

ム利薦は両立しうる﹂とした報告

同報歯に関し︑霞野正登科学技

搬をとりまとめた︒

^概要羅1櫻後1難轟羅套二重晶強電射欠三次属結の損ず傷

田本原子力薩業会議は五月三十団︑稟泉・丸の内の臼添工簗クラブで開いた第二十八回遡常総会で

①昭和五士二隼慶叢務報告と収支決騨②照和五十照無爵竈簗計醸と収支予簾粟一1の濁議案をいずれ
も康漿通りに可湊︑薪隼度へ陶けスタートを切った︒五十四年慶購繋愚蒙は①禽藤の形成②謹言醐発技
改離が行われ︑大規模な原争力開

また懇親パーティで︑属間再処
理法纂審議終了後国会から駆けつ

コ

備された﹂としながらも︑

会︑松繭逮郎︑吉霞正雄︑藤原罵
雄︑佐藤昭炎︑中村利次︑秦蟹各

けた金子科学技術庁侵宮は同法薬

藍鼠がアジア地域における核不拡

方新規の原子力施設立地は依然と

術の実事化③INFCEを中心とする国際的対応⁝1などが麗点︒うち﹁含恵形成﹂では覆しい安全 発を進めるための社会的条件が整
規舗行政の定魑化をはかるとともに総愈立地政策を充箋・大規模開発へのコンセンサスを確立してい
くほか︑﹁自主捜術の実用化﹂では流励駒な国際摘勢を鷲禦に国玉技術の定魑に金力を傾注︑今後の

象までは昭和六十年三千三函万K 報告したあと﹁代替エネルギーと

原子力開発に瓢周颪を開いていく謝画だ︒

の現状についてコ時緩和の状況

あげ政府の見えをただした︒これ

づけ︑安金確保など諸闇題をとり

に対し大平首相は﹁省エネルギ
ー︑新エネルギー開発では大閣な
政策を立鐙︑魍際協調のもとで実
行に移していかねばならない﹂な

術庁原子力熟客はニナ細田︑謬議

ム利粥の基礎技術はすでに確立し

賢疑に答え︑熱処理・プルトニウ

院科学振興対策特劉婁員会の席上
ともに︑とくに原子力駆発につい

の取り組み姿勢を明らかにすると

どと述べエネルギー政策への政府

開⁝一NFG巴⁝⁝⁝⁝⁝⁝・・

議のため国会出庸中の金子皆三科

敬︑公開の原則と企業機密︑エネ

が参院科技特で司決されたことを

総会であいさつに立った山沢広
学技術庁擬富に代って羽生田進科

騨薗でも横極的に取り組みたい﹂

Wの灘成も必ずしも容賜でない状 しての原乱調の役儀は大きい︒予

して難航している﹂と播摘︒この

巳会擾は︑まず？M玉原発購書に

況になるとし①新原子力行政の早

した︒また︑採決につづき公明党

ルギー政策に占める原子力の位躍

を暴していたかにみえた石墨悩勢

再処理瑠業の民懲化を園ろうと

料サイクルの確立②再処理工鵬運

を加えた四党から①霞電的な核燃

とあいさつした︒

はイランの政変をきっかけとして

期定魑と国民舎愈の健逸②原子力

について審議をつづけている認識

する原子炉等規制法一部改正法案

黎倣本会議経て成立へ

再処理法案︑可決

新たな危機の様桐を深めてきた﹂

学技術政覇次蜜が﹁安全対策を一

ついて﹁同炉の待殊な設欝からわ

研究などにも穰極的に取り維んで

る︒安全確優については国際共著

恩はますますひつ迫してきてい

鵬源太郎五爵政務次窟は﹁石油二

努力したい﹂とあいさつ︑また中．

輪強化するなどして儘頼の回纏に

⁝和利用は両立﹂⁝

が国ではこうした嬰故は起こり得
ないだろう﹂との基塞的な響え方
を組しながらも﹁しかし︑この購
故を謙膿に受けとめ︑今後の原発

ならない﹂と指摘︑さらに﹁核燃
いきたい﹂との江騎夜鷹大臣のメ
ッセージを鴛潤した︒
一年

転に際し周辺環境への膨響等に留

含意を郷つつこの原畢力を明露の

既

安全性の向上に心を配らなければ

しろわが溺の原子力開発はいまこ
総会はこのあと①昭和菰±

度簸務報鰻と収翼翼騨②照和五十

鴎年度購藁誹鶏と収支予籔一1の 院の科学技術振翼対策特別婁員会

ているなどと述べ︑その内容はほ

ては内外叢叢の変化にも慎璽︑柔

ためのものとして︑また続く世代

@i都
@五文

料サイクルにしろ︑新型動力炉に

れを産藁化しうるか習かの麺戸際
に立っている﹂と述べ︑広く三民

︵腰許啓典婁員長︶は蕊二日︑大 愈すること③再処理廃液処理処分

議にかけられた後︑可湊︑成立の

両議薬を審議︑いずれも原譜堪り

技術研究開発の強化など六項冒か

的合愈を簿つつ山積する函難の克

ら成る付帯決議について動議が提

ぼわが國がこれまで主張してきた

平蔚相の出腐を求めて締めくくり

を煩浅︑鰯属の理解と禽蔽を得た
翼疑を行った後︑擦決︑この紬菓

み上げていくとともに︑こうした

る︒しかし︑日本のエネルギーの

わめて厳しい環塊に蔭面してい

わが隅の原子力開発は境町︑き

る必頭があり︑これにともなう核

横する困難を一つ一つ克服してい

醤来を弩えると︑なんとしても山

かなければならない︒同階にその

燃料サイクルの自立︑さらには軽

の海難な問題を莞服していかねば

開発といい︑わが国の原子力開発

に明示することにより広く国民的

ための方向とプロセスを国民の前

はいま︑これをよく実矯化︑薩簗

べきだろう︒原産はそのための溜

のためのものとして開発していく

動を今後とも惜しみなく腿糊して

化しうるか薔かの瀬戸際にたって

たる研究開発の成歯を誹画的に実

いる︒しかし︑過虫瞑半世紀にわ

核燃料サイクルといい︑動力炉

ならない︒

水炉に続く新型炉の關発など多く

藤味で軽水炉の定魑化を一鰯はか

っていかなければならない︒この

さらにこの興体化に努力していき

岡法案は六月一Bの参議院本会 軟に対処しながら蜜全確保に全力

それによると蝦榮猷画の基旗方

承認︑可澄した︒

瑠故を謙虚に受けとめ︑今後の原

に訴えたい︒

努力の国際的な璽懲性を強く内外

このため原子力エネルギーによ

とを明らかにした︒

逼びとなる見通しQ

子力発餓の安全性向上のために心

一方︑世界のエネルギー胎勢は

たい︒

点を踏まえたものとなっているこ
決をみた︒

出されたが︑これも天成多数で議

来スリーマイルアイランド原発

を配らなければならない︒まず︑

ますます厳しいものとなってい

って磁諾するエネルギー不出を補

いと述べ︑再処理をはじめとする
自民︑民社および新自由クラブ蕊

で趨こった出芽によって原子力発

今後の発電駈数の憩加にともない

より不安定なものとなっている一

備︑緊慰晴の樋報体制の口細と珊りつつある︒石油消壷羅の抑制︑と

いく組織でありたいと念撫してい

る︒

施に結びつけていくためには︑な

@バー弩

ゆ

開発推進へ穂極的に対応していく
党影響の蟹成多数で團法案を可決

躍の安全麗録が破られ︑田本でよ

運転︒保守墓準︑要尉盤成︑黒田

この日︑科技特は年後一鷲開

針は︑まず世界のエネルギー髄勢

服に全力を差引していくとの決恵
を関らかにした︒︵別稿で要懇︶
つづいて︑再処理民嘗化法案審

開発への鱈頼が再び揺らぎはじめ

る︒石製の供給は一無窮罵となり

うやく窺硬しはじめていた原子力

管理について︑その内容の向上に

努力する必要がある︒

賄馨翻TM一の教訓踏まえ

﹁安全実績の蓄積を﹂

たことは極めて遺憾なことだ︒し
かし︑この炉の特殊な錦帯からわ
が国では岡種の薯故は起こり得な
いということができる︒

また︑あれだけの操作︑機器両
面でのミスが璽なったにも拘らず
人的被憲が皆無だったことなどか

故隠の物的︑祇会的膨翻を画定しくに輸入石漉への依存農の軽減は

つきに︑緊慧階の諸墓準の整．方︑その価格も上興の一途をたど

全システムのフィロソフィは謡本

ダンシ⁝といった原子力発電の安

たものにするための購前の準備も単にわが国だけの間魎ではなくい

が必硬だ︒このため原産としても

B料。学募

@譲三
@録1 ．誌一

らみて︑多璽防謳あるいはリダン

的に間違っていなかったといえよ

くことにより再び国罠の儲頼を魏る︒

まや琶界的な寒山ともなってい お今後約四兆円の麟家資金の投入
璽要だQこうした努力を払ってい
しかし︑われわれとしてはこの

う︒

O

1
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力

本

原薩総会であいさつずる膚沢会畏

@九京
@九区
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︵G・ハート委員侵︶は︑八○鍛工のみの穴か月停止決議で︑

排する立場をとるだろう﹂と述べン謙画﹂の一部スローダウンー
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実験データ蓄積急げ
撒纒⁝蕪身添︑遺伝的獲麟で
原子力安金研究協会︵有沢広磁理襲長︶は二士二︑二十四の爾日︑藁京・平河町の全共連ビルで第
十ご鳳﹁原子力安金研究総一発表鍛﹂を開催した︒発表会では﹁放射線の人聞への影響評価﹂﹁原子
力剰余の考え方と今後の諜題﹂など十テーマをめぐって躊発な鍮議がくり広げられ︑﹁放射線の人体

のひろい原子力産藁隠蟹菅の数は

練・煽工︑利用︑廃爽と︑すそ野

り︒原発にかぎらず︑鉱由から精

一方で︑この翻要は萬まるばか

する場愈も縫え︑正確な知識に襲

憩加しょうというもの︒緊急を要

対処の仕方は︑これから飛躍的に

ても︑日常的な︑放射線に対する

破口となって︑欝本でも︑こうし

な活動をしていますが︑これが突

学会もでき︑会誌を発行して癖発

リアル・ナース︵産業署謳婦︶の

題についてセルビー浅は﹁現在の

える側の美髪奮不尾とも相まっ

歩突っこんだ知識というのは︑教

な簸悪のアクシデントは例外にし

マイルアイランド原発瑠故のよう

衝をみると︑心もとない︒スリー

だが︑身体への安全管理という

指灘にあたる︒

内淑子︑草間朋子繭氏が︑世嗣の

を中心に︑同じく璽大医学部の竹

線保健に関する法篠の概要︑⑧放

緊急医療と巨多婦の役翻︑⑦放禦

の膨響︑④放射線防護の墓礎知

研究段階ではパーセンテージにつ
て︑系統だつた知識︑平綴が実施

究Q謬加霰五万円︒

省等からの実務餐二牽名︒圏家科

立︑これをもとに開発の影響低減

部陣彦︑内田鷹夫︵以上︑外務雀︶

膿欝翻一︵以上︑科技庁︶︑矢田

︑瀧

ノ

ム

＝一

鍵

轍雛

縫

磯

VSOSO8080808φO◇08φ8ウ3AXOAV8AV309◇8◇S◇8◇＄O

藤井氏団長に

六月に訪中

科学技術会議は中國における科

憾および曝中科学技術協力のあり

学技術政簾の動向︑研究開発の実

から同三十Bまで十三日閤︑中国

方など調査を行うため六月牽八霞

一行は藤井隆周会議議員を闘長

に調査國を派遇する︒

臼本水薩資源保護協会は︑この

エネルギー研究所︑高エネルギー

学技術委員会︑科学院ほか原子力

の建設︑これに続く核融合動力炉

化を図るのがねらい︒

斎藤移譲︑西諸理弘︑菊池健︵以

費（0鵡22）45−5質4

この夏︑白衣の社会で︑ちょっ

産業習護婦ーー︒点本では︑ま

⁝﹂と︑瀦原路研膨所畏は︑発表

識︑⑤健康診断業覇における暴落

いてはババをみた方がいいだろ
されなかったのが食思︒

に求められる門宮雀恵毘﹂として

いく計画だ︒翼体的には璽調籍前

計画スタート

ほど開いた定例総会で︑今無獲か

構想のもとに︑円滑にすすめられ

る︒

鍵現のための誹画を強力に支援す

上︑文部省︶︑岸沼平︵農林水墨

尉lk糊凹凹的、傭と3、鍵盤尺，L．ノ｝く紙／∵ホ㌧て掃く＼名凸膣、㌧矧1、斌都、大徴、岡臥同1公、1公IL広1赤蝋由＼毒1岡、1鼓胎、嫉本、脱馳、｝

とした異変が起きる一1︒

だ一般化していない耳翼しい呼称

と同時の各蟹藁駈からの問い下せ

た纒織ができるといいのですが：

みに要求されているところ︒

きる産業覇謹婦の脅成は︑巖近と

づけされた迅速な対応・描圏がで

その原闇雲轡門蓄の教黄は︑大

増える一方︒

学︑企業を含め充実していて︑法

に︑強い期待をいだく︒

だが︑その産業習護嬬向けの︑と

ーなどで働く翼翼婦を対象にする

くに原子力発墨所内の保健センタ

初の産業看護婦醗修

婦の毛茸︑⑥放射線蟹故における

これに対し︑パネル討論で田厨
わが国初の﹁放射線璽藁所産藁覆

した︒

護婦研修会﹂が八月

ちなみに︑三瞬間の講議内容は

マウスの照射実験を人聞に外挿す

弥太郎氏︵国立適伝学研究所︶は

これまで︑各原発構内や隣接す

もそれなりに整備されている︒瞑

ずさわってきた吉沢膜雄粟大教授

海研難所︒世心︑放射線医学にた

贋護婦の位園づけ︑②野業薦護婦

ーー︒①放射線管理業務における

る保健施設ではたらく霧護婦のた

家試験制度もあり︑そのレベルは

団から三繍

ることの妥当性について﹁どう人
闇開かれるのが︑それ︒

だ﹂と述べたあと鶯則提となって

闇に外挿していくかが露要な問題

めの知識は︑各襲業所レベルでの

底上げ式に高まっている︒

としての心得︑③ヒトへの放射線

いる全体の適伝記密に占める脅の

射線﹂という特殊な分野まで︑︸

雄蕊に賃っていたのが現状︒門放

原電がこの夏開催へ

傷蜜のパーセンテージがあいまい

また︑ポーチン氏が今後の課題

う﹂との考え方を明らかにした︒

主催蕎は︑Bホ原子力発電︒藁

なのではないか﹂と振摘︒この問

これに対し︑放射線のもう一つ

田干研究では今後さらに実験デ⁝タを薄賭していくことが不簿欠﹂︑﹁TM王原発頚故による危険の

のリスクである門遡伝的影響﹂に

鱒大はこくわずかだが︑これを契機に駿故親の迅速な対旛体制を確立していく必要がある扁ーーなど

にはガン︑細胞の機能鰯審などが

射線測定の墓礎実技︑⑨麟例研

あるが︑この両蓄は区別して弩え

懇談では︑水素気泡の発生問

餓以外の原子力利用の司能性につ

こうした観点から︑原子力船︑

ら漁場環境調査謝画をスタートさ

とする科学技術庁︑外務省︑題産

熱闘的高温ガス炉︑核融命の研究

問︑調蒼に当たる︒

物理研究所︑原子核研究所等を訪

水薩圃源保護協会

開発ならびに放射線利用技術等に

せることを決めた︒これは︑饅林

ﾇ原敏央︑釈陣︑池田畏二︑

る︒

るよう総含推逸体制の確立をはか

農林水産省では︑五か庫謝画で

省︶︑服部典徳︑高田利男︑宇灘

ノ

の葱兇が相次いだ︒

発表金で焦点となった﹁放射線

門欧米では︑すでにインダスト

の人間へ の 膨 響 ﹂ で は ︑ ま ず E ・

指摘︑今後自動化をすすめるとと

題︑燃料破損状況︑原子炉システ

化の真昼牲などについて審議して

対し原子力は一・五〜諸人死亡／

もに︑薯故時の指揮系統を明確化

して輿体化していく方針Q

討を憲ぎ︑館員会を設躍するなど

このため︑水産資源保謹協会で

再開理工堀の建設翫画の円滑な推

いて︑さらに追求する必鼓があ

科学技徳会議出自調奮圏

ジル二塁イ被櫻管が炉内の水蒸気

素を盒む気泡を発生させたものと

と反応し格納容器内に相当羅の水

雲癒による気泡の発生について︑

は︑実施体認のあり方について検

M・

爲※規制悩報交換取り決めに基

来B申の米三門蜜が雷明

→明は解析待ち

両氏はとくにジルコニウム⁝水
程度で︑これは来圏で一隼間に放

いて︑翼翼的な討論が行われたQ

懇談した︒

のリスクを細かく評価していく必

し︑入念なチェックを石っていく

ついて講綴したP・B・セルビー として﹁身体的影響︑遺伝的影響

﹁一人嚢

る必要がある﹂と述べたあと﹁こ

たりのリスクは二年闇に一本のタ

菖万人﹂と述べたあと︑

政策に反映していく方針︒
ム︑LOFT計翻の進展などにつ

E・ポー チ ン 氏 ︵ 英 国 放 射 線 防 謹

要がある﹂と述べたのに対してセ

ことが不払欠だと述べた︒

所︶は門カナダの調査では現在人

バコを吸うくらいにすぎない﹂と

氏︵来国オークリッジ国窟研究

ルビー氏は門ガンなどは臨に覧え

のうちガンなどについては低線騒

口中に占める遺伝煙霧は一〇・七
るため容易にできるが︑遍伝的傷

城でも線鰍と影響の闇には薩線関
係がみられるが︑細胞の機能鵬審
％にのぼっている扁と述べたあと

いて講演︒﹁放尉線の身体的影響

は各機能に対して二千レムがしき

出される放射線麗の八％にすぎな

射線リスクの憩大は﹁五千人レム

しい颪が多い﹂と指摘︑さらに井

密のリスク・レベルの評緬には難

沢厳実氏︵軽羅研︶も﹁身体的影

放射線被曝によってこの諸県二半

十歳までに一レム被曝した結果増

が憩聾する可能性については門三

い﹂と述べた︒

J・ゴブネ氏︵CEA安全防護局
づく騨門家会議に出席のため来日

などについて約二蒔間にわたって

で︑国際的な合恵を得るようつと

進︑﹁もんじゅ偏計画の促進︑

漁場環境調査

原薩ら原産岡焼とTMI原発事故う︑などと語った︒

めるとともに︑各国関係轡との意

︐瑠

指摘︒さらにTMI事故による放
羅水素ガスの解

い値になるとみられる﹂との籍え

しかし︑嗣氏は現在の放射線影

を明らかにした︒

の課題となろう﹂と述べ︑この分

響と選伝的影響の比較研究が今後

した※原子炉安全諮問委員会︵A

振0％程度であれば何らかの設計

たねばならないが︑仮に反応羅が
CRS︶のメンバーのうち︑S︒

また︑この問題についてはA・

で五〜七十五人／蕾万人程獲﹂と

大する璽大な選伝傷審は一世代

野での短点的研究の必理性が浮き

担当理薯︶もパネル討論﹁原子力量

上の変更も検討されることになろ

ている動物実験については﹁動物

響解価の叢なバックデータとなっ

の米科学アカデミ：放射線生物学

彫りにされた︒

全の考え方と今後の課題﹂で門詳

職務周長は二十五臼︑一本松珠機

ラウロスキー委員︑R・フラレー

考えられていると述べるととも

の縄類の相違によって鰯審の発生
的影響調査委質会レポートの数値

細なコメントは早すぎる扁としな

とは妥当とはいえないだろう﹂と

れるようその推進をはかる◎ま

見交換をすすめ︑わが国の基本的

▽放射性廃簗物処理処分対策の

水産衛の補助金を得て行うもの

団員は次の顯り︒

謝癬の翼体化などを促進する︒

に︑羅については今後の解析を待

は大きく異っており︑これを人問

がらも﹁当確の環境から判断する

門原子力開発が人類に与

を紹介︒また︑この数値の前提と

に対してポーチン氏は﹁一ギガワ

える膨響はどの程度か﹂との質間

また︑

に外論するのは巖も適切な方法と

いては﹁適伝鰯蜜のうち五〜一五

ットを得るためのリスクは石油が

十〜十五人死亡／齎万人なのに

とすべてを操作員の磯鍾にするこ

なったマウスの饗の照射実験につ

﹁今後︑人間によるデ；タで襲付

適伝鰯審を逆算した﹂などと報告

％が優の鰯審だと仮定し︑全体の

はいえない﹂と疑聞を投げかけ︑

した︒

けられることが望ましい扁と指摘

た︑新行政体制のもとで︑原子力

立場をつらぬくよう︑政府と協力

総合的推進低レベル放射性廃棄

﹁むつ﹂の完成を促進するとと

ついて関連施策の充実をはかる︒

る︒

開発に対する国民の舎愈形成を促

▽畠主技術の爽用化方策の確立

とともに︑対策の確立が急がれて

物の試験費処分の実施を促進する

で︑原子力発三所などの開発行為

▽団長

下邨昭

推進最近の国際情勢簿にかんが

﹁ふげん﹂に続く新型転換炉開発

進するため︑中央︒他方にまたが

してこれを強力に推進する︒
的な落動を強力に展開する︒

▽原子力外交︑国際協力活動の

もに実馬化をめざした舶用炉の開

が漁場に与える影響について︑水

みわが国の自主技術の実需化体制

温排水︑埋めたての影禦評価指針

富械︑松田慧和︑難波武男︵以上

不拡敬強化 悶 題 等 に つ い て は ︑ わ

ヴ・置

ぐハ謬、♪なね（つかな琶囑県1海るMAR一｝0窪1δ

婁厨会︶が︑その身体的影翻につ

灘響識

餓︑

熱弁をふるうポーチン博士

る必要がある︒

このため︑内外のエネルギー︑
原子刀関係の動向を十分見極める
一方︑原子力開発利用に関する国

いる高レベル放射件廃棄物の処理

発︑実証船の建造︑運航謝画を推

﹁合意形成﹂に焦点

の確立を學急に推進するだめ︑民

処分については︑国際協力問題を

藤井隆▽糊員

閣の立場から︑所璽施策の審議︑

進し︑核融融についてはJT⁝60
巌の立場からその騨簡技術を確

を皐慧に固めるとともに︑核燃料

このほか︑研究開発所要資金に

を作成︑これを︑現在︑環境庁中

大規模開発への基盤踏まえ
総合的推進

▽原子炉および放射線利用技術

ついて︑民聞の難場から財源確保

▽安全行敵新体制の旱期定魑と

推進をはかるものとする︒

含めて関速の研究製織等が明確な

内︑国際閤の縦横のコンセンサス

る関係各機関との協力による芝蝦
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紹和五十四奪原産璽榮計画の璽

▽酪発利用政策の総合養護騒難癖

点はおよそ次の通り︒

わが国の 原 子 力 開 発 を 円 滑 に 推

進する上で ︑ も っ と も 蟹 要 な 課 題

は︑新行政体制のもとで圏民各圏
の理解と欝欝を促進すること︑自
憲開発技術を産業化するための体

から︑自主開発技術を基盤とする

サイクルを含む原子力発璽システ

等の開発促進商業用軽水炉の稼

制を確立することだ︒同階に︑新

翻昆含窓の健逸原子力開発に対

わが国の原子刀計画に対して︑国

ムの諸藩性ある開発を関係機関等

通男雀︶︑井上孝男︵自治霧︶︑

核不拡散強化の観点
する国民の理解と協力を推逸する

際的制約の強まることが懸念され

が検罰を進めている温携水滴片づ

央公密対策審議金水質規制分科会

畏計にもとつく各プロジェクトの

めの基盤となる安全規制の皐期
かるとともに︑INFCE等のた核

計画的遂行と所要資金の確傑をは

定葱を促進する一方︑薪規原子力

等の検認をすすめ︑政府に対し強

⁝︶︑吉川藤一︵学術振興会︶︒

永芽正炎︵科学技衛偶報センタ

力に働きかけるほか︑人秘確保対

の開発に対しても︑その影響低減

くりに反映させるとともに︑鰯々

働躍潮上については︑所要の技術

る︒

策︑調蛮研究活動の充実などを圏

開発と定期検蛮の愈理化のための

の大蝿な爾礪上げ晴代を迎え︑発

体制整備を健進ずる︒また︑制禦

る︒

ウラン濃縮投影プラント計石の

との緊密な適携のもとに健逸す

るための興体的描罵等について︑

ており︑わが国としては︑原子力

黙黙化をすすめるとともに︑第二
終盤にはいる一NFCE等の場

平和利用と核不拡散とを繭立させ
欄地域塵簗の振興が一体となった

の安金確僚のための灼策と地帯整

総舎的な立地行政が強力に展開さ

立地を促進するため︑各地域住民

こなうことのないよう︑核燃料サ

が国のエネルギーの安全保鰍をそ

的につらぬくために努力を傾注す
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科学技徳庁資源調査所はこのほど﹁衣・食・住のライフサイクルエネルギー﹂と副題した調
憲結果をとりまとめ︑発表した︒エネルギーが国民生活に必硬不可欠なものであることは論を

査所報告から

科

工納車〇％︶だ︒また︑繊維製品

八百万ナ︵繊維素材翼壁〇％︑舶

生産投入エネルギーは石油換算約

よび解体のための投入エネルギー

平等︶を対象として建設︑保守お

備︑浴塞設備︑瓦斯設備︑什器蒙

気設備︑給排水衛生設備︑厨房設

ノ

生産のための全エネルギー原儲位

︵石油換舞︶は衣料用品で平均約 を試廻した︒

布

とん地

し きもの

τ二

とん靴

1服

小 着︒海水ノ︑ノ

290
13362

223
771

3006

297

15728

262

試舞に当たっては窟接投入エネ
ルギーについて調査するとともに
闇接投入エネルギ⁝については関

ら重美機器等の投入騒およびエネ

係機関︑騨門家等の調査照臨等か

ルギー原単位を求めることにより
算繊した︒

家電製品のライフサイクルエネルギー

を簿た︒

▽躍竈製麺の生産および笹用
現在一般一堂で用いられている
心懸製品のうち代表的なものとし
て洗濯機︑冷藏灘︑掃除機︑ルーム

エアコン︑カラーテレど︑扇風
機︑電気こたつ︑電気アイロンおよ

び蛍光灯を選定し︑各機器のライ

エネルギー︑製造投入エネルギ

フサイクルエネルギーを材料投入

ー︑使用エネルギー︑および輸送
エネルギーの四種類にわけて翼馨
した︒材料エネルギーは機器を構
成している材料璽騒にその材料の
エネルギーを乗じて求めた︒

製造エネルギーは纂体的生産工
面において一定期間に使用されて

の他諸々の設備をつくるのに要し

設備の投入エネルギー︵建物とそ

このようなモデル家鷹について

纂約三千五百万ゾ︵約丁五億︶

るものと仮定した颯合は︑石注換

位が蝦蟹四十九薙より麗麗上興す

蒐

衣

つくるのに要したエネルギーと距

フサイクルエネルギ⁝の試算結果

ギー方策の検一家露製品のライ

から︑家躍製品においては︑一般

エネルギーV製造投入エネルギ

ー︑という不等式が成り立つ︒し

すとエネルギーの投入口合が良く

イクルエネルギーの九〇〜九五％

このことから︑家躍製品に関す

を占めている︒

の方法としては①エネルギー効率

減らす努力が最も大切であり︑そ

っては︑家ず︑使用エネルギ⁝を

る省エネルギー方策の検討にあた

エネルギーと△口課すれば︑これか

の良い製最を開発する②無駄な使

また︑召料・製造投入エネルギ

考える︑などが必要であろう︒

用を避ける③効率的な使用方法を

Q・九九詩緒／入霞

一・二〇計咳／入爲

ーを次のように求めることができ

食

＝丁四四謎修／人臼

一・〇五爵移／入臼

製造面でも︑使用の面でも努力す

は︑可能な限り擬く使用するよう

⁝の絶対魑の大きい製品について
その他

○︒二〇詩緒／人日

合計

び産業遡関表︵昭和四十九年慶延

の食料購給表︵隈林水産雀︶およ

定にもとつく数値を用いたり︑一

ータの不足等から大脂な推計や仮

が︑調責体制による制約およびデ

用司能な隈りの資料を駆使した

この調査研究にあたっては︑利

ることが好ましいと著える︒

擬表︶をもとに昭和四ナ覆践度の

部のエネルギーの算定を省略せざ

昭和四十九黛年慶

に投入されたエネルギーを試算し

て︑昭租六十年に食料醐嚢をまか

給兇通し︵農林水産省︶を間い

をはかるとともに鉱工業製品や公

るためには調査︑分析孚法の確立

討に本資料のような手法を活用す

将来のエネルギー受給構造等の検

今後︑省エネルギーのみならず

るを御なかった︒

なうために︑間接エネルギーを含

共瑠業等をも含め鱈頼度の高いデ

易にしておく必襲があろう︒

ータを収集整理し︑照禽利用を容

かをマクロ的に試騨した︒試算結
累によると︑二日六十年の食料供

百万ナとなるが︑エネルギー原単

の約一︒一十の石油換算約二千八

ないとした場合は︑照和四ナ九年

位が昭租四十九駕のものと変わら

供給システムおよび口口品の原単

給に必要なエネルギーは︑食料の

めてどれだけのエネルギーが必要

この結累と昭租六十年の食料購

た︒

食料供給のために露接および闇接

ルギーの推定

▽将来の食料供給に要するエネ

衣

住

る︒︵単位はいずれも石癌換算︶

ら一日一人当たりの投入エネルギ

一年当たりに換算し︑便用の投入

年︑その他のそれを六琿として︑

ルギーを︑建物の耐用鉱数を三十

わかる︒さらに︑設備の投入エネ
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備を保有する︒

峯

よび象族謬言に対する軍均的な設
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想定して行われた︒
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ー方策の検討扁を行った︒
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エネルギーの誠糞結果として爽2 の活用方法を具体的に示すため︑
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っているだろうか︒例えば︑最も身近かな家島生懸においてさえ︑照明︑暖房︑寒土等に電気・

五庫︶とから國民一人当たり一年

維製品消費点数推定魑︵昭和四十

均延床面穰八十二︒五平方層︶に

の異なる五翻類のモデル住宅︵平

の産業部門にまたがる堀合は当

エネルギ⁝を求めている︒その糖

産費の猛厨が産業関運表の襖数

して各産業部門に割り当てる︶の

該籔目における使用資材をM分類 間に使蔑する繊維製品の生産投入

ついて︑住宅の構成部秘およびそ

果を褒1に示す︒
の保膏設備︵建物に付属すべき電

095
3620

省エネルギーの促進を

多様艦する消費動向

昭和四十五隼獲の全繊維製贔の

エネルギー簗中慶または全エネル
ギー康単位を粟じて各籔国に対応
するエネルギー騰を求めた︒試騨
結果は國一の回りであり︑エネル
ギ⁝が主として肥料︑農薬︑芝山
轟および醗機翼馬動力の形で各主
産物に投入されていることを示し
ている︒

また︑きゅうりおよびトマトの
鵬盒にみられるように︑ハウス栽
壕は麗地栽培に比べて二十億前後
の光熱水の形でのエネルギーが喰
われている︒これはハウスの暖腿
鰐に聡気や璽油が潮いられている
ことによるものだ︒

▽衣料縷縷の生趨試刷に当た
っては各工程毎にその製錨の種類

ともに繊維製舗に応じ製銘一点当

別のエネルギー原単位を求めると
たりの繊維種類別璽騒を求め︑こ
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よび製贔の生産鰍を調査し︑製品
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原電事業株式会社

またない︒しかし︑われわれは︑霞常生濤の中で︑エネルギーをどのように使っているかを知

や住属︑家電製鍼等の便用もエネルギーの消蟹であることには気がついていない場愈が多い︒

ガス︑灯油等のエネルギーを消費していることは＋分知っているが︑食料︑衣料品等の消覆

には︑まずエネルギー消璽の実態を十分に摺臆する必要があるだろう︒このことは︑省エネル

今日︑省エネルギーが国民的課題となっているが︑省エネルギー篤学を合理的に進めるため

であるといえる︒本資料は︑このような認識のもとに︑資源調査会エネルギ⁝郡会トータルラ

ギーのみならずエネルギー敵策を多くの国民の合悪のもとに進める上においても不可欠なこと

イフサイクルエネルギー研究会が︑生渚の三要素である衣・食・住に必要ないわゆる空電石門
品等について︑その製燈から廃棄に翌る全寿崩期間において臨接および間接に消躍されるエネ
ルギー︵これをライフサイクルエネルギーと名づけている︶の騨出を試みたものだ︒今回は科

︐

学技術庁謙画局科学調査實の堀内純夫氏をわずらわしその概要を紹介していただいた︒

︐

繊維エネル
⁝二塁は蹴万︐ン
石油換 算・
主だった生活必聡品についての
試算の手法と結累は以下に述べる
通りだ︒しかし︑諸般の舗約のた
めライフサイクル全体についての
エネルギーを騨出し得なかったも
のがある︒これらについては︑考
察対象にしたプロセスを明らかに
するため︑例えば︑﹁生産プロセ
ス﹂を鮒象とした鵬倉は門生産投
入エネルギー﹂というように考察
の対象としたプロセス名を冠した
投入エネルギーとして記述しだ︒

▽膿塵物の生薩米︑変のほか
野饗︑難物等の慶産物の生産投入
エネルギーを試翼した︒試騨に当
たっては︑昭和四十九難度の農産
物生産蟹調董の撚目毎の支出金額
を翻々の農藁関係統計等を謬蓄と
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