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一それは東芝のモットーです一

大を防止することに役立つエネル

﹁今後数十年間に原

安全で環境に調和した原子力発電所

ギー源を開発する必要がある﹂と
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う﹂と捲摘︑原子力の璽点的闘発

高水華の懸用達成は困難になろ

春にズレ込んだ︒詳細は明らかで
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な決意を表明した︒原子力発起開発はリ
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う階︑そこにいささかの罫描も許されな
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五月常務取締役︑五十二痒六月
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子力開発センター所長︶大石松
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世界で約二千名︒

ら派遣された四名︑総勢五山の
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向け︑鋭い謡を光らせている︒

醤竃が︑雪夜︑各地の工場に還

いのある職業です﹂と冒を輝や

門世界が活躍舞台播けに︑やり

すインスペクター︒カンケ︒

﹁日嵐で働きたい﹂と令し戯て
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かには＋態にもたっする部窪い
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めた検董宮を︑国内はもちろん

数︑カナダ︑アメリカも念め・

§
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もある︒

子力設計センター所長︶藤永

ボイラ・圧力容器国家機関が行

原子炉機器にも鋭い目・−−も

アメリカ︑カナダ国内で籠構さ

二〇％弱︒

る︒

るあらゆる圧力容器︑ボイラ

率は︑無によって異なるが︑平

鍵の認定霞をくれるのかな︑と

このコード・ブック︑論罪から

していることが必要︒

︑すべて︑ASMEコードに台

本︑繍み璽ねると軽く一網を超

ょっぴり不安になりました﹂︒

壌検査など︑十一肥から成る︒

子炉をふくむ各方圧力容器︑非

勉強しはじめました﹂というそ

する覇断と応慧対策の実施につ

十八歳のこの響琿︑ひょうひょ

子力バルブ懸
流体制御精機の領域です

飯田正美︵いいだまさよし︶氏

︒同年四月大同電力に入社︒三

和十二年三月學大理工学部卒

動力炉・核燃料開発漁業団は鵜
丈夫謝理票長の退任を認め︑七

農好﹂との再点検結巣を原子ヵ

口付︶

六輝五月関西電力近畿支社長︑

一日付で後任の副理事長に飯田

総点検と患わせて処理される︒

結果については︑すでに実嚢中

︑より一纏の安全確保を麟るた

原子力安全局では︑七基につい

①臼鴬の巡視点損の重要性の周
徹底②運転員に対する保安教脅
練の強化③異當時における運転
作対慮の充実④非常時巻絡体制
整備充実⑤原子炉スクラム時の

ことにしている︒

躍一⁝など所要の改善を指示す

なお︑原子力安金婁員会は︑原
炉安全奪門審査会研究開発用炉
会に対し︑発電輝でもある門ふ
ん﹂の再点検絃渠について調査

全委員会に報告した︒

たが︑このほど︑そのうちの七

六︑

これら七墓は︑ふげん︑常陽・

メーカーなどに説明を求めるこ

成員若午名を現地に派遣する︒

事発令

議するよう抵示した︒
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について﹁保安規定の順守状況

︑運當等に算し必要な事項は︑
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SRR︑KURでいずれも熱霧出
︶景雲三太郎︑取締役︵発霞

︵派遣︶製織は必要に応じ

︑奪門委員で構成する︒

慰撫が定める︒

ができる︒

四︑︵招簗︶親試は︑原子力安

緊急技術助謡粗織の構成員は次
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︶が招集する︒
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︑還任︵非常勤取締役︶宋永聡
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▽共通の構成員11吹田徳雄︵安 の炉の特別保安監査は近いうち

とおり︒
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わっている︒熱出力五千KW未 ▽三菱原子力工業︵六月二十八
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委員長︶︑御園生圭輔︵安金委

のについては七月中にも闇闇報

︑︵任務︶①滴報の蚊簗を行

クで試験を受けたとき︑正高い

取締役歓長︵敢締役︒
︑状況に応じ適竃議甥を開く②

︶︑田騒築三︵同︶︑内頒秀雄

している ︒

をまとめる予定だ︒現在︑圃三

て検討する③国に対し︑状況に

②技術的福野から憾急対策につ

付︶
︑蘭学行政機陥の職員から報

嚢は委員長が総理する③委員長

日本人で初のASME検盃宮

家基夫氏 聞くし

今園の安 全 委 決 定 は ︑ こ の う ち

部会の下に設けられた墓本︑解

て︑技術的寒露を行う︒

と語るそのことばの端々に苫し

島舜弔

東京サミットの
たことを︑評価したい︒そうした要請へ

速化が必要なことについて台悪の碍られ

になって協調︑命定をみ
た︒妥協の産物とはいえ︑
︶︑能沢正雄︵原砺︶︑浜田達

と盛運︑サミットでは︑原子力発電能力

濃縮︑核融倉各分野で大型施設建設がこ

泰一︵動燃︶︑武谷濤昭︵原

確保が鍛優先課題となることは当然で︑

う難周に紺処する強い最悪をみせたもの
の拡大が将来の経済成長︑屈用違成に不

れまで研究開発の総決算として相次ぐが

︶︑望月憲一︵動燃︶

至近距離にあるのが原子力発電であるこ

といえようQ石油の節約はランブイエで

るとして協調行動を呼びかけている︒わ

可欠と強調︑むしろ国際的な義務でもあ

これらはいずれも原子力開発の今後の命

このことは︑各国が︑隈られた資源にど

合意を実行に ﹄
望⁝来 ︑ 英 ︑ 仏 ︑ 西 独 ︑ カ ナダお

の第一圏首脳会議を含めすでにいくたび

超を左右するものだけに︑タイムリーな

構成員鐸石川迫夫︵原研︶︑望

▽研究炉の災審の娚命に参撫す

搆､︶︑寓永一郎︵原研︶︑

議︑いわゆる栗京サミットは︑二貝聞に

か各種国際協議の煽で叫ばれながら実効

を送るものだが︑同時に︑そうした実行

れわれはこの考え方に双手をあげて懲悪

の英断を望みたい︒

資金投入への配慮が不可欠だ︒関係当局

これを第一義に各溺施策も国民命意のも

わたる討議の成果をまとめた東京蜜議を

があがっていなかっただけに︑ここで︑

の円酒化へ︑この際︑開発推進のための

とは今さら指摘するまでもないが︑これ

採択して︑二十九B︑閉幕した︒会議で

抑制臨標が胃体的な数字で示されたこと

何らかの国際取り淡めを結ぶことも一策

う対菰するか石縮の円建と価格高騰とい

は一般経済︑エネルギー︑貿易︑逼震︑

の愈義は大きい︒抑制匿標について︑蜜

よびイタリア各国の菌脳を東京

南北問題という世界の懸案が議題にとり

誘は︑①仏︑甦独︑イタリア︑英国は︑

⁝

あげられたが︑討議は大半がエネルギー

展⁝に迎えての第高先進讐嬰

問題に簗中︑さながらエネルギー・サミ
であることを提案したい︒

悪一︵動燃︶︑八剣達雄︵放射

決定済みの消口騒︵全体で一千万ガ︶を

七九箪の目標としてEC九か国ですでに
菓京サミットと機を同じくして︑ジュ

ットとなった︒憲醤も︑とりわけエネル

すなわち︑石漉消費の撫制では短・中

立場にあるわが国にとって至上命題とい

ョックもまだ冷めやらないが︑にもかか

期的な各国別輸入抑制冒標が貝体的な数
いことは明らかだ︒明日といわず︑今賦

委員で構成︒一方︑原子力防災対策特有の馨門的窮項について調査している原子力安全委員会の防
対策騨門部会は︑七月中にも中間報告をまとめる予定だ︒
一の事故が生じた堀含︑災蜜応

婁員︑響門委員で構成されてい

原子力防 災 対 策 に つ い て は ︑ 米

この認定試験︑全米でも難関な
った当時のことがあらわれる︒

対策を実施する地方圏治体や電
インスペクター︑ミスター・モ

緊急技術 助 醤 体 制 の 整 備 に 閲 す

グループが鋭悪検討中︒

︑環境︑医療の四つのワーキン

るかどうかを検査している︒そ

派遺して︑コード規格に舎って

会社に対し国が瞳ちに的確な実

﹁ASMEのコード・ブックかにわたり︑すべて論文形式︒台

︑旨本︑韓国などにこの検査官

一方︑原子力防災対策特有の騨

オ・カンケ︒

家試験といわれる︒試験は二日

が四月二十七B︑当面とるべき

このほど︑日本人として初のA

もの︒﹁ 緊 憩 技 術 助 誘 網 織 扁 は

三︑︵構成︶組織は︑原子力安

・
委員会金員と︑安全委の審査委

全委が決めた緊急技術助雷門
の概要は次のとおり︒

鵬命︑国 に 対 し 必 要 な 技 術 的 助

一︑︵閉的︶原子力発爾所等に

て︑日本入のボクに︑本当に検

子力発鱈 所 等 で 万 一 薯 故 が 起 き

世界が活躍舞台﹂一〜︷

︑揺灘︑助誘を行いうるよう︑

ME︵アメリカ機械学会︶のコ

子力安金委員会が鷹に対し必要
技術的堕薦を行うことを目的と

的︑技術的嚢項について調葦審

原子力発電所等周辺防災対策専

ド検竃官に認定された管家基央

を遜めている原子力安全委員会

体制④緊 憩 モ ニ タ リ ン グ 体 制 ⑤

て︑緊慧技術助諮繕織︵以下

術助書体 制 ③ 国 の 派 適 す る 專 門

療然制IIの再点検︑整備を指 部会は︑来黛鹿妻舞に閲運する

置として ① 緊 惣 達 絡 体 制 ② 緊 急

MI原発竈故を契機に︑関係省 ︒

原子力安全局

当たり︶一1ことを約束している︒

実行が要講されるQ

ないためにも︑こうした諸点への決断と

えよう︒東京宣言を妻板倒れに終わらせ

折しもわが国では来琿魔予算編成の晴

からの実行が期される︒

行き渠たして確保できるかどうか︑決し
期にさしかかり︑自撰党の新しいエネル

しかし︑この冒標趨りの石油輸入が先

大を強調していることが︑それだ︒石油
て楽観は許されない︒シナリオ通り転遷

A国に対し必要な技術的助欝を行うための縄織で︑猿子力安全委員全員と安全委の霧壷委隠︑導

とともに︑その構成員を発表した︒緊急技術助講組織は︑原子力発電所等で万一の箏故が生じた場

原子力安全委員会は二牽八臓︑原子力防災灼策の一環として﹁緊慧技術助醤組織﹂の設置を決定す

災部 会 は 近 く 申 闇 報 告

全委員全員で対処

翼篇一＝＝鯛一＝＝＝＝＝齢扁＝＝讐一一脚鵠一＝騨一＝＝桶一一ユ驚鱒二■一鼎一幽一需卿僻曇＝＝幽＝一算舘二一■騨二曽篇臨冊冊鴨＝二轄＝＝篇榊＝一篇＝一一＝一騨一噂＝卿＝＝扁＝噂寓＝冒＝嵩二冨輔闇＝扁＝鷲一幽一＝一﹁需＝＝＝一一冊一幕一鷲＝累＝口器＝＝一隔器＝＝幽＝騨一憎＝＝一幽扁＝＝＝＝一一＝幽＝＝＝冊幽＝一一■＝＝

輸入抑制目標づくりは各国それぞれの竈

発についてはとくに原子力発鱈開発の拡

字とともに明示︑石演代薔エネルギー開

原子力発竃をとり巻く内外環駆は依然

ギー問題に露みがかけられており︑その

一（

をおこな う た め の 組 織 で ︑ 原 子

渥

樵・

済

．

轍
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安金委員全員と︑安全委の審
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S懸E：

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

言
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原

原子炉はソ連とチェコ
原子力開発に全力投入
六月二牽六日からはじまつだコメコン︵経済棚互援助計睡︶総会は︑ソ運製の原子力発電プラント
を︑各国が分担して製遊するという新しいエネルギー協力協定に調印して二十八脂閉接した︒東側諸

国の首脳が一州に会する今國のこの会議は︑八O隼代からのエネルギー五か隼計醐を決定するという
内容だけに︑西側諸国からも注霞されていたが︑予想懸り︑コメコン諸麟は︑次代のエネルギー戦略

情︒他の天然ガスなども岡じよう

関運配事6顕

な傾向にあり︑現行の供給内容に

の中心に原子力を圏いだ方針を打ち繊し︑八0年代に闘けての第〜歩を踏みだした︒

メコン諸国は西側諸国とちがい︑

ソ連着相は最終霞の二十八臼﹁コ
石麹輸出国機構︵OPEC︶ 総

きわめて難しい状況にある︒

プラスニ○％をつけ撫えることは

会︑聚東サミットがはじまった二

刻なエネルギー危機は起こらな
資源に乏しい粟欧諸国にとっ

計画生薩を行なっているので︑深

て︑逆に門醗画生塵偏を行なって

開かれていたコメコン︵経済相互

コン諸国向けのエネルギー︑燃料

生産協力協定︒

麟難
にある逢邦政府所有地ウィルビン

パースから北へ七〇前層の地点

理に精を出している実満︒

い︑霞国の麗露なウラン資源の管

で︑原子力委員会も日本とちが

運邦政府は康子力発眠に消極的

ー︑ルクセンブルグ︑西ドイツか

六鱈一千万湯︒岡康発は︑ベルギ

（璽）

︵六三二野KW︶原発建設のフィ

府はシシリ⁝島にCA聾DU炉

門パリ松本駐在鼠Mイタリア政

シシリー鵬など︑襖政府

の導入を検討

CANDU炉

設に異議が臥し立てられている︒

ら︑国境に近いということで・建

レトン・ベイが欝欝地点で︑こん

巴◎F︑スピー社に

新規原発の土
木工事を発注

折が予想されるQ

政府が決めたサイト調董も粁余曲

このため︑西オーストラリア州

ガと︑九〇詩にある践聞所袴地ブ

こ︑技術的︑地質学的︑生態掌的
な総合調董が行われる︒

州政雇のチャールズ︒コート酋
相は︑このサイトの候補を決める
までに︑一年ちかくにおよぶ州エ

州政府︑サイ
ト調査を決定
西オーストラリアで二地点

ネルギー委澱金による検討があっ

家婁員会を発建させた︒CAND

ジビリティ︒スタディを行う尊門
︹パリ松本駐在艮UEDF︵仏
電力公社︶はこのほど︑カットノ

かかえていない︒

チニョレ歓に発癌した︒契約額は

基︶の土木建設瀦業をスピー・バ

ジニア島にも建設する計画︒

している︒政府は岡種原発をサル

玉︐二︐玉︐︐︐

カリフォルニア州のサンルイス

米カリフォルニア蝿

に二万人集会

完成近い原発

算が削減されだことを批判した︒

増設されたエネルギー節約庁の予

どを霊蓋し︑原子力庁の予々で︑

農塵物の圓収利用︑ムダの豪放な

やリサイクリング︑省エネ農業と

陽熱の研究開発︑家庭ゴミの園収

田地帯の小水力発電所の建設︑太

きるエネルギーの開発︑ことに山

これに対して反対派は︑樗生で

以下にすぎないと強調した︒

けている三白放射線の二＋分の一

以下であり︑この地方の住罠が受

出する放射線は︑薙零点ミリレム

一︐︐︐︐〜﹂ニニ〜︐︐粗玉多︐

れた霞艶党大会で︑原子力欝欝派

メンで六月＋六︑十七の両B開か

︹パリ松本駐在風U廼独ブレー

西独・琴曲党大会で

進派が圧勝

激論の末︑推

多三二

どさしせまったエネルギー輿望は

U炉の特評権はN王難A社が保適
KWと︑新規の発電所をつくるほ ン原発︵善三十万KW︑PW語誌

五十四万入︒発竃能力は約数千万

オ⁝ストラリアの人ロは千三百

たことを明らかにした︒

西オーストラリア州政鰐はこの
ほど︑一九九五銀以降に運転する

予定の原子力発購駈の立地候補地
点を決めた︒

この候補地点は二か所で︑いず
れも州都パースの北にある無人沿
岸地帯︒

一 二三 二 一 二 玉 多で〜 〜

多一

多一

多

一

設灘されるものと関係筋はみてい

玉二

も予想されるため︑継続的な紺策

玉多

的猿因︑対策︑将来の襲故防止翻

る︒

安全会議設置

は︑今團が初めて︒

Cの出席を求めて葱兇を聞いたの

NEAのような国際機震がNR

協議の必要姓が強調された︒

Aとしての鮒策を協議した︒

画などについて悪留を聴敗︑賛E

その結果︑畢故の教訓として︑

原発事故は︑一地域︑一躍家だけ
にとど京らず︑原子力施設をもち
かつ計画している徴界各国に波及

案︑議会へ
ン

が激しい論戦の来︑三分の二の多
数で勝利を収めた︒石油をめぐる
弓勢はきわめて厳しく展開されて
おり︑それを防ぐためにも︑原子

力開発は必要とする愈見に︑大多
数の萄権霜が蟹悪を表したため︒

翼体例て迫る蟹成派

キャニオン原子力発電羨︵PW獄

・オビスポで建設中のディアブ資

する大規模な集会が六月＝

十日行

株式会社イ恥一串
札幌、仙台、東京、新宿、横浜、名古屋、大阪・広島・九州
灘鞘
詳しい御問合せは原∫力特殊鋤蘭≦東京都申央区銀座ユー9−／0大L体図嚢ビル電話03（567）7271〜8

この協定は︑璽欧に建設される

担して生産しょうとするもの︒興

を意味する︒

することから︑国際協力をいっそ

イ

スペインで︑エネルギー政策が

ペ

報交換を緊密にすることが必要と

クローズアップされ︑原子力の許

ス

確認︒また︑原子力施設の建設に

認司︑安金体制が門訴されてきて

う強化し︑とくに禦故に関する憎

あたっては︑箏故防止を中心に設

スペインの原子力許自酌手続き

定されてきたが︑TMI原発事故 いる︒
が︑小さな欠陥がいくつも重なっ

は︑建設当蟹蕎が︑原子力委藁会

累積効粟4

ている︒

許強豪を発絵するシステムになっ

︵J霊N︶に許認可を申擬し︑岡
原発建設をめ
委員会の報鮪をもとに︑工業雀が
ぐり論戦活発

て大潮故に発展しただけに︑こう

いつた複雑な欠陥の

を調査することで一致した︒

そして︑こんことるべき國際協
力の方策としては︑各圏が法律で

︹パリ松本駐在鼠︶六月七三︑
フランスのガローヌ絹岸ゴルフェ

しかし︑﹁この体制では公平な
安全審蓋はできない﹂とする野党

シュで︑地方議員を先頭とする蕪

襲故の報簿を義務づけ︑これを交

千人が︑この地域への原子力発篭

ス︑護身聯などを利用して集ま

イ臨一群 原子力特殊扉

原子力発璽プラントを︑各国が分

体的には︑原発の中核となる原子
炉本体は︑この協定推避の考訂的

るチェコスロバキアが挺滋する︒

立場にあるソ達と︑技術力を有す

協定には︑ソ連︑東欧六か国︑
キューバ︑それに購コメコン加盟
国のユーゴスラビアが調難した︒

藁葺藷国の原発計画は︑これま
でのところ︑ソ通の原子力協定の
上に︑擬進されてきたが︑今回の
ように︑ソ連もふくめた頭欧諸国
内で︑分業形式で計繭盗薩される

のは初めて︒視点を菱えてみれ

拡散

ば︑これまで保持してきたソ連の
原発技術の

コメコン諸国の経済力と技術力

﹁計画的﹂なエネルギー腿は︑な を高めるとも受けとめられるこの

いる国だけに︑蒋来を兇通した

原発の製造協力協定︑コメコン諸

を回避するため︑鷹際協力を強化

い︒そのためにも︑破局的な結果

絶対鮒な安金性などはあり響な

つに立ち︑﹁人間の濡動分野では

ものと思われる︒

にも︑すくなからぬ影響を与える

んとしても確保しておきたいとこ

このような闘聚をもとに生まれ

国はもとより︑西側の原子力蓬業

となっている石漉生薩の伸びは︑
たのが︑今回の原子力発霞駈設傭

ろ︒

年とともに純ってきているのが実

しかし︑ソ速エネルギー源の要

ていくこともあきらかにした︒

八五隼︶のあいだに二〇％増やし

の供給を次の五か矩計画︵八一〜

い﹂と強調︑同時に︑ソ連がコメ

十八日︑二 十 六 田 か ら モ ス ク ワ で

この会議 の 主 獲 テ ⁝ マ は ︑ 他 の

援助計画︶総会が終了した︒

コメコン 加 盟 の 各 国 は ︑ こ の 総

二つの会議と岡様︑エネルギー︒

会で︑康子力発電駈設傭生産協力

協定をふくむ十照の協定蜀に調
印︑一九四九薙にスタートしたこ

節

として新たな周面を迎えるこ

のコメコンも︑三ナ年目を
目

最終日の 二 十 八 日 は ︑ 雍 東 サ ミ

とになった Q

TM一で初の専門家会議

国際協力緊密化を

ット︑O P E C 総 会 日 と い う エネ
ルギーをめぐる問題で︑大ゆれに
ゆれた欝だったが︑コメコン総会

する必要がある﹂と︑この会議の

換する憶報システムの確立が提案

広し︑蜜金隠蓋の藍隈を原子力婁

は︑新たに︑原子力安金会議を設

もつ憲義を強調した︒

︵TMI︶原発襲故の教訓と原子

の原子力機関︵N泡A︶の原子力 炉の安全性を検討する初の蓉門家

経済協力開発機構︵0鷺CD︶

ルギ⁝供給という形で閉鵜︑いわ

された︒と算法に︑まだ未確立な

二基︑掻薦十万九千KW︶に抗議
︵NRC︶のハロルド・デントン
分野が多い原子力では︑畏期にわ

建設を反対してデモを獲聾した︒

駈︵首二十万KW︑PWR照基わ
︶れた︒耳痛覆は︑自家用購︑バ

ひき続き︑来原子力規制委員会

ていた︒

員会から移行するよう要整を出し
皿原子炉規制局長から︑事故の技術 たって新たな問題がでてくること

※原子力藤業国議︵AIF︶は

Aードがワシントンで

の国際会議

九月遅廃棄物

の反対集会に結集した︒

EDF︵仏醸力公祉︶は︑このり︑推定では二号ちかくの人がこ
計画契現のため︑奪内に公開調査

政需はこの要銀に対し︑これま

エネルギー政策見濾しの時期に入

で黙認の姿勢をとっていた︒が︑

などについても琶及するQ
この検討報缶は︑十一月十五田

この二葉会の委員畏には︑NB 二茎の原発を除々に廃止していく

ウイリアムズ聖務局次長があいさ

まず︑会議に先立ち︑N封Aの

二十七︑ニナ八の雨辰︑パリの本

施設安全性委員会︵CSNI︶は
会議を開いた︒
部で︑米スリーマイルアイランド

日となった︒

総会の議 長 を 務 め た コ ス イ ギ ン

を表示︒

過畢数が原発に

BP︵国家嬢設・計画委綴会︶の 謹選を想定し①獺欄消盟の司能な

とりつけたい意嘲だが︑ミディ・

手続きを終えて︑公益箏巣認可を

し・サンドグレン委員長が就僅︒

ったと判断した議会尊党や︑社会

故の影響を︑もろにかぶった形の

いるが︑原発の即購傾止を要求す

サバリ社会党議員︶︑タルン・エ

どレネ地域審議金︵議長アラン・

・ガ手妻ヌ県食︵議長エプリーヌ

化によって︑エネルギー法案は︑
議会エネルギー委翼会での討論へ

党のエネルギー政策受け入れの変

ど客観的にまとめられるにせよ︑

る中央・共慶爾党の強力な動き

が国蜜および社会

・ベイレ夫人︶︑た翼慧進党のジ
ャン・ミシェル︒ベイレ議員など

と進展した︒

が反対を表明している︒サイトの

前途は瞳い︒

工業省筋は︑この原子力安全金

に関するワーク・ショップ﹂を開

み燃料および放財性廃蘂物の管理

九月十六日から十九臼までの四日
議の設置は︑政府が︑新しい原発

ジャン帯では原子力討論会がひら

催する︒問照せは︑原産開発部計

・アメリカン・ホテルで﹁便矯済

かれ︑蟹成派はエネルギー源確保

醐課まで︒

るだろうとみている︒

のため︑原発の必要姓を説いた︒

か︒

ギー法蜜は︑農会期中に可淡され

賛成派は︑ゴルフェシュ原発が放

このことからみて︑このエネル

ることはほぼ間違いなく︑議会の

スウェーデンをとりまく軍勢は
導門家でも推測できにくいほど︑

諮聞機関として原子力安金会議か

間︑葭都ワシントンのシューラム

新たな原油殖上げで︑ます濠す

の十襲爵で︑現往運転中の六基︑

混沌とした状況にある︒

デモ行進の先夜︑バランス︒ダ

遇喫するエネルギー惜勢を︑スウ

今只中に運転入りが予定されてい

こころみが圏際悪金に与える影響

二村も反対している︒

いても検討を加え

そのようなことからか︑スウェ

る二基︑八Q薙代までに運開する 題︑原発廃止という原発輿上初の

ェーデン国民は︑どう捉えている の建設諮認司を遷す醗に淡定され

る︒なかでも︑原

に及ぼす損失につ

もあり︑この検討絡渠が︑どれほ

までにまとめられることになって
各繍庁︑電力︑労働組會︑エコ

だが︑総発電露

スウェーデン政府が設置

また︑原発廃止

回避⁝一などを検討の前提にして

状況の変化がないかきり︑オース

態で︑このま濠いけば︑よほどの

いる︒

かぎりの酬減②鱈力飛給の遡迫の

スウェーデン︒

そいできた同国簸大の議席をもつ

力璽の二四％ちか

必蚕である︒

ノミスト︑環境保謳照体らの代歯

七六庫の総選挙で敗れるまで︑
政府与党として原発推進に力をそ

社民党も︑他の四政党︵胞由︑保

している実績があ
で構成されるこの委員会︑異体的

くを原発で生みだ

る今B︑政府としては︑ただ灘然

守︑申央︑共薩︶とともに︑先に

鋲二月に実施することに岡悪︑原

には︑一九八○年から九Q犀まで 運産業におよぼす影響について︑

発立地地城における腿用問題︑関
とはしていられない︒

ーデン政府はさき︸．﹂ろ︑実際に︑

もの二纂︑建設中の二墓︑総謝十

詳しく調査する︒

国内の原発を廃止した場禽の膨響

同鋳に︑貿甥などの経済上の問

を調引する姿員会を発規させた︒

に付されることになった︒

これまでの世論調査でも︑国民

議会の手を離れ︑国民の儒任の前

子力をとり京く情勢は︑一挙に︑

原子力開発に関する国民投票を来

原発廃止の検討機関

トリアのような乾熱になることは

イルアイランド︵TMI︶原発窮原発貰持は鰯人に一入といった状

NO

欧州各国のなかで︑来スリーマ

ば・世界中︑エネルギーでわいた

も︑ソ遡のコメコン各麟へのエネ
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の原発に対する風当たりは強く・
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﹁ニュークリア・インフォ﹂

は米原苧 割 目 簾 会 議 ︵ A 智 F ︶

ンフレに強い原発

エネルギ⁝需

その他の一般公衆の不安を強化す

再開を支持

TM一の運転

二十七対二十一で否決した︒

原子力発電所の建設における韻終

オッズ︑二〇〇〇琿には十六クオ

聯故以降のエネルギー源について

ることとなった︒しかし︑TMI淡定権を与えるという他の法案は

また同報盗塁は︑今琶紀末には

ッズに燧加するとしている︒

ついては慎重な客観的評価をする

GPUの株主

TMI漂眼力発露所の所有者で

／

㊤

㊥核燃桐交i喚装置

油及び石炭の舶璽平均コストで比

の一部は︑薩接消籔者の負担減と

較すると︑三十億ザ強の節約︒そ

必要がある︒安全性およびその他

イ
米DOEは十八クオッズ︑石炭は三十六ク

の闇題が解決するならば︑原子力

検討するときには︑原峯力発電に

エネルギー憲︵DOE︶が五月オッズ︑水力︑太陽エネルギーお

発躍の将来は浸い方へ変わるだろ

石油はこ十一クオッズ︑天然ガス

よび地熱エネルギーは十クオッズ

要予測を発表

供給するようになると予測してい

なっている︒例えば︑バーモント

州のグリーン・マウンテン電力

に議会へ提出した﹁国内エネルギ

米A−F経済調査実施
米国原子力産業会議︵AIF︶ の消費を節約したことになる︒C は︑原子力発鱈を化石燃料で発漉

ー計画瓢﹂によると︑原子力エネ

ティリティーズ︵GPU︶の株主

あるゼネラル・パブリック・ユー

﹁新しいOPEC道士で醗算す電
る力料金として百六・四四が余分

う漏と記している︒

・ウォルスキiAIF理頭授はしていたと仮定すると︑七八隼に

ア廻のTMI事故は安全性および

る︒さらに﹁巖近のペンシルベニ

が実施した原子力と化石燃料の双

九七七年の三

方を採用している磁力会社四十八
に支払わなければならなかった︒

が贈殖炉の建設を約転したもので

共和党︶が提察した修正案も政府

禽（06）488−2501

ヒ虫奇rb季丸瀬「r一圭島1−1

が︑パブリック︒アフェアーズ

ン・プログラムの一環として︑

・アンド・インフォーメ甚ショ

原子力に関する構報を収藥︑分

いて︑全国的なコミュニケーシ

析︑弛無し︑その結果にもとづ

同様に︑ボルチモアGEの消費菅 クオッズから一九八五琿には六ク

ルギーの生産堅は

貿易赤字が憩えることになる﹂と

株の大差でTMI炉の運転再開計

株主は︑四千四百万株対二十二

た︒

倍にあたる約千人の株霊が出席し

開かれた総会には通常の出席者の

シルベニア州ジョ⁝ンズタウンで

僑頼するとの投票を朽つた︒ペン

主年次総会で原子力技術を強力に

は︑五月九日に開かれた同社の株

と︑六十億が強の石洩輸入による

受鐡のハンス・べーテ教授は﹁本

し︑核分裂を起こしている炉心の

当の大きな原子力購故は溶融だけ

躍力の消籔蓄は五十六がも支払う

は八十一談︑セントラル・メイン

社︵回答四十三社︶についての経

語った︒

〇一九七八薙申に原子力発電に

スタンフォード大学教授のカ⁝

でなく︑格納容器の破嬢という肇

冷部に成功した︒DOEアイダホ

ル・コーエン氏︵元ゼネラル︒エ

態にならなければあり欝ないが︑

必要があったという計算になる︒

薯務衝のディック︒ブラックレッ

べてが順調に作動した﹂と語っ

ジ氏は門実験はうまくいった︒す

レクトリック独原子力グループの

鴻25印議会で証言

現実には起り得ない

済調査によると︑原子力発電所
は︑インフレに対する強力な緩衝
耕としての働きをしている︒

奪

る︒また︑米麟の石繭輸入は一九

が余分に支払うことが必要とな

科学部長︶は︑五月七二の輝国議

で停止する︑新しい原発の建設は

u，分離精製装置

⑫Pu，

ョンとパブリンク・アクセプタ
ンスの輪をひろげるために発行

しているものです︒この箭報に
は︑原子力をめぐる月間の動き

電

このAIFの調蓋結果は︑原発より︑発電コストは︑原子力︑石

電力コスト
た︒

今囹の実験は三分の二のレベル
ではなく﹁偉業﹂レベルで炉を運

た︒この決議の反対投票の四千四

画を破棄するという提案を否淡し

百万株はGPUの経嘗蓄が有する

その結果は原子力推進を情熱的に

代理投票権によるものだったが︑

支持した多くの出席者の態鹿を反

PU会長のウィリアム・ターン氏

映したものであったといえるoG

けではない︒わが国のエネルギー

は門われわれは考え方を変えたわ

廃山物間題が解決するまで禁止す

エネルギー研究生産小委員会委

︵ワシントン州選出︑属生党︶

員長マイク・マコーマック議員

爾核燃桐取扱機器

放射能汚染の除去

雰？∫r摯り緊

」二土蕩

本峯土

の発電コストは︑一九七六︑七七
年と同様に七八年もキロワット蒔

大幅アップ
八O璋磯には一顧当たりだいたい
離婁ゆ魑題し︑二〇〇〇年には一

会で︑﹁TMI騨故は溶融事故がこれはなかなか護り簿ないことで

不思議だ﹂と述べ︑エドワード・

電所に敷地証明を与えることを禁

るという︑抱き合せ法黙を︑上下

ロード・アイランド州では︑原

醇木翻化工絵

リースの洗浄等は非常に効課的てす。

当り一・五聖で安定を示してい

閥巴RA鯛査結果重継

全国経 済 研 究 協 会 ︵ N E R A ︶
日当たり三百万④憩与する﹂との

転したという点以外は昨年十二月

クだと騒ぎたてたため公衆に心狸

頬必要である﹂と述べている︒

舗要を満たすためには原子力が絶

CRBR予

米下院科学委艮会

算を承認

孚MI薯故以降も原子力発醸支

院科学委員会は一九八○隼度にク

持を明らかにするものとして︑下

に一億八千三百九十芳が支出する

を政府に提供するという案を可決

ずるもの︒五月七賦に︑一鳥十四対

両院で審講ずる予定である︒

原子力モラトリアム法累が司決さ

張しているのではなく︑原子力に

二十六で可決された︒また︑上院

した︒しかし︑ジョージ・ブラウ

依存することを︑完全に止める方

案は︑〜九八○卑七月一日まで︑

はない︒

のだ﹂という蓼えを明らかにし

向へ動いていくよう主張している

子力モラトリアム法案が上院で哲

㊥放射性廃棄物処理設備

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

る︒石媛火力は七六年が一・八

に対し︑七八年は二・三寧に上

樗・七七年が二・○樗であったの

調蓋結果を出しているQ

あり︑それは全く新しい窮態であ

は新しい調査結果を発表した︒そ

・五

る﹂と述べた︒また同じくノーベ

昇︒石演火力は︑七六隼＝

の第一回昏睡と同じ条件でLOF起り得ないことを実証した﹂と証

さらに﹁今後五〜十年の間にす

T炉を駆って実施された︒ECC
誘した︒

れによると︑既存︑計画中の原子
べての既存の原子力発電所の運転

聖︑七七年三・九聖から四・○態
力発電を大幅に削減すると︑米国

に上麗した︒

Sは予想以上に作動し︑炉心温度

ル物理学錨受賞者のオイゲン・ウ

が鯵止されるならば︑一九七九痒

また︑コ⁝エン教授は同議会の

の石油輸入は﹁大幅に憎加﹂し︑

原発コスト安定の要阪は︑核燃

ィグナー教授は﹁放射能について

は華氏千三頁六十五度の予想に対

料煙格上騨の影響が比較的小さか

ョン以外では現実には起り傳ない ド州ボールダーでは天然の放射能

非常に心配していることはコロラ

〜二〇〇〇年の閤に消蜜される躍

し︑わずかに華氏千百度に達した

〇〇〇葎にかけて石淋輸入は少な

が遡となり︑一九八O年代から二 だけで予想より速く下がった︒

下院科学技術委員会で﹁溶融事故

電力コストは﹁大幅アップ﹂とな
力コストはだいたい千八薫五十億

の亜硫酸ガスの放出騒は増えると

はコンピューターのシミュレ⁝シ

ったことにある︒一九七八年の煽 り︑石炭生産の累加により空中へ

している︒

十分の一なのでこの実験はあまり

原子力反対派は︑LOFT炉は
と断雷できる︒TMI票故の一番がワシントンの二倍もあるのに居
熱出力が五十五MWで商業炉の五 悪い教訓はマスコミなどがパニッ 住を禁止しないのは何故なのか︑

五％︑石油火力の五九％に対し

くとも一日当たり二〜三酉万ゆの
魍加がみられる﹂と嗣調査は記し

テラー教授は﹁原子炉は安全とは

恵味がないとして軽視している︒

的ダメージを与えたことである﹂

しかし︑LOF7炉の物理的寸法

モラトリアム成立か

全である﹂と述べている︒

る他のものに較べるとはるかに安

思えないが︑われわれがもってい
同委員会に六人の科学者が出席

と述べている︒

すべての電力に対して千百九十億

は大体五分の一であり︑水がどの

位よく流れるかを検費するのに
は︑璽要な愚味をもった規模であ
る︒これは︑自動車の気体力学設

計の時の風洞実験のようなもの

米三州︑法案を審議
コネチカット州では︑廃棄物処

た︒実際の投票は︑CRBRを中

という案を二十五対十五で可決し

ではない︒

で︑エンジンの馬力が主たる問題

したがその中でノーベル物理学騰

から二〇〇Q無の聞に消蟹される ている︒

転が許司されない腸合には︑現在

また讐新しい原子力発留所の運

合︑燃料コストは︑石炭火力の五

た︒

て︑原子力は平均二二％であっ

以下︑調書結聚の主なものをあ

げると一︒
O米国の原子力発電による電力

女ﾙ欝譲譜誕魍鰻重雌馬鑛

駕すべてが順調に作動

ECCS実験成功

供給は二千七百五十億KWH︒こ
れは総発電踊の約＋二・五％︒
○原子力発電により︑石炭に換
算すると一億三千五嘉万鏑︑天然
ガスにするとこ兆九千億立方フィ
ート︑石縮にすると四億七千万確

ペンシルベニアの三州で︑原子力

理の実証技術が承認されるまで︑

リンチリバー増殖炉︵CRBR︶
﹁原子力を利用しない国家エネ

開発を制限する法観が成立する可

新しい原発の建設を禁止する法案

針︒

り︑石災より二五％も高い︒原子

ルギー政策﹂を要求するとともに

能性がありそう︒

オレゴン︑コネチカットおよび

力発醒の利用については当然と思

擾期的な石炭への依存度事大と︑

原子力発電を支持

カーター大統領の石濾規制公租政

ペンシルベニア州では︑現在稼

止するという変更案を否決し︑録

われる不安もあるが︑原子力発電

資源局およびNRCが検査するまン議員︵カリフォルニア州選出︑

働申の原子力発電藤を︑廻の環境

を下院で司決︑上院へ画してい
が米国エネルギー・システムの中

六の投票結果が判明した後︑NC れた︒下院案は︑高レベル廃棄物

策に反対している︒百会や対二十

を開始するまで︑新しい原子力発

処理施設のライセンスが下り建設

オレゴン州では︑両院で別々の
で今後もその役鰯を拡大すること

C会畏は︑﹁運営委員会は︑原子

米GA新
O レポート発表

を擬鎖する理由は①原子力は国内

力発電所を明日停止することを主

の騒を三山四千万KWとし︑石炭 とが可能である③炭酸ガスを出さ

しいLMFBRの概念設計の資金

来国会計極査院︵GAO︶は︑ 種類の案について峻懐しており︑

資源である②発電容璽を憩やすこ

発表した︒このレポートは原子力

を発電以外の分野でのみ利用する

エネルギー政

策声明を可決

の発行を禁止するもので︑その闘

原子力発露所についての敷地証明
この政策は︑各州が自由に研究

た︒

えてはいない︒彼らは今でも原子

は﹁翼翼ある理性的な人はうろた

全米教会協議会

る︒

五月二十一B︑新しいレポートを たとえば二〇〇〇無の原子力発露

発電の伸びを制限または停止させ

と仮定すると電力消費の年上昇率

ないーーの三点である︒

た場命の結果について驚鑑し︑

ないとしている︒

門原子力発電が拡大したとして は四︒二五％に抑えなければなら
も︑※国は躍力消費の今後の伸び

同レポートはまた次のように記

決された︒しかし︑廃棄物処理技

している︒一九七三年以降︑原子

に︑同弼エネルギー局で︑廃棄物

の建設を禁止する法案は六十対

術が実証されるまで︑新しい原発

の伸びが低下したり︑全然なくな

を抑える必要がある︒原子力発魑

全米教会協議会︵NCC︶運嘗や支持計画に利用することになる

ル・スプリング発篭所とスリーマ

処分の問題と︑現在計画中のペブ

った羅臼には羅力節約についてさ 力施設は新しい追加施設の二〇％

のである︒

が︑将来の決議文の基本となるも

力を捲進しているということをこ
末︑今年五月中旬に︑原子力に批

委員会は︑三年間におよぶ論議の

る︒

の投票は出している﹂と語ってい

強を占めており︑漁況生産蟹憩養

ついて審議したが︑議会に対して

で下院を通過した︒上院もこれに

分の五〇％以上を占めている︒ま

果関係があるか否かを検討する方

イルアイランド発電駈との間に因

う﹂と記している︒

した︒

判的なエネルギー政策声明を司決

らに厳しい規制が必要となるだろ

供給の最も成長率の高い部門であ

GAOレポートは︑二〇〇〇矩た︑原子力発電は国内エネルギー
までの原子力発電の羅について三

⑱核燃料加工讃設備
⑳核燃料輸送容器

響圏豊胸

がたんねんにまとめられていま
す︒

陥
園

A嚢Fがフーユークリア・イ
ンフォ幅を発行した背爆には︑

鋭化するにつれて︑一方的な見

原子力開発への批判や反対が先

解や不正確な傭報が増加し︑大
梁の原子力に対する純粋な疑問
φ緊朴な不安を誤った方向へ旧
慣させかねないという爽簿もう
かがえます︒この簿報は発行以

会︑遡邦・州政府︑マス笥ミな

来︑原子力閲係者のみならず議

どからも注巨されていまず︒
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早

早
産

氏︵原研︶も︑窮故中江の蕎え方

う﹂と闇題提起︒また︑森煽潭好

後の教酬としていく必要があろ

も発生しており︑こうした点は今

良いが︑購故蒔には逆にこれが欠

ためB＆W炉は炉としての効率は

っているようだ扁と述べ︑﹁この

が︑B＆Wは蒸気発生露中心にな

中心の考え方で設計されている

原子力構報セ
て指纒︑助謹を行う方向で検討を

ができないため︑国が前面に出
についての認識を向上させること

ついては﹁まず︑原子力の必用性

と專門家で異って進行する︒康峯

また︑壁田正敏氏︵璽電︶は

摘︒森翻氏も﹁もし廃炉にするに

なんとか萬起動してほしい﹂と指

と︑﹁しかし︑放出された放射能

となったようだ﹂と前山きしたあ

セプタンスの大前提だ﹂と述べた

鱗葉で黙すのがパブリック︒アク

かしすぎる︒鰻民にも理解できる

てもっと理解することが露璽だ﹂

あと・﹁住民レベルの発想につい

が少なかったわりに大きな騒ぎと

しても通常より難しいだろう︒米

ったものと思われる﹂と述べ︑

このあとパネル討論は﹇山際の

と揺遇した︒

なったのは檎報の混乱が一二とな

マスコミ対策の璽駆性を指摘︒こ

っているようだ﹂と述べた︒

国でも再超勤したいとの感じをも

れに対し︑大熊由紀子氏︵輌賑新

に検討する必要がある﹂﹁騨の根

避難はリスクを伴うもので︑慎璽

﹁パブリック︒アクセプタンス

がマスコミは流露飛語に乗りゃす

の国民的禽闘︶は門正確な報通に努めている

推進上の諸対策漏で焦点となった

TMI以後

策が必要だろう扁と述べ︑石川欽

門大飯一号以外のPWRについて
ず︑児玉勝臣氏︵通産雀︶はTM い性質をもっており︑何らかの対

セプタンス方策確立の亜要性が浮

が続出・回しいパブリック・アク

タンスが不可欠﹂ーーなどの懸口

的な地道なパブリック︒アクセプ

い﹂と述べたあと︑今後の対策に

圃盟は謬観するものの岡象帰陣体

一方︑藤竹暁氏︵社会学者︶は

綻︑新たに市民鐡体を中心とし︑
統
一大同〃が維持されてきた︒

これに協︒禁が協力する形で

こうしたなかで︑今琿は禁︑協

は参加せず独自藥会を予定してい
ることから︑実質統一にはまだ聴

って纒広い統一が求められること

の構成國体と箭民団体が一体とな

間がかかりそうなのが実情︒この
ため︑一九八O蕉代へ懸け﹁統一
的な国残組織﹂を前提とした統一

になっており︑いわば昨隼と一昨

気味で今年の大会は整準レベルで

奪の方式をミックスした形︒この

への動きが酒発化する一方で︑イ

が温存されているため︑これが独

わが国の原水禁運動に差しい方向

デオロギーを背禦とした組織対立

を開く試みになるとみられてい
二つの大金

方武は当分

いう︑

自大会開催となって嚢面化すると

しかし︑組織対立の大きな猿曳

る︒

の一つとなっている原子力発電間

続くことになりそう︒

鍛近の統一大会への勤きは一昨

いける状況にある︒

ションの可能性について検討は進

一が実瑚されればされるほどコン

められてはいるものの︑蟷広い統

センサスづくりが難しくなるとい

統一大会

にも微妙な影響を

矛顧も茅想され︑この問題は今後
の

与えることになりそう︒

今薙の統一大会は七月三十一〜
八月二等まで榮寮で国際会講・八

に翼翼大会が予定されている︒

月過︑六臼に広島大禽︑八︑九日

富士電機が新
測定器を開発
放鮒線整理規︑登夷鯛始
麗士購機製造はこのほど︑原子

鏑謎

藤

1二一一一︶まで︒

新

控所変更

黒龍芝公園どル︑葉館三階

ヨ本無機繊維工粟︵株︶

一工

代表

新住駈は千代田区神田錦

者・住所変更新代表養は国国小

⑭運動導入子⑭液体導入チ⑱屯流端チ

カソート型典ノ払看1各種⑭電離臨空「，1（ディ

ル・ノ9レブ

原産の河口湖

セミナー︑盛況

原子力の事務系業務に携わる職

轟を対象とした藤本漂子鞍懸粟会

かな湖畔の鷲罷昏酔膨館で始まっ

議の通称門洞ロ湖セミナー﹂が静

四日で実施されるが︑庫々人気を

た︒このセミナー︑毎庫今頃三泊

呼び︑今年は慰務局員もてんてこ

まいの様子︒

﹁原子力基礎概論﹂序皮切りに武

初日の近藤駿介氏︵璽大︶の

燃︶︑山蔓太三郎︵原薩︶︑浅醗

芽満男︵エネ研︶︑至孝康治︵動

忠一︵原電︶︑彫本康︵共同遇

鰯︶の各氏が講演を行うほか︑パ

予定されている︒

ネル離論会︑博識会︑懇談会等が

放薩研

放射線防謹課程硬
修で砺修生を募集

落から十月五臓まで第四十七

放射線鷹学平台研究断は今秋九

月一

回放射線防謹課穆研膨を開くこと

琢簗人興は三十名︑串込み締切

になり研修生を舞簗中︒

研が負担︒串込み︑詳細問命わせ

りは七月二十八照︒研膨纐は放医

七ニー五

は同研究駈養成訓練部︵電語〇四

〃汐／彰

イーグル工桀︵株︶

代表養は総裁渡辺孝友氏

日本翻発銀行代表暫変璽
どのアイソト⁝プ取扱い施設にお

力発羅駈や大学︑研究所︑病院な

ける放麹線管理用の放射線測定器

機穰を開発︑発売を開始した︒

GM式デジタルサーベイメータ三 新住所は港区芝公園この⁝ハの＋五

管を便罵しX線・ガンマ線の線騒
率・またはベータ線︒ガンマ線の

垂垂

町三の一一工〇一三藷二九五

川毅氏

⁝一五＝

住所台東区蒙上野一の二士二の八

代表取締役佐野正之函

クールス科学技徳︵株︶

よう小型軽糧化するとともに︑嵩

升本ビルニ階子二〇露話八

班％だった︒

は二十一万〜四十万円Q

性能化されているのが特獲︒価格

幽フィード・スルー

災審論から原発製故を分析して
﹁原子炉災霧を予想するためには
蓉門知識が必要︒このため災警へ

と揺落︑こうして安金実績を繍み

にする必要がある﹂と指摘︒また

力災難への対策ではこの点を前提

の認識︑反継プ瀞セスは㎝般倥民

I炉は今後どうなるのか﹂との翼

た︒

墾ねていく努力の露語燃を強調し

としながらも︑門実際の瑠故実験

﹁ズサンな管理体制が蟹故の原岡 の立場から藤子力の用語はむず

門どうなるのか︑予測は難しい﹂

が行われたわけであり︑調査し︑

大川純一函︵粟海村議会︶は艦民

問が出されたのに対し・藤家氏は

このあと︑フロアーから﹁TM 体制を敷いていくことが必要だ﹂

をスタート点とし万全の安全確立

艶．
のは︑

は原子炉の繊力低下だけでECC王藥故がわが国に与えた影響の大

の偶報提供対策の改薔を行うこと

以後十八鎌ぶりに形の

年の﹁協﹂心心﹂のトップ合悪が

玄海と伊方は原子力燧金婁員会

き彫りにされた︒

也氏︵毎継嗣闘︶は﹁地方翻蕎へ

たが︑十五Bに開かれた実行婁貫
会準備会で同盟の初参加が決まっ

分裂

ているため︑今琿は昭和﹇瓢十八年

の

上では昨難︑﹁礫隼を上回るレベ
統一大会〃が窯現すること
になる見込み︒

ルの

い確実︒このため︑今騒の学行委

横たわっていることは齎定できな

題をめぐっては依然大きなミゾが

盛会でも原発問題についてのセッ

統一大会

キッカケ︒これにもとづいて一昨

が開かれたものの︑昨鋸にはこの

通薩省から原子力安金筋轟会に報

が出次第︑ほぼ運転開始にもって
計照照のECCS解析が二十八臼

らのPWRについて︑加圧羅水位からECCS解析が妥当との判断 本測定器はいずれも︑GM計数 〇五

定量などで蟹下運転悌止中︒これ

大飯一轡以外のPW貧はすべて 二暑は未懸賞︒

方式による統一方式は累くも破

﹁統一大会への薄塗とは別に独自 年には十六葎ぶりに

しかし・原水禁では︑すでに

うえ︑核禁会議も構成団体である

大会も開く﹂ことを決定している

大飯以外のP

WR依然停止
六月の運転奨綾
β本原子力魔業会議が調べた六

四型︑浜岡一坐︑議根のBWRは読み取り誤差をなくしているほ

・童・寒雲率をデジタル表示することで
か︑従来のアナログサーベイメー

PWRにひきかえ裾島

いずれも好調︒爽海第二や浜岡二

タに毘べ璽騰︑体穂とも約四分の

告された︒大飯の例から︑原子力
安盒委輿禽での検討に約︼か月要

四の設鯖霧周率が七〇％を割って

繍は別流の通り︑平均で躊聞稼働

するものとみられている︒

いるのは︑璽期ピークに備えて巾

率四五・一％︑設鮪利用率四二・

支持ピンとたわみピンの損鰯対

間点検を実施したため︒定検中の

ぶって保安繋止噂だった手函電力

定だ︒

東海と敦賀は︑七月上旬に併入予

刀￨九八八九
たところであり︑美浜一筆と高浜

また奨浜三屠は取替作業に着手し

一〜五分の一とポケットにも入る に入金
は取替終了︑伊方は厳儀作業中︒

米㌘MI購故の影懇をもろにか策については︑六月朱現在︑玄海

月のわが国原子力発電所の運上実

も窺要だ﹂と指摘したQ

きさについて門簸故によって二十

どの苅策を鍛えている﹂と指摘︑

Sが作動する薪回路を設定するな

さらに防災施策についても﹁磨治

を

体レベルでは実質的に避難の判断

五・一六アピール

鞭鄭蝋実行委員会が発足
原水爆禁止79琿世界大会の実行 びかけた

1
凄45圭︵379︸ε

頼が揺らぎ始めたのは否定できな

無にわたり稠み上げられてきた儲

わが国のTMI対策について︑慧形成策のあり方︒このうち︑ま

一方︑向準〜郎氏︵通産翁︶は

鮮

進めている﹂と述べた︒

リング・サイドで放射能の放出を

鐡

ンターがパネル

PA対策の露要性が指摘さ

を解除され︑十五限餅濡した︒

0880㈹

マ532含（06）3G5

? 轍

草の根的合意作りを
事故対策の確立ふまえ
二十六日から二巴・甫が谷の東京トラック健保会館で開かれていた旧記原子力縁懸センタ1童催
﹁来国愛MI原発薯故のわが国への影響と今後の対策﹂は＝蕎団の二＋八議︑パネル討論を中心に︑
今後の技術的諜題とパブリック︒アクセプタンス対策について顧見を交換︑﹁バブコック・アンド・

て﹁今回の覇故の特徴は放射能の

ウィルコックス社の炉設計には墓本的に欠陥があったのではないか﹂門瑠故臆の紅海提供詠制の確立

れることが大瑠だ﹂と述べた︒

が不司欠﹂﹁避難の実施は儂露に扁lIなどの櫃摘が相次いだ︒
このうち︑﹁捜術的検討課題﹂

学︶は門孚MI炉の基本設計の薯 できた点だ﹂と旦暮︑﹁このこと

放出を低いレベルに押えることが

故原因について﹁結果は報告され
え方自体に間顯があり︑これが璽

これに対し藤家洋一民︵大阪大

ているが︑四相についてはまだ十
故の一因となったのではないか﹂

ではまず浜田俊一氏︵関電︶が事

分解明されておらず︑今後の調査

との霧え方︒同氏は︑WH炉とB押さえることができることを立証

は︑かなりの購故でもエンジニア

を待つ必要がある﹂としながらも

＆W炉の比較について門WRは炉しだ﹂と述べた︒

について﹁フ製麺シ⁝トをみてみ
点となり︑瑠故につながったので

同麗が初めて参加へ

ると安易なミスが目につくが︑実

﹁今園の窮故には︑予想外の薯繊

藷驚盛融

大飯一婦・は六月十三田︑鰹止措麗
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聞
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力

原

コメ﹁

ン鉤周嘗年
実現のためには単墓容壁麗ないし

ている︒原子力開発の飛来計画の

リア︑ポーランドに自国製および

年の艶要な活動は︑ソ連︑ブルガ

つの機構を組織したことだが︑そ

冷却︶の開発︑謹聴給原発および

産強化が必要であり︑現在︑一九

には独立採算が可能になった︒こ

れらの経営は順調で︑一九七八隼

暖房とプロセス・ヒート用の原子

九〇琿までの設備生産の国際分業

酉五十万KWの原子炉用機器の生 輸入機器の保守サービスを行う三

と相互供給に関する協定の華備作

コメコン諸国の協力で燃料問題
はキー・ポイントであり︑一九七

業が進められている︒原子力の大

炉の開発が憎まれる︒

八年の各国首脳レベルによる第三

の企業合同の一九九〇年までの主

窪いる三ナ万KWの高速実験炉︑ 十二回会議ではエネルギー・燃

−；一乙一＝＝＝置1≡﹁＝需＝≡＝Tlllーム≡冊＝≡＝一＝1≡≡＝≡辱巴−二9一§≡冨曽1⁝一一冊＝≡嵩τ■一一一﹁＝︸＝⁝＝1一＝一P≡＝﹁≡71ーーど
ー1
がある︒さらに解離性冷却材を

作の総門化と︑組命結成をはかる

礎にした原発の計測制御機器の製

要課題は︑塗絵の計算機技術を基

大にするには開発方策の巖適化が

労働力を要し︑経済牲と効率を巖

規模開発はかなりの質金︑資材︑

に最匿点を躍き︑原稿力開発促進

料原料の分野の長期協力目標計画

が検討された︒エネルギー問題の

大容騒蒸気発生盟︑ナトリウム・

有騒計測装置︑蒸気発生器内のナ

ループ内の水素︑酸素︑炭素の含

ことである︒

獲堅の向上︑食晶轡虫の駆除︑医

銘菓︑新杉料の開発︑農産物の収

放射線技術に関する共色作業の

必要で︑委員会はこのため︑これ

策は高速憩殖炉の灘入であり︑そ

に関して予測作業を行っている︒

電所を一九九四鎌までに建設し︑

総出力三千七颪万KWの原子力発 その結果︑燃料問題の最農の解決

りヨーロッパ圏諸国とキューバに

トリウム中への水の漏出のAE法 解決のためにソ運の技術協力によ
による検知装置などの開発や︑燃

総合計画のその後の発展として

料の安全性の研究などがある︒

療置潮の殺菌等のための放射線装

廃藁物の地層内埋没処分に麗して

その他の研究が進められている︒

標魏化に蘭しては︑核計測機
器︑岡麓体および標識化蔓物︑放

鯨点について四十七のコメコン標

射線遮蔽技術・放射線利用技術の

ている︒

準がつくられ︑完全爽施に移され

多角的協力はますます新しい原
子力技術の応用分野に拡げられて
おり︑巖近では超伝鯨技術や核融
合技術に関する協力も組織されて

コメコン委員会および薯務局は

いる︒

合岡原子核研究所と接触を保って
おり︑研究所の代表が委員会の定

コメコン要務周員が研究所の研究

期会愈や政策立案に参加し︑逆に

轡会議に参加するなど︑両者間で

コメコンとIAEAとの接触も

欄報交換が広く行われている︒

無々拡大強化されており︑︸九七

五年九月にはコメコンとIAEA
との間で協力協定が結ばれた︒I

AEAの代表がコメコン委員会に
招へいされ︑またコメコン事務局

EAの政策立案に参加している︒

および委員会捕盟国の代衷がIA

850μR／睡

＼
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箋

い

／

！

・毅㌧箋再ぢ︾望ぎ〜〆

〆

原子力施設では、放射線蕾理を厳しく行い、

．舞．患

ぜ
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羨総こ睾〜ソ

（テシタ馬起録）

（アづ⊂｝ク記録）

⁝経嬉藩議・いわゆる・メ・ンが発足・て今年で三＋隻側謹ではいま・連を忠に︸

↑難難蒲繕蓮 田 蕪 慰 蕪 羅 驚 隷 鵡 誕 袈 肺 ㍊

⁝嚢の遷を嚢・たもの・登め・れている・齎蕾の原勇開発の現状はど・な二

↑蒙灘蕪翫描酵細蟹．エネルギー誌特集をもと簿れざる劉⁝
↓
が予定されており︑その貸的のた

れにより原子力発露の携造と燃料

躍に間する統一的標準手引きが作

関心をもつ諸国へのエネルギー供

に原子圏発霞所設置地域の環境放

放射線安全に関する協力では特

指している︒

装置︑設備の統一化︑標準化を質

遮蔽技術分野の協力では︑遮蔽

成された︒

が︑そのなかには百万KW加圧水 給のために総立四百万KWの加圧 消費の点で大きな改薔が司能であ
ることが示されている︒

重要なものは畏期協力目標計圃だ

水型炉をもつフメリニツキ発鷺所

ン加速器U⁝四〇Qと大電流の入 めに約九十の研究所︑建設および

型炉の建設と改良︑大出力高速炉

射装置を備えた高速パルス炉IB 工業の組織が参加している︒特に

いる︒一九七八璋には強力重イオ

−冨≡＝翼一＝＝一＝＝躊嵩置＝冨−階≡⁝需＝冨＝一営一墨冨＝墨一＝馳1＝謄一一＝＝＝＝︸1竃阿ロ一一僧§＝ 一 1 一 ＝ 一 ⁝ ＝ 一 掴 ＝ 1 冨 一 隔 ＝ ＝ 帽 冨 ＝ 9

⁝
鱒

⁝

匹か国千二⁝
百万KWに
顕著な成漿は原子炉および原子力

安全輸送規則の制定など︑多くの

放財性廃置物の合理的で安全な

財能の監視︑原子力発魔所の設計

貯蔵所をつくることの可能性が研

共同研究が行われ︑麗々の地魍に

すことである︒この企業合岡には

た︒企業合同の運営資金は二百十

場畝

Ri2の還転も開始された︒

諸国の原子力開発計画に大きな影

原発規撲・
コメコンの多憩的協力の璽璽な

を共同で建設することが計画され

第二段階は一九六〇無の原子力平
響を与えた︒例えば︑一九六〇年

Tの燃焼度の高速炉燃料の再処理

定的因子の一つである︒巖近この

処理処分は原子力開発のための決

その解決策の開発︑通當還転時の

料の作成︑異常時に際した予防と

従業員の被懸低減︑糧嚢の放射線

面の研究や試験に力が注がれてお

らの放射性核種の浸出速度および

どに璽点を置いている︒

源の安全取扱い作業条件の確保な

り︑アスファルト固化ブロックか

その低減化の研究︑戸々の縄成と

ている︒協力作業は委員会の五か

界レベルの測定方法や樫々の謙測

・今後

万ルーブルである︒一九七五一六

すすむ標準化

放射能についてのアスファルト固

加わり︑計十か国が知乱してい
黛計画︑値別間題に蘭する作業計

有効利用に関する協力作業にも大

装置が開発されだ︒

よび中レベルの液体ならびに固体

究されたQその結果︑低レベルお

放射性廃棄物の地下矯風埋没処分

⁝・

︒建設︒安全運転に必要な標準資
ロセスや所々の抽出装置︑溶媒︑

被覆除査装躍︑溶液レベルや相境

にも利用できる︒また︑この他のプ

ロセスは改良すれば牽巧MWD／仕懸がなされた︒

︵ナトリウム冷却および解離ガス

一九四九年一月︑モスクワにブ
和利用常設委員会の設立である︒

の蒔点で原子力発騒所はソ連にし

委員会はまた︑研究炉の改良と

研究の現状

処分にも焦点

発電の分野で達成され︑コメコン

ルガリア︑ハンガリー︑ポ；ラン
これにはモンゴル以外のコメコン
がなかったが︑一九七九年までに

プロセスが開発されたが︑このプ

ド︑ルーマニア︑チェコスロバキ
諸国が参加しており︑国罠経済の

．廃棄物処理

アの代表が簗まり経済相互援助会
中への原子力技術の効率的灘入に
設され︑さらにハンガリーに建設

はブルガリア︑東独︑チェコで建

中であり︑キューバ︑ポーラン

必要な条件づくりを目指して︑原

れ︑同蕉四月にその第一回会合を
サイクル︑核計測機器製作︑放射

子炉技術︑原子動力技術と核燃料

議︵コメコン︶の設立が決定さ

蘭いてから今璋で三十周年を迎え
た︒現在はこの六か国以外に東独

原発積極化︑着実に

る︒これら諸国で合計すると入臓
画︑一 か庫計画ならびに標準化に

ド︑ルーマニアでは華備作業が進

きな注愈を払っており︑巖近多く

原子力発露所から再造理工鵬へ

漿化等について多趣的協力を行っ

射線蜜全︑原子力罵機器部錨の標

は四億三千七膏万入で世界人口の
関する鰯次計画にもとづいて行わ

められている︒電気出力でみる

の使用済み燃料の輸送は燃料サイ

年︶︑ベトナム︵一九七八庫︶が

繻ﾜ〇薙︶︑モンゴル︵一九 線源の生産と日用︑遮蔽技術︑放

六二年︶︑キューバ︵一九七二

一〇・四％︑領土の一八︒七％︑

れるが︑巖も蟹要な仕憲は実行委

れたり新しい強力な砺玉垂がつく

と︑一九六Q琿に十万五千KWの研究室の改造や出力向上が図ら

化ブロック内の放射線プロセス︑

工業生産墨の約蕊分の一︑特に蛸

る諸問題の総括的資料の作成であ

翼会の作業計画と部門闇にまたが

すすむ共同研究開発計画

脚は一一一％以上︑石癌は一九％︑

藤建設の技術的基礎が確立され

岡﹁インテルアトム︒インストル

た︒

クルの下編な問題であり︑この分

送のための特殊コンテナーの開

野では︑輸送手段の統一︑安全輸
役立つ成粟が得られている︒その

がなされて動力炉の開発や運転に

九八O年まで 東独︑ブルガリア︑チェコ︶に達
した︒

発︑コメコン諸国使潮済み燃料の

スペクトル測定用しきい燈検出

測法の棚互比較と標二化のための

器︑コメコン諸国における蜻内計
監視装躍や高出力炉用中性子検鵬

基藁︑燃焼慶の非破屡測定法︑燃

る原子炉診断技術︵藁独︶︑炉内

器︵ポ⁝ランド︑ソ適︶︑高速炉

決定するだめの戯訓誹︑原子炉の

料要素や構造材における熱発蛋を

一AEAとのメント駄が設立されたが︑その目
的は高性能の核計測機器に対する
協力も促進
コメコン諸国の要求を完全に満た

いくつかをあげると︑高遼中性子

七八年には千二齎万KW︵ソ連︑ られるとともに︑多くの研究開発

︵ソ運のみ︶であったのが︑一九

天然ガスは二七％︑鉄鋼は三Q％

一九七六年から

る︒

の五か琿計画では︑八十以上のテ

・

ーマを禽むヤ五の霊要課題の遂行

・

高速増殖炉の

導入がカギ

水陰画高速回転ポンプ︑運転中の

現奮ハか国︑十五の生産および外

用モジュ⁝ル型蒸気発生器︑舶圧

国貿易の糧織が参加しており︑部

燃料問題

放射線計測機器は︑初期にはコ

品響門別の生産の組織化が墾要な

・

メコン諸国の硬究所や試験工場で

−・

原子炉の圧力容器のA鶏法による 計算機制御の開発がある︒一九七

作られていたが︑その後︑ソ連の

炉の炉心の改良に貢臥した︒

核燃料の再処理︑廃棄物の処理

機器などの開発が行われた︒一九

ト2㎝／h

3GO粉

チヤートスビ

随定数

璽蜷

り時騰岡辺

B寺閥

醗18｛東京都三鷹市牟礼6丁目22彫り号容（0422）45−5111

︻礎︾

、

の生産幽を占めている︒過去三十
年閤に国民所得は十倍︑工業生産
高は十七優に繕加した︒

ソ運で世界巖初の原発が運開し
たのは二十五痒前であるが︑それ
は岡時に︑コメコン諸国にソ運の
技術援助で原峯力研究センターが
設立され始めた年でもある︒そし
て一九五八璋にはルーマニア︑粟

原子力開発の推進強化のために

二庫にはハンガリーの加圧水型炉

独︑チェコ︑ポーランド︑つづい
てハンガリー︑ブルガリアに研究

の臨界簗玉体を嗣いだ炉物理研究

課題となっている︒すでに一九七

検壷装鷹︵チェコ︶などの開発が

技術協力により各国の有力企業が

六年に生産の国際分業の協定が結

ある︒また醐速炉の協力讃画のも

のために臨時の国際研究班が網織

技術および生産能力を高めるに従

コン会議で決定された経済統合の
総合計画が大きな悪義をもってい

され︑新しい讃算プログラムや計

測定器︑線蝋計︑自動蘭曲交換装

は︑一九七一無の第二十五園コメ

究轡の壁成がソ運の研究機関で行

る︒この計画では酉万KWの繍圧 算法︑動特性測定法など︑多くの

角的協力を紹織することが斑能に

躍を含む七十狸類︑一九八一年ま

の他の建設も進められ︑必要な研

われた︒これらの研究センターの

水型炉︵VV慰R一〇〇〇︶の実研究開発が行われたσ

なり︑各種放射線機器︑反応魔

でに総額穴千五憲万ルーブルに及

炉が建設された︒また︑加速器そ

設立に伴い︑多角的な続報交換や

用化と毒六十万KWの高速猶殖炉

作業としては動力炉の運転状態の

計︑原子炉診断屠機器︑放射線総

とでは炉物理︑流体力学︑設計計

共同研究開発の組織化が必要とな

の開発促進に重点が灘かれた︒そ

処分の分野でも分業化と協力とが
デ⁝タ 処 理 シ ス テ ム ︑ V V E R 一

ばれ︑翌年には探騒装丁︑放射線

り︑その第一段階として一九五六

のための研究開発にコメコン諸国

理のためにTBPを屠いた再処理七二年にワルシャワに国際企業台

／τの加圧水型用燃料要素の再処

一〇〇〇用のクラスタ制御棒︑A行われている︒燃焼度三豊MWD療用機器・CAMACシステムぶ
の部品を供給することが追加され

い・原子力発電所用計装機雛の多

庫にソ運のドブナに合岡原子核研

は二億ルーブルを投じた︒その成

旦法による圧力容器検萱装躍︑燃
︵ハンガリー︶︑炉雑音解析によ 料極焼切れに関する実験︑解析な

騒音ア圓力株式会社

／「

＼︑

脚＼

＼

測方法が開発され︑煽二水型動力

究所が設立され︑素粒子物理︑核

粟の例をあげると︑ほう素濃度誹

また︑委員会の契約にもとつく

物理︑生物物理︑固体物理等の

理論的︑裏験的研究が行われて

、

＼

848μR〆h

とに怒噛してい離す。この穏標煩として原

μR／h

45

8

騰主調60分

L．ンシ・0μR／h

騨Cs−371μOi

とができ目す。

考
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幽
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力

轟琴丸

エネルギー供給サイ

からの対応について今後のあ

ら主として
ド

した代薔エネルギー閥発の加速化

計画の禦期策竃②原子力を巾心と

ては政府が既仔の税制︑とくに使

司促とのことから︑この点につい

途面を中心に抜本的な兇離しを行
③LNG︑石炭確保の努カー1の

これらの結果について︑土光敏

一致をみた︒

うことが必要ということで葱冤の

ネルギー關発の加趣化では門当藏

三点で悪兇の一致をみた︒代薔エ

は原子力をおいてない﹂とのこと

邸に大平蕩棚を訪ね講処方を要翻

炎会長ら口腔連菌脳は翌墨田︑藩

九田の懇談会には経朗連の土

した︒

から︑原子力発電開発の積極化が

にっとめるほか︑立地については

強調︒このため︑稼働率アップ

米翻スリーマイルアイランド原発

原子力産業鼠議の禰沢広配書獲︑

郎エネルギー対策委員長ぽか田本

光︑平岩外囎正副袖留︑白沢寵
ものの︑こうした悟勢も調川え安

森一久韓務理聯︑中山素平エネル

らにAT鼠については原型炉につ

的推進を図るため︑財源確傑のた

マイルアイランド原発購故とわが

塗

熱鱗

弼大知扱

；ま知っておきたい一
諏扱主妊考試験突破への要点

79年纐

薯故の影響もあって前趨は多難な

るさらに一熔のテコ入れ等も必要

全性について薗糊が置明︑国によ

時に便用済み燃料の再処理開発を

代表ら十⊥ハ人が塩暮した0

つた︒だが︑前途は多難だ︒当面 安金確保に万全を期すため放射線

門薪型撃力炉開発﹂では高漣増

推進する必要があるとしている︒

ギー総臼抵進委員会委員長︑業界

瞳審防止対策を強化し︑岡時に︑

殖炉について昭和六十一一奪度臨界

あれエネルギー開発には蜜金が不

核物質管理の強化への内外の要講

をメドに原型炉﹁もんじゅ﹂の礁

なことが確認された︒また︑とも

の佐世保露盤︑施工蕎との契約は

に応えるため︑保証描麗の高爽︑

り方が検討されたが︑この結粟︑

スンナりいくのか︑心逸係港さが

核物幻象謳対策の強化を図ること

⑦政府による工鼠ルギー長期供給

への衣替えといった懸察もある︒

しと︑庫船雑業団の研究開発機関

一方︑門核燃料対策﹂ではウラ

型炉門ふげん﹂の運転を続行︑さ
ン濃縮体制の確立が焦点︒この問

設に着手するとともに︑ATR原
の核燃料対策の推進③新型動力炉

ための研窯開発を堅める必要があ

つく実証炉の調整設誹︑大型化の

が墾要だとしている〇

等の研究開発④核融禽研究⑤原畢

縮ウランの国産化を図るため昭和
によると︑まず﹁安全確保対策﹂

力船開発の推進i一が重点︒それ 題については﹁自主技術による濃

推進する﹂とし︑さらにこれに続

縮パイロット・プラントの建設を

ると強調している︒

めの特段の措鷹を講ずる必蟹があ

決議はこうした研究計画の計澗

るなどとしている︒

の強化︑安全研究の㎝腰の充実︑

訓をふまえ︑原子力安全規制待政

の実施体制について検討するとと

く実証プラントについては門建設

では︑※国の肥MI原発鱗故の教 五十六庫度完成をメドにウラン縷

など安全対策の強化を図るととも

エネ翻原子力部会

マに再思見山父換⁝

国際情勢テー

放射性廃棄物処理処分対策の推進

る﹂と指摘している︒

もに︑その設韻を逢める必要があ

また︑ウラン資源の確保に役立

に︑緊急蹄等の情報遮絡体制の整

てるため︑源外ウランの調鐵探鉱

備︑防災に関する推進など万一の

る必要があると指摘︒さらに︑放

駆馳に備えた防災対策の発実を図

を強力に推進すべきだと指摘︑岡

自認雀は九欝︑薄藍エネルギ⁝

調登会原子力部会を轟き︑原子力

開発をめぐる最近の園際慨勢︑来

には炉心燃料の入れ換え︑ブラン

国の対癒︑菓泉サミットとその成

国際情勢については米国スリー

ケット燃料の難燃体への置き換え

さらに﹁常陽﹂は︑五十六年度

ついて︑意兇を交換した︒

五千KWの定格運転を数サイクル 年度予算編成への対処方針などに

出力上灘試験後は︑熱出力七万

計颪だ︒

散線利用の拡大普及に対処して︑

﹁常陽﹂は昨無十月から五万K

を実旛していたが︑今年二月順調

Wの定格出力によるサイクル還転

へ出力上昇のための輩備が進めら

に終了︑ひきつづき七万五千KW 実施する︒

れていた︒

計画によると︑﹁常陽﹂は七月

」蝋大辱

群原峯カ工樂論7月彗

／5冷却材／6樋二一4／7珪力谷器・配管材摂／
8し㌣へい一4村／9実三四の材引の使用経験／玲
昭射試験／11怯融合炉材摂ほか

1繊説／2核轡嘱／3故趣材・反劇14／4聰櫛材

してきたメ／パー有志の協力のもとに︑その技術
成果をまとめたもの︒
翻主要内容

鎌122委口繕会が過ム20qにわたって協同で劔究

て編⁝耳準の執舶Pは一にB本彦〜衙⁝振興八ムの線〜炉材利

本P日は︑原〜力発電の中枢である核燃利およひ
涼．j炉肩利︵核融合炉材村を含む一に潤する理論
と失際を象入成したものて︑とくに工よ蹴鞠とし
て失際に役・ つデータを叡めることを第 義とし

A5珂／15000円

長谷川正義・三属良績瓢修

経殖理鰻凡け1，と、田そ］懸
盤廃銀物処分の動向 A職und St・・m Gerd A照reas
トイ施気；騨協全 Ulrまch Braa紘

く特鋼企画〉これだ

【1閣度一く4）

原イ力特μ／の基礎知識一町翻1群

で九野三＼彦

紳 特傾980円（亭30円；

をめくる新田勢力の争い

ウラン争奪

特荊

rL源総一朗

改めて問われるくエースの座〉？

鶴賀冶ヲ、

郎氏

堀

韮㌢1疏研制1水繊

セ1

ヨ本原子力の旗手たち③

カス冷却炉の石木1ノトイ1望なを見占一

∫1】須立差餐

由小・租都ずール牧田⁝騨しん段北
一鞭議︵○
︶ yハ ㌦； r

⁝．八⁝ヨ
・︿氏︑

日刊工業新聞社出版局

三懸起動の後︑五万KW︑六万五 などにより︑熱出力十万KWの照 累およびINFC鷺協議の湛捗状

産成に不斑欠とした国際懲悪の得

があったが・この中でとくに原子

千KWと段階的に出力を上昇し︑ 射鯛炉心︵MKi亙︶に移行する況などについて瑠務当周から報簿

られたことが強調︑わが劉として

十六藏には七万五千KWに達する 予窟︒新しく入れ換えられる炉心

﹁常陽﹂は︑わが国では唯︸の

も国民の儒頼屈復︑防災対策の確

トでも將来の魑罵増大︑経済成長

高還瀬殖箋験炉であり︑原型炉の

立︑地元擾繊の罠蔽しなど関鍵の

力発電蘭発については粟京サミッ

開発に必要な技術的経験を得ると

トニウム露化度も嵩くなる︒

う︒このうちヲラント特性につい

定や運転監視のチェックなどを行

ともに︑巖終的には腐速増殖炉用

燃料は燃料棒の漁径が細く︑プル

ては①定常的な伝熱特性②制御棒

敵策を強化し驕発偲進を國ってい

予定︒出力上昇試験では︑炉心特

や冷却器による安定性試験③翼常

の燃料材料の照射施設として利鎌

性︑プラント精控︑遮蔽特性の測

晴勲爵癒蕎特性④崩壌熱強張⑤通

く燃えであることなどが報欝され

た︒

することを囲的に建設された◎

を満足しているかどうか確認する

常運転臆性能⁝；などが設計仕様

特別寄稿翻TMI原発事故一技術面からの考察

臨喉ノ」

PWRの異霜事象

圓主要記廉

川L杣h郎

田村1自索

［1鞠∫力研先唖

照朋支術（1）

年極購読料8，76G円

定価750円（辛3晒）

原子力工業

メ㌧∫、ゐ孝谷之且力

締1代の応用放射線化らら講座qの

米原発事故と国民的合意の形成

原∫力発竃所の異屑1漣，転〔第41ぎIB

博

・〃ヘプ・1・一物♪r要fl」矯
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昭事郎遡3月BH籏

全米知
事会議

原子力の役罰を強調
計画推進に検討項目を明示
米ケンタッキー癬ルイスビルで開かれていた金米知事会議は最終日の十臼門われわれは︑エネルギ

再確認して閉羅した︒岡時に岡会議は︑九つの分野から成る︑原発プログラムを推進していく上での

ー確撮のため原子力発露の携進を支持する﹂と︑墨画の会議でも禽悪が得られた﹁原子力の選択偏を

追加蟹項を打ち出した︒点から齎へと︑全湖中をおおっているガソリン不足を齋暴に︑その打開へ向

羅一
やめたQだが会議期間中︑民主党
知事らをワシントン郊外の大町領
山覆︵キャンプデービッド︶に招
き︑各知事から︑エネルギー政策
のプランに離する意見を求めるな

の打開に向け︑精力的活動を展開

ど︑全米をおおうエネルギー危機

している︒

ちかく発表されるカーター大統
領の﹁紙エネルギー開発計画扁を
めぐって︑さまざまな憶測がなさ

今國の全米矧事会議の原子力賓

原子力をすえるものと思われるQ

確認と同様︑発電源の申心には︑

れているが︑全米知事会議での再

カーター大統領もサミット以

した︒

後︑この全米知事会議の重要性を

ド以後の結論だけに︑各弊に波及

持の再確認は︑キャンプデービッ

全州にわたって︑経済および社会

け︑白熱化した討議がくりひろげられての結論だけに︑各界への影響は大きいものと思われる︒

らためてエネルギーの亜要性につ

活動の基礎になるものだ﹂と︑あ

予定だったが︑エネルギー政策の

重視︑七曝の蘭会式には出席する

全来知事会議が︑原発プログラ

される項國は次のとおり︒

ムを控進ずる上で︑慶先的に検討

てみれば︑エネルギーの利用が麟

いて確認︑ひきつづき﹁いいかえ

すること必璽である︒

この動きは︑電力界︑原子力産

る︒

立の動きが︑猛発になってきてい

全米管理センター設立へ

米産業界︑新たな対応

練り補しのため︑急拠︑出席をとり

①放射性廃戴物の管理︑②放射

の鑑活のあらゆる爵に影響を及ぼ

隈されるということは︑われわれ

性物質の輸送︑③新型原子力シス
テムの開発︑④原子力施設の立地

に日に深刻度を増しているガソリ

すものだ﹂と︑点から面へと︑臼

⑤軽水炉︑⑥猶殖炉︑⑦廃棄され

たウラン鉱蹴と製錬鉱さいの敷
ン︒パニックの実惜を踏まえた分

地︑⑧原子炉運転員の訓棟︑⑨原

析を襲った︒

そして︑将来にわたる︑安定し

設にともなう手続きと行政上の蟹

たエネルギー源としては︑﹁原子

子力施設管理の立証︑⑩発電所建

理︑⑪システムとコンポーネント

さぶったスリーマイルアイランド

全米中の原子力発鍛駈を激しくゆ

衝黙蜘なアクシデントとして︑

設計の基礎︑⑫サイト以外の放射

ネルギー供給のなかで︑もっとも

力は︑国内の短期および中期のエ

求した︒また・二か月前にはトー

柱として︑先の先進国長坐会議月

石瘤に代わる代替エネルギーの

先のコメコン総会で︑ソ連は藁
や加圧器︑蒸気発生器など︑原発

落ゾでソ連製︒これは︑網立てた

最大のクレーンの稜線壁は千二

門技術番の育成が行われている︒

力機器の製造と運転に隆起した専

の工場で一瓢生産を行う︒完成時

原子力発電の建設に力をそそぐ

参加している︒

ア︑西独︑フランス︑日本からも

の八O％はソ連製だが︑イタリ

アトムマシ工場の機器・設舖

製造に関するすべての製作を︑こ

コン潴盟のユーゴスラビアととも

原子炉をそっくり持ち士げ︑試験

欧各国︑キューバ︑それに準コメ

の後︑原子炉はクレーンを使って

の生産能力は︑百万KWの原発を 台まで運ぶことができる︒テスト

自走トラクタに積まれ︑水路を通

ックになっていたのが︑原子炉設

同国にとって︑その計蘭推進のネ

って組立て工場に運ばれる︒

ているが︑その意味からも︑原発

電によって確保されることになっ

力生産の俸びは︑すべて原子力発

八O毎以降︑ソ連欧州部の電

備製造工場の不足︒

成り︑最大棟の面積は三十万平方

現在︑このアトムマシ工場建

急ピッチで進むアトムマシ

八○年代に向けゴ 喜

エ場の生産部門は六つの榛から

年間八基とみられている︒

に門原発設備生産協力協定﹂を結
び︑東側のエネルギー計画に︑そ
の〜歩をしるしたが・ソ連国内に
おける原発製造能力も・ロストフ
州・ボルゴドンスク帝にある一大
生慶工場建設の進展で︑新しい聴
代の突入へ︑あと一歩と迫ってい

その工場の名は︑アトムマシ工

綴σ標内の空間は︑原子炉エレメ

門技術者の必要性から︑ボルゴド

設に従争している入は先払万︒専

るQ

場︒工場はいま︑一九八○琿の完

ント向きに広くとってあり︑二頁

製造專門工場アトムマシの完成は

⊥一薔沙の箆さの部品を加工でき

ともいえる︒

ソ連の原子力産業の新しい幕明け

して筐められたと報じた︒この見

過去に起こった地震の震度を無視

性規藁がこの地方で比較的ちかい

原子力施設の建設にあたって安全

ンスク市には︑ノボチェルカスク

問題で論争

こんどは耐震

工業大学の分校が開設され︑原子

められている︒

る金属切削機が据え付けられてい

成に向け・急ピッチで建設がすす

この原子力機器製造工場で生薩

プログラムのための研究・開発

▽管理しやすい︑よりよき運転

されるものは︑PWRの圧力容器る︒

の電力界が設立した電力研究所

運転妙理センターは︑やはり金米

電力研究所のC・スター副理事

︵EPRI︶と同じような独立研の促進
究機関だが︑嬢子力規制委員会

いると︑タジエフ教授のデータ

金性の配慮に万盆の方策を講じて

度を考礁して定めたもの﹂と︑安

かい過去に超こった地震の巖高震

はとうぜんのことだが︑比較的ち

CEA︑激しく反論 解はまちがっている︒安金性規準
︹パリ松本駐在展︼フランスの
証彊火山学蓄で原子力反対のアル

フランス雨郡のプロバンス︒コー
トダジュ⁝ル・ローヌ川沿岸地帯

のであることをあきらかにした︒

がその開会式の挨拶の中で門国際

度一〇︵最高一二︶の激震が記禄

ユ⁝ロディフ︵欧州ガス拡散法濃

B＆W社︑資

では︑過去︑国際MSK規準で震が︑まったく認実にそぐわないも
必要がある縣と指摘し︑東側講国
もふくめた国際原子力発電安全性
会議を提囑したのを皮切りに︑安
登問題はさまざまな機関・会議の

マルクールの原子力センターの耐

縮ウラン︶工場やカダラーシュ︑

震設計は不十分だとする粛明を発

机上にのぼった︒

つい巖近では︑経済協力開発罫

引︵OECD︶の原子力機関︵表
Nした︒
炉規制局長から説明を聞くなど︑

に原子力施設については︑州震度

を許可している一と指摘し︑とく

震圏を無視して︑各撞施設の建設

EA︶が︑NRCのデントン原子周教授は﹁政潤がフランスの地

は︑とみに高まってきている︒

まりない﹂と非難した︒

八までの耐震設計では不十分きわ

安全問題に対する国際的な高まり

そういった意味で︑米国内にお
けるこの動きは︑国際的な安全対
策の動きに︑かなりの影響を与え

なかでも︑トリカスタンは︑過

万八酉沙

BBCとの含弁会社

バブコック︒アンド・ウィルコ

ックス社︵B＆W︶は︑スイス︑

ブラウン・ボベリ社︵BBC︶と

ていたバブコッターブラウン・ボ

の台弁により︑西ドイツに設立し

ベリ社︵BBR︶から︑一九八O

B＆W紘は︑BBR祉設立当時

年には︑手を引く擾様である︒

七四％を出資していた︒しかし︑

SWU︶や原子力発電所︵九＋万 一九七八彰初めに四〇％に削減︒

ユーロディフ工場︵無

去に三塁も激震を記録しており︑

本引きあげへ

されている点からトリカスタンの

的な安全基藁︑還転美装を決める

議で︑西ドイツのシュミット雷帽

TMI事故以後︑欧州原子力会ーン・タジエフ教授はこのほど︑

差しのべることに同劃したQ

岡研究所としても︑横極的に手を

長は︑このセンターの設立に尚け
︵NRC︶とも密接な協力関係を
保ち︑かつ海外の電力︑原子力発

原子力の国際化に対応した縷織に

電所とも協力体制をつくるなど︑

立の階期は不明︒

したいとしている︒なお︑その設

全来原子炉運転管理センター
は︑次の三つを活動の中心にすえ

▽原子炉運転上の監視と評価︑

ている︒

瀾発・訓練

準を超える厳しい条件に醗えるこ
とを実証したと発表した︒

そうである︒

ゴルレ⁝ベン

ート建物︑工場施設︑放射性廃棄

KW加圧水型炉四塁︶のコンクリ その四〇％も︑八○琿には︑BB

ンハイム社︵涯ドイツ︶に引き継

C祉と︑その子翁社のBBC⁝マ
が大きい︑としている︒

月に着工

物貯蔵施設などが破壊される艦険

しかし︑一九七四年

がれる見込み︒

q

本埜（原子力部）
取♪諸ll中央1メ銀座5−5 叉イト一曹内

聞

業
産
線監視システム︑⑬広報︑⑭保

窮主的に発案したもので︑二丁的

▽運転プログラムの質的肉上を

か月がすぎたが︑この事故を契機

業界が︑TMI事故を教訓として それにつづく的確な処理能力の
︵TMI︶原発事故から早くも三

険︑⑮原子力賠償墓金︑⑮原子力

璽要かつ必須のファクターであ
る扁と︑原発開発の必要性を強く

には︑このほどワシントンの門番

的な賜発にあたっては︑﹁健康︑

注意を払ってすすめることも強調

ンブリーの作成は西独リンデン工

万入が原発建設反対集会

放射性物質輸送キャスクの耐火

ネスで

規準は︑八百度C以上の炭化水素

場で繕う︒エクソン︒ニュークレ

的な開発利用が撫畢碍されたが︑そ

ているQ

炎にヨ十分以上耐えることとなっ

藁京サミットでは︑原子力の横極
原発反対派の労働党とスコット

チャー首楊に︑この問題をどう処

の翁懸づくりに力をそそいだサッ

を聞催したばかり︒

ランド愛国党の国会議員は反附派

理していくか︑関係蕎の熱い膜差

に明るい兆し
顧しを求める運動を下院で巻きお

施設を取りつけるだけで︑千度C

CEAの試験では︑蔚記の耐火

の人びとに州原子力発電照顧の見

アー枇が欝欝料を供給する原発
はこれで十二になる︒

原発阻止へ
自転車リレー

しがそそがれている︒

︻パリ松本駐在員日西独連邦の

これに附して原子力庁︵CE

・ケールリッヒ発毘所︵PWR︑

A︶では︑タソエフ教授のデータ し・掌圧建設中のミュールハイム
はまちがっているとして反駁し︑

放射性廃棄物貯藏センター・再処

高温度は百七十度Cで︑融点三菅 理工場サイト候補のゴルレ⁝ベン

も耐えた︒ことに︑鉛の部分の最

温度は千酉度Cだったが︑それに ど︑二ーター・ザクセン州政府が

州政府︑調査を認可

こしていくつもりだ漏と語った︒

ることを実証した︒試験中の最轡瞬

以上の重曲炎に一理間半以上耐え

C巳Aが開発

μ工（572）5734・（573）2664

6
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原子 力本部

○

以輝勃蘇の回二二二二ぜ餐一落嘗業所にてヒル管理榮務を営樂
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ビル代行

株式会社

緊急華備︑の十六項自︒

このうち︑⑧〜⑯の項閉は︑ペ

に︑いま米麟では︑原発運転に醐

はかるため︑一目蓄︑二半者︑

うち出した︒

クラブで︑F︒ルイス米電力界の

監賢嘗をふくめた︑原子炉運転

ンシルベニア州のソ！ンバーグ知

与する蟹理クラスの爾教胃と新し

孚MI事故対策委員長︵ミドル・

のための普遍的なセミナー︑ト

同騰に︑会議は︑原子力の継続

い原子炉運転の管理システムの

サウス電力社長︶があきらかにし

事の提案を反映したものである︒

この遡加事項を決定するにあた

研究・開発を囲的とする全米原子

レーニングの実施

三回分を受注

千百度Cに耐
現在︑イギリスには運転中の原
発三十四基︵うち一基閉鎖︶︑建

英スコットランド
スコットランドで計画されてい

設中部基︑発注済みのものトーネ

ベルギーから巴N社

スを丸め騨璽があり︑傘発電電力

えるキャスク

ゲアハルト・パウム内需はこのぼ
る原子力発電プラントに反対する

縫のうち原子力依檸度は一一

︻パリ松本駐在鼠口米エクソン

人びとが総懸︑スコットランドか

％を

ルギーのデル原発2号機の取り賛 らロンドンまで二万入の請願署名

・ニュークレアー社はこのほどベ

たことを歓迎する表明を行った︒

濠では︑B＆W社とBBR雲門の

子力庁︵C露A︶はこのほど・照 だった︒

百三十万八千KW︶が完成される

志めている︒これは藁京サミット

た︒

参加園中一三・三％のフランスに

次のようなコミュニケを発表し
た︒彼らはサッチャー蝶蝿にスコ

を携えての圏転蒙リレーを行っ

れている︒

技術協力は続けられるものとみら

二十五度Cからは︑ほど遠い状況 にちかい岩塩暦割殻調査を認噛し

え用核燃料三回分︵一九八三年か

︻パリ松本駐狂異︼フランス原

ら毎隼︶の発注内示を受けたこと

コ般報道機麗は︑〜火山学蓄

射済み核燃料輸送罵キャスクの耐

ゴルレーベン・センターの建設は

次いで二番昌︒また原子力発電電

輸送用キャスクが︑いかなる火

ットランドの菓鰯にあるトーネス

トリカスタンおよびマルクールの

の見解として︑ピエールラット︑

をあきらかにした︒核轡繕の概念

を取りつけて︑国内および国際規

いる︒

に次ぐ︒

力鐙は三醤二十四億KWHと西独火試鹸で同国が開発した耐火施設

苫屋政府の決定で無期延期されて
七八黛五月極工︶の建設停止を要

原子力発電所︵一︑二号機︑一九

たわけである︒

設計といくつかのエレメントの製

災にも耐えることをあきらかにし

造は︑米リッチモンド工場︑アセ

（発贈所関係）機誰その他の朽染除ム、ん期検査時の除染・サーベイ、核獣料装荷・父換哲業、
調製被曝管理、朽染衣類のランドリー、冷却取ノ痛防の溜冶、廃棄物の運搬、変「鉱所・空轟茂備運

（研究施設関係）RI放射線取扱気験釜設ドiコンサルタント、施設の改造・解体、廃棄施設整備、
機器の除染、各秤廃棄物の処理、ブイルターの交換、空間線1蔽1率・二恩f弓染率分魂」測疋、蕉凋設

没内の補助1儀並びに営繕業務、管珊×域内除染および｛削ll｝、普劇メ域｛赫1｝

耳触了、施

，兵岡出張所

電

力

原
ってのバックグランドとして︑同 安全性および環境扁には︑万全の

炉運転蟹理センター︵NOΣ︶設 た︒それによるとこの全※原子炉

会議は︑﹁すべてのエネルギーは

、
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臣〔i鐸

講社︑核燃料

矯タト

（2）

第985号
（第三種郵便物認可）

二

子

昭和54年7月12臼

〔原子力関連営業種目〕

空運室長 ∫、答理×域内除染およびでlll掃、 を通区域謂，1｝、浄水答理
〔原子力関連主要得意先〕
（発篭所関係）B本原∫力芝屯（株）・敦賀および攻口発屯所、東∫」臨力（林）・福島線∫ノ」発屯所、
覗rl電力（株〉・島根線了力発屯所、九州屯力（株）・玄で毎原∫力発屯所、
菱商 1ト（株）、 （関電興

業く株）、関内・し力（妹）・美浜闇闇祈）、！iセプラント（林）、東♪i、，乞禰曝気（林）・1；げ力本部、一淺、

腺∫カザ業（株）G恥孜賀および福島建設所、W｝｛・凸浜弓藝段所、1レトンールォール（株）、 和テノキ（林）
（研究施設関係） 1レ飼泉∫力研究所・東海・入仇・犀，歪】蛤各研究所、理化∫研究所・人和研究所、

・E力中央研究所、B本アイソトープ協会、東大1ソ部・線∫力研究施、気、乗詫入学・金属材れ研
究所、東京都ウアイソトープ研究所、放端尉久Y総合研先所、屯気通イロ研究所

聞

産

力

原

地域発展謬浮き彫り
離 離 共 存共栄に具体例示 す
通産省はこのほど伊方︑浜岡地域の地域振興モデルプランをとりまとめた︒今園のモデル計画は発

性に憲じた発展ビジョンを明らかにし︑立地による将来像への地発の理解を得るのがねらい︒それに

電駈立地が地元に与える膨響を総合的な観点から分析︑電源三法による交付金の便途を含め地域の特

よると伊方については﹁海洋レクリエーションの晴﹂︑浜聞については﹁豊かな自然環境を中心とし

また︑第二期銅顧では原子力薩

にも必要な法改正関通の報出口をま

十六分に蒸気ドラムの水位が低く

についての相互達絡が不十分だっ

操作員と原子炉操作員の操作状況

タービン系からの給水を調整する

たため︑蒸気ドラムの霊蒸気と給

なり原子炉がスクラムし︑タービ

蒸気ドラムは︑炉心の圧力管か

ン発鷹機がトリップした︒

原子炉スクラムの原閣は︑原子

炉出力の上昇中︵三＋八MW︶︑

ンタ⁝︶︑森川泰汎︵検量研究
所︶︑憲浄罪多郎︵岡盟︶o

能登原子力セン
ター︑オープン
石川璽志賀町

たPR飽﹁能登長子力センター﹂

く理解してもらうことを團的とし

日午後一階十九分に併入した︒

ってもらうのが騒的﹂と地域に密

対して原子力の基礎的なものを知

魑した原子力知識の普及にあるこ

まだオープンして間もないが一

田螺葭三十人以上の来館者があ

るQ今後︑財団法人能登原子力セ

志賀町役場近くの便利のいい場

ンターとして運営していく方針︒

所にあり無來奪始を除いて奪中無

後四時半まで開館︒

休︒入館無料︒午繭九時半から午

根本時之介錯︵元茨城県東海円

のため藁海村の塗立療養駈村松晒

村畏︶

九日午前五隠︑肝臓ガン
ンした︒

が籔川県皆紅町に七月五二オープ

舟石川四〇︒

宅で︒自宅は茨城県那珂郡東海村

このPR館︑石川県が国の補助 嵐荘で逝去︒二十一日に葬鍍︑自
をうけ︑建設蟹二億円を投じて昨

力に接することができるよう三晃

かねて自嗜療養中だったが

廉六六五

社旗山岡静三郎氏

電話〇七九七一七一一

住所兵庫県室塚市高家四の二の一

原産に入会

零本メジフィジックス︵株︶

町四一一一二︒

光寺で︒囲宅は兵藻琴芦塵市傍勢

兵庫区松原通り一一一一六二の翼

ため遊宏︒社葬は十三日置神戸帯

三欝午前十一時五十分︑心不金の

長︶

吉本勲造疑︵株式会社上中社

奪八月に着工したもの︒延べ千
平方綴の二階建て︑白亜のデラッ

クスな建物︒原子炉の模型やア

イソトープ関係の展示物︑TM
Iをモデルにした故障︑事故解説

また︑兇一番が手動で操作でき

コーナーなどが設けられている︒

とめる予定だ︒

三門部会は田島英三︑御園蛋圭

る装羅もあり︑原子力の知識を理

輔両安全委員が担当する︒構成員
は次の逓り︒

が施されている︒そのほか映画

池田正通︵都RI研︶︑伊沢正 解するため冤学暫みずからが原子

束第二病院︶︑還藤浩史︵総評︶︑

実︵放鷹研︶︑寒暑宗光︵国立東

館長の小察湾二月は門現在︑計

蜜︑会議蜜︑研修箋などもある︒
︵藁票理科大︶︑斎藤信房︵東邦

大野明︵臓本発条︶︑久保寄昭子

画されている北陸勉力能登原発の

野博︵ダイナボットRI研︶︑萩 促進ではなく︑あくまでも県民に

大︶︑桜井輝雄︵霜機労運︶︑灘

ことを決定︑応馨にとりかかっ

る人々への手紙﹂をテーマとする

ビル〒五三〇電舐〇六i三七

大阪帯北区芝田町五十五︑北阪惣

産に入会

中尾フィルター心理︵株︶原

閥七七一

た︒鴎首字詰め原稿用紙で縦堰き

二i二〇四三

蛋共通として畑原挙力にたずさわ

にし︑中学隻は四枚以内︑高校生

更

中・高校生か

は六枚以内︒黒インクを使用◎応

代表者変

薪代表煮は取締役社長鵬田幸

水蝿共同火力︵株︶

代表蓄変

新代表蕎は代表取締役社長尾

甲隅建設工藁︵株︶

機鹸難

TELO3（777）1852軽や

轟力

液溶液
透像浄

一濤

讃轡

TTT
一＝
PDR
UUU

性用 浸現洗

コ

無業部東京03（762）無5｝㈹

﹀
ん

甜

﹇日遅れで

運転再開

出来購が︑単純な人為ミスであり

スクラム・原因は羅ミスく

た二相流を︑蒸気と飽和水に分離

機械そのものは正常であったとし

ッチガス化重重などの大型テスト

接製鉄システムの簡素化︑二次エ

豊本原子力文化振興財団は毎琿

鐸は一人一点︒希望煮は九月十臼

住所

を

原子力の日

社長中罷薔賞氏

や月二士ハ日の

光氏

ら作文を募集

配念じ申・蔦校生から原子力にち

までに菓北都港区新橋一の一の十

原子力文化振興財団

扇湿ガス実験炉に原子力製鉄実

なんだ作文を轟饗しているが︑今

三︵干一〇五︶の同財団まで︒入

上典三践

更

《スーバーチェノク》
染色，曼透探蠣麹

業の振興を曝り麗かな生酒を築い
ていくことを基本とすることが墾
ましい﹂と揺摘︑交通網︑工業用

水など薩業基盤の整備を進め地元

し︑漫録の湿分を取り除いた後で

科学技術庁と通産雀は︑今圃の

六月二十三田から計画煽比して

蒸気だけをタービンに送り出す装

無縁午後一一隠十等分に併入︑出力

翼島鉄柱︵アロカ︶︑望月勉︵原

研︶︑原礼之助︵第二精工舎︶︑

プラントが実験運転中で︑このう

ネルギー供給センターで生産され

による置鼓製鉄技術の研究際発﹂

水が不整命したもの︒

いた新型転換炉﹁ふげん﹂発電所

ら送られてきた蒸気と水の混禽し

然環境や社会環境が悪化しないよ

は︑運転員の初歩的なミスのため

腿脳の増齎をはかるとともに︑自
町︑御前崎町︑小笠郡浜蘭町︑小
うに増加人口を受け入れる場の設

て岡日のうちに運転再開を許岡︑

定︑排水処理のための施設整備な

暇︒蒸気ドラムの中では︑分離さ

機の増設に関連して電源三法交付
発電再開が一悪遅れることになっ

れた飽和水とタービン系からの給

笠町︑大黒町の五町で︑浜岡三弩

どにも努める必要がある︑として
た︒

また︑翼体的には農業霞目につ

上郷試験を行っていたが︑一語五

通産省はこうしたモデル計魎の

ち︑ヘリウムテストループは循環

る選元ガスによって原子炉より還

﹁ふげん﹂は薩ちに再趨動︑習十

金が交付される地域︒この地域の
いる︒

など全国屈掲の農産物を廃出して
いて浜騨︑大東両町では砂地での

水が再び混議して︑炉心に戻る︒

特性について計薩は﹁茶やメロン

おり︑漁業も盛ん︒工業について

きな影響を与えていることから地

地下水位の上野が作物の作柄に大

自霊点検を終えた﹁ふげん﹂は

づけられ︑条件は農い︒入口も浜

も麗かな田園工業地区として位置

下水位安定化対策の大型試験の実

パンフレットを地元に配布するな

沢蒲彦︵単声大︶︑浜田達二︵理

施などを提案︒また︑今後の胴づ

とが望濠しいとしている︒

山原発建設などにより昭和四十五

くりについても工業蕎校の設置︑

全規制専門部会の構成蝿十七名

研︶︑森川尚威︵索大RI総舎セ とを強調した︒

いる︒

どして﹁原発と地域の共存﹂の特
來像への地元佐民の理解を深めて
いく方針だ︒

アイランド原発累故に闘幽した広

一般的広報とは別にスリーマイル を決めていた放射性同位元素箸安

教薄と文化生活の向上をはかるこ

路︑環境衛生の整備などを実鏡し

地鳥係健センターの設置︑七二道

鋸ころから憩加に転じた扁として

このため︑今後の発展ビジョン
についても﹁地域の室である緑の
自然を申心に︑これに調和した産

今年は福井・嶺南地域

対象地域は鹸岡県縫原郡の相良

︸方︑浜閥地域モデルプランの

た田園工業地域扁とそれぞれ規定︑員体的な発展計画の一例を示すなどして露源立地地域の明るい醤
来像を浮き彫りにしている︒

う隔と指摘︑﹁今後の薪しい地域

な工業の新規導入は難しいだろ

融業振興のうちでは美しい自然暴

今回の地 域 モ デ ル 計 画 作 り は 田
本立地セン タ ー が 通 産 省 の 委 託 を

観を生かしたレクリエーション基

受けて︑約 半 琿 を か け て と り ま と
めたもので ︑ 憐 方 ︑ 浜 岡 地 区 は そ

地づくりが鰻も有望と予想され

が︑九日︑決まった︒

にともなう安全規制術政の充実②

の第一蝉︒ 作 成 作 業 で は 地 元 の 規

報を亜視︑この無償の詳細につい

成︑原発立地地域の家鷹を中心に

国際放射線防護委員会︵ICR

る﹂としている︒

配布するとともに︑ポスターを作

P︶勧告26の適用③RI便吊に対

状について総合的な調査を実施︑
これは︑近く伊方地域が県の南

的広報については原子力発電の必

成し︑これを立地興︑箭町村の掲

する声誉防止法︑労災法︑磨療

時闘︑九要素以上

の第一期計画が今奪度で終了する

地元住民に原子力開発をよりょ

郷レクリエ⁝ション都市地階に新

顯産雀鶯源エネルギー庁は六

要控と安盆性を解説したパンフレ

示板等に掲示することにより原子

同総門部会は①RI利用の増大

らその地域 の 特 性 に 応 じ た 門 原 発

地元関係覆 の 意 見 も 反 映 さ せ な が

たに編入される予定となっている
日︑昭和五十四鋸度電源立地地域

ットを作成︑これを地域住民に配

てわかりやすいパンフレットを作

と地域開発 ﹂ の 未 来 像 を 明 ら か に
ため︑すでに捲定されている瀬戸
振興計醸作成等委託事業実施二本

縫モデル計画の作成

することに難点が國かれた︒
内海国立公礪地区などと台わせて

不整命の尾正一1などを審議する

法︑薬購法による基準︑規制間の

それによ る と ︑ 憐 方 地 域 は リ ア
ス式海岸と急傾斜段畑地帯のため 適切な受け入れ先施設を整備する

力に関する傭民の理解を深めると

ことにしている︒とくに︑科学技

している︒商工会議所による電源

地点は大規模原発立地地域である

さらに︑モデル地点を選一して

立地についての広報も積極化して

布することにより︑原子力発罐に

ション・センターを創造していこ
福井県の嶺薦地域と長崎環の松浦

その地点の広報に対するエーズと

いる五千騰闇の半分も達成できな
い計算︒このため︑原子力製鉄技
術研究狙倉では第二期計醸で引き
つづき島盤熱交換実験を継続する
とともに︑さらに同蓑躍を安置研
究用に改擬︑安金爽証試験に薙点

運転二千五十

く離れた場所のシャフト姫で鉄鋼

ため︑引き 統 い て 来 奪 度 か ら 償 接

については壷点的に検討し︑年内

術庁が現在行っているRI取扱主

対する住民の不安の解消に努力し

平均気温は 十 六 度 と 極 め て 温 暖 で
うとするものQこのプロジェクト
火力地点︒このほか︑新潟緊の棉

その効渠を掘握︑地域の実情に応

原子力安全委員会がさきに設罐

原子力安全器厨会

の構成決まる

いく方劃︒

と今年度の地域振興計醸作成離象

農作物︑水 産 資 源 条 件 に も 適 し て
では﹁自然鐙観との調和を図り︑

隔・測羽原子力地点︑広厨県の竜

じてテレビ︑新聞による広報を実

任蕎試験など業務の民間への委託

計睡をとりまとめた︒それによる

おり住みよ い 地 域 環 境 と な っ て い
三崎町︑瀬戸町︑四方町︑保内町

島火力地点についても地振興計略

施する︒

R一専門部会

ことによって︑新しいレクリエ⁝

るのが特色 ︒ こ の た め モ デ ル プ ラ
にそれぞれ小熱地を作り︑総合的

の塁鍵資料を作成する方針だ︒

用水や平地 に 悪 ま れ な い 反 面 ︑ 蕉

ンは第二次 薩 築 ︑ と く に 工 業 に つ
環境整備を行っていくことが望ま

ていく︒

いては門地 域 内 に 工 場 適 地 が 少 な

までの第一期計画の総投資額は蕩

昭和四十八隼から昭和五十四黛

スムーズな移行を求めている︒

研究を中心とした第二期計繭への

聞と弩えられる﹂と漏摘︑安全性
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また︑常識度計画ではこうした

しい﹂としている︒

きみ︒このため︑一部では﹁臨接

董一㎜︻馨一≡壬生義一＝≡

また︑原発立地点に対する一般

く当醐地域 経 済 の 中 核 と な る よ う

の必要性を強調している︒
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原子力製 鉄 技 術 研 究 総 命 ︵ 藤 本

予定している五十MWの高齢ガス 計編に移らず︑島湿ガス炉のスケ

製鉄システムの方は直ちに第二期

実験炉の建設にあわせて薩援製鉄

移行する﹂との慧兜も出ていた︒

顧接製鉄プロジェクトは原研が

藤英四郎︶︑田本鉄鋼協会︵荒木

システムを完成︑齎五十ゾ／田程

賢愚︒現在高混ヘリウムテ

葛漏逓転八百時聞を達成︑罵温熱

石を還元するプロセスの安全性実

を青いていきたい藤向だ︒

交換性の実議に新周面を関きつつ

以研究なども予窺されている︒

験プラントを趣饗し︑製鉄システ

年はそれぞれ中学生は﹁原子力と

しかし︑第一期計画で予定され
ているヘリウムテストループの蕩

ムを実証できるのは昭和六十軽物

選発表は十月二十六臼︑入選蕎に
は景状と解離が贈られる︒

私たちのくらし﹂︑筒校生は﹁原子

力開発と国民の繕頼﹂︑中・高校
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ある︒
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ス炉建設の遅れにより利用系との

このまま第二期計画への移行が遅
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れるなら︑その設計指針となって
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第二期計画へ移行を

製鉄システムの運転を屡標とした

ことを圏的とした第一感謝醸が今

プロジェクト﹁高温還元ガス利用

第二期計画 に ス ム ー ズ に 移 行 す る

奪度終了するものの︑鳥混ガス炉
の蕪設の方は現時点では昭和五＋

間に生じた不整愈な期間はむしろ

後半になる見込み︒

安金性の鐸議を行うそれぞれの時

匪q

詳腱原子力製鉄で要望

をプロセスヒートとして利用し・

よう求めた も の ︒ 要 望 欝 は 門 核 熱

非躍力分野 へ の 原 子 力 の 轟 入 を 生

八琿度に建設開始が予定されてお
り嶺初計諏に比べるとかなり運れ

Q
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上撚めて睡要﹂とし︑第瓢期謙爾

スーノ喧一

容｝路秤

本社東京都大田区山王23iO（大森三菱ビル〉

ぐスーパーライト》

〒1ξ3

紗ラノクス峯
応力塗掃

1￡〜18尼人

《スーハーマクナ》

NDi探傷機材奪門メーカー探傷技稀∫コンサルタント

《スーパーク鷹一〉

特i殊塗料樵式会社：

磁粉探傷剤

：染色浸透探傷剤

紫タト肇泉探鰯灯

エアゾール人

斉ij

蠣

探

透

！受

光

蛍

・羅♂嘉

短命

エックUシリ ズ

低…

⑧営業雲霞

翻

ム特殊塗料の非破壊検査

昭和54年7月12臼
新

高
子
（第三極郵便物認可）

第985号
（3）

聞

労組懇構成メンバー

石絹島播磨重工業労働組重
原子炉が停比している︒

国における防災体制の不備が明ら

▽補助給水ポンプが自動起動し

制については︑原浄力発電の安金

とくに︑緊急時における避難体

をためらってきたきらいがある︒

れてきたため︑積極的な問題提起

﹃㎜田原発 事 故 と 今 後 の 対 応
▽電力関係爽京電力労働縄食︑

たにもかかわらず︑出口弁が全部

性と襲膿の問題としてとりあげら

かになった︒

日本原子力発電労働組合︑関粟電

閉止されていたため水を送ること

となったが︑補助給水ポンプの出

現在︑原筆力発電所等周辺防災対

ための備えとして早期に体制の確

ついては︑国際放射線防護委員会

原子力発露従輪蓄の被曝管理に

力発電所の場舎は原子炉が停止し

性の確保に万全を期す必要がある

ネルギー供給安定化のためには︑

平和利用の鷺原則の遵守および公

当面は軽水炉を申心とする原子力

衆︑従勤番の安全確保を前提とし

発電の開発の必要性を認め︑それ

今臼のエネルギ⁝票偶は︑石油

に必要な湧動を展開してきた︒

て不安定であり︑石油代替エネル

の歴︑価格の両面にわたって極め

ある︒このような樋勢をふまえ︑

ギーの開発利用が国際的な課題で

大線量測研究委員会編

原子力関係労縄懇談会の書成メ

ニアリング労働糧倉︑東北電力労 ができず事故を璽大化させる一因

気工事労働繊△口︑東電環境エンジ

口弁を全部閉止して運転が行われ

策專門部会で審議中であるが︑こ

臼立製作所労働粗

ているなど︑日本においては考え

▽電機関係

ンバーは次の通り︒

▽その他三菱原子力工業労働

られないことである︒

立を図るべきである︒

働緻合︵オブザーバー参加︶

組命︑富士露悪労働黒髪︑バブコ

労働墾ロ

組含︑動力炉・核燃料開発事業団

禽︑藁芝労働六合︑三菱電機労働
②国罠の原子力に対する関心の
ック日立労働野禽︑栗芝プラント

臥
建設労働組合︒

ユ
ての国民のコンセンサスを再構築

の廃液貯蔵タンクに移送し︑放射

動したサンプポンプで補助建屋内

かの視点からでなく︑安心できる

九

い︒従纂者たる労働側委員を加え

の問題については安全であるか蒼

て︑国際放射線防護委員会の

▽原子炉格納容器の底部にたま

べきである︒

体との協定化について確立を図る

▽造船関係一二菱重工労働組命︑

高まりの申で︑原子力開発につい

原子力関係の電機︑造船︑電力など十五団体労絹で構成する原子力関係労纏懇談会と︑電機
隅
＝

制が厳しくなる一方︑地方の時代

核拡散防止をはじめ国際的な規

べきである︒

するために︑大いに議論を展開す

謹機器︑造船璽機械および電力の三労連による三廻運原子力問題研究会議の繭番は︑米国スリー
コ

瓢

った一次系の排水を︑自動的に起

＝

マイルアイランド漂子力発電所事故の今後の対応について︑それぞれ統一冤解をまとめ︑その

夢で﹁いま必要なことは原勇叢の位置づけ霧認識十二皇技術開発の確言図ること︒
＝訓に国民の鱈頼回復と台意再構築へ労便一体となった灼処が不可欠なことを櫃署している︒産

＝だ﹂瀬大するエネル干 塁 を ま か な っ て い く に は 原 勇 を お い て な い 芝 強 調 ・ 事 馨 竺 ︸

︵緊急炉心冷却装置︶が作動する

勧告の線聴制隈の趣鷺に基づき︑

一

三︑原子力発電従嶺者の安全確

と︑自動的に格納容器は隔離され

賭別の研究会議莞解は霧故分析も踏まえた上で従来路線をいわば再確認したものだが︑各単産総＝

性ガスが外部環境に出る結果とな

十分検討し確立すべきである︒

るシステムになっているなど︑放

七七年勧告の新しいフィロソフィ

⑥原子力技術蕎の長期的養成︑

④緊急時医療体制の確立につい

調体制︑湾岸家チームの落筆︑な

教薄・訓練など資質向上に一驚努

の象徴的なこととして︑原子力発

らびに三段階方式と呼ばれる医療

った︒日本の場倉は︑旦CCS
保を図るべきである︒

慰霊技術の聞発の重要性を今園

施設の体制が確保されている︒し

ーや異常事態における介入措置を

の票故ほど明確に示唆しているも

て︑欧米諸国では二十四時間の臨

のはない︒したがって︑不断の遺

電所の立地は困難を極めている︒

＝

﹁できる限り低く保つべき

﹁いかなる不必要な被曝も避ける

⁝⁝

＝意としての懇談会が原子力開発の進め方についてとり絶み姿勢を明らかにしたのは今回が初め ⁝⁝
麗で︒いずれも︑残された課題は多いとしながらも︑技術蓄の資質向上や従事煮被曝低減対策の罵

髏V闇路への万全の対処を求めている︒以下︑両見解の内容は次の通り︒

儲強化︑防災体舗や緊急時医療体齪の整備が急務なことを訴えるなどハード︑ソフト両面にわた

射性ガスが外部環境に出て住民避

こと﹂

めるべきである︒

であること﹂の立場から被曝低減

かし︑わが国の現状は︑従詰番に

ルアイランド端子力発電所と同じ

一ドーー1ーーーー111ーーーーー111ーー目聾目駆一1帥擁1−
1
求1
は論
を待つまでもなく︑原子力

資質を比較することは難しいが︑

るが︑今後は計画停止作一時にお

難という事態を招いたスリーマイ

ついて企業レベルの対応がなされ

以上が主要点だが︑その済いろ

ととあわせ︑緊急隠における医療

ける被曝低減対策の徹懸を図るこ

惣時の訓練の強化をはじめとして

いろな相違点からみて︑バブコッ

技術番の長期的養成・薯故時︒緊

自己規制的な厳しく追求した保安

ク＆ウイルコックス社製の原子力

従事蕎ならびに周辺の住民の対応

体制の確立や資格慰謝の醤蝦によ

クル全般にわたって︑各界は︑総

⑤放射線審議会に労働側の選領

鷹療体制を整備すべきである︒

措置として︑国のレベルでの緊慧

③社会的混乱を招いた原困はい
くつか存在するが︑防災体制の確

慮を図るべきである︒

体制のあり方についても十分な対
のことながら︑ウエスチングハウ

発電設備はメーカーとしては当然

術蕎の資盤向上のための努力を

する委員を加えるべきである︒
国際放射線防護委員会の勧告が

立については︑漫雨窃治体を黒め
原子力施設の異常事態における措

むすび

ない︒したがって︑田本の場禽で

われわれ三労連は︑わが国のエ

ス社製とは明らかに性能の違う新

っても︑安金は十分野確保される

今回の薯故と同一のプロセスであ

われわれは︑わが国の場合が

されているように思われる︒

し︑原子力の信頼園復を期すべき

需一一一一一

わが国の放射線管理・防護に関す

一爾一縣一麟

躍が講じられるべきであり︑法律

一一一＝一︐

たなものを開発しょうとして設計
＝一一＝響

いくつかの樒違点の中で︑重要

で相違がある・

なポイントになる主なものを例示

アイランド原子力発電所の事故の

推進が大幅に停滞する様相を強め

▽欝本の場合は︑タービンが止

教訓をするどく受けとめ︑今後︑

すると⁝1︒
われわれ博労運原子力問題研究

が︑スリーマイルアイランド原子

まると同時に原子炉も停止する

厳に受けとめ︑これにわれわれの

と考える︒

の促進を中心としたエネルギー政

発利屠拡大︑原子力開発利用計画

IHAは石商節約の徹薩と石炭開
システム全体として安全側に作動

んどを輸入に依存し︑しかも石油

とくに︑エネルギー資源のほと

策を打ち出している︒

プルーフ扁の安全設計の思想をよ

ってはまさに緊急の国民的︑国

中心の至要構造であるわが国にと
きである︒

り徹鷹し︑設備の安全化を図るべ

も作動しないいわゆる﹁フール・

フ﹂および運転員が擬作を誤って

するいわゆる﹁フェイル・セー

ハード︑ソフト両藏にわたる安全
兇解を明らかにし︑原子力発露に

あれば︑トラブルと同時に最初に

のである︒

めに必要な当面の対憲を求めるも

高めるべきである︒

一︑原子力発電の安全性をより

TM一原発事故 める対応策
についての見解

われわれの求

対する国民の儒頼を團復させるた

しかし︑今回のスリーマイル
会議は︑原子力産業に直接携わる

と確儒している︒

労働繰台として︑今回の事故を冷

ている︒

強める糖果となり︑原子力発電の

発電の安金瞥についての不安感を

静一＝一﹁︐

である︒
轄O韓扁一戸層

る法律に順応しているとは老い難

る運転管理の強化など︑原谷力技

力をあげて対応すべきである︒

日来の原子力に携わる技術看の

ている程度である︒したがって︑

従累蓄の被膿や発電所周辺の住

全の確保の問題である︒

民の被曝がどの程匿であるか︑そ
して︑その被曝騒が人体にどの程

かつ医学的判断によるべきであ

度の影響を与えるかという科学的

るQ

一方︑周辺の倥民が今回の被曖

対策に取り組んできたところであ

処理︑廃棄物処理など核燃料サイ

労線懇談会の労組として︑今園の

三︑霜故の経緯をみると︑二次
で放射線障害を発生することは︑

建●一一瀞脚P卿﹁

の整備︑達絡体制︑ならびに自治

TM1労緯の所属しているIB

については異論はないが︑そのエ
冷却水ポンプの故駅にはじまり︑
ほとんど考えられない︒

ことにはならない︒

旛設の集中化︑使用警み燃料の再

合意の再構築へ努力
原子力︑位置づけ再認識を

襲故を他山の石とし︑冷厳に受け

労組懇談会の見解
一︑エネルギーの安定供給は︑

とめ︑国民の儲頼回復を期すため

によると︑従覇蓄の被曝は︑IC

巖重要政策の一つである︒しかし

に︑安全性の遡求については︑今

RP︵国際放射線防護委麗会︶の

HW︵国際霞気友愛組含︶の調壼

論議に欠けているため︑国民の含
後とも第一義として不断の努力を
墓輩は避守されている︒

この問題について︑実りある政策

意形成はいっこうに進んでいな
していくものとする︒

ネルギーをいかに確保するかとい
補助給水ポンプの弁が開かず︑撫

すなわち翼体約には次の通りで

現在までに︑毛嚢原子力規制委

員会︵NRC︶およびわが羅の原 われわれは従来から原子力発電

坙{原子力産業会議企画室（内線39）

〒370−12高崎市綿貫剛233倣0273（46）【639

〒105東京都港区新橋1−1−13留03−591−6121

発行（財）放射線照射振興協会

且ｩ主技術の産業化は？

参考善として養1測技術に役立つ良書てす。
☆B5判・2，000円（限定版）・予160円

㈱核不拡散政策に原子力産業の未来はあるか？

大線量測定には、なお多くの技術的な問題を抱え
なから、現在これらの計測に関するガイト書は、
はなはた少ない。木謝ま、斯界の大家たちか、そ
れぞれ学闇的な立場から各日測技術について執筆
されたものて、線量計測のテキストとして、また

い︒エネルギーを必要とする総論

う各論になると︑論議がかみ念わ
しかし︑微籔放射線の被曝によ

表示とECCSの手動操作︑格納
蕩慰しておかねばならない︒

ないのはきわめて残念である︒I 圧器逃がし弁が閉じず︑一次冷却

原子力関係労総懇談会として︑

っても確率的影蟹があることは︑

イランの政檎不安や石油資源の揖
容器隔離の遅れなど︑それぞれ問

これらの多くの諜題に対して積極

EA︵国際エネルギー機閣︶は︑ 水ポンプの手動操作︑加圧器の誤

隈性から︑今後の石舶火力の建設
題があり︑﹁機械と人間﹂による

的に取り組んでいきたいと謬え・

炉には不断の改良︑改口が積み重

①薯故の原因追求については︑

ある︒

人災であるか︑設備上に起毛する

の安全性については︑現状に甘ん

大放射線量実用測定法

産

力

原

禁止を提起している︒

璽盤ミスによって︑考えられない

したがって︑代替エネルギーの

うな対策をたてるべきであると考

今園の事故を教訓として︑次のよ

しかし一つ一つ原困を追求して

撃故に拡大してしまった︒

開発の重要なエネルギー源となる
のが︑康子望診霞である︒

ねられ︑ハード面すなわち設備︑

みると︑TMIよりも日本の原子えている︒

灘もあるが︑エネルギーの現状を

設計上の視点からは起こり得ない

﹁原発を即時停止せよ﹂との発

正しく認識しているとは思われ

という箋感をもっている︒

ず︑今必要なことは︑原子力発電
の位麗づけを再認識し︑国産によ

子力安全委員会などが発表した事
かの議論がある︒機械と人聞の係

油代替エネルギ⁝として実用的な

家的課題である︒われわれも︑石

ただ︑ソフト面から蓄察ずると

る自主技術開発の確立を図ること

また︑人語な罐では︑運転員が

三月二十八日に発生した来国ペ

じることなく常にそれを高めるこ

わりをどう認識するかである︒岡

故経過ならびにその分析結果から

エンドレスな際限ない議論があり

である︒

ンシルベニア州スリーマイルアイ

ものは原子力︑石炭︑LNGであ
ランド原子力発電駈の事故は︑原

して資質を低下させることになら
は改善︑改農が並み踵ねられてお

じ墨型であっても鑓本の発電所で

設備の安全化とともにそれに依存

得るが︑緊急時・事故時の対応体

とに努め︑より兜壁を期すという

制︑運転員の資質の岡上など︑各

みて﹁スリーマイルアイランド原

われわれ原子力関係労組懇談会

この方針は不変である︒

子力発電所購B本﹂の図式とはな 方針で取り組んできたが︑今後も

は︑エネルギーや原子力について

らないことが明白である︒

ルギー重要をまかなっていくため

子力発電開発が始まって以来の璽

ると考えるが︑今後憩嚇するエネ

り・微妙な評価の違いがここにも

ないよう教育訓練の充実強化は当

界が検討すべき課題が残されてい

にはその多くを愛子力に頼らざる

原子力発電の安全性をさらに高

を得ないと考え︑これまで通りの

国民が鍛罠の選択ができるような

然で︑とくに事故時における対癒

設備臓では︑スリーマイルアイ

め︑より完壁を期すためには設備

方針を再認識し︑原子力の平和利

大事故として世界各国の原子力平

ランド原簿力発電駈はバブコック

二︑原子力発電周辺地域住民の

の充実を図るべきである︒

租利馬に多大の影響を及ぼすもの

不安感を除評する体制を軍期に確

本的な設備士︑設計上の欠陥が明

と人の両颪での対応が必要である

二︑TMI原発蟹故は︑原子力 たとえわれわれにフィードバッ

が・これらを相対的なものとせ

開発はじまって以来の鍛大の事故

が国はウエスチングハウス社製で

とくにわが国においては︑原子

であった︒

用推進が必要であるとの立場を明

らかになれば︑金てのユニットを

立すべきである︒

僚止して改善すべきであり︑建設

ず︑設備面については︑システム

らかにするものである︒

あるが︑同じ尺〆水型軽水炉であ

今回の事故の教訓として︑わが

力技術を米国から繍蓋してきただ

の一部に故障や破損が生じた時に

けに︑その反響は大きく︑原畢力

っても︑両者には︑いろいろの賑
る︒

苧定のものは設計の島蔭を要求す

きであると響える︒

問われる判断は︑人体の放射線安

四︑安全性の諸問題が究極的に

クすることがあっても︑質受すべ

日常原子力に携わる原子力関係

響には多大なものがあっだ︒

となり︑それが社会に及ぼした影

＆ウイルコックス社製であり︑わ

ある︒組舎独自の調査の結果︑根

三労連研究会議の晃解

ることを示唆している︒

ハード、ソフト両面で対処を

条件をつくりあげていきたい︒

原子力開発は既定路線

胃爺幽次絵議鶉80年代へむかってA4判262頁羅。四、

γ線・乙子線の菖線量β掟に極めて有用な手引書
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一【
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力

本
日

準備委が籾会合

逮を訪問︑原子力関係管と懇談す

蜜長︑安藤翼入経理課長補佐が随

商薯ソ連窺︑原産の三石治子企画

原子力轟難本部
東京郡千代鑓区大手町2−21〈瓢大手町ヒル＞

有沢原産会

塩沢会長には原産・臼ソ原子力

長はペトロシャンツ・ソ連原華力

行する︒

臼のプラントニ系列をもったもの

罎

♂

⑪日羅株式會社

るほか施設を視察する︒

協力運絡委員会の白沢窟一郎雅︑穏

七月二牽鷺日から八月一田までソ

利罵国象委員会議長の招きに応じ

ことができれば相当の部分を電力

なかに開発鎌を明確に位黙づける

設計上の懇懇ではないとして︑運

報告︒安全委は︑蝦鯛は纂本酌な

原子力産業の発展に貢献する餅軍の総合工読ジニ アリング技誤認

りとすることが決舞った︒原子炉

長が訪ソ
ぺ議畏の招きに応じ

北磁力常務︑瀬川蕉勇動燃課業禰

が負担できるかもしれない︒

秘欝の新田紘一郎阪と伊藤弘控茂

畏︵原霞会畏︶が岡行︑白沢会長

ニゾ／

計薗によると︑再処理第二工場

魚蝋畏︑高燈純一四罵電力常務︑

荷沢広膿譲本原子力産業会議会

で︑隼闘処理能力は千二酉偏規

竹中一雄授銀専務︑田鶴敏弘興銀

原図は絶綴不良

関西露力︒大飯原子力発露所

弩機で十四臼︑空調配録謝盤のケ

ーブルコネクターと二次系主蒸気

逃し弁の圧力スイッチの不翼禽か

が作動するという購故が発生した

ら緊緊炉心冷却嚢躍︵猛CCS︶

が︑部品の取奪えなど復旧描鷹を

講じた結漿︑十六巳還転を溝開︑

通産憲の発衷によると︑中央制

十七蟹架酌八賄葱十分書入した︒

御峯にある空調記鍬計盤のケーブ

ためアースし︑同じ分醒盤に属す

一次冷却材流難が減少したような

圖路が︑あたかもしゃ断尾が開き

爾力金社は公事御製であり過分な

問負握とするかは難しい間題だ︒

嚇藩

等規制法一部改正に伴う政令も再
処理禦業蓄の懸盤方法︑工場の瞥
能検査墓鵡など詰めが急がれてお
り薙内には施行となるなど︑年宋

模︒三期に分けて建設︑六十隼代

大飯一号で運

までには再処理事業民蟷化へ本格

半ばからの操業開始をめざす︒建

常務︑玉井英二三上塗鵬常務︑罎

たい﹂と述べ︑再処理獲業民営化

的な胎動が始まることになる︒

設総額は約四千七颪二十憾円︑う

永秀二北陸電力常務︑中耳健太郎

は湿式法を採期︑処理能力

への決惑を嚢網した︒ひきつづき ち六〜七捌を開銀からの長期低利

動燃盛業団薄処理部長︑永野健二

委員紹介があった後雌備委騒会の

泱恍ﾘが予定されているが︑す 菱金属蓉務︑那須翔菓鷺常務︑遡
でに誘致を禽め机上調製で十か所

座長に正親氏を叢選︑岡氏を議長

碍揮常務︑林政義中部電力常霧︑

川晃一郎三井暮露常務︑橋本草露

中国磁力常務︑吉田陽吉藁芝導務

部長︑墨田耕九電常務︑薬師寺蕪

オブザーバーとして通麓省と科

ている﹂と述べ原子力安全行政の

の役剛を菓たす一つの機鼠となっ

技庁が参加する︒

て取り浄めるよう全力をつくし

いつつあり︑間題解決に庁をあげ

る原子炉傑護盤の電圧が一次的に

重要性を指摘︑TMI原発竈故調ルコネクターの一部が絶縁不良の
金委貴スタッフの拡充︑安金研究

行政については門TMI朝粥は安蛮特別委員会の報告もうけて︑安

低下したのが蛮故の発端︒その紡

全委蝿会を申心とする新行政がそ

TM1以後

層の推進など

の閣題に稜極的に取り組んでいく

の

袴えを明らかにした︒

この他問次冑の発需要矯は次の

これによりタービンも郷止したた

誤儒号を発信し︑原子炉が鯵止︒

通り︒

のしゃ断器の騰開を検知する繕号

果︑一次冷却材ポンプの電源画路

い﹂と掴負を語ったあと︑原子力

転トラブル
融資に鰐難したい謬え︒編地は約

11月 申・旬塾醜立総A畜へ
総工費約五千億円を投入し処理能力隼間千二衝ナ規模の再処理第二工腸を建設しようとする新会往
設立のための準幟婁員会が十穴蟹初為馨口︑麟業駿論見雛作成と定款づくりなど準備にとりかかった︒

新会社は︑九月申には関運の夢前準備をすべて終了︑＋月中笥の発起人会を経て十〜月中旬設宣総会
の段どり︒準舖委員会は霜力十社と璽霜︑化学︑エンジニアリング︑非鉄︑金融︑商薯各関係業界代

程度を選定しているという︒

大沢新次官が会見．

舛照正蜷北海道電力取締役原子力

に今後のスケジュール︑再処理製

再処理会社設立準備婆員は次の

業化計睡などについて検討した︒

この結聚︑新会歓は︑準備婁澱会

穐山通太郎原電常務︑東繊〜開

蹴り︒

銀理瑠︑池田正作住友化学常務︑

霞論晃鐵︑定款︑株式の翔当てと
募簗方法および機構などを固め︑

榛原四郎戴菱化成常務︑今遺墨関

が九月下旬までに設立要綱︑頚業

術︑立地と難題は多いが︑政臆支

十月中旬に発起人会︑十一月中笥

磁常務︑正親麗

建設に際しては先行き資金︑技

処理準備会︑昨無からはこれを発
援の下に産業界が⁝致協力︑罐力

に設立総会︑同下旬に登記の段ど

確立が急務となった︒再処理工場

れているが︑試算によると︑それ
展的に解潤し霜気購業連禽会内に
業界としても醗大の努力を投入し

鷺力業界が四十九隼から濃縮再

立のねらい︒

表に動燃壌業団を加えた二十工社・団体の常務級で構成︒座畏には正親兇一網気寧業運台耳痛会長が
互選された︒

わが国では昭和六十五無に原子

までに約八千ジの使用済み燃料が
再処理会祇設立準備塞を設けるな

科技庁

う④国際科学技術博麗会開催問題
については国際的にはほぼ問題は

査課溺委員会の纏論は今秋になろ

原子力開発では安金行政が一番大

どの考えを明らかにした︒

なく国内調整の方が大繊だilな

科学技術庁の大沢弘之新購務山

脳であり︑睡点的に取り継んでい

窟は十六賑︑詞穫会瀕し①今後の

きたい②資金確保政策については

一・エネルギー開発資金確保問

の蒸気ラインにそれぞれついてい

力が上昇︒その際︑二次系の四つ

このうち次窟は今後の科学捜術

る︒科学技術圏霰の発行も袴えら

る董蒸気逃し弁圧力スイッチのう

従来の方式では駈要資金の確保は

れているようだが︑環在の税制法

め過獲的に二次系蒸気ラインの圧

上ではこの実現は難しい︒このた

ではその確保は難しくなってい

題は墾要な間題だが︑従来の方式

題づけこうした藁塚題へ薄応ずる

だいに新しい仕螂をする簸盤が整

と同国に︑とくに擾期研究開発資

行政のあり方について﹁庁内はし

大の蓮要性は東京サミットでも再

金の確保についてこの際特溺の財

以下の六十五気圧で誤作動し︑主

ちの一つが︑設定値︵八十気圧︶

難しく︑國的税の新設などが必要

国際的約束を果たしながらエネル

確認された通りで︑わが国がこの

特別余計などの二面が必要だろう

め爾源精華に次ぐ新しい葭的税の

だろう③来国原子力発霜所事故調

長期研究開発資

源を充当するなど英断をもって附

このラインの圧力と他のラインの

蒸気逃し弁が開いた︒このため︑

ギー危機に対処していくには原子

が必要だ︒

︒一詩鰐／軍方穆摺G以上︶︑安

総力の差が異常に大きくなり︵七

が︑これには関係省庁による検討

金確保に英断を

懇談会には原子力婁贋会側から

処するよう求めている︒

った認識から︑これに関連する予

力以外に現実的な方法はないとい

一︑﹁むつ﹂の新出係港闘題に

てん／高圧注入ポンプニ台と葛圧

金注入儲署が発儘︑ECCS︵充

ついては現在机上調奮を行ってい

注入ポンプ継台︶が作動し二十一

集成遺委員長代理︑新関欽哉︑宮

行うことになろう︒新車を作る場

島磁興︑島村武久各委員︑原産か

命には資金聞題が鍛大の問題にな

ナの水が注入された︒

籔編成では従来枠にとらわれず強

か跨原義蓮関霞会長︑古袈繁＝二

ろう︒

えと点検など関電による復旧描置

力かつ弾力的な措麗が必要だ︑と

野璽工相談役︑駒井健一郎日立棚

一︑新型炉の開発資金問題につ

と安全確認を原子力欝金婁懲懲に

臼本原子力産業会議の萄沢広琶

とくに来無謬は高速原型炉の蕊

談役︑白沢蟹一郎原電会長︑蕉完

いては初期の段階では国が負担す

会長︑円城寿次郎︑松井明爾劉会

工︑新型転換炉実証炉の建設計画

工一樹裂達副鼠長︑進藤貞和電機

る必要があるが︑どの段階から民

るが︑場台によっては現地調査を

ーに招いて来年度原子力予算の編

氏を集票・内幸町のプレスセンタ

生体化︑ウラン濃縮実証プラント

工業金会長︵三菱継機社長︶︑玉

らは有沢︑円城寺︑松井三氏のほ

成に関し懇談︑腐上︑とくに長期

の詳細設謙一手︑民間再処理工場

顯敬三璽芝会長︑金慰野郎動鍬閉

いうのが原産要望の趣騒︒

研究開発資金の確保について格段

ジェクトに加え︑安全研究や放胃

建設誹醐の推進といった癒要プロ

珊らが鵬腐した︒

業園副後腰長︑森一久原薩魯霧理

転薄開を了承した︒

諜題は田積︒このため要職は︑政

寅担は難しいが︑今後電気料金の

性廃棄物鮒策︑立地確傑など麺要

臆が原子力開発を簾優先政策に位

厳しい財政上の翻約下で編成しな

通産省は十六臼︑機雛のとりか

来館度政府箏騨は例駕にも増し

の配慮が払われるよう要曝した︒

長ら薗脳は十七田︑原子力婁員各

原癬が原子力委に要盤

来年度予算物成で

︑太織藤次郎東

累積する勘定︒この燃料蒋処理の
ど体舗を整備︑轟備を進めていた

ナのほか︑欧州再処理会歓URGが︑民闇再処理に道を開く原子炉
に千五鶯沙︑英国核燃料公祉BN 箸規制法一部冥罰法案がぬハ月一日

この障の羅備委員禽発足となっ

FLと仏核燃料会社COG成
E立M
Aことにより磯備は加速︑
した
に會計鰯千二頁誘をそれぞれ婁託
た︒

初会會は年後二時すぎから開

することによって当面の賜要をカ

会︑まず正親氏からあいさつがあ
った︒同氏はその中で﹁藁東サミ

バーしていく計懸だ︒しかし︑以

ットでも原子力発霞開発の拡大が

降分については未手当てで︑この
ため第二工鵬を属間で建設︑六十

雲

禽恵︑これにより核燃料サイクル

薙代紫ば以降の再処理鱒要に対処
していこうというのが︑新会社設

筆

噛

﹁TM亙後に積極対応﹂

ためわが国では栗海工腸での二千

力発電六千万KWの開発が計画さ

薦羅藁］

ければならないといわれている
が︑にもかかわらず原子力稗用拡

TEL藥京279−5441（大で七嚢）

④三三が容易。

《スタノカフルブレートとメンフレンカセノト

網湧過ユニノト

過装擬の実用化に成功しました。それ
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挺

沖

③運転の完全ド働化漣繍と力河能。
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径1μ以下の微細な放射性クラッドを
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除去装置を開発
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会見する大沢瑠務次官
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産

今夏も 石 油 確 保 ︑ 脱 石 油 を
とんどの学生が留学し二士になる

生は十五名〜二十名︒ただし︑ほ

RCのガイドラインに沿ったもの す﹂とのこと︒﹁修士課程の卒業
とのことだ︒

大学生は
ことを希望しているものばかり︒

台湾電力へ入社する学生は極めて

展開︒

経済性では﹁原発の設備利用

八11

率︑稼働率とも五〇％くらいで＋

運転入りしているチンシャンの場

分に採算がとれる﹂とし︑すでに

・二元︵約五ミル︶で運転してい

合を例にあげ︑﹁KWH当たりO

第二次原発計画では﹁六基の原

る﹂と説明した︒

発の建設を袴えているが︑標準化

︑では物すでに運転・建設してい

することも検討している扁︒サイ

る一マイトに各二墓つつ追加して

さらに﹁二COO隼までに二十

いく予定﹂二のことである︒

る考えだが︑八基分の立地確保が

基にするため︑あと八基を建設す

問題﹂と処理︑今後の大きな課題

今後建設される原発はどこの国

だと話してくれた︒

﹁ハードウェアは世界中同じだ︒

のものを選ぶかの質問については

どの国の原発も基本的には同じ

で︑今後はソフトウェアの入季を

落

㌣

戴 鐵

物謙

威

く

灘

サ

轍
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難

識疇

騨

警えている﹂とし聖主開発の蕎え

もあることを示唆した︒

ダ前上院議員を共岡委員長に優

ス運動で有名なロレンソ・タニア

員を委員長に任命︑また反マルコ

数派︵野党︶のリカルド・プノ議

査特別委員会を翻設︑暫定国会少

よう命令するとともに︑安全性調

性が確認されるまで一時停止する

親鍵影建設中断︑安全確認へ
連日︑原発がト
ツ︒フニュース
マ大統領︑建設檸止を命令
マルコス大統領は六月十五日︑

パターン半島に建設中のフィリピ
ン樹の原発建設工鶉を原発の安野

命し學急に原発の安全性に関する

さらに大統領は十八冒︑司法大

検討を行うよう命じた︒

︵ウエスチングハウス︶社との契

麗代理と検事総長に離し︑来WH

いう理由で破棄できるかどうかに

約を安全保障問題に関する違反と

ついて法律上の問題を横目するよ

響︑

▼

冊回鼎

る﹂と捲摘するとともに︑逆に
﹁西独の軽水炉をどう思うか﹂な
どの質闇を投げかけてきた︒

留学を希望

︵︵︵

ゴ

力力力
水火線

つ489．4（100

原子能委員会では同国七番圏と
八番目の一型を撃急に決定しない

L330．1（ユ00．0＞

総設備容量の30％を
原子力に賭ける台湾
少ない扁と話してくれたQ原子科

次原発計画で六墓

768．3 GOO．0＞

公聴会開かれる

向

@

騒期し世界のトップ・りーダ

ベントである藁京サミットに
鄭委員は︑国立清華大学原子科

ことだが︑原争力馨攻の単生は大

学院にはまだ博士課程はないとの

と自給バランスが崩れるとみてお

から原子科学院についても闘いて

学院院長も兼任しているとのこと

原子力のマーク︒すべてが原子力

が発表されるものと思われる︒鄭

り︑近々︑第二次原発計画の概要

アジア地域でも韓国に次ぐ原発

ものがある︒

台湾では第

話をしてくれた︒

訓︑第二次原発計画などについて

ルアイランド原発事故唱からの教

発と原子力の経済性︑スリーマイ

朱社長は現在進行中の原子力開

とができた︒

朱台湾電力被長を衷敬訪問するこ

う︒

きな夢を抱き飛び立っているとい

にかける台湾の気概を感じさせる

原子力開発の進展とともに台湾

朱台湾蹴力社畏

でに二十基を﹂

﹁二〇〇〇年ま

毎卑三十五〜四十名の卒業生をだ

﹁原子科学院の設立は六三奪︒

みた︒

計画がある台湾︒すでに総設備蟻

委員も﹁ここしばらくは原発の開

壁中＝ハ％以上を原発が占めてい

メーカーの動きもにわかに活発化

発をつづける﹂と雷っており︑炉

擾薄野に現われた鄭委員は気さ

る︒二〇〇〇隼までにはその割禽

刺には函豆清華大学原子科学院院

ヨO％を闘標に着実に計画が進め くな感じで日本語であいさつ︒名

られている︒しかし︑狭い国土
しそう︒

過したこともあり︑日本語は発
は﹁原発を二十基完成させ︑総発

B六甲刀平方詩督︵九州から長崎 長の眉書きも︒学生臆代は日本で

県を除いた程度︶ではサイト問題
璽︒訪問中唯一の日本語での応答

一δ00矩までの麗通しとして

が大きなネックになってくる︒
電設備容腿の三〇％を原子力で︑

残りを石炭三〇％︑石油三〇％
の比率で完成させたい﹂と語っ

郵委員ははじめに原子能委員会

になった︒

申蒙航空の突然の欠航︵マニラ

i台北間︶で台湾入りが運くなっ
の役割を門原子力開発の原腸を決
電力では原子力関係スタッフだけ
でもすでに颪八十二名︒スタッフ

が急暮するとともに事務所も手

二基が運開︑四基が建設中とのこ

の原発建設に着手したが︑すでに

と︒各原発は二藍がペアーになっ
ておりサイトは三か所ある︒

スリーマイルアイランド原発事
故については﹁台湾への影響も大
きい﹂としながらも﹁細心の注意
と安金性研究への努力により克服

い﹂と事故を前陶きにとらえてい

できる︒学びとったものは大き

た︒さらに﹁文明と呼べるところ
に火がある︒人聞だけが火を使え

R24．2（244）

310。7

ーが榮奔繭走︒今駕の︸大イ

世界の圏が向けられた︒この
影に隠れ目立った報道はなか
ったものの︑索南アジア緒国
のエネルギー確保や節約への
努力は︑予想以上に大きかっ

た一︒
六月二 十 八 日 か ら 七 月 八 巳
にかけ て ︑ イ ン ド ネ シ ア ・
タイ︑フィリピン︑台湾の原

に関する現状と計画を調査す

子力を中心とするエネルギー

るため四か国を訪問したQ
たが︑この大規模原発開発を進め
た︒

また原子炉規模に閲しては﹁百

定する機関﹂とし﹁※国の眼AE

万KW以内のものを選択し︑ペー

各国訪問中もASEAN
ている台湾原子力関係機関訪問は
雀のような役割を持っている偏な

C︵原子力委員会︶や製本の通産

ともあり︑台湾電力では現在二十

狭︒艇えて旧ビルが老朽化したこ

五階建ての新ビルを建設中だ︒

新ビルは三年後に完成予定との
ことで︑今はアパートを事務所代
わりの仮佐まい︒その仮住まいに

篇

へ
福ーノに
︐︑︑7一＼

る唯一の動物だ︒環境を破壌せず

P6．6＞
7
2

︵菓南アジア緒鷹連台︶の会

今園の調糞の一つの大きなポイン

できるよう考えている偏と説明し

トになっていたことからスケジュ

﹁炉のタイプ

ス・ロード嗣として安定して供与

さらに貝体的に︑

どと説明してくれた○

お瀬いした︒

ールを一臼運らせ訪問できるよう

てくれた︒

WRかPWRかの選択は電力会
子社
能委員会と渚華大学でやってい

ー1週差炉か繕殖炉路線でいくか

るとのこと︒﹁すでにウッド・プ

訪問日が士曜になってしまった

ラスチックとみかんの審虫予防で

放射線利用研究に関しては︑原

子能委員や台湾電力の朱慰麟社畏
の選択に委ねている﹂と原則を決

は商業規模で実施され︑成果をあ

を決定するが︑同じ軽水炉でもB

は快く颪会に応じてくれ︑それぞ

た︒

定する機関であることを強調し

にもかかわらず︑鄭振華行政院原

きた︒

げている︒食品照射は実験中で︑

ッカリング︵CANDU炉︶のラ襲
イセンスの発給はまだやってい

今後の炉型選択については﹁ピ

れの立場からの語を撒くことがで

﹁急がれる第二

ない﹂などと説明してくれた︒

ック発生︶があったためCAND銀子能委員会は五名で欄成︑組

故︵七四奪燃料チャンネルにクラ

織としては院の下にある省と同レ

原子力を開発すべき﹂と哲学論を

た︒第二次原発計薩中︑二基分の

かなり広い敷地が整地されてい

敷地になる予定だ︒

P，42／3（ T7。2）
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議︑来エネルギー研究評議会
とプルタミナ︵インドネシア

ヤ も

旨ぐずが︑い‡ご㌃煽艦

鄭原子能委懸盤摘

次炉型選択﹂
U炉は考慮しなかったが︑今後は

ベルにある︒規制に閲しては※K

一弩機は十八か月闇の運転で廃

とを強調した︒

刀A50％
一号機のコントロール・ル⁝ム
チンシャン原発をあとに︑建設

う命令した︒

大統領の建設一時停止ム㎎令以

来︑フィリピンでは連温原発問題

がニュースのトップを飾り︑蘭係

者の注霞する中で公聴会が開催さ

第五回公聴会が七月五日︑フィ

れている︒

ンベンション・センターで開催さ

リピン︒インターナショナル・コ

で取材した︒

れたが︑絶好の機会と︑飛び入り

フェンスセンサー／ガラスセンサー／総合警報制御システム

詳細禽科・閣醤等で入用の場含は下記へこ趨撫下さい。

国営石癌会社︶共催のエネル
ギー会議﹁環太平洋のエネル

ギiーチャレンジと冤還
し﹂などの会議にもぶつか
り︑東南アジアでも石碗の逼
迫︑分配などが鍛大の問題と
なっていることをあらためて

ノ

︑

感じさせられた︒
ρ馬︑

ウ ﹁レ

．︑騨還
すべての炉型を灼象に検討を進め

が︑一︑一一号とも六十万KWクラ

転中の一︑二号機を見て回った

藏プールはまだ余裕が十分ある漏

明してくれた︒ベース︒ロードを

に入った時出力難燃がちょうど一

中のクオシェン原発サイトに向

は五〇％の進捗率で建設は順調に

餅鎌ジ∵w慧轡劇
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続評・
原子能委員会の新しいビル︒接

幽間
漸鍛
研蜷

コ署機は昨臼︵七日︶コンデ

とのことで蚤面︑貯蔵齎での問題

藁物はドラム無で約幽千本︒﹁貯

ンサーからのりークの修理が終わ

はなさそう︒

スと小じんまりしている︒

り運転を再開したところ﹂と難所

チンシャン一︑二号

順調に稼
働続ける
蒼都台北からすでに運転入りし

擬︒﹁ご＋四時間で修理の予定だ

原発で少しでも供給できるよう︑

建設進捗率

ているチンシャン原発︸・二号機

のサイトに向かった︒訪問︑見学

︵各BWR︑六十驚万六千KWつ
︶たが二±一蒔間でできた﹂と説
と一日中薗倒をみてくれた徐氏

リー・ウォーム﹂を連発︒今回の

〇％を示していたが︑デジタル表

入曙でストップ︒鬼学が土曜午後

かう︒所要時闇十数分︒建設現場

クオシェン一︑二畳
旅行中一番暑い︵ホット︶一日で

示は刻々出力を上昇︒﹁今夜遅く

⁝・

あった気がするQ

全出力運転に入る﹂とのことだ︒

努力している姿が感じられる︒

沿道はバスが頻繁に走ってお

︵海湾電力原子力綜糸畏︶が﹁ペ

り︑西薬︵西洋の薬︶︑××旅行

ついているとのこと︒女性従業員

とかさなり︑従業員も帰宅の途に

をバイクで迎えに来ている姿が漂

申央制御蜜の還転轍は難名で三交

昨年︵七八琿六月︶の商業運転

える︒なんとか頼み込み︑欝備員

代・四グループで繕織している︒

以来の事故については門大きな瑠

同乗で建設現場を一周できた︒

会社などの看板が目をひく小さな

しむ入影がまばらに見えてきた︒

故は発生していない︒りーク等が

晦がつづく︒崩中から悔水浴を楽

約一時間︑チンシャン原発に軽

あったくらいで︑すべて小さな故

進んでいる︒一︑二号に隣接し︑

一号機はすでに七〇％︑一無機
いたが︑徐次長のおかげで何なく

口︒入鎖には二〜一名の警備員が

は十分注愈を払い運転しているこ

瞳﹂と運転経験を説明︒安全性に

朱原子力発電所長の案内で運

サイト内に入ることができた︒
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︑
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選命はいかに？ 12億ドルてパターン半玉に建設中の原発に
ストソプをかけたマルコス大統領は安全性調査婁見目を設
麗。同委凪会は公聴会を開催し安全性の見直しを行っている
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炉解体の安全
性問題を討議

弓

鼠をひいた︒

︒蓼

／

；D

磁
魅マ
ス
︑・

十名︑尼繕や女学生の参加もあり

この薦︑プノ議擾はフィリピン

公聴会は安金性調査特別委員会

で建設中の軽水炉と他の炉型の違

のプノ議蝿を議長に禽計五名のフ

質問が集中︒WR社側は門このタ

二型の違いでは増殖炉について

︸〜 ︾

の方法には﹁防護貯蔵︑埋設︑撤
と︒

すでに湊籏がついている﹂とのこ

大統領の疑問も﹁もしTMIの

みるのが妥当なようだ︒

を発した安全性の問題が中心鳳と

今回の問題は﹁TMI原発に端

去偏の三濫りがあるが︑どの方法
がよいか︒その後は安全といえる
のか：◆原子炉解体議題では議長
は︑かなり突っ込んだ質問をし︑

WH枇側が窮する場薗も︒

社側は門気泡の発生の慈母に関し

泡の問題に語題が移ったが︑W鷺

に興する版本的なものに集中して

に対応できるのか﹂などの安金性

リピンの原子力関係轡は＋分事故

そのあと︑TMI原発蟹故の気ような事故が起こった場食︑フィ

ては現蒔点でも意見がわかれてお

これに対しW琵社側は﹁最慧の

いるという︒

と応じた︒

りはっきりしたことは謡えない﹂

ものについての質疑は少なかった

子力捜術蓄の協力を得られるは

顯本︑韓国︑台湾などの近隣の原

場拝すでに十分な運転経験のある

が︑すでに第一〜四回の公聴会で

地元の新闘は﹁緊急時に日本など

ず﹂との解答をしている︒しかし

第五回の公聴会では安全性その

議論が戦わされたようだ︒

さらに悪いことに建設中の一弩

るのか﹂などと厳しい︒

から技術番を呼んでいる購開はあ

原発サイトの
一問題点指摘
・PNPP一号機
建設一購陣止命令以来︑さまざま

という︒漁側は爾シナ海に齎して

ブ由︵酒火山︶があり地麗もある

マ大統領の一翼機︵PNPP︶機から＋六詩綴のところにナティ

な慧測が飛び交った︒

岸沿いの町を破馨した諺憶はまだ

WH社が薯前に原発建設受注の いるが︑七四館に津波が発生︑海
ため多額の資金を大統領に送って

力郵L力■艦︐ノ人力

﹂

ップにするという悪兇と︑冷却期

八匡犀

間を羅いて建設をするとの意冤は

水地火イ肛線㎜

建設推進側がさまざまな問題に

新しい︒

臨齎していることも葛実︒関係螢

半々﹂と話してくれた︒

いたことが米議会で公になったこ

た︑などの報道もあったようだが

とに対し大統領の不満が爆発し

は今後の冤通しを門原発をスクラ

タイもすでに十琿前から原発計

る︒

も環境エンジニアとのことであ

地元の関係蕎の話では﹁この件は

N原発完成目標に

十詩綴のバン・アオ・ファイ︒タ

サイトはバンコックの南東酉二

原発に腿しては﹁九七鋸〜九八

︵BATAN︶との考えが調整さ

魂穰類・寸法険

百二十平方詩層圏内の海洋生物の

の数学的解析④気象学︒海洋学的

棲息分布②温排水の影響③熱拡散

の測定などの基礎的調査とのこ

調奮⑤放鍬能のバックグラウンド

サイト予定地周辺は﹁有力なカ

と︒

キの薩地︒特にカキへの影響調川

は踵璽な課題﹂と説明してくれ

影響調査のため﹁タイ大学やジ

た︒

ュラルカン大学の協力も褥てい

原発計画については︑すでに瀾

る﹂という︒

太平洋会議などで発表された﹁一

九八六年に六十万KW二基﹂より

も遅れるとのことで﹁八九卑ころ

い﹂との慧向はもっているよう

九十万KWクラスを完成させた

ウラン資源については﹁調査も

だ︒

ている﹂と語っていたが︑チェン

十分に行っておらず今後に期待し

今後への

マイ地方にウラン鉱床があるとい

は持てそう︒

う話もててきており︑

京たタイでもインドネシア︑フ

期待

ィリピン岡様︑停磁の多い国︒

かれている︒またそれだけに省エ

ホテルにはかならずローソクが贋

ネルギ1政策への燭風の協力も多

とするまでショーウインドのライ

大で︑各商店は客が入って冤よう

ろう︒

ない生活が現実に趨こるからであ

ここ京で撤底できるのは電気の

といった異盆︒

画がささやかれ︑IA封Aの曹門トをつけず︑見終わるとすぐ消す

一理聡いくと火力発馬所が兇えて 殊エネルギー部主優をはじめ総計

イ湾に面し︑海水浴でも宵名な場

δ

不

ド

環境調査を実施中
タイ

安全担当︑原子力エンジニアなど

七名︑それぞれ環塊エンジニア︑

イ

くる︒運転手が過勤所と発瓢所を

うなどの活動をしている︒

家を呼び予備的なサイト調査を行

とり達えたのかと思ったが︑そう

所︒

ース原子力部主任︑ドゥワンダ特

・﹂などと

いかめしい罵淋きがついている

首都バンコックがら蜘で北へ約

できるプルトニウム

で消費したウランー獅より新しく

ではなかった︒並興するリッパな

現在行われている︑またはほぼ

公衆に理解できるよう簡単な説明

終了した調査は主に①サイト周辺

した段階﹂と説明︑予備的研究は

に原子力のマーク︒ドクターの隅

を建設し・二〇QO年までには合
耕聞酒を完成させたいと考えてい

無にかけ薔三十万KWクラスニ塁

る﹂と大規模園圃を話してくれた

磐きを持つスジャ氏が原子力開発

スジャ氏は具休的に発声できる

︵原子炉の研究・設討を二心とし

が︑原発謙画では原子力委員会
らも︑﹁現控イタリアのNIRA

ほどの討画はないと前置きしなが

の概略を話してくれた︒

PLNで案内された部犀はドァ漕実に進んでいるようだ︒

臨離はそれほどないと思われる︒

に竃が走っている︒P乙N謹での スク・フォースを設け検討を開始

技術蕾︒組一点のミス・チャニカ

が︑ほとんどが三十代後半の若い
私たちを迎えてくれたのはパヨ

饗勝所が麗えてきた︒

年休費はだれがもつのか︑解体

を行った︒

ことからみても︑実行はかなり難

二〇〇〇年

しいように思えた︒

までに七基

京た﹁禰望なウランを背漿にC

れていないという︒

ト会社に選び︑ジャワ昂の二地点

こと︒翼体的な調査・検討は現在

ANDU炉も極賛している﹂との

た総盆技術会社︶をコンサルタン
蔭都ジャカルタから二十分くら

︵ムリアとラセム︶でサイトの予

タスクフォースも唾壷

いの所にインドネシア国営呪力会
しかし︑七七年末現在まで地方

社︵PLN︶がある︒ジャカルタ備調査を巡めている漏と述べ︑さ

との考えがある︒

規模な原子力発電を持ってこよう

商晶に︑代替エネルギーとして大

兇澱しもあることから石油を輸出

十〜三十燦くらいでなくなるとの

ンドネシア︒しかし石油があと二

ウランと石窟資源に恵まれたイ

耕弥予備調査を実施申

大規模原発で

イランド︵TMI︶原発での気泡

いや原子炉解体︑スリーマイルア

ィリピン側委員が出席︒WH社側 の件などについて質問した︒

第五園公聴会

原発開発の逸選を決定しよう

撃︒公聴会が開催され今後の

からは三名の証人が出席した︒
このほかフィリピン国懲躍力会

社︵NPC︶からホベラノス社長イプの炉は減速材がなく高速中性
子のままで連鎖反応を謡わせるの

かねない︒運転中の原野墓

ぎ二番霞 の 原 発 禁 止 国 に な り

によってはオーストリアに次

・・

r、ii由Iしい

ほか五名が出席︒一般からは胴囲

ノ

＊1泉ラ軍門虹闘5と浮好編」グ）場合

のディーゼル発覧などを加えても

い︑という︒

傷を防ぐことができて長時闘の御使用に耐えます。
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いずれの園も脱石湘翻原子
力開発との考えから原子力発
電に大きな期待をいだいてい

る︒各国とも電力の安定供
給︑貧困からの脱却を翻ろう
というものである︒

しかし ︑ 来 麗 の ス リ ー マ イ
ルアイランド原発箏故の影響
も大きい︒岡響故は建設中の

②内ドイム」踏地域

としている︒成り行きいかん

原発を持つフィリピンを薩

ウラン

を持つ台湾でも原発事故の影

響は大きいとの話しを聞い
た︒

先遣国 に 比 べ 捉 供 す る 技 術
や工蝶力のない國にとって石
油確保や代替エネルギー開発
の道は険しい︒以下︑台湾を
愈む渠爾アジアの原子力を中

況は⁝︒ ︵日本原子力薩簗会

心としたエネルギー開発の近
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力

ているプルトニウムの総量はすで

わが国で分離︑保存︑漉構され

理施設のホット試験が開始される

したものが中心︒このため︑再処

れらはラットなど小動物を対象と

験墜フロアー︑放射件排水処理施

ア︑ビーグル犬飼膏旛設︑汚染実

おく︒これは︑人と動物との鋸令

物差などを比較研究することによ

対応︑放射性核種の体内挙動の動

金子長官が東海
・大洗地区視察

燃の再処押施設︑ウラン濃縮施

一九ムニ年ごろから千五酉ゾ／年

とまり次第施設の建設にかかり︑

二日隠は︑原研大洗研究所のJM 程度の生産体制に入りたい計画︒

設︑原眠栗海発電機などを見学︒

る海外ウラン資源開発のプロジェ

T沢や動燃大洗工学センターのP 埋蔵壁はすでに壌産を開始してい

クトほどではないものの︑ウラン

金子科学技術庁長官は十六︑十・

R館︑高速実験炉﹁常陽﹂︑五十

って︑入間への内部被磯影響を推

七の両B︑茨城県・東海村と大洗

の引き取り条件が﹁五〇％⁝五〇

測しようとするもの︒このため︑

長官の視察には石渡鷹雄原子力

ートがない場含は日本が贋先的に

％とし︑ニジェール政府に販売ル

MW蒸気発生器などを莞学した︒

第一臼国は︑午前十一隠すぎ核

局畏︑宮本二郎原子力安全局次長

町の原子力施設を視察した︒

質の体内挙動研究︑内部被曝影響
融舎用地の視察を皮切りに原研索

骨の成畏に遷する研究︑粒子状物

超ウラン元素も扱うことが予定さ
の比較実験動物学的研究などを重

が随行した︒

シウム︑カリフォルニウムなどの

れている︒

海研究所︑温水養魚開発協会︑動

め日本の引き取り分は海外ウラン

買い取る偏と有利になっているた

点的に実施する︒

実験棟での研究は放射性物質を

これに協力を求めたのに対し︑学

ニウムの大鑓吸入を想定した肺洗

被曝薯故対塁に関する研究も佑︑

このほか︑超ウラン元素の体応

の方法で投与︑その物質の体内で

れている︒

資源開発クラスになるものとみら

各種の実験動物に注射︑吸入など

の態匿を明らかにしたことから専

代案の慎重な検討を要求する一

で可決した︒ゲンシャー提案は

力政策に関する連絡会議で安全委
員会側が示した開催案に対しシン

を蛋全委員会側に投げ

を入れるなどの修正案を作成︑

ポジウムの名称に﹁学術﹂の名前

ボール
返している︒

これに対し安全委員会は︑一一を

四譲に同委員会としての最終的な
懸度を決定する予定︒このため学
術会議側ではこの決定を受けて運
営審議会の場で﹁共催﹂にするか
﹁後援﹂にするかなどを含め学術

会議の態産を明らかにすることに
なる見込み︒

ウラン生産開
始は83年から

査団が帰国

海生研

﹁海蜷研・温排水影響問題実態

調査団﹂︵団長・山田岸松兵出撃

漁連出離︶が十五臼︑帰国した︒

アメリカの実態調査につぐ第二弾

今回の調査団は昨無のカナダ・

もの︒スウェーデン︑フランス︑

として欧州の現状調査にあたった

西ドイツ︑イギリス︑オランダ各

国を歴訪︑温排水影響︑温排水規

総舎的な調蒼を行った︒

制措置︑温排水利用などについて

受講生を募集

原研・研修所

日本原子力研究所ラジオアイソ

トープ・原子炉研修所は次の要領

西アフリカ・ニジェールの南徳

研究会は放射線化学の基礎から応

ス十月十六日〜三十一瞳この

▽研修専門課程放射線化学コー

で研修コースを開講する︒

アイール鉱区でのウラン開発計翻

て習得することを警護とするも

粥までを講義と実習の両面を通じ

講料五万五千円︒締切りは九月十

開催場駈は原研大阪研究所︒受

の︒

に取り組んでいる国際資源︵大滋

採掘のための準備試験を終え︑ニ

弥嘉久社長︶は八月までにウラン

国際翼原会社

温排水影響調

術会議も﹁基本的に協力する﹂と

門家シンポジウム閤題は再びクロ

放医研では将来︑こうした研究
のために新たに部を設噛するなど

つながった︒

ーズアップ︑これが今回の動きに

瀞についても纂礎的研究を行う︒

想定︑イヌ︑サルなど人間に比較

明に全力をあげたい計懸だ︒

してプルトニウム内部被曝影響解

点の一つ︒これは超ウラン発素の

的近い動物を使って入掛的に放射

爆傷侵入︑吸入侵入などの事故を

明らかにするのがねらい︒さらに

性核種を体外に除去する方法を確

の挙動を調べるとともに︑それに

種々の実験動物での絞果を比較研

よって生じる障害の種類や程度を

究することによって人間への外挿

は︑昭和五十隼ころ一たん開催

がなければ︑既判蕨が原発の新

方︑便扇済み鰍糾の永久的貯蔵

学術会議では十日に開いた原子

立しようとするもの︒酸化プルト

門家シンポジウムでは主に普遇的

いて恵冤聴取を行うのに対し︑奪

法を明らかにすることにも疑点を

専門家再妙綜問題愚計騨へ

な安全間題について専門家による

に関する連絡会議﹂も熊本的にこ

の動きが高まったものの︑学術会

しかし︑実際の開催問題について

討論を行うというのがその構想︒

学術会議は二十五日に開く予定

れに癒じたためにわかに動きが活

藩25日にも態度決定
の還営審議会で原子力安全委員会

議側は﹁学術的なシンポジウムを

規建設を認めないこともはっき

に反対し︑再処理と途堀暦への

ジエール政府と生産計画について
興体的交渉に入る計懸だ︒

どを系統的に実施し︑夏本的知識

工学に関する講義と実験︑演習な

﹁！

u，分離精製監置

⑭Pu，

FU影響解明に全力
事故時応急対策にも重点
放射線医学総量研究所は今年度から内部被曝実験棟の建設に眉手する計醐だ︒同施設は︑再処理施

やマウス︑ラットを駆ってプルトニウムなどによる動物︑人体に対する内部被曝影禦研究を司熊とす

に数百詩躍．のオーダーになってお

などわが国の核燃繕サイクルが新
設などで購成する︒放射性廃蘂物

隼度︑総工費は六十二榴円に達す

発化︑運営審議会での検討となっ

いる︒アルプレヒト判型が計画

りしている◎何らかの前進がな

高レベル麗棄物処分は︑原子力

▽第十四回原子炉工学蝉門課程

四日︒

研修会は大学理工系卒業程度の学

十月一臼〜十二月二十一日この

点︒鉱床深度も浅いことから﹁初

も原研秦海研究所ラジオアイソト

⑭核剃斗輸送容器
⑧核燃桐交換装識
⑥核燃員取扱機器

放射能汚染の除去

厨ωω188一ご5〔レ
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牛・挫

設の運開︑FBR計錘の進展等によるプルトニウムなど超ウラン元素利粥の憎大に対応︑ビ⁝グル犬

る癖期的な施設︒同時に緊急時鷹療対策として箏故などで体内に摂取された核種を体外に除去するた
めの研究にも観点をあて︑わが覆の超ウラン元巽被曝影響研究に新局面を開いていく計画だ︒

り︑使用済み蝉料申のものは数沙

外揮を行うためビーグル犬など

段階を迎えるにつれ︑入聞への

のが特微︒完成予定は昭和五十七

はすべて國棟内で完全処理できる

のはこれが警めて︒実験榛は地下

レベルにも達しているのが現状︒

大型動物を便った本格的な内部被

菊騒は数十銃に達すると推定され

曝研究のスタートが急がれてい
から蹄力を要請されている愚門家

一階︑地上七階で︑研究釜フロ

さらに今後十隼以内には︑その傑

ている︒

る冤込み︒

﹁静観する﹂との態慶をとってい

行う環境にない﹂と判断︑その後
馨門家シンポジウムは公開ヒア

たもの︒

としての態度を決定する方針だ︒

シンポジウム問題について同会議

た︒

同棟での飼育可能数はビーグル

こうしたプルトニウムの内部被

犬二哲十二頭︑サル四十二頭︑ウ

リングと並んで行政懇が打ち出し

術会議関係蓄らが新原子力安全

今回放医研内に建設が予定され

騨門家シンポジウム開膣問題は

たパブリック・アクセプタンス政

ている内部被曝実験棟はこうした
サギ四十匹︑ラット二二四十羅︑

原子力安全委員会側が﹁十一月ご

委員と懇談した際︑安全委員側が

曝影響研究については※国などで

プルトニウムを中心とした内部被
マウス千匹︒取扱い光素はプルト

主に地域特性に関賑した問題につ

策の柱の一つ︒公開ヒアリングが

はすでに二十五隼間にわたって大
墨のビーグル犬を使った実験が行
鰻彫響研究を可能とする画期的な

のに対し︑同会議の﹁原子力政策

ニウムは年間十鰐程度とし︑この ろ開催﹂案を学術会議に打診した

こうしたなかで︑今無初めに学

われているが︑わが国では小騒の

ン元素影響研究施設が建設される

施設で︑わが国で本格的な超ウラ

た︒

プルトニウムを使って地道な研究

い票麗で哲決し︑その後にゲン

ほかアルファ放躰体であるアメリ

は続けられてきているものの︑こ

P︶は内部に原子力反対派をか

シャ⁝党蔚の提案を二四六i一

し︑西独の原子力法は再処理を

分の研究など︒最終的な処分方

かえ︑二⁝ダーザクセンでもS 原子力発電の必須条件としてい

のは現然で・﹁政治的条件が熟

発編の今後の拡大にとって不萌

〜二と三分の二を上回る賛成票

していない﹂のはSPDの壷任い隈り︑モラトリアムが樒︑期瞑

の責任を連邦政府に投げ返した

に持続することになるが︑ボン

PD支部が反対の先頭に立って るし︑廃棄物管理計闘の兜通し

広の決定はそれからでよい︒

菖掘は︑この提樂を﹁すべて

ベンでの深贋ポーリングを認め

く﹂ものだとし︑当面ゴルレー

政冊がどんな選択をするにせ

の可能准をオ；プンにしてお

題のすべてではない︒この計画

るとともに︑使用済み鍬料の長

であることを首相は議いたいわ

西独のゴルレーベン再処理・
の必要性と政治的な受け入れ可

けだ︒

廃棄物センター計懸︵ニーダ⁝

る考えを明らかにした︒

同資源の鉱区はアイール︒ウラ

国二番蟹のウラン探鉱成功プロジ

蔓には企業化のメドをつけ︑わが

ンベルトのほぼ中央に位置︑昨無

間まり︑残るはSPDである︒

これで与党のひとつの態度が

欠であるとしている︒

SPDの全国大会は十二月の予

期は露天掘りも司能﹂として有望

ェクトとして期待されている地 力を有する蓄を対象とし︑原子炉

確かだろう︒

SPD党蓉の定で︑清勢が本格的に動くのは

迫られることは

部の慰思統一を

よ︑まず与党内

期暫定貯蔵にも州として協力す

③筒速増殖炉に関する国の

能性の問鐙がある︒

急がれる政治決着の道
暗礁に乗り上げた西独の罵ル計画ーー

その後になりそうだ︒しかし︑

キ台に現地政府との跡敷的交渉に

八i二i五六六七〇

﹂

〜琶話67⊃885！

ザクセン州︶は︑灘分︑実麗の

で︵開発中︶︑

決定がまだなの

兇込みがなくなった︒一九七六
年に州側が受け入れの姿勢を示

ただちに着工す

再処理施設を今

してから三琿︑州内の反対運動
と政情の複稚さのためにつまつ

る必要性はな

いた形である︒

アルブレヒト州薗橿はこの謝

シュミット首相
聞入は︑今後の無理政府の出

とFDP党酋のゲンシャー外相 アルブレヒト声明をうけて使用
寒明を読むと︑ゴルレーベン

二＋一万円︵その他の諸経費は含

住民がまだ安全性を儘じ

こうしたなかで︑昨隼から進め

まない︶︒締切りは九月中旬︒定

④

済み燃糾の暫窟貯藏に名乗りを

てきた詳細分析レポートが近くま

い︒

は︑原子力支持に政治生命を賭

あげる州も出てきており︑その

とまるうえ︑現在実施しているウ

顧の安全性と技術的可能性を認

方である︒ボン政鰐は州に対し

ける愈思をはっきり表明してい

辺りが当面の収拾策になる可能

め︑しかし敵総的条件が黙して

計画へのアルブレヒト蔭楓の協

て︑謝画受け入れを命令するこ

る︒その巖初の試金石が六月の

スト教罠主業盟︵CDU︶に属能性は小さい︒強硬措置はこれ

開催野駈は藁海研究所︒受講料

ておらず︑連邦政冊与覚の著名

力が隈界にきたことがよくわか

FDP全国大会であった︒ゲン性がみえている︒モラトリアム

を習得しようとするもの︒

いないとして計画を許可できな

なり⁝ダーも反対している︒要

ともできるが︑現実にはその司

視されている︒

い旨謡明した︵五月や六二︑州

る︒隅激烈は原子力支持のキリ

員二＋四名︒

れていない︒

するに政治的前提条件が満たさ

ラン採掘実験も八月には終了する

設計にある璽要な修正を

か沓か・繭独の憐勢も来るとこ

①

議会 で 表 砺 ︶ ︒ そ の 要 点 は

シャー党首の強い原盤力支持表

ろまで来たといえる︒

謡込み要領の問い養せはいずれ

し︑社会属主党︵SPO︶のボまで協力してきたアルブレヒト

明ののち︑大鼠はふたつの原子

連邦政暦は代案を検討す

蔚相の立場をなくするし︑反薄

力モラトリアム案を一九三−一

⑤

ン政権の計翻にほぼ全面協力し

派を刺激して︑計画をつぶして

施せば︑この誹画のリスクはわ

べきである︒たとえば便用済み

てきた︒ところがボン政飛与党

纉

ープ・原子炉研修所までQ電話〇
同社では現地政府との交渉がま

入る見通しとなったもの︒

ことから︑これらのデータをタタ

れわれが取れている遡常の工業

轡料の長期貯藏施設の即時建

︵K・K︶

的リスク以下である︒

しD
まうに等しいからだ︒しか
のSPDと圏鼓楽主党︵F

九一︑一八四⁝〜八三のきわど
設︑使梢済み鰍料のま濠での処

②しかし︑技術附安全が問

⑱核桝謹製．互二讃設備

響鯉コ胸

1，東蚤」難中爽区銀座4−IG一峯禽弼〉『阻一21q

曝㌧・如

〒1鱗四球都中置区銀座8一一11−4アラタビル

⑱放射性廃棄物処理設備

醇木粒化工機

カラス、金属、フラスチノク製品等の放射
能汚染は容易にバノククランド・レヘルま
で除染てきます。特に放射能汚染されたク
リースの洗浄等は非常に効課的てす。
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力

原

自衛 隊 が 輸 送 を 支 援
騙 蕊 事故対策本部で 対 処
中央防災会議︵会畏・大平首開︶は十二臼︑門原子力発電駈等に係る防災筆順上鮨闘とるべき措國﹂

について決定した︒来スリーマイルアイランド原発鵬故を契機に︑四月三田の閥議で大平建言が原
発防災鉢舗の早愚な再点検を捲示︑科学技術庁︑通口雀など関係省庁は同月二十七田︑①当薦とるべ
き描躍として緊悪隠遡縮体舗︑緊急技術助剛体醐︑国派遇の騨門家体制などの充実整備を行う②原子
力安全婁員会堂門門余で原子力特筍の轡門的甥項を検討する③地方公共認体との密雲な膠漆疎通を図

をオーソライズしたもの︒

禦故が暴きた発電所響から地元地

発生した場禽の連絡︵第一報︶は

①原子力発躍所箸で緊急箏態が

三︑繋懲時に︑臨ちに瑚地へ困
方公共田鼠︑安全規制担当省庁お

画に遍漏なき

一︑原子 力 発 埋 込 等 と 国 の 機 関
が派避する騨門家︵原子炉︑放射
よび科学技術庁に鷹接行われる②

を期す︒

指示︑指遡または勤

る一1などとした塁塞方針をまとめた︒今日の巾爽防災会議の決定は︑このうちの嶺翻とるべき描置

中央防災 会 議 が 決 定 し た 当 薗 と

や地方公共団体とを継ぶ緊急時
線防護等︶からなる組織体制を常

るべき描麗は次の五項巖︒

連絡体制を常蒔整備・維持すると
安金規制担当省庁は事故が緊急時
に該当するか否かを判断する③第

贈整備・維持する︒

すべき緊急モニタリング要員と機
安全規制担当省庁が一向的に実施

鴎︑緊惣聴に鶯ちに現地に動員

ともに︑原子力発電所等における

れがある場合には︑国務大字を本
器の動員体制を常時整備・維持す
④事故による周辺地域への影響を

購故の膨響が周辺地域に及ぶおそ

部長とし︑關係行政機関の職員を
る︒

五︑緊急晴に現地における緊急
了解により関係行政機関の職員か

鍛小にするため︑蔭ちに閣議乱頭

一報に関する報道機関への発表は

本部員とする撃壌対策本部を設過

医療活動を充実強化するため︑国

して︑これに対処する︒
一一︑原子力安全委員会に緊急技

施︒本部擾は︑鱗故のケースによ
り︑通産大臣︑科技庁畏宮または
国土庁長宮のいずれかがあたる⑤
騨門家や緊惣モニタリング強弾・
機器などは面ちに隔地に派遺され
る必要があるため︑自衛隊が輸送
を支擾する︒また︑空や海からの
モニタリングについては自婿隊︑

原子力発囎所の制御察を舞台に

出される︒醐聞から読み取れるの

ーターとカメラマンの表慨が映し

ま取材に来ていたテレビ局のレポ

して地球にのめり込み︑アメリカ

を麗選し︑さらには地殻をも溶か

超こると︑原子炉底部︑格納容器

は︑冷却材嚢失により炉心溶融が

ームという状態がいっ誤れてくる

れるだけで︑チャイナ︒シンドロ

たったて二度このことばが便わ

玉ニニ玉

チャイナ・シンド皿；ムー
表規︒

チャイナ・シンドローム

をセ

潮憲伝では︑タイトルのこの

多

一多

一

二

一

づ

しかし︑翼際には映画の中で︑

のかと楽しみにしていた観客は麗

この映函は︑唖子力発贈所を舞

すかしを食うことになる︒

台にしているが︑そのねらいは︑

モラルという二つの問題に藥約で

巨大な綴織の企業エゴと︑人間の

きるだろう︒現代の社会の中であ

つの大きな問題︒この

らわれ︑いまも解決がなされてい

現代歓会の縮図が︑原子力発雌翫

ないこの一

を舞台にドラマ化されたものとい

多

一

︵M・N︶

この映醸︑日本での一般公開は

えよう︒

5玉

今秋の予定︒

ーニ点耳謀叛玉

計画や石炭政策の石建毘ぶりを指

報センター︶は︑政府の原発開発

野村かつ子氏︵海外帯民濤動通
や鷺力会社を弗難︑穣故原因の資

摘︑﹁聡藁物処理︑輸送︑資金︑

が解決されない限り︑原発開発に

賛成できない﹂と述べた︒

このあと会場の二落人近くの参

済学管は︑原発廃止の経済につい

於者を禽めた認論が行われ︑﹁経

﹁人類は原発開発について皐く結

てもっと舞斜に蔽えるべきだ﹂

論を出しすぎた扁﹁廃棄物の貯蔵

課すことになり︑それにもかかわ

は︑子供や孫に強制労働と日用を

らず原峯力開発を遣めることは指

スト分析によれば漂子弓発飛は石

顧の犯翼である﹂﹁エネルギ⁝コ

肺を無駄便いする代物﹂など酒備

原発モラトリアムを求める会は

な慧見が縦だ︒

原発の計画・建設・運転の三無間

停比を呼びかけて︑五月二十四臼

発足︒現在呼びかけ人は科学薔︑

経藩学蕎︑弁護士︑画家︑文学養

など酉八人︑会の代嚢蓄は野間宏

氏と小野島氏︒アどール発表や蔓

黙認の作成などを通じて全国的︑

金地域的に討論の輪を広げる計

し︑百万人の留名還動を展開中︒

画︒また呼びかけ人を千入に増や

繍膿 轡

醗

謙

い

浄鉾

ぐ

⁝

ポ ・

．⁝

．轟

輝
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を向けさせようとしている︒

は︑そんな褒魑や︑日常的なこと

それくらい恐しいという誇張した

の反対捌の中国に突き塩てしまう

この映画は︑コロンビア映画が

ばだけである︒

一纏 画

入間模様を︑

映員外不況の時にあって︑営業綻

原発に盛込む
計正心が壁薗にビツシリと備え

進をねらった登山で︑反原発活鋤

この映醸は展開していく︒

国土庁は十七醸︑爽票に関係道
付けられている原子炉制御塞で︑

ク・レモンを起合したサスペンス

家のジェーン・フォンダ︑ジャッ

海上傑安庁が支援する一など︒

府県の防災担当課長を簗め︑当画
係員が︑原子力気門用語を使いな

二

一大サスペンス映画へ人びとの建

ンセーショナルに説明すること

がら仕膿をしている︒そんな中で

一

と

によって︑恐怖心をあおり︑この

多r亀●﹂ノ多多一 多一

チャイナ・シンドローム

メロドラマ︒

の防災描膿について説明した︒

故隔を知らせるブザーが鳴り︑そ

二一
ー
二ニニーニニ玉

の点検をする係員の姿や︑たまた

ー不建というが︑無駄なエネルギ

ではないと付け加え︑﹁エネルギ

ーがずい分域積れており︑これを

準に逆戻りせよ﹂と言っているの

ことだ﹂と説明Qまた︑運転再開さ

正当であるとして実現され︑縄に
石田︑﹁大飯以外のPW逸のEC
路︵P圃陥︶追撫による鷺CCS

れたばかりの大飯一門機で前日E

進められている港動を延期させる

このうち︑﹁P十﹂扁畷路の蒋

に検討を行った︒

CSに新紅熱を設蹴する﹂との通 解析評価への影響について露点的
産雀の描羅を妥当と結論︑その旨

続は猛CCSの課動作を防止するCCS︵緊急炉心冷却装麗︶が作動 コントロールしなければならな

を吹田徳雄原子力安全委員撰に報
告した︒原子力安金委員会は二十

観点から妥壕と判断︑濠た﹁P十 する購故が起ったことに触れ﹁累

い﹂と提案した︒

三鼠の定例会合で最終判断を下す

独立しているので相互に影響を及

社会党・総評が派遣したスリー

料を臨ちに公開するよう訴えた︒

﹂﹂と門P﹂回路は亙いに分離・ 物の費任を誰が闘うのか扁と政府

ぼさない設計となっていることを

予定︒

原子炉安置鯨門審査会は︑通鷹

確認した︒

ス︑機械の故障︑誤操作を懇故原

経済︶が必廼と童張︒﹁マイナス

蝿炉など原発に対する疑問︑不安

省の描鷹に蘭達して︑原子炉圧力

これまでのECCSの解析評姫

低と加圧器水位低の一致による安

全注入繕暑回路︵P十L圓路︶を

との銘較については︑﹁勲﹂雲路

らなる駆故対策本部が設置され

追加により︑炉心への注水が従来

の緊急医療派遣体制を常時整備

残すことの妥当性と︑原子炉羅力

おいても大破断と小破断︵今曝の
解析は小破断言のもの︶解析の位
日づけは変わらないと判断してい

マイルアイランド膿発騨故調沓岡

は︑スライドを交えて現地視察の

に加わった小野馬刀︵学術会議︶

断︒﹁麹CCS安盒評価指針﹂に

悪い影欝を与えることはないと判

より早く行われるので炉心冷却上

原子力安全委員会の原子炉安全

則だけだったら︑核融台も進歩し

2多多三多多多一

も︒﹁むしろ︑著い科学には着い

︑︑

の異常低下による活金注入儒号鰯

術助露髄織を設駕し︑国は︑この

多一．多多⁝．︑多多

科学蕎が必要です︒もし︑この無

ていなかったはずです﹂︒なるほ

三多

り口の端々に︑影謄の苦労の様子

ど︒

多髪多多

が兇え隠れする︒と白蟻に︑無の

からはじめたら︑途中でへたばっ

多多多⁝ 多多

状態から︑世界のトップレベルま

つ︑国際人としての顔も加わる︒

研究轡︑蟹理養の顔にもうひと
門でも︑個人燗人は優秀︒その

∴

ていますよ︒ほんとうに

きとなってあらわれる︒

でにのし上げた自負が︑閉の輝や

多髪多多多⁝

騨門審査会︵一纏島輿績会長︶は十

るQ同本部設臼後は︑報道機関へ

︐︑．

森茂昏聞くL
昭秘三十六鎌原研に入っていら

合研究開発センター長に︒

る︒

い核勝闘研究ひとすじ︒﹁七人の

昨黛十一月から︑田本の核融舎研

侍といってましてね︑現在は颪三

才能や能力をどうシステマティッ

工学的な課題だけです︒この山さ

いま憩ピッチですすめられてい

え越せば︑実用化の段階にはいり

際原子力機関︶イントールワーク

究の先駆暫として︑王AEA︵国

野間氏ら︑原子

る臨界プラズマ試験装躍︵3T⁝ クに引き出すか︑力を発揮できる

力めぐり討論
モラトリアムを提唱
果たして原発は安全なのか︑渠

園としているが︑原発にはもとも

状況を帳儀︒﹁推進派は︑設訓ミ
※国スリ⁝マイルアイランド原

と設餅上のミスがある︒わたしは

たして原発は必要なのか一i︒

分単位︑時閲単位で動きまわる

に対する疑問を︑廟分たちで考え

発購故を契機にわきあがった原発

と隠計をみる森さん︒

ますます璽要になっていきます﹂

﹁核融愈の国際協力は︑こんご

ショップの議長に選出された︒

60︶・この装躍にかける資金は︑ 環境をつくるかが︑これからのわ

ます隔

ますが︑当初は︑たった七人でスタ

ートしたのです︒﹂なめらかな語

﹁研究の幅︑もっと広く﹂
環境づくりが今後の課題

ほどの忙しさのため︑いまのとこ
たしたちに与えられた職務﹂と︑

ろ無趣味︒﹁暇になったらばじめ

五十困得度で二蔦二十七傾円と・

六呂の箏故は運が良かったことと
ますよ﹂と︑はじめて笑顔をみせ

うと︑﹁原発要る9要らない9穰 運転員が衛能であったことを指摘

みんなで話し舎って解類していこ
管理蓄としての抱負もちらり︒

TMI︑石磁といった話題に発た︒

経済学薔の小林制憲は︑資源格

したい﹂と述べた︒

橋の臼木教薄会館大ホールで開か

大正十二年一月一滴蛋まれQ五 属大鑑論会﹂が十五日︑東強一ツ
十∴ハ歳︑昭和二十二年東大理学部

渇︑環境破壌︑人購憎悪の問題を

成長といっても一落薙前の生活水

解淡するにはマイナス成長︵減懸

原発モラトリア

憲頭︑野間蜜氏︵作家︶が︑

︒

れた︒主催者は

﹁モラトリアムとは︑権威をもって

ムを求める会

物理学科卒︒面子夫人との間に二
男︒

︵S︒U︶

（03）313−131丘

京

東

TEし

三遷灘

原研の研究開発蟹の四六％を占め
る︒米︒ソ・ユーラトム横縫など

﹁エネルギーの問題は︑ただた

展するにおよんで︑森さんは﹁発

んに経済原則ばかりふりかざして

と︑激しい開発競争を展開してい

﹁外圏と比べると︑研究の蠣が

いるだけではダメです︒倫理感を

想の転換﹂を強調する︒

ない︑といわれますが︑歴史が浅

もたなければいけません︒経済原

ることを如実に物語る︒

と一と研究雪らしい累顧な発湿

本社⑳168東京都杉並区，馬田凶3丁厩20の9

臨醐濾醗講釜認

APS−2

GM管のプラトウ自動検査装置

＄v＄雅㎜

⑭⑪悶翻丁歴髄鹸

黙A麗A騨

現代社会の縮図が、この小
さな捌御室からはじまる

翻験縦〆

の政周発表は︑本部が一元的に実

・維持する︒

︐．．︐多多

当薦とるべき措躍の異体策は︑

技術的助雷を得て災憲癒懲対策を

多写

実施する地方公共団体等に対し︑

原研東海研劃所畏蕪核融

合研究開発センター畏
﹁もうひと山です﹂︒自僑にみ

玄海など近く運転再開へ

十名ちかいスタッフをかかえてい

ちたことばがつづく︑﹁あとは︑

新回路の設置を了承

則定し、お

システムAPS−2は、この種々のGM管のプラトウ特貿を連醐G的に

．磯二響聡
麟締灘；辻

原子力安全委審査会

いということで︑とうぜんなこ

爆

♂

へ旧

能維持にとって大切な要素となっています。

膨、騰灘羅

，魂三三

森茂氏Q 六 月 四 日 付 で 圏 本 原 子

力研究所粟灌研究所難所擾兼核融

灘

函際協力はまずまず魎要に・と騰る森氏

Q

7

榊

卿

一

へ

Ψ

襯

纈巨

三瀬

き

のおののチータを謁録する自動化検査装践として闘発されました。

三∴轡！嚇瀞

翻原子力発電所をはじめとして、原子炉やR王利用施設には多種類の放射線測定器
が用急されており、その巾でもGM管は、もっともポピュラーな検患器として欠か
せぬものとなっています。GM管の特長であるプラトウ領域とその勾配のデータを
把握することは、これら環境モニタや、サーベイメータなど各種放射線測定器の豊
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モラトリアムを呼びかける野間氏
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新
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聞

業

力

原

門ニュークリア︒インフォ﹂

は米原子力産業会議︵AIF︶

・アンド・インフォーメーショ

が︑パブリック・アフェアーズ

ン・プログラムの︻環として︑

原子力に関する僑報を収藥︑分
析︑評価し︑その結粟にもとづ

ョンとパブリック・アクセプタ

﹁企業に最終責任﹂
全ての製品および製法を危険のな

向になってきている◎最近では︑
受賞者のアンドレイ︒サハロフ氏
なる︒

ヨーロッパも米国も原子力開発
を止めるわけにはいかない︒原子

スイス︑原子力

法の改正を承認

岡法興は︑目窪建設中のミルス

陶のようである︒

トン三号機以降の紙しい原子力発

力開発の今までのテンポを維持し

で西欧

霞所は︑廃棄物処理についての実

諸国の原発推進を主張した︒

ヴエルトシュピーゲル

は五月二＋七日の西独のTV番組

いものとするか︑またはそのコス
トを雌蕊しなければならないとい

証技術が承認されるまで禁止する
五月の国民投粟で
スイス国民は︑原子力反対派の
勧告を擬哀し︑原子力業界が支持
したスイス原子力法の改正を︑約
七十％の多数決で︑五月に承認し
た︒国罠投票は萄権薔の三六・九
％の投票率で︑約九＋八万票対四
十四万票で同法は成立した︒

同法は︑二月の国民投票で習決
された原子力反対イニシアチブよ
りもはるかにゆるいものである︒

同法は︑新しい原子力発電所の塔
司については︑両院の承認が必要
であるとしている︒また︑串請者
は発電所が絶灼に必要であること
放射性廃棄物が安全に処分される
ことおよび︑廃棄物計画が確定し

いる︒

使用済み燃料の

R

輸送に新規則

米N

NRCは︑五月ニや三日に

範用済み燃料の輸送は

国際抗議日の逮

る︒

ても新しい防謳策を要求してい

行動︑またはハイシャックについ

田後に発効するが︑この他に二三

司

この新しいNRCの規則は三＋

ならない漏としているQ

はノンストップで移動しなければ

け︑トラックは主憂な高速道路で

い鷹峯には︑武装した護衛を付

同規則は﹁都節部を回避できな

布した︒

なうよう要求した新しい規則を公

入口密度の高い鄭財部を避けて行

直な漁り

C

を禁止する法案を知事に回付して

輸送を禁止する地方自治体の条例

阿蘇を与える法察および核物質の

の原子力廃棄物処理についての挺

同好議会は︑その他に同州内で

機だけである︒

峯力発電駈はこのミルストン三号

で計画されている唯一の新しい原

というもの︒現在コネチカット州

﹁私のみる潜りTMI事故は誇なければ︑ソ連およびその他の社
会室義国に灼する経済的優位を失

うのが一般の考え方のようであ

なうだろう︒その孝孫︑大きな経
済的︑社会的影響が出てきて︑西

張されすぎている︒事故の大きさ

欧諸国が誇りとしている価値観の
喪失といった西欧諸罵の政治的独

ョナルな報道をする傾向がある︒

立が危険にさらされることにな

民投票実施

来年三月に国

る︒

ろう﹂とサハロフ氏は語ってい

なく︑技術的故障であった︒

原因で原子力発電所建設計錫を櫃

しかし︑西欧讃国がこの薯故が

あれは事故というようなものでは

さい︒マスコミは常にセンセーシ

はマスコミの報道よりはるかに小

子力の安金性については今日逆の

る︒議会は︑法律によって責任を

方圓に向っているようである﹂

制限することは司書であるが︑原

の経済的安定を猿い判断墓準にお

次の通り論じている︒﹁塵業全体

ワシントン・ポスト紙の社説は

語っている︒

シルクウッド訴訟で判決
カレン・シルクウッド訴訟の判

原子力施設の還営者は達邦政肩の

決が︑控訴審でも支持されると︑

保健および安全に関する規則を守

西欧諸国の原子
力発電を支持
ソ連・サハロフ氏
少するならば︑その方が何哲万催
も大きな実質的損害を招くことに

そこで︑UP王は第一報に﹁付

スウェーデンは︑来無三月に原

スウェーデン

子力問題について国民投票を行う

言扁を送ったが︑﹁この記録を訂

うとする努力は︑多くの新聞で成

原子力国民投票の蒔縣を早める

予定である︒

正し︑パニック的見出しを避けよ

三麗二十一日付記事の兇出しの

功しなかった︒﹂

ことについて︑五つの主要な政党

ているという証拠を提出しなけれ
ばならない︒今回の改正までは︑

許認司権は輸送・エネルギ⁝省の
権隈であった︒

スイスの原子力反対派は︑もっ
と厳しい規制を要求するイニシア
チブをとるよう努力するとの三明
を発表した︒

原子力モラトリ
アム法案成立
米コネチカット州

捕者︑千三百名

瞬偏と称して米国︑カナタ︑西ヨ

六月差︑三の爾陰﹁国際抗議

反対デモ

これは近い将来の原子力建設計

る

ず

品

㍉鶏薬

ｯ

命

命

岡

③

ホ

ポリ

品

再

PPB汚

・講感染

簸⁝賑

体
品
体体 用胴屠用

③

掛馨

勲

原子力の躍進に質献

いて︑全国的なコミュニケーシ

ンスの輪をひろげるために発行

っていても︑過失灘佳を問われる くと︑シルクウッド訴訟は責任の

製品責任に関する訴訟では︑二種

分野における判例となる︒最近の

カー・マギー社は︑五月十八日
製品−薬贔︑自動甫︑スキー用具

ことになる︒

は︑原子力をめぐる月間の動き
にオクラホマ帝で六人の連邦三審
に釜るまで一の製作餐に幽して最

しているものです︒この欝報に

がたんねんにまとめられていま
農により︑シルクウッドに対して

ず︒

ソ連の科学蓄でノーベル平和賞

TM一の報道を非難

正確な報道祇︵A王M︶は︑T壌の巖悪のケースである炉心全体

正確な報道社

﹁パニック的見出し﹂

終的に無条件で費任を賃わせる傾

について控訴する予定である︒

カー︒マギー社に不利な霧雲を
出すにあたって階審員は︑プルト

ニウム旛設は本質的に危険であ
り︑企業は過失の有無にかかわら

サイス裁判官の判決を支持した︒

ず︑損諮賠偵の頁旺があるという

主なものは次の通り︒▽シカゴ・

は含恵している︒質問の正確な文

M工薯故に関する初期の報道につ が溶融するというケースまで︑危

トリビューン﹁溶融事故の恐怖︑現

謡はまだ淡っていないが︑投票蓄

﹁嚢任は異動な活動から生じるの

実化の萌能性﹂▽ダラス・モーニ

は現在計画中の十二墓の原子力発

険には幅があると述べた﹂と︒

ング︒ニュース﹁米国政府捌近ペ

電所建設計画を実行するという案

いて厳しい批判を行っている︒

アーピン氏は︑τM王の溶融事故 ン氏は第二回闘の記者会冤を行い

ンシルベニア州の原子力発露蕨で

であり︑それが生む危険は周辺倥

溶融という諾葉の使罵について注

と現在稼働中の活語の原子炉を順

アービン氏によると︑トンプソ

裁判富は判示している︒この﹁絶
の司能性に関する大げさな吊出し

溶融畢故の危険を予想﹂▽ニュー

次停止︑または磁ちに停止すると

AIMレポート編集蓄リード・

対蛋任偏の狸論の下では︑カi・

について︑N鼠Cの三者会見後の 意し︑燃繕の一部溶融の可能性は

ヨーク・タイムズ﹁溶融の可能性

民にとって有器である﹂とサイス

マギー社はシルクウッドが故慧に

UP王レポートまで追跡調董をし あるが︑巖悪の場愈でも︑サイト

プルトニウムで汚染させたという

内での放射能レベルが上昇する程

しきい日なしの方法は放射線の危

五名が﹁同報告書は﹃三線比例︑

る小委員会のメンバー十六名山︑

ることになるだろう︒

いう案のいずれかに選択を迫られ

ている︒

あることを理論的に畷らかにしょ

険を大幡に過大評緬することにな

コネチカット辮議会で原子力モ

作業進行申

ラトリアム法案が可決され︑エル

全ての証拠を纂めている闇︑こ

うとしている蓄もいる︒

ータを無視している﹂と批判し

8 E−R る﹄ということを赤した大騒のデ
全米科学アカデミーの﹁電離放

のが賢明だが︑予備的分析ではT

ラ・グラッソ知薯に回付されてい

E王R︶は︑最近発表した報酬番

ー九名が反対意晃を支持し︑二選

ーロッパで原子力反対派がデモを

る︒

た︒

ミ事故であったということにな

の訂正作業を進めている︒

この法案に署名して法律とする愚

画には影響を与えないが︑知事は

約二十の抗議運動の中で︑八つ

行った︒

ることになった︒

シコ︑テキサスおよびコロラドの

順で多かった︒ウラン精鉱︵U3 のプラントで違法行為のために命

原子力ニユースでは反対派の動

08︶の生産羅も昨駕は一万八千 計千三置七人が逮捕されたQ

きが中心だったが︑原子力推進派

一九七八年は
ウランブーム

が閲係篇所の書き換え作業を進め

その絡累︑小委員会のメンバ

MI箏故はいつもの通り︑マスコ 射腺の生物学的影響委員会﹂︵B

る︒隠れた億険を晃逃すことを望

の結論は暫定的なものとして扱う

報告書の訂正

は﹃非常に小さい﹄﹂

ことを陪審員に納得させない限り

ものも予想以上に薇効な冷却材で

UP王は報告している︒﹁スリ 度であると説明した︒

で︑二︑三臼中に原子炉溶融事故

ーマイルアイランド原子力発亀所

損審賠償義務を隈避できない︒

﹁控訴審でも原判淡が支持さ

局のダトリー・トンプソン氏は︑

の危険がある︒NRC検奮・実施

れるならば︑裁判ごとに個々の陪
審員が基繕を決めることになり︑

政府の規則などは一つの意兇にし

から︑確率は小さいが︑原子炉崩

か過ぎなくなる﹂とカー勉マギ1 ウラン燃料の部分的溶融の司能洪
社顧問弁護士のビル・ポール氏は

確立された安全対策
TMI多くの証拠残す

していると考えるようになったた

その理由は︑委員会の過半数が

付社説は了MI薯故はたとえ漂 る︒もう一つは︑炉心燃料i1今 れた安全灼策と運転技術が十分で

めである︒五月にこの報告讃が公

低レベル放射線の危険を過大評継

あるということを示したといえよ

表されたとき︑肉体的影響に関す

む蕎はいない︒しかし︑終漁の閉

では最低二時聞か︑最高十五時間

う︒

じ込めに成功したことは︑確立さ

子炉が崩壌したとしても大事故に

露出していたと考えられている一

り︑健康を証するということであ

はならなかったという多くの証拠

⁝が溶塊となり︑酪納容器の床を

ワシントン・スターの六月一葦

を残した﹂と次のように記してい

五箇沙で詑録を更新したが︑その

A一毫調査結果

米原子力産業会議︵A王F︶の 申の五％は現地溶解採鉱︑鉱灘抽
べている︒五月に公表された雀口

た︒ノース・カロライナ州では原

の集会についてもよく報道され

用

力

原

与えられた千五十万がの損害賠償

陥
團

A−Fが﹁ニュークリア・イ

突き抜け︑地下にたまる︑いわゆ

出︑副産物回収等の新しい技術に

する瞭審を示す証拠はない﹂と述

る︒

調号によると︑一九七八年は米国

よるものである︒
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鍵

本

セメ！卜

妊婦に対する
悪影響を否定

間レポートによると︑個人が被曝

にとって︑ウランの探鉱︑生産の

＼＼靴

ンフォ﹂を発行した背漿には︑

危険で︑両方とも余り司能性はな

両面で記録鮒な琿であった︒

子力推進派七十五名がマツギーア

したと考えられる最大被曝線騒は

しかし︑同報告慰は一九七九年
哲︑勢レム以下である︒両大学は

富曲繋品コ礫臓煮袋融

モ雫＼寸マ羅

・、＼＼＼

る チャイナ︒シンドローム の
NRCとケメニi委員会の緒論
がでるまで︑この推測は騰定的な

米産科・婦人科医大

郵便番母100

褒魔謡千代鰺区有傘町i−4司

原子力醐発への撹判や反対が先
鋭化するにつれて︑㎝方的な免

かった︒

の危険性に 米国産科・婦人科医大と来国放

ものとしなければならないが︑手

溶融
元にある情報ではそういうことに

TMIでの

梁の原子力に対する純粋な疑問

ラ

うむアうむアまぐ

解や不正確な傍報が増加し︑大

たコロラド州ではフォート・セン

原子力発電所でデモを行ったQま
す

にはウラン探鉱は

少し減少

ると予想している︒さらに︑鉱山

﹁ウランー1一九七八年﹂と題
するこの調査は︑鉱山会祉が昨無

酉人の推進派が集まり︑コローマ

ト・ブレイン憎報センターに約二

﹁新生児の四〜六％は何らかの異

業者は贈位の低い鉱石を処冠しな

射線大学は︑四月十三臼に共同声

ければならないのでウランの生産

や嚢朴な不安を誤った方向へ増

明を発表し︑τMI鱈子力発電所 常または欠陥を持っているが︑こ

新しいウラン資源を探し︑四千七

ついては心配するようなことはな

百万ぼの試錐を行ない︑記録を更

τMIでは二つの危険があっ く︑炉心燃料がわずかに 二︑三

の程度の異常は妊娠中にバックグ

なる︒

ラウンド以外に全然被曝しない嬬

幡させかねないという爽僑もう

う訴えた︒

近辺にいた妊婦の堕胎を止めるよ

露出すれば危険な程痩まで温

の講綴を聞いた︒

大学のピーター・ペックマン博士

慶が上興するという従来の心配と

だろうと予想している︒

は近年と比べて伸び率が低下する

分

両大学は﹁百︑ゾレム以下の低レ

新したことを明らかにしている︒

つは放射能を持った蒸気または発

ベル放射線からは妊婦と胎児に対

試錐はワイオミング︑ニューメキ

た︑あるいは︑あるとみえた︒一

り︑エンジニマの中には蒸気その

比べるとむしろ状況は安全であ

を強調している︒

かがえます︒この離調は発行以

放射能レベルが安全規準を上回

電所の排水の放出により大気中の

入の新生児に発生する一という点

來︑原峯力蘭係考のみならず議

どからも注鏑されています︒

越鵬槻鰯轟

署躍瀞露

爾
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力

臼

四れず
﹄捻出も

わたり石翻需給が週迫するとの認

一︑東票サミットでは︑霧来に

原子力委員会の決定は次の遡り︒

来無鹿原子力予舞編成に蘭する

斑化を含め自主性をもった技術開

存の体質から脱却し︑軽水炉の定

の悩報の交流に努めつつも海外依

努力を払うとともに︑世界各国と

安全確保および防災対策に万全の

ることが見込躍れる︒

な資金および人材が扇面に繕大す

融化等の段階を迎えて︑今後必要

核頭韻研究等それぞれ大型化︑実

はじめとする新型動力炉の蘭発︑

ルギー供給の中心的役國を担うも

と国民生濡にとって不可欠なエネ

は︑原子力が醤来のわが国の経済

原子力関係予簿の編成に醤たって

四︑このため︑照租五十五年度

識から︑石費消蟹の剛減と石油代
発を

総︑そのためには︑蝦腰九月当

厨積極的に進めていく決藤

薔エネルギー源の開発が極めて鷺

である︒

れの立場からその実現のための対

藤との合悪がなされ︑各国それぞ

築が爽癒に移されつつある︒わが

のであり︑かつ︑そのための技術

よる一般的舗約にとらわれず特例

開発は長期闇を要するものである

ギーの構想が袴えられるが︑とく

国としてもさまざまな代替エネル

一一蓼醗
原驕委論

論叢躍を講ずるとともに︑既葎の

との観点から︑環下の財政嚢慣に
委員会が策定した原子力研究開発

に化石エネルギ；資源に芝しい特

利用畏期計画に沿って原子力の研

殊事悔から︑エネルギーの安定供

は︑現実的にはその大部分を原子

供給の中心的役鰯を繕うもの偏と

給に役立つエネルギー源として
昭租践十五年慶原子力予算の編成に関し︑原子力委曲金は二十臼の臨購会計で門一般的制約にとら

描櫨を講ずることにより︑所要の

力開発のための新税等新たな財政

国民の理解を得て︑例えば︑原子

位躍づけながら︑各櫨施策の計画

果をもたらし︑ウラン濃縮︑再処

国の原子力研究はようやくその成

財源による発馬が函難な場台には

的携避にとくに璽みをかけ︑この

二︑漫委員会としては︑今後の

考える︒

資金の確保がなされるべきものと

るが︑遇蓋二十数黛にわたるわが

われず轄例的描圏を講ずるとともに︑野漆の財源による充足が困難な場愈には国民の理解を縛て例え

原子力腸発の推進に当たっては︑

理︑放射性廃藩物処理処分等核燃

究開発を強力に推進する必要があ

ば原子力開発のための新税箸薪たな財政描躍を講ずることにより所要資金の確保がなされるべきもの

別描躍によって︑あるいは新税箸

際︑二般胸制約にとらわれず特

料サイクルの確立︑蔦速繕殖炉を

力の利用に依存せざるを得ない蟹

するとともに︑蘭係省庁にも逓知した︒各省庁概鐸要求を

来聴スリーマイルアイランド原子

実を婿感ずるところである〇

と書える﹂と決定︑この雷首相に

力発置所の建玉の教訓を踏まえ︑

行き十年間に総額四兆七薫懸念と

要な資金は昭租六十二年度まで先

と︑わが国の原子力研究開発に必

原子力開発利嗣長期野江による

えて安金研究や放射性廃蘂物対

ロジェクトが薪並み頭を出し︑加

場建設謝画の推逸といった穏要プ

ト詳網設計の着手︑民間簿処理工

の翼体化︑ウラン磯縮実証プラン

旛工︑新型輔換炉実証回田設謝儀

申で門漂子力は醤来のわが国経済

委員金義定︵別稿護照︶はその

を控え異例の措置となったもの︒

隻障を来たさないよう︑概糠要求

踏まえ︑研究開発の計上的推進に

子力委綴会決定はこうした現状を

化︑実証化段階へ移行︑必要な資

以降︑各分野で研究開発の大型

が国今後の原子力開発の命運を左

発の成物を実行に移す︑いわばわ

約が深刻なものとなってきている

要盟したが︑財政硬薫化からの制

嶺を蔑む強力かつ弾力的な対処を

子力委員会に対し特別財源での充

アジア地域頭熱部長が﹁プル︒サ

ルド・メカニコ・ニュクレアーレ

また︑G・ジェリー二・アンサ

ーマルとFB鼠でのプルトニウム

からに他ならない︒

右するもの︑といった膏漿がある

麟末はどう蕩えるか﹂との質問に

使用は不可欠だ︒この点について

金︑人材も憩激にふくらむが︑こ

ている︒

には﹂WHからのプルトニウムを

対し︑大山彰動燃理惣は﹁FB飛

だけに財政豪局の対応が注脚され

うしたゆで原子力委簸会が新税の

行政改革後の新原子力委員会に
とって初の試練でもある痩期研究

騒大
をしたのは︑これらがいず

淡憲

開発資金の確保︒原産もさきに原

鵠腹化まで求め資金確保へ

れも過去二十数奪にわたる研究開

ギシビリティーをもたせるためA

あてるが︑核燃麟サイクルにフレ
のあとの段階については門電力の

く発注したい扁と指摘︑さらにこ
ラトリアムについては関係蕎も確

る﹂と説明しながらも門原子力モ

伸びに応じてさらに蔚万KW級L

た︒

﹁む？出渠

τRの開発を進めている﹂と述べ
着している﹂と指摘︑このため産

し・CANDU炉も二基糠入を謝

貝殻窩としなど終えて

九日からドック入りし船体の貝

ず・門大破断解析﹂と﹁小口径破

る門大破断解析﹂に影響を与え

け︑地元窟治体の了承を得た上

門は︑通藤雀の精潮保安監蓋をう

とになる︒うち玄海一弩と解方一

た︒

ゆ
ている﹂との考えを明らかにし

るようにしておくとの方針をとつ

な変化が必要な鵜禽にも対処でき

庁編綴から﹁東京サミットと臼本

同日は天谷懸魏魏源エネルギー

して﹂と題し欝演がある︒

ト

三菱PW飛原子力発電プラン

三菱璽工業株式会社
三菱原子力工業株式会社

PWR原子力発電プラント
PWR船舶用原子炉設備

勧告

前に︑原子力行政のカナメでもある原子力委員会がこうした方針を決定したのは異例のこと︒財政学

確保につとめる必要がある︺と強

新たな財政措翻を講じ駈要資金の

試算︑とくに大型施設建設が簗汗

策︑立地確保など諸施策も難要な

調している︒原子力開発は浅紫度

うさばくか︑注闘されている︒

する前期五か隼間の伸び率は隼平

をとっている隈り︑これらに伴う

産業使節団と原産が懇談

WR四脚をオプションとして発注
を訴えていきたいと述べた︒

業界としても原子力開驚の必要甦

さらに立地闇題については﹁反

動衛調蛮のため來営したもの︒

また同氏は︑今後の開発計画に

対運動で遅延したモリーゼ原発は

イタリア産業ミッション︵隙長

懇談で︑アンサルド社のG・

ロ一︑二号︑モリーゼ一︑二署が

ついて﹁モンタルト・デ・カスト

﹁むつ﹂は遮蔽強化と総点検へ

保窺工閉摩壁に係船された◎

ここで︑安金辮査の結漿を待ち工

箏契約ができるまで待機する︒

東京サミットを

天谷畏幕き

テーマに原産懇

8月三日︑工業クラブて

日本原子力産業会議は来たる八

断解析﹂の櫨躍づけは変わらない

み︒

で︑八月上旬にも運転再開の兇込

安全性と信頼性に定評ある

三菱金属株式会社
蕊菱電機株式会社
三菱商事株式会社
三菱原子燃料株式会社

高速増殖炉プラント

薩化から各颪で制約が強まっているさ中︑﹃婆員会決窟を十分に懸諭しなければならない﹄酋相がど

均実質三〇％が必要としている︒

研究開発麗はとうていカバーしき

機器輸出にも意欲︵イタリア︶

と羅民鑑活に不可欠なエネルギー

億円︑核融△滋ハ千七酉億円︑原子

れず︑謝醐期欄を通じても半分程

ところが︑現行シーリング方式

時期を迎えるσ

力船五頁懸円︑墓礎研究等五千五

円︑新型鋤力炉關発一兆八千五颪

すなわち軽水炉関係九千五百億

函億円などが︑それだ︒とくに来

塵が賄えるにすぎない︒同日の原

佐はイタリアの原子力開発につい

C・スキレオ研究開発担当杜長補

画している一と述べた︒

長︑一行十五名︶と原産関係蓄と

E・オルトナ・アリタリア航空社

の懇談会が二＋日︑藁京・纒が関

の点検などが行われていた原子力

殻落とし︑撚りかえ︑スクリュー
すでに発注済みで︑さらに四基の

聞もなく解淡されるだろう﹂と指

て﹁政府︑電力︑産業界ともに原

lIなどの理宙から︑新回路の設 より国内外の発注を鰐能とする習
業体制が確立している﹂と述べ︑

ぎ︑すべての作業を終え再び佐世

ビルで開かれた︒同ミッションは

原子力安全委質会は二十三日︑

躍を妥当と判断した︒

原子力機盟の輸出にも隅田的な姿

が今後の炉型戦略について質臥し

このあと一本松玖磯原産艘会羅

勢を示した︒
二号︑

のPW8の加圧器水際計に関連す 原子力構想委員会の決定をうけ

各霞力会社は美浜⁝︑一て

高浜一︑二号︑伊方〜穆︑玄海一

RとBWRは炉概念が避うのでど

たのに鮒し︑スキレオ浅は門PW

摘︑また豊田蕉敏東電常務の﹁C

ちらがいいとはいえない﹂と指

による箕金審葦と原子力安金委澱

子炉圧力の門舞常低﹂だけでもE

響ければ二十六日にも終わる予

の日本工業倶楽部で第七十二回原

③従來の園賂とは独立しており︑

の進路ーエネルギi欝欝を中心と
また誤趨動防止簗がとられている

﹁中心は﹂WRでいくが︑戦略的 子力産業懇談会をひらく︒

R蜜全性聞題は一応決惣をみるこ 済にならないか﹂との質問には
②ECCS安全評影響針等におけ

月一日午後三時から策東︒丸の内
定︒これによりTMI絡みのPA
WNDU炉塞で手がけるのは不経
は︑①ECCSが早期に作動する

るというもの︒原子力門並婁員会

CCSが作励する新噂路を設縢す会によるダブルチェック審査は︑

鷺ループ型のPWRに対して︑原群の設羅変更を融点した︒通産雀

通産省の描薦は︑ニループ型と

に棊つく欝欝﹂を妥湯と認めた◎

るECCSの解析繕累およびそれて二士二鐵︑関西・四園︑九州の

通産雀から提出された﹁大飯以外

状については門これまでの投資に

醤万KW級﹂W8をできるだけ早
摘︑またイタリア原子力蒔業の現 船﹁むつ隔は︑二十三日正午す

玄海、伊方は8月にも

冊＝謄＝＝＝闇＝冊＝一冊＝＝瓢＝需＝

子力開発には墓添的に畳成してい

PWR運転再開へ
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原子力開発を含めたわが圏魔業の

安全委の「新回路設置」了承で

鋸度は潟速原型炉﹁もんじゅ﹂の

ミッションと原産との懇験会
イタリア
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聞

あると強調した︒

見解に同意する︒

高まるであろう偏という大統領の

に︑建設申・計画中の百二十墓の

子力発電所が稼働している︒さら

日二百万疹以上の石縮を節約

原発が一九九〇鰯までに完成する

富士ホールボディカウンタは、検出器としてシャドウ

入体内汚染の有無の迅速な測定、核種の同定を行ない

さらに、憲士電機ではホールボディカウンタの自動化

投入で、被検者の行動指示、測定から測定結果の

を推進しました。管理番号設定行動表示器へのカード

ければならない扁として︑※国は

三︑一九七八年に原子力によっ

できる勘定になる︒これは︑九〇

と

に電力を供給するため他の地方が

富士の放射線機器

ウエスチングハウス社のゴード

にエネルギー問題を解決しえない

てまかなわれた電力は︑石油に換

使用した輸送船は第一回はオラ

所で行った︒

ンダ船︑第二回は英国籍のジェム

号︒投棄作業はNEAの蚕簿監視

この海洋三三に対しては捕鯨反

の下に行われた︒

ース運動の虹の戦闘翼塔が阻止行

対で実際に行動にでたグリーンピ

動に出動してジュム号からの海洋

投棄を一時間遅らせた︒

プロゴフ原発反
対動議を議決

フランス

仏プレスト市会

︻パり松本駐在鼠︺

のブレスト南会︵社銭党二十五

名︑共産党十五名︑ブルダ⁝ニュ

ど︑UDB提案のプロゴフ原発反

罠主通命UDB蕪名︶はこのほ

共産党はマルシェ書記畏がこの

対動議を議決した︒

原発を受入れることはない﹂との

メに大規横火力発鱈腹が建設され

プリントアウトまで、完全に自動的に行えま魂

ン︒C・ハールバート社長は十七 強力に原子力を推進することなし
田︑カーター大統領のカンサスシ
という現実を認識している︒

五︑康子力は今日︑米国のエネ

ろう︒

対し︑大きな貢献をなすものとな

輸入削減をめざす大統領の目標に

年までに一日四百五十万疹の石油

算すると一日百三十万裕におよ

﹁原子力は不可欠﹂

二︑原子力は︑電力発霞源の中

ティーでのエネルギーに関する演
説について︑﹁今後原子力は︑米
国の石油輸入削威を推進する上で
これまで以上に重要な役割を果た
すだろう﹂との見解を発表︑大統

さらに近隣の資源国ーメキシ
コとカナダとの関係を密にする必

大統領演説を歓迎

ルギー照要に兇倉うもっとも効率

当力発電推進の姿勢を歓迎した︒

ぶ︒もしこの分の石佃を輸入して

領の軽水炉を中心とする明確な鞘

で最も安全で︑クリーンで︑しか

電電力嶽の一三％にも達し︑今後
冤解の詳細は次の通り︒

要性に加え﹁原発はすでに総発

もエネルギー源の多角化を図る必

四︑現在米国では七十二基の原

亟部から七百詩層︑大陸棚から四

域でアイルランドとスペインの最

ンフレ抑制にも効渠的である︒

的な選択の一つであり︑また︑イ

シティ1での演説の中で﹁原子力 メニー委員会︵大統領のTM1事がり︑一般消費者にはね返ってき

も経済的である︒WH社は︑﹁ケ いたとすれば︑滋然電力料金があ

て原子力発竃所の安金性がさらに

故調査委員会︶の調賓結果によっ

一︑カーター大統領はカンサス

は偲来の米国のエネルギー供給を

要がある偏また﹁シカゴなどでは
すでに五〇％以上を原発に依存し

確保する上で璽要な役瀦を演じな

に英国の廃棄物二千二颪七十ナ︒

〇隼までに国内数頁か所に建設さ
れ︑原子力による熱エネルギーの

ソ通のエネルギー資源壁絵率は

二月に述べた門ブルターニュ地方

他の国に比べて高い︒しかしその

は受入れはやむをえないとし︑南

見解に従い︑ブルターニュ地方で

と語っている︒

め大切にしなければならない︒そ

ればブルターニュ地方の購要は十

UDBでは﹁シュビレとコルド

会の投票では棄権しだ︒

資源鵬は無限ではなく︑将来のた

のためにも代醤エネルギー源の確

しかし︑現夜のところ原子力エ

立が必要となってくる︒

ネルギーはまだ世界で小さな役翻

鐵願番瀦。49−126113）

ます。（実用新案

重要な役罰を担う﹂
エネルギー多角化のカギに
カーター大統領は十六闘︑カンサスシティーで開かれた全※郡長金議で﹁醤来︑原子力は米國のエ
ている﹂と抵塾するとともに﹁ス

第欝凹は六月朱に行われスイ

防塁設備︑安全装躍︑蜜故の予防

百五十詩厨の深さ四千五璽綴の場

いずれも嬉嬉⁝六度から一七︒三

亀

邇l召ナ︑第二回はヒ月十四日 度︑北緯四六度線の南北十卿の海

ス︑オランダ︑ベルギーの廃糸物

！

RBMKはノボボロネジ︑コー
の原発が引続き建設される予定︒

システムが考慮されているし︑放

ンに大規模原発を建設する計画は

分満たされる︒プロゴフとペルラ

己わ匪ll事業部〒100東寧都千イざ田区有泉町1−12一王TEL（03）211−7鶏㈹鐙

ただろう︒

リーマイルアイランド原発事故調

スに原発を発注する顧碕がないこ

査で︑原発の安全性は高まろう︒

の重要な役邸を握うべきだ扁と強

将来︑原子力は米国のエネルギー

画工側は原発建設に関しフラン

とを通報した︒

調した︒

スに照会したものの︑スリーマイ

ネル型原子炉︵RBMK︶と加圧
クラスの原発を二基ないし四墓建

水型原子炉︵VVER︶1の
設成
し︑一サイトで二百万から六百

材と沸騰水を便用する軽水型チャ

ネルギ；確保の面で原子力発礪の

功による︒

ようになる﹂とコスイギン無相も

さきに行なわれた第三十三國コ

発展に最大の比量を躍いているこ

十年後の見趨しを語っており︑エ

メコン総会では︑コメコン諸国の

とがうかがえる︒

VHRはレニングラード・チェルは 最大の注意 を払って︑設計

ソ運の電力生産は十年ごとに約

射性生成物が所外に漏れない描躍

りしか占めておらず︑発露所や船

の電力供給源としょうとするもの

ブルターニュ地方を再び他地方へ

舶・潜水艦のタービンに利用され

ているだけだ︒将来は製鉄や冶

で︑ブルターニュ地方倥民に危険

金︑化学︑運輸その他多くの経済
部門でも利用されるようになり︑

負担を求めるもの﹂とするととも

に門ブレスト港を石炭輸入港とす

そのとき︑核エネルギーは世界経
済の基礎となろう︒

に台う﹂と主張している︒

れば石炭焚き火力発蟷所で十分間

醐 闘
士黙rル療テイカウンタ
隔

由

ネルギーの鯉要な役割を担うべきだ﹂など︑窃めて原子力の購要性に触れる演説を行った︒この趨説
は十五﹇口の全※向けテレビで発表された大統誤の新エネルギー政策を補建するものとして注目されて

大統領は十六Bの演説で石漣の

そう﹂とした撃方が強い︒

しているものの︑原発推進に関しては一讃も触れていなかったことから門石癌半減﹂政策に疑問が投

いる︒十五闘の新エネルギー政策では﹁発墨所が使用する石縮を八○年代来までには辛減する﹂と

げかけられていた︒

幽して︑節約

ルアイランド原発鳥網で安金性に

豊

クサンドロフソ運科学アカデミー

低レベル放射性廃棄物の海，羊処分
が行われた西経16。〜17．3。、北緯
46。、深水4，500メートルの海域

からの強い批判にもかかわらず︑

大統領は織紐以来
消鑓の繕獺︑石組コストの大蟷楢

調節した結渠︑発注しないことに

問題があり︑まだ経済開発自国を

■

！マドリード

に出力が一議菖から落五十万KW 総裁は﹁原子力熱供給発魔所は九

ニン︑ローベニキの各原発のよう

Oリスボン

﹁カーター大統領は原子力開発
・推進のためのなんの行動をとっ

など石塁種機に露面していること

驚臣

外隷

と石炭や太陽エネルギーなどの代

を掴摘︒石蘭会社各社の協力がな

・

万KWを供給するという巨大出力 コストは膏機燃料の半分になる﹂

工業晶晶に対する驚要の充足︑運

から操業にいたるいろいろな段階

原発の信頼性︑安全性について
ならず︑原子力開発により一願の

で国の検蛮機関が厳重なチェック

リスキ⁝・アルミヤンスクに・V

拍車をかけるソ連の原子力の現状

ナブイリ︑クールスクの各発電所

米國を中心とする西側諸国のみ

コメコン加勢国は今後十年間に

と未来をAPN通患から拾ってみに据付けられ︑各サイトの台計出

協力計画が採択された︒

輔の発展という二つの露的罰長期

科学技術進歩の全面的促進︑原

二倍の伸びをみせている︒しかし

を実施︒まだ︑設計には総倉的な
た︒

石油︑天然ガスはできるだけ節約

ては特に高度な要求があり︑動力

が講じられている︒操業にあたっ

工業分化雀が簗申的に技術揺糠を

する必要があり︑原子力工業を譲

在﹁アトムマッシ﹂工場のような

先的に発展させる方向にあり︑現

力は二百万KWに達する︒

料︑燃料︑エネルギー︑機械︑設

原子力工業︑
現状

優先的に推進
・

世界の原子力工業の発展に大きく

行っている︒

原子連発魔所はソ連のみならず
器生産での協力漫画はきわめて璽

建設中だ︒

原発用機器を生産する二大工場を

将来
物理学者のアナトーり一・アレ

・ ：

熱供給発電所
数百か所建設
工業は分野として独立︑麗大原発

今期および来期五か年計画でレ

、

地ノ・

軽水炉は総懸

ただけに︑今回の演説で﹁ようや

薔エネルギー聡発に力を入れてき

決めたとしている︒

︹パリ松本駐在風︼経済協力開

f

震製した︒この闇︑ソ趨の原子力

の設計から建設︑操業に穴きな経

レンスク︑南ウクライナ︑カリー

ールスク︑チェルナブイリ︑スモ

験を積み︑曹万KW級に達する発 ニングラード︑イグナリーナ︑ク

こうしだ発展は二つの墓本的な

電所を運転するまでになった︒

、、

＝一幽＝■：回国＝隔＝＝四二輸冊一二一罰鶉＝＝一国一＝一＝＝口︸

バリ

きた︒

一以上の全力を新たに生産できる 型の原子炉1⁝冷却秘に黒鉛減速

嘱、

な石油を犀間数頁万ナも節約して

過した今︑原発はすでに不足がち

鴨、

1（Tのシンチレータを併用しているため、

レータとNa

脚、
ロンドン

総理な機器製作部門の新設を規定

原発建設共同計画によって﹁ヨ

している︒

キューバの現在の発電蟹の宏分の

ーロッパのコメコン加盟国および

1投乗

鴨
、、

o

、a
ｾ

5ぴ

たこともない扁﹁
の手段

との方針では原発建設を

衰退させエネルギー状況を益々悪
い場△口は石油公傷設立の考え方が

﹁仏に原発発注 低レベル廃棄物
中国側︑二黒

発機欄︵0￡CD︶の原争力聖駕

合計五千六百︐ン

九鋸テキサス大学大学院で経口学

節圏に伝える

の意図なしL

を尊攻後︑ダンカン︒フード社︑

︹パリ松本駐在厩扁中国政府は

ハンブル石趨会社入社︒七八〜七

ネルギー纏縫窟に総名︑上院の承

コカコーラ・アトランタ支祇面

統領はダンカン国防副畏醤を新エ

化させるだけだ﹂1一など産業界 く原子力産業は悪を難きかえせ

カーター大統領

認待ちとなった︒十月ころ正式に

恥︑ヒューストン金融会社理薯長

︵N鷺A︶はこのほど二回にわた

NEA︑海洋処分を爽施

エネルギ⁝総長窟に任命されるも

って低レベル放射性廃棄物の海洋

た︒

︵フラマトーム籠社長を禽む︶に 処分を行ったことを明らかにし

対して中国は環在のところフラン

＝

要﹂としており︑コメコン諸国に

そのなかでも﹁原子力発電所機

た︒

寵することが必要との結論を得

送網の創設など︑各国の努力を簗

備︑効果的で近代的装備をもつ輸

25銀の歴史と高稼働率（時間）を舗るオブニンスク原
発（5MW）は商用原発の象徴的存筏になっている。
7雀隼の稼働串儀下は大規模な酒壷と全黒鉛パイルの
検盃のため運転檸止されたため

凄0￠

エネルギー

よう︒

このほど︑中国訪間中のアンドレ

︑

︑

0量L＿L＿L」L一
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業

省長官更迭
優任にダンカン総捲名

・ジ出願工業椙を畏とする使節団

噸

産
を経て七七銀国防副長富に就任︑

ギー雀長蜜に指名された︒

今圓の内閣改造にともないエネル

，

欝士電機製造株式会社

チャールズ・ダンカン氏の路歴
次の通り︒

のは二十五奪前の一九五四六月二

D

30

10

十七臼のこと︒四分の一世紀を経

40

、

シールド式鉄しゃへい体内に、大形プラスチックシンチ

体内；に残留する
微量の放射盤物質を
迅速に険翻しま沈

カーター大統領は一連の内鍵改

一九二六鋸九月九日生まれ︒ラ

造の︸環として二十日︑シュレシ
ンジャー・エネルギー省長宮の更
イス大学︵化学工学専攻︶卒後︑

50

，

日

迭を決定した︒これに引き欝欝大

，
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﹁髄災融解整備急げ﹂
県の長期計画に協力求める
松平彌編綴翻興知瑠は十九日︑科学技術庁と通産織資源エネルギー庁を訪れ︑原発の蜜全対策︑鋳

災対策︑周辺地城振興対策を強化するよう求めた要望罰を提出した︒来重度予騨総量にあたって︑
﹁禰翻集欝欝総合計画﹂の一環として同県が進めている原子力対策への協力を求めたもの︒それによ

ため﹁醗は立地市町村︑藍玉市町
村に対し慣久的な財政上の纒遇描
爾を講じる必要がある扁と捲摘︑
同時に地元魑用確傑薄策︑工業憩

の実現を期すべきだとの疑え方を

入の促進等を目的とする特罰立法

新燃料貯蔵を倍化

伊方︑玄海の変
原子力安全婁

更許可を答申
原子力安全委員会は十九爲︑四

力を現行の約三分の⁝炉心分から

十七日に許認可晦講︒

兇︑原題は講難中︒制御樫クラス

タ案内管のたわみピンについては

ェック諮問されたQ

の結累新たに七本のピンに異常な

行われ︑﹁仮に薪燃料欝藏魔に純 数蒼九十二本を水巾テレビで検査

クでは︑とくに未臨界性の検酎が クラスタ察内許のたわみピンの全

高浜︸号機については︑制御棒

指示が発見された︒

玄海発電駈の設躍変更は①一︑

醐浜二讐機の格納容器貫通部配

したところ︑二本に損鰯が発発︒

では初めての試み︒ダブルチェッ

新燃料貯藏能力の傍増はわが国

さきに水中テレビで確認された九

安金審査をパスして︑六月十厳

これらの設躍変璽は︑遡産省の

の出力分布調整用制御捧クラスタ

賦︑原子力安全委員会にダブルチ 本の掘鵬以外に︑超難波探鰯検糞

約三分の二炉心分に応酬②二号炉

の駆動方式をローラー・ナット式

から磁気ジャック式に変璽⁝⁝
で︑今年二月十蕊Bに誹認司を桑

二穆炉の﹁新燃料鳳財蔵設備の一

水が満たされ︑また︑その純水密

海︒

て︑﹁安金性は轟轟し刷る﹂とし

・玄海一︑二弩の設躍変翼につい

図能力を現行の約三分の一炉心分

国趣力・騨方一︑二暦と九州鱈力

て︑変更顛覆を通産大臣に答録し

蟹のひび劉れ︵三月二十三欝発
も未臨界性は確撮される扁ことが

度が巖適減趣状態であったとして

褒︶は憾力腐食割れが原膣と判

から約驚分の二炉心分に倍増②雑

貯蔵庵の樹設11で︑今黛二月二 確認された︒

固体焼却設備の新設③固体廃藁物

題について審議︑零本的にこれに

設については﹁食券の鱗故に伴い

伊方発電所の設腰変腿は①一弩

協力することで合悪に幽した︒し

た︒

輝の﹁新燃料﹂貯蔵設備の財藏能

しかし︑その現状については

済界からの要望も強いと述べた︒

打ち出している︒

場合︑特例描躍により交付金が六

シンポジウムの騨細が煮つまって

と指摘︑﹁この問題は国際的関運
で解決する必要がある︒この点︑
臼本の推進状況は瀬独での謙闘の

大きな捉進言料となる﹂と述べ

また︑玉総側が今後の高温ガス

た︒

炉開発計画について質問したのに
対し村田繭原研理議長は門今後の
開発では実証試験を行い安金性を
十分確認していくことが将来の実

審議金は九月上旬開催の予定︒

配管とたわみ
ピンに異常
葵浜︑萬浜の窟検状況

通産雀がご十驚日発表した原発
四基の定検状況によると・美浜一

薪潟地裁

柏崎刈羽炉設置許可
取消しで訴訟提起

東察醗力・柏購刈羽原子力発電

る行政訴訟が二十臼︑新潟地裁に

駈の原子炉設踵許可取消しを求め

氏ら地元住罠千五落三十八名︒原

起こされた︒訴えたのは田辺栄作

子炉設置許可取消し行政訴訟は︑

二に次いで五つ扇︒

伊方︸︑二弩︑璽海第二︑福鵬第

代四番零露

髪

グピ／彰

︵株︶誘発毅断

新代表煮は代表戴締役社長能美英

代表蓄変萸

と︑余熱除壷三徳環配管の格納容

大成建設︵株︶

彦氏

新代表蕎は取締役社擬佐窃一考

中蹴技術コンサルタント︵株︶

ール中に霊蒸気ライン付近で蒸気

二日午前十⁝晴ころ︑運転バト滋

一方︑藁海第二発趣所は︑一一十

に達する盛込み︒

た︒二十八田ころにはフルパワー

新代表番は敗締役酒

蒸鈴紀懸久氏

代表餐変璽

替え縮水タンク濠わりの屋外配管

霜除ご轡機については︑燃料取

は調査費︒

器翼通部にひび劉れが発覧︒原困

辱機については︑主蒸気逃し弁

明︒影該部分は取替えられる︒

薔円／KWで計騨され全体の収入

また︑昭和五十四無慶滋工の施

れる偏と指摘︑仮にも魑工が五牽

安全霧董の遅延することが予想さ

は薦三＋二懸円になるのに対し︑

いないため︑同軍議としての鹸終

かし︑蒙だテーマ︑パネラーなど

五年度に延蔑される購態となれば

命︑このままだと四哲五＋円／K 治飽色彩が濃い﹂と前躍きしたあ

薔工が五ナ五黛度にズレ込んだ窮

﹁原子力発電の許認町は殉政臆が

地方財政上支踊が鑑じる斑能性が

二更利用の縄帯を要望してきてい
る﹂と述べた︒

用化への學道となる﹂との墨水朗
な語え方を説明したあと戸井的計
画については﹁二〇〇〇隼ころに
は＋〜二＋基程度の潮要があるだ

ころ・配管数か崩にひび翔れが発

溶接部を液体浸透探勝検査したと

福島一と東海
二が運転停止
すぐに奨躍再關
藁薦餓力・福舗第一原子力発霞

ン建屋内蒸気系配管の畢簾の誹装

の調査にあたっていたが・タービ

璽鰹機︵BWR︑四士ハ万K
漏洩を馬指︒出力を減少して原因
ため二十際に︑扇木原子力発懸・

W︶は海水徳環ポンプ弁の故繍の

KW︶は計装配籔弁の故蹄のため の故隔と判明︑中後五時三十分︑

粟糠第二発甑所︵BWR・酉＋万配蟹弁︵遜常は鰭用せず︑金閉︶

の点検を行った後︑二十㎎日午前

甲一二

総

鼎τ

y﹇ 一週

需二一椚⑧

蒙㎞．︻2

ll陶（044）233−4351名占磁（052）962−01a人望（06）931一（X）58広翻（0822）43−1532

その実権を握っており︑しかも政

あるとし鱈源三法交付金の特例措

懇談であいさつにたった舛上亮

利用による石炭ガス化を進めるべ

ろう隔との兇通しを明らかにし

議象に持ち越された︒次回の運営

への甥与が鬼込めないため︑特例

W計算となり九十九億円しか財政 と試したがってHτGRも工合町的な態度慶庵は次同以降の遼営審

これに対し西独側は﹁漸独でも

について﹁石油代替エネルギーと

の間題から壁にぶつかっている﹂

る︒これは福島第二康二三︑四轡

覆髄の延長を求めたもの︒

磁運開を延長するよう要墾してい

が照和五十四薙度中に魑工された

要の課題となっている扁と指摘︑
また多調的利用については門膨大

原子力利溺は識力が叢体との考え

開かれた︒轟筏は講本の原子力行

る﹂と指摘︑この点については経

きだとの澹え方が広がってきてい

さらに︑この問題について大謝

た︒

懸一東大教授は﹁これまで製鉄へ
の利溺を中心に開発が進められて
きたが・今後は化学方薗へのプロ
セス利用も鐙弱な課題としていく
必要がある﹂と撮摘︑また田畑親
太郎一本鉄鋼協会尊務一襲は﹁現
在鉄鋼鮒要の傭びは低迷している
が将来石炭供給に異常がおこれば
鉄鯛業騨は不安定になる可凝性も
あり︑臨接製鉄構想は変えていな

夜︑現場で詳細講還した結果︑誹

タービン発電機を鰹悔した︒岡

十一時驚十分に併存した︒三十日

の膨留はなかった︒

原子力機器の浸透検査には品質の保証された！

ると要墾轡は﹁今圓のTMI原発箏故は禰灘県にも多くの問題を発生さ世た﹂と撮摘︑こうした問題

興対策の改心も今回の要盟の熊点

﹁現在︑躍源三法による交柑金は

つ︒この点について要墾欝は

と﹁安全性については地方会員体

る﹂と強調︑﹁この点について国
発電駈の運開までとなっている﹂

﹁化学利用にも期待﹂

退避等の棊準を明らかにするとと

来日中の西独キリスト教蔑長岡

原産・原子炉多圏的利用懇談会総

方がある扁としながらも・﹁核熱

興体的にはまず安全性について
の整備を図るなどして防災体制を

ギー安定供給確保の観点から最璽

して原子力熱発はわが国のエネル

うマルチナショナル構想も出され

り︑その一つとして薪税の設躍も

ろいろな方法があり︑これらを含

ば予舞要求時期にあわせたい︒

二十二田に︑それぞれ運転檸止し

二十四分

点部分を取替えるとともに類似弁

ング︶からの漏洩とわかった︒黒

裟配管弁のフランジ部分︵パッキ

たが︑いずれも二臼後には発磯を
再開した︒

福翻一難機は二十鰯年前七時二

したことに伴い︑同穴蒔

るための海水偽離水ポンプが鰹止

にはフルパワーに達する見込み︒

十六分︑タービン復水器を冷却す

日本学術禽議は二十五臼開いた

原子炉が陣止︒ポンプの弁の故隠

蜜全婁致益簸シンポ聞題

学術会議︑態度
決定は持ち越し

い﹂と述べた︒

一・JT160の立地については
遅くとも今難来窪でには解決する
兇適しだσ今後の研究開発では米
国との国際協力を強化していきた
い︒

鑓閣で遮蔽薫修︑安全総点検を終

第五百三十鷹運當纂議会で原子力

一︑むつについては約束曇り説

え︑新盤係港に移れるよう騒大限

によるもので︑新しい弁と取上え

四躇四十分越運蔽再開︵輸入︶し

いずれの場合も外部への放射能
安全委麗会から共催を要罰されて

関する学術シンポジウム扁開催間

いる﹁TMIの提起した諸悶題に配管を洗浄した後︑二士⁝日午繭

努力したい︒原船醐の研究機関へ

入の羅非にかかわらずATR路線ための法案を提出したい︒

東京都〜四丁東新橋1−2−13（川岸ビル＞丁鳳L（03）573−4235（f℃）

巣進化学株式会社

について国の穂極的な対応が不可欠だと強調している︒

福煽興長期総倉計画は昭和六十

と地方自治体の役罰開園を明確に

の

の実現をめざし︑人間腺璽を墓詣

する必要がある﹂とし︑これに必

としても簸大の関心を霧せてい

とした県民生濡の安定を図ろうと

要な財政搭置を講じるよう求めて

隼をメドに﹁魅力ある定住社金﹂

子力周辺環境の整備はその焦点の
いる︒

する総盒開発プロジェクトで︑原

一つ︒こうしたなかで要蟹 織 は
﹁TMI原発購故は福翻累でも多 濠た︑防災体制についても﹁国

な原子力エネルギーをより広い分

もに︑この分野での鷹と地方自治

盟のL・ゲルンシュタイン︑P・

播部会撰︵榮東瓦斯常任監査役︶

は原子力災審の指針となる線欝︑

適切に対応することが求められて

体の役翻分担を明確化する必要が

ラウフス澗践と原慶・原子炉多図

はわが国の原子力騰発の基庵方針

くの問題を発生させ︑禦はこれに

いる﹂と述べ︑この問題への対厳

ある﹂と揺摘︑群体的には緊急時

工利用懇談会との懇談が十九欝午

野で有効に利用する必要があり︑

いかんが今後の計画撫進上最も璽

モニタリング体制︑帯町村広報無

後︑東京・丸の内の工業クラブで

縫賭西独国会議貝と懇談

備な闘題の一つになっていること

線施設整備箸の遡絡体制︑騨門職

産業界の立場から政肩に灼して多

を強調︑国の横極的な協力の必要

員による指轟助誘体制︑防災装備

で来日したもの︒

性を訴えている︒

﹁鰯は審査︑検蜜蝋について藁葺

政などを総禽的に調査︑これを西

﹁三代一諜聾琶蕊一一二三︻一一騙

地域核燃料サイクルセンター構想

ているが︑多国間協力だとそれだ

考えている︒この方法には石菖税

剛釜荘藁三重＝︻一軸襲一§一㎜一

独の原子力開発の参考にする習的

また︑電源立地地域に対する振
釜一三

れと岡時に6本独自の核燃料サイ け捜術驚報も漏洩しやすい︒オー

には棊本的に円成だ︒しかし︑こ

ストラリアとの協力については資

の論結し︑躍源特会の一指などい

一︻簗︻≡三灘戴一霞一＝㎜一薫三三論ヨ篇一﹇一一一叢論簗戴︻讐箪一

強化するよう求めている︒

の充実を曙るなどして管理体制を
強化する必要がある﹂と述べたあ
葦箋二︻一＝一一篇一論一︻一§三一一一聾一一憲篇︻蕪讐螢謡一目篇需﹇≡⁝一一

周擾は十八臼︑配脅会見し①IN 決に全力投球で取り縮みたい﹂と

源確保無題も認め擬期的な属しと

は変翼しない︒

問題の一つである一NFC旦につクルの確立も主張していく必要が

FCEではわが国の主張が認めら抱負を述べたあと︑嶺蘭の蝦璽要

ある︒両者のかみあわせについて

聞題が山横しており︑これらの解

れるように最大隈の外交努力をし

いては門濃縮︑プルトニウム利潮

考える必要があるが︑それには誌

科学技術庁の石渡避難新原子力

ていく必要があるが︑いまのとこ

はあまり楽観できないが翼処理は

めあらゆるケースを警えていきた

一︑新型総力炉問題については

して取り組んでいく︒

INFCEが遅れていることから
肢ﾈ降まで延期されることにな
るだろう︒

一︑ウラン凝縮については自立

を慧いでいる︒お互いに監視しあ

FC逸に淡愈を恭すためにも開発 つある︒しかし︑CANDU姫の纒
移行については次期魍会にその

でやる賂線に変わりはない︒IN しだいにコンセンサスが簿られつ

い︒新税の設灘についてはできれ

聞がかかろう◎

一︑資金確傑は駅要な問題であ

ろある程慶明るい兇通しが得られ

一︑韓国︑台湾など謡本周辺各

一︑田籍再処理交渉については

既羅簸日米再処理交渉は延期

新税構想に積極対処

ている ② 玉 N F C E の 結 論が延期
日本の主張する線で結論に落ちつ

されたため︑日米再処理交渉も来

年二月以降まで延期されるだろう
③わが國独自の核燃料サイクル完
結を霊張していくと同筆に地生サ

く冤通しも得られている﹂と擬

イクルセンター構想にも顎当でき

る④資金確保問題は蚤要な問 題

摘︑核防と平和利絹が両立される
よう最大限の外交努力を傾注する

であり︑何らかの税制描圏につい

て閲係雀庁と交渉を開始していく

以下國局長の発喬警は次の趨

⑤JT160の立地問題は遅くと必
も要性を強調した︒
今蕉宋までには解決する発註しだ

国でも原発の建設が進んでおり︑

り︒

周周遷は︑まず今後の原乎論叢

一などの蕎えを明らかにしだ◎

発について﹁解決を迫られている

（浸透・磁粉・超音波）

葬破壊検査機

素材から航空機・原子力機器まで、
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核融台炉の実現をめざして︑世界の主要蛋国で︑プラズマ・核融合炉の研究が二十奪以上に
わたってつづけられている︒一九八○黛代前半に臨界プラズマ実現をめざした大型装躍による
研究誹薦が進行中だが︑核融禽という本来の門標を還成するまでには︑今後なお多くの困難な
一己に澱遇することが予想されている︒このような情勢のもとで︑大江建︵ビシネスコンサル
タント︶︑金沼康正︑酉田弘︑市川笏彦︵以上名大プラズマ研究所︶の四氏は︑最近︑核融倉
研究の計畷的分析を試みた︒すなわち︑世界におけるプラズマ・核融合の研究の発展経過と成
果を概活︑現在の研究段階を明らかにし︑核融倉研究の将来を展望している︒第八回捜衝予測

︑

︐

る︒これらの四期間の特徴を図1

シンポジウム︵七月羅臼︑科学技術と経済の会主催︶で発叢された分板縮尺から︑以下その概
要を紹介する︒

発表論文数︑研究成果璽として達
にまとめる︒

門プラズマ︒核融台閣係﹂の論

成実験燈を周い︑研究湧動騒と研
究成果塗の間の相関性を明らかに

♂
︒・

轟

・

O
●
O
鱒
●
●
●O
O
・●
ム

︒︐一巨︶↑い仁

10z5
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累積収録論文数
第4麹 研究努力紬線
論文数の闇には︑碗線的梱関関係

る累通論文数︵五万千編︶が求ま

条件値に達するまでに必要とされ

条件を満たす臨界プラズマの実現

とが予刷される︒現在︑核町回の

す︒プラズマ・核野鳩研究の累積

七八年にアルカトールで三×十の

カトールで七六無に記録された︒

数︑研究費等であらわされる

されるが研究濡動騒

研

ば︑目標の

を得る
ために︑何人の研究蕾を必要とす

研究成果騒

ている︒図3の上で︑現在の成蔑 の着火条件因数懐一・五×十の二

の予測

プラズマ核融△口研究の累

▽臨界プラズマ癬火条件の到逮

い︒

究題材として︑この報告では議論

る︒しかし︑この闇題は︑次の研

資計画の立累に役立つ町能性があ

傾向を延宣してみると︑八Q年に 十乗秒・KeV／立方綴に一番近るかというような︑翼体的研究投

四隼には五万五千程慶の研究論文

は四万二千︑八二年には五万︑八

の蓄横が期待される︒

しかし︑各国のエネルギーの電

力への依存度や︑エネルギーの自

のプラズマ・核融愈研究への参加

給度の違いなどを湾賦して︑各国

の度含の適正規模を検討する必要

核融合炉実現のためには︑絶対

がある︒

れるので︑その意味では︑※閏の

的研究蘭書壁が壷要であると思わ

であり︑日本の現在の研究投資那

現在の研究投資騒と活動羅で十分

かもしれない︒

と毒草量の絶対賊ぱ不十分である

一九七四年から七七

▽プラズマ・核融合研究のポー

長率であり駅留一六％︑ソ遡一一霊

研究の論文数は平均年一三％の成

トフォリオ

研究

無の四琿間に︑プラズマ・核融禽
と呼ぶことにする︒

のnτ丁縞は︑はじめにマクナリ 相閣下係を示す捜線を 研突努力
蘭線

をnτTの着火条件選 ％︑田本は平均より低く一〇％︑

さて︑図4の上で︑この

一・五×十の二十乗秒・KeV／
西独三四％︑仏国二三％︑英国は

努力曲線

議で発表された論文に基づき︑計

図3で︑現在の累秘論二士の年

る︒

次変化の傾向が続くと仮定して外

層が記録された後︑六八年に算空

を閉捲した大型実験装鷹の建設が

収録論⁝文鼎数は︑一九六一年に千穏

した︒この憾は炉心D−丁核融盒

＋九乗秒︒KeV／立方層が実騨究投資蟹 との相関関係がわかれ

と︑研究薔

八毎には三万四千に達しようとし

を越え︑七〇年には一万三千︑七

さらに︑累積論文数等であらわ

¥の十九乗秒・KeV／立方層
ると匿えられよう︒

七憂にsT装置でえられた2実現するという予測は︑妥当であ

十の十八乗秒︒KeV／立方層は九八三年には臨騨プラズマ状態が

KeV／立方綴がえられた︒一×進められている状況をみると︑一

3装置により六×十の＋七乗秒・

壁をきれいにすることによってT

＋の＋六藁秒・KeV／立累
方積論文数が五万手編を越えるこ

一九六五年にT3装置によって 挿してみると︑一九八三年には︑

た︒

ータが不醇正であったので雀略し

は︑aτTを求めるのに必要なデ

算した︒一九六五年以前の論文で

方酵まで延長してみると︑この
nτ丁値は︑IAEAの国際立会

いられている︒

要において︑重璽な指標として旨

プラズマ研究所第三次将来計画概

ーによって導入され︑犠霞犀大学

三つの難の績nτTを網いた︒こ 究成粟興と研究累積活動蹴の闇の

よびプラズマ温度丁︵KeV︶のが成立することがわかる︒この研

立方綴︶閉じ込め時問τ︵秒︶お

ては︑プラズマ粒子密度n︵1／ 図から明らかに︑nτ丁値と累積

︵﹀①︾一〇①σ
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10茎
103

の研究の麟入期︑五八年から七〇
年までが︑研究の成長期︑そして

っていると考えられる︒しかし︑

七〇隼以降から研究の重臣期に入

癒×確順諏軽灘岬諏

の相関関係

九七〇年以前が︑研究の導入期︑

核融愈関係の研究については︑一

うようなものがあるのではないか

とい

七〇庫以降︑研究の成長期に入

研究努力縮線

り︑八○年代における核融合着火

とくに︑プラズマ・核融禽の研

と占えた︒

究においては︑研究喬動の目的が

条件に達するプラズマの実鏡を目

が︑現状であるという潔であろ

指して︑活発な成擾期にあるの
という棉象的なも

のではなく︑核融合炉の実字とい

翼麗の探究

瓦落︑鍛も衡望な核融倉プラズ

う賢顔的なものであり︑しかも︑

う︒

マ実験装置トカマクについては︑

と数囎化されている︒このような

一九六〇年から七〇無の間の研究 そのための口証が非常にはっきり
の導入期を経て︑七〇無から成長

65。

一九七七年における金世騨のプ

ソ運一六％︑日本七％弱︑渡独五

強襲蜀の胃分比は︑※國一二一％︑

国々の平均は○・七となる︒

の平均は一︒一となり︑その他の

→

マイナスニ％︑その他の諸国は一

一九七七矩における霊要六か国

〇％である︒

の論文数の椙対的シェアと各国の

数に比例した半径の円を描いて︑

成長率値を中心点として︑論文の

研究のポートフォリオを隈5に示

O％︶を成畏率の高低の基噌

す︒同異で︑世界の平均成長率

ラインにし︑また︑相対的シェア

一・Oを大小の墓準ラインにとっ

てポートフォリオを四つのマス目

ビジネスのマス圏の名称をそっ

に仕切った︒

くり儲りて︑挙国の研究状況を分

析すると︑米国は花形であり︑ソ

通は花形に近づく司能性のある問

を入れて︑核融盒研究をおこなっ

§
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濾一・

聞題兜である︒日本の場命は︑問
灘バ

題児に近い負け犬であり︑英国の

研究者の参加の度合の適正さを判

値から︑各国のプラズマ︒核融禽

ていることがわかる︒そして︑そ

るのではないかと思われる︒

この分析から︑来国は非常に力
の発電璽の六七％を占めている︒

S人︒各国別内訳は︑米國千五 あり︑これら主要六か国で全世界

断すると︑米国はその研究酒鼠壁

の結果として︑核融愈炉のための

場合は完全に負け犬である︒

酉人︑ソ連千二膏入︑滋本選薫六

したがって︑各国の発鱈百分比

が不十分であり︑田本は国相応の

まず︑

一九七四蕉から七八年までの五無 十人︑西独三再人︑仏鷹二型五十

に対する論二酉分比の値は︑仏国

閣にわたる研究論文総数一万七千

▽主要六か国の論文数

人︑豊国二百騨十人︑その他の諸

種々の精許を獲罎する司能性があ

この論文薔分比／発耀胃分比の

％弱︑英国四％強︑仏国三％弱で

暴六兆四千癒KWHに占める各國国はO・九で︑これら薫要六か国 題児であり︑⑳独︑仏国の研究は

両対数グラフに解脱する︵園4︶︒

100

文を﹁プラズマ物理関係扁の論文

調責に籠毒した儀料は︑PHYと﹁核融合閣係偏の論支に分類す

1α7

▽研究成果緻nτTの庫次変化 横論文数と実験達成櫨nτTを︑ しないことにした︒
研究成累囎︵達成実験億︶とし

六％︑仏国覧％︑英国五％︑その

Do8・

する︒

粟としての研究成果︵達成実験

の蓄積︵累積論文数︶と︑その結

ステラレータ関係の研究とミラー

在すると予想される︒

績︶の間には︑一定の橿関性が存

分野の研究においては︑研究酒動

瀾係の研究は︑一九五八年以来︑

いえる︒その他の実験附置である

係﹂の論文数は一九五八年に百二

論文数は漸贈という傾向であり︑

期に移行し︑現在に至っていると

よび︑その内容をコンピューター
十＼六五琿に千︑七〇無に二千二

まず︑門プラズマ・核融禽関

る︒

ABSTRACTS

で文献検索ができるように︑磁気

繻ﾜ八年から七八庫濠で︶お

SICS

﹁ 売り上げ から 顎用

テープに収録した︑亙NSPH百
Cと増大して︑七八年には三千八

メ
1019

ラズマ・核融倉研究者数は約五千

他の諸国二四％である︒

丸

論文数と達成
実験値を利用
讃盤体系
計璽的に﹁醗究﹂を研究す る
ために︑ビジネス哲動におけ る

し引いた残りが 利益 である﹂

を差

という基本的考え方を類推的に適

各々に何等かの飛躍的発展がみら

ラズマ・核融含研究の

プ

TAPE︵一九七四奪から七八年
百に到達すると推定される︒プラ

Nに臨界努実現へ

論文数

研究努力から技術を予測
ではないかと予想される︒

れない限り︑成長期に入らないの

経験藤線

10

の奪次的変化を國3に示 は磁場を強くすることによりアル

八年に百二十︑六五隼に千︑七〇

五万編の累積
論文数が必要

ズマ物理関係の論文数は︑︷九五

鋸に二千一一葎︑七八年には二千八

百に到達すると蛙定される︒一方
核融盆暮係の論文数の年次的変化

と

の

累積収録

▽累算論文数の奪次的変化

まで︶の二種類︒この二番は︑現
在のところ︑最も完全な文献収録

用して︑門研究﹂の計壁体系を構

に相嶺

成した︒

売り上げ
データ・バンクであり︑プラズマ

すなわち︑
する醗が︑発表論文数︑著蕎数︑

・核融台関係の論文のほとんどす
べてが収録されている︒

学会開催数などでありこれら を
﹁研究盾動騒﹂と呼ぶことにす
に相当する暴が︑研

研究濤動蚤の調査対象期闇は︑

餐罵

る︒
一九五八葎から現在にいたる二十
掴取とする︒

究費︑研究設備薇︑研究暫数など

でありこれらの腿を門研究投 資

に相当する騒が︑違成実験傾︑特

麗﹂と呼ぶことにする︒ 利益

核融合研究は
成長期に入る
研究のライフサイクル

学習曲線

経験幽線

≠

15x三〇∠0

羅織馨鑛勲瀦甦趨

聞

産

力

原
許数︑論文被引用頻度数であり︑
これらを一括して﹁研究成果壁﹂

までは︑毎琿︑約十編程慶以下の

臨界プラズマ二成のカギ

製品にライフサイクルがあるよ

ては

をみると︑一九五八年から六九卑

この報衝では︑﹁プラズマ・核

レベルであったが︑七〇年以降︑

がよく知られている︒

この報告では︑

蓄え方を︑さらに拡張して︑研究

日本は問題児
に近い負け犬

目イ、

〜、〉

内暦葺

とができる︒

研究ポートフォリオ

Co㌧㌧、
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研究湧動をしていると結論するこ
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蒸

繍
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西独が一・二︑英国が一・一︑楽

購、

Ψ均成民率

玉02

が一︒七︑ソ趨が〜・西︑同本と
一方一九七五無の全世界の発電

費、

研究のボート・フォリオ

第5図

累積論文数の年次変化
第3図
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［廿界の

東星都千代田1×伸暢賜1−6−1（人TIIijビノの

》ラ灘

米国BISCO社開発のシリコン樹脂による

灘

と呼ぶことにする︒
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