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でも行えるようにしょうとする原子炉等規密法一部改正法纂が︑一日越鯵議院本会議で惣民︑民社︑
新自由クラブ三党の蟹成で可決︑成立した︒一昨琿四月の国金提出から二年二か月ぶり︒これにより

民間では電力を中心に各界が協力︑今秋をメドに新会社を設立し再処理第二工塀建設ヘサイトの選

浜岡二号機の

変更許可答申

た原閃には︑格納容器隔離が畢

み燃料貯藏プールについて︑従巣

原子炉等規制法第二十四条第一項

安全審蒼の結粟︑雲際変遷串謂は

を晦講︒還産省は五月二十五日︑

︵災審防比︶の許可墓雌に三舎し

第三弩︵技術的能力︶と第鶴讐

の二十体貯藏ラックの代わりに三

り︑燃料貯藏プールの貯藏能力を

十体跡蔵ラックを用いることによ

一〇％炉心分から︑約蕊二五

にダブルチェック審憲を諮問して

ていると繕論︑原子力安全委員会

垂垂

の︒再処理施設への使用済み燃料

％炉心分に堰大させるというも

原子力安金委員会は︑ダブルチ

いた︒

ェックに当たっては①貯藏燃料の

未臨界性②残留熱の冷却能力③燃

に検酎した︒

料貯蔵ラックの耐麗性⁝1を霊園

そのため︑損蠣部における発生

た応力腐食翻れが原因︒

ビーエングの実施︑ピン締付け聴

以外に︑製贔化時点でのショット

損傷ピンの
とりかえへ
支鋳ピン︑たわみピン対策
美浜三暦炉で発罠されて以来︑
蚤大間題となっていた加圧水型炉
の制御極クラスタ察内編の支持ピ

日ソ原子力セ

ミナー開催へ

19︑20両日︑東京で

辰本原子力産業会議とソ連原子

力利編園家委鑓会との協力協定に

墓つく門軽水炉用核燃料技術およ

び運転経験に関するセミナ⁝﹂が

六月十九︑二十闘の妻田︑夷京・

内幸町の欝本プレスセンターで開

岡セミナーでは︑日ソ双方の原

催される︒

理蜜︵藁

つの論文発表が行われる︒

早力芝門家から︑それぞれ六編ず

人事発令

▽臼本原茅力研究所

接蝋副所長︶石川寛︒石川理窮は五

ンとたわみピンの損傷対策が四
日︑正式に決まつだ︒支持ピンと

刑

欲偲退任した野沢俊弥氏の後任︒

▽山本原子力船開発事藥団

たわみピンを取り替えるという通

務理廓−二本遇昭︵鱒任︶︑三夏⁝

は五受付退任した川崎正之氏の後

γ欝

「

安全委︑通産大疑に

力発騒騒事故調査特別委員会は

く行われなかったように︑設計

野沢俊弥︵新任︶︑二本弘軍︑折

話雀の対策が︑岡日︑原子力蜜全
委員会によって妥当と認められた

任︒臨聯︵総務部畏︶佐伯義郎︒

原洋︵いずれも再ほ︶︒野沢理聯

ため︒

持ピンとたわみピンの損傷は︑取

通客省の検討瀬野によると︑支

り付け時の応力と運転晴の熱癒

氏の後任︒

佐佃監瑠は五鐵付退任した歯群昇

Q

原子力安全委員会は購臼︑題薩

った中部蝿力浜騨原子力発電所二

の輸送の遅れに対処するための描
躍で︑貯藏能力の拡大は世騨的な

中部磁力は今隼二月八磁︑通産

煩膚︒

達郎委員が︑五項臨から成る付帯

感力の低減と使用材料の翻れ感受

討された︒異対的には①繁材熟処

五月二十八暇︑申聞報告︵第一

方剣に脇連ずるものもあるが︑

ものが多い扁と指摘︑運職員の

感受性が︑相互に櫻修して起こっ

力︑それに使摺材料の敏感な鴨れ

干／08東京都港口三田三πぎ臼欝番玉2弩TEL東京（03）454−7111（大代）

大謹からダブルチェック諮聞のあ

号機の設躍変更串講について︑
﹁安金性は確保し得る﹂として通

浜岡二弩機︵昨年十一月二十九

産大臣に変更諮珂を箸蜘した︒

決議を提出︑この動議も︑全会一

の能力拡大に関する設麗変更許可

日運開︑出力八十四万KW︶の設 雀に浜耀一⁝弩機の燃料貯蔽プール

て国の監視は腿けるとし︑安全確

致で司決した︒

置変更の内容は︑陶施設の鱒用済

事様︑技術開発や環境汚染への対

は︑立地︑国際協調に慣璽な対応

保に万全の構え︒この申で首相

いった考え︒社会︑共塵覇党と

て政周を追求︑許容被曝棊鵡の発

慮︑核物質防謹対策等に的を絞っ

①賠償描齪額は今後も⁝魍の引

ルーズパーツモニタ⁝の設願ll

理条件の変璽②構遣の一部変璽③

性の低減を窩的とする改講案が検
再処理第二工塀建設に俸う資金調

の認定が客観的かつ公平に行われ

上げに努める②原子力損轡の原因

付帯決議は次のとおり︒

達では開銀融資などで支援してい

が不司欠なこととあわせ︑とくに

これに対し政府は︑再処理技術

きたいと述べ︑原子力開発へ稜極

躇しなど襲撃提起も行った︒

はすでに延宝工堀の建設経験︑試

ど潮途は多難で︑それだけに蜜民﹇体となった㎝魑の鮒応強化が求められている︒

験運転等を念じほぼ異証済みなの

定など興体化を惣ぐことになったが︑立地︑資金調達あるいは萬処理をめぐる国際欄勢への対応な

燃料有効利用に璽要な意味をもつ

安全確保の問題︒社会︑共産小党

姿勢を強調した︒

民聞再処理に道を開く原子炉箸

に加え民間の技術水準も腐く︑他

る③下講け従業農も含め︑原子力

た︒支持ピンについては︑これら

もので︑再処理もその中で避けて

方︑捲定観をとることや使用前横

奮業従業農の被ばく対策に万全を

これらのピンの取り替えには︑一

のトルク低減の紺簾も行われる︒

の鮒策が講じられることになっ

規制法一部改正法案は当初︑NP は技術開発の未熟さ︑放射性廃棄
通れない﹂としながら﹁しかし現

蛮︑定期検査の義務づけ等にょっ

次報告譜︶を発嚢した︒これ

運砿員の処置が軽水炉に本質的

教肖訓糠の改講の余地があると

〜ごか月がかかる冤込み︒

期し︑とくに被ばく線璽の中央登

かつ迅速な被審蕎救済がなされる

物対策の遅れ︑平租三原則と企業
段階では反対せざるを得ない偏と

ながら︑門現行法の下でも憤麗な

充実︑強化を図る︒

に︑緊急医療建策︑防災対策箸の

争霧査会の体欄整備を図るととも

め︑すみやかに原子力損蜜残髄紛

進する⑤不測の黎態に対処するた

る影響に關する研究等を強力に推

る④低レベル放射線の人体に薄す

めの検討も含め︑強化︑整備を隔

ついては︑それらの義務づけのた

録管理︑放射線籍理手帳の交付に

よう現行諸制度の弾力的運用を図

①保瞳措麗協定絡みの改正とだき

の不明確さなど諸問題をとりあげ

機密︑蟹造幣屠への懸念︑法律上

遮っていた保瞳麗麗関係を鰹先審
対応が求められている再処理薯業

︵2面に関連配麟︶

あわせで一昨奪四月国会に提出さ

議︑萬処理関係は麓案となったい
を罠間企業に開放するのは無重任

に引き上げる③原子力撰蜜賠償補償契約の締結および國の援助に関する規定を昭和六十四年十二月三

子力事藁蕎の従業蝿の業務上受けた擬蜜を新たに赤める②賠償措題額を︑現行の六十億円から薦億円

・公明・共産︒新自由クラブ・社民連各党の金会一致で可淡・成立した︒隅法案は①原子力損憲に原

語彙の参議院添会議で門原子力損憲の賠償に関する法律の一部を改正する法律案隔が︑宙民・社会

鯵意識従事者も賠償の対象に

全会一致で原爆法も

れたが︑審議臼島上︑協定期隈の

きさつがある︒同法案はこのため
で︑わが国としては国家蟹理の下

べ選段階﹂瞥撹騨的にも商藁化に

になお基礎的技術の開発に努力す

昨葎二月あらためて国会に提出︑
以降︑衆山窟院の科学技術振興対
策特別叢曲金で慰議がつづけられ

て政府警えにことごとく反発︒と

成功した例はまだない偏などとし

くに後半は米原発の蟹故とも閣

てきたが︑この貝やっと可決︑成

う袈例の疫期籔議が続行︑この
遼し安全問題に質疑を集中︑する

立をみた︒延べ九十蒔間近くとい

閤︑電力業界代表や学識経験蕎ら

十﹂澱までに運転を開始した厘子炉などに適用するーーが憲な内容︒

なお︑法案の成立により︑敵府

どい食いさがりをみせた︒公明党

の留縫︑損警の認竃をめぐる立誠

からの滲書人意見聴取も行われ

出皇典婁綴挺︶は︑松萌遠離︑巻

おり可決した︒ひきつづき︑職敵

璽③鴇故の概要︵原子炉施設︑

聴鰐策⑤米図の類故への紺応策

耀撹への放射能の影響︶④緊急

⑥わが困の読応策⑦付鵬資料1
⁝からなる︒

は︑岡特別委が五月中旬譲でに

に要求される

中置報鰯は﹁累故を悪化させ

響た彌巖に戯ついてまとめたも

の点から篶えて不適切であった

二輪ページに及ぶ中間欝欝は

①茨え欝き②孚M1発霞所の概 述べている︒

く︑蓉干の騨価も加えている︒

冷却水の確保

ので︑難故の覇実関係だけでな

原子力安盆婁員塾の米国原子

安全婁が中闇報告蜜

運転員の処置

不適切だった

対し︑原賠法に適用される対象蕎

施行に移したい響え︒

この曝に先立つ四日︑参議院の

坪内会談で輝内社擾が﹁万

構成委員のあり方などについての

は︑同法纂に反対ながら︑やや業

保墾工社長︑野村原子力船開発覇

が発生した場台これを補蟹するこ

科学技術庁鷲宮︑牧村原子力安全

としては︑できるだけ早い謎掛に

業欝欝購長︑久総総嫡環知購は二

とを明らかにしてほしい扁との考

響え方をただしたのち採決にはい

の問題︑紛争懸査会の性格やその

日の欝欝会談で﹁むつ﹂を欝欝保璽

え方を示したのに対し︑原入団が

り︑金会一致で︑同法簾を原粟ど

田正雄︑補沢弘治各姿薦が︑金芋

工ドックに入れる契約を累急に締

画論の四轡会談で﹁すべて翻任
続ければ今週中にも佐世僚璽工

落としなどの作業に入るととも

エネルギー庁審議官ら︑政府側に

科学技術振興対策特別婁孟春︵壊

結することで合悪︑これを受けて

をもって補鱗する﹂との文禰を佐

と契約が締結される見製しで︑

総濠所への振り轡え﹂さえ検酎さ

に︑燃蔽改題については安全霧蕉

周長︑山野原子力局畏︑児玉無二

軟︒門核燃料サイクルの確立は核

た︒

質疑を通じ焦点となったのは︑

ドソク入りを待つ門むつ﹂
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むつ︑ドック入りへ
難礫灘近く契約締結

昏㌣謬

難騰

四碍︑契約の翼体的折衛に入った︒

世保鑓工に提出したため︑﹁早期

こうしたなかで︑一田の久保︒

燈盤保への﹁むつ﹂修理捲受け

ドック入り契約締結﹂で愈恵に達

ごろになる冤込み︒購墨認ではこ

金子科学技術庁長州︑坪内俊世

入れ聞題については昨秋までに

したもの︒これにより︑一議は

のあと臨ちに船体に付碧した員聞
工が薄難問題から﹁ドック入り城

れた﹁むつ﹂ドック入り闇題は佐

被憲

興︑甫から条件付き受け入れ岡葱

﹁佐徴保遜工での改修断念歴大鵬

を認めなかったため︑﹁むつ﹂は

﹁むつ扁のドック入りは来月初め

が得られていたものの︑佐楓懸隔

入港後難擁壁に係馨したままにな

に着碧したい方針だ︒

一それは東芝のモットーです一
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が終わるのを待って今秋にも工纂
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大きく動き出すことになった︒
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励力炉核燃料開発劉藁団と臼本原子力研究所以外は禁止されていた使用済み燃料再処理覇業を民間
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廃藁物処理施設などが建設される
予定︒使胴済み燃料景品池の容鐙
は予備を禽め二千ゾ樫度を予定︑

とに関連︑軍装外四電事連会畏と

再処理民営化法案が成立したこ

力を傾注していく決恵を新たにし

とより狸藻達成のために巖大の努

の協力の下に︑薪会筏の設立はも

く指定制にしており︑誰でも再処

正は︑①再処理覇業を許可制でな

ので︑富民総力をあげて技術開発

体抽出法だけになるとは隈らない

理が行えるわけではない②憲期銅

留恵する﹂などの付購決議を重ん

の運転に際し周辺霜雪への膨翻に

国会で採択された﹁再縁理工塀

に取り粗む必嚢がある︒

再処理二業の推進にあたっては

今國の原子炉等規説法の一部改

牧村鱈之原子力安全局畏はおよそ
ている︒

がついたと書えよう︒

次のような毒えを明らかにした︒

新会社の設立など

第二再処理工場の建設に当たっ

てほしい︒

じて︑民間も自らの麗任で対処し

鐸や使用前検査の義務付けーーに

政紆としては︑鋤燃再処理工場

より規制の強化を伴っている︒

国民の理解を得ることはもちろん

きわめて大切で︑今後政鳴関係当

を得ることはもちろん璽要であ

ては︑パブリックアクセプタンス
いて十分な安全審蛮を行うように

を踏まえて︑第二再処理工場につ

の安全課薫︑建設︑運転等の経験

をお願いしたい︒

局はもとより︑各界の指導︑支援

国際的コンセンサスを得ることも

に最大限の努力
平巻霧雲ここに再処理受業民
営への道が開かれたことは︑わが
国原子力開発の携進にあたり︑還
舞とも必要な核燃料サイクル確立

に︑再処理工鰯の建設候補雌が決

る︒原挙力発露所の場合と周搬

ばならないだろう︒

まれば︑公開ヒアリングを行わね

に整備していく︒

再処理技術は︑外国で確立され

する︒また安全審査墓藁も遅れず

牧村露盤民博化法案の国会成

群来は︑現在動燃が行っている単

たピュ1レックス法を採用する︒

建設爆補地決まれ
ば公開ヒアリング

霞気嵩漿暫は民間再処理覇業確

ルの確立︑自主開発へ大きな糸庸

立により︑わが国は核燃料サイク

だ︒

の面から︑きわめて欝ぱしいこと

立のため︑今後関係方面とも十分

竃一再一一＝層＝一

しては次期も現状の運転ペースを

字を記録したのは四回囲︒原躍と

なし一﹂︵小幡行雄核融合研究部

橋︑東京駅に向けてデモ行進したQ

の挨拶を述べた︒このあと数寄量

醜

1＝

渥

将来の増設にも対応する︒再処理

能力三鏑／日を二系列設ける︒再

は湿式法を採嗣︑プラントは処理

五隼間貯戯︒中・低レベル廃液も

処理に伴い生ずる高レベル廃液は

打舎わせをしながら産業界あげて
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㎎千百万円だった︒臨終設備利用

加えた当期総収益は愚直九十四鱈

一％︑東海第二八0・五％︵運開

導は東海六九・八％︑敦賀六七・

なお残る九億弱の赤

維持︑同社設立以来の赤字解消を

以後︶と︑高離礁︒当期収賄が黒

@宇︑次期には解消へ

役員入事については安永一雄常

細りたいとしている︒

日本原子力発電会社は一日の取

の岡社第二＋二回株主総会に付議

締役会で︑六月二十二日開催予庭

く加賀山薫︵原田堵躍管理部長︶

務取締役が嶺期阪りで退任︑新し

米本礼太郎︵元開銀鍵盤︶両氏が

する昭秘五十三年度決算概況︑役

それによると︑とくに決簾概況

員人事について内定した︒

各地で六・三

就任の予定︒

また︑簗会に参加した宮城藁女

極的な取り組みを訴えた︒

川︑橿島県双葉地区の原発反胃佐

発のうちとくに安全性と核融含研

授︶の三つ︒

ASIME

核流体制御精機の領域です

民間 が 総 力 を 結 集
五千億投入︑65年運開へ
民間再処理に題がかりを与える原子炉等規制法﹁部改正法案が国会で可決︑成立したことに伴い︑
民間では電力を中心に近く準備委員会を設け今秋をメドに新会社を設立︑再処理第二工場建設へと段
減劣後固化し中間欝欝する︒クリ

収し︑象た︑プロセス廃水も可能

プトンやヨウ累などは極力分離園

どりを進めることになった︒だが︑立地をめぐり︑資金調達で︑あるいはプルトニウム利用をめぐる

理能力五ゾ／日︑年聞千五百漣規模︶︑その計画概要はーー︒
な塗り薄使周する考え︒

国際動向など先行き不安梅料も多く︑再処理工場建設の前途は多難︒民闇による再処理第二工場︵処

を整備︑準備を進めていたが︑法

讃し八十一億四千九齎万KWH︑

る︒

う問題は一応解決することにな

使出済み燃料は普通︑頁万KW

は豊海工場に比べ規模もかなり大

道に乗せていく方針だが︑新工場

建設費は総額四千七薦二十億開

開始に備える︒

これに伴う電力料収入は五百八十

再処理工場サイトについてはす

る︒その結果︑現在定款中の島根

成立により︑これらの雌備に拍甫

発電所はまもなく運転再開するも

ところが︑わが国では︑動燃薯

きく︑関連技術開発︑とくに拙出

原蹴の53庫度決算概況

︑こみられている︒

の原子力発霞所の場禽︑一琿間に

謡など機器關発︑廃溶媒処理など

に検知し判断する能力の一閣の向

灘慮長に対しては異常薯態を阜急

上と︑運転嶺面長が瑠故誌に的確

については熱海︑敦賀両発電所が
ともに順調に運転︑昨年十一月か

反原発行動

﹁六︒一二反原発国際共同行動﹂

隠の運転操作に関し黙罵CCSの所も以後好調で︑これにより影期

一辺の充実﹂を量視︒また︑異常 ら営業運転入りした東海第二発躍

な判断ができるような支援体制の

一億照千四百万円でその他収益を

が見込まれているが︑うち六−七

プロセス開発および爾レベル廃簗

計画によると︑萬処理第二工場

でに誘致も含め男数か地点を机上

待したい向え︒

割は開銀からの長期低利融資に期

六十七万七千KWの原子力発電所 ぽ か ︑ 欧 彊 再 処 理 会 社 ︵ U R G ︶

調査で選定している︒新会社発遷
にあわせこれらの現地調戯に着手

物の固化等の研究開発でも︑国と

になった︒

するが︑順調なら六十誌代初期ま

民閤では霞力を中心に聡気機械

協力︑かなりの力が注がれること

がかけられ計画は加速されること

海岸に隣接した約二鳶万坪︵二
に約千五百沖︑英BNFLと仏はC
でには用地取得︑港湾建設︑貯藏

メーカー︑金属鉱業︑化学工業を

業団の東海再処理施設が試運転入

OGHMAに三千二讃ナの再処六
躍颪六十万平方層︶を用態︑うち二
池建設などの第一期工薯を終了︑

はじめエンジニアリング会社な

り︑これによって約二千ジを賄う

が運転入りしており︑これまでに

五や万坪︵約蒼七十万平方層︶に
第二期工薯となるプラントの建設

どが総力を結繁︑再処麗計画を軌

る︒わが国では現在十九基千二百

約千百ナの使用済み燃樹がとり出
をそれぞれ委託することになって
使用済み燃料貯覆審︑再処理プラ
を経て︑六十年代半ばからの運転

約二十七−三十踏がとり出され

されているが︑先行き開発の進展
おり豪面の再処理は手当て済みと
ント︑転換施設および保管施設︑

たって︑運転員の保安教鞭・訓練

示したものG改善描置は︑①運転 安規定への明詑1の八項農︒
山金委は︑指示事項の検討に当

簗瀬が三聖︑璽京︑大阪︑伊方な

簗会には約四百人の労働巻︑学生

ある﹂と強調した︒爲本藍籔蓄壷

転薄開の指示を出させない閥いで

皿の竹内盧︸氏は︑原発の安全性

廓一一

主嬬らが参加︒簗会畢務局がこれ

黒蝿︑この結累︑蓬引八億七千四

一崩一一一一一曽磐

BWR型炉については︑特溺保安百万円を次期に綴越すことになっ

︐一﹁︐﹁讐一

重要なのは通産省に大飯漂発の運
騨一一：︸側

までの酒動経過を報告︑﹁今一番

一一

た︒ちなみに︑当期中︑販売鯉山

一葡

畷は箭期に比べ約四倍と大幅に繕
一槻

監査をまだ実施していない一部の

・

必要性を全国民的に議論するため

てレクチャーがある︒

同日は午後一時半開会︑村田理

﹁地上にミニ太隔を1臨界プラズ に︑三年間原発のモラトリアムを

薯長の挨拶につづき講演と・映画

は﹁原子炉の安全と受頭を高める

マ試験装躍JT60﹂がある︒講呼
演びかける百万人霧名運勤への稜
午後︑東京・大手町の経団運会館

ために﹂︵能沢正雄安全工学部

田本原子力研究所は六月牽九日

細厳︑経団逮ホールで

と映画の会

原研が講演

U

原子炉を除いて︑来原発襲故に伴

こんどの改善描羅指示により︑

稟泉・港区の芝公園で開かれた

申に販売電力麗収入︑経賢収支差

トープの製造・利用についての研

万円の繰越損失があるためこれを

引㈱億六千三菖万円の軍鶏を謙上

ーランプ計画など︑国際協力によ

究をすすめる︒

FT計画︑ハルデン群醐︑オーバ ては︑放射線化学︑ラジオアイソ

る安全性研究の一層の強化をはか

一一十MVパンデグラフ加速器の

の世局をすすめ︑関運基礎研究の

運転を開始するほか︑旛設・設備

る︒

環境安全性の研究では︑中・高

拡充をはかる︒

レベル放射性甲虫物の固定化技術
の開発をすすめる︒

行う﹂よう指摘した︒

器︶の水位︑ぼ力︑温鹿︑冷却能

による閉込め実験及び︑ダイバー

装躍︵JFτ一2︶による閉込め停止等は原子炉︵あるいは加圧

タプラズマの高周波捕熱実験を朽

実験及び高周波加熱実験︑高安定

▽安全性の研究

う︒また︑高密度加熱実験のため

試験および高温こ璽配管試験をす

4ーシ74多ン

◎四億六千万円
の黒字を記録

に伴い︑この墨は憎大田込み︒ち
なっているものの︑六十五年以降

②異常時における運転操作③日常

連絡体制の整備充実⑥原子炉スク

きに調印された﹁賑米エネルギ⁝

ﾈる．

なみに現行畏期欝蕩にいう昭秘六

八項目の改善指示

電力業界ではかねてから﹁自ら

る偏ことが明らかになったが︑さ

ラム︵あるいは原子炉トリップ︶

工場はそうした再臨煙繕要に対処

＋五二牟万KW開心の鰻口の試 頬策はとられてない︒再処理第二

の強化に関して﹁原子炉工学︑プ

の発隠所で排出した使用済み燃料
通産省は六日︑電力各社に原子

らにより一撃の安全確保を図る凹

時の措鷹⑦定期的点検の頻度⑧保

算では︑それまでに八千ナを上厨

巡視早漏の璽要性の周知徹底等④

これを再処理してプルトニウムを

は自ら処理する﹂方針のもとに︑

力発鱈所再点検結菓に基づく八項

地から︑改諺措罎を講ずるよう指

運転中の非窮用炉心冷却設備︵E ラント特性の熟蜘︑異常事態を検

拙罰するとともに残存ウランを園

四十九年に濃縮再処理準備会を設
醸の撮示事項を通遷した︒

したもの︒

収︑それらを有効利用していこう

け昨隼からはこれを発展的に解消

る使用済み燃料が発生する勘定︒

というのが再処理謙画のねらい︒

し晶晶職業連命会内に再処理会社

通産省が電力各社に

三十沙の使稽済み燃料には二十八

研究開発協定﹂にもとつく﹁ダブ

※・残独・巴の三国共岡による

ど全国各地で開かれた︒

大型再冠水効果の実証試験をすす

したが︑前期から十三蟹瓢千七百

▽原子炉等の研究撃発

ぞく主要項鵠は次のとおり︒

化磁場試験装置︵JFτ一2a︶力等プラント状態を十分考慮して

原子姫等の研究開発分野の多爲

すめる︒

を行う︒さらに︑高濁炉心部構造

﹁保安規定の順守状況は良好であ 農に対する擬安教脅・訓練の強化

原子炉等の研究開発︑安全性の

用まで︑広範多岐にわたる古銭内

CCS︶等の補修等⑤葬當時論の姻し判断する訓練の充実﹂﹁運転

・八沙の残存ウランと約二葭五十
設立準備室を発避させるなど体制

これは︑特瀦保安帽査等により

謎緒のプルトニウムが含まれてい

砺究および核融愈の砺究開発を璽
レット凱誹画﹂による共同研究を

容のうち︑以上で述べた難業をの

的高湿ガス炉では︑大型構造機器

以下︑核融命研究から放射線利

点的に推進する一方︑放射線利用
開始する︒

をすすめる︒

研究や閣運基礎研究の兜実をはか

に寄与することを墓本方針とする

り︑原子力の研究開発と利用促進

も︑ひきつづき製作をすすめる︒

実証試験ループ︵HHNDEL︶
嵩速臨界実験装躍︵FCA︶をめる︒このほか︑王EAの推進 の癩熱装躍製作に着摂する︒

郎系爽験装翻︵貧OSA⁝皿︶にの研究開発に協力する︒動力試験

か︑動燃薯業団が行う高速繕殖炉

験装圏の設計をすすめる︒このた

ホールで慣例の門あすをひらく原

国内外の原子力関係諸機関との

よる沸騰水型緊急炉心冷却系︵E

炉︵JPDR︶は出力運転を行原子炉安全性解析コードの開

めの資金として︑二百二十七億五

究に焦点があてられ︑それぞれ麗

民は﹁地元にとって藁京での醐い
の検討に資するため︑調製研究を

状と問題点︑将来計画などについ

︵天野恕環廃安全研究部長︶︑

畏︶︑﹁原子力施設と環境安全﹂

協力をすすめるとともに︑国際核

子力﹂講演と映画の会を開く︒

燃籾サイクル評価︵INECE︶ 今回は原研における各橿研究開
▽核融合の研究開発

すすめる︒

多臨鮒腐湿ガス炉では・大型ヘ

すめる︒

きつづきすすめる︒

CCS︶作働試験とその解析をひう︒

発︑安全審査解析をひきつづきす

る︒これは︑研究開発費匹百九十

プラズマ閉込めに冒する硯究で

﹁地上にミニ太陽を1核融合のは は非常に勇気づけられる﹂と趨帯

は︑中聞ベーター値トーラス磁場

リウムループによる高温伝熱流動

．

R︶による軽水炉の燃料破損実験 料検出実験等の工学的安全性試験

蔓

9−11〒10略（03）431騰51761崎灘セ・タ遭（・鰯833−2311大同1緬岱（・6）313−2367平田バルブ工業株式会社

刈取匙構1噺橋4

［に

は︑原子炉安全性研究炉︵NSR試験︑炉心横型耐麗試験︑破損燃

また・反応蔑事故試験に関して

するNSR81PBF謙煽そ︑
の他
L︑O
放射線利用研究につい

昭和五十㈱年鹿の日本原子力研究

心に

購いた炉物理実験をすすめるほ

所業務翫画がこのほど濠とまっ
た︒

JT

それによ る と ︑ 今 年 度 は ︑ 臨 界

プラズマ試験装置︵JT160︶の

安全性の研究では︑緊急炉心冷

N度事業計画まとまる

計灘装置︑拠熱装置の開発に着

〈原研〉

手百二十万四千円をわりあててい

慮六千九＋五万円の匹六％を占め

核融舎分 野 で は ︑ こ の ほ か ︑ さ

る︒

蛭擁

彩

製作をすすめるとともに︑新たに

手︑また︑霧円形断面トーラス試

54

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

k

60

（2）

第980号
（第三種郵便物認可｝

二

業
子
昭和54年6月7巳

エネルギー革命を展開する蝉のバルフ

原子力バルブ憶

○

聞

爵

場という門段階方式をとることも
ある﹂と示唆している︒

西独電力会社はフランスのCO

ことができないことから︑西独も

場はこれ以上の再処理を引受ける

ともからみ注冒されている︒

米Gピ社

◆

立体的な角度

◆摯

BWRの安全研究

から安全解析︒
スリーマイルアイランドの原子
力発躍蕨事故を契機として︑関遡

ている︒

企業で原子炉の安全監が見藤され

きるという︒

御式の振勤台でBWR絹の制御︒

熱に匹敵する振動で検査している

計測装覆︑その他の部贔を大型地

業と異なり︑立体的な角鹿から解

原発の地霞空耳研究も璽縦なテ

ロ

見ても外国との薄処理や固化契約

止を反原発運勤のシンボルとし︑

のエコロジストはゴルレ⁝ベン陽

影響を受けたことは明らか︒澗独

る予定だが︑三園機については別

国内でも問題がある︒エムスラ

モが繰り広げられた︒各国の逮撚

各国で二〜三冠の爾曝︑簗会やヂ

蕎を総酎すると千呂を超えると見

発に膨饗しそうな様相を墨してお

ンタ⁝の建設延期も今後の原発開

ベン放射性廃蘂物再処理・貯藏セ

が立っていない︒さらにゴルレー

うち四馬人以上がサイト内に侵

を禁める反対簗会が開らかれたが

R︑八十五万KW︶で一万五千人

建設中のショーハム原発︵BW

来闘ではロング・アイランドに

ンド原発︵PWR︑百三十万ら
Kれている︒
ブラジルでは来WR社が同国初 W︶は住民運動のため建設のメド

転すればタービン破損の恐れがあ

た︒昨痒宋現在でKWUの軽水炉盤から発鷺所が数ミリ傾むき︑運

メーカーとは対照的な伸びを見せ

り現蕉改良中と伝えられている︒

の原発を完成させたものの軟弱地

を含めると二十基にも達してい

ナ州のノース・アンナ原発︑イン

入︑遼捕された︒その他ルイジア

一年にそれぞれ違転入りを予定し 輸出契約は︑すでに完成したもの

岡地点に二轡機を建設しているK り︑九〇年代の原発再禰要脚憲で

W︶の建設反対を呼びかける約八

NR⊥篇OQ︵三士一万七千K

西独では建設南の高速原型嫡S

た︒

などで逮捕者をだすデモが行われ

ディアナ州のマーブル・ヒル原発

る︒

対デモを展開

各国で原発反

WUでは地盤補強を行い完成させ の螺境瑚が問題になりそう︒

らの発注が相次き︑※国の原子炉

ギ︸

析することができ︑エンジニアリ

ところ︒

ーマ︒写翼下は電気陰圧サーボ制

蹴舞油圧サーボ鯛御式の振動台

題から建設が難行︑KWU側の技共同反原発運勤の呼びかけに応じ

では解決策としては不十分で︑再

覇故顧後に大規模な反対デモを展

このほど︑西独KWU社が建設申ていた︒サハビ畏窟は今年四月に

しかし︑環蝿独習派の反響運動

の立地点を調糞中ともいわれてい

イラン原子力庁のサハビ竪蔀は

BW舜の縮尺模型

ング︒コストを約十二万ザ節約で

︵G露︶社の原挙力事業本部では

来ゼネラル・エレクトリック

パイプのすき澗も正確に

に大規摸な原発開発推進を展聡し

総裁を中心に石油資源節約を脂的

術暫は西独に引き上げているとい

処理︒貯藏センターの四囲が原子

開したことも大きな嚢因になって

は﹁西独が建設中の原癸二基は完

や米国の核拡散防止政策などがか

る︒その他︑計繭中が六基あるが

保謹グループが律宗した初の国際

KWUの受

の攻撃の矢面に立たされることに

た︒しかし原発計画は近代化反対

力計画推逸の条件となっていたこ

いる︒さらに西独政欄がからんで

成させるが︑フランス︵フラマト

らみ艘工までにかなり脇折︑建設

立地︑コスト面などから興体的な

︑二穆はスペイン側の資金問

注激減か？
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との関係を︑在来の平薦國的な作

もつ原子炉の圧力容麗と各樋部贔

︵写翼︶は︑九階建ての高さを

R︵沸騰水型原子騨︶縮尺模型

四万がをかけて製作されたBW

解析崔進めている︒

糟密縮尺模型や振動台を使い安全

GEMA︵核燃料総愈会社︶とう
・アーグで会計二千九十四ナ︵第
一次契約千七百ナ︑第二次契約二
蕊四十八ナ︑オ⁝ストリアの契約
二闘二十ゾのうち三分の二の房二
十穴ゾ引継き︶の再処理を契約し

ている︵一九八五1九五庫熱処
理︶︒プルトニウム返還でも協定

ゲアハルト・バウム運邦内掘は

學悪に薄処理工場の建設をしなけ

が成立した︒しかしラ︒アーグ工

延期決定が技術的理由ではなく世

ればならない︒今後の動向が政治

を握示し ている︒
萌らかにした︒またセンターの建

う︒

とからも︑エーダ⁝ザクセン州の

いることも晃逃せない︒二⁝ダー
の原子力発磁所︸墓のキャンセル

ム社︶が建設中の二基はキャンセ

コスト憩につながった︒繍えて各

KWU歓では七五年ころからイなり︑華命後事摘が︸変︑原発放

決定は今後︑同圏の原子力開発に

ザクセン州のエルンスト・アル
を明らかにした︒サハビ長窟は

ルする﹂と発裏したばかりの出来

国の肇擬が大きく輪をかけること

初の飼際共同反原発運動
スイスの反原発グループや環境

原発︑ブランスピュッテル原発で

国の産業も饗添主義側の動きの影

蜜本主義国向けになっており・同

チェコの輸出のうち三分の一は

ー国境近くに建設が予定されてい

それでもルクセンブルクやベルギ

反対運動は醸り上がらなかった︒

き届かなかったこともあり全般に

三十万KW︶に対し近隣諸国住民

るキャットノン原発︵PWR︑蔚

羅が大きい︒そのためエネルギー

フランスでは前豊伝が十分に行

衝爽もなかった︒その他ビブリス
と語った︒さらに酋相は同原発の

千臨のデモが行われたが懸窟との

運転開始はチェコの産業促進と電

は欧州コメコン諸国とキューバに

機構︶が巖近公表した資料をもと

開発の必要にも迫られており・社

が反対デモを展開︒また︑ラ︒ア

会主義圏でもソ運︑菓独に次ぎ原

中だがこのほか二棊を建設申︑四

R︑四十一万KW︶周辺でデモを

転入りしているギル原発︵PW

め一万人を超える住民がすでに運

B原発一匹︵四十㈱万KW︶の運KW︶が運転入りしているが本的 ックス嵩速増殖炉に対し一部反対

そのほか膨大な懸の石炭︵ソ運

ともなる原子力

﹁社会主義闘は限られたエネルギ

エネルギ⁝だ﹂と述べるとともに が初めて︒次いで同B二弩が建設

カギ

ベルギ⁝では近隣諸国住罠も含

行った︒
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西婆⁝タ
サクセン州

﹁政治的に実行不可能﹂
醸雛政府︑合意づくりへ
門パり松本駐在醍M西独ニーダーザクセン弼政府はこのほど︑ゴルレーベンの核燃料パーク︵再
処理・贈藏センター︶建設を無期延期することを決定した︒同州のアルブレヒト晶相は﹁核燃料パー
クの安全性は儘頼できるが︑副般南民の強い反対の前には政治的に実行不蒲能﹂との毘解を示してい
る︒西独では州の岡愈なしに施設の建設はできない︒加えて原子力法に原子力発電所の建設懸盤条件
として使網済み燃料の処理処分の確立がうたわれていることから今後の原発建議の行方が注冒されて
いる︒

論の圧力によることを強調し︑今

放蘂することなく︑繕来さらに適

一九七七年の原子力法により︑電 切な鷲鰐に実現する意嗣︵サイト

後とも州との協議を続けることを

西独では譲行政裁判駈の決定と

選定を含む︶があることを蓑明し

h満足のいく解決策

力会社は放射性麗棄物処理につい

今園のゴルレ⁝ベン計画の延娚
設はまず貯溜所︑続いて再処理工

なければならないことになってい

るQ西独の原子力計隔の規模から はスリ⁝マイルアイランド臨終の

大きな影響を与えることになりそ

ブレヒト首相はキリスト教民主党
﹁メインテナンスの難しさ︑建設

肇に闘係蕎はショックを受けてい

藁にまでなった︒

う︒

出猟だが︑弼議会ではシヨ︑︑ット

コストのエスカレーション﹂をキ

る︒イランではこれにより︑建設

イラン初の原発と注國を鏡めて

ラン︑ブラジル︑スペインなどか

還邦政府はゴルレーベン酎麺の

適邦酋相と岡じ祇民党がゴルレー

ャンセルの理密にあげている︒

原発計画を放棄イラン

延期を①安全強化描躍をとる②代

ベン反対のイニシアチブをとって

臨紹纏西独二基も建設中止へ

替エネルギー開発について︑あら

いる︒延期決定は社民党内部の対

また︑スペインで建設中のトリ

進展はみられていない︒

イランではエテマド前原子力庁

になる︒
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でに原発の総数は二十五基︵一千

も原発反鮒のデモが行われた︒
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％以上の工珊進捗率で八○琿︑八︸やめられることになる︒

いたKWU社製の原発二墓は七〇中を含めすべての原発謝薩がとり

＝濫一＝＝篇＝＝一一鵠驚鑓需＝＝幽一辮一一＝＝鷲認

二衝五十万KW︶になる見込み アのオイル・シェルの利用︑コメ

力問題を解決することになろうと

る︶の利用拡大と改蕎︑ルーマニ
煽︒このため欧州コメコン諸国と

本主義諸国より速いテンポで増

コン諸国を縞ぶ単一雌力系統の計
発計闘がある⁝⁝などとするコメ

建設されることになっている︒

総出力で三千七営万KWの原発が

キューバに計三千七蕎万KWの原 だ︒擬期圏的別協力計画の枠内で

した︒

コン諸園のエネルギー開発計画を

会で承認された長期閉的劉協力計

に﹁八五隼までに西側の原発建設

ソ運のコスイギン首相はこのほ

ボグニーツェ8⁝号運転入り

開記念式典

チェコで運

画などを挙げている︒

伝えてきた︒それによると昨無の

画の一環としてエネルギー分野の

は計画の三分の一しか達成できな

論の原発建設反対や︑企業や鉱毒

開記念式典で﹁原発は唯一の代替

壁を計繭中︒八○隼代後半には原

ーグ再処理工場︑スパー・フェニ

APN通儒はこのほど︑社会虫的な解決策としては原子力開発し

の原発安全対策に対する闘係蓄の

子力発電所の墓園で轡押のベスト

すでにボグニーツェA︵ナ顯万

ど︑チェコスロバキア初のPW 子力開発に力を入れている︒

まだ︑OECD︵経済協力開発

強化があげられているが︑格渇す

いだろう﹂と述べ︑この理由を

経済栢互援助会議︵コメコン︶総

る瓦解に対し効渠麗な方法とする

かないことを捲摘︑次のように述

不倭のあらわれ一と分析してい

ー資源の

テン入りが予想されるσ

﹁安金性の問題に余りに敏感な世 獄︑ヤクロフスケ・ポグニ⁝ツェ

べている︒ソ連では現行五か鰯計

るための愈悪を照ることが必要﹂

開発について共通の開発醗画を図

とともに︑エネルギー闇題の翼体

義諸国は盤界の金エネルギー資源

画で総計一千三二期KWから一千

のシレジア炭照には欧州の石炭埋

派が気勢をあげた︒

の五分の二︵石炭で世界の埋藏騒

五哲万KWの原発廻設計画があ

蔵麟の約三分の二がねむってい

格な原発が運転入りするのは今回

の七七％︑泥旋で七五％︑オイル

る︒また︑コメコン諸國では次期

る︒

・シェールで五〇％︶を保陣して

十隼計画︵一九八○年︶の初めま

ソ連累心にコメコン諸国で
も関運して︑エネルギー購要が資

3700万kw建設へ

いるが︑経済成獲率が高いことと

原発依存拡大決める

業

必要だということについて窪民を

ゆる努ヵを払っているが原子力が

だ︒

a諺幽蓼窪〜

隙

因

力

露ノ

説得するi猶予期聞と薗向きに解 立をも緩和することになったよう
釈︒再処理︒貯藏センター構想は

畳
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9◆：

ドレム以下﹂と述べた︒さらに内に倥んでいる一門万人のガン発・アンド．インフォーメーシ闘

などをスローガンに薩接行動戦術

◆

を強化している︒しかし︑全国や

附讃翻灘麗訳説齢防瀬瀬鼓が︑パブリック．アフェアーズ

術暮雪故を起こしたにもかかわら

周辺儘民の累横被曝は二千四酉は驚動郵肋超思慮深く対応する各国敵鞭轄翻三六廃棄物の地層処分を

ず︑一般公衆は唯一人も死亡した
地域糊蹴論調査によるとネーダー

闇会で︑被曝推定償を少し引き上

り大ケガをするということがなか

〜

一

玉

二r

に対して一般公衆はほとんど岡偶

ったことである︒そのため︑プリ が提案している極端な麗類の行勤
ズムの両端のように極端な現象が

一 二 玉

起こっている︒あるテレビ局はT を示していない︒
玉

TMl原発麟故後に注視

大統領のエネルギー声明と一緒に

DOEが環境影響報告轡

﹁同発電駅から五牽塀以内の地域生率は通常三士芳件であるのに購

懸難羅

灘

に大きな危険が生じるようなこと
はないと述べた︒

灘

灘

青膨

繰擁護ー膨難照難論鑓饗喉賑臆一郭蒙生遜鎚

大衆運動関係養が薩面しているジは﹁もうご免だ﹂とか﹁ノーモア巖轟轟任蓄は︑議会でTMI盛運い︒存続するのは数量程度﹂と述今回の薯故が健康上影響を及ぼすン会長もその一人で︑環境審議会

TMI原峯炉の串の﹁水素のア

った予想は︑根拠のないものであ

う数日間にわたる不安の原因とな

と考えたのはジョージア工科大学を辞めてから︑プルトニウム乱離ワ﹂が爆発するかもしれないとい

ニュー・ダイレク
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難生評議離職鐸題晦難戦副禦慧︒＄製藪禦襲撫蠣薬罐羅爆発

ーガン教授は長螺にわたり現在の

騰難

ダグラス・コストル環境保護庁

を務めた経歴の持ち主︒

擾竃は門発癌所から廃水をサスケ

るものより三口大きいという考え

放射線の危険は現在毒えられてい

薯故に関する独立の調査機関が︑

メニチ上院議員の質問に答えた中

舗小委員会の聴聞会でビート・ド

大統領の委員会のほかに︑この

員擾が︑四月十日の上院原子力規

これは︑NRCのヘンドリー委

の飲料水を汚染しているようなこ

少なくとも七つ宗風された︒

ることが判明した︒

とはないし︑また汚染する心配も

があると述べた︒

から︑ガンが一件発生する可能性

この委員会は︑六か月以内に鍛

全然ない﹂とし︑ドナルド・ケネ

ジョセブ・ヘンドリ⁝NRC委ハナ河へ排水することにより下流 放射能基雌に関する批判巻であり
﹁発電所の北函○・六婿の地点に

員畏は鍍月㎎日︑総懸小委員会で

ディ食品医薬品局畏富は門放出に

終報告謬を提出する予定︒

いたと仮定した場禽の巖大被曝線

甥故買生後続けて五・五際立って

⁝スチンから蒼五十耀離れたとこ

一

ろのペイ・シティでの原子力発電

一二

院ではE・ケネディの保健小委員

ヘンドリiNRC委員長は四月 NRCは当然のこととして︑上であきらかにしたもの︒
十日︑原子力規制小委員会での聴

会は︑モラトリアムを規定する可

された︒合罵議会エネルギー委員

つづけることを了承した︒同帯が

所二墓の建設について資金援助を

多玉

ついての事情が変わらない限り︑

ｹ部X線二回分程度に桐当する われわれが十分なモニタリング体

悩鰍は八士︑掛レムで︑これはだいた

能性のある法案について好悪的と

一

W璽PP計画進展へ

伝えられている︒同法案は︑議会

ついての蟹成者も皮対蓄もカロル

この計画に参加しつづけることに

で藺 き の 塞 が で て く る よ う に 闇 い と し ﹁ 再 議 所 か ら 蕩 以 内 に

ころを捨ってみると一︒

蝋を墓に判断すると健康上影饗はな の審議が進んだ駈もある︒露なと

ニューメキシコ州は︑カール

したと述べた︒﹁コストと利益を

いたように思える﹂との結論に達

正
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廃棄物処理技術が承認されるまで

の承認なしには放射性廃棄物を賠

ｿ舞鱗耽ポ健・

現在建設中のもの以降は新しい原

食するいかなる施設の建設も禁止

めて実施された投票でオースチン

1

1繊欝欝燃

・欝欝鰻のル

欝脅

雪輪鰯雲核

狐．

説明書、見本をお送りします

▽コネチカット州実証された

子力発露所の建設を票止するとい
思う﹂と述べている︒放射性麗藁囲住んでいる約二万五千人がすべて

▽マサチューセッツ贈TMI
の住民は︑南テキサス原子力計画

長は述べている︒

比較検討する必要がある﹂と同市

リースの洗浄等は非常に効謙的てす。

TMI事故後︑一部州議会では設についても禁じている︒

う法案が議会での審議を待ってい

スパットで鎌継されている廃棄物

要因であるという点では愈毘が一

・マクレラン甫長の隻持が決定的

し︑州の環境資源局とNRCが確

四人の母であるマクレラン市長

致していた︒

に同市が一六％出資しつづけるこ

五百万メ以上の贋券を売却してオ

・一％の二業数で市議会が二億千

カラス、金属、ブラスチノク製品等の放射
能湾染は容易にバンククランド・レベルま
て除染てきます。特に放射能汚染されたク

原子力モラトリアム立法について

▽ペンシルベニア州上院委員

している︒

幽警．福馨醤は︑このデ麦

会が新しい原子力発電所の建設を

る︒ムロ同議会エネルギー委員会は

メキソコ捌

貯藏パイロット︒プラント︵W王 物籔理協議作業班は︑州の保健環 現在可能と考えられる最大累心線

禁比︑現在運転中の発電所を検査

ハイウ零墨で鰻され︑瀦圃ても︑通常この人数の中で菱す

た︒

資源局へ与える法察を承認した︒

認するまで停止させる権隈を環境

とを決めた︒また︑嗣市民は五三

決議が百五＋三対一で議会で司決

領と議会に要求する拘束力のない

電話（572）8851

〒104東月ミ都ヰ1央区銀座8−11−4アラタビル
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PP︶への道を蘭く法律を制定し 境局擾︑エネルギ⁝・鉱物局侵・一懸八十︑ゾレムを被曝したと仮定し

に条件など決めずに遮邦政府と協肖ると想定されるガン死亡置数四千

いて再検討した結果︑事故は璽大

は︑TMI畢故後自分の考えにつ

曲浦の薗後︑新しい原子力発電所

▽テキサス州TMI事故後初だが︑﹁少なくとも安全装囲は働

テキサス州︒オースチン

共鳴呼んだ母親市長
議することになっている︒暫定幽幽五百人を超えるガン死亡がでると

▽ロード・アイランド癬下院

いる︒

同様の法案が下院にも上程されて

この新しい法律に関しては︑ブ

囲ガン研究所長は﹁鍛も優れたモデ

難欝欝難酬鐸⁝は鷲糞壷疏竪
欄成されている︒

のライセンスを鰹比するよう大統

されるまで新しい原子力施設の建

か廃棄物処分に黙する技術が実証

を公表し︑再発防止の描躍をとる

案を六十対一で可蓋した︒このほ

まで原子力発電の利嗣を禁ずる法

は︑NRCがTMI票故の報告
欝
てい
る︒

同法案について好恵的と伝えられ

ルース・キング知事の署名︵四月

きつづき放射性廃棄物貯藏につい

六日︶後︑実旛作業班が設躍︑ひ

て遡邦政冊と協議︒協力すること

物懸絶軟糊聡警罷諺駅幌難靭疑翫

にしている︒さらに同法は州の協
議・協力について議会へ助聾する

テヂ と 協 議 し た 後 ︑ 全 て の 規 泓 卜 す る と 予 響 る 舞 は な い ﹂ と

鷹政府に夢える法律にも署各鍛藷藁繋轍

ための新しい調壷委員会を同宗す
ることを決めている◎

鵡であり︑環塊の生物の中に畏く残

放射能汚染の除去

力

原

A猛ドが﹁ニュークリア︒イ
ンフォ﹂を奨行した背漿には︑

原手力開発への幾判や反対が先
鋭化ずるにつれて︑一方的な兇
解憎不図確な嫡報が増加し︑大
粟の原苧力に対する純粋な疑問
や繁朴な不安を誤った方向へ増

かがえます︒この惰眠は発行以

幡させかねないという翼瞬もう

来︑原苧力関墜養のみならず議
会︑連邦・州政府︑マスコミな

ロスアラモスのジョン・ロジャ

ース上院議員は﹁この種の調査

響

㊥
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と一GW年あたりの職業上の増加

のマイナス四栗という率を乗じる

しても︑その生物学的翻用の問題
死亡数は︑○・三となる︒

とつにすぎない︒酒家として︑あ

の誘発をふくめて○・五となる︒

るとすると︑この憾は遡伝的疾患

か︑海路︑タンカーによるか︑あ

の︑ダムの決壊による人命損失の

紀中における︑金世界を通じて

理︒維持するには︑かなりの困難

コンクリートを用い︑荒天下で膨

ユニットあたり︑相当な騒の鉄と

で舗ると︑一GW駕あたりダム雲 最後に︑わたしは︑二つの点を

トは︑エネルギー源によって︑年

第⁝点は︑省〜二百万人の人毎

間死ご例数﹁以下から二十以上ま

の他の書呈すべき条件が圓じであ

なうために生ずる審の推定値は︑

以上のように︑同騒の発電を行

第二点は︑わたしはこれまで︑

性のある﹁諮﹂の推定についての

発蹴の憩舶分によって生じる可能

発電の増加によって簿られる利

み論じてきたことである︒

わたしはこの短いに対して︑た

益の推窟はどうなっているのか？

る多数の扇蟹な施設ーー病院︑通

だ︑﹁われわれの文明社会におけ

儲設備︑化学物質︑食糧供給の増

給に依存している﹂と述べるしか

撫などは︑すべて︑適切な雲量供

ある国では︑平均野命︵幽生賭

箸えることができない︒

のこどもの余命期待値︶が︑利螢

の﹁尺鹿﹂となるが︑この値をい

踊のレベルと強い相関関係があ

ろいろな国についてみると︑発電

相関閲係があるからといって︑

る︒

それで何かが証明されるものでは

醐輿空バルブ

ル・バルブ

電手機器第2部

大叛支社大隣肯淀用区西中鵬5−14司。（1ノクルート新大阪第2ヒル

石炭と同程度⁝
るいはパイプラインによるかで異

大気湾彙による死亡数は︑おそ

がつきまとう危険な作業である︒

年平均を調姦している︒

らく石炭とおおよそ薫じで︑その

この数多を世罪の金水熱発鷺簸

なる︒

石瘤を燃料源とする場盆には︑

壌による死亡数は一〜一︒五とな

石油の生命掻失率・

嚢故死金は石炭より低くなってい

る︒したがって︑承力発鰍金体で

強調しておきたい︒

である︒

推定纏の儲頼度が低いことも同様

灘〜五または六となる︒

もっともこれは︑石漉が地下︑

る︒

石高の場倉は︑石炭の場舎のよ

最も低いガス
天然ガスを裏道源として用いる

ス︑原子力︑あるいは水ヵを選択

るならば︑わたしたちは︑天然ガ

このことからみると︑もし︑そ

での差があることだ︒

場台は︑あらゆる方式のうちで並

飛01の安全率

は一GW黛あたり︑死亡数総計が に題力を供給するための人命コス

海底のいずれからくみ上げられる

い︒﹁GW無あたりの生命損失の

うな︑僅業蕎の肺疾患の危険はな

合計は︑石炭の十五〜二十に対し

かで変わってくる︒また︑作業養

よる生命損失は︑還常は石炭よ

て十〜十五と推定される︒

と公衆とを舎わせての︑輔送に

り低くなるが︑この場愈も︑発電

みはずれて小さく︑巖低になると

所までの石佃の輸送が灘路による

言われる︒

問時に︑鎌に︑一万〜二万入の

う︒

したいと望むことは確実であろ

には︑大きな直線限界の蟷がつけ

職業上の隠審は︑おそらく一G

られている︒

W鎌あたり︑死亡数は○・一〜○

五千人・レムである︒この蟹故は

しかしながら︑発ガン性のある

・四の閣にある︒平常時では︑⁝

死亡暫数に対して︑発電が原國と

ン︑イオウ飛禽物や当機の粒子状

にすぎないことから︑これらのエ

考えられる死亡数は︑蕊十例以下

放雌化合物︑とくにベンツピレ

1蜜故による簗穂線径は︑およそ

この数値が正しいとすると︑米

る國で起こっている︒

般公衆への障審は︑検査不笏能と

ネルギー源のいずれも︑それから

物質が︑比較的融濃慶でガンを誘

ついては︑水力発鱈を主要鰍力源

ハーバー氏が推定を行なってい 発電方践によって︑三＋〜四＋悩

としているカナダの条件で︑イン

ものひらきがあることになる︒

石炭と石演の火力発魔が最隅で

る︒かれの分析には︑ダム建設︑
それに用いる資秘の無蓋︑発醒所

・五か︑それ以下となる︒

一・五〜二︑天然ガスが騒低で○

十〜二十︑水力が約四︑漂子力が
くみこまれている︒

の遼転と保守および資材の輸送が

かれはまた︑水力発電騨馬のダ
ムに隈定して分析を行ない︑今世

メタノールの蒸溜にいたる以朗の

海の波渡エネルギー︒これは︑

は︑およそ篶えられない︒睦地か

ないが︑もし︑仮に︑この相関関

の擬さとの間の因漿閲係に墓つく

係の棺嶺部分が罐力供給羅と鯉命

線の傾斜から︑次のようにいえよ

ものであるとするならば︑この曲

﹁供給盤が翻せばそれに比例し

う︒

て寿命がのびる◎⁝入あたりの発

の効巣が顕薯に現われる﹂

罐騒の低い国々では︑とくに︑そ

費（06）3G5辱0880（｛ざ
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哺の英国放射線防護婁員会自陣︑E・ポーチン博士は五月三十臼に行われた原野総会で特別ゲス

一

⁝

物学的影響は︑いちぢるしく低い﹂と捲摘した︒以下︑﹁原子力発電による生物学的危険魔﹂

岬トとして講演︑﹁原子力は石炭・石湘といった化石燃料とくらべると︑格段に安金で︑その鑑
噺

恥と題する嗣博士の講演の硬冒を紹介する︒

た︑﹁爾力の増加による利益や︑

は︑エネルギー供給源を選択する
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﹁生体の害﹂
とき︑検討すべき多数の要囲のひ

百〜二百万人に対する蹴力供給

のに際して失われる石炭採鉱尖︑

その増加電力のための燃料を得る

ウラン採鉱夫の健罐陳審や死亡と

ては︑もっと多くの饗函がはいっ

るいは産業としての決定にあたっ

騨掻の塞本的悶題⁝

いった損失に関して︑これをどう

一GW奪を︑すべて原子ヵにたよ康子触発躍がおよそ二十GWであ

さまざまな薩業や人間の活勤に

罫価するかについて異なったいろ

国での集積線墨期待値は︑三千入

夫然ガスを発磁源に用いる場舎

なる︒

人・レムで︑これに鱗故による五

これによると︑︸GW黛あたり

発するという証拠がある︒

て︑作業轡と一般公衆とを舎わせ

O・五がこれに加わり︑結果とし ・レム以上の二十催︑つまり六万

公衆の被ばく分として︑およそ

ともなって︑必然的に︑危険慶も

てくる︒

しかし︑代薔方武の選択につい

亡数は︑全死亡数にわずかの欝募

の審のコストの二二は︑一GW無 鯉力を宿ることによって生じる死

ての︑公衆の健康の面からの弩癒

死亡数＋例という値が見秘られ︑

だが︑発罐源に関して︑いくつ

とうぜん︑難しい問題となる︒

いろな憲兇が撮されること﹂が︑

高まる︒

このような状況を反映して︑巖
近数年闇︑環境に与える悪影響の
推定や趨こる直様︑また︑環境中

千人・レムがつけ加わることにな

は︑決定を左右する璽要な滑子で
て︑一・五人から二黒の死亡およ

かの代替方式のうちから選択を行

しかしないということを理解しな

のさまざ家な園子によって引き趨

上限値でもあるといえよう︒

ない︒

加は八％で︑これを超えることは

水力発羅の場命の轡のコストに

あたり死亡数約○︒五で︑これは
そうすると︑来国の年線溶の増

合誹では十五〜二十例となる︒

び弔い遺伝繍審番数となる︒

る三月︑スリーマイルアイランド

たしが聞いたところによると︑賜

顕著な関係

で︑かなり大きな職法上の危険が

段階での︑櫃物の勇奮︒輸送の聞

日額やわたしの国︑英図などでは

存在する︒

で与えられているエネルギー源︑

関心をひきつけるものだが︑審の

ら一懇望も離れた海の中に設麗す

くてはいけないと思う︒

る︒

ある︒

ここで付為すれば︑現在までわ

うときには︑この問題は︑ずっと

難険盤高い糞石燃料

もし︑明確に定義・詑述される

単純なものとなる︒

この場愈︑それぞれの原燃料

こされる司能州のある隔蜜を︑数

だいに成功しつつある︒また︑そ

に際して生じる﹁生体の憲﹂の命

源から︑等しい懸の露力を得るの

値的に解析・騨嚇する試みが︑し

の例も繕えてきている︒わたしは

題となる︒

算を比較することが︑基本的な問

この傾向を心強く感じている︒

この問題は︑公衆の健康に関す
る璽大なテーマであるだけに︑避

ならば︑知曲大衆とその代表蕎と

スクの増大はわずか

とができる鎌継には︑エネルギー

が︑容認するか否かを検討するに

TM一
事故 リ

源のいかんにかかわりなく︑﹁籔

発躍の利益を等しいとみなすこ

っていると恩われる︒

用︵コスト︶と利益とを数踊的に

あたって︑知っておきたいと墾む

けて通ることのできない問題とな

危険慶の評価に際し︑また︑躍

比較する﹂という函難な問題が存

I蟹故が︑たとえば︑事故晴の暫
発躍盤と轟命

たとえば太陽エネルギー︑風力︑

分析例は知らないし︑また飴分で

インハーバー氏は︑一冤︑タダ

海洋の温度蓬などから得られるエ

度には︑あまり意味がないoTM

豊麗の放出が︑一翻の確率で起こ

確灘を︑親在︑減らすことができ

り︑岡躊に︑同様な蟹故が超こる
すでに︑蟹故によって趙きる放出

ネルギーといったものも櫨駕し︑

かれの研究のどこに姫値がある

しかし︑憲が小さいということ

も韻みたことはない︒

のかというと︑かれは︑これらの

る可鋤構造システムであって︑一

いる︒

本主題の研號に盤箪な質量をして

石炭の鵬愈では︑石炭の標鉱と

エネルギー源から鱈力をとり齢す
ための装齪のみならず︑この装躍

ノ

輸送の過程で起こる装甲死のみで

うには︑十分にわかっていない︒

ろう︒

き︑初めて重大だということにな

ない︑という解析結累になると

わたしの知るところでは︑TM

からである︒

の平均的確率が計器に入っている

というのは︑この設定櫨には︑

とだ︒

かも変更する必要はないというこ

故によって︑この推定憤はいささ

︵TMI︶原発で超こった放出蜜 だが︑この八％という数傾の糟

する鵬命︑﹁闘用あるいは利益の

用f利溢分析を定麗的に行おうと

彙報であるに相違ない︒

むろん︑どのような発贈方式に

在しないことになる︒

で計ることはできないこと﹂ 象

すべてを︑比較可能な基準・尺度

いうことになる︒

として嚢わした生物学的コストと

値は︑概算ではあるが︑かなり儲

原発の二十倍
鍛もリスクの寓い石炭

上まわり︑全製故死数は︑発躍麗

女

！
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ポーチン氏

石炭・石油による発璽GW年原子力課題の堀台の死亡数総議を
あたりで生じる蜜に弩察してみる

ト︑その他の資材を生産するため

一GW薙あたり二・五となる︒ を作るのに要した鉄・コンクリー

ことだ︒かれのデータでは︑この

の憲のコストを導瞳に入れている

炭鉱央の肺臓や金身の健康を離

誉が困難である︒

する騒埃による疾病は︑さらに推

コストがある鰯禽には︑憲は︑か

急成畏する零物を層殖栽培し︑

なり大きなものになっている︒

命
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力

十
一・五人程度・

頼性のある鱒として推定できる︒

原子力発電に対しては︑この数

さまざまな判断基準が︑隅々な

原発酬GW隼の死亡率

型の生物学的霧の総画を算定する

鉱の過程と核施設の建設の過程で

旧故死亡は主として︑ウラン採

ここでは︑失った磯間に墓つく

のに屠いられる︒

趨こり甥い︒この二つの鵬倉につ

いては︑一GW年あたりの全作業

摺標と︑通常︑並行して変化する

ような揺標で︑これよりも︑もっ

︵人・年︶あたりの蟹故率がわか 通じて受ける簗穂線腿がわかれば

騒︵人・作業脚数︶と単位作業麗

と︑少なくとも︑薩州死に関して

一GW卑あたり約三千人・レム は︑憲の統謝のうち︑職業上の審

騨出できる︒

にわかっている︒

が︑どのくらいになるかは︑十分

耀境への放出による潮紅につい

て︑儒頼のおける諄価を行うの

助

塾bo

と簡単な密の指標を用いることと

この二つ以外の致死購二巴はそ

っている︒

する︒つまり︑さまざまな難鰍方

式による鞍懸を︑発電単位鰍賃一

れほど頚回ではない︒蟹故死の総

ギガワット︵GW︶黛あたり の 作

計は︑おそらく奪議璽GW矩魑になると思われる︒

という値が︑職業上被ばくの倉計

いで論ずることにしたい︒

この値に︑ICRP︵国際放射 しかし︑化石燃料発懸所の煙突

講番および公衆の推驚死亡数を嗣

あたり○・七人の冤妾となる︒

らR
放臨される物質︑これには発
線防護貞享余︶︑UNSCEかA

は︑いっそう困難である︒
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したがって︑当該発躍源から得

放射線被ばくによる死亡率もま

︵原子放射線の影響に隣する国趨 ガン作用のある濡性物質がふくま

る形の太郎エネルギーの利用には

一GW隼あたりの死亡数の推定 これを燃料摺のアルコール源とす
中輿魑は二〜二十流でこれらの値
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た︑ウラン鉱石の採掘から廃爽物

いたる濠での金核燃料サイクルを

の

られる躍力を︑︸人あたり︸ K W
便うとして菅万入︑あるいは一人

二百万人の中に生じる無闇死亡数

あたり○・五KW消翻するとして の投簗︑放出︑および炉の解鉢に
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嘱

認
かれた︒隅会議は田燵月歩の進展にともない細分化した放射線研究の横の連絡を強化すること
h

㌦

既報のように第六回国際放射線研究会議︵XCRR︶が長月±二〜十九田の一週聞︑萸京で筆画

一

を華華に一九五八矩以来四隼ことに開かれているもので︑今回はアジアでは初めての余議︒中

㎞国を禽め計閥十六か国から千四薫私以上が参加︑原爆症例研究からサイクロトロン利罵による

へ

一

ガン治療まで広範な分野にわたって示唆に富んだ発糞が椴次いだ︒今園は軍隅邦猛放辮線医学

一

︵

開会武にあたって︑鯉ノボリが

って近眼が入れられた蕎︵難壁︶︒

を使うのでなく鼠際英茜で討議

国民の諸氏は︑母国語である英語

り︑岡田委員長から︑とくに英語

ついて行われた︒門田本における

れた︒全体会議は五つのテーマに

午後は一般講演という構成で行わ

議︵特別講演︶とシンポジウム︑

横路︶のシンポジウムの中で︑動

ガンの研究﹂

ムについては︑﹁放射線による発

ひきおγきれる発ガンのメカニズ

されているようである︒

礎的な試行をくりかえす余地が残

の粒子線治療については︑家だ基

子線潰療は実用化しているが︑他

り︑満場の拍手を浴びた︒このよ
融台エネルギー開発における放射

放射線科学の歴史偏︵山崎︶﹁核

血病ウィルスと免疫能の低下が深

発疲機序については︑これまで白

物実験による放射線誘発白鮫病の

いる方法についてもシンポジウム

低い玉茎細胞に対し︑鱒感鋼を用

放射線治療に抵抗性の酸素圧の

︵座填デュプラン︑

発表してもらいたい鷺の発言があ

うな継かい配露への要請は︑まこ

く開与すると考えられていたのに

がもたれた︵アダムス︑晦部︶︒

﹁ガン放射線治療の

デーゲン︶︑

し︑まだ灘性の点で問題がありそ

ミソニダソール等の特等はしか

線科学﹂︵カル⁝サ︑ファイネン

対し︑ハラン︒ゲラ⁝とユーハス

さらに付護しなければならない

婆心は︑鴬純にこれらの因子が関

とに妻室を得たものであった︒

﹁広島︑長

その劇的な演出効漿は︑内外の参

富来﹂︵カプラン︶︑

加習の大纒讃を浴びた︒

息−三十琿の研究展璽﹂︵フィン

与するのでなく︑ウィルスと免疫

を放射線とともにガン組織にあた

のは︑塞学会が国際色を強め︑優

能︑それに生体の微妙な調節機樹

えることによって放射線治療の効

れた研究発表を招待ずるために払

った努力であろう︒トラベルサポ チ︑大北︶︑﹁人類と放尉線およ

の乱れが︑複雑にからみ命い︑

本大会の今︸つの特色に︑その

び環境変異原偏︵ク重刷︶がその

放射線焼酎の効果が︑修飾されて

ついて行われた︒一般講演は︑当

シンポジウムは二十九の空騒に

また︑ファン・ベッカム氏も︑

発症にいたることを強調した︒

シンポジウムがもたれた︵ウィッ

果をあげる新しい試みについても

に椙乗効果が認められ︑表在性の

トモア︑蕾原︶︒箋験的には確か

初八藪六十題の繊題が予定されて

また︑湿熱︵四十ニー四十⊥ハ度︶

うである︒

⁝ト委員会を持ち︑審査の上︑旅

テ；マであった︒

名を数え︑とくに中国から初の国

アジア諸国からの参加も六十八

饗の補助も行った︒

醗かな国際樽にあったといえる︒
昂庸者のうち︑海外から約八酉
名︑国内から割愛胃名の比感で︑
一度︑会場に運を踏み入れると︑

役翼以外は︑外人ばかりが囲につ
き︑外国での学会に出席している

の占める役劉を強調した︒これら

ラット乳ガンの実験系でホルモン

構の異講としての観点から検討さ

発ガン機序が︑生体全身の調節機

効な熱分布を与えるかという点に

とくに深部のガンにいかにして有

残された問題は︑熱分布の点で︑

がとりあげられ︑将来の璽難問題

伴うトリチウムの環境汚染の問題

目程を無事終了し︑大成功を況し

霊

團

漕総盒研究所陣審臨朦研究部揮をわずらわし同会幾の誕題などについてこ紹介願った︒

の分野にまたがることであろう︒

の発表があった◎

いたが︑最終的には七颪七十九題

の病歴を詳細に検討すると︑白血

れるべき点を強調しているように

ガンには有効性があるが︑今後に

病発癌にいたる︑いわゆる前田血

あるようである︒化学療法との儒

の実験垂垂は︑放射線重量による

病状態から︑染色体単二︑血球ア

思われた︒

用についてもシンポジウムがもた

ルカリフォスファタ⁝ゼ︑凝望ビ

管内における培養細胞を用いる単

家族におこったコバルト60紫雲に

ロッキーフラット風下のデン

がないと感じた︒

バー地区のプルトニウム湾藥と発

ョンソン︶︑頭部白癬治療をうけ

ガン毒の上野についての報告︵ジ

ンにより思妻状態までが描記でき

カプラン博士の特別講演にも簗

﹁粒子線︵重イオン︑申間子︑

てシリ一極博士により残りの片膜

振｝

ﾖ＝東二

環隅

、

嘱晶瓢畠笏

失

襲額疑薯♂智黎

タミンB12羅等の異鴬が存在する しかしながら︑一方では︑試験
ことを疾例をあげて説明された︒

型ガンの研究成繊もめざましいも

純化された実験系における放射線

経過研究の報告は︑未知の中国医

よる被曝嚢故の十四年間にわたる

された︒骨髄移植の試み等︑その

学のレベルを示すものとして注目

剤による発ガンをはじめて実証し
たものとして︑とくに注目を集め
今後は︑このような単純化され

た︒

た実験系での成糖を︑鑑体内での
発ガンのメカニズムの解析にどの

︵ロン︶︑短寿命RIであるフッ

た子供の脳被曝による知能の低下

ること︵ウォルフ︶等は語題性に

素18標識ブドウ糖による脳スキャ

ヒトの細胞のガン化の研究に応用

た麗質な分子生物学的研究成果を

に関する特別講演では︑核融命に

また︑

大成されたが︑詳細は︑次の各シ

陽子︑中性子︶によるがん治療の

を達磨に入れて終了した︒四年後

学会は︑五月十九日︑一週閥の

となる可能性が示唆された︒

生物学的基礎と臨床︵ホ⁝ル︑坂

ベッカム会長から︑チーズとワイ

の次期開催国オランダのファン・

ンが親臨に棒げられた︒

本︶では︑従来のX線︑γ日記に

が論ぜられた︒現状では︑速申性

比べ︑粒子線による治療の有効性

た︒

ンポジウムが︑その骨子をなし

﹁核融命エネルギー開発﹂

簸近の著しい進歩と新しい試みで

クと利益の解析が明快であっだ︒

ウムでは︑飯沼疑の闘築検のリス

以上の他︑鐵療被曝のシンポジ

富む講演であった︒

門ガン放射線治療の進歩﹂︒ガ

たことにあるQ

していく有力な孚がかりがでてき

であろう︒

ように警み込ませていくかが問題

医療処置は︑欧米のレベルと遜魯

化﹂︵リットル︑堀川︶のシンポ

ト細胞の紫外線照射および化学薬

ジウムでの角永簿士の発表は︑ヒ

初参加の中国の叶教授の農民の

このような邊跡薬師の成果は︑今

のがあった︒門試験管申でのヒト

れた︒

後︑白甑病の早期発見︑白面病発

および動物細胞の突然変異とガン

症機構の研究に︑大きく欝与する

ものと考えられる︒

愚者の細胞にも存搾することが︑
最近明らかにされた︒また︑この

ンになりやすい甥も明らかにされ

ような患蓄は︑放射線によってガ

てきた︒すなわち色素性乾皮症︑

症候群集である︒

末稿毛蟹拡張性失行症︑ブル⁝ム

このような遡伝病は稀なもので
あるが︑日本でも次第に発見率が
高まっている︒この分野の研究の

で大腸菌等を使って解明されてき

もっとも繊麗すべき点は︑今日ま

際立っていた︒

DNA修復欠損が︑ヒトの適伝病 ンの放射線治療面の研究発表も︑

驚くべきことには︑このような

研究がすすめられてきた︒

をつかって︑分子生物学の四域で

で︑主として大鳥譲のような細函

る︒このような研究は︑今日ま

カニズム﹂︒放射線被曝の結果︑

次に︑﹁放射線誘発発ガンのメ
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全原協か
定停痛会

﹁運転中交付金親設を﹂
粧酬鮎謝新会長には高木氏︵敦賀市長︶

画などについて根本的な対策がた

なかぎり対策を講じていく必要が

撰は﹁丁蟹王事故に関しては司能

あいさつした一本松珠磯原産副会

の議案を審議︑いずれも可決︒

このうち︑営業計画の堕点は①
原子力発磁器の安全確保②原発所
在稽晴村の地域振興と税財政描國

は発電利叢を醐接佐民に還元する

また︑地域別電気料金制の導入

の設置が決定され︑共和町が新た

また︑今回の総会で門蠕会員﹂

体が今回の譜故で衝繋を受けたの

つづいて鱗木会長は︑﹁慮治

討状況などについて説明︒

策にこれで錨蟹だという点はなか

は間違いない﹂と指櫛︑﹁麟故対

決めた︒

運転中交付金制獲の藤縄②地域別

とともに産業の誘致をはかり地域

に準会員となった︒準会員は原発

の質問が出されたのに対し森町務

千代田保安贋品は︑フィルム・

じえながら短期間︑鎚中的にレク

礎から応用まで︑最新の動向もま

原子力講座として鎌脚︑好評を得

ともにしたこの企画︑ユニークな

臼本科攣者会議原子力問題研究委員会訳

疑闘

ラスムッセン報告批判

にしている︒

冒
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圖海洋開発と水資源蟹一奇健
囚随筆思索と旅と解説・窒弘

田科学について

解⁝談︒服部

核心験や線忍による放射能ん染︑線発の安全贋を
めく︐勾問題なとを︑入娘史的な視野から解明する

圃原子力を考える

o騨︐

．盾の安全姓にかかわる問題点を盈き牛きζ︐凹き彫り

本鍔は︑爪外ペーシに及ふアメリカ政府の内部資覗
の検討をもとに﹁ラスムノセン報告﹂を全曄的︑科
̀的に薩検註したものてあり︑政府・就業界聞雪占
の発尚記録なども豊富に引用しなから︑原〜力発電

発行（財）放射線照射振興協会

このうち︑運転中交付金制度の漉

立地周辺市町村を対象として設け

発建設計画は大きな打替を受け

間がかかるのなら疑開としても総

た︑﹁操作薦のミスについてはこ

愈として検討したい﹂と指摘︒ま

れを他の人がカバーできるような

の霧粒が出されたのに対し山田太

体制にする必璽があるのでは﹂と

なから、現看これらの凝測に間するカイト，韮；は、

電気料金鵜祭の新設ーーの二点︒

般用︑産業用魑気料金について餓

とが必要という点はある︒こうし

ろう︒しかし︑ここまではやるこ

振興に役立てようとするもの︒一

られたもので︑共和町が﹁泊原

ている交付金難語を運転開始後も
鵬三罰まで劃引する計画︒これに

となったのに伴う楢醸︒

発﹂の立地点から外れ﹁臨接﹂晦

入は︑現在建設期間中に隈定され

継続して交付されるようにし︑獲

十五円／月の翔引になる︒

より︑一般的警衛では平均誇顔八

た点について協力して実現してい

るもの︒

露語がくつがえされた︒国はこの

てこれまで順調に進められてきた

このあと︑﹁TMI覇故によっ

くことが必要だ﹂と述べた︒

早急に確立を

また︑総会はTMI原発票故に

信頼回復対策

期的な財源搭置を確立しようとす

規在の鰭源三法では例えば小出

康を維持する饗務をもっており︑

iについての要望︒それによると KW原発が一基立地する場舎︑五 ついて讐窪治体は佐民の安全と健

まず蜜全確保については﹁TMI活間の建設期間に葛谷三十簿円︑

＾蕎鶴が原藍と懇談

きない︒したがって電力会社︑国

からわずかの逸脱も許すことはで

は﹁いつ出されるか軸心をもって

﹃原発は安全﹄という絶対的要件

篤だが︑運開後は一嵩暦は固定資

た扁﹁万金の運転体制が不司欠﹂

一献あたり六億円が交付される計

産税により五︒七群群が入るもの

はこの要件を発全に充足するよう

禦故を契機に安金霧査をはじめと

寒強化する﹂ことを政臆に求めた

する安金三保のため規制を一贋発

の︑その後毎年償却が進むにつれ

﹁TMI購故によって地元の原第二について臼轡を出すのか扁と

あと︑﹁同母にサイト︸︐﹂とに検査

原崖との懇談では安全対策のあり

lI全原協総会終了後ひらかれた いる︒よりどころなるものが繋く

懇談では︑ま蜜森一久原薩騨務
理薯が原産の㎜麗王康二選故調査
や宮城開発・財政闘題検討会の検

出るように促進したい︒あまり階

強く要求する﹂との特別決議を採

方などをめぐって悪晃を交換︑国

択︒さらに︑岡協議会今後の体制
固めについては﹁今後駕に一回総

収入が減少︑韮年後には罪額にな

会を開くだけでなく何度も会禽す

る必要がある﹂と撮摘Qまた︑防 る︒今回の運転中交付金制度は︑

でカバーしょうとするもので︑こ

この鹸却による減少分を新交付金

宙常駐など常時堕視体制を整備す

の精殊性から災霧対策麸本法の兇

災附策については門原発防災苅策

く﹂ことを決議︑また門原発関係

るなどして盤点的に対応してい

国会議員団﹂の編成の可能性につ

れによって毎年五・七態円の財源
を維持するのがねらい︒交付期闇

いて理繋会で検討していくことを

三郎原産相談役は﹁米国では︑い

ま単に一つの蚕桑にたよるのでは

行なっている︒三宿にこうしてい

化︑一部地域でサ⁝ビスを実施し

ればあの導故は起こらなかったか

なく状況を総禽的に断ずる訓練を

ータ化は︑これらの経験をもと

もしれない﹂と指摘︒さらに一本

松珠磯原塵副会長は﹁臼本では山

に︑技術処理システムの圏動化に

藁票をはじめ︑大阪・名古塵・

蔓製造技法も米国を凌ぐほどにな

故は趨こらないと思う﹂と指摘し
・た︒

人線lil；鋼定には、なお多くの技術的な問題を抱え

原発の安全盤への

ぞれFASシステムをもつ︑全国 ってきており︑τMIのような鵬

ル運転は七月上旬になる予窟︒

的な隅協会の新システムによるフ

原子力の基礎から薦用まで全てがわかる

竃繋凝舞響織鍵

えられるなど︑テーマは盛りだく

原産︑受講生を募集申

γ線電子線の高線璽，冒掟に極めて有絹な手引爾

難難闇闇隆隆﹂
禰岡・瓠台・敦翼・禰覇と︑それ

こぎつけたもの︒

た︒今回のこの盆行程のコンピュ

ノノ⁝シ7多ンノ多！老つン多一7−4−6シン4一

を打ち出している︒

は門運開後十五年間﹂との毒え方

浮き彫りにされたQ

民の儒頼回復方策確立の緊急性が

蔭しを行う必要がある﹂と嶽曝し

一方︑地域振興と税財政措躍

ている︒

の麺点は①遡源三法改正による

ジ！一

全処理工程が自動化
放射線

このほど千代田保安燭贔が醗本

なはず︒

管理 千代田保安用品が開発

千代田保安用心︵小野鎮馬社
長︑本書集票︶はこのほどフィル

スは︑このユーザーの要求に応え

たフィルム・バッジ金自動サービ

いままでのマニュアル方践だ
と︑一日で処理できる蟹は︑五千

ピュータ化により︑その爆は一日

枚が限慶だったが︑盆行狸のコン

これ一つで原子力の基礎から応

バッジ測定のコンピュータ化を轟

※國TMI鶏故︑その教訓と今後ている︒滲加蟹七万五丁掛︒申込

チャーしょうとするもの︒今圃は

蓄は原産︒簗霧課まで︒

み締切りは六月二十爲︒滲出希望

高山奇帯茅爵…貫町1233歪ヨ｝0273（46）1639
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会を開いた︒総会は︑米研TMI原発頭故について﹁配力会社は窟ら徹底した安全蟹躍を実行し・国

①国の璽任で軍急に防災対策を確立する②地域振興描圏として地域別醗気料金制を源入する③憧久的

は安全確保のための上欄を蔽蕉に実施すべきだ﹂との特別決議を採択︑さらに今後の対策については

財源確保のため躍源三法を改正し運転中交付金制度を新設する⁝1などの実現を貸船していくことを

儒頼回復に全力をあげたい﹂との

てられない隈り原子力の発展は望

ある﹂と述べたあと︑地域振興闇

ジを代読︑また有沢会長に代って

みえない﹂と強調︒さらに︑﹁こ

吹田原子力安全委員長のメッセー

うした安金確保を図ると同時に地
罷については門自治体の彌望は富

は大きな衝繋を受けた﹂と述べた

域振興対策にも重点的に取り組ん

民一体となれば解決できるだろ
う﹂と述べた︒

このあと総会は①昭和五十三三

MI累故を契機に国民の原子刀へ 度瑠業報儀と収支淡騨②昭和五十

宮本一一郎原子力安全局次長が﹁聖

このあと︑来蜜あいさつでは

でいく必饗がある﹂と指摘した︒

あと︑﹁今後︑安全確保︑防災計

﹁この聡故によって︑地方霞治体

米国TMI原発購故雄勝についてないが︑これを殿量な教訓として

決めた︒また︑岡協議会の新曹長には矢部氏に代り商木孝一新敦賀帯長が就任した︒

会畏に︑今罫誓夫粕綺布畏が副会

ついて審議︑高木孝一敦賀帝長が

総会は︑まず﹁役員の補充﹂に

熱蟻鱗燃灘銀
聞

二
長に︑それぞれ就任した︒いずれ

村畏の交替にともなうもの︒

従来のフィルム・バッジシステ

サービス郡の姿託を受けて蘭発し

ム・バッジ禽自動化サービス︵F 保安霧島協会フィルム・バッジ・

ムだと︑ふつう︑精巣がわかるま

るものとして︑豪雄二業所から注

AS︶の開発に成功した︒

で︑郵送田もふくめ︑十三酬後か

國を簗めている︒

コンピュータによって制御されて

ひと口にいうと︑全処理行程が︑

いるということ︒このため︑フィ

正確な霜覆測定が可能になった︒

このFASシステムの特徴は︑ イルムのずべてが同階処理され︑

かる︒﹁學く︑その結聚が知りた
い﹂といっても︑なかなか憩うよ

これまで手仕鵠や人海戦術にた

うにならなかったのが実情︒

よっていたシステムを︑すべて窃

ルムパックに内装された感度別フ

一万五千枚以上と︑三慢の処理能

子力産簗会議主催の第幸七回購務

︵原電︶︑幽田太三郎︵原産︶︑

武井満男︵エネ研︶︑浅田忠一

用まですべてがわかる一1田本原 さん︒講飯陣は近藤駿介︵策大︶

謹た︑従来︑フィルム受理か

系職璽対象原子力セミナーが︑今

原子力安全委員会が︑所要のEC

号機に関しては︑五月十九Bに 力をもつようになった︒

四月十六臼に保安陣止した大飯

動化したら︑報衝の迅速化も可能

保安停止など

で依然低調

CSの安全解析紬漿と管理体制の ら︑現像︑濃度測簸︑線鰍評価そ

り方﹂をテーマにしたパネル討論

醒として﹁原子力P︒A濤励のあ

威薔ばかり︒韻終日には新しい企

題儒︶各氏と︑いずれも斯界の権

再点検紬粟に基づく改茜鐙瓦につ

が︑三思圏で発送できるなど︑一

申村康治︵動燃︶︑峰本康︵共同
いて︑いわゆる﹁安金憲謡﹂を下

年は七月二臼から五日まで四臼
日本原子力塵業会議が調べた五

した︒防災対策を忌めた説明も・

セミナーは原子力の広報・宜地

して蝦蟹需作成︒発送までふつう
月のわが国原子力発電所の運転実

翼したコンピュータ化処理によっ

苅簾︑安全管理等の業務に携わる

修館で開かれる︒

繍は別表の通り︑平均で浜開稼働

福井県と大飯町に対して︑すでに

て︑大縮なスピードアップが可能

一週闘ていど必要としていたの 闘︑山梨県・河口湖畔の蕾配属研

率三七・九％︑設傭玉絹率三三︒

行われており︑地元の理解が繹ら

もある︒

定検中の編農第一原発一環は六

入するため︑脇租四十困犀システ

の対応策︑パブリック・アクセプ

閑静な河繍湖畔︑全展が韻居を

黎務系職員を対象に︑原子力の棊

月五日︑五穆は四磁にそれぞれ併

ム化の研究に憩手︑四十九隼に購

タンス等についてのレビューも加

となった︒

嬉した︒また︑浜超二弩︑東海第

二年には線麗計糞システムを実周

二は二Bから最期対策のための闇 務処理システムをスタート︑五十

のとみられている︒

に加え米スリーマイルアイランド

支持ピン・たわみピンの損鵬問題

闇点検に入った︒

のため○％︒これらのPW逸は︑

期間は馬引きそう︒

原発瑠故の影響もあり︑運転俸止

廻率が︑定盤中または保安駒止中

五月はすべてのPWRの設備利れ次第︑運賑溝礫にこぎつけるも

三％だった︒

五月の運転鍵績

FASシステムの一部

一一

四庫度覇業計画と収支二藍iなど

t検l11BiG一）

も今巻の統一地方選挙による箭町
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原子力発電所の核燃料、医療用、学術研究用の放

射性物質、しかし、その取扱いに失敗は許されません。私たちは第一種放
射線取扱主任者を中心に経験豊富なベテランだけのチームを編成多重防護
の思想で、陸・海・空輸送を安全に行っています。

放射性物質輸送相談

輸送システム検討
⑳輸送手段の選建
⑱作業従事者の選出

⑨輸送隅闘の調査
⑱輸送容器の検討

輸

据

計画書作成

送

⑬機器類の点検及び整備
作業従事者への輸送計画説明
官庁関係申請

付

8血働運輸

下

奪

ウ

魯

。囲

臼立・蕊

9

／

、

、

、

纒虫な業務内容のご紹介

f

∫

N曳

⑫

曳

曳

晒

曳

曳

⑭物流コンサルティング

㈱プラン築輸出・璽羅物輸送

包装・荷役・構内作業・保讐・輸配

立地条件、風．1二などの現地調査

送と物流情報システムの設計ま

から包装・保管・通関・船積み

でをはかりトータルコスト低減

駄駄輸送・組立・据付とイ芝

に。

㊤

作業。

⑭転居・穣務所・工場移転

働放鮒性物質輸送
原子力発電所翔核燃料輸送、病

新築転居・転勤引越はもちろん

院・工場などの

⑳モノレールの運行
羽田窒港一浜松町、通勤時6分、

のこと会社・』1二場移転にともな

臼ゆ7分醗隔で運行。都宙モノレ

護の思想」に徹した輸送システ

う解体から包装・搬出・輸送・

ール計蜘のコンサルタント業務

ムで。

搬入まで。

線源

を「多璽防

も。

一第981号一
昭租54無6月14霞
毎趨木曜田発行

1部100円（送料共）
購註解料1隼分前金45◎O円
三

日

通産雀は十瓢菖︑際西亀力に対し大飯猿子日戸飽所一号機の運醸鯵止解除を捲承︑これにより岡原

発は四月十四B以来二か月ぶりに運転再開となった︒同原発運転再開問題の最後のカギを握っていた
地元福井興が門運転難曲の判断は国にまかせる﹂との方剣を決めたのを受けて通産総も﹁運転再開を
τMーショック

による原発悌止間題は覇態収拾へ向け第一歩を踏み出すことになったが︑傾止中の残るPWR七星に

認めることが妥当﹂と判断︑今励の指添となったもの︒周原発の運転再關により

ま遜転得卜しても安全

と羽断︒

安全運転に全力

電の蜜全運転に金力をあげたい﹂

の実証プラントを昭和五十八〜九

氏

朗

︷疋緬13006V

晃・出崎敏夫著

Z融碑訊測枢洗殿北日八慰

目刊工業新聞社出版局

ためのバイブルとなるように解︐混︒

関係のノウハウ・資屈を卿直して︑集務者の

成功例としてのNASAのエ／ノニアリノク

ム轟口は資科︑人員︑費用︑時闘なとを合埋
的に達用し︑ ．っのB的を達成するためのプ
ロ／エクーを拍選する場合の共通的問題を検
のし︑それに対する解決策を見出しプロノエ
クトを拍選していくための原理・原則と丁順・
了去をまとめたものてある︒
翫にフ﹃／エクーマ不ノメ・トの轍界的な

A5判78Gページ

須加基嗣⁝︒久保園

／

み︒

原手力安全婁

ダブルチェック
に精力投入へ

大飯原子力発魁駈一号機の運転

ンといった放射性気体廃藁物を園

低減化を亘ろうとする試験施設︒

噛する技術を開発し放綴放射能の

鋤燃黎業照が五十七璋暮完成をメ

ドに縁海再処理工場の分離用製旛

園十億円︒この樋の施設は米アイ

設に隣接して建設する◎総工蟹約

れているが︑クリプトン園蚊を閉

ダホ工鵬に小規模のものが付設さ

に依存していかねばならない蟹本

は昨年公開されたBTi2︵遡心
が欝欝六月来に完成︑八月に運開

鋸に運開②実証プラントの建設・

／

十九田︶以Ψハの国による県︑町当

局への説明盆実施などに謝慧を嚇

と述べ︑安全確保に万金斎期し開

一

していた岡委疑食本来の

に伴うそれぞれ安金性のチェック

および原子力船﹁むつ﹂遮蔽改修

新設︑廃棄物安全試験癒設の新設

クリプトン園収狡術閣発施設の

することになった︒

安金性ダブルチェックに精力投入

隅停止

子力安金蝿員会はひきつづき

再開問題が決鐵したのを受け︑原

すとともに︑小穂圓の氷TMI原

小林総一郎関西躍力社長は十鷺

小林関躍社畏が談驕

賑︑大飯一讐機の運転薄開に際し

発携進を図っていく考えを明らか

発郵故を教訓に︑今後︑原子力発

談話を発養︑その中で︑欝金姿お

にした︒

発していく必要がある﹂と撮摘し

よび羅麓省による安全確認︵五月

みピンの敗り醤え作業も予定され

ている︒

﹁水力︑原子力などの慰源立地に

しかし︑その親状については

ていることから︑運転再開には当

◇

分蒔間がかかることになりそう︒

よる地元の犠牲は大きく︑また反

がそれ︒このうち﹃クリプトン回

襯舛県と大

収技術聡発施設﹄は︑再処理工場

江崎通準大臣談飴

状態にある﹂と述べたあと︑﹁こ

対等により並地状勢は憂慮すべき

罐力では十三沼正午︑温態停止の

るため︑これまで識量限の努力を

た全闘原子力発電所所在葡町村協

繊の創設については五二に開かれ

璽源立地促進のための国会議員

員としての義務だとしている︒

源立地の健進を図ることは国金議

ない﹂と指摘︑こうしたなかで罐

民生酒を維持していくことはでき

から出てくるクリプトン︑キセノ

飯町が地元住民の理解と協力を響

は瑠態収 対して深く敬慧を濡す︒通産雀と
しては︑今後とも原子力発電所の
安金の確保に万全を期すことはも

のまま放瞬すれば建仁︑経済︑麟

転を再開︑これにより︑﹁運転鯵

TM王ショック

されたものと雇えており︑これに

状態に入っていた大飯一轡機の運

いた

止﹂という鰻大嚢態にたち至って

拾へ向け大きく動き出すことにな
った︒

図る方針であり︑また猿子力発霜

しかし︑残るPWR七宗についとより︑防災対策の強化︑亮実を

一の癒え方を今後とも強く開くよ ては現径まだ題産省による安全解

たい︒

所の地元櫃祉の一概の向上に努め

通油画からの論題を受けた閲西

う﹂あわせて指示した︒

クラスタ察内管の支持ピン︑たわ

析が続けられているうえ︑制御棒

し運転再開にあたっては﹁安金第

ついては規在安全解析作業が続行されており︑運転再聡には当分蒔聞がかかりそう︒
大飯原発一穆機が郷止されたの

っていた羅拝興も士一二までに︑

は三月に発生したTM王原発瑠故 また︑運転再開の笹蟹のカギを麗
に関連して原子力安全婁員会が
一部反対派の盒慧は響られなかっ

議会総会でもその設立要講が出さ

門安金性があいまいなまま運転を

たものの﹁運転士開の判断は国に

的としたものは鋤燃瑠業団のこれ

続けるのは不適切﹂との判断を下

た窃治捧の嚢望をも蹴まえて璽源

れており︑岡議員運盟ではこうし

験施設﹄は再処理によって生ずる

換擬した懸魚廃液を用いてガラス

高レベル放射性騰液およびそれを

周化体を作成︑その固化体の貯藏

研究所内に建設する炉心︒

約四十〜五十億円を投入して東海

桜内義雄︵衆︶︑小沢脹男︵衆︶

は畷終的に酉二十名を超える見込

周蔑・原註左右︵衆︶︒構成人員

とするもの︒原研が三か隼計画︑
いくためには︑水力︑薇炭︑原子

試験ほか各種の物性試験を行おう

力などの石海霧螢エネルギーを開

▽幹上長・渡辺姦雄︵衆︶▽璃務
の︒慰源立地促進のための議農連

古賀雷四郎︵参︶︑嶋崎均︵参︶

木義武︵衆︶︑田中竜失︵衆︶︑

▽会長︒福臓一▽醐会長・佐々

が世盛で初めて︒﹃廃棄物安全試

まかせる扁と︑壌実上運転再開を
した︒

は福田一氏︵衆・福弁墜︶が就任

的輔入は不斑気となりつつある﹂

同議員連盟の役員は次の通り︒

したのがキッカケ︒これにもとづ

電源立地促進にメス

設立趣慧書によると︑まず世界
のエネルギー悩勢について﹁イラ

と強調︑その対策については﹁今

酸邸議員連盟が発足
二死にメリットのある電源立地を

後とも聾かな圏属生面を維持して

立地健進を墨体化していく方針︒

認める方針を岡め︑十三日︑通薩

力大飯︸屠を念む運転中の全PW 大臣に﹁現状報簿﹂を行ったG
通産織ではこの報讐をもとに

ックは﹁世界で初めてのPWR運 門大飯原発の運転再開を認めるこ

促進︑これによってエネルギー危

盟の発足は今園が初めて︒会長に

に三菱墾工︑爽芝︑臼立の三社で

としては︑ウラン濃縮の自立化は

の予定︒また還心機三千台からな

法令／物理学／化

外繍金∫能大

電源立地と温聖水
発電所建設と水瞳業

繍水漱・棚発いクーぞさ訳義朗

⑳INFC￡における資源国と消費国の対、乞
Work班g Group 3をめぐって

励・映研輝け峨liil明
通醐馳鹸坤・キ司1本内貞去

束駄∫女虜伽郡

薯し、毎入∫月羽JL

温排水と海生 i物
温捌水の拡散問題とその刈策

硬ノ／鷲樋38◎円／予3a鱒

田原総

リスクを醜提としたくユ塞択〉を
畷主要記轟

劫中ジ綱藤下秋｛、、

⑲原∫力災〜韮、と緊急時対策，1画

全国敵離郷瞭・坐で｝少颪崎礼＿

温捕水と漁業の課題

Rの安金解折を指示︑τMーショ

電源立地促進議員連盟が七日︑

機の回避を図る動的で発足しだも

ン革翻により︑もはや石油の安定

発足した︒同連盟は﹁イラン羅命

とは適遡﹂と覇断︑今圃の指示と
なったもの︒江醗通産大駆は運転

後楽謹簡勢が悪化しておりこのま

転節止扁という蚤大鎌態に発展し

停比指示解除に先きだち中川禰拝

た︒

こうしたなかで︑原子力安全繋
興知獅︑継橋大飯瞬長に対してそ

い扁との認識から国会議員として

までは絡来国民生活は維持できな

ヒ

属会は筑月十五日︑通塵雀が行っ

りつけるとともに︑関西電力に対

2︵約街七〇穆綴︶よりも少し長

じく約露十五穆綴︑綱長がBτi ？一3の改良型が採用され︑すで

遮もあって︑わが国の商用濃縮工

昨蕉後難から︑核不拡散との関

く約二綴︒難燃はBT−2と変わ製造中︒

動燃では︑わが圏の選心機性能

たりは強まってきている︒しか

場建設に頬する欧※先進国の風選

っていない︒

はすでに国際的水準に達したとみ

動力炉・核燃糾開発欝欝國は八
臼︑高性能遠心分離機のカスケー

動燃は現在︑蘭山県人形峠に還

あり︑今後もますます原子力発電

し︑世界第二位の原子力発胞国で

心分離法によるウラン澱縮パイロ

る︑と説明している︒

ウランの取り馴しに成功してい

年十二月に完成︑三︒五％の濃縮

必須の要件︒このため︑①商用工

る第二期︵OP・1B︶︑第三期
運転主体は動轡があたる③商用工

を採用した第一期︵OP・1A︶階として︑数酉ゾsWU／爺規模

昨日三月に三・五％のウラン濃縮

機五十数台でカスケードを構成︑

貫体制の確立ilなどへの単期対

場難業窪体の設立④選心機生産一
︵OP・2︶は︑それぞれ五十五

定︒第二期分の還心機は今回のB 処が強く墾まれている︒
さは︑三三で隔径がBTi2と同

ップ︒BT⁝3の各還心機の大き年七月︑五十六奪九月に完成の予

に初成功︶に比べて五〇％以上ア

スケードを網んでおり︑分離性能

B？一3は還心機二十数台でカ り︑B孚一2の改罠型還心機千台 場とパイロットプラントの中闇段

る︒

ットプラントの建設を進めてお

が茨城県東海柑の榮海事業駈で昨

に公開した︒Bτ一3は同禦業國 コストダウンに難点が移りつつあ

ド試験鍵盤﹁BT13﹂を記欝欝
て︑今後は遠心機の羅産化による

遼心機鈴丁一3を懸盤

水準並み

性能は国際齢

れそれこの指示について了承をと
穆ECCS問題の安金解

析について﹁大飯︸弩は現状のま

た大飯

写翼皿㊤は八日認蕎圓に公開洲
された筒性能毒心分離機︵Bり巳㌔

き︶・最講三・琵ま害獣
﹁海外のそれと比麗しうる性能㌔

できるといわれ︑動鰍によると卿

國れば経済的にも十分な競争力州

をもっており︑今後︑鑑巌化を一

をもつ偏という︒人形峠パイロ㎞

・トプランあ第二期諾︵監

騨

座談会 温桐胴問題をどう山開するか
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スウ．エ テ
ン言会力決定

原発に試練つづく鰍轟
新規運転入りは当面禁止
スウェーデン議会は六闘︑予想通り原挙力開発に関する国罠投票を来蕉心月に実施することを決定

今園の決定には国民投機が実施されるまで当分の間︑新規の原子力発電所の運転入りを禁止する条項

した︒国民投票に付される詳しい内容や投票臼は今年九月の総選挙後に決められるとみられている︒

い憤璽な政策をとらざるを得な

独政権下になったいきさつもあ
進︶は総選挙で政権葱回を國指し

占める社会罠憲労働党︵原子力挺

ーマイルアイランド原発署故以

る︒原子力問題は尾を引き︑中央

来︑国民の間でも安全性議論が再

ている最有力候補︒ただ※のスリ

については国民にゆだねる扁とす

燃︑約

党の﹁原子力開発の今後のあり方

る強力な揺さぶりが功を奏した格

とハンガリーの参加も予定されて

チェコなどが参加

二億KWHで︑これは⁝昨年に比 ︻パリ松本駐在圃漏チェコスロ
いる︒

ナに計口中のクメルノ原子力発電

能力ゼロの状態が憧常化してい

曇

蟹

営鷲

このようなわすかな放射線量をMAR−50／は＼安定してしかも精度農く員淀することがてきます。

旭川、札幌、弘繭、仙億、新潟、浪江、水戸、二本、金沢、名吉屋、一封、京都、大阪、鯛U 山、高松、松江、広島、松山、福岡、長騎、熊本、鹿児島

札内容は︑原発についてはKWU

S五十沙の壷水プラントはKW

できるという報艦霞を提出した︒

社会党のポール・キレス議員は

策も行われたことがない﹈とペイ

したこと︑三月十三圏には約十の

︑ミ

原子力施設ては、放射線蟹理を巌しく行い、施設周辺への影響をできる隈り低く曇ることに努力しています。
この目標纏として漂筈力発電翫周辺では、原子力委薦会の捲釧こより5ミリ レ▲／年が示されております。

社自身の技術で建設を行い︑年産

U社とC穀EAが選んだ企業に建

るQ

設を請け負わせるなどとなってい

炉メ1カーE1社に請け負わせる

この報告讃は原子力関係省委員

画を提出しなければならない︒貯

質問は︑審議会の環塊保全機関

ユ厚相に霧面質問を提出した︒

て控え圏で嫡報に関する提案も政

蔵法としては治壊閣ドームと海下

労糧︑政党︑環塊保全機関が原子

の審議会では辞職するほかないと

代表が大統領に陳情書を送り現在

溝︑ことに北海海底の轡塩魍ドー
ムが検討されている︒

東部に五か所の候補地があり︑二

陸上の岩塩魍ドームとしては北

磯間の研究開発とさらに数年間の

力従業員および産業の安全性に関

てペイユ隈相に会毘を碧し入れた

する情報がきわめて不十分だとし

が闘答がなかったこと一などをあ

は九〇手代に暫定的貯蔵サイトと
して利粥する考え︒最終的な貯藏

実地調歪のあと決定を行う︒これ

法としては海底溝を考えており︑

ていないと揺摘している︒

げ︑議長が十分その職務を果たし

︐聰
本との共同研究への参加を決めて

米ミルストン原発

蒸気漏れる

格納容器へ

政麿は米国︑自国︑フランス︑日

いる︒

ウラン輸出

再開で協定

原子力発電所二馨機︵PWR︑八

米コネチカット州のミルストン

十六万KW︶でナ日︑同炉の加圧

カナダースイス
門パリ松本駐在鼠Mカナダは一

♂一＼

Ψ

Aノ

露
盤

が漏れるという騨ぎがあり︑原子

機から格納容器内へ小規模な蒸気

鋸前から中断していたスイス向け
ウラン輸出再開でスイスと協定を
結んだ︒カナダは核拡散防止の保

度の放射能を帯びているもよう︒

炉が停止された◎漏れた蒸気は軽

書で再開が協定されたもの︒この

ミルストン原発運転者のノース

が︑環境への漏ればなかった︒

スイス・カナダ間条約の趨加議定

証を求めていたが︑一九五八無の

議定讃はスイス連邦政膨の承認と

イースト電力会社は﹁加圧器の圧

力逃し弁の前にあるブロック弁の

連邦議会の批農をえて実施され
る︒

シール・リングから蒸気が漏れ

原子力規制委員会はこの問題に

理はすぐ終わる﹂としている︒

た扁と説明︑さらに﹁リングの修

揺れる仏原発

情報審議会
社会党など内部から突上げ

い﹂と強調するととともに﹁問様

関し門安全性に係わる問題ではな

と﹂としている︒

な漏ればどの原発でも超こるこ

︹パリ松本駐在貫回フランスの

会党と環塊保全機関代表が議畏べ

原子力発霞情報審議会の内部で社

主

原発と重水製造に
海外五社が応札
アルゼンチン

アルゼンチン原子力委員会︵C

眠の原子力発電所にあたるアト⁝

NEA︶はこのほど︑同国で三基 一方︑カナダ原子力公祇︵AE

ント建設で︑外国企業五社から入

については米ルーカス社を通じて

条件を加えている︒二水プラント

ルク・ユニオン︵KWU︶社の入建設する旨の入札を行っている︒

入札に参加した西独クラフトベ

札を受けた︒

万四千KW︶と同麟初の重水プラ レクトリック社︶がイタリア原子

チャニ号︵CANDU炉︑六十事
八と装躍は英GE︵ゼネラル・エ

CL︶は原発建設入札で︑基礎工

止と代替エネルギー開発捉逸扁を

の聞には﹁代替エネルギー案﹂が

のカギになりそう︒

根強く︑総選挙の結果が国民投票

転しており︑さらに九〇無までに

昨年のコメコン総会でエネルギ

会が作成したもので︑政府が約束

イユ央入︵事相︶の態度を批判し
ー分野の強化があげられて以来︑

﹁審議会の活動はいままできわめ

五月二十八日国民議会事務局に

四国の建設を計画している︒

東側の原発開発に拍車がかかって

している公開討論会の基礎資料と

炭の環境影響を十分考察しなが

始めている︒

いる︒

進めるべきだが︑商業化の環境

ら︑石油から石炭に重点を移行

っては放射性廃棄物処理・貯藏計

なる︒原子力発電所の建設に当た

﹁廃棄物の岩塩
層貯蔵は可能﹂
オランダ政府︑議会に報告轡

が次第に潮面に出てくる︵三十

一画線にすすんでいったという

︑

ランダ北東部の五か所の轡塩團ド

進法案の流産︵二十六園︶︑濃

タイム短縮を目ざした許認可促

た︒五〇無六月︑NRCがついはなだれのように続く︒りード

する︵十九回︶︒そして再処理

政腐の指鯨力低下への危機感か

九回︶︑高温ガス炉の契約キャ

同じ月︑高速憩殖炉はERDンセル︵三十回︶︒その八方ふ

く︒

の座から

Aの手で擬年のプライオリティ

人︶が﹁緊急エネルギー降明﹂
を出すまでになる︵十三園︶︒声

五︑三十八圓︶︒その経過を今

さがりのなかで︑核不拡散論議
明は﹁大戦この方もっとも璽大

核融台︑太陽エネルギーととも

たどってみると︑米国は﹁フォ

降ろされ︑

な状況﹂を訴え︑エネルギー

に門二十一世紀のエネルギー﹂

静かに

自立計画の強力な実行を迫っ

ード財団報告﹂︵五二餐月︶

回︶︒議会では

ー大統領候補の国連演説︵四十

印象が強い︒注目されたカータ

六回︶︒

ツトをやっと免
れたが︵二二七

炉予算が大幅カ

クリンチリバー

とカ1タ；政権の登場に陶けて

のレッテルを貼られた︵二十二
た︒

一

一

要求するデモを展開するなど国民

万人が﹇運転中の乱発停

好となった︒

なお国民投票にかけられる内容

党によって若干変わってくるとみ

は今奪九月の総選挙後政権を撰る

い︒

昨秋まで庶党運立内閣︵中央︑

ている議会最大の酉五十二議腐を

七六無以来︑政権の座を奮われ

られている︒

保守︑自由︶で協力していた三藩
中一番の勢力を持っている中央党
が原子力開発反対の考えを強めて
いったことから分裂︑自由党の単

蒙

も盛り込まれており︑注匿されている︒原子力開発に関する国民投票はオ1ストリア︵七八年十︸

が︑このうち新規の運転入り禁比
べ二〇％猶︒総目堰電力灘の二四
％近くを原子力で供給したことに

所︵酉万KW級︑加圧水型炉㎎ クや一部コンポーネントとエンジ

チェコスロバキアは璽騒トラッ

スウェ⁝デンには運転中の原発
なり︑スウェーデンは世界一の原

ニアリングを供給する︒その代償

︵約八百七十億円︶出資して参獅 として一九八四年から九＋万KW

墓︶の建設に二期四千万ルーブル

が六基︑今年中に二墓の還転入り

昨秋日建したウルスチン内閣

国民投票を実施することで合恵︑

〜八○年にかけて完成予定のもの

︻パリ松本駐在風︼オランダの
分の浮力の供給を受ける︒︒固原

二基のほかに七六年に発注した一

︵自由党︶は同国の原子力依存の することになった︒この計画はコ

原子力開発に反苅色の強い中央

ベースから工業化路線へークリ

経済樒と彫相はこのほど議会にオ
子力発露所は八八犀完成の予定︒

高さを十分目認識していた︒しか

メコン鍛大の原子力発電所で総工

躍があり︑総計十二基が運転︑建

なおチェコスロバキアは四十四万

党と共産党は新規の原発運転禁酒

費十五億ルーブル︵五千四頁六十

し︑三百四十九議席中三十九議席

KWのソ運製測圧水型炉四墓を運 ームの一つに放射性廃棄物を貯蔵

ンチリバー炉への金力投球を勧

縮民蛍移管の行き詰まり︵二十

そして原子力規制委員会︵NR に三無間リサイクル延期を決定

の委員会に分散されてしまう︒

億円︶︒この計画にはポーランド

とは思っていない︒議会で

のみを占める少数内閣ではいきお

設中︒

七八隼の総発熱躍力蟹は九二十

騨

自立計画︶の始まりである︒し

告しているが︑このときすでに

ら署名な科学巻たち︵三十二

門許認司手続きを省いてただち C︶の発足︒翌五十璋春には︑

はそのいきさつに無短な議員が

に薔工せよ﹂などと暴論を吐い

かし﹁石縮輸入の拡大﹂は輸入

ている︒コッホ氏は門異験室﹂

このシリーズもとうとう西回

制限がもはや不司能になった米
裁判所は

七百四十穴轡︶の第一回から四
国の﹁輸入国宣震﹂であり︑二

かけていた︒二〇二〇年までの

のブレーキを

年八か月︑その前の﹁エネルギ
心の﹁国産﹂︵原子力︑石炭︶

判決

ー危機と原子力﹂︵竃十五園︶

環境膨響報告鐡を作成せよfで

ている︒

編簗子は批評し

に混迷へ

と﹁節約﹂は実行策に欠けると

米国のエネルギー危機の進行

一年半︑石窟危

それからほぼ

一それが原子力にどのように影

た︒最大の資源国がエネルギー

羅するかが六年前の関心畢だっ

米原子力政策の変遷

機とインドの核

否号でみる

輸入国に変わりつつある︑その

﹁自分は原子力の麟在懸値を

実験を経て︑米

1ご二六︶︑増

ことが米国内外の危機感を高め

A︶がセーフガーズや婁故解析

影響を見究めるための時間が必

天性

の不＋分を理由にリサイクルの

すべきで︑原子力への依存は露

イクルの遅れが臨立ちはじめる

認めるにやぶさかではないが︑

国の混迷はますまず深まった︒

力委員会︵AEC︶の廃止が本 ︵七回︶︒環境保護庁︵EPた︒EPAの見解一研究開発はる︒来国のエネルギー政策は石

のむずか

本シリーズの第一回︵四丁九鎌

決まりになる︵第四園︶︒多難

殖炉商業化の

ていた︵第一回︶︒嶺時はまだ

＋月︶は米国の高速増殖炉計画

つづいてプルトニウム・リサ

門石油勉露髄の鼠前だったが︑

の挫折を取りあげている︒十鋸

その危険性も十分に灘期してい

メジャーの威信低下はすでにお

な時期に原子力はそのプライオ

しさが議員の問にも港みわたっ

おえず︑米国は蕩年の 安眠

前のリードを失い︑ソ通︑英︑

要一が票決に大きく影響した︒

統領に選出した︒

︵K・K︶

米国入はそのカーターを薪大

が望ましい︒﹂

延期を主張した︒カーマギー社

同じころ︑三十隼続いた原子

を覚まされつつあった︒

リティの楚場を失った︒エネル

ていたことがはっきりわかる︒

望的な状況が米国人を苛立たせ

の遅れは取り戻せない一その絶

盤を満たす巖小隈にとどめるの
ホット・パー
ティクル説

そして米国原子力政策の後退

に国民の関心が簗まり︑インド

と︑プルトニウム

タンブリンらの

ギー 研 究 開 発 周 ︵ E R D A ︶ の
工場での盗難事件︑さらにA・ クリンチリバー炉では所詮米国

きこまれ︑議鼠の原子力盆間委

来エネルギーとの競り合いに巻

︵ぬし︶︑L・コッホ氏が霧烈に 機構整備のなかで・原子力は筏

ー炉︵実証炉︶への出資に同意

大︑原子力︒石炭の重点開発・

︵第二︑三菱︶は石油輸入の拡 失敗を︑米国の増殖炉開発の主

四十八黛四月︑ニクソン教旨

仏に完全に引き離された政策の

ある︒

〃 だれ式
な

を加えると六年三か月になる︒

を迎えた︒昭和四十九庫秋︵第

止を要求したと伝えられている

と六基の運転申の原発の段階凶俸

た︒

が予定されている︒さらに七九年

バキアはこのほどソ趨がウクライ

が議会でも認められた︒

月︶︑スイス︵七九十二月︶に続き三番営︒
スウェーデンの五政党︵自由︑

大：コ

発依存園とみられている︒

保守︑中央︑社会民主︑共産︶は

ンコ
最メ

六轡︑議会での投票に持ち込まれ

さきに来犀三月原子力開発に閲し

書手
画で

脚

隅「閣

員会 ︵ J C A E ︶ の 権 限 は 五 つ
の核実験が影を投げかけてい

批判︒電力会社はクリンチリバ

自分たちの

節約を三つの柱として打ち出し

したが︑この炉を

た︒いわゆるプロジェクト・イ
ンディペンデンス︵エネルギー

アロカ株式会社
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熱血人研︑十騒月に上瓦成へ

瓢塾醸魚類行動調査に焦点
海洋生物環境研究所は六臼開いた理駆会で昭和五十躍年慶口業計画をまとめた︒それによると今無
度計画は①申央研究駈を兜成させるとともに地域研究所絹地の雌簾を進める②温排水拡散域での魚類
行動調査を行う③灘排水環境容懸を騨定するため水産動物の卵・稚魚の撮影耐性試験を進める⁝⁝な
どが璽点︒このうち中炎研究所の建設については秋までに完成︑各地の湿排水研究の中核としての活
動を開始するほか︑﹁温排水私費域での魚類行動調薫﹂では禰騒第一原発周辺海域に超膏運送銀器標
識を取りつけたサケを放流し︑高温域が魚類に与える影響を明らかにするなどして温排水研究に新局

このうち︑今隼鹿計画でまず焦

設國された取水管二纂を使って海

れ一望を装備する︒同研究所沖に

には厨水槽︑屋外飼膏施設それぞ
問題にしては﹁慎璽かつ冷静に対

このため海生塗では土地取得契約

面を開いていく方針︒

点となるのは中央研究筋の建設︒

水を引き込み︑ボイラーで加熱︑

岡研究所は︑中央研究所での模

処していく﹂としている︒

での野外調蛮のなかから提起され

同研究所は各地の澄排水放出地点

擬濃排水を使った基礎研究を踏ま
え︑次の段階として毒筆原発から

これを利用して各種温排水模擬研
究を進める仕繕み︒また︑中央研

る棊礎的な影響研究に羅点を纏い

たベース 基 地 で ︑ 今 後 の 温 排 水 研

採取した場命の通知を依頼し︑行
動パターンを把握しようとするも
の︒同蒔に温排水の拡散状況を摺
握するために︑同原発蔚藤で定点

とサケ親魚の行動との対応関係を

海洋観翻を行い︑温排水の拡がり
セスメント己妻調査②復水鵠通過
明らかにする︒

原蔑セミナー

TM一絡みで
活発な討論
原子力とコンピュータ
﹁こんこの安全解析に︑人間の
行動のモデル化が︑どのようにか

﹁騨萌瑠後影響総合調萱稀は発

影響実験調査③温排水拡散域での
魚類実証試験④濃緋水環境容鍛算

かわってくるのか﹂ll︒

﹁魚類行動実証調査﹂はサケに発

飯原発の﹁聖廟調蛮﹂に金点をお

較研究するのが欝的︒今年痩は大

たく間にすぎ玄っていく一1︒

がる︒休憩聴間の三十分も︑また

次から次へと︑質問蓄の手があ

定棊礎調査llなど︒このうち 電所遼開前の海洋︑生物環境を比
儒器を取りつけて渥排水放塩海域

の変化︑定二重生物等の変化など

き︑魚卵・稚魚・プランクトン等

原曲セミナ⁝﹁原子力開発とコ

を把握し︑魚の行動に温排水が負

に放流︑船上の藩儒器で魚の行動

ピュータに負っている今臼の原子

門炉設計から運転簿理までコン

門このセミナーを即して︑とく

日行われたこのセミナー︑そのサ

も講師も決まったのだが︑三月二

τM三絡みのセミナーとなった︒

十八日にTM工薯故が発生︒慧拠

鶯罵にコンピュータといって

も︑その利用は︑極慶に聯門化さ

れている︒そのミゾを埋め︑大局

壌を兇露すという点で︑これから

的な見地から︑コンピュータの鎖

いきたい扁と語るのは撹嶺課長の

も纏無︑このセミナーを開催して

陣部元祐殴︒

社で︑十五呂まで五臼闇の山程で

協議が十一田︑東京赤坂・動燃本

始まった︒

﹁液体金属冷却薪遼増殖炉分野に

協議は昨年五月に三巻が阻んだ

おける技術協力協定﹂に慕つく初

現状報傷および今後の協力などが

欧州︑北米︑オーストラリアに派

いてはヨーロッパでは︑エネル

また︑各国の墓本的考え方につ

エネルギー戦略については﹁中獲

こうしたなかでわが国がとるべき

ー︑仏原子力庁︑イタリア原子力

央研究所︑モル原子力研究センタ

力センター︑オランダ応周化学中

技術︑安全性︑燃・材料︑燃料サ

薄

ま
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冨・

金庫つくりの豊かな経験が

趨満員︒︵写翼︶

尉は益々嵩まるだろう﹂と語るの

力︒その慧昧で︑安全設計の窺三

マン・マシン︒コミュニケーショ

このセミナーが企瑚されたのは

はコンピュータ会社のある社員︒

に︑儀藤一男講師の語をきいて︑

ンの大切さを鯖重した﹂というの

このほか︑﹁復水器通過影響実

ブタイトル﹁丁駈−原発黙故の解

﹁節約を第

今隼初め︒三月上旬には︑テーマ

がユーザーサイド︑電力各社から
謙遜している多数の感想︒

縫

験調査﹂では開山海南発電所で取

析を含めて﹂と銘打ったこともあ

ンピュータ扁︒十二︑十三臼の両

放水中の動物プランクトンの飼膏

の調査を行う︒

海域︑福旛県鹿脇沖︑いわき帯の

実験を行うとともに︑一疋排水環

の︒昨年すでに懲懲第一原発前画

える影響を解明しようとするも

常盤共同火力発電所潮面海域など

境容鐡簾定置礎調蒼﹂では環境庁
にあるようだ﹂と分析︑さらに今

灘

で合計二十五属の遍跡調蕉を実旛

藤代に入っていることをシビアに

後のエネルギー政策については

︸

しており︑今駕度は引き続き福鰯

の委託を受けて混排水の環境容灘

いま石癌から他のエネルギーへの

感じた﹂と述べたあと︑﹁世界は

って︑会場は七十七入の受講生で

第一原発前面海域を申心に一般榎

鷺的として卵・稚魚の温鹿耐性を

を算窺する基礎資料を得ることを

開発するとの決恵が表襲一体化し

めあらゆる司能な飛難境をすべて

門各麟はこれを逆にいかして霞国

また︑TMI事故についてはの会禽で︑協力のレビュー︑開発

ている﹂と述べている︒

転換を求めて模索しており︑薪た

この谷聞をいかにスムーズに埋め

肇るまでの谷間にある扁と指摘︑

な蟹源秩序の方向づけと枠繧みに

とし︑原子力をはじ

わせて追跡調査を実施する計画︒

杷製するための実験を朽う︒

識を解いた﹁標識放流試験﹂とあ

つけて放流︑周辺漁協に標識熊を

標識放流試験はサケに標識をとり

欧州︑原発に積極的

テーマ︒西独︑仏説から研究捜術

実際の湿排水を取水︑これを利用

の原子力を推進していこうとの強

究所完成にともない爽察にあった

ていくかについて答圏とも翼剣な

に柏崎原発周辺海城環境について
﹁金突は安全保輝の観点からエ

ルギー確保の観点から原子力を躍

TMI顯故について﹁来国はエネ 協力協定は炉物理︑ナトリウム

報交換︑騨門家禽議︑相互訪問な

イクル︑炉概念を協力分野に︑悔

6月25日から教育会館で

日本アイソトープ協会など主催

の第十六園﹁理工学における同位

発粟研究発表会﹂が︑六月二志一五

日から三日闇︑東京・虎の門の麟

同発装会では放射線測定︑分析

立教簿禽館で開かれる︒

など各分野からの研究藁蓑のほ

ノ
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究のかなめとなる存在︒立地点は

努力を続けている︑と報籍してい

研究部門とデータ・ライブラリー

して温排水影羅研究の爽証を行う

外房の千葉県夷隅郡御宿町嶽租

一方︑鼠本海の瀞緋水研究の中
運開前後の比較調査も予定してい

嬬としては単なる経済性だけでな

醗翻鰹TM一︑冷静に反応

雀︑インタアトム︑オランダ原子

のがねらい︒また海盆研では岡時

い決悪がうかがわれた﹂と抵摘︑

は岡地に移転させる︒

る︒

田◎昨年†二月織工以来︑現在の

核となる地域研究所については今

ギーが国の待宣を支えるものであ

建設進捗 零 は 三 置 ％ に 遷 し て お り
今年慶は麗を中心に建設を急ぎ︑

遣した門総合エネルギー霞堀留糞

委員会の各代表︑わが国からは大

ネルギ⁝自立に翼剣に取りくんで

山彰動燃理環︑高帯利爽FBKエ

るが︑このためにも柏繭原発運開

くセキュリティの観点にたって節

蕃柏崎帯議会が土地取褥許可を淡

約を一戦推進し︑さらに原子力︑

予定遡りナ月末には完成させたい

るとの認識が国民に漫透してい

ジニアリング警務漸長︑野粒差
﹂NG・LPGなどあらゆる多ン様

うとともにセル内の整備を買い︑

源開発の墓軸として推選する覆え

どで運矯︒荷効期間は五年間とな

訴騨
に変りはない﹂と述べたあと︑原
発の経済盗については﹁石炭が十

六・五円／KW薮なのに対し原亭 っている︒

サザン・カリフォルニア・エジソ

15田まで東京で・

プログラム固まる

力は十一・八八円／KWH﹂との同位元素砺究発表会

ン社の議算を引薦︑原争力の経済
性は今後とも鰻も有利だろうと予

：・

測されている︑と報告している︒

高速炉開発協力

︒日独仏が初の

・

か・﹁核鷹学診断爾超短灘減期ア

謬》

聞

轟

力

いては﹁エネルギーなしでは凍死

る扁と述べたあと︑その理密につ

いると感じた﹂﹁各国は孚MIを 団﹂の報簿霧をとりまとめた︒
それによると︑まず﹁欧州班報

麟二鎌頃には建設を終えたい考

また︑今鎌度調査研究の覇点は

逆にいかして原子力推進に強い留

意を置めている﹂11男気工業遡 告繍﹂は欧州のエネルギー傭勢の

響原研企画蜜長︑秋元徳三爾力中

えQ

化の努力を尽していかねばならな
禽会はこのほど同構台会が今春・

現状について﹁すでに石抽不罵の

しかねない冬の厳しさがその旧説

議したものの︑地元一部反対派が

同研究 所 の 敷 地 固 穂 は 二 万 三 千
前提となる﹂として強く反発して

①大群温排水に対する水産環境ア

千台についても今年三月から簸作

一方︑﹁ウラン探鉱偏では動燃

ている︒

央研究駈特溺研究整罠らが出編し

は冷却材喪失薯故階の過渡特性試

だ︒また︑九月にはホット試験に

秋には操業再開に持ち込む愈向

方︑ATRの安金性研究についてにつづく第二期分のOP一一B三このため︑新規蒸発無の製作を行

一方︑﹁もんじゅ﹂については

に入っており︑七月には環地細購

に魑卜するなどして蟻備を惣ぐ︒

三寿︑福井県敦賀帯臼木地区の建

を開始︑菰十五黛上期には戦列入

独自としてカナダ四件︑オースト

一方︑門北※︒藻州斑報管﹂は

いとしている◎

総踊だ︒

平方耕︒ こ の う ち 建 物 面 積 は 二 手
いるため︑現在タナ上げの状態︒

﹁海総研の建設は柏崎原発建設の

九穰軍艦 層 で 一 部 三 階 建 ︒ 実 験 榛

動燃の54年度事業計画

馬装蟹︑トリチウム除去装圏の性

りする︒第三期分︑OP一二︑三 先き立ち田米間で禽悪された﹁二

験を行うとともに︑供用期聞中検

能試験などに璽点を動いていく︒

設候補地についての国︑県による
篠懸藍蒼などにより一時中断︒こ

環境影響評燗縮論待ちの段階︒動

動力炉 ・ 核 燃 料 開 発 襲 業 國 の 昭

年間﹂の期隈がくるため︑再度来
換輝実舐主計醸については今春電

国の了解をとりつけ︑今斜度中に

燃では漂子炉設認許司串二二を作

らを凹めたパイロット︒プラント

成するなどして目窪審螢に備える

さらに︑六十万KW級の新型転 千台も今夕度膿漏の莞込み︒これ

のため性能試験入りは六月中旬以

は本格操業に入りたい濯え︒さら

降になる見込み︒以後︑できれば

とともに︑FBRエンジニアリン力と動燃の間に設躍されたATR全体の発成は昭秘五十六琿になる

た︒それによると今日度は高速炉

十月にも定期欝欝を終了︑十一月

転換旛設の建設に葱手︑将来のリ

の開発計瞬については門建設実用

オーストラリZ二件︑アフリカニ

乏

5

2シ環醒。

／／

ウ≧｝藍

フェンスセンサー／ガラスセンサー／総合警報糊御システム

護憲細黄料・⑭面心で入用の場舎は乱雲へご連絡下さい。

和五十四年度肇業計薗が決まっ

開発︑新 型 転 換 炉 開 発 ︑ 核 燃 料 開

から七万五千KWのサイクル運転

WU／琢を超える﹂という︒

単位﹂のシステムデザインを行う

ラリアニ件︑アフリカニ件︑イン

サイクルに彌える︒

などして︑できるだけ累期に建設

︸方︑ウラン艘縮実証プラント

斗岡委員会での兜解をも反映させ

iイ拍 建設急ピッチ

兇込みで︑工場規模は﹁五十沙S に・今奪慶から硝酸プルトニウム

発・便用済み燃料の一処遷などに

また︑各運転サイクルことに燃

に入りたい計醸だ︒

再処理本格操業へ

千八十⁝二億円を謙上︑このうち高

麗実験炉﹁常陽﹂については秋こ

ﾌを炉内から取り出し︑照射立

ろから七万五千KWの定常運転に 焼度検壷のため炉心構成要素一〜

入るほか︑﹁再処理﹂については

グ激務所を中心に最後の製作準備

ドネシア・スマトラ一件の計九

雛簗台体試験箋で横査を行ってお

麗手できるよう躍備を進めるとし

今無慶申に総合ホット試験を終

ながら調整設計を急き︑五十五難

再処理施設は昨琿八月ホット試

レビュー協議⁝
設計を行い︑製作設計の準備を行

体の検査が進行中︒

件︑共同調責としてカナダニ件︑

り︑現在士

ている︒

了し︑本格操業に突入させたい計

度には同設計を終了︑実読炉の概

また・四月以降＋六万五千KW 怠を明らかにする︒

さらに︑七難五千KW運転終了後 う計函だ︒
は五十七年ころから蕎附置用燃材

画だ︒

﹁常陽 ﹂ に つ い て は 昨 奪 九 月 使

イソトープの生産と利腿など特

鋤力炉核燃料開雛事業照と西独
カールスルーエ原子力研究協会／

ている︒

別講演と︑パネル討論も予定され

件︑命計七件についてそれぞれ探

始したものの︑PWR鰍料による鉱澱粉を継続する︒国内探鉱につ

者による高速炉技術協力のための

インタアトムおよび仏原子力庁三

験の空筒段階である総禽試験を開

低翻位鉱床の調査を行う︒

いても能登安曇︑紀伊半影などで

蘭山県入形峠に建設申のウラン

イライトは現地据付を終了したO 試験に入るまえに酸満干蒸発儀に

濃縮パイロットプラント計画のハ

の運転に入っている﹁ふげん﹂に

P⁝一A︑千台の運転開始︒これ 放射能異常を認め︑現在鰻止中︒

料の照射炉として利用する版画

データの蓄稜に全力をあげる︒一

継続︑設計織能の確認︑安全評価

来︑今黛三月から七万五千KWの で︑五十六年からヤ万KWの照射 ついては引き続き驚格出力運転を

用蔚検責の禽格証交付を受けて以

用炉心へ移行する纏え︒このた
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原産の欧州原子力視察団﹄参加して
GPU社のディーカンプ祐長と︑

スウェーデン︑スイスにみられる

ヂ耀

とゆっくり懇談することができ

場︑トリカスタン発電所の関係蓄

バレー氏およびユーロディフ工

ではないかと察せられるが︑今や

済的邦題に灘遇することもあるの

的課題のほかに︑法律︑機構・経

大幅なスケールアップに伴う技術

の多国聞プロジェクトであるため

合馬デ発霞所︑クリュンメル発電

訪問した︒ビュ繰言発露所︑シュ

1プに分れて種々の施設︑機関を

謙虚に受けとめ︑その教訓を生か

I︶原発禦故については︑これを

蜀に簿えた衝繋は大きなものであ

されるように︑この票故が欧米諸

マ三編簗畏や︑デイリー・エナジ

論では︑ディー・ツァイト紙のゾ

しつつ・国蔑との対話をもとに︑

撃

信︸︑蒸︑鵡

ひもキ

ノぐウ

まを

鵡轟．

癖嶽騰輻

覧

お役しヴてるよう融ってきたのです。

アッセ岩塩廃坑を視躍する鈴木団畏︵左端︶ら翻盃懸︻行

環凝

の実験センターであるアッセ岩塩

た︒仏では︑中衆簗権的行政体制

〇︑ユーリッヒ研究駈︑IAEA

所︑GHH社工腸︑SNR三〇

大きな発見もありました。

国︑とくに西独︑オーストリア︑

に由来して︑原子力が︑政争の興

ooけ09
と一
な仙
っている甥実がある︒

このパネルでは︑技術だけでな

った多くの側面から︑種々の意兇

く︑政治︑社会︑経済︑文化とい

が出された︒わが国でも︑広い角

スの問題を掘り下げる必要がある

度からパブリック・アクセプタン

のではないかと感じた︒

セーフ・ガード︑

一NFCεなど

ーチで︑今井氏は︑﹁各国におけ

いた︒にもかかわらず︑二時間半

にわたって地下七着五十綴まで坑

鉱虜に着いたのは︑六時を過ぎて

内をゆっくり毘せてくれた︒ゴル

る原子力発電計画の遅滞は︑核不

る︒核不拡散の間題は抽象的な道

拡散問題の不確定さにも一蹴があ

徳問題として論じられるべきでは

レーベン計画をめぐる復雑な政治

は︑設計基華の変璽に伴う︑設

のもとに意欲的なしかも大規模な

世界の原子力開発の羅引車とも謡

∀、：㌧ツ

関係蓄の麗鵡をうながした︒

≦Φ

Φ＜の腎くO欝①．◎α

ように︑与野党の政治勢力が微妙

パネルの結論は︑次の発需に婆

戸ω

r①け．ω三略ズ①

けび閉 鋤 σqooα けロ塊窃四質σq

げ図鋤︒ゴ︒頃

ω紳︒りΦ o償り o壇①α短け凱旨団

ベッカーツ﹁≦Φヨ9︒︒け議員

Oドα①5静・﹂

ヨ鋤皆Φ一砂 昌○ぴ︒α図．oQ鋤︒︐

POOHα①5戸

OO一αΦ訂け

なバランスの上に立っていること

た︒これを︑デュークパワー祉の

レーベンソン﹁﹀澤鱗︒降Φ．︒︒曾

ビル・リー社長と︑コモンウェル
℃o臼け﹂

パブリック・ア

クセプタンス

セーフ・ガードとフィジカル・

ンとパネル︵今井強電捜術部長が

プロテクションに関するセッショ

がある﹂ということであった︒

もっと肝腎なことを押さえる必要

今後は董察技術の精密化よりは︑

ているが︑効率的ではなかった︒

来のセーフ・ガードは成果をあげ

擬R
をつ
とめた︶の結論は︑門従
英国のBNFL社のTH蔓O
P
計画をめぐる︑いわゆる﹁ウィン
ズケール葦問﹂の経過は︑とくに

論では︑入類社会の将来を左右す

ない︒国家安全に対する核以外の

状況のもとにあって︑少しでも実

INFCEに闘する特別セツシ

潜在的危機と比較のうえ︑現実的

の使命感には頭が下る慰いであっ

態を理解してもらおうという職員

計︑塗料︑施工のバック・フィッ

施殴視鍛
ーフランス⁝

原子力開発︑謙醐が着々と進めら

時闇をかけて民主的に解決してい

本部︑ハートルプール発露所︑な

今際の視察団には︑メーカー︑

どである︒

き

私たちは新しい技術の卯をきょうも温めつづけていま乳

住τ

L本資⑦

煙細

〔入1費臓｝闘特躍「h昏彦。初

約されよう︑そのまま引駕したい︒

国スリ⁝マイルアイランド原発の事故後開かれた拐の国際会議ということもあって︑世界烹＋

ス・エジソンのバイロン・リi氏

アーノルド副社長が全欝欝を負っ

四か国︑国際機関から三千人近い関係者が参加するなど︑大盛況︒謙虚に受けとめ︑教訓に︑

が補佐︒NRCはスタッフを現場

第二回欧州原子力会議と第七回フォ1ラトム大会の初の含同会議︵五月︑ハンブルグ︶は米

開発︑各国はどう対応しようとしているのか︒今回は康産派遣の欧州原子力視察匝に参加した
に派遷して︑操作手順の改訂など

奮起せよll国際会議場はこんな言葉で塊めつくされたという︒試練に露面した巌界の懸子力

日本原子力発電会社企醸塞企画課副長の罵充昭紘氏をわずらわし︑同会議のもようと西欧各国
のレビューと承認を迅速に行った
一二乎力と公衆﹄というセッシ

三十蕉を迎え︑国際的諸闇題に関

かったと述べた︒これはNRCの各國における反対運動や原子力論

ョンがもたれた︒ここでは︑欧州

発をめぐる諸問題について︑熟心
してもリーダー・シップを発揮し

わけではなく︑費任も負っていな

が︑実際のアクションを橿示した

に︑翼剣な論議が行われた︒

デントン原子炉規制局畏が自ら指

争の経緯が詳細に報告された︒

揮にあたったと理解していた筆看
には愈外であった︒

つつあるシュミット蔑掘の発欝に

説後も退場することなく︑他の開

は迫力が感じられた︒同首相は演

大会の墓調は︑初雛の開会式に

会演説に葺を傾けていた︒

シュミット首相演説
行われた薦独シュミット首椙の演

興味深いものであった︒

れを認めなかったため︑住民の退

る原子力という高度で複雑な技術

墓盤に立って評価されるべきであ

クル︑廃棄物処理︑原子炉設計︑

トが相次ぎ建設業嶺蓄は悪戦蕾闘

高懸ガス炉T薮TR三〇〇で

は筆巻ばかりではあるまい︒

自然の利をうらやましく感じたの

規模の雄大さとあわせて︑西独の

分場所のように兇受けられ︑地殻

た︒岩塩坑は︑理想的な廃棄物処

る﹂と述べ参加者の蟹間を得た︒

核燃料サイ

クルなど
以上概要を絡介した議題のほか

に︑各国の原子力開発状況︑経

核融舎等々︑広範な分野にわたっ

中と見受けた︒七六蕉の完成予定

玄
ヨンでは︑現状報鑑と︑今後とも

て︑報告や討論が多くの議場に分

玄か

システムに間する評価と選択が適

このような国際的な対話の場︵い

れて並行して行なわれだ︒わが国

口μ

いたソーンバーグ短事に︑大きな

切になされるか哲かということは

わゆるポスト・インフセ︶を設け

刀ロ

探題を理解する︒国際的な保陣措

精神的負担をかけることになった

ることの必要性が強調された︒

済︑保険︑国際協力︑核燃料サイ

躍に基づく安金確保の枠組の申で

西欧デモクラシーが薩面する大き

価蕪鶴羅蟹高元

みなぎる仏︑西独の自信

事故糧に試練乗り越せ

﹁欧州各国のエネルギ；確保の 避について要義な判断を追られて

ず︑数日間にわたってNRCがこ ひきつづいて行われたパネル討

起こり異なかったにもかかわら

また・一次系内での水素爆発は

説に代蓑されよう︒マグネティッ

四十分余にわたる熱弁は︑冒頭か

ク︒スピーカ⁝と称される首橿の

カーター大統
領メッセージ

ら聴衆の心を捉えた◎

まず︑先進国のみならず︑開発
途上国をふくめたエネルギー問題
の解決は︑世界単和の維持に不可
欠であると述べ︑西独のエネルギ
ー政策として①省エネルギ⁝②石
炭の活周③その飽の代替エネルギ
ーの開発④原子力の慎璽な開発を
あげるとともに︑原子力開発を平
和謡的に限り︑安金性優先ですす
めることを確認した昨年末の政府
の基本方針に変更はないことを強
調した︒

な試練であるというのが︑討論蓄

が八二庫予定まで遅延︑建設費も

提出した許認可のための資料の盟

最後に︑この簸故から単純な結

原研の申川︑高野︑長谷耀︑石黒︑桂

からは︑速炉物理のセッションで︑

と指摘した︒

閣題する翼項として︑核不拡散

も︑蒸気サイクル高温ガス炉の建

¥三マルクに高騰︑これまでに
の問題があるが︑﹁エネルギーと

木各氏の論文が発表されている︒

設計薩は当薦これを最後とする︒

た︒

國際政治﹂と題する鰹食雲のスピ

味深い話題もでた︒仏の匿大プロ

と懸衆に共通する問題意識であっ

後︑パリからわざわざ駆けつけて

さが十五沙に達すると護う︒しか

この意識の背漿には︑欧州各

きたCEAベカー罠官の技術顧問ジェクトは︑仏を中核とする一種

ただ一つ誘えることは︑従来︑仮
想襲故に澄意がはらわれすぎてい

一西欧にみる

論をひき出すことはできないが︑

米国は原子力の燃料供給︑技術移
転の藤で協力を匂しまず﹂とのメ

とくに注欝されたのは︑開発途
上国のエネルギー確保に関して︑

ッセージが披露︑歓迎された︒

TM一事故特

霞独は強い蟹任と義務を感じてい

ると述べた点である︒NPT第四
条︵すべての加盟国は平和二曲原

必要があるのではないかと述べて

舞に立ち藻って設謝思想を冤奏す

たのではないか︑もっと平凡な三
大会議長のペッカーツが︑大会

別セッション

権利をあらためて主張したのも︑

の開会挨拶の中で﹁三月二＋八二

子力技術の交流に聞して四丁︶の

このような関通で解することがで

ス⁝パー・フェニックス高速炉

れている︒TM王薯故の彰饗も︑ うべき仏の濤動は︑今後とも︑大
さらに︑安全性に間しては︑粟

くとの決愈を述べた︒

視察団はこのほか︑晴にはグル

とユーロディフ濃縮工場／トリカ

仏では他の欧州諸隅に比べ少なか

1その他−

った︒リスク・アセスメントに関 ；のキング編集長といった報道関

スタン発露所の兇学が︑特に闘象

ーー西ドイツー

銀行をはじめバラエティーに富ん

報告を締めくくった︒

するセッションは︑？M︷原発事 係巻が︑この禦故が公衆に与えた

深かった◎

薩独で感銘を受けたのは︑訪問

だ職樫の蓉門家三十余名が参加︑

以降︑原子力の推進という話は難

心麗的︑無職的影響を盤冒し︑原

ったようで︑五月上旬の世論調査

施設先の職員にみられた熱意であ

有意義な調査であったQ

きよう︒

子力に対する世論はきわめて厳し

ユーロディフでは︑拡散二黒の

でも︑六〇数％は︑原子力蟹成で

る︒週来の夕刻のアウトバーンの

意欲と熱意

えられ︑大会場が満貫の盛況を呈

故に関する特別セッションに振薔

く﹁この講堂の外は︑皆さんが希

あったとのことであった︒施設の

渋滞に阻まれ︑敬射影廃棄物処分

ひきつづいて行われたパネル討

した︒慶業界の顧問団の議長とし

第三榛におけるカスケード据付け

立地地域に苅する税法上の特別描

スリーマイルアイランド︵TM しくなった﹂と語ったことに集約

側もふくめた国際協力の場をもつ

て︑TMIの現地に西週悶留った望的に観測しているのとは別な世

状況や︑拡敬ユニット内醸のニッ

写︵産業税の地元遜元︶など︑興

この限りない願いのためし

長言免、

琶質麓工射

晶臓化峡肥軽火粛題

イ亀仙

ゆノカな明日を総含二二てつくる

恕

の開発現況など調査の一端をご紹介願った︒

五月七欝から十一日まで︑西独
のハンブルグで開かれた第二回欧

ム大会の會同会議に参潴し︑あわ

州原子力会議と第七回フォーラト

せて欧州各国の原子力開発票橘を
把握するため︑原争力綴織会議に
より派週された﹁欧州原子力視察

団﹂︵団長・鈴木俊一B本原子力
発露会社社長︶に参撫する機会に
患家れたので︑一団員としての感
想を述べてみたい︒

・・ 大会の特徴など

三十四か国から
⁝三千人近い参加
：

膨張を続ける撹界の人鱗︑緊迫
するエネルギー偶勢といった焦嗣
の課題に加え︑ハリスバ⁝グ薯故
で揺れ動く欄勢の中で︑三＋四か
国から三千人近い人が集まったこ
の大会では︑原子力の現状と将来
について︑技徳︑政治︑社会︑経
済︑国際協力といった広い展望に

藻鷺

廷

立ちながらも︑現実的な原子力開

擁
露無

ことを提案︑これは大会鍛終点

EP R I の レ ー ベ ン ソ ン が ︑ 事 故
界である漏と讐鐘を鳴らし︑科学

ケルム純金コーティング工場など

いに注鼠に値しよう︒

に︑カーター大統領宛ての大会メ

を︑ていねいに案内してもらった

り審冠

公衆に語りかけるべきであると︑

鱒

雫軽贋嵐妻｝基礎化 「駄軽A威酬嘱瞳 A皮瓢ムイオノ
又襖腰 調味材 磨冗1ぞA嘆貫闇 銑藁偏 陸剛1椴ひ

撫麟；■魍盤慧麟

轡ぜんし

輪熱識

燈

蕎︑技術課が自ら平温なことばで
事故後の現場措置に関しては︑

憾ゾ

O
の経過を次のように報告した・

評猷

そのひとつひとつがみなさまのくらしのまわりで

舞汐

二葉

よソ

＝
デモクラシーを理念として建国

小さな発児もありました。

さ

》

私たちがはぐくんできたいくつもの技術。

騨幽

21世紀への卵。

舞マ鯉

／

亀
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で特別パネルも組まれたという

氏
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闘ソ原子 力 協 力 ︑ 斬 段 階 に

回専門家ル焦開く

臼本原子力産業会議とソ遡原畢力利用国家婁員会との協力協定にもとつく﹁醒水炉用核燃料技術お
濁国にとって実り多いものになる

戦略についてFBRを中心に著ええないようにすることが釜まし

転期間をそれに嚇せて延期させる

とんどの核分裂生成物の漏洩蟹に

べVK−50炉で行った議デ多

影響を与えないようだ﹂などと述

﹁ジルコニウム台金の機械特牲に

水炉絹燃料要素の炉外試験﹂︵P

・A・プラトノブ・クルチャトフ

磯

一〇〇〇︑RBMK一一五〇〇炉

原子力研究所部長︶︶︑RB瓢Ki

およびVVER⊥○OQ炉の燃

氏︶︑門二本における標準型軽水

料要素﹂︵1︒S・ゴルブニン

﹁運転階

炉とその燃繕設計の概要﹂︵久家

の燃料ふるまいの評価﹂︵大野博

靖螢原電技術部次長︶︑

コーディネーター︶︑門燃料設謝

教露中研原子力発電研究総禽本部

の変遷とその酬え方﹂︵三重良績

ルカロイ燃料被覆管の閥発の概

藁蕎教授︶︑﹁わが国におけるジ

﹁軽水炉燃繕照射後試

要﹂︵近藤蟄住友金属工業藁藪技

術部長︶︑

擬日日本核燃料開発研究部畏︶

験施設と照射後試験計遜﹂︵広瀬

また︑討論でも燃料問題などに

⁝1などの発表が行われた︒

三菱商事株式会社

一方︑﹁臼本における軽水炉燃

のが望ましいということで罵下︑

会が羅給部会を中心に検討に鶯手

三：菱電機株式会社

い﹂との巷え方を明らかにした︒

︵主遣原子力建設本部副本書聖︶

を報告︑これについて池趣亮氏

建設に向けての動きが猛発となろ

田米間で協議中﹂と補足説明︑ほ

子畏葛は①原子力発躍聡発の積極

簿＝一千一

灘

ぐ

三菱原子力工業株式会社

ているのは当を得たものと思う︒

料優罵実繍﹂と題して発表した森

う扁と述べた︒酸園収蒸発籔のト

ぼ日本の盆張の線にまとまるとの

的推巌②国際科学技辮博艶会の準

石抽代薔エネルギ1開発の促進に

ついて惣欝本の黙黙燃料は性能が

﹁ソ連では嵐力上昇は縷縷かけて

いいというが︑もっと異体的に﹂

いるのか﹂﹁田木ではペレットの

焼結は五欝欝以下のとき水素難燃

ど詳細な分野にわたって湧発な質

気中で行うのか撚りたい﹂1⁝な

悶が飛びかい︑臼ソ棺互の技術に

対する闘心の高さが浮き彫りにさ

このあと︑セミナーの最後にゴ

れた︒

ロブニン氏と三島氏が繋金のあい

さつ︒このうち︑ゴロブニン氏

は︑﹁今画のセミナーは内容が裁

実飽だ︒鼠本の学書のレベルは高

のような会議は衡態義であり︑現

く︑多くのデ⁝タが得られた︒こ

戸

は田ソの今後の原子力交流に大き

く︑行政も優れている︒セミナー

た︒

く役立つことと思う﹂などと述べ

三菱重工業株式会社

日塞は原子力兜監理であり︑情報

の交換には深い傷心をもってい

も福励原茅力発電所のデータを紹

岡野灰︵関春夢重力整核燃料華厳

﹁今奪三月末までにBWR燃料は
介し﹁臼本でもほぼ岡様の結果が

擾︶は︑わが国の環状について

る﹂と語った︒

つづいて︑﹁運転時の燃料のふ

ラブルのため環在運転傾難中の動

については粟海工場の運転三二と

が会見

このほか︑門軽水冷却動力炉絹

セッションで▽VER炉および約七千五百体︑PWR鰍料は約千欝られている﹂と述べた︒

るまいの評価と新型燃料の設計﹂

八酉四十弥が装荷され︑その騒高
RBMK炉の燃料要素の儘頼性向

燃・東海再処理工場に関して出野

原子力雛電所の設計および運転経

フ全沢登無機秘料研究漸部長︶︑

／誘︑三万六千MWD／ゾだっ問題点﹂︵V・s・ベレバンツェ

燃焼度はそれぞれ二万八千MWDセラミック燃料製造上の蒋干の

ついては儀頼性も爾く︑昨矩検董

た﹂と紹介︑﹁とくに国産燃料に

ニン氏は被緩籔の局部的腐蝕の原

上方策﹂と題して発表したゴロブ

園について﹁残溜水分と残溜フッ

新型動力炉開発懇談会︵村田蔭

兜通しを述べた︒

﹁出力変化はキセノン鵬を除きほ

座長︶報告の敗扱いについては︑

原子力局長が︑門欝米再処理交渉

国際核燃科サイクル評簡︵INF備③地勲︒太陽︒潮力・疲力エネ

験③耐震設計④再処理︒放射性廃

学研究駈研究員︶︑﹁圧力管型軽

を行ったPW鶏燃料約八語体のう 及ぼす原子炉照射効渠の研究扁
︵A・A・マヨールシン原子炉科

素の相互作用によって趨きると壽
えられる﹂と述べたあと︑その対

核分裂生成物の漏洩﹂と題し発表

なかった﹂と報告した︒

ちリークしていたのは一体にすぎ

れはフッ素の艘度を下げるより有

にフッ素の腐蝕効果が下がるσこ

策については﹁水分を抜けば二時

効だ﹂と撮摘︑さらに燃料の負荷

したE・ヤーキシン氏︵原子炉科

つ︒また︑ソ蒲葵を代表してあい
さつしたゴロブニン氏は﹁日本は

遍従性酎策の璽饗性にふれ﹁現在

学研究所実験所原子炉轟轟擾︶は

ことを期待している﹂とあいさ

発展した工業大圏であり︑このた

では出力変化のスピードは一分闇

象た・﹁BWR燃料ピンからの

第一弾︒会議では新型燃料の開発などをめぐって滋発な質疑応答がくり広げられ︑両国の原子力開発

原灘と同委員会の間で今後の協力のための覚霜が調印されており︑今圃はこれにもとつくセミナーの

めに原子力開発に強い期待をかけ

に炉の尽力の困〜六％のワクを超

七言増資ソ撃力協力嚢誤畷甥総論

に対する関心の蕩さがあらためて浮き彫りにされた︒

﹁とくに将来のエネルギ⁝

昨隼調邸された欝ソ原子力協力
のための覚繍によると今後四山間

原子力委員会でまだ決定していな

で昭和五十二隼九月から今山九月

ク入りすることは確実扁と語っ

いとして︑⁝切ノーコメント︒C

﹁信頼回復に努力﹂

え︑科学技術庁のスタッフを地発

でに
二年閣七転が許可︑それ以降
ANDU炉螺入とATR箋証ま炉
ついての審議が極めて微妙な段階

た︒

に派心して説明に嶺たらせた扁と

料技術と運転経験②商業用軽水型

金子岩三科学技術庁蔓葛は十九

指摘︑今後も地元の儘頼のもと原

にあることを匂わせた︒

予算にも積極姿勢

轡︑記餐会兇し①大飯一号機の遼

金峯畏富

棄物の管理⑤原子炉多圏的利用︑

転再開②むつ闇題③新型動力炉問

子力平和利爾を推進するとの三悪

CE︶の結果をみて決めることに ルギー開発の比島鱈大ーーなどに

を衷明した︒

なっていた︒ところが︑INFC
墾点的に取り組みたいと抱負を語

題④第二再処理工場⑤来年蔑三篠

次に︑再処理に関して︑﹁薄処

⁝⁝などについて︑所罠を明らか

理民二化法案が成立したので︑今

セミナーは軽水炉用核燃料技術と

﹁佐世虎髭略儀からの契約締結の

原子力船むつ問題については︑

運転経験に焦点をあて︑両国の経

金子長窟は︑まず︑大飯一二機

にした︒

究開発に役立てる國的で開かれ

った︒

Hが来隼二月まで延びたため︑運

政府は︑十五日の総台エネルギ

に関し︑要対策類要電源として東

閣優会議では︑また︑電源立地

黛来をメドにまとめあげる︒

固冤適しを全般にわたり見瞠すこ

北電力の巻原子力発電駈など三躍

懸にあらためて検討を言えるなど

億五壬雷万請趨の輸入石漉所要

ネルギ；召声欝から影弼のエネル

とを決定︒とくに原子力発電につ

まず︑江騎通薩椙︑天谷資源エ

ついて翼体策が討議された︒

菖万蔵並︑六十五温度四
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返薯はまだだが︑七月九臼にドッ

委の機能充爽を図りたい﹂と述べ

会の描翻は妥当﹂と感想︑﹁安全

たもの︒ソ連側から一・S︒ゴロ 問題に濃縮して﹁原子力安全委員

燃料要素開発部擾︶ら難名︑田本

ー対策推進閣瞭会議︵大平総理

で︑当面のエネルギー嫡勢とわが

ギー惰勢に関し①石癌はイランに

た︒これにより鼠輩早漏要電源は

源を新しく追羽することを工め

大臣を議長に二十糊僚で構成︶

た︒﹁福＃県や大飯町の要講に応

ブニン氏︵金運邦無機秘料研究所

後民間会社による第二再処理工場

験を交流︑これを今後の原子力研

五十五銀度予算案について︑金

のうち梯園にあたる今回の騨門家

放射性厨位元素の生産⁝など︒こ

マは①軽水型原子力発露所の核燃

にセミナーで予定されているテー

あと︑

ているのは理解できる﹂と述べた

日ソ原子力協力は新段階へ向け大きな第一歩を踏み出した︒田ソ原子力協力については二藍十一月︑

誰蚤唾聾燃料で経験交流

一

よび逓転経験に蘭するセミナー﹂が十九︑二十の爾日︑東票・内幸町の闘本プレスセンターで開かれ︑

第
側から三熱難燃氏︵葉大教授︶ら

国の対慮について協議したが︑そ

EC諸国の動綱は依然︑不安定な ンド原発で購故があったものの代

よる生産回復があったもののOP いては︑黒船スリーマイルアイラ

羽︑芦浜︑能登︑敦賀︑高浜︑島

泊︑女面︑浪江︒小高︑柏蘭刈

計ニナ五となった︒うち原子力は

すでに撮定済みのものとあわせ含

の結累︑①五＋二年六月に策定し

蕉程度の遅れで達成でき

根︑盤北︑川内および巻の十二地
嶽︒

このほか石痴消費節減鮒策では

り延べ懸癒︑労働雀による饗學一

託生省による映画館始業時刻の繰
離エネルギーとしてその璽要性は

斉休暇普及の指藤など諸施策の周

重要電源に三地点追加も

エネルギー閣僚会議で決定

需給見通し見直しへ

た畏期エネルギー鱈給暫定見通し
を兇癒す②とくに原子力発電につ
いては驚嘆冤通しにいう開発践標

おむね

昭租六十鎌優三千三百万KWをお

るよう努力する③要対策鎗饗電源
として策北電力・巻原子力発電所
など新たに三電源を追精し趣源立

こと②原子力発電開発︑石炭利用

変わらないとの基本認識から安全

地の促進を語る⁝などを叢誌︑髄
策の具体化を憲ぐことになった︒

拡大の厨標通りの計画達成が懸念

促進会議偏︵仮称︶を通塵省内に

この臼のエネルギー閣燈会議は

設け穂極化すること︑などが決ま

知徹底を図ること︑火力発贈につ

標が一年程度の遅れで達成できる

六＋年度三千三酉万KWの開発圏 いては窩民禽同の﹁石炭火力開発

ようひきつづき開発努力を傾注し

性確保︑信頼圓復につとめながら

ていくこととした︒暫定兇逓しの

五十黛代末には一部地域を除き全

ることーーなどが概説︒これを受

国的な囎力購給の還迫が危惧され

晃磁しは近く総合エネルギー調査

されていること③電源立地難から

け閣僚会議では︑エネルギー禰給

大平内糊にとって初めてσ世界の

蠣のタイト化などに対し︑わが国

石油鱈給の遍迫予想とスポット市

暫定兇通しで見込んだ六十年度隔

エネルギー悔勢の変化︑とりわけ

として今後どう対慮すべきか︑石

った︒

縮消盟節減対策︑原子力発題など

三菱原子燃料株式会社

ています。

三菱金属株式会社

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履けする努力を続け

躍門臨

三菱PWR燃料
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一哺

優れた技術と品質を誇る
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聞

業

米国務衡

﹁予備調査は終了﹂
太平洋止の三島候補に

米国務雀は十四欝︑使用済み燃料の国際貯蔵施設を太平洋上の※領主鶴に建設することを横討中で

シエイツ社の﹂・ヤング氏は︑米

燃料貯藏﹂に関する聖誕結果を報

ロン・リソーシズ︵スタンダード

％︑ビルバオ銀行二〇％︑シェブ

オナル・デ・ウラニオ︵ウラン公

た企業簗団はエンプレッサ・ナシ

のビリャヌエバ︑カセレスで舎計

ナの聞のピークとポルトガル国境

探鉱区間はバルセロナとヘロー

社︶に引き渡される︒

庫百三十ニジ︑七八鋸百二十九沙

ル・ツール運輸相はこのほど国民

自由に選ぶことができない︒

二社にU鉱開

仏COG度MA

発で調査依頼

︻パリ松本駐在艮︼フランスの

芋会社︶はこのほど米国プリュオ

COGEMA︵原子力庁一〇〇％

屯力中央研究所、珊本アイソトープ協会、東大工単部・原子力研究施設、東北大学・金城材料研
究所、乗京都立アイソトープ研究所、放射線医学総舎研究所、亀気通信研究所

が鑑産された︒これまでウランの

の子会社︶四〇％で樹成誕探鉱投
資額は千三百五十万がで八○％は

約を破棄するとしている︒パター

ル放射性廃棄物はすべて鉄路輸送

議会で書面質問に答え︑﹁高レベ

〔原子力関連主要得慧先）
（発碧羅関係）日本原乎力発電（株）・敦賀および東海発電所、東京電力（株〉●福島原子力発屯所、
中鰯竃力（株）・島根原テ力発電所、九州電力（株〉・玄海原∫力発電所、二菱商事（株）、
（関電興
業（林）、関西電力（株）・美浜発電所）、日立プラント（株）、東京芝浦電気（株）・原了力本部、二菱、
原子力」業（株）G鷲・敦賀および福島建設所、WH・高浜建設所、臼本シールオール（株〉、∴和テノキ（株）
（研究施設関係） 目本原子力研究所・東晦・メ、洗・1乳｝総轄研究所、理化学研究所・大和研究所、

︻バリ松本駐夜鼠︼スペインで

ラン公社︶だけに認可されていた

探鉱開発権はENUSA︵国有ウ︒オイル・オブ・カリフォルニア
が︑新たに二企業集団の設立によ

一︑JEN四五％︑エクソン・

八千八芭平方詩綴︒

ミネラル・スペイン︵エクソンの

クソンが出資︶︒レオン︑カステ

仏運輸相︑議会で答弁

ン原発の工事進捗率はすでに三〇

スのクレブス両社にニジェールの

⁝ル・コーポレーションとフラン

（発電所関係）機器その他の汚染除去、定期検査時の除染・サーベイ、核燃料幽魂・女換作業、
個入被曝答理、 ぢ染衣類のランドリー、冷却取水講の爵掃、廃棄物の運搬、変電所・空調設備運
転保守、施設内の補助．r躰並びに営癒業務、管理区域内除染および 育婦、普遥区域講掃
（研究施設課f系）RI放射線取扱天験室設詞コンサルタント、施設の改造・解体、鹿粟施設整備、
機器の除染、各種擁棄物の処理、ブイルターの一翼、空間線縫率・表葡汚染率分布測定、空調設
備運帳保守、管理区城内除染および講帰、普遊区域講婦、浄水管理

ウランの探鉱關発を繊樋的に腰間

されることになった︒スペインの

するための二つの企業簗団が設立

万一千沖に上り︑一九七七

ウラン開発推進へ

二企業集団を設立

子会社︶四五％︑ペトロレオス・

デル・メデ︒メディテラネオ︵P

E嬰ROMED︶一〇％で構成猛

リア・ラ・ビエーハ︑アラゴン三

6％はどルバオ銀 当初投資額二千五穏万が︵主にエ
行が出資する︒国はウラン鉱が商

州で探鉱区域は二万平方詩材︒

シェブロン︑

姻誘鴛探鉱認める
ってウラン探鉱開発はさらに二極

業ペースで発晃された場禽には探

化されることになる〇

一︑原子力庁︵JEN︶四〇鉱開発費を払いもどす︒国有化し

二企業簗団の携成は次の通り︒

一時停止を決定しだ︒

大統領は原発の安全性を︑売り

主である米ウエスチングハウス

か規制︑経済性問題にまで讃及し

％以上をこえ︑キャンセル料の聞

によっており︑この取扱い施設は

︵WH︶社が保証しないかぎり契 ︹パリ松本駐在鼠︼フランスの

ており︑このあたりから葬公式に

引込み線建設が義務づけられてい

の緋出懸︑貯蔵施設の必要性のほ

︵PWR︑六や六万KW︶建
設の
高
レベル廃棄物
は全て鉄道輸送

ξ量刷：3暫墨＝柵＝〜一﹁一一口琴一一一曹一︑一＝二二塾一︸一＝︑瞬＝＝1＝二鴨一刷＝需一至＝＝﹁至一＝一刷霧竃■墓：一讐需饗覧ヨ﹁＝＝雪圏一一：翼＝一二頸韓＝＝1瞥髄冨幽〜一欄一＝π

るが今や決定する時期にきてい

推定

ウラン埋蔵騒は確認九千五百沖︑

DOEから委託された﹁使絹済み

告している︒

同報告でヤング氏はコ一〇〇〇
庫には米国十万二千ゾ︑カナダ六
万二千鉾︑日本一一尺八千ナ︑台
湾︑韓国︑メキシコ各藩〜三千ゾ
の便用済み燃料がでてくるとみら
れ︑これらを受け入れる政策が惣

さらに岡氏は﹁この構想に墓づ

務﹂と指摘︒

C︶が必要で︑興体的には米︑日

る︒貯蔵技術は再処理技術に毘べ

太平洋上の適当な翻探しが無二っ

題もあり簡単には決蒼がつきそう

エンジニアリングとフィージビリ

イムラーレン︒ウラン鉱山の開発

ティスタディを依頼した︒この鉱

ノコ︑ニジェール山膚が出資して

山開発には8G旦MA・詣コ

門パリ松本駐在風︼イタリアの

アト！チャニ号
建設で話合い

フィンメッカニカのフランコ・ヴ

ィエツツォーリ社長を議長とする

アルゼンチンを訪問︑原子力委員

イタリア産業界使節団はこのほど

会とアトーチャ原峯力発鱈断二号

機︵CANDU炉︑六十八万四千

力開発機構︵OECD︶閣優理薯

米上院科学・技術委員会で︑す

棄物管理実証のための施設として

ェストバレー再処理工場施設を廃
採択していることからこれらの傾

利用していこうとの動きがでてき

4

毎饗r電話（095552）6

九弼出張所佐賀県東松罐幽玄

あることを明らかにした︒国務雀ではウェーク島︑パルミラ鵬︑ミッドウエイ島の三島を候補にあげ
気象︑地質︑港などの予備調薬を終えたとしており︑今後︑本格約な調査や施設建設に粟り出すもよ
う︒カーター政権が再処理無期隈延期︑使用済み燃料貯蔵方針を打ち出して以来︑核拡散防止を主眼
に※側から核燃料国際貯蔵施設構想が国際会議の場などで提案されていたが︑興体的に地名が公蓑さ

ある扁と述べ︑冥目済み燃料国際

両国の国策会往がPBCエンター ヤング氏の報告は便用済み燃料

約二＋万MTUの処分が問題にな これよりさき︑銀翼秋に開かれ
簡単だが︑詳覧決定が難しいこと

ターを設立すべきだとした︒

米国は環太平洋地域︵来国︑日
酒蔵施設の建設促進を示唆してい

き環太平洋貯蔵センタ⁝︵PB る﹂とし早憲に環太平洋貯蔵セン

本︑台湾︑韓国︑カナダ︑メキシ

た第二回環太平洋会議でインタ
から麟想の域を脱しきれないでい

プライズを設立させ建設にあた

り︑八○年代後半にはすでに行き
ーナショナル・エネルギー・アソ

コ︶だけで二〇〇〇庫までに累積

場のない使用済み燃料も発生する

もないとみられている︒

る⁝などを明らかにした︒

中低レベルの場合は主としてト

五十立方塀に上る︒輸送に当たっ

八万ゾ︑その他船窮性廃棄物七颪

ては原子力庁︵CEA︶と関係者おり︑ウラン鉱無三千踏の生産を

る︒

石炭の滴石畳は石立唄算で七一
年の二億二千二悪落ナ︵二七︒八
％︶あたりから消毒鐡︑比率とも

目ざしている︒

でも調査のためスタッフを送るな

っている︒スリーマイル原発事故

四〜％を原発で供給する酎藏を持

計四百万KW・全玉上設備容蟹の ラック輸送で︑量は蕉間ウラン鉱

原発提進国︒一九九六無までに総

フィリピンは東繭アジア鍛大の

ていたとの携測もでている︒

外藩

海臣
比︑原発建設

へ

ている︒輸送業蓄は規洛に該則す

が協議して経路︑方法などを淡め

る梱包材料︵キャスクなど︶の使

ど事故調査にもカを入れており︑

領は安金性調蒼のため委員会を設

爾を義務づけられており︑経路も

原発の安全性に不安を抱いた大統

置しだとも伝えられている︒

どの璽三業の伸びがなかったこと
が主な原因とみられている︒

原子力による発電電力蟹でも西

しかし︑今後の傾同として石炭

独がトップで三颪三十九億KWH減少している︒

フィンメッカニカ社はCANDU

KW︶の建設問題で話k口つた︒

炉の特許権を保有している︒

を発露︒それに次ぎ英国の三百二

KWHとなっている︒しかし︑原り︑今後は増加するとみられてい

十四億KWH︑仏の二頁九十項児直しの気運がもりあがってお

ウェストバレー再

廃棄物管理翼紐で

会でも石炭︑ガスの生産増大や利

パリで開かれた第十八圓経済協

る︒

ルギーの国魂・六％という原発依

用の拡大︑国内産石油の増産︑原

ス︑英国︑西独の順︒とりわけベ

子力依存度ではベルギー︑フラン

存度は世界一のもの︒函独の一〇

でに解体撤査が検討されているウ

米議会に動き
・二％や英国の︸二％を大きく引

子力開発の拡大︑新エネルギーの

処理工場利用へ

き離している︒

ー消麗幽でみると︑七﹁隼以降︑

れている︒

陶は今後ますます強くなるとみら

またEC九か国の︸次エネルギ 開発などを含む共同コミュニケを

天然ガスと原子力は漕実に楢加︒

た︒机上の理論が正しいかどう
石鯛の消髄は七三年の五億五千四

か今後の成り行きが注目される︒

か︑大規摸な塞証が行えるかどう

6

7

本社（原子力部）

との見方から︑早くから国際貯蔵
施設建設構想を打ち出していた︒

G・ラスジェンス米國務雀核不

︹︸

齊梺竡

WH社との契約肇か
フィリピンのマルコス大統腰は

％

％

％

とと︑割引の鉄鋼︑造船︑機械な

⁝≡＝＝＝扁＝二層＝噌冊需二＝＝一＝＝＝⁝＝≡一＝⁝＝＝＝⁝圏；二≡＝一＝一一■＝≡＝二冊⁝＝ヨ扁＝＝＝一＝：算＝冊■＝≡寓＝一冊＝謄＝⁝⁝驚＝＝＝＝＝三

十五日︑國国初のパターン原発

；需＝影⁝騨葡旧ヨ藁＝＝＝⁝＝＝輔＝＝＝雪＝＝＝＝儒一濡＝鱒＝＝隔＝冊＝髄：＝≡≡＝一二⁝篇＝＝＝一階≡≡一＝一一＝

EC︵欧州共岡体︶はこのほど
一九七八奪のEC諸国のエネルギ
ー消費璽や西霞電力騒などをとり
まとめ公表した︒

筥三十七億K

それによるとEC諸国の総目璽
電力麗は一兆皿千一

WHに達し︑七七年に比べ四・七
％繕になっている︒各国別では西

独のゑ千一二酉二十五億KWH︵五
・四％繕︶︑萸国のこ壬ハ百九十

億KW琵︵二％欄︶︑仏の二千七

順︒

百十三億KWH︵七・三％増︶の

デンマークはHC九か国中七番
國の発電電力蟹︵百九＋五億KW
H︶を発電しているが︑前廉に比
べ七︒五％減で唯一の発電電力蟹
減少国︒これはイエルゲセン首相

にその比率は減少する傾向にあ

百万沙︵五九・二％︶あたりを境
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原子 力本部

れるなど早期実施のための姿勢が籏されたのはこれが初めて︒

鰯際欝蔵施設建設構想の罎補に

の原産庫次大会で﹁核燃料サイク

核型問題担当特別代表代理は今年

ルを響える上で﹃使い捨て﹄サイ

あがったウェーク︑ミッドウェイ

クルが環境颪からも核不拡散藤か

爾翻はいずれも原住民は住んでお
らず海羅の補給墓地になっている

らも安全﹂と指摘︑﹁来国が所有

程度︒パルミラ騒はまったく往民
はいないなどの理由から最有力視
権を得て一定羅の外国の使絹済み

燃料提供国が所有権を保有して使

燃料を欝藏する米政騰の提案や核

されている︒

構想は︑核不拡散政策の一環と

用済み燃料を貯藏する多国間施設

して米を中心に濤本など環太平洋
地域からだされる便用済み燃料の
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原

伊方︑玄海

わが国では初めて
通産相︑ 安 全 委 に 朔 ン 伽 諮 問
四国電力と九州躍力は︑回方原子力発鱈所一調炉と玄海原子力発聡所一︑二郎炉の﹁新燃料﹂貯藏
設備の醇蔵能力を︑現行の約月浦の㎝炉心分から約三分の二炉心分へと倍増させる計画だ︒この変更
翫圃は通産省の安金側董をパスして︑現在︑原子力安全委員会でダブルチェック中︒門島燃料﹂貯藏
能力の贈穴は︑わが圏では初めて︒爾贈力会歓では︑これによリプラントの安定運転がさらに確保さ

いま︑科学の分野では︑何が起

学技術︒

︑︑ジ融

羅

日本バルブ製造株式会社

混沌としたながで︑まもなく八

この小甲子は︑五月三十日︑藥

上紀既設バルブのコムライ訊ング施fによる改蓮品

人は南民運動に走る︒

その悪味で︑壷鐙は︑科学技術

改正法璽の両法簗が可決︑成立を

いずれも審議来了︑廃案となっ

熱・蚕下工業クラブで行われた第

礁礁顯馨

で進展したのかll︒このような

こっているのか︒技術は︑どこま

科学技術の﹁鍛前線﹂は︑意外と

ず︑わたくしたちの社会は︑科学

の本といえる︒

みたものの︑限加原子力協定改定

されたばかりの関西徽力大飯発躍

た︒

調糞団は藤井隆科学技術会議議

二

躍

な瀞切れとなった︒この

ため︑衆議院の科学技術振興対策

異常

終盤に入って空転となったため︑

福井興敦賀市の福井原子力セン

とられたものの︑参議院の方は必

要な手続きがとられぬまま消滅︑

精別委員会は閉会中審議手続きが

次期国金であらためて叢論の手続

諸団体から︑来原発艶物に三連し
た原子力安全対策などについて二

きをとらねばならなくなった︒

ターでは︑県︑関係欝晴村︑地元

見を聞くことにしている︒

田本原子力一業会議はこのほ

講演録を刊行原

ポーチン博士巌

訪中科学技術
調査団が出発
の箋註を調蓋︑臓申科学技術協力

講書録﹁原苧力発電駈が人聞の健

ど︑エドワード︒ポーチン博士の

中国の科学技術政策︑研究開発

のあり方についても謡卜い今後の

yージ︶を刊行した︒

康に及ぼす影響扁︵新鐙判・二十

わが国科学技術政策に役立てよう
とする︑科学技術貧議派透の訪中

員を団獲とする関係各省庁からの

ストとして講費した英国放射線防

二十八園原塵通常総会で︑特別ゲ

調査団が十八臼出発した︒

実務煮十九名で︑七月一日まで二

護委員禽委員︑ポーチン博士の謡

週間にわたり国家科学技術委員会
や高エネルギー研究駈などを二班

をまとめたもの︒

まで︒

7ク多／彰

入手希霊の方は︑原産・総務課

に分けて訪闇︑調査に当たる︒

第87回国会閉会

環加協定改定承
認など廃案に

審

バイパス弁／内蔵，鄭艶洗弁／外i習型逆洗弁ダブルストレ

時騨社刊

○年桟を迎える︒

タイムリーな本である︒猫名は
﹃二十一撹紀への薪科学技術﹄︒

技術を必要としている︒藁菰の質

招待

門科学技術の巖前線﹂へと引きこ

のため︑十九日から二十一同まで

議定搬承認および廃棄物投棄規制

て︑原子力安全委鐙瓦にダブルチ

蕨や︑今年八月に⁝部がホ格操業

⁝方︑還転蝋晴痛止描瞭を解除

は十四臼に臨界︑十五日に併入︑

十八B現在七五％出力で運転中︒
一群三日にはフルパワ⁝の予定︒
この結累︑関葭電力の璽期ピー
ク時の供給予備率は︑大飯一︑二
讐機と他社融還電力を合わせると
六・餓％となり︑なんとかこの蔓
堀を点り切る見通しがついた︒米

の影響をもろに受けて︑すべての

PWRが運娠停止となったため︑
関西自力は今愛のピーク時の供給
予備率がマイナス四・五％と︑鍛

第八十七圓通常畿会は十四爲︑

園火力・原ゴ力発屯所納品
循環水ポンプ出目弁／復水器lill人目弁／逆洗用弁循環系

陰新刊紹介

科学技術庁監修﹁21
世紀への新科学技術﹂
価傭観が多様化する避難の田鼠

一1︒そのなかでも︑もっとも署 科学捜術庁監膨︒時評真鶴︒B6 知られていないのが現実︒科学に

て鯉かになる姥活︒このとき感じ

アトラクティブな筆致で︑読者を

庁の所羅研究所を紹介しながら︑

の醗前線に対する認識の不足から

る科学技術のすばらしさ︒六〇無

を高めるのも︑公審をなくし・儒

好むと好まざるとにかかわら

は完成する予定︒ひき続き︑地城

みよい社金環境をつくっていくの

む

瀕協継台長︑酒部類三兵磁県薩淡

た︒

福井県︑鳥取興︑岡山県を訪問し

に伴う原子炉等規詩法︑放射線瞳

条約︵ロンドン条約︶承認とこれ

する動燃購業調人形瞭ウラン濃縮

ド︑ 磯

にまとめたか

悪の購態に陥っていた︒

☆特㍉費実用新案甲請中

しては︑昨隼のカナダ・アメリカ

につづく今回の寅憾調査を通じ
て︑こんこの温呪水研究の参弩に
したい湾え︒

の一大センターとして︑千葉緊夷

次つぎと生まれる新技術によっ

しいのが︑科学技術といわれる︒

前生研では︑すでに温排水研究

隅郡御宿町に節央研究所の建設を

を倍翻する計画はないQ

急ピッチですすめており︑今秋に

対する不儒は︑結局のところ︑こ

伊方一士炉の新燃料欝藏設備

判・三百五ナ搾︒二千円︒

は︑アングル型ラックを採殺した

研究所も予定されており︑岡研究

講の進歩に負っていた︒

代の高度成長は︑まさに︑科学技

しろ︑問題の解決に臨けて︑ます

生まれる︒

ン型ラックを採合した穀蔵設備を

既設の欝欝設衡に隣接して︑キャ

用面での充実をはかるため︑毎

に端を発し豹変する人びとの心︒

＝榊一＝識一＝隔＝＝一＝回＝一一＝＝＝瓢＝署濫一＝一m

ますその輩みを増すこれからの科
＝冊騨翼襯一一閂＝一一一諜哺雛輔圏牌一＝＝コ帰＝髄＝＝榊＝一＝齢＝扁＝＝＝＝一＝一＝＝＝謄＝冊＝＝幅＝一陽隷扁一洗一一＝＝一一

ある人は門反科学﹂と鱗び︑ある

そして七〇靴紐1i︒公憲淫乱 も科学技術の力に負っている︒む

所としては︑これからの研究︑運

年︑調董囲を海外へ七六する慰

堰合することによって︑貯藏能力

向︒

を億増︒一方︑玄海﹁二屠炉の
煽合︑アングル型ラックを採用し

ャン型ラックを採噂した欝蔵設鯖
団員は︑次のとおり︒

今回派遣する調糞睡の訪問先と

た既設の財蔵設備を撤醸して︑キ

を新設することによって︑貯蔵能

町漁協縄合長︑森田政則兵庫興昌

視察先には︑米スリーマイルア

察電力第一立地部翻部長︑古川隈

全漁連公憲対策室次長︑石井籏東

明日

の農薫ともなった

代表取締役籔河原徳炎氏

策京都中央区京橋3−9−9容（03）561−6181（代）

本社

れる︑としている︒

原発︑オスカーシャム原発︑スウ

運漁政課︑小黒武兵図譜水玉課

イランド原発瓢故に趨照する運転

象に奪える原子力損審賠償法一部

ェ上アン環撹保護公社研究所︶︑

長︑本間広二兵団堅漁業公爵天金

窮︑委員は︑科学技術の実滴調査

自蔵能力の増強に馬いられるキ

フランス︵フランス題力庁︑シノ

塾側二八︑小堀弘福芥県漁業指醐

漁協組△口上︑木下潤兵庫堅人井山

ャン型ラックは︑臨界防止のた

ン原発︶︑西ドイツ︵都市下水処

▽スウェ⁝デン︵フォスマルク

め︑中性子吸瞑効渠の大きいステ

理施設︑ビブリス原発︶︑イギリ

力を癌憎する︒

薪燃料贈藏能力の憎大は︑わが

ンレス鋼製キャンの中に燃料纂合

いては︑燃料の備麟効果も大きい

國の原子力発継所では初めて︒二

体を揮撫する構造で︑適切な燃料

協会専務理瑠︑上野山湾出山興水

海の濁発鱈駈では︑取魑燃料体以

藏できることになる︒したがって

方と玄海以外の発毛所の新燃料欝

塵試験場資源調蛋課擾︑桑原感義

瀬産大臣 は 十 五 墜 ︑ 照 鷹 目 地 の

万ズ新燃料の輸送が遅れた場禽

藏能力は︑いずれも約三分の一炉

ス︵中央電力公社︑中央躍力海洋

とみられている︒

や︑炉内燃料に一部不興合が発兇

生物研究所︑プラッドウエル原

山方発画所と九州醒力の玄海原子 外にそれと岡数の箏備燃料体が貯

された場禽にも十分に対応でき︑
集舎体葉序が確傑されている︒

力発電駅の猿子姫設麗変雛につい

働方発熱所の設罵変更は︑①一

ェック諮問した︒

心分で︑目下のところ︑貯蔵能力

発︑ハンターストン養殖場︑ポー

パイロットプラントが禽まれてい

乎マ

大飯一屠機︵三十七万五千KW︶

一日に臨界︑併入の予定︒同社に されて十三日正午に運転再開した

く

よる厳責なチェックと通産省によ
や

と

明日

蕾七ナ五闘間の会期を終え閉会と

瑠業潮位化のための原子炉等規制

露画意一六一二一一ご

蒔区後楽二の一六の一紙一一二

住所早
法一部改正法案︑原子力主業従藁

男呼に入会

員が受けた損蜜も新たに賠健の対

︵株︶数理動画

衆議院科学技術振興対策特劉婁

なった︒原子力関係では︑再処理

騒会の大橋敏雄婁員擬ら八名の理

衆・科技特認貝
が大飯など視察

今飽食は︑航窒機転感闇題から

トエリン養魚施設︶︑オランダ

海生研常務狸蘂︑松尾文爽海生研

森吉一兵鷹隈淡路町

山田岸松兵嘩県漁適会

︵フレエボ火力発電所︶

る︒

▽団畏
長︑▽団員

器通過疑義︑影響軽減と防止対

驕西餓力の大飯発電所二暑機

一号はフルパワーへ

二号︑試運転を再開

部畏補佐︒

遡務周次長︑苦※地穣原薩開発部

一語鯵止描躍をこのナ三臼に解消 密防止法など関係国内法の改正は

プラントの安定運転が図られ︑ひ

多岐にわたる実態を調査

暦炉の薪燃料貯藏設備の貯藏能力

を現行の約 三 分 の 一 炉 心 分 か ら 約
三分の二炉 心 分 に 簸 贈 ② 二 弩 蝉 の
出力分布調整欝欝御棒クラスタの
駆動方縦をローラ⁝・ナット践か

難生砺欧州へ温排水調査団を派遣
原芋力や火力の篠懸駈から放臨

態を調査するため︑六月二十＝⁝照 ランス︑西ドイツ︑イギリス︑オ

今年二月十三日に許簿を肉講︒

ら磁気ジャ ッ ク 式 に 変 更 i 一 で ︑

一方︑玄 海 原 子 力 発 罐 所 の 設 置
される温排水が︑水生鑑物にどの

から七月十五臼まで︑﹁叢生研・ ランダ各国の発露駈︑研究所︑養

同調査団は︑スウェ⁝デン︑フ

変更は︑① 一 ︑ 二 弩 姫 の 新 燃 料 貯
ような彫饗を与えるのかlI︒

は︑巖近の欧州各国の温排水の実

藏設備の貯 藏 能 力 を 現 行 の 約 三 分

遅発水影響問題実態調査団﹂︵団 殖︵魚︶施設などを訪問し︑復水
長・山田摩松兵庫画餅運会意︶を

策︑温排水に濁する三重描齪︑温

︒原子力発電

現在︑金国で稼働している火力

に催増②雑固体焼却設傭の凝設③

編成・派遣するQ

︵首十七万五千KW︶が十八日午業運転入りすることになる︒

発霞駈は七蕎三十一

の︸炉心分 か ら 約 三 分 の 二 炉 心 分

今回の漏排水調査団は︑昨薙七 排水の袴効利絹などを主眼に︑実

屯

る便罵前検査に命幽した後で︑鴬

固体廃簗物貯蔵灘の憩設lIで︑ 所は定検中も愈め十九基︒ざっと

月目カナダ・アメリカの実態調査

や ・

兇を交換する︒海洋生物研究所と

に続くもの︒出田圃長は︑昨隼の わせて地元の漁業春︑住民とも葱
調奮団で副國長をつとめた︒

♂る

子力施設と環境保全﹂︒後半は小

亭

﹁原子力が︑わが国のエネルギ 回の論敵の徹底究明に︑線織とし

塾

前五購に試運転を再開した︒二十

縦横もつても︑徳水器を使う発電

㊥

態の調資にあたる︒と岡時に︑あ

所は約七難流十か所にものぼる◎

一般に︑原子力発電所は毎年︑

今鋸二月二牽七澤に許可串請︒

や

その混排水の耀境への影響を調

．㊥

査している海洋生物環境研究所で

︑塾

幡行雄核融含研究部長の﹁地上に
ミニ太陽を一核融含のはなし﹂︑
そして︑原研が︑二十一世紀のエ

その

らだと思います﹂

今日

﹁例葎より関心が高かったのは︑

したが：﹂と語るのは広報塞︒

﹁TMI瑠故も了えての構想で スリーマイルアイランド原発噛故

画﹁地上にミユ太陽を﹂︒

界プラズマ試験装躍JT⁝60の映

と映画の会﹂一i︒饅本原子力研 ネルギーとして力を入れている臨

﹁あすをひらく原子カーー動乱

印象づけた︒

ー政策上︑必要であればあるぼど て取直んだ姿勢を三こ入の穂衆に
蜜全研究の鎗みは亡してゆく﹂︒
うなずく聴衆︒さらに︑村田蔽上
滑長のことばがつづく︒

幽滝本原子力研究所は︑その安 究所主催の樋例の簗いが︑ことし

学生や女子島校生の姿も見られる

会場には都内から来たという中

た︒

の研究開発費を投入してきたの ほぼ満貴の参加穰を認めて行われ

全性研究に︑これまで五畜億円も も十九賑︑東京・経囲連ホールに

も︑その認識の上にあるからにほ

かならない︒毎痒︑二蔭五十名以
上の研究暫が安金間題と厳組んで

いる﹂と︑こんことも安全問題 など︑例年になく︑なごやいだふ

新作映画﹁地上にミニ太陽﹂は初

は︑積極的におし進めていくこと ん羅気で暴雨︒

を強調︒そして︑﹁今瞬のTMI ことしの特徴は門安全﹂と﹁核

公開︒

に呂を細めた半臼︒

厳しい現実に囲を大きくし︑夢

壌故では︑原研から三十名の聯門 融合﹂︒休憩をはさんで︑前貸は

前が関嬉し︑その分析︒調査に 能沢正雄安全工学部長の﹁原子炉
の安全と儒頼性を謹めるために﹂
かかった﹂と︑原研としても︑今 と天野恕環塊安全研究部撰の﹁濡

は︑のべ艮数にして二百五十細が

ーナー／ンングルストレーナー／各秤海水ポンプlll翫弁
逆II弁／空気抜繰

二本バルブの鼓新鋭バタフライバルブは、従氷の本体防蝕コム
ライニングに、弁護全面硬質ライニングを施し、原子力及ひ火
力発電所における冷却水（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

大飯原発

オールゴムライニング
バタフライバルブ

つ

約鷺分の一 炉 心 分 の 照 射 済 み 燃 料

や

盛り上がる原子力の集い

⑭

密性を発揮します。

一一

を新燃料と 取 り 伺 え る ︒ 伊 方 と 玄

寿

な質闘を通して核融合の姿を焦々とえがく︒

○

初公醐﹁地よにミニ太陽を﹂の︸コマ︒棄朴

着実に、明闘を語る

飾
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原

臼本原子力産業会議は十三日︑藁東・丸の内の工業クラブで第七十一圃原子力産業懇談会

伽

㌔

⁝

・

に穂極姿勢を示しているようだ扁と報告︒また︑今井隆吉同技術部長も﹁わかりやすい広報を

一要を紹介する︒

信頼の回復に全力
鈴木俊一氏

さらに︑岡首相はエネルギー政

いた︒

欧州原子力槻禦団︒ 団 畏
日本原子力発躍会社 社 畏

月六日から西独・ハンブルグで開
策の推進は政治的な面があるため

調齎醐は五月一日に出発し︑五

かれた第二回欧州原子力会議と第
技術と同じようにはいかないとも

会議の前後︑各国の施設も訪問

を閉じた︒

した︒八か所の原子力発芸所をは
じめユーロディフの濃縮工場︑ア
ッセ轡塩坑などを訪ねたが︑爽り
の多い視察であった︒

イルアイランド原発審故が起こっ

に入り︑さらにその上にスリーマ

調査する︒再処遅は当分︑見合わ

さしあたり深いところまで掘り︑

に同意する︒高レベルについては

補足するとともに︑ヨーロッパで

鈴木國長の話を多少細かい点で

㌔

演説だった︒同酋相としてはこの

のシュミット欝相の熱のこもった

会議で﹂番注冒されたのは西独

子力の鱈頼を世界的に回復してい

が︑時間をかけて冷静に対処し原

問題について﹁不幸な事故だった

また︑シュミット菖摺がτM工

三十四か国から約蕪千人が出席し

な会議で︑ソ遼は別として︑世界

の開発︑そして四番目に原子力の

炭の酒用︑三番蟹が新エネルギー

ネルギ；だ︒つづいて二番聲が石

取り組むべきとしているのは省エ

の際︑ハリスバーグに四週間留り

れたのは︑TMI特罰セッション問題が論じられたほか︑多くのセ

ムだったが︑なかでも一番注脚さ

会議は盛りだくさんのプログラ

料︑フィジカル・プロテクショ

だった︒このなかで︑TMI幽間 ッションが組まれ︑炉物理︑燃

ネルギー戦略などの原子力一般の

れた︒全体会議では技術移転やエ

会議では広範な分野がカバーさ

ハンブルクでの国際会議は大き

演説で彼のエネルギー政策の基本

た︒

蟹璽な拡大をする必要があると雷

について詳細な報告を行った︒

は︑あのような状況のもとでは︑

た︒また︑オペレーターに関して

葱舅が出された︒

も学間的になりつつある扁などの

では妻事は農くない﹂﹁あまりに

次に︑ヨーロッパ各国のTMI

操作員が悪いと決めつけるのは酷

また︑門水素爆発﹂問題につい

この点についてはヨーロッパと日

問題の受けとめ方についてだが︑

である︑との考えをとっていた︒

ては﹁水素が多璽に発生し︑それ

が炉内で爆発するという話は︑N 本は異なった受けとめ方をしてい

なかった﹂という評である︒

ーロッパの方が切実なのではない㎜

RCがシステムをよく理解してい るとの印象を受けたQ田本よりヨ

⁝

しかし︑この点を現地でNRC かということだ︒その理曲につい⁝

問題とは別にしても一般にヨーロ⁝

に指摘しても︑NRC全体としててはいくつか考えられる︒TMI一
訂正するには︑時間がかかったよ

ッパでは原子力が切迫した政治問．

．

うだ︒退避の勧告の根拠が水素の

が開かれたが︑この研究会が行っ

ロックフェラ⁝財団による研究会

欧州原子力会議と同じ時期に︑．

話であり︑レベンソン氏はNRC題になっている︒
にあまりいい印象を持っていない

このあとのパネルでも多くの愈

ように感じた︒

では︑来国の平均りードタイムは

た原発リードタイムに関する検討
ついての考え方をどうしたら良い

見が毘された︒その一つは安全に

パでも長くなっている︒また︑原

ナ四二にもなっており︑ヨーロッ

子炉メーカーが今後五〜八年内に

かという聞題︒﹁最大事故を中心

慮がたりなかったのではないか扁

能力に苅し何％の稼働率を期待し

に考え過ぎ︑その他の事故への配

という意見︒もう一つ︑今の安全

うるかという問題については︑

返しもあって政党間の均衡が難し

また︑醗近は窃寄りからのゆり

ている︒

対決するような形で政治問題化し

というテーマが現代の産業技術と

ている︒ヨーロッパでは環境保護

題もB本とヨーロッパでは異なっ

アム状態になっている︒廃棄物問

除いて実質的に二年間のモラトリ

政策の影響もあって︑フランスを

ヨーロッパは︑カーター不拡散

下﹂との結論が得られている︒

﹁ソ連︑フランスを除き五〇％以

システムはあまりに多くのことを
考えて設計したたために榎雑にな
り過ぎているのではないかとの指

さらに︑﹁原発の数が少ないう

摘もあった︒

ちは蟹玉が行きとどくが︑数が堰
大した時の蟹理はどうするのか﹂

の程度の薯故は酉炉年に一圓くら

という葱見もあった︒一方︑﹁こ

い起こっても公衆の放射線被曝と
いう点ではかまわない︑むしろ財
産としての炉が壌れたことの方が
大きい問題だ扁といった意冤もあ
った︒

く︑西独やスウェーデンのような

ティブな原子力閻題を扱うと困難

緬対多数の与党がない国でセンシ

原子力蟹成の保守党も︑門反与

オーストリアの原発国民投票で
㎜
も原発問題が政治問題化し実際は

﹁政治問題偏により︑建設途中の⁝
⁝
原発もついに憾物館にされるかも

る︒

子力に穰極的な姿勢をみせてい

●

安全で環境に調和した原子力発電所

．囎灘一動輪詳跨

一それは東芝のモットーです一

第召原
産懇から

り︑フランスではあんな事故は起

だし︑運転員も十分訓練してお

こらないとしていた︒事故後の撹

子力推進を支持しているとの結漿

論調査でも国民の六〇％以上が原

こうした背累を踏まえて原子力

が出ている︒

開発を促進し︑PWRの標準化も
進めていこうと意欲を燃やしてい
るような印象を受けた︒英国もウ

するなど積極的な姿勢が感じられ

インズケールに新しい施設を計画

た︒ここにも日本から宗教閲係の
グループが反対に来るということ
で︑何故だろうかといぶかってい
た︒ヨーロッパの各所で反対運動

譲本でも︑大飯原発の運転再開
に伴い小規模ではあるが反対のデ
モが行われると聞いた︒また︑海

料の輸送についても寄港地で一部

外再処理委託のための使朋済み燃

では原子力について以前と同じ調

氏は﹁これをしないと安全審査や

子で護すことはできなくなった﹂

と薦独における深刻な状況を伝

な問題が生じる︒言承多数がない⁝

ンについてふれたい︒代替燃料サ

どう細き延びさせるかが問題で他

しれないというような襲態になっ

に蟹成するというような禦態も実⁝

のサイクルを考えるのは実際的な

際に起こってきている︒こうした⁝

う努力するが原子力閲係看の中に

語ではない﹂ということでほぼ意

的には優れたサイクルがあるかも

定するのが当葡の目下の関心事﹂

問題を説明できる人が何人いるの

大衆にわかりやすい書葉で鳴子力

しれない︒しかし︑いまはこれを

WR←FBRサイクルより理党論
﹂の立場から門原発建設中止﹂⁝

イクルについてのパネルでは﹁﹂

このほかのいくつかのセッショ

るかもしれない﹂と蟹燃したQ

ないと︑原子力は本当にダメにな

として︑門もし︑いまこれをやら

欝欝繋璽

すます厳しいものになるだろう﹂

地域とのコミュニケーションはま

門エネルギー問題はこれまで開発

また︑シュミット涯魚津摺は︑

えた︒

岡氏は﹁正確な惰報を伝えるよ
途上国と先進国の間の問題と響え

るものだったであろう︒

とあったことは聴衆を驚かすに足

歓迎の辞の猿頭に﹁避難計画を策

られてきたが︑将来石油をめぐっ

のあった開会式とTM王特別パネ て先進国間で癒い舎いが始まる司

たEPRIのレベンソン氏が事故とくに︑シュミット首相の演説

ン︑核融倉などに及んでいた︒

明した︒

しかし︑ 原 子 力 を 四 番 目 に 位 囲

づけてはいたが︑同首梱は同時に

見が一致した︒INFCEでもて
代しまった︒

は﹁保障描置は有効だが今のまま

逆に︑ソ連およびフランスは原

か﹂と問いかけ︑さらに﹁原子力

替サイクルについてはこうした方

講篁を満席にしたもう一つのプ

ログラム︑7MI特別セッション
関係蕎が一堂に集まり検討するこ
問題が今後平和の問題として璽要

能性がある﹂と述べ︑エネルギ⁝
席となった︒開会式冒頭の挨拶で

向になってきているようだ︒

TMI肇故は会議全体にわたっ ルでは三千人を収容する講賞が満
て大きな問題となったが︑一方で

では￡PRIのレベンソン氏の報とは大累だが︑同時に一般の人に

は石藺の癒い禽いで動乱にまき込

ベッカーツ議長はTM王審故問題 になるとの考え方を明らかにし

告が注目された︒現地では︑TM 対してわかるように説明すること

また︑保障叢鷹命題のパネルで

はなんとかして原子力開発を促進

I事故が漬きて以来︑原子力メー

まれるかもしれないとも強く指摘

た︒同首相の四＋隙間に及ぶ演説

が必要だ﹂と摺摘した︒また︑同

の中で﹁ハリスバーグ﹂という蕎

について︑鈴木団長も掴摘してい

原子力開発を推進しないと︑世界

だ︒

τMI霧故の各国への影響につ が行われているのも確かなよう
いてだが︑西独では︑大会議長の

指摘していた︒酉独の原発訴訟で
ベッカーッ氏が三月二十八臼以後

に出席した︒

は下級審で敗訴しているケースが
原子力の語がしにくくなったのは

七園フォーラトム大会の合同会議

あるが︑これは廃陽物対策が決ま

た鎧後でもあり︑ある悪味ではこ
せるべきだ﹂としている︒今後︑

の他の禽議に出席しての内容を加

運邦政膚と同州がさらに話し合い
を続けることになっている︒

え︑またある悪味では皆が篇を落

観三熱蹴今井隆吉氏

欧州でも政治に痛撃

TMIの波紋

逆に︑フランスでは︑設翫も別

当大きなものであった︒

っていないことが大きな原因とな 喬定できないと述べたように︑相

ニーダーザクセン廻での放射性

っている︒

に同州の決定が﹁全々受けつけな

廃棄物の最終処分については一部

い﹂としているとの誤報もあった
が︑実際は﹁中︒低レベルの廃棄

＝

産業界の顧問として采配をふるっ

っていたが︑それによると︑まず のには感銘を受けた︒

方針を内外に函明することをねら

くべきだ﹂と︑熱を込めて述べた

え︑私見を述べたい︒

としていた時期でもあった︒

れらの間題に燃えていたともい

が悪化し︑−蕪FCEも最終段階物を岩塩坑内に鰻終賠藏すること

この会議は︑ちょうど石油情勢

頼を回復していこうとの決意で幕

雪行っていくことが今後の原子力開発のカギになろう﹂と指摘した︒以下両氏の講堂からその概

副

一力発電社侵は欧州の猿子力動向について﹁仏︑英などではTM王事故を冷静に受けとめ︑原発⁝

噺察団に参加して11﹂を開いた︒席上︑同調蛮國団長として調査にあたった鈴木俊一日本原子

⁝

一

国

﹁スリーマイルアイランド原発の事故に揺れた世界の原子力発霞の現状1⁝79欧州原子力視
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るように︑﹁鶏故後︑ヨーロッパ
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していかなければいけないとの恵

原子力事業本部
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識に燃えたのは確かで︑会議は信

社

京芝浦電気株式会

東

鑑

襲

▼△
@・

での国際協力の必要性も強調して

営叢品目

躊
した︒家た︑原子力の安全対策面

翻原子力発蜷設備一式（原子炉、核燃糾、タービン、発蜷機

甥購

▲

認

幽
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新

業
産

子

昭和54年6月21臼

一第983号一
目琶禾口54隼6，屠28華ヨ

毎週木畷臼i艶行

会

環境深全曲策戴艦へ

射性飼螢簡素取扱い箏業駈の増加

定︒

経済界代表
を招き懇談

北︑中部︑北陸︑関西︑中国地

発電所を城内にもつ北海道︑藁

転中または建設・講爾巾の原子力

の一環として開かれたもので︑運

霊として今後の対応に関する検討

懇談会は同委員会が行っている

後の薄応について懇談した︒

雛から説明を受けるとともに︑今

森﹁玉章本原子力産業会議馨円理

の概要と社会的影響などについて

ランド原子力発電所購故に関しそ

二十一臼︑世盛スリーマイルアイ

簗石瓦会︵白沢寵一郎委員長︶は

経済団体運禽食のエネルギー対

経団連が今後の対応で

原子力部

どを内容とした回答が笥せられた

綱について装備協力をする⁝一な

學く公有水論埋めたてなと女爆原

県︑購との折衝を急選できるだけ

の改驚澗題などにとりかかる予

内をメドにまず織笠線障需防止法

会の副金琵︑響鵬理添が出席︑寓

数による地元への経済的︑社金的

を交換した︒

影響︑今後の対策等について患兜

は︑蓮水中に放射件分解等により

もので︑寿命は五か月程度σ動燃

坐威するイオンを除去するための

の寿命を一蹴難戦に改錫したい意

としては︑重水系イオン交換樹脂

ふげん発電所は︑今隼三月二十

岡だ︒

臼の本格運転入り以来︑順調に全

出力運娠を琳続︑この間︑離縁惣

今夏︑関廼電力は︑最近運転を

KWHを発電した︒

再開した大飯発電萌と他社融顯亀

力によってかろうじて電力危機を

通電力のうちの十万KW程麓をふ

NAIGは東芝・三．炸グループの中心となって原子力全般にわたり

る︒環境撮全対策と環麗影響予測

や放射性岡位元素利用の多様化等

茜縦冷熱

乗り切ろうとしているが︑他社融

原子力開発の基礎から応用まで

方法の妥蟻性を検討した上で︑①

③藪然環境の適正な傑金lIの饒

入の健譲の保護②生酒環境の保全

価は︑ばい煙の排出撚準等法令に

るとの方針を明らかにした︒これ

発建設茄工に必要な申講を提出す

によって大飯〜号につづいて女瑚

原発誹顧も一応TM王ショックか
ら脱却︑舞曲に向け大きく動き適

これを受けて弾帯電力の松田彰

総合エンジニアリング

げん発庵藤が愛けもっことになる

もよう︒

研究開発を行なっております。

点から潔境彫響が評価される︒評

棊つく基準が定められているもの
についてはそれにより︑その他の
ものについては外国の棊鵡︑既存

﹁地門柱民等への周知等の降臨

は懸腕開始から三十日以内に悪兇

すことになった︒

東北亀力では舎理的な建設工程
によって魁工の遅れをカバー︑五

け変鋭しないようにする方針︒

十八庫十月の運開目標はできるだ

副社長は詑者鼠晃で門今後さらに

03−357−2霊5延

〈7Ml箪散〉

属二

囲㎜

﹂

濤鶴

銃

▲

｝

の類冤等を勘葉して行われる︒

蟹綱﹂は︑地充縄脱の慧冤を環麗

をまとめたもの︒それによると︑

保盆に反映させるための実施方法
染など以外に人購︑土地利継箸の

移駐会枇箸は︑環境影聴講蚕欝を

門環境審査指針﹂は︑適麓山が

を提出︑電力禽社はそれらの慧兇

町村と隣桜南町村で縦箆︑岡期間

耀境審齎を行う場愈の鶴木的な方

とそれに対する電力会社の見解を

中に説明会を開催する︒地元倥民

針︑手順︑評価の考え方をまとめ

通産省に報告するQまた︑応力会

で行うことなどを辱めている︒

たもの︒環境五塵は︑鱈力会社箸

社は︑修正環境影響調査暑を通麗

は︑拡散予測嗣舞や水理換灘間脳

ているQまた︑温排水の予測評価 遡麗織に提出後二十醸間︑当該市

社盆燦境についての調査も認まれ

礁雛髄地元説醐会も盛る
通産雀資源エネルギー庁は二十六磁︑発電所立飽の耀境アセスメントに必嚢な環境彰糟調野饗欄︑
環境審査掲針などを決めた︒それによると︑発電蕨アセスメントは︑これらの要綱等に巫づき①電力
会社が環境彫響調戯鰹を作成②地目住罵等への周矧︑説明金の閥催③通産省は電量禦での顧麗調整箸

を経て環境構董報衝総を作成②環境膨響調査轡の修正i一の手順で実施される︒この曲節︑原子力発

環境の現況調蒼③環境保金対策④

が作成した環境影響調董霜をもと

ングに加えて︑発囎所アセスメント規定による環境職印地元説明会も開催されることになり︑地充住

会社等が通産省に提出する環境影
環境影響の予測︑評懲⑤総愈誹額

雀に提出した階も︑地元南町村に

電所の場禽には︑鷹調審上程前に︑原子力行敬改革に基づく原子力安全件に関する第〜次公開ヒアリ

通薩雀は五十二鉱七月の雀議決
響認査購の作成にあたっての墓本

縦覧することになっている︒

民の慧見がこれ窪で以上に広く反映されることになる︒

定で︑発醒所立地に間する環境撮
的な方針と手順をまとめたもの︒

に︑地元住民の意晃を踏まえ︑環

陳子力安全婁凪会一

門部会設置

安全規制で専

一舜

全対策を強化︒その結果︑電力会

境審査顯問の慧兇を聞いて行われ

ことから︑梨では﹁これにより麟

⁝⁝からなる︒環境の現況調査に

決着にこぎつけ︑着工へと動き出

た﹂と覇断︑今回の学窓となった

による安全確保の保証が得られ

は︑大気汚染︑水質汚濁︑土壌蕩

・女 嬬 糊 原 発 ︑ 着 工 へ

になって再び環礁に論り上げる形

こうしたなかで︑二十臓磁には

許認可業務を再開

遡蔭織から冨城県に原発総点検の

宮城県

していた女狽原発葉叢も最終段階

実施孚順は①発葛藤の副醐概蟄②

社等は︑環境影響調査凱の地元住
民への周知を図り︑説明会を開催
することになっていた︒これまで
原鱈敦賀二号や動燃の高速原型炉
﹁もんじゅ﹂などで地元説明会が

復帰へ肉けさらに︸歩を進めるこ

磨溢血は二＋六耀︑7M三問題 発の許認可凍結解除によって現状

原子力安全委員会は十九巳︑放

に関連して今薙畿月から許認可手

に対応して︑放尉性同位元素箸の

もの︒

環境影響調竃の方法がバラバラで

安全規制のあり方を検討するため

となっていた︒

あったり︑難産雀が環境霧盗を行

の地域防災副画の作旗にも積極的
に協力し︑今後の開発にあたって

にもメンバー構成を終え発選︑駕

部会一の設置を決定した︒七月中

安全性の確保に留恋していく︒県

する必蛍はない②欄は瀬瀬原発馬

ていきたい﹂との考えを衷明・

は地域癌祉の岡上にも十分配磨し

結果について①昭和四十搬送に行

工後︑検査を厳器に行い︑安全牲

宮城県の許認斑ストップはTM われた女鑑濫発の設課訂畷を変翼
王箏故を黙視した同県が四月十八

確保に努める③女瓦原発の防災讃

とになった︒

賑﹁笈金性について國の晃解が袈

甲所聞題について﹁原発総点検の
結果︑国によって女川原発の安全

明されるまで原発黛設のための行

続きを簾結していた女川原子力発

性が保羅された﹂と判断︑約二か

う場禽の基水的な方針︵指針︶が

行われている︒しかし︑当時の欝

㊥試験・研究施設

﹁放財性儲位死ゑ箒資金挽制止門 方︑四麟︑九州・山口各経済連禽

まとまっていなかったため︑その

月ぶりに女渕原発の許認罰を餌蔵

固めたのがキッカケ︒これによっ

に果たす役鯛はか

することを決めたQTM了漏シ謎ツ政手続きを凍結する﹂との態展を

経凝性

は︑発欝欝の立地に関する物環境

置が

て︑昭和四十二奪の建設誤調公表

問題は︑±

以来十一羅聞にわたって雌航した

田の大飯原発の運転

﹁地元住民箸への周知箸の揚欄蟄

あと地先漁協との競業補慣問題の

なりのものになろうという︒四月
中旬から総総紙がつづけられてい

もの﹂であることがわかり︑本格

たが﹁遇初の講読を＋分轟運する

還転入りとなったもの︒昭租電工

の霞解助剤である炭酸カルシウム

けん発箭所﹂︵擁ATR︑弔水炉を除ムするための蘭語工程で構威

が裟置を設討︑製作し掘付けた︒

ふげん︑初の
わか国ではかって墨継電工が同

計両停止入り
伴い発生つる劣化縣水︵軽水が混

動轡では約二週間にわたる停比

抵試験プラントで原研のJRR−

期間中に磁水系イオン交換樹脂の

入し濃漫の砥下した薫水︶を原．＋

装罎化されたのは今回が初めて︒

交換と︑憲袈弁類︑ポンプ類︑復

ふげん発難所は︑二十三口から

発性不織物を除隊するための精漏

ふげんには滅速材として営六十沙

水器水蜜および取水臼設備の点検

圃発電所初のd画伽羅に入った︒

工程︑劣化磁水を欝気分解し濃漏

の頚水が装荷されており︑隼問四

を行う︒磁水系イオン交換樹脂

二︑瓢細り炉劣化ψ水を濃織してい

するための農細工秤︑電気分解さ

ンデー並み島簡な磁水たけに問装

〜看ゾをとりかえるが︑高級ブラ

た黒影があるが︑発亀所に酷結︑

れた水來︑唖水素︑酸素を水に戻

濃編するもの︒劣化痘水中の非挿

の製品弔水を回暇できる︒

場台︑年間弄ゾを処珊し繍・四ゾ

・出力十⊥蝿叩刀ハ㎡†KW︶の準水n帽 されており︑九万％の劣化屯水の

動力炉・核燃料開発L某総門ふ

AT炉
Rと直結は初めて

重水精製装置運転入り

再開によって箏態収拾へ尚け大き

ト醤

N

く動き出しており︑今圃の女用原

クによるわが澱の原発誹闘の中断

二十六日に総総衝が発慰したの

整備が急がれていた︒

議決定では︑電力禽社が突癒する

鯉核燃料サイクル関連設備

すための再結禽工程︑濃緬飽水中

軍

縣謂

愚原子力発電所

影響調査頭網﹂ ﹁環境繋査指針﹂

﹁環境影響講蕉襲綱﹂は︑電力

葦懸舞零

監kノ

綱﹂など︒

票

．囎縫弾

子嚢

鷹
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さわやかな世界をつくる

炉級癒水︵九九・八W％︶に京で

同調置はふけん発窺所の逓転に

製出罎が本格迩厭入りとなった︒

重水精製装羅本体の一部

題
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トリカスタン︵仏︶のユーロ
ディフ漣縮工部が三月から生産

ぴ

一

︸

ト今後︑九十轟轟に実施

総工費も七㈱琿当時の発蔽り

塾

調達している︒

ソ遡のサバ織フ博士ソ逮の著名な核物遷学識である

この工程にはタッチせず︑濃縮の謙画決定は来骨堂が夢定され

さいきん愈悪をみた中国︵豪

齢噛・隔臣西側の原子力政策に支持示す

九八○琿半ばの三百六＋段︵三の発注のほか︑特殊工程についを粗みこみ密聾した上︑特設の

替り発声をみるだろうという︒

ユ⁝ロディフの前途にも問題

るが︑日本もちかい醤来︑濃縮

計画のスケ；ルや技術は異な

ているが︑情勢はかなり厳しい

はいくつかある︒第一はイラン

といえる︒

羽︑供能能力の九七％の襲爵を

工場の建設聞題に置面する︒フ

効率だけを知らされるという仕

確保する手際の撰さ︒アメリ

が株整として残るかどうかだ︒

ランスの大胆な商業化の段取り

組みである︒

カ︑ソ達への依存脱却という鷺

い蒙のところ︑イランは西独と

う︒

漂本の遷心分離法は︑採算規
模が比較的小さい利点の反藤︑

プロジェクトの臣大さは︑敷

ようだが︑ユーロディフの次の

の契約分︵二璽︶は残す方針の

の契約を破藁し︑フラマトムと

密体をどのように蕎てるか︑関

そういう条件のもとで︑響業

も︑問題がある︒

むずかしい︒また舗要の確傑に

その足跡から明日を学べ

照響技術をもっていたフランス

地面積選集五十万平方綴に螺的

計画ーコレディフ⁝については

とは違い︑商榮化の実証がより

に現われている︒発電炉照炉分

逮機器の発注をどうするか︑セ

プロジェクトは一九七二年に

瀾さを鑓饗している︒

リボンもプロジェクト管理の晃

の敷地は︑その七分の︻にすぎ

た︒

イランの参加は期待薄になっ

ーフガーズに問題がないかな

ない︒ガス拡敬工程を宣体配躍

ど︑その解決は心ずしも容易で

フランスの例も︑國の敷策と

ない︒

電計醸の遷れがどう膨饗するか

しての淡断が先行しなければな

るいはフランス宙身の原子力発
注匿されるセーフガーズは︑

ということだ︒この方は︑国内

い︒

第二はイタリア︑スペインあ

テクト・エンジニアのUSS王にして場所の縮小に努めたとい
グループが設謝を掩劃した︒七
避走十一月にはユ⁝ロディフの

隔膜︵バリヤー︶を隣接のピエ

らぬことを示している︒

に毒手︑七八年二月試験運転

謝画の推濫と外国の顯客の開拓

︵K・K︶

︵二＋段分︶と在来技術並みの ⁝ルラット濃縮工場︵童舞用︶内

設立決定︑七五年三月敷地工襲

うが︑その試掘さは変わらな

設計作業からスタート︒アーキ

ておらず︑現地をルポしたS・

は謬響になる点が多いといえよ

標の実現は間近い︒

ン︑ベルギー︑イランの出資参

そのあいだイタリア︑スペイ

隼末の三哲六十段︵同︶も予定内釜のニッケル塗装︶によって へ再輸送している︒外国株主はめになるかどうか︒コレディフ

る支持体をここに輸送して隔膜てよかろう︒

辱・三一軽
︸

機器は仏︑イタリアの業蓄へ

q

発電炉四墓︵各九二万キロワッ

・三MWコンプレッサ︶︑八一 ては関門会社の設立︵例i配蟹蓮絡遵野を頽ってトリカスタン面二姫輸出︶が︑イランの穴埋︑／

工事も大魑に進展しており︑一

αD

百八十段分で︑簸終能力一万八

日当の発表では︑工恥はスケ

一弩騨が懲業運転にはいる︒

薦トンSWUの四分の一︑二千ト︶の建設も順調で︑八月には

を關乾したQ完成したのは小型 六蓉トンSWUである︒

のコンプレッサ︵○・六 M W お

△

ユーロディフの前途

五十監房︶が墓本的には変わっ

二十幽懸ドル︵瑚蕉価格では約

︒︑継

捻

轟窮

よび丁三MW︶を使罵する六ジュール通り進行した︒残りの

説

灘響
轟

講

ノ／灘

一

に︑いっそう拍蜀がかかるとみ

ルギー政策の選択をまちがわない

き立つ西側諸国の畿局者に︑エネ

ようにうったえた︒

ピーチボトム
炉︑運転再開
来ペンシルベニア州のビーチ・

多孔質のコンクリート・ボールで

廃棄物を入れた容器は︑このコ

埋められている︒

ンクリート︒ボ⁝ル内に設置され

このシステムの特長は︑岩蜜が

る︒

密閉式のシェル状の瞳壁によって

ボトム原発三号機︵BWR・哲十完金に独立していること︒この障

ウラン協鼠︵本部ロンドン︶の

議︑九月に開催

第四回ウラン会

万隼後まで起こり碍ない︒

ま家で傑たれ︑地下水の浸透も一

以上にわたって︑完全に乾燥した

このため︑岩塾と廃蘂物は千年

を防ぐことができる︒

さないため︑地下水の流入や遡過

万KW︶で・二士︑二士百の 壁は︑事鍵上︑湿気はまったく通
漏洩事故があったが︑ただちに点

両臼︑二園にわたる放射性ガスの

同原子炉は二十一薦朝︑コンプ

検︑修理後︑運転を再開した︒

レッサーの故隙により帰止︑修理

はじめたが︑五時すぎに趨勢規定

後︑同日午後︑全出力運転に入り

ガス洩れを趨こした︒

制隈腰を約六％を上まわる放射性

二度藻の放綴は︑一章二録未明

に発生︒来原子力規舗委員会︵N

RC︶は︑この二慶思の事故を︑ 年次シンポジウムは︑九月牽一︑

理開発部誹綱課まで︒

参加についての問舎わせは︑原

る︒

﹁保安規定の許容量を一六％てい 十二の両論︑ロンドンで開催され

ど上まわっている偏と分析した

ルフィア羅力会社の最終計算では

が︑同機を保有しているフィラデ

9uル35
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ため︑それぞれについて適感ずる
切断法を検討するとともに︑核分
裂生成物の盒萄騒の変化に薄癒し
た再処理方法の研究開発に焦点を
あてていく︒

また︑瞥放射性物質の放出低減
化﹂についてはトリチウム︑ヨウ

素など揮発性屡屡の酪化揮発法
とこれらの核穐の捕簗方法を確
立︑さらに︑傑陣描圏に闘連して
プルトニウム非分離工程設課に必

インタマット地
区で有望ウラン
つ一︒

鋤燃・マリ探鉱
ウラン探査に衷た朗報

会では︑財齪法入への改組を行う

た︒さらに鳥銃は︑日本での慧眼

今回の改革構想は設立五周隼を

ては放射線障審防止法の改正も斎

とになっており︑竃議結果によっ

り方についての審議を驕饗するこ

立を麟る⁝1としている︒

輸送中の嶺故処理体制の整描・確

輔送紹赦処理検討婁員会を中心に

た︒

あるRI利用の一端が紹介され

高レベル放射性物質研究旛設は などの葬管理区域からなる︒延べ

嗣施設の叢大年間受け入れ磁は

床醐稠は約七千四薦平方層︒

通澄雀は二十六臼︑儲方︷穆︑

機の灘の賢宰検査などで︑従来の

いては水際テレビによる燃料体の

LGLO＼E＄に力・機械的損傷なとによる厳損かみられた：とき、糸アのままては汚染 1・故の危険をノ1します、従って、戸
め㍍頼のおける薄コム墨袋を丁にはめておいてからGI．OVHSを装着することか雛奨されています，

傷を防くことができてk時闘の御豊川に藷すえます。

画櫃類。寸法手

飛行機を飛ばし放鰯鮨異常を調査

サンプリングと地質鉱尿調査など

する一方・ボーリング試錐による

実施した︒ウラン露頭も数多く確

タマット地区でも有望な露頭を発

近になって新たに鉱区の東方イン

認されているが︑これらに加え鰻

国インタマット地区で﹁かなり有

動燃聯寵栄がアフリカ・マリ共和

照した︒

マリ共和圃のウラン探査は購業

盟﹂なウラン露顕を発発したの
が︑それ︒

の規模で︑探鉱予算の三分の一を

団単独のプロジェクトとして騒大

投入するという力の入れよう︒雨

動燃購業醸がマリ共学鰯でウラ

期明けの八月から調査を塞格化す

ン探歪に乗り出してからすでに久

ル地区で鉱区を設定したのに続き

しく︑成書も面々︒五黛前︑キダ

いわれるマリ︒ニジエール盆地に

るが︑岡地域がウランの難鷹とも

位醒するだけに︑今後の精査に期

以後︑テレムジ︑シャグールとこ

間︑イベルベル︑テッサリット︑

れまでに三つの鉱区を設定︒この

待がかけられている︒

い噸諭群舞〆

写魔→マリでのウラン探壷

バラコエ︑サミットなど各地区︑

十無代前半には新型炉使用済み燃

てはわが国でもすでに利爾され

研究について門水分計などについ

総群雀和姦十二万粟方詩規に及び

料の再処理パイロットプラントを

ことになった場禽︑こうした新し

研究を強化していきたい扁と述べ

迎えるのを契機に環在任態磁体と

えられている︒このため︑岡協議

こうした技術閣発に必要な筒レベ
ル放射性物質を取扱うことのでき

美浜二号濁発電所のその後の定検

傍方︑藁浜両炉の弊誌状況

リーあたりの中性子数がケタ避い

選の飛雲中性予源に比較してキュ

に大きく︑一億n／秒以上の場台 状況を発表した︒

催の第＋六殴﹇理工学における同

エックス線ラシオグラフィーを上

外観検査の諮果︑燃料体DiO7の

同位元素発表会ひらく

位愛妻研究発銭会﹂が二十五〜二

べた︒

隠る解像度が得られている﹂と述

GLONESの損

2．GLOVESの指先部分の保縫のためにGLOVIISの1に、史に薄ゴム丁台を甲ねて使用しますと、

醜究旛設55年完戒へ
嘉羅鯛熱処理爾究に威力
動力炉︒核燃料聡発襲藁隅は昭廿日十五鎌をメドに商レベル放射性物量研究旛設︵CPF︶を建設す
る翫画だ︒岡施設はFBR︑蕩処罰路線の進展に対応︑これらの施設から生じる使用済み燃料︑放射
性廃棄物の再処理︑処分の技術開発を行う博引研究施設︒すでに時言工懇を終えており︑五＋五隼か

をあてるとともに︑再処理施設から生じる高レベル放射性廃闇物のガラス關化技術を確立︑核燃料サ

らの研究ではとくに︑FBR使用済み獣料の燃焼度繕大︑繕成変化に癒じた再処理方法の開発に蕪点
饗な研究も行う計醐︒動燃ではこ

設から搬入されることになる冤込

ら︑照射燃桝は大洗照射後試験施

体の除熱誠験︑貯蔵蒔の物質の蒔

い放射線安金規制の徹底に稜極附

れらの研究データをもとに昭和六

行うことのできる日曜的な施設︒

イ酸ガラス中に閉じ込める︑いわ

聞的変化などについても研究︑昭

に協力していく方針Q

イクルの完結へ向け新周面を闘いていく議薩だ︒

また︑鷲再処理技術の開発と岡田

ゆるガラス圃化法を確鉱するのが

ベル放朧朧廃液の圃化︑貯蔵実談

和六十誌代に華建されている高レ

︑︑避

わが国で は 軽 水 炉 か ら 盗 じ る 使

FB紀燃料の再処理方法は軽水 一方︑高レベル放射性廃液の処

嗣いでガラス固化試験を行うとと

当面の簸標︒このため︑実廃液を

叢談ξ

用済み燃料の爾処理については一

理︑処分技術の研究では︑現在︑

論︶は二十六韻︑票東の磁本アイ

長︒奥栂虎雄鐙本鉄鋼遮盟騨務理

なっている岡協議金を財団法入組

門古代文化財研究におけるアイソ

威購アイソトープの生産と利馬漏

このほか﹁核蹉学診断用超短半

試験に備えていく誹魎だ︒

ともに︑科技庁に協力する形で①

トープ・放射線の利用㌦など多彩

た︒

ては放禦性同色元素厳扱い瑠業撰

関連唄業所での安全確保に関する

なプログラムが組まれ︑広範な

和五十四態度無業計縣によると今

の憎艇︑利用方法の多様化等に対

認識の隠揚︑対策の徹残に資する

料の形状︑組成に灼応した再処理

織とし︑強固な棊盤の上にたって

難獲は改組垂垂の審議を進めると

応するため原子力蜜全襲蝿会が近

配布を行う②昨鋸に引き続きRI 分野で献進月歩の逢展をとげつつ

講謬禽の開健と広報資料の作成・

建設する方針だ︒

に︑今後再処理施設から発生する

世界でも巖も蘭発段階が高いと考

み︒

昨年の策海 再 処 理 旛 設 の ホ ッ ト 試
高レベル放射性廃液の処理︑処分

トニウムを含むなどの相異はある

炉燃糾に毘べて高燃焼度で高プル

えられている廃液蝦馬体もホウケ

ているが︑職歴は帰線源も含めて

験開始により実用化への第一歩を
技術の開発にも蒔田をあて︑昭和

水炉の場盒と購様︑燃料ピンは数

ものの︑湿弐法を照いる燕では軽

また︑周露の総金で決まった照

ル放射性廃液の固化︑財藏の実証

ると予想されるFBRから生じる六十奪代に予定されている蕎レベ

踏み出した も の の ︑ 将 来 主 力 に な

試験にも隔えていく計画だ︒

財団への改組を検討

く放鮒性岡焼三豊等安金規謝雲門

方法の研究②放射性物質の放出低

ソトープ協会で開いた総会で隣魏

放酎線安金規制徹隊の一翼を担っ

それによると︑伊方一号機︵五

放射線阻瞥防止中央協議会︵会

④保隔描醸に隣連した研究lIな 議会を財醐法入縄織として強化す

減化の研究③廃蘂物低減化の研究

ることを葡向きに検討することと

ていこうとするもの︒

は半減期の潔い代表的核翅アメリ

畷移出し予定の燃料体のうち一体

＋六万六手KW︶については︑今

認めた︒

@難燃羅錨安全規制に一翼

部金を設齪︑今後の安全規剃のあ

もに︑固化体の財藏を溺握に爾化

燃焼度の憎大︑絹成の相違などか

使用済み燃 料 の 再 処 理 に つ い て は

解︑せん断と溶解時に発生するガ

触にせん断されたあと嫡酸で溶

研究櫨と地上一礪の管理棟で携
スはオフガス処理系で処理される

階︑地よ二階の

成︑このうち研究職は再処理と廃
仕糧み︒

岡施設は地下

はできないのが実精︒このため新

液処理の二系列の研究璽セル︑操

らこの技術をそのまま贋いること

型炉路線の進展にともないこれに

作塞︑実験整︑サービスエリア︑

ど︒このうち︑門燃料の形状︑白

し︑そのため具体的な内容を禦議

シウム脇より安くなる﹂と掴摘︑

罵施設での主な研究内容は①燃

することが予想され︑瓢しい再処

応じた再処 理 十 徳 の 璽 土 性 が 増 大

筒レベル放射性廃液二蔭認︑照射

質に対応した再処理技術の研究﹂

わが国の放劉線安全規制につい

その性能についても︑実際に飛行

などの蟹理区域と電気釜︑運転窒

るホットセルを中心とする基礎研
燃獲こ十五計竺︒このうち蕩レベ

する準備委良禽を設止することを

さと安全性の側に判断を誤って欲

賦本原子力学会︑闘本アイソト

理技褥の確立が急がれていた︒

究施設で︑箕際の照光燃料を用い

では燃料形状が騨によって変わる

この購故は反対運動の正しさを皮

しい﹂というカーター大統饒のN

燃料に異常

てFBR燃料の再処理技術開発をル放射性廃液は東海再処理施設か

さらに尊慮は︑自整開発とはいう

残C委興長に対する憂欝は危機籔 ープ協象など台計器十七妥協余共

十七の三B間︑索漿︒璽が関の国

体D−26の第七グリッドのコ1ナ

第一グリッドのコーナー部と燃料

美浜二轡機︵五十万KW︶につ

理のガイドラインを赤したといえ

立教膏会館で開かれた︒隅発表会

の燃料体の燃料棒に漏洩が発冤︒

るかは科学的︑一躍的な餓え方で

つ当なものであるだけに︑みくび るだろう︒蛍全や危機をどう弩え

スの人々の怨念やうらみなしのま

はなく誓学や懸想を必要とするも

また︑同氏はカリフォルニウム

この獅故はまた︑マスコミにと

十六葎以来︑放射性同位

ってはならない︒

は昭和瓢

いずれも外部に対する放射能の

影響はなかった︒

285士5

高
高

力

原

こり得ない購故と掲摘しながらも

議論運動はアッパー・ミドルクラ

肉にも実証したといえよう︒この

金部止濠ってしまうのではないか

カリフォルニウム
利用硯究︑強化へ

﹁来国ス リ ー マ イ ル ア イ ラ ン ド

妓

影響と今後の鮒策﹂と題した臼本

の努力︑地75の理解で難関はなん 嚢性を強調した︒

と思ったが︑電力各社による普段

禦故謹聴︑来瑠に滞筏中だった

になっては逢展はないと

ものの外国の精輻を排除する

原子力鰯報 セ ン タ ー 主 催 の 緊 急 持

学習院大学法学部教授の照中靖政

術鎖国

︵雪eM工︶原発箏故のわが国への ﹁当時︑これは大変︑墨水の炉は

別講座が二十山ハ﹇口︑東東←巾が谷

晴に︑これを教訓に安全確保面で

とか切り抜けられた﹂と強調︒同

懸鐘︑濁際協力が果たす銀製の懸

で三国間の懸を開けた︒

のトラック健保鼠館で二十八臼ま

っても幡好の話題となったQマス ので︑原子力に関しては素人ばか

ー部にわずかな欠けが発兇され

㎜の生麓については門現在︑※ソ
のみが生産を行っている嵐と述べ

産を行っており︑これで翫騨中の

に毎毎行われているもの︒

た︒原盤は︑燃料体取扱い階の根

りで構成される禦MI蟹故講査委 元期の研究利用経験の交流を四脚

互接触とみられているが︑群細調

員会はこの押え方によるものと思

たあと︑わが国での生産について

蕉中︒また︑燃料体D−34の第一

コミはエネルギッシュにこの購故

は﹁軽水炉の箆用済み燃料中に含

グリッド郡の燃料棒とグリッドの

を扱い︑現場からの生の繭︑反原

このうち︑﹁カリフォルニウム

まれており︑技術的には再処理に

TM縛めぐり論議

蹴中性子源利点技術−巌近の近目

より取り出すことは刺能鳳としな

われる︒

た窟永胆魂︵原研︶は門来聰では

と螺題﹂と題して特別講濃を行っ

発の舜︑議会︑州政府の動きを報

き込んだ︑つまり﹁国蒙的危機﹂

欝欝醤緊急特別講座開く

を生じた防大覇件だったともいえ

済的にも競愈できるとの判断から

嬬要は象かなえるだろう﹂と述べ

銀輪の素縫はアメリカ全体を巻
テリーに陥ることのないよう﹁ハ

間に異物︵可視部分の難きさ約三

道した︒そして入園がマス︒ヒス

リスバーグを原子力の魔女独りに

がらも︑門米麟の核不拡敵敵城に

この講座は①TMI原発壌故の

蜜故からの祉会的インパクト③全

原函究明とその対策②TM王原発

体肘議i一 の 三 部 か ら な っ て お り

今膨の麹故はどの穆度の規模だっ
一鱒の鍔力が必襲だと指摘︑とく 氏は議金︑州政府︑マスコミ︑地

より政槍的に難しい扁と捲摘︑

たのか︑社会的影響はなど︑現時

に百万KW級炉の遮転醐始という 充控厩などの動きをつぶさにとら

カリフォルニウム蹴利嗣は︑不学

点の問題点を探り螺冤を交換︑検

利用を除いた他の工業利用では経
原子力なしでエネルギー駕絵を満

したあと︑その特長について二

有料販亮に踏み劔つた﹂と鯖粘き

門来国は環在︑Q・五修／隼の飽 され︑これも詳細調査中︒

たせるかという疑問も投げかけ
た︒

︒七︑ゾ綴X約三・五︑ゾ耀︶が発見

ものだという認識を加え︑同膳に

よう︒翼々に原子力とはそういう
次の通り︒

科学餐︑技術蓄の購故処理の努力

保守の技

を認めて大きく評縛した︒

危機とは不確実な懸想のもので
あるだけに門判断を誤るなら憤難

電語254−13嗣（大代褒）

2王0

鴛野

鴨齋

85

／

えた現地実暢慰書を行ったQ要二 するな﹂と理性をもつことを説き
から

麟故後︑反原子力運動が活発化

つくる技術

突粥化時代を迎えた今日︑原子力

術4へ移ってきているとし︑各種

り返すなというデモが多発したが

し︑潮1資ッパ全体で丁簾1を繰

は

所見を述べた児選勝臣資源エネル

かねばならないだろうと述べた︒

機器の品質管理に蟻点指尚してい

類故経過を概説︑今後の課題と

討していこうというもの︒

子炉の構造上からもわが国では超
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原子力開発の分野で︑ソ連は︑まだまだ秘密のベールの中︒それを︑チョッピリだが開けて
論文では︑当初は一％またはそれ

いたソ遅の燃料について︑今回の

という神話的な風説の伝えられて

みせてくれた日本原子力産業会議とソ連原子力利嗣国家委員会の初の馨門家セミナー︒実り多
もかなりあったという︒今回は︑同セミ
以上の破目燃料が出たと定事的な

意外な事巽

くの成果をあげ幕を閉じたが︑そこに
ことを発表したのが注蟹された︒

知のとおり﹂という表現だった

﹁原因は本日お簗まりの皆様ご承

ナーの日木側代表をつとめた三脇良績栗大教授をわずらわし︑霊としてソ運側論文から注霞す

も大きい会議であったと謡ってよ
がろう︒

︒燃料破損率

グラードですでに二墓稼働してい

あり︑どこでも能われているとお

被覆欄互作用︶︑製造上の不全と

による腐食︑PCI︵ペレット・

脚昇に耐える燃料の開発で︑改罠

被覆内面にリブをつけるとか︑ペ

の聞題点﹂と題し報告した︒内容

炉用セラミック燃料製造上の若干

はソ趨での経験をもとにして︑二

日ソ原子刀懸定に墨つく初のセ

て乾武と湿式の比較をし︑両方の

酸化ウラン粉宋のつくり方につい

レットを内外二魍の復合型にする

利だと論じていたことで︑ソ遡か

とかなどは︑経済性からいって不

ら経済性強調の謡の出たことは面

の蓄え方としては︑被覆内面欠陥

る温慶家での余裕を極力大きくと

を極力除くこと︑燃料中心の溶け

ること︑外圧による被覆のクリー
白かった︒

分はフッ素の化学活性をましてよ

てこれが水分吸着の困になり︑水

ットを研磨すると表面に粉がつい

粒形の蒐を黒板に了解した︒ペレ

プ変形をなくすようにすること︑

単校友会館でパーティがあった︒

ョンを終え︑霞が関ビルの東海大

PCIを最少にすること︑フレッ 第一日鼠はこれで予定のセッシ
ティング腐食を防ぐこと︑クラッ
ド︵水垢︶を減らすことなどをあ
げていた︒ソ連の原子力発電は目

は高逮炉燃料用には考えられてい

くないという︒振勤充填法の利用

JPDR⁝Kにはじまる日本のる
燃が︑熱中性子炉用には密度は上

二重団はソ連側が議長になりま

が︑負荷追従のための総力上昇は

下稼働中のもの八議万KWである ず第四セッション︑日本側は私が

̲化ウランは硬くて被覆管の内

毎分四i六％はやりたい︑ただし 料設計の経過を発表︑AτRにも らないし︑充填性のよい高密度の

料設謙の変遷と燃料関係施設の概

されなかったという︒

要﹂で︑ソ適側からはV・S︒ベ 作燃料はつくったが︑ついに実用

であり︑ニオブ入りの合金の特色

D／田燃焼したところで水素吸収

は少なく︑PW8条件で四万MW

この含金は強くて︑PWR条件でとして水素吸収はジルカロイより

猛れているという結論であった︒

ち特に一三〇〇聲m酸素のものが 燃料棒の端栓溶接は電子ビーム法

面に癌をつけてよくないので︑試

いる︒意外だったのは︑今臼出て

レバンツェフ氏が﹁軽水冷却動力

四四〇の燃料のP−E︵照射後

ふれた︒セッションの題圏は﹁燃

いる負荷遣従への改良燃料のいわ

試験︶について述べなお︑ソ逓の

当分はこれは無理だろうと述べて

ゆるレメディの察の中に出てくる

で︑クリープ破断試験ではこのう

．日本の技術

に質問集電
被麗管

プダウンしないという︒﹁じゃ︑

D／望で一〇〇Rrmの間である︒

は六〇1八○βm・八万三千MW

も︑内部加圧をしないでもクリー

これに今後かえるつもりか﹂とい

原発事故がなぜ起こるのか／

日本科学者会議原子力問題研究委員会訳

憂慮する科学者同盟︵UCS︶編

事故想定・確率なと三冬婚澱を盛り込む

起こり得ぬ

発行（財）放射線照射振興協会

疑問ラスムッセン報告批判

本書は︑九万ぺ⁝シに及ふアメリカ政府⁝の内部資得
の検訪をもとに﹁ラスムノセン報告しを全薩的︑科
Dr的に再検討したものてあり︑政府 産業界関係者

〒370−12嵩崎帝綿貫町1233費0273（46）1639

な発

意外

約一％という︒それに対しVVEたQ討論の時︑東電︒池亀氏から リカの炉メーカー製の輸入燃料よ

・

二日三年後の第五セッションは

﹁燃料被覆冠という題で︑日本

う質問が日本側から出たところ︑

実態秘は全部八OOB血のもの中空ペレット燃料ではあるが︑こ
で︑これからつくるPWRのVこ
Vで報告された八万三千という燃

008加酸素を灘達してつくっていての討論になった︒ソ連でのL

◇

わが方にも有益なセミナーとなっ

た施設で︑内容の藻類も興体的で

大放射線量実用測定法

ミナー︑ソ連からは
表も椙次いだ︒

R一〇〇〇は加圧水型で︑炉心は 出された櫨農発電所のBWRでのり臼本製の方が成績がよいのは侮

畏

た後︑力学的性質を比べたもの

︵IWGFPT︶でも同じことが
抵摘されており︑現状は欧︑※︑

りである︒破損燃料からのFPの ソに比べ臓本のものが特に目立っ

る︒炉心は三・五綴目魍建ての七

至重長三四一二Qゾ耕︑燃料口糧と

放出は沸騰水型の方が研究しやす

てり！ク燃料の発生が少なく︑炉

上下の端栓はジルコニウムー一％

ニオブ合金のH1である︒プレナいというので︑RBMKの黒身水
Vの放射能濃度も外国より二桁く

故かという詫間がソ運側から出さ

ム容積九％︑ペレットはL／D Kl五〇でやったデータが撮され らい低い︒これに関運して︑アメ

以下日本側の論文はなるべく簡

データと象っだくよく倉致してい

ソ連炉

人並み

の一・S ・ ゴ ロ ブ ニ ン 工 学 鰺 士 以
単にし︑ソ運側の論文は内容の要
径三・一二譲の六角で︑燃料体も

は

譲長で︑燃料畏は三六四四︑ゾ綴︑

かと比べても︑黒側の騒の最一華績をもち︑勇Kwはレニン が︑轡いた文には水素化︑ヨ⁝ド

べき点︑話題などを拾い出していだだいた︒

昨秋ソ遡に原産の視察囲がいっ
た時に固まった先方の原子力利用
に関する国家委員会との協定にも
とつく第一図のセミナーが︑軽水
炉燃料技術と運転をテーマに︑十
九︑一午両日︑藁京で開かれた︒

来日したソ連側専門家はソ逮邦

下四名で︑対する日本町は三島を
点と特に囲新しい構報について紹

無機材料研究所の核燃料研究部長

代表とずる七名であった︒

れ︑日本の燃料工場の品質管理が

︑︑︑

E＆一〇〇〇でもまだこの一三〇 焼度は珍しく︑そこまで破損なし

英語の発表のため通訳がいらな

すがに健金性が失われたという︒

〇B・mの義金を遭う予定はないと で行った後︑十万にのばしたらさ
いうことであった︒臼本ではクリ
ープによいことがわかっているの

いに関して五二五W／彗綴という

OCA︵冷却材喪失事故︶の取扱

良

四は住友金罵の近藤豊氏が︑日本

いるという近藤氏の話に︑﹁お国

かったので時間が余り︑全体につ
うことになった︒ソ運の炉の燃料

に比べるとわが国ははるかに傑守

で︑ジルカロイを一二〇〇⁝＝嵩
ン︑ドレスデンのデータと比較し

での燃料被概管開発の概要を述べ

ルチャトフ原子力研究所の放射姓

長が述べられたように︑先方も日

あった︒プラトノブ氏はWWER

γ線・電子線の高線量，則定に極めて有用な手引書

原発の安全盤への
は︑B本の質問に対し︑直接本数 た︒アメリカの丸辱しの技術導入

破損率O・一％の簾出法について
炉のりーク燃料発生率が鍛近格段

ルカロイはH1に劣ると思うとい ソ通式の計算では制限値以内に納

︵PCT︶は大丈夫かときくと︑

線出力密渡で︑燃料被灘瀬高強慶

摂本側の発表では︑日本の軽水

韻

アメリカより程度が高いためとい

る︒この論文では自分のデータを

○○○の燃料要素の説明で︑RB 層︑プレナム容積一六％︑二十⁝
MKは黒鉛減遜沸騰軽水冷却・圧 二十五詩趣のヘリウム幽憤をして

字母騨三島

核燃料で最新情報交換

実り多かったセ

一五一体で一体の中の燃料榛数は ガリグリアーノ︑グンドレミンゲ

六角配列で高さ三・五財︑簗合体

炉およびその燃料の概饗﹂で︑ソ

第一セッションは﹁標壁型軽水

介してみよう︒

会議は二日間にわたり︑毎日三

六セッションで︑日ソ双方から各
連側はゴロブニン代表霞ら︑田本

セッション︵午蔚一︑午後二︶の計

六論文を出し︑初鐸は日本側の私
側は原電の久家靖史氏が門営嵐に
おける標準型軽水炉とその燃繕設

が議長をしてソ日の順に発表︑二
日目はソ適側のゴロブニン薄士を
計の概要﹂について発表した︒
ソ日月の論文はこれからのソ連

議長に︑﹇ロソの順に発表︑それぞ
れ十月二十分の討論があった︒

一〇〇〇と一萱○○︵それぞれ出

力は露玉および蒼五十万KW︶と

の軽水炉の代表であるRBMK⁝

三一七本︑燃料捧擬三八四〇︑︑恥
VV翌︵毫はWW畏︶⊥

今回のセミナーで特記すべきこ

側のデ⁝タがよく鵡︑また離論に

とは今までと格段に違って︑ソ運

おいてもよく返事してもらえたこ

いろいろな分野での賑ソの技術会

とである︒このため︑これまでの

は勘定できないので︑もれたFP の軽水炉であるために﹁日本のO 的ですね扁というゴロブニン代衷
に低いことが注國された︒これは

で自由に語れない中で︑全く︹口本

O﹂という議を日本側だけの判断 の言で一同笑う場面もあった︒ジ

うので︑何故かと問うと︑特に照

まる︑という︒しかし︑そのPC
独自にやって︑今日世界でも質的

〇度胸とある曲で︑今のところは

OO度でよいという説と︑一二〇

夢中で︑一四〇〇度以下なら大丈

た実繍を背にしょっての発表は日

巖後の第六セッションは﹁照射

では癒力腐食中れの破損はないの
本軍の六論文中綴大の遡力があっ

後試験施設と試験実績﹂で︑日本

射後の延性がよいためにH1被覆 T制限値醸体については︑臼下論
燃料の発生実繍は一万分の五とし

たとは︑日本代蓑の中から思わず

央というデータに墓ついて︑＝鳳

ている︒いわゆる焼きしまり防止

出た繭であった︒ソ達側も周感の

だという︒

四以上とし︑ふつう一〇・五⁝

料照射後側験施設の紹介をした

たVVER燃料のスタック長蓋
の用ジルコニウム禽金H1︵〜％ 後︑ソ連側から圧力墨型軽水炉用
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には最高級の被羅管をつくりあげ
七年中のVVER−四四〇の破損

った︒
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経済性も追︒
新燃料の開発

．熱するソ連

かれた王AEAの燃籾辱門家会議

フッ素五〇PPm︑水分一〇塁以

から二・〇一五︑不純物許容壁は

ペレットの0／U比は二・○○○

造工程は日本とあまり変わらず︑

しく論文にのっている︒燃料の製

この亟型炉の要騒はかなりくわ

金はP︑Bに急用される︒

騒からの計算によるとの返事であ

力籔型で岡型の炉がすでに長い稼

▽久家靖史︵6本原子力発躍

という︒被灘材はH1で︑この義 五月中旬にフランスのアルルで開
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以下としており︑ヘリウム加圧し

素は五〇R益︑焼きしまり率二％

ちぢみは三1二十︑ザ庸である︒こ

ぼす炉内照射効果の研究について
▽広瀬保男︵日本核燃料開発

オブで酸素蟹は八○OR品である ブ氏が︑五人のソ連類表革ただひ

本の進んだ原子力技術に接し・き

の管から切り出した試片を照射し

外径九・一五︑肉厚○︒六五︑ゾ綴

にしている︒
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をつけて封じた後に燃料棒の形で
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研究部長︶

とり︑葵語で発表した︒
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ことは︑現在の燃料の問顯は出力
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オートクレーブするところは田本

燃料ふる凍いコードを紹介したの
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総じて︑初めてソ連の軽水炉技
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代表が確当して﹁VVERおよび
塩を加えていることで︑これで被
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