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る民聞企業の実戦研究蟹は︑四十
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では︑各研究組織の踊鎖性が強い

源エネルギー庁公益鱗業部原子力
めに﹂とする翻題がついたこの白

ことをあげている︒とくに︑大学

総生薩の伸びを下まわるか︑同程

篤農と安金逆潮策の強力な展開②
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令した︒

度で︑今後も︑そう大鹿な支出は

わが圏が帰属二十数黒闇にわたり
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また︑核燃料サイクルの確立で

間︑工技院︑科技庁︑ゆ小薫習庁
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蜜︑わが国が︑高度成錘賠代から

しかし︑五十年度以降は︑圏民

っている︒

術白聾﹂を報告︑了灘を得た︒
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された軽水炉のうち西独製のPW

慮に入れているという︒

る︒

一

二塁

二亙

亙

二亙

響

よくなってきている﹂としてい

一

玉

︵正味︶燈を用いた方がより正確

二塁 一

転保守、施設内の補助エ：，1磁ぴに営繕業務、管理区域内除染および謝，1｝、蟻通区域で削、1｝

鍵鰹

聯

ぢ

r
穐灘
熱︾
禦幾
一

︒癒難︑

黙

︑N璽

@縣．磯

禦灘講

電力串央研究所、口本アイソトープ協会、東大工≠部・謡う 力研究施設、東北大掌・金隅材料研
究所、東京都立アイソトープ研究所、放射線豚≠総合研究所、屯気通猫研究所
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西独製炉が

好調な実績
英專門療の調査

両説がとりまとめた五十三台の小

二

一

また︑発璽電力懸などはネット

る改擬⑤今後への期待度一⁝を袴

八月十七日付の米紙門下ナジ1 ルーカス︑P・﹂︒トンプソン み④炉メーカー側の越転経験によ
・デイリー﹂は︑イギリスの騨門

ンと国惰も似かより︑産業・貿易

家がこのほど世界で運転申の軽水
冊子︒

︵現在ブラウン・ボベリー社︶の

マークからみれば︑スウェーデン

でのつながりも強い︒また︑デン

その申で﹁調蒼は西独製の加獲水

炉を対象に調董した結集を報じ︑

報告は一九六九無から世界で運

からみればコペンハーゲンからス

は原発先進国︒さらに原発反対派

一

明け︑その動きは藍建になってき

三基の原発工

ている︒

スペイン政府

事再開を承認

府は八月二十七繊︑十八か月闇中

門パリ松本駐在風Mスペイン政
％︑﹁原発誹薩を見薩すべきだ﹂

デカバレ閏月ス原発一︑二弩機

︵濁三無KW︑潴圧水型炉︶︑バル

断していたトリリョ原発〜腎機

︵各齎万KW︑沸騰水型炉︶建設工

を支縛している︒とく
に︑シノン原発サイト周辺十五菌

纂の再開を震嫁したQトリリョ原

進政策

⊥二七％と半数近くが敵府の

耕以内の庄罠は﹁原発癌画を変え

発は中部スペインのグアダラハラ

トガル国境バダホス近郊にあり︑

近郊︑バルデカバレーロスはポル

る必要はない﹂⁝五三％︑﹁計画

二

を見舞すべき﹂！三六％となって

フランス政府は今年︑八五黛

おり︑原子力肩持派が多い︒

千劇的万KWを気山に︑奮発建設 いずれも反対運動がほとんどない

スペインで運転申の原発は三身

サイト︒

発叢濃機とサヤゴ漂発は工事が中

が加わる︒このほかパンデロス原

七基︑それに今圃工累再開の三墨

すぎない︒建設中は九十万KW級

﹁これを取りもどす﹂とし︑グ ネルギー消麗羅の二％を占めるに

ン一︑二号機の建設促進を淡定︒

ラブリーヌ五︑六三機︑カットノ

いずれも着工から完成まで約国庫
の建設日程を組んでいる︒

月に承認したエネルギー十か年計

薙によると原発の総出力は一九八

断されている︒スペイン議会が七

ラン第一醤記擾は﹁政府の強引な

予定されているQ

七年千五十万KWに達することが

しかし︑批会党やサイト周辺住

姿勢は問題扁とし︑活気投票に持

民はこれに反対︒歓会党のミッテ

ち込む構えだ◎九月に入り休暇も

6

1

6（6＞

3

6

1

3鑑轟馬（07702）（2）

3
1

6

6

2

・

1
3

3

3

9

7

2

電塵；西（024032＞

6

准豊p 咤（G2928）（2）1
電6轟（02926）（6） 1

人能購」

﹁導入は 国 民 の 意 志 で
懸念される以勇からの影響
玉

18％

型炉︵PWR︶が他の軽水炉に銘転中の六十二基のPWRと四十四な数字がでるが︑各電力のネット

8％

ウェーデンのマルメにあるバーセ

以内にすべて廃止する﹂︵中食

4％

二一一
づ 二 葺

11％

玉

11％

二

S5％

一

の支持率は四六・九％︒五〇︒八

47％

﹁スウ

ェ；デンで大規模な沼川でも起こ

・茎7％

ベック原発は昌と舞の先︒

に︑スウェ：デンの総選挙︵九月

党︶との政策を掲げているだけ

定した通り︑原発建設を強力に推

ランド原発蟹故後も政府は今響決

進していく︑としている︒この政
府の方針に潔しては全国でみると

繧。％

推

讐政膚の方針通りでよい﹂1幽五

53％

万KW分の遅れをだしているが︑ 菅七万KWでその発罐蟹は一次エ

や反灼運鋤などで約一年聞︑五酉

ント︒PG＆E社からの講求轡と推逢を確認︒行政季続きの復雑化

でも︑アキタさんが指摘したよ

今田も︑何万台︑何＋万台とい

︵S・一︶

疑おわり旨

複雑に屈折した響えが︑脳裡を

よこぎる︒

＄7％…………

門パリ松本駐在暴︶デンマーク政府︵社民党アンカー・ヨーゲンセン酋班の用立内閣︶はこのほど
国会に膿争力開発に関する国民投票実濾案を握案ずることを決めた︒国会はこの秋︑原亭力開発計画

を支持している︒これらの党は

％は自尽党︑保守党︑中央党など

窺要問題扁としている︒

2％

れば首都コペンハーゲンへの影響

したケースのニケースに分け行わ

今圓の調蛮で︑目立つのは﹁エ

れている︒

ネルギー問題は最璽要問題﹂との

の一九％︑七八隼二二％に比べ七

答が大幅に増えたこと︒七七隼

4％

また︑米国のスリーマイルアイ

4％

一
S％
3％

三兄なし

は畿大﹂としてキャンペーンをは

が︑各方面から節電されている︒

門原発は運転中・建設中の計十 十六日︶︑来春の国民投票の行方
二墓にとどめる﹂︵自由党︑傑守

るなどスウェーデンでの反原発藥

過半数が原発支持

調糞はフェッセンハイム︑シノ

2％

〜％

承認法興を霧議するが︑それを議決した場倉︑原発建設の羅非について國民に問おうというもの︒時
期はスウェ⁝デンの国民投粟糠が苧定されているが︑投票結果がデンマークにも加工的影野を与える
ことになるとみられているだけに︑成り行きが注昌されている︒

こういつた懲味からスウェーデ

党︶︑﹁運転中も禽め原発は十琿

ンでの原発に関する国民細蟹はデ

ているのも頭痛のタネ︒

のは必蛮で︑これを乗り切るだめ

ンマークの国民投票をゆさぶるこ

会にデンマーク人がかなり参旧し

にも︑﹁判断は国民に﹂との決定

も原子力問題が巖大の焦点になる

エルサム電力はこういつた状況

が必要だったとみられている︒

にあることもわかった︒

社エルサムの原発建設計画にもと
を麟まえ︑再度︑政府に原発建設

巖近のスウェーデン政党支持率

7％

1％

郡

葉

双

鮮

島

福

デンマーク政断は岡圏の露点会

づき︑一九七六年︑議会に九十万

世論調査の結果公表
仏巴DF
ど︑スリーマイルアイランド原発

◇
スウェーデン議禽はさる六月︑

とは必至︒

原子力開発に関する国民投票を来

；クの原発計廼もしばらく凍結さ

票のなりゆきによっては︑デンマ

八蕉は全国規模では六六％︑原子

28％

ともに同封されてくるパンフレッ
ト﹁エネルギー節約のチェック・

うな︑﹁演然乾燥﹂については︑

﹁でもね︑わたくしたちにも欠

がひろがるカリフォルニア︒乾燥

んです︒毎日︑抜けるような樹空

45％

意見なし

49％

ﾈい

49％

…………
ｴゴ加湿1由醸変える必要は

六阪1｝｝北1ズ松ケ技工40クラウトビル

敦賀嘗藁所

大阪出張所

許司を要望︒これを受け酋橿が︑
KW〜蔭 三 十 万 K W 級 の 軽 水炉五

エルサム電力は一屠機の建設が

でに四壁を建設したい︑としてい

認められればさらに二〇〇〇葎ま

る︒炉メーカーとしてはスウェー

る︑との判断を下したわけ︒

この背覆には︑ヨーゲンセン党

事故の謹後にルイス＆ハリス・フ

原発建設の決定は国民にゆだね

葭が率いる社民党内にも原発鯨入

響三月実施することを決めてい

たフランス入の原子力に対する骸

ランス世論研究所に委託して行っ

感の建設計画案を提出した︒しか

定された︒二重はこの延期理由を

デンのアセア・アトム社が有力

る︒国民投票に付される馴しい内

し︑同歯八月︑原発計画延期が決

大規模賜発にともなう資金問題︑
反対の気運が盛り上がってきてお

容や投票臼は九月の総選挙後に決

ち原子力の比率は九五野戦でに二

ン︑ショーズ三原発サイト周辺十

多

35％

2

3

文春別館内

仏醗力公社︵鷺DF︶はこのほ 以上のフランス入一千八を対象に

国内に浸透している反原発運動︑

で︑炉型はBW飛︒

三％﹂とする政策を押し逸めるに

しかし︑スウェーデンの国民投

酬減し代薔エネルギーでいく︒う

り数隼葡打ち出した﹁石演依存を

ところが︑紅藍に入ってから第

景気では議会内で鍛大竃席を占め

⁝

力発電所周辺でも半分以上が﹁簸

二多

したその気候は︑日本のような良

多多

然乾燥に︑この上なく適している

多；

ヒールズバーグ霧がある︒その霞

二

五詩層以内の住黙劇貰人と十八歳

カバーする︒

石燃料と水力で︑金体の九五％を

水力で︑二七％を占める︒この化

天然ガスなどの化石燃料︒ついで

否万KW︒その六八％は︑石油や

二多 三多

る社会護憲労働党︵原手力推進︶

多

論調糞の結漿を公表した︒

ているため︑と説明していた︒

二次石癌危機に薩薩︑原発の必要
は難しい情勢になってきているこ

書

デンマークは隣国のスウェーデ

三

螺子機器︑映画現像所など︑三

められるもよう︒

放射性廃藁物贈蔵間題などが残っ

性を癌感ずるとともに︑グリーン
とがある︒さらに九月の党大会で

れることにもなりかねない︒

ランドのウラン埋藏騒が予想以上

多ラ

二ら多多

そのサラトガ南を一墾できる小
緩い丘に位置する臼系三世のアキ

つの会社の経鴬暫であるアキタさ

タさんの家︒

知事は︑このわれわれの気持ちや

だが︑今後のことを慕えると︑

の北東に︑全米最大の地熱発電漸

不安材料が多い︒

︒フンボルトペイ原発

﹁やはり︑原子力をおしすすめ
なければ

のですが・﹂

36％

2
0

本社（原子力部）

新

業
産

力
多
季三一 季 ；多多孝 一 多
︿

4

行動に対して︑正しい理解を示し

＞
﹁一般に︑カリフォルニア人は

カゑルあアリ禦−恥
進取性を好む州民といわれていま

ん︒蔓義気のつけっ放しなど︑ほ

ン︒チップスとよばれるエネルギ

ちだが︑かれは︑コンサベーショ

んのささいなことのように思いが

ていない﹂

記毒にぶちあけるケース・コー

すが︑進取性イコール反体制では
ないんです︒カリフォルニア人の

﹁七六鋸の︑州はじまっていら

ル社の副祇罠︑T・アキ蹴出︒

ーの節約シートを片手に︑広い家

鋭敏に反応し︑その未来を撒きど

もつ逸敗性とは︑まさに︑謄代に

いの水不黒のときだって︑その打

毎日のように︑新森をにぎわす

38％

な開発が続けられているが︑馨門

は五十万ご千KW︒いまも︑懸麗 セーブ・エナジーについてのコメ

車塾たか死活的てない

寡のあいだでは︑﹁ほぼ隈界扁に
きているといわれている︒

るしサン・オノフレ︵PWH︑四興のほとんどが︑ガスから電気に

ポイント︒シート﹂︒

＋五万KW︶も＋舞かい気転経 変わった生活様式︒加えて毎鐵の

地蟹対策上︑数犀前から露房器
﹁ガソリン問題をみてもあきら

う十五奪以上も順調に稼働してい

かのように︑石油紅藻は逼迫して

験をもっている﹂

を動きまわる︒

ガイザー地熱発電莇の発電能力

︵BWR︑七万五千KW︶は︑﹁
もガイザー﹂がある︒

りし︑石動するということなんで

高まる原子力め役割

ほかならぬわれわれだった︒今回

開策のための施策を示したのは︑

．両蕗黛欝欝

という配絵制限察も︑このサ

のガソリン不足による〃偶数衛数
制

ンタ・クララ・カウンティ内の工
業醤縄食だった︒かれには︑ビジ

りばったりの︑その場かぎりの︑

いるし︑価格は︑恒常的にアップ

う乾燥機が︑聡い空の下で回転し

ョンというものがない◎いきあた

理解と現実のはざまの中で

す︒その点からいうと︑ブラウン

陸図

霧一

している︒反原発︑反原糞とブラ

けている点はたくさんあります︒

ているカリフォル嵩ア︒

サンフランシスコから北へ九十

まるっきりふれていない︒

しかも他人からのアイディアに助

饗は︑ポリティシャン︵政治家︶

なかでも︑もっとも︑電気エネル

ようにつくり出される電気製贔︒

けられての施策ばかり︒電力不足

ウン知瑠はいうが︑こんご︑原子

ギーのムダと思うのが︑乾燥機な

碍︑車で一期間半ほどのところに

かれはいい切る︒﹁ブラウン知
も︑もう頃の前というのに・−﹂

スマンだ﹂

ではない︒ポリティカル・ビジネ

げんざい︑カリフォルニア州で

：﹂

66％

3％

…

〈米紙報遡：〉

つくりだされる財力は︑約三千六

けると思っているのか

33％

屯話（06）（353｝S

鵬根出張所 脇撰禦八束測1豊島飼Pl｛婁」電話ω8528）（2）〇
胴飼出張所 愛媛界西コ和郡登｝方町九町越電話（08943）（9）〇

蹴解欄係の他｛蕪灘搬馨雌鵬 ｝館獅にて・ル鯉鵜を麟

九州出張所佐賀鼻東松罐郡玄海町 竜話（095552）6
浜岡出張所 静岡埠小笠郡浜岡轟∫佐倉

4

6

6
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・

4

3

7

；1西（572）5

5琶

53％

たいした閾題てはない

酎
全

4

東暴露中爽区銀座：5−5

54％

全く｛llξ附してよい

｝

36％

電力料金を緯く払っても線
茶m馬弓を犯直すへきた

茨憾界東菰城郡大洗町成H】
福jl 賃毛著女窒翼 r罫聾H召冬1犀醇f 1 −18〜23

東海営漿所茨城銭1那瑚郡撰海村番，松

福鵬営卜辞

ビル代行

株式会社

絶湾免沃的婿糊でいかなる
續 を払っても解決すへきた

廷％

国

i均

ノノノ mハイム

わらず人賦換な馬げ
力開発があるか一

@
@

mハイム

全

ノコース

原∫力発ξ曇り「周辺
…
フェノセ

（質問＞T、ll事故にもかか

腺ゴ力発電灰周辺

…… …
Yコース
フェ／セ

ノ
ノノ

ギー供給問題は一
@

フラノスのエるル
（質問）

」
力を抜きにして︑水当にやってい

南部のビバリーヒルズとならび
高額所得蕎が家をかまえるサンタ
︒クララ︒カウンティのサラトガ
市︒

（研究施設聞係）RI放射線取扱入管釜設副コンサルタント、施設の改造・解体、廃乗施設整備、
機器の除染、竿秤廃棄物の処理、ブイルターの交換、空間附議率・衣面輔染率分布測距、空調設
備運転保守、管理区域内除染および轟撮、曽通区域罐掃、浄水管理

難

原子 力本部

鰐
藁臨

饗

カイザー・地熱発躍赦

大洗営漿所

撃鱒曝

〔原子力関連主要得意先〕
（発甲所関係）［王本線∫力発〜し（株）・敦賀および一瓢発屯膚、束暴屯力（株）・福島原∫力発竜所、
「垂咽電力（株）・島根原F力発電所、九州電力（林〉・玄海原子力発電所、7菱繭事（株）、 （関亀興
業（林）、関西屯力（株）・美浜発竃所）、B立プラント（株〉、東京芝ζ甫電気（株）・原了力本部、瓢菱、
原∫力L業（林）G琶・敦賀および福島建設所、WU・高浜建設所、ll本ノールオール（株）、ゴ和テノキ（株）
（研究施設：関係） ll本線子力研究所・東海・大洗・高崎各研究所、理化学研究所・大和研究所、

@

欝・
蕊

難騨

@㌧鷺

隷
サン・オノフレ舞舞力舞舞所

@
@

N

全米一の規繊を講る

（2）

第993号
二三種郵便物諏剛

子
原
昭和54年9月6日

〔原子力閥蓮営繋種目〕

（発醗所長係）機器その他のfも二重ム、ユL期検査時の除染・サーベイ、核撚料装荷・交換作業、
個入被曝管理、朽染衣類のランドリー、冷却取水溝の 〜1掃、廃棄物の運搬、変電所・空調設備運

0

聞

業
産

親規に﹁基金轟轟など
有線TV施設への助成も
電源立地健逢を題的に施行七薙度黛を迎える電源聞発熱進対策特別会計i︒通弊︑科学技術両開
庁長郷要求によると︑来年慶も︑地卵掴祉苅策の拡兜︑籏子力発電並地無違頬策の強化︑礪源立地パ

短象讃嘆の拡大︑交付限慶額の引上げ︑交付期間の延獲および頭打ち制慶の撤廃︑補助ウラ使用の拡

ブリックアクセプタンス対策の推進を経に交付金︑補助金両制度の大隠改羨が餅画されている︒交付

大などがそれで︑このほか防災鮒策や遼絡購務経費︑梅線テレビ放送施設助成︑整鯖雲闘違公共罵施
設維持管理基金の劇設など新規枠組みも続々︒これらに伴う躍源立地地域向け交付金︑補助金は硬求

分の一以上の襲榮についても使用

後までに電源開発調整霧議会を通

期聞﹂も﹃施設計画目上から二年

広報対策についてはさらに﹁檸血

付が受けられるよう改蕎される︒

ベース四脚七十八億六百万円で罐源特会金体の七六％と立地地域へのウェイトが腐くなっている︒

概算要求 に よ る と ︑ 調 慶 改 善 の
を認める補助ウラ髄粥の拡大など

︵原子力関運︶では︑来年度︑① が描躍される︒

うち立地地 域 へ の 交 付 金 交 付 関 係

ウラン濃縮 パ イ ロ ッ ト プ ラ ン ト 向

過しない内命﹄となっていたの

このほか︑放鮒線監視︑温排水

け墓雌単価が現行三薦髪Wか 膨響調竃︑広報対策に関してもそ
れぞれ︑生蝋の増設や拡充︑測竃
なくすほか︑新しく都道府興寓け

を﹃四隼後﹄に延長し

を

ら四語灘十 四 に 引 上 げ ら れ る こ と
範囲の拡大に対処しわずかだが墓

申断

②交付隈塵 額 騨 定 に 用 い る 係 数 が

理運鴬蟹を交付する計画だ︒

無二七宝万円を限度に研膨施設籔

これらはい侮れも︑従来欄慶の

延長される︒とくに交付期間につ

手座しによる改講だが︑別に防災

躍攣価が引上げられ︑交付期間も

いてはこれまで﹃運開から六無後

対策交付金や趨絡繋務経口交付

現在﹃魑工から運開まで﹄となっ

ている交付 期 間 が ﹃ 魑 工 か ら 運 開

年後まで﹄など制限があったが︑

まで﹄﹃施設計蚕計上から運開三

現行五か日 七 に 改 め ら れ る こ と ③

および④交 付 眼 魔 弐 心 定 に 係 る 建

十五庫後ま で ﹄ に 亜 門 さ れ る こ と

三下施設維持国玉のための基金翻

されるものも多い︒このうち﹁C

設など薪規に碑組みされ︑制度化

に電調審通過分も禽め三四以上が

環境籍査箸凋査
人規模究電瞬取放水影響調査
滋排水イ渤秘1間隔

2

4

5

15

その金利を施設の維持管理にまわ

ATVシステム助成﹂は﹃一地点

旛設鑛中地薄を原劉に︑こうした

ありうち一塾は稼働中﹄の原発等

地域でのシステム化を助成︑より
効率的な広報壷錐をめざそうとす
るもの︒来年慶は一瓢城照虚円程
慶が拠出される墨引︒﹁拝金翻設﹂

△2b
lo

腰いた後︑陶こう十颪蟻間でとり

こうした大君制度改謹を含む来

五憾円の墜金を翻設することとし

鎌慶電源特会概籔嚢求に伴う歳

くずす︒

にわたって鎌鎌一懸円を拠出す

ので︑原発等施設魑工から菰山農

入︑議題翫睡は別衷の通りであ

減額要求となっているのは憲試験

るQうち安全牲翼鉦関係委託蟹が

に灘処︑灘金を劇幽し

ても︑後が大変﹂といった地売
不瀧

部を税金として徴収︑その税収を

ップを切って核燃料税新設に乗り

昭和五十一年に綴織漿が全国のト

自治雀は麟根緊から要講されて

佐賀︑愛媛各興に次いで六番圏Q

賀︑愛媛三興が同蒔に施行に踏み

一

一二

となっていた︒

王 二 ーヨ 一 彦

こうしたなかで麗根興の核燃料

ュ

核燃料税ラッシ

出して以来︑昨年には茨城︑佐

一二

切るなど一塁の

税率は核燃料費の五％︑課税鰯間

一5三二

わめて好調な運転ぶりをみせた︒

今年度当初以来停止したままの

4︵

畦

施設整描が山場を超したことのほ
か︑薪設予定の藁蕎エネルギー開
発健灘酒工特糊会醗へのふり萄け
公︵二十八欝円︶があるため︒パ
ブリックアクセプタンス関係では
地城振興モデルプラン作成︑公査

牽九億購千二首万潤が二連

シンポジウム開催等婁託盤などで
総額一

されている︒

税新設についても五月ごろから盧
治雀を中心に憶想の蓬罪が検酎さ

︵

︷

れていたが︑このほど﹁地方税制
上︑問題はないしとの結論に違し

ったもの︒

たため︑今園のこ一︒サインとな

計画によると当闘網羅の対象と
なる盤根原発一毎機からの五駕聞

の税収総額は約八億八千八芭万

円程度と予測しているが︑このう

立地にともなう税増収分をあてる

ち灘億三千万円は法人騨業税など

嚢翼金はほぼ賄える﹂としてい
る︒

翻根興では＋月の興議金で薪税
への了承をとりつけたあと自治雀
に正式串講︑来年慶から旛行した
い諺え︒

原子炉解体な
ど研究報告
原趨・原動研が年会
田本原子力魔藁会議は︑八月三
＋︑三＋一の濁日︑千代田区平河
跨の都遵守凝会館で第十六園原子

饗．＿、

ヂィコミッシヨニングに閲して

問題についての報欝が臼立つた︒

︵戸照建設︶は︑﹁ディコミツシ

プラント建設グループの浅弼膨氏

ョニングの各穏方式は既存の技術

箏法で＋分爽環可能︒ディコミッ

ショ一一ングを謬寵したプラント設

針を行うことにより︑作業の容場

に作叢囑の被鰻騒︑環境インパク

化︑蟹矯の低廉化が図れるととも

ィコミッショニング費用は建設賢

トを低減させることもできる︒デ

の一〇％内外となるため︑あらか

じめ資金酒醤を講じておくことが

各研究グル⁝プ別報告のあとで

墾ましい﹂と述べた︒

行われた﹃原子力の国際化と核燃

ムでは照宮茂文氏︵電購連︶が特

慰サイクル﹄に関するシンポジウ

ーター大統綴の主張するように再

うことにはならなかった︒今後は

処理・高遜増殖炉の無期延期とい

別講演し︑﹁INFC鷺では︑カ

動の成累が報管された︒ム犀度は

ープから︑一年間にわだる研究混

原子炉のディコミッショエング︑

燃料︑保健安全など牽の研究グル

原勤研に属する経済︑計装制御︑

動力研究△葦会を關いた︒

餐研究グループの報告に聞嚢入る灘加轡
の原子力発電開発にとって薄型な

の還転経験と儒頼瞥など︑わが國

放射注廃罷物繊麗︑原子力発鯉駈

述べた︒

除いていかねばならない﹂などと

た原峯力発電の不安定性を︑取り

で︑個々の材料の特性は︑十分︑

今回は︑三鵬農繍東大教授の

掘握されるべきものである◎

ープ︑疲れ扁渡辺亮治金属紡料技

月四爲

門軽水炉燃料被覆と燃料

術研究駈原子炉材料研究郡展▽十

廓外五万円︶︑申込み締切りは九

定鍋五十名︑滲加蟹四万円︵会

策﹂がテ⁝マ︒

ルー﹁原子炉材料の破撫とその対

燃FBR開発本部部付︑総台パネ

﹁蔑速炉時代の耕料﹂雑詠泰一動

央技徳研究所塾礎研究脳胞腐︑

短筋﹂小着正倫倥茂金属工業中

究塞畏︑﹁ステンレス鋼の型鋼︑

藤達男原研燃料工学部材料工学研

﹁軽水炉圧力バウンダリ二四﹂近

﹁原子炉材料の種々椙﹂をはじめ 邸材﹂大久側目憧上智大教授︑
使う側に立った講義︑総合パネル
が用魎されている︒

一遭遇セミナー

﹁原子炉耕料

一その性能と限界し
憲加至極簗一

﹁軽水騨材斜

﹁原子炉秘料の

各講鞍のテーマ︑講師は次の逼
り︒▽＋星二選

橿々相﹂一二旛農繍︑

の照射効菓﹂石野粟藁大助教授︑

まで︒

﹁軽水炉材料の腐食﹂野村末雄原 月二幸一譲︒群細は原藤・業務誤

空間繊麗が0．知R漁変化した囑合のi翼灘例

射）

︑履︐︑ノ

︑旨い
＼

鷹μα

モ

露

麟

60分

畷9

予定で﹁核燃料税によって残る所

う

624
烹

575

される所要経費は十三噸千八暫万 ？MI蝦故における放射能雛型︑ 来国の核不拡敬政策により醐大し

円︒鵬根県では今後五言間に予定

o

△7
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臼本原子力石叢会識は来たる十
月三︑四の黒日︑軽水炉の燃料・
耕料を中心テ⁝マに︑原産セミナ

ー葭子炉材料1その性能と限

だ︒しかし︑この秋には禰鵬四︑

幌等に優れた材料であることが獲

八月の運転実績は︑八丁で階懸

術にあって︑原子蝉のより薄金な

求される︒

三型の順にBWRの定検が予定さ 田々進展を続ける原子力発躍技

熱に耐え︑さらに核反感性や耐食

による脆化や二心から発生する高

理鮒な性質に触えて︑中性子照鮒

の機器材料に要求される機械的物

の原誘を欄成する部磁は︑通常

なシステムー原子力発鷺所︒そ

葱万個以上の部贔からなる巨大

八月には︑TMI購故絡みで定界﹂をひらく︒
検が擾引いていた伊方と玄海の両
頭聰所が︑十照臼︑それぞれ戦列

国原子力発醜所の運転状況は︑四

暑および萬面一︑二層は十月から

状態が続いている美浜一︑二︑蕊

4

浜岡二︑棄海第二︑浜陶一︑福騒

上昇

へ羅光が冤え始

になって

1

44

稼働垂一八・九％︑設備利鋼箪六二

めてきた︒

1

謂

△

・六％︒運転実縷が六〇％を超えた

十一月にかけて運転再開の面通し

月以来低迷を続けていたが︑八月

TMI三豊の膨響を転け︑わが 入り︵併入︶した︒

八月の避転翼績

初の六〇％台

稼働率︑今年度

茎

料を装荷する際︑この燃細蟹の︸

核燃料税は原子力発電所に核燃

スをそのまま踏聾した形︒

は五年といずれも先行五識のケー

燃料税新設は福井︑福錆︑茨城︑

環境放射線の監視︑温撲水調査︑

魏灘一年ぶり︑全国で六番目

島根県にも核燃料税

の

る︒﹁交付金で公共施設をつくっ

このための補助を行おうとするも

一つ︒立地市町村および漿に総額 そうという蕎え︒本金は五年闇据

は今綴の色度面改善にみる園薫の

6
1〔）6

15

周辺道路の整描など原発計薩を国

Vシステム︶補助︑整備法関漣公

395
ユ32

いた核燃糾税の新設について門問

金︑有線テレビ放送施設︵CA？

389

題はない﹂との判断を孕め︑三

いずれも新しく呪遼転中臨に改正︑

〔1耀翻7地促進対策父｛1金
12霧ゴ濫発堪安全対策等委 戦費

うとするもので︑一撮の圏酌税︒

原発等施設の立地期闘巾ずっと交

49

Rの不調に比較して︑BWRはき
なり厳しいものがある︒

旭絹、姻鐸、弘前．勉爲、新／縁浸江、氷歳膠木、金沢、8占屋、敦賀、崇都、大阪、賜山、編松、松濫広鶴、松臥福岡、長繭、熊本、麗児鵠

1

4
他

2

624

管に進めるための附臓器にあてよ

鯖慶の撤廃⑤予算補助の國合が二

¥勢額要求額 掾｢減

日︑岡興に対し儀式硝講の箏続き

設蟹および 財 政 状 況 に よ る 頭 打 ち

桝鋒度55町疫 比 較

のは今年慶に入って初めて︒PW れており︑稼働率の向上には︑か

b5
05

鷺

他

7

研企爾二五︑﹁軽水炉材料のクリ

魎ア翻方株式会社

㊥181璽票都三鷹市牟礼6丁屋22醤耀磐費（0422）45−51引

とができます。

（プジタルue録）
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575

設謝や還転︑保守白石をするうえ

54邑
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時定故 300彬
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OECD

﹁安全は確保できる﹂
w 国民投票鞭 にも一矢

絶対的

安金を求める置きもあるが︑それは

利驚するため︑高速猶勉煙の學期

めて重要になってきていることを

開発も︑核燃料サイクル上︑きわ

強くうちだした︒

また︑核不拡敵問題では︑国際

嶺颪する諸問題に癌用する遜を開

騰鋸難撚灘瀟概雅

していることを訴え︑閣係蓄から

繕ぶ︑きわめて璽要な役翻を果た

実際に役立つことをするのが技

その知識を応用して︑人闇社金に

くことにある︒

る概念についてふれ︑﹁脅然を理
解するのが科学であり・翼然を舗

江嫡博士が設立に強い執濤をみ御するという行動にでるのが技

今回の金子科学技術庁畏窟との

鋭いメスを入れた︒

を軽視しがちなわが国の体質に︑

この点を分析するとともに︑工学

禎性が指摘されたが︑岡博士も︑

技術白講﹂でも︑官・学・民の閉

ついさきころ刊行された門科学

強い共感をよんだ︒

術﹂と︑技術が︑科学と社会とを

と

騒騒蕪隷懸灘
瀞

知識第野阜業振興議員連照研究会

岡博士は︑今駕五月ニナ九関︑

江嫡博士と金子雛妓摩擾貿

懇

灘学譲・ひ・・ち叢れてい

る

騰で撮影た菓緯箋術籍

博

士

ノーベル物理学鍵受鍵者の江鰯
玲於奈簿士は七臼︑科学技術庁に

金子岩三憂窟を訪ね︑かねてから

懸鯛繕・ていた暴学士
蒔鎌継にわたる旧いのなか

核燃料サイクル評鐡︵INFC
で︑金子科学技術庁長富は︑江繭
士院設立には︑科学狡術庁だけで

博士の提案に金衝的に賛同・岡学絡会を設けることにも間製した︒

は︑その箋鏡へ廟け︑大きく一歩

炉は当然︑原型炉

ふげん

に続
いて︑爵ちに篇慰すべきだ︒実舐

力常蕩︑飯田孝三濁西霞力奪霧︑
林政義中部電力常務︑石原健彦原

あり方も念め田本漂子力発霞会社

については︑環地での轟轟体制の

踏み冷したものとみられている︒

会談により︑﹁工学学士院﹂構櫨

◇

を投げかけた︒

検討することとし︑そのための繧に掘嶺するもの︒その籔的は︑すを与えるのが強然科学であるが・

後の詰めの段階にはいった王KF なく︑科挙技術会議︑闘本学術会 せている﹁工学学士院﹂は︑※国術﹂と分離して購えることを強調

醗後に︑でM玉奏薦によって︑

した︒

ながらも︑楽観的な糖論を繕き出

形で禽悪が響られよう漏と︑慣璽

CEが︑﹁醗終的には︑常識的な 議︑臼本学土留など三々機関でもやスウェーデンの工学アカデミー ﹁人聞に河ができるのかの可能性

きな寄専をした点をまずあげ︑鍛

来臼中の経済協力開発機欄︵OECD︶︒原子力機関︵NEA︶の一︒G︒K・ウイリアムズ螺鴛務
︶が︑國際晦な世論づくりに大
周畏は十日︑簾東︒内野購の鐵本認轡クラブで記脅会凹し︑石癌二身など逼会するエネルギー事潤に

対処︑漂子力は︑その代薔エネルギーの中心として︑こんこ︑ます激す鐙要になっていくことを強

てきている安全性閣題にふれ︑﹁覇故を契機として︑

調するとともに︑来スリーマイルアイランド︵TMI︶猿子撃発魑所璽故以後︑各圏で愚還に高まっ

する国際的な彌報交換や技術交漉によって︑原発の安全性は︑十公に対処できるものであることをあ

神藷以外の何ものでもない﹂と︑感彌的な原発反戴運動に︑手厳しい拙覇皆下し︑NEAをはじめと

きらかにした︒

子力環境整備センター理事︑秋元炉の建設塞体については︑闘下︑ を窓欝に話を進めている︒

門薄処理M

OECD・N猛Aのウィリアム

一︑豊海再処理工場については

欧州各圏に︑原発の燵葬をめぐる

ズ劉務局擬は十二闘︑藥象︒霞が総画三菱金属敗補役︑羅井良馬臼鋤燃と臨箏遮の含同委員会で検討

故障を起こした酸園収蒸発笛を撤

鵬蘂物管理では︑﹁廃藁物の処

関で︑原墨継産業界の関係蕎と懇立製作所原子力狡術本部長︑山藤申︒五十四隼度予算でも十八億円

去し︑国産の新品を据え鱈け中︒

いてコメントした︒

国残投票の動きがでている点につ

をかけて爽証炉の調整設計を行っ

席上︑ウ イ リ ア ム ズ 嚢 務 局 長 は

まず︑安全性については︑TM 理処分を︑どう興体的にすすめて
いての質問では︑地球朧な技術を

噂した︒総庶側からは︑白沢瑠一

日本︑アメリカや欧捌各国二十三
いくかが︑こんこの原子力開発を
要求される原発について︑一鶴に

IA
瑠の
故を契機として︑羅際間の安
か国から成るOHCD・NE
全性欝報交換の必要性を指摘︑N 遙める上での大きなポイントにな

禽工学研理薯畏︑麗人正敏鋸鎌蹴

郎原露盤畏︑由本冤エネルギ⁝総産騨務理事らが巖鷹︑原子力諸憎ており︑手証炉の建設にはいつで
勢について意見を交換した︒

実榮芝原魅力業務部長︑森︸久原

運用や機構︑役割などを概説した

問題があるのではないか偏と疑問

国民投票に付す︑ということは

とみられ︑それまでの間における

料でのホット試験再開の予定だ︒

誓FBRの商業化は今世紀末 水試験を経て十一月からBWR燃

九月中にはこれを終了︑十月の通

八Bの雨晒︑国際機関のトップを むけての︑國際聞の語命いの必要

泡Aとしても︑六月二十七︑二十 る﹂と位羅づけしたあと︑打開に

イ期ットプラントは第一期︵OP

も応じられる︒

あと︑原子力をとりまく園際贋塊

とくに綴本については︑﹁地質

性を訴えた︒

使罵済み燃料から発生するプルト

遡藪への移行について決定︑官庁

が︑それらの経過をみながら旧業

総合試験を来無二月まで実悪する

ATRの懲義は大きい︒軽水炉のその後︑PWR燃料八ナを解いて
近く本格試験に入るが︑これによ

ニウムをそのまま貯幽しておくの

t〜A︶の二心磯掘付けを完了︑

り圏産柳の濃縮ウランがつくられ

一︑高津繕勉炉原型炉・もんじ

蟹でも哉果を収めつつある︒F3 核燃糾開発金般について概況を明 に比べ浜野がないと響えている︒ う︒

もんじゅ

の建

無難︑岡隼慶第4四楽期にはメー

建設の進め方

カ⁝への淫蕩懸跨規模発注の段ど

りとなろう︒
一︑︒もんじゅ

どについて発表するもの︒四十七

スイス原子力研究翌日グレニッヒ

隼以東毎奪行われており︑今團は

ァ鱒坐からの特糊講演﹁スイスに

一︑一昨琿の陵※再処理交渉に

基づき︑混禽抽鐡︑混愈転換試験

も続けている︒混愈抽出法は︑小

型試験設幡︵0孚L︶で箋験を遊

の葦間がかかるだろう︒混台転換

めているが︑実絹化濠でには相当

は︑現状では葬常に熱望な技術

隅による再処理分野の査察技術の

だ︒田︑米︑仏︑1A冠A四蕎共

開発はかなりの成漿をおさめてい

門海外雛鉱M

る︒

一︑ガボンとギニアで︑ニジェ

⁝ルと同じ方式での日仏共岡探鉱

契約を昨無締結︒マリでも大規模

なウラン探鉱を進めている︒

国際会議あんない

十月一

①﹁ウラン評纐と採鉱技術に関

際原子力機閲と経済協力開発機甲

臼i四日︑ブエノスアイレス︑国

する国際シンポジウム﹂
研究発表のテーマは翠霞飽高温

いて﹂も予定されている︒

おける轟温ガス炉の技術開発につ

なろう︒

T鶏は影腰プルトニウムバーナー による使罵前検竃を受けることに

は不経済であり︑したがって︑A
窮一︑還心機の性能は毎琿面上し

るのは時聞の問題となった︒

ゅ4の建設が遷れているのは昨常

無難理翼畏はこのほど科学断割会

プラントの建設に漕手するには︑

門濃縮︑新型転換炉︑高還轡殖

構鞭﹁Aτ醗実証炉着工を﹂

濃縮詩画実現に豊気

として①安全性②放射牲廃棄物蟹

る門門象金識をひらくなど︑横極

切って︑原子炉の安全性を演酎す

ル廃毒物の地趨処分は闇題がある

学的に．潔い

ので︑中・隅レベ

とを強調した︒

た︒

がいによる問題点をあきらかにし

コストダウンと総禽システムとし

ているが︑環斑点では︑海外数等として威力を発揮することになろ

H原型炉

四ウラン濃縮富

首脳陣の発講襲爵次の逼り︒

詑者願と懇談︑墨型動力炉および

ら採掘︑撫工というプロセスが︑

還れたことだけが残念だ﹂⁝⁝鋤

炉︑蕩処理︑灘外探鉱いずれの分

十五駕というリードタイムを必要

力炉核燃繕開発震業鰯の瀬川薫男

ウラン供絵では︑鉱凍の発冤か

％堀金ということはあり嬉ない扁

としている点をあげ︑すみやかな

︻趨凍﹇増勉炉M

と手厳しい批判を纐えるととも

ウラン開発の実旛を力説︒暫時

査も進展︑近いうちには安金審蛮

ての性飽向上のため︑パイロットに残念だ︒幸い︑福跡県の環麗審

一︑昭和六十・薙代はじめに簡業

に︑﹁絶対安全というものは神話

一︑岡出興人形蚕に建設中のパ

もんじゅ〃の建設が らかにしか⁝︒

以外の何ものでもない﹂と磯明し

理票長および金嵜蒋郎︑飯田正美

た︒

に︑隈られたウラン資源を奏効に

んなに蕩度な技術にせよ︑一〇Q

ばれている鏡状をふまえ︑﹁ど

﹁絶灼約な安全﹂という舜がさけ

また︑TMI壌故にもふれ︑ のではないか﹂と懸摘︑国催のち

的なアプローチを展騰しているこ

四分野をとりあげ︑それぞれにつ

ヤ

ぐか国製． り

理③ウラン供給④選一拡敵問題の

・ いワ柵

ぜド

y 壕︑カ︑命マ㍉ぞ聴漣黙職担

プラントの次の段階の漂型プラン

行う︒原型プラントには約二万台

／奪程度の原型プラントの設計を設にとりかかれると思う︒これに

五十五三度から二型五十ナSWU薙慶宋頃には︑

⁝的機蘭︶︑原子力発題について トをつくる必嚢がある︒このため手続きに移れる兇込みで︑五十獲

4霧ンノーーンノノ7一■菱14多
スリーマイルアイランド原発瑠

◇

している︒

資料を堪めているという︒

雑踏規模の範翻のものが大小いく

故については﹁報通が誇彊されす

一

このほかスイミングプール型蝉

つか発晃されている︒錨位は千分

ぎている扁という一応の試論に達

ーン多菱ノ多多ク4多ン

慨報が少なかったこともあり中
を数基︑圏二四プルトニウム生薩

で千分の三農魔◎

の〜程慶のものが多く︑乏いもの

一︑新型転換炉︵Aτ飛︶異証

︻新型転換炉M

川上践は未踏撫工露髄協会派遣 の遡心機が据え付けられよう︒

は電力工業部︵ユーザー︶も蘭係

世の原子力開発についてはほとん
炉を数纂もつているが︑いずれも

している︒纏縫繧については一層

中麟の霞力製作という︒

放射性蝿翼物は容器貯藏︑籔際

どわかっていないというのが環状

一九五五無に始勝つたウラン探

協会翻麗蟹掻︵灘襲︶︑川上浅のほ

の調査団員として中編を訪問︒

険があれば民衆が反薄するので

総じて原子力開発は現在﹁調整

か窟士乱塾︵勤燃︶︑加藤洋明

エネルギー関係では艸上啓次郎闘

期﹂にあり︑必塑な研究開発を行

原研が高温ガス炉
研究で成粟発表会
怨讐︶︑中書収︵原通︶各氏が謬

臓塞原子力研究所は二十一麟午

︵獲立︶︑B馨久嗣︵海外躍力調
う態度Q糞力開発を空とするが︑

撫した︒申圏はわが鷹の原乎力

後一息半から︑畷東・大手町の経

いながら状況をみて炭めようとい

田本を含む外甥の先逸聖徳も学ぶ

ン灘縮︑魚水類開発に対する懐え

出発囑状︑とくに再処理やウラ

即露︑経尊皇会館で

い癒向を表明していた︒

必要があるとし︑協力して進めた

翻連ホ1ルで第八園多営的蕎温ガ

固化およびアスフッルト固化︑の

・扁と表現していた︒

基華に選したものの放出︑ガラス

爾︑難燃へ漸次進み︑一九五八無

川上疑︑開発近況で印象

﹁自力開発を中軸に﹂

申国の原子力開発一

蓋は︑巌北地区を手始めに︑中

だが︑巖返岡國を訪問した川上幸
紳奈趨大学教授によると︑申瞭
は團務院第二機械工業部が中心と
なり霞力閣発を中軸に蟹環利用・
軍和利用騰発を担当︑ウラン賢源
探鉱閥発もかなり進んでいるとい
う︒嗣氏が滞在中︑圃家科学技術
婁員会外縄簾︑國務院第二機械工

叢部などとの懇談を通じ得た中国
り
中圏は一九五七奪にソ遡から熱

方などについて熱心に三間してき

ガス炉の研究醐発の概襲︑設謝研

︸趣

嚇

鋲−

総。

の原子力開 発 の 近 況 は ⁝ ︒

原子力の政策決定と実施の監置

三つの対策をとっている︒

ス姫研究成蟻通欝会を憂く◎

水箋験炉︵出力七千KW︶を妻入 には一部埋蔵懸も磯認している︒

たという︒十一月藁察で開催され

原子力選挙の共催︒ウラン資源探

る原産霊徳の蟹塞アイソトープ食

究︑燃腿・材麟の研究開発︑炉物

は輪読科学技術霞員会と圏家計画

報告禽は原研における多圏的一

題凝金が当たり︑第二機械工業部

フランスとの発蹴姫購入交渉は

定義等について討議する︒

萱・分布状況︑採鉱技術︑漫語の

現在は菓都地区を璽点に探螢中だ

理・計測制撚の研党︑轟温工学試

し︑これを機に原峯力開発研究を

験など︒

は蟹騨︑軍麹利罵函齎にわたって

疋ガス炉研鑓開発のこの一無闇の

たわけではないようで︑サイト醍

成果を申心に競状と今後の計睡な

が︑国土が広いので⁝δOO年濠 取引きに套らなかったが︑放藁し

る◎

スタートさせたが︑最近︑岡炉を

補地をリスト・アップし気象等の

行蚊と開発を揖豪︵いわばメーカ

議にも謬加の意向を伝えてきてい
う︒鉱庶はこれまでに数日ゾ〜数

改造し幽力を秀⊥万覧千KW でかかっても探補しきれないとい
に慰強した︒

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

甲玉

原子力バルブは

磁

錬京

（2）

994号
（第三穂郵便物認可）

高
高

子
昭和ξ54年9月嘔3i3

エネルギー革命を展開する鯉のバルブ

核流体遷御精機の領域です

轍勅都・駆禰4−9−11刊5容（。3）43王糟51761；1鰍徹・ター劔（044）833−23H漁諜1サ・費（・6＞313−2367平濁バルブ工業株式会社

0

聞

講
産

力

原

できたと

開の許可を求めていた︒

題に幡広く関与していく技術アド

が撮饗している還転・管理の強

の状況を知るための議露の追触︑

⁝の殺癒などのほか︑格納容器内

合のため︑統括捲揮を行うセンタ

の
L

疇畷懲章︑麟
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ザーの常駐③黙故が超つた場
この聴︑NUREG10五バ
七イ八

器の雛遊︑安全装躍の激発などの

化︑漿故階の状況判断のための計

加が主な内容︒

ラントの設計。製…豊に懲加
・弓︑旨＼う〜

／

月足では原子力発電プラントの

対して運邦法と州懸法のワク内で

を義脇づけている︒

法纂提出の目的はカイザ⁝アウ

っていない︒株主の一部には放学

住民の反対が強く建設転手にいた

爾額は臣額に上るのでいまのとこ

齢もでているが︑放蘂の堀合の禰

の支出を決めており︑さらに一九

岡社は八憾一千万スイスフラン

ろ続行論の方が騰勢︒

で︑イタリアにとって有利な条件

嚢への対撚や輸出市場開拓の爾面

づくりに役立つものと期縛してい

隔があり低レベル放射能水が漏洩

ポンプのスピンドルの気密溢に欠

激派独立運動のE了Aは﹁申央政 轡の頒布など計画されている︒

発に鮒する反対害毒は激しい︒過

だとしている︒しかしレモエス原

業の翼展のためには岡原発が必要

バスク地方のエネルギー禦摘解説

保金︑安金性調萱に賛する報儀購

レモニス原発施設のサイト︑環境

に提出した︒この法案は州政府に

から控民を藻護する法聚を州瓢会

⁝ゼル市外州政瘤はこのほど原発

︹パり松本駐在餓︼スイスのバ

いた︒

冷却システムを徹底的に検査して

I覇故後は三か月間煙止して緊急

で引上げたことはなかった︒TM
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原子力事業特殊扉にも

・﹄露噸灘㎜灘回附≧臨

趨︸識

グスト原発︵颪二十芳KW・BW 黙

R︶の建毅阻止をねらったもの︒

同原発鼓祇はバーゼル地方に原発

プロジェクト実旛︑技術偶報の継
続的交換︑原子力裟羅供給畷での

孝三多

が

関係煮は︑この協定により︑イ

強調されている︒

社コミットメントの強化がとくに

力に対する考え方の薦確認︑GE めてからすでに十年以上になるが

だという舐明をして建

設認可繭馨している︒黍続きを始

︐

必要
と戦略のなかでの原子力と国際協

協力などのほか︑エネルギ⁝政策

大の規槻になったばかり︒

臨齎二十万KWに遷しフランス鰻 タリア国内での原子力発耀所の礪

七月に臨界︑岡サイトは含計一基

ビュジェのサイトでは五号機が

たことを強調している︒

なく外部への放射能漏洩もなかっ

でも尾椎絞の内容を発禁し︑作謎

￠

八二年と八四年に期限がくる公腰

AMN社は一九五九鋸に原芋力を発行している︒サイト綿の土地

る︒

た一画﹂と呼びかけるとともに︑

として︑イタリア睡内のガリリ

産簗に進出以来︑BWRメーカーと一次装荷用核燃料は売却すれば

府が独断でバスク地方に押し付け

その行動は蒸気発生盟の破損にま

欝欝オルソ原登

商業運転再開か

W︶︑カオルソ︵BWR︑八十八

アーノ︵温WR︑＋六万四千Kくる︒

二億三千万スイスフランが入って
でおよび欝察隊との衝突で死脅二

る︒

名を出すという瑠件も起こしてい

万KW︶などのほか︑海外でのB
こうした緊彊の中で虚字再開は

イタリアのカオルソ原発は近く

一九七七年十二月三十一日臨騨︑

七八年五月瓢十三日送魔開始した

したので緊悪難止した︒漏洩時︑

大醐をとってこれまで定格出力ま

が︑ENHL︵国有羅力公社︶は

この珊故は原子蜻とは関係がな

付返にいた僅藁厨四名は盧ちに鷹

ル常外捌政府

スイス︑バーゼ

原発建設阻止
の法案を提出

加している︒

モニス原発︵ウエスチングハウス

ンの報告羅一万部︑国際原子力機

M工原発調査に派還したミッショ

蒲民に流される摘報としては孚

の︒

翼による壌慧の打開を図ったも

WRプラントの設計・製造にも謬

ビュジェ原発四讐機︵九ナニ万K な公開討論会を開き︑多くの檎報

基︶の建設工嚢罵開について広範

ピンドルが破損してチューブに二

る方針を決めた︒

らの冷却水漏洩のためこの六月

イベールデュエロ躍力会社はバ

蔵センターの建般を原則的に承翻

ドール一︑二︑三暑機︒風

関︵IAEA︶が近く発表予定の

商簗運転再開の運びになる模横◎

社叢︑九十三万KW加圧水型二二 ムリとの判断から州議会は倥民投

バスク翠翻治州議会はこのほどレ

門パリ松本駐夜柔革スペインの

スペイン刺議会

原発建設再開
は住民投票で

UG王C？・CGτ︵共窪党系︶

なお岡原発の労組の一つである

ころの予定︒

もようで︑遜転再開は九月十五日

取替えるのでかなり聴闘がかかる

膨理はポンプを解体して継手を

は圃収されだ︒

綴の沈魑な行動でなんらの被轡も

多華言

協定は約十年潮にはじまった協

にわたる技術協力協定を継んだ︒

アンサルド・メカニコ・ヌクレァ
ム・ライセンス協尾の延掻にな
⁝レ︵AMN︶社と︑今後十隼間る︒

ないようあらゆる陰嚢をとること

童蒙きはNUREGにもとづき

に提嵐している︒

τMI劉故調壷報告︵NUR燕E
にG
書及した蝿翻きをNRC婁魔購長堤に対応するための機器の追
そしゃく

一〇五七八︶などの指摘は薪しい

し︑八月來NRC婁畷に欝認司薄①傑安規定趣反時の描躍②安金鎚

規制方針に

←

＼く今

璽発躍は原登に紳されぎみ

精ｪ聡

響

茎．

ヨ

溜

L

広範 な 頷 域 含 め 検 討
方法論で各委員の立場微妙
ヘンドリ⁝米原子力規鋤婁黒門︵NRC︶婁員築以下四婁員は六日︑NRCの原子炉規制周スタッ
フと群認可再開に関する会合を開いたが︑席上︑NRC委農から許認可審琶再開を公践に認めたとも

謂
牢

〜ζ

州内および周辺に原発が建設され

向こう十年間延長へ

アの沸朧水型頻BWR︶メー㍗システムと核燃料に関するシステ

技術脇力協定結ぶ

米国のゼネラル︒エレクトリッ
力瀾係の継続を決めたもので︑一
ク︵G氾︶社はこのほど︑イタリ 九六七年に両社間で結んだ原子炉

米（正と伊AMN

かっだ︒漏洩があった部塵のガス

⁝

＼RCは、八81，Bの決疋を検討し、妥諾、変更、あるいは帰し灰す。
務蜜で擬査を受けたが︑異常はな

⁝孝

GE祇を中心にAM縄社も墜W飛プ
＼

とれる﹁蟹露に建設・運転許朝露審蛮濤動を萬開するように﹂との発言があった︒しかし︑委員の中

煎が論争されることにもなれば︑

る︒薄開されるとなるとTMI襲

◇
デントン周長は原子炉規捌周の
漕女全謡⁝職報澱ロ樽

の社債を発行
スイスの原発運転会社
門パり松本駐在鱗編スイスのカ
ーンクラフトワーク・ライブシュ
タット原発還転会社はこのほど七
千五薦万スイス・フランの社欄を
発行した︒期間簸磁十二薙で利子

は年騰・五％Qこの翼金は原発建
設に嶺てるが︑一千万フランは鎌
主の必璽澱金として僚令した︒

一次系ポンプ
から冷却水漏洩
仏のビュジェ四号

るいはASLへBに控訴灯。

W・加圧水型炉︶は茨系の弁か を流したあとで住民投票に付託す

︻パリ松本駐奮興︼フランスの

AS慧封｛｝rの公聴会は介入者がない頃合には影｝｛請著とNRCスタノブから
説明。へSL｝3は論争ノ天について決疋。この決疋に対して当肇者はNRCあ

一轍遮転質開を試みたが︑一次系 スク地方には含漱所が少なく︑工

運転を停止︑鰹理を欝い八月三越

ガリリアーノ原子力発躍所。米噸の
〆へ
／

には許認釘再開にあたり︑細部の点で露見の食違いがみられ︑幽切れの悪い会舎に終った︒会合に出

局に対し﹁すべてのバブコック＆

いう︒

控訴手続きの変更も必要になると

腐したオブザ⁝バーはいちように門混乱させられた﹂との慧想をもらしている︒
評認可萬開に関する鼠合では︑
ウィルコックス社製の原発建設を

バーは﹁鍵盤司審蒼罵闘許可と受

今園の欝欝に謬崩したオブザ⁝

原子麟規制周スタッフと原峯力安

のコンセンサスは得られなかっ

内でも行うかの点ではNRC二身

儀などについての論象をASLB
か月ぶりとなる︒

とりまとめたTM王襲職報告の勧 故以来滞っていた許認可湧鋤は三

子炉規制周のタスク︒フォースが

また︑NRC委彌決定瑠項や原けとった﹂との感想をもらしてい

る発誘もあった︒

求するなど︑評認可再開に逮行ず

凍結
全許可会議︵ASLB︶は孚M
Iするための錨類の嬬備﹂を要
藥故とは躇接関係ない資金︑地質
学︑環境など広範な問題も含めた
検罰を行ったうえで︑警認餌活動
を行っていくべきだとの方針で一

致︒しかし︑エイハ⁝ン委瞬は
﹁緊憲碕の鯨応問題など論難申の

問題などもあり︑欝翻司再開は蒔
期藤縄﹂と劣織した︒

た︒もし︑ASLB内でこれらの
タスク︒フォ⁝スがとりまとめた

臼︑二愛機は八月十鼠運転を揖開

多％多多

した︒

孝⁝多多 ・； 多〜
多⁝
一

駆力消蟹懸の約二％を占め︑解

三

止一晩の損蜜は五幾万から一千万

多多

トはオスカーシャム原発の近く︑

．︐

罷工は来羅の予定︒嶺初鰹藏能力
ベルギー・フランの損失に上る︒

ドール原発︵アントワープ近郊三

C

十から三十些癖の趣裂が生じ︑水

纐纈の饒氷器入臼の冷却系弁のス

十九万KW総理水型炉二基︶で2

七千五百万ス対謬

は千五筥ナ︑第二期工臨で三千ナ

騒が十分半供給には不罷は生じな

しかし鰻止中は他の発電所の発電

スウェーデンではこの九月十六

かった︒膨理後︑一暦機は八月八

ベルギーのドール原発

KW︶建殴を原則醜に承認した ︒
冷却強弁のス
本格曲承認は鍵盤検謝の結粟与え
ピンドル破損

たものと観測されている︒

画を推譲できるという自儒を示し

つの投票で勝利を収めて原子力醗

的承認はウルスチン内閣がこの二

議投票が行われるが︑今膨の原則

日に総選挙︑来年三月に原子力国

に拡張される︒

⁝ 書 ︑︐ 多⁝︐〜−︐． 多 ⁝ 多多

さらに︑エイハ⁝ン委属は規制

陶難

原発一号建設
原則的に承認
ギりシや政府

原fカコ女全諮問委員会（ACRS｝

が流れ鐵てタービン籔が水圏しに
なったため運転を節慰した︒一同
機も綴じ設翫なので岡様の破擬を

／
＼

／
＼
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の︒岡原発の発電盤はベルギーの

金庫つくりの豊かな経験が

ﾑ

定
決

鍵係州
串晶」｝

匝璽綴員会（NRc）

く︑放射能の危険は全くないも

警戒して停止した︒

嬢撫
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湘

鵬
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々になるとみられているが︑サイ

フエンスセンサー／ガラスセンサー／総合警報劉御システム
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安全審査手順

した︒本格的承麗は偏継か来鋸早

はこのほど︑放窮性廃棄物暫定欝

ン撫肩︵オラ・ウルスチン内閣︶

︻パサ松本駐在鰻園スウェーデ

スウエーヂン政府

廃棄物貯蔵セン
ター建設を承認

のフラマトム社が衛力︒

トベルク︒ユニオン︶とフランス

ーとしては西独のKWU︵クラフ ︹パリ松本駐在興︼ベルギーの

無︑運開は八八年の予定︒メーカ

る方針で︑魑工は誘くて一九八一

府はこのほど原発一暦機︵六十万

門パリ松本駐在羅回ギリシャ政
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四十年間続いたフランコ独裁政権に終止符が打たれて約四年︒スペインはいまスアレス蕎相⁝

立するため︑国会改鯖︵一九七六

で齎六十四気圧︑出口で百六十二

ある︒また︑冷却材の圧力は入口

気圧である︒一次冷却系のループ

まだ記憶に議しいニュースであ

七年四月︶︑総選挙︵同六月︶な

配管の内径は七十靴︑／層である︒事

数は一つで︑このステンレス鋼の

の弾圧で︑盧治要求が独立要求へ

どを経た︒国内民主化の総仕上げ

故時の炉心冷却用に￡CCSが備

年十二月︶︑共産党公認︵一九七

フランコを引き継いだカルロス

ともいうべき新癒怯案国属投票も

る︒

国王は︑スペイン民霊化の道を着
︵ETA︶﹂が発足し︑フランコ

行われた︒スペインはフランコ体

と発展した︒一九五九年︑その中

実に歩み︑一九七七薙六月には共

核緕織として門バスク祖国と自由

産党も含めた四十一年ぶりの総選

えてある︒

ソリータ炉の第一回燃料交換が一

一九六八年七月に運転を始めた

鉛ガラスで放射線をシャットアウト〃

ム・

ロス体制への切り替え後︑カタル

と対決した︒フランコの死︑カル

制に決曝し西欧型民艶気義を確立

料棒の被覆管にジルカロイを駆用

九七一年に行われたが︑この蒔︑

回交換断に破損した燃料と詞一の

装荷位躍にあった燃料簗事体の一

今︑

○その他

フランコの後継巻と國されていた
挙を実施した︒三百五十の下院議

って燃料擁の軸方向に伸び︑あら

ルカロイ製被覆管は照射成畏によ

炉心で中性子の照射を受けたジ

⁝ニャ地方などの鼠治容認政策が

ブランコ首相を︑映画もどきのダ

したのだ︒カルロス国王とスアレ

ス首相の当面の問題は経済にあ

z分は︑民主中道党百六十六︑

り︑インフレと失業問題をいかに

とられたが︑バスク地方に対して

社会労働党筥二す四︑薬産党二

解決するかが課題である︒

イナマイト作戦でその蜜ごと吹き
は交渉が難航している︒現在でも

である︒

十︑人民圃盟十六︑その他ニや四

を超えて底面と接触し︑その接触

で︑設計者はWH社︑また霊契約 のは︑︷九六九年︑ソリータ炉に

力で曲りが発生する︒このような

者はスペインのWH︒アトミック おいてであった︒対策としては照

したのは︑加圧水型ではこのソリ

炉心の鍛外部の燃料簗含体の外周

士九十一度︑溝口で三葎十七魔で

部に折損が発莞された︒また︑こ

一部にも折損が発見された︒この

れと対称位躍にある燃料藥禽体の

三無に勢浜一響炉でも発冤され

ような燃料棒の折損事故は一九七

○グローBox遊へい用
○ホノトラボ
○ターヒン室覗き窓

欄O鱈

隅
の民憲化路線を背聚に現代化へ向け大きな第一歩を踏み出そうとしている︒とくに原子力開発購
飛ばし陪殺したほどである︒三十

ビルバオ郊外に建設中のレモ⁝ニ

カルロス体制との対決は激しく︑

この原子力発電所の筋有者・運転

バスクは自治権を認められたが︑

スペインは西欧型民主主義を確

養はウニオン・エレクトリカSA 現象をWH社が初めて毘いだした

織藤との間にとってあったすき間

ス原子力発秘所を爆破したことは

フランコの時代には経済的にも

かじめ燃料棒上端と上部ノズルの

○璋に臨界に達した︑熱出力十K

で︑これも二〇％濃縮ウランを使

べ︑これに墓ついてノズルと燃料

射による燃料棒の伸びを詳細に調

用している︒ビルバオにあるAR 現在運転巾のホセ・カルベーラ原

BI炉は一九六二年に臨界に違し 子力発憤所は※WH社の加圧水型 ・パワー社である︒この原子力発

にあり︑これを襲付けるように︑

Wの黒鉛減速︑軽水冷却型原子炉 塵事飼にもアメリカと親密な関係

年代のスペイン共和鰯政臆下で︑

内戦後のフランコ憲事独裁体制下

⁝計画中含め

原発開発

四＋一基に⁝
・

マドリッドから六十六詩層離れて

（爾本電気礪子製）
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⁝
㎜については﹁一九八五年には躍力の五〇％を原発で賄う輪というほどの力の入れよう︒失業・ ⁝
⁝インフレという国内問題を加えながらどう現代化を達成していくのか・バスク独立運動と関連㎜

⁝した漂発反対運動の動きは一︒今園は臼本原子力研究所大洗研究所材料試験炉部計錘課の桜⁝
⁝

生酒水華がバスク人の自魑心を強
めている一因でもある︒

スペインは一九五八年にOEC
Dに加盟したものの︑経済水鶴の

低さや政治的後進性のためECに

材料をステンレス鋼から被覆管と

するため︑制御榛案内シンプルの

変質した︒衷た中性子経済を改善

棒との聞隔を適正に広げるように

露所の発電炉の炉心の大きさは穂

ARGOS炉と岡じである︒こ・
のガローニャは米GE社の沸騰水 懸静掻︷・八六層︑有効高さ⁝丁

軽水炉︑またサンタ・マリア・デ

四三齎である︒この炉心に六十九

た︒この原子炉は型式︑性能とも

インの現代化を著しく遅れさせた

ほか︑マドリッドには熱出力薫W 型軽水炉である︒これらの発電炉

体の燃料集合体が納まる︒二酸化

フランコの竃遡独裁政治はスペ

盟は︑ヨーロッパの一員という愈
が︑現在では科学技術の趣入や国

は︑商業炉としては︑盤界的視点

おり︑半径二十詩綴以内には五万

蕨

◎カタログ及び資料連絡頂き次第お込り致します。

⁝井目氏をわずらわしスペインの原子力開発概況などについてこ執筆願った︒

たのである︒この麗窮独裁政権は

コ総翻の蟹窮独裁政権が確立され

う戦は終了した︒そして︑フラン

を簗めた第二次撹界大戦の前しょ

一九三九奪三月︑全世界の注冒
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経済問題が当
・現代化の構溺

面最大の課題
・

で︑匹十駕聞に及ぶ畏きにわたる

識の強いスペイン人の宿願であ

の高遠申性子源炉もある︒この原

剛者の熱膨張の差が減少し︑これ

；タ炉が撹界で鍛初であった︒燃

燃料棒が一部折損していることが

イプの曲りは発生していない︒

されており︑集盒然当たり颪九十

料簗禽体は十瑚配列のものが使用

今田使用されているような擾尺燃

︑ゾ綴のジルカロイ製だ︒商業炉に らの結果︑以後の燃料ではこのタ

綴︒燃料棒の被覆管は隈さO︒六

の平均出力密度は七十七KW／ 同材料のジル多雪イに変えたので
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原発巨大開発を計画
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微界壷にも例を見ない蟹覇政権で

スペインを語るのに︑スペイン

忘れてはならない︒そして︑スペ

フランコは内外での評判は決し
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には︑スペイン戦争にさかのぼら
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考えれば︑スペインは原子力開発

からの横流れ水流によるものであ
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流れ水流の影響を少なくしてい

炉の運転実緬で証明されている︒
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戯小林罰粕麟市畏懲擁試
もほとんど皆無に等しいことが礎
た小林治助蝋紙灘環柏繭南長の遣

の功縦ははかりしれない︒この遡

故人の藁纒をたたえた◎

で醐規換程度購故が発生した場禽

の大きな滲響となるものと予想さ

蜜協※閨脚高所で収禦された膨大

れるので︑今厩の珊故発生以来︑原

畷種類。寸，去ゆ

三興化学工業株式会社

まだ︑一纏松珠磯鐙煎原子力産

業会識副会擾は﹁故人は鋭い購代

い︑一興して原子力立地︑地響擬

感覚で原争力に大きな闘心をはら

※園で三月二十八鷺起こったス

レ⁝ド分けして整理すること②従

な蟹腿を串心に技術酌観点からグ

来入手されている構報および今後

め1ロ頼のおける薄コム丁袋を丁にはめておいてからGLO＼ESを装着することか雛奨されています。

擾が﹁韓織の発腿につくした鹸人

ことを灘う縣と武辞Qつづいて全

くることになった︒離婁遵醗力で

け早く湾内漁協の実態を戴りつけ

共鵜︒泊原発一罹機は五十七万

調糞を閉評したい憲圓︒

三月藤工︑六十二隼三月運開の予

九千KWのPWR︒昭和玉十八奪

一方︑漁協関係ではすでに神胃

やり磁しが必饗なため︑できるだ

もとに建設を進めることとする扁

一

花︑乱人の簿業を偲んだ︒

このあと謬列轡一入一入が鰍

た◎

広巳原藏会喪の追煽の辞を代読し

力することを編いたい扁との荷沢

しるべとして原帯力地炉発腿に努

はたしだ︒故人の膨大な足跡を道

で罐源蕊法をはじめ大きな翼献を

翼に努力しだ︒独翻的なアイデア

志を引勝ついで饗の努力を続ける

禰を祈った︒

澱が趨補して黙とう︑故人のめい

このあと遡憾の辞にたっ肥照乱
舞栄臨は﹁縮輪・漏羽の騰発は二

認されたため︑下半期には瀞認両

もぺ1スを賜り凝すものと糊待さ 僚式が九照牛後︑棺麟南市属会館

努力することを改めて賄う︒それ

人の夢だった︒そのために懸命に

萎めて開かれた︒

大ホールで南民など約千五蕾入を

が網入へのはなむけになるだろ

も

う﹂と述べ︑轟凝縮も門故人は三

繭欝欝粟ラッシュ
趨樺武ではまず霧健勢薪漏畷知

無にわたり地方霞撚に努力した︒

欧弼の

れている︒

消極的繧料の一つ︒イランの原発

勲四等鳩欝小綬鷺叙位︒叙勲の伝

鱗から選族に対し故人への從烈籔

への原磁力輔出がいかに難しいか

凝として製擁の慧を表したい㎏と

ゼンチンなども横綱姿勢Qギリシ 柑︑神懲内村も三愚謹でに﹁受け

選が行われたあと今蟹走失望繭南

謝漣大盤キャンセルも開発途上圏

を端的に示した︒

こうした慷び悩み傾向と際立つ
た短鍛をみせているのがフランス

これにもとづいて今月下旬から

箋の運転中容鰍は今隼兼までに一

に門同態﹂の懸魔を置めており︑

込み︒

定︒二毎機も一辱機と飼規換の冤

内︑演︑盃の餐灘協は三月頃まで

轡内漁協の態慶に大融くかかって

今後の鋤向は依然門纐対反対偏の

こうしたなかで八月二十七繕付

全響葦で厳蟹にチェックし︑安全

けで通産雀から﹁今後︑原発は安

牲を確保する﹂との恵向が遡知さ

で専門委を設置

リーマイルアイランド原発購故

北海製罐力が誹麺している共綴

共稲町の藻照勝雄町畏︑泊村の憲

は︑わが圏の原子力關発に大きな

三率三盛ハ十八万KW︑発注済み の調竃では興体的膿付けがないと

われる︒

村賑槍標語︑神懇内鍵の翠霞鷹一

原安登

簸近の交渉で焦燕の一つとなっ

これに対し共和町が今無二月に

期籍される籍報のうち盤饗なもの

など︒

を対象に技術醜検討を行うこと⁝

竹越舞︵慰巾研︶▽

婁璽構成︵予定︶は次の通り︒

GLOVI：Sの損

2。GLO＼ESの指先部分の保縫のためにGLO＼1；Sの1胴に、史に薄コム丁袋を頃ねて使用しますと、

耳環灘湯壷珊が運醐
依然流動情勢脱卸できず
磁本原子力産業会識の調斑によると︑六月末現在で世界の原子力発露規擾は還転︑建設︑発注

済み︑醗画申を盆め総計六爾六や由基五億六手三門照十二万KWになったことが明らかになっ
た︒TM王顯故を賀難に︑米圏で一件の原発許認司もおりず︑イラン政変によって＋麸の計醐が
一雛に崩盤するなど依然流動的な要累が残されていながら︑仏︑英︑共薩嗣などが穂極書に原子
力傾斜開発に粟り出そうとしている現状が浮き彫りにされているのが蔓紫調蒼の特色︒また︑霞

入れ扁を決めていたが三月來の丁

それぞれ掻穏婆で岡原発建設に闘

は立地変璽にともない多妻調査の

の穂極開雛姿勢︒T蟹1聯故以後 ャ︑トルコも朔の原子炉灘入への

する偏との方針を決めたことから

嫉X麟故の膨響で濫が﹁墨面静観

ことで愈曝した︒

鋤きをみせている︒今後注儀され

いち単く﹁傾鱗雲発﹂方鉗を再確

越万KWの大台を突破することが った翠蔓は行われていなかった︒

颪十照万KW︑計画入りは七四灘 のが韻大のトピックス︒τM王黙 認︑PWR←F鷺R螺線に熊点る
をのはソ遭︑フランスの台鍛︒附

独に大きな鋤きがみられ獄かったため︑陰本は︑還転巾原発規換でひきつづき世界第二泣︒
この調蓋は世翼の原茅力開発鋤
絞って強力に原子力開発を織し逸

する説明会が開かれる箏曲︒

めている肇が浮き彫りにされて

ため箋賢的に大きな通勤はみられ

秀KWの発蹴計薗が中氏された のだが︑購故による環麗への荊蟹

翫薩は一稼ストップ︑その後めだ

嚢実上ストップしたことによるも

頁六＋六万KW︒しかし・これに 故の膨響で新規の許認可撃続きが

罷想されている︒

界の運転中︑建毅中︑発注済み︑

一圏︑六月來と十二月末碗在の世 対し嶺界中で課十二墓臨監八牽

窩を明らかにするため原塵が毎隼

いる︒共塵圏︑英圏︑韓国︑アル

醗画中の原発を対象に理状調憲を

②この脳梁共和晦は敷地からはず

なかった︒これは霊にイラン政変

れ泊村のみに立地することになる

れたため︑道でも﹁圏によって安

行っているもの◎それによると一

③二選を建設する⁝⁝というも

全性が保証された﹂と判断︑今罎

盤ハ和・輪鵬原発推意趣へ

の︒嶺切核燃料などの僻み降し港

の︒

の地元陽購粒との金談となったも

で謝状中︑建設中︑脇門済み十墾

として轡内貸を峯超していたが︑

今黛の会盆には燃の寺鐙一楽男

九七九隼六月來現在の運賑中原発

岡薩から原発まで六罐層もあるこ

論難懸︑轡内町の禁窺敬蔵町欝︑

会歌で﹁安全牲を潮提に同原発を

ていたのは岡原発の立地変更醗

︑今後内外

とから原発に近出して馨臆繕を作

の謝癬が一掴にキャンセルされた

がストップして以瑛納六か月ぶ

ることになったのが主な原賑とい

は二筥二十巴墨一汗一 手五蕎八十

とになった︒

り︑建設へ向け大きく動き出すこ

建設する方向で努力する扁ことを

対雛らが出差︑﹁蜜全政策は魍に

いては︑政府を中心に嚇象の調葦

り︑こうした一環として原子力安

①今風の響故は万が

判断されるに調った建設醗睡を翫

と地元町轡は細謹︑溢庁で開いた

・泊原華力発耀漸について北海灘

下M一事故調査

六十一墓六 千 六 爵 灘 十 九 万 K W ︑

較すると数字の上では大纒な麟少

騨から除外したため離農調川と比

馨報道と地元四町村が同意

針報酬藪四十一一基一山鼠率七蔚三

一芳KW︑建設中二颪閥十蔓二慮ことなどによるもの︒また︑今圓

士芳KWとなった︒
この楽黛闘ではこれまで世界の

蕩確認したQこれにより同原発謝

となっている︒

遜開したのは二塁覧百十七万K
原発針懸をりードしてきたアメリ

驚いた臨蒔晦議禽で﹁立地変璽受

このうち︑この半年間に新たに

W︑建設に 魑 手 し た の は ± 鵬 墨 千

け入れ﹂を決議したのをはじめ油

薄曇を与えている︒この温故につ

画︒これは④立地地点を嶺切予定

とのコミエユケーシ翫ンの鵬とし

金婁蝿金では五月二十八闘に第一

解明および耐軸簾が検討されてお

て腿示鎧は大切な位羅を占めてい

よって講じられているとの煎提の

画はTMI原発禦鐡の膨響で交渉地点から二〜ゑ謎層源摩側に移す

とも必要だろう︒

四鶯三十露万KW︑発注は三墓三 カで一件も原発解認可がなかった

代とともに変擬する︒展示物も簸

展寺物はいろいろなことばでエ
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初の物をただ無いたままでよいと

づき︑第二次中零露簿も提示の予

次中閣綴籍をとりまとめたのにつ
一魔にドツとはいってきた来翻

定︒また︑楽囲では︑聯故の鍵懸

勢︵原研︶︑里発尚行︵原礪︶︑

耀︶︑神鍵茂壁雄︵中部臆力︶︑

灘氷孝︵環醗︶︑照尻義昭︵関

︵環芝︶︑小笠原英雄︵仲立︶︑

講説貞薩︵躍中研︶︑継橋騒平

285土5

85

る︒

蕎に求まれて﹁もっとホールを拡

を正確に麺握するため︑十一月を
露途に︑これまでの激蘭データを

旛設そのものの実地調査を行う翻

もとに調悪難桁の段階から7嫉−

こうした状況を踏壕え︑今後さ

画だ︒

r

7．5

ネルギ⁝の必要性を︑原子力の矧

識を︑そして環擁保金への鰐策
を︑入びとに語りかける◎

んの羅越しに︑燈翼県玄海囎定公

﹁次の晴代に禰をかけるのは康子 彊したいのですが﹂と謄る出陰さ
力発穰です﹂

園の㊥あざやかなカラ⁝パネルが
宮然の鯉かさを憲げている︒
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原寄轟濫舷嘗勲綴轟離離帥蕪

この飽もその例にもれない︒た
とえば︑藩学が六環鶯ほど並べら

らわれる﹁原子力教窒﹂コーナー

﹁轡エネルギーもたいせつな縮刷
です﹂

門わだしたちは絶えず放射線をう

けていま宜

らに詳細な欄報二二が期待される

代表取締役社擬能美正氏

代表黒変更

蹴語二六五⁝〇一一一一

代表暫変

蔓薪代表薔は水越緻一氏

黒海鷺舞舞聯︵株︶

っぱいをかけ結漿をとり求とめて 新代表暫は取締役社長木下翻雄既

現説響えられている響動内容は

いくことになった︒

7

いうものではない︒

中入校の鞍師︑自衛隊農と︑来館

徒︑蠣人サ⁝クル︑子供鼠︑小︒

れると︑ライトに照らしだされた

暫はいろいろ︒

ほの晒い館内に一歩疑を踏み入

原子炉模型があたりを威籏するよ

れ︑翼賜の餐ボタンを押すと窟の

比量鋭畷を求める晦がふえまし

﹁TM茎葉故後︑玄海原発との 潮の小さなスクリ⁝ンに回瞥があ

Tシャツ姿の少薙たちが︑蒙二

うに羅かれている︒

つれが︑老人クラブの一団が︑見

TM王と比較

ホールの片すみには︑地元の旅

会

住民をつなぐミニコミ紙

増えた質闘

く︒

慣れない装麗を一つ一つ探ってい

彼らはひとわたり冤終わったあ

購故偶報の収蠣︑整理と︑さらに

藤千代謡区九段爾四の七の露亨

懸人に︑糠蝦に︑原峯力は撚り

︵有沢広巳理盗難︶︑は︑今後の

は蟹硬な偲綴についての技術的検

こともあり︑原子力安金研號協会

ンプがある︒ここを鵡ていく入の

酎など行うため﹁スリーマイルア

反対の蜘も強いという︒展陰口が

たち

かける⁝パ＊ルに毘いる來館麿

コミ紙﹁玄海だより﹂と醗念スタ

た︒周じPWRなのでなおさらかも︑麗問の内容を変えることを慕

ひとりでも多くの人が少しでも猿

館などに醸かれているというミニ

あがる︒翼正面に広がる玄海灘の

子力を理解していって欲しい︒そ

一〇二

と︑贋鍵禽へとつづく階段をかけ

もしれませんが：︒三鹿も㎎魔も

現筏︑二契機の建設が瀟々と進

厩立遭船︵株︶

鋳の勤きに敏感に反応し︑環状に

原藤に入

灘の欝さ︑点在する鰯々︑吹きぬ

められ︑つづいて三︑四穆機の建

イランド原子力発罐所覇故調査委

建設して謎謎余りの歳月がたっ

即した問題を提怨する堀であるこ

能奨防災工簗︵株︶

ける騒・レンガ色の難燃駈を左に

るとうれしいです﹂とことば縦な

ここを訪れ︑理解して謬る姿をみ

騒会﹂をこのほど設國︑翠黛度い

たこの展添館︒とうぜんのことな

えているという︒

見おろしたこの玄海発電所農示館

に語るのは就任して間もない翻館

設も謝薩されている︒？M等覇故 ういう願いをこめて︑また︑難鷺

が観光コ⁝スの一つとなっている

後でもあり︑一︑二轡機に比べて
一轍に約一一百六十人の人びとが

がら︑人びとの知りたいことは購
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ことかてきて王、時聞の御使用にi耐えます。

傷を防く

r

機械的損傷なとによる破損かみられたとき、素予のま蒙ては茜染「ll故σ）危険を荏じます。従って、

1．Gl，OVl・lSに力

GLOV置Sの併用をお奨めします

PROT旺X

の御使用に際しては

GLOV置S曝無熱籔

耀鱗釘

擾の山陰さん︒

ここを訪れ︑簾子力との小さな鷹

ことが︑これでうなづける︒

会いを纐り返す︒工藁趨校の生

Q
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晶

高

坙{原子力産業会議主催の第七十三回原子力産業懇談会が十日︑東京．丸の内の工業クラブ ㎞
で開かれた︒このうち﹁安全技術の諸原則とTMI事故﹂と題して講演した石谷溜幹氏︵阪大

要があろう︒

取りつけてあるわけではない︒こ
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も︑今後︑こうした検討を行う必

い︒

単

については確率論モデルにもとづ

出ている︒しかし多露故隔の邸入

ン・クレジットの再襟回にも確率

いて行うことが量感だ︒ヒューマ

論的な響え方が不可欠だろう︒L

ておらず再検討の動きがある︒い

OCA解析でも単一故障しか考え

畢故シ⁝ケンスを安全評価に加え

ずれにしても墓本的には︑τMI

どうかはその確率論的評価結果の

一方︑僚守・運転についても避
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いる︒努力すれば死亡者は濠だま

も説得力がない︒

ることを求めている︒

らかの方法で測定できるようにす
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なから、現在これらの濤1測に関するガイド吾は、

術的にまだ未成熱なことを示して

だ減るだろう︒自動藁による死亡

ニア・アクシデントがきっと起こ が取りつけてあるとさえいえる︒

表面化してきたようだ︒しかし︑

たが︑この議論がTMIでさらに

アクシデントは逮曝しているとい

で誕明してみせない限り鱈用でき ついて統計調査を始める必蟹があ

る︒その中に加圧器ヒ；ターの問

すでに申間報働をとりまとめてい

時シャット・ダウンさせるなど厳

窯線量測定には、なお多くの技術的な闊題を抱え

千のうち一つが毎断決駿するとし

民間航空機による死者は一九七

万難に一回程慶の事故確率を目標

っているはずだ︒TMIと岡じよ 来国では原子力について多くの

かりしていると不仁感がつのるだ

うことだ︒古語にいう﹁羅を忌ん

だ︒鰻も儘頼性の高い機械の鋼と るだろう︒

ないというのが機械工学の常識 る︒これが科学的論争の前提とな

いてはNRCのタスクフォースがクールについては︑その度合を両

にフィードバックさせる問題につ

いうのが墓本的な響え方となって

影響をできるだけ小さくしょうと

いたときと格納容器内の放財能レ

反があった場合︑NRCが炉を一
もう一つの問題はECCSが働
加圧器ヒーターは万一の薯故の際

ほか技術専門家の常駐︑直のひき

しい中豊が蕎えられている︒この

いる︒TM王ではこのうち一︑二 題が盛り込まれている︒これまで
番冒の障壁が機能しなかった︒

ベルが高くなったときにその隔離

実験︑確率論的安全評価手法の改

ためつけ加えておきたい︒

大線量測研究委員会建

ている︒

故が起こる濠では鼠CCSが作動で生産されているため︑もしこれ

にしているのに対し炉心溶融はこ

副

するようなことはめつたにないと

れ以下の確率と考えられてきたた

副
確率は一九六〇庫で四十三年に一

いわれていた︒ところが今回鷺C そこでメーカーも研究開発に努力

めだ︒しかしラスムッセン報告に

きた︒これは現在の安金評価が〜

炉心の大口破損は一応︑除外して

入というものすごいレベルだっ

至っているというのが愛重だ︒安

の冷藏庫は世界中で憾のオーダー

七年で五颪十六名︑一九七八年で

た︒一九七六年ですら千⊥ハ再九十

防止できなかったということだか

CSが作動し︑しかも炉心損鵬を しそれ自体が高い儲頼控をもつに

原子力についていえば﹁﹁M王事

六百五十二名だった︒確率論的に

二年に一人死亡の確率で極めて高

が故撰すると︑その修理が大変︒

は極めて恐しい乗物だということ

い︒
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軌教授︶は﹁他の産業を支配している事故確率原則が原手力をも支配している﹂と述べたあと︑

になる︒油断は許されない︒災憲

隔

度をかけ台わせたリスクでは炉心

よって窮故の発生確率と被害の程

り

漣象を﹂と強調︒一方﹁巖近の原子力安全技術の国際的動向﹂と題して講演した都甲泰正氏︵東一

とはそういうものだ︒

⁝する︒ほ文蛮在量感部

全装躍をいくらっけても安全の実

ことがわかってきた︒このためそ

溶融のリスクが簸も大きいという

績データが示されないと納得でき
ない︒その点で︑﹁原発には離隔

の後安全評価に炉心溶融を含める

のだろうというのが手頃原発とあ
まり関係のない技術者樹間の感想

にも安全装麗があるから安全﹂と

必要があるとの議論が行われてき

ら︑よほどの特殊事情が発鑑した

米國のボイラーの例をみてみる

ない︒例を地盤のケースにとって

だった︒しかし原子力関係蓄まで

いうのはあまり悪味がない︒むし

しかし︑災憲を響える場ムロには
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みると︑大地震の発生する確翠は

ろ安全性が低いからこそ安全装躍

と破裂事故は一九Q︸年の四芭台 被害規模との関適を忘れてはなら
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小地取の発冒する確率よりも極め

が﹁まったく僖じられない﹂とい

力の安金をどうするかという対策
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うな経過をたどりながら事故につ
ながらなかった事例が一九七六庫

か︒事実に立脚した議論を進める

偶報が公開されている︒これに比

のことはたとえ災害発生の確率が

入の八二％が亡くなっている︒こ

度の巨大地動で全地塁で死亡した

う︒アクシデントが起こるまえに

をピークにその後弾速に減ってい

災審の確率分布法則がどんなも
のかを明らかにするため︑現在︑

監本にあるボイラーと一種圧力容
器の例を引いてみると四万三千年
に一人が死亡するという確羅が得

低くても︑その被害が極めて大き

年米国のザイオン原発でも同様の

にJPDRで起こっているし︑今
度はまだ十分でないのではない

られている︒この程度が歓会的に

くなる種類の二審をこそ最も恐れ

故瞳があったといわれている︒そ

のか﹁炉心溶融﹂まで含めるのか

る︒これは何も毒しい安全装圏が

いる︒風水審でも同じことがいえ

なければならないことを悪漏して

安全評樋を﹇炉心蜷出﹂に留める

う︒その原菌についてみると二つ
発明されたからではなく︑その頃

る︒つまり︑大災害ほど頻度は少

較すると日本の原子力データ公開

以上の原國が量って事故が起こっ

政臆がすべてのボイラ⁝につい

けだ︒時間は残されていない︒い

ラーにも開発擾初の平冠確率には

で堅氷至る﹂はここにもあてはま

葭に︑もし薯故が起こってもその

が禦故につながるのを防止︑三番

保全の指示に関し︑PW冠のサブ ケンスが安全評価に勧解されるか

一方︑TMIの教訓を安全技術注悪しているQまた︑炉心の冷却 るかということだろう︒このシー
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についてはまだ明確になっていな

ているケースが圧働的だ︒その悪

﹁原子力は安全に設計︑製僅さ

ない︒票実にもとっかない議論ば

が起こるとその影欝ははかりしれ

うえでも公開の促進が必要だ︒
TMI原発で故陣が要ったこと
もし︑日本で第二のTMI肇故もあり︑安全評価で使われている
けでは﹁安全神謡﹂ということに

れているから大上質﹂という論理

すということだG薯故や災害に至 なってしまうだろう︒

なく︑小事故になるほど頻度は増

れでも﹁依然︑安全だ﹂というだ

といわれる︒一般に未成熟な技術

に大きい︒ニア・アクシデントと

らない故障︑誤操作の頻度はさら

大きなバラツキがみられる︒自動

る︒少なくとも自然災害について

る傾向が認められる︒強国のボイ

る場合︑常識違反というほかな

車も灘初急速に死亡蕎が蟻えつづ

が高くなるにつれ確率は一定にな

い︒とても起こらないと算えられ

けた︒そして現在は少しずつ減り

スだ﹂という蕩え方は災審を考え

ているものが実際上は起こってい

﹁塞嶽雲斎すぐ黒も簾発の鑛などに

る︒だれもダムが尊重するとは囲

はそういえる︒産業災審について

正

して家庭用の電気冷藏離がある一

つつある︒このことは自動車が技

泰

次に異常が発生した場合でもこれ
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えないのが普遜だが︑来國では二

くの原拠が重なった特殊なケー

いいわけにならないだろうQ﹁多 の畢故確率は一定でなく︑成黙度

にも璽なったので：﹂というのは

味で﹁TMIの重要はミスが何璽て検董を強舗したことがキッカケ

受け入れられる塊界健となるだろ

て小さい︒ところが︑たった一

も進みえないだろう︒
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ためには事故は趨こるということ

米国で事後検討進む
甲

TM一の確率論的評価を
東京大学エ

都

僑署が出るような設灘になってい

揮室の設躍などを勧告している︒
Iについては設礪許豊後にNRC

ルが高くなった蒔に隔離儒弩が出

譲などが貰えられている︒TM王

また︑安金研究では小LOCA

るようにしなければならないとい

では二酸化ウランとジルカロイが

起よって格納容器内の放翌翌レベ

う規則ができたが︑その後の検討

水中に出ているともいわれてお

で︑TMIにはこの追加設躍を璽反癒し︑それが三元舎金となって
議していなかったといういきさつ

れている︒

がある︒そこで︑NRCは︑従来り︑こうした研究も必要と曙えら
の遣煽設躍項欝を見製す方針だ︒

いう特殊な設計と運転方法で起き

また︑TMIでは全体のジルカ 以上は米国の︑しかもTMIと
ロイの鴎○％が反応し相当麗の水

素が発生した︒このためPWR︑ た事故をもとに来蟹でどういつだ

って︑田本の発電炉への適期問題

BWRとも今後水素制御系を見礒議論がでているを紹介したのであ

題もある︒米国では︑PWRのす必要があるだろうとしている︒
きるようなプロビジョンをつくる

NRCは現在水素糖命系が設腰でとは迎接つながらないことを念の
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ている︒なんとかしなければいけ

については一口の危機感さえもっ

要な闇題について科学者の間でさ
ない︒このためにも原子力安全委

現状だ︒この慧味で原子力の将来

え恵見がかみ命わないという問題
員会と学術会議のシンポジウムに

原子力安金問題が璽要なことは

が生じてきている︒科学蓄のなか
ついてはその推遜に努力したい︒

いうまでもない︒しかし︑この璽

でも﹁大丈夫派﹂と﹁不毛派﹂の
原子力安金船題についての議論

した論筆を進めることが不司欠

聞の議論となるといつもその結論

だ︒そのためには糖贈に起こらな

を進展させるためには纂実に立脚

ところに落ちついてしまうのが現

いといわれる災霧も実際には多く

は﹁私はそうは思わない扁という

状だ︒これでは科学的議論とはと

起きているということをまず認識

ムは決腰する︒化学プラントの爆

する必要がある︒船は沈むし︑ダ

てもいえない︒お互いの儲仰告白

こうなったのはなぜか︒それは

という方がふさわしい︒

薯実に立脚した論議が行われなか

さえずればどんな問題でも科学の
を認めたうえで語を前進させるこ

ったからだと思う︒甥異に立脚し 発も起こる︒だから議論を進める

問題になおすことができるという

は特別扱いされすぎてきたのでは

とが大前提となる︒この点原子力

ところが原子力問題についての
ないか︒普通の産業を支配してい

のが私の袴え方だ︒

議論はこのレベルまで達していな
る災密の原則が原子力をも隻配し

学部数授

どうしても必要な機器とは考えら

設計の炉では加圧器ヒーターがな

なかったということだ︒実はTM つぎ強化︑薯故の鵬命のための播

しかし︑三番国の翼壁があったお

た︒つまり並番唐の陣壁である格
納容器と広い敷地のうち主として

きたわけだ︒このことをみるとや

いてはいくつか問題が提議され

いとサブクールの状態が保てない

ては安全評価のワクの中におさま

十分なため︑これを実施するよう

っていたのかという議論が今後璽 逃し弁については実規模試験が不
要になってくるだろう︒

はなはた少ない。木階は、斯界の大家たちが、そ
れぞれ学問的な立場から各計測技術について執筆
されたものて、線最計灘のテキストとして、また
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原
い︒逆に︑二極分裂して一歩も識
ている︒これを認めなくては原子

価夢法と銘べてどうだったかを検

った過程がこれまで行ってきた評 かげで瑠故は羅漢に藻らなかっ

TM王原発蟹故はよく蔓上最悪 ついては︑放射能放出にまでいた

と現在世界の軽水炉の運転実綾は

討し︑安全裕慶を確認していく隔

の撃故といわれる︒単純に蓄える

千原子炉隼に近づいており︑その

こんどの肇故についてはさら

はり多難防護の蕎え方は全体的に

後暫によって巖悪の覇態が防止で
すべて岡じで︑かつ︑霧故が平均

に︑放射能の拡敬過程の隠題があ

愈味で発電炉の設讃等がTMIと心があろう︒

的に趨こるとすると一翼で憂欝に

一度この程魔の暦数が趨こるとい る︒この点については︑？M1は 正しかったということができるだ

ている︒安全野掛でこれまで薯漏

ろう︒

参考になるといえるようだ︒臼本

ような放射能を放鐵しながら被曝

していたものとは異った道すじで

ことがわかった︒このため報告も

うことになる︒一方︑覇故の結粟

呼ぶにはほど憩いものだった︒一

線麗があの麗であったのは︑四丁

とを勧告している︒

これを雰常用発電機に接続するこ

︑︐安全評緬の耀え方への影響につ れてこなかったが︑今回のような

般公鍛の被曝の鰻大値も八十＝ア

の気象条件によるものか︑あるい

これが従来︑安全評衝をしそこな

肇故が趨こったからだ︒そこで︑

についてはTMIの堀愈は災轡とで評価している舞大野故を超える

八十五ボレムといわれており自然

のか検討しておく樋値があろう︒
安全設計との関遥で醒も璽要な

安全弁や逃し弁の機能試験の問

は︑従来の評価方法に問題がある

のは多璽防護の響え方への膨響だ

すんだようだ︒

しかし︑人為ミスと華麗の故瞳

っていたのか︑それとも全体とし

放射線を一年間受ける欝欝以下で

の確率がどの程魔だったかは今後

第一段階で異常の発生を防止し︑

と薯えられる︒多難防護は︑濠ず
濠た︑麟故の進行過程の評価に

子

二
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実用の域にあり︑立地問題を解決

があり︑石炭も岡様だ︒原子力は

報告するよう捲示した︒とくに︑

項を検討し︑その結果を安全委に

奮会に︑それぞれ関連する摘毘覇

審査と還郷管理関係については︑

し得れば棚豪の代歯エネルギー源

速やかに検討を行い︑実際薦に皮

となる﹂と揺摘℃このあと﹁石炭

炉心の損鰯状況に関しては︑炉

実闘係についても触れている︒

第二次報告轡は①MI事故の事

の湧罵については国内炭の維持を

﹁雀エ

映させることとしている︒

新欝臼水石炭協会会頭︶︑

添気で蕎える必要がある﹂︵商吉

研究開発に政府の助成が期待され

ネルギー化の促進についてはその

ものをつくり世界の主要霞力経蟷

ため国際贈力経営看余議のような

ギー開発の圏際的問題に対応する

禦に新たに政周の一新を誤る必要

の節約︑財政薯情の悪化などを背

衆議院解敬について門エネルギー

講演した大平醗根は︑まず今回の

また︑圖フォーラムの羅食会で

心の露幽瞬数についてはNRCが

〇％の酸化に対応すると携定︒炉

ので燃料領域のジルカロイの翠雲

がジルコニウム⁝水反応によるも

は約三千八嚢立方層︑その大部分

超えたと推定︒炉心での水素発生

は︑露出部の一部で摂氏二千度を

片︶状になったと推定︒燃料温度

の発展は今後代替エネルギー︑雀

ろう﹂と揺摘︑蒋来のわが国経済

蓄の協調をはかっていくことも必

ルギー開発の燈籠性を強調︑﹁原

がある﹂と捲摘︑さらに代薔エネ

心上部の約三分の一がデブリ︵細

第一國経繍遼フォーラム﹁新段階を迎えたエネルギー問題を考える扁が十議了︑輿崇・大群町の経

エネルギーという結論でどれだけ

要ではないか﹂と握附した︒

︵斎藤英四郎臼本鉄鋼遼盟会

嗣遡会館で開かれた︒このなかであいさつにたった土光敏失読國運会長はエネルギー問題の誤配性に

このカベを乗り越えていけるかが

擾︶i一などの発誉が相次いだ︒

ついて﹁漁期経済翫画をたてるためにも︑その隻えとなるエネルギー隅給毘通しを明確に打ち出す醗

カギになろうと強調した︒

午後のパネル討論門エネルギー

で灘嫁した大平酋相も﹁総選挙によって政局を一新し︑原子力を中心とした代薔エネルギー開発に積

三園と離切っているのに対しEP

鶏1は二〜三回と表現し明確な解

子力開発は輸入石炭とならび巖も
一郎経団適エネルギー対策委員畏 儲頼のおけるエネルギー源だ︒﹂

濡燕にどう対処するか偏で白沢富

依蒋を減少︑分散させる必襲があ

撒の放出経路として︑当初︑加圧

業糖の希ガスと約十四撞のヨウ素

器逃し弁←ドレインタンクのラプ

プ←補助建渥サンプタンクと考え

チュアディスク←原子炉建歴サン

雛査関係ナ三︑設計関係七︑運転

究﹂﹁格納繊麗隔離に対する運

系のメークアップタンクのベント

射性物質は︑一次冷却柑抽出充填

それを薔定︒そこでは︑気体状放

から補助建麗へ放繊された可能性

ヘッダやプリードタンクの逃し弁

罵﹂などで︑その内訳は︑墓準・

﹁自然循環炉心冷却に関する研 られていたが︑第二次報告慰では

コ次冷却磁状態の監視方践﹂

鼠は︑﹁水素濃度制御のあり方﹂

環境中に放出された一×十の七

︵B本原子力発電会長︶は﹁石油 NG︑地熱などの削異な手段につ 析を今後にゆずっている︒

く彫察するため︑政府での総合判

る﹂と述べたあと﹁しかし﹂NG 揚台も財政の体質を確立しておく

いても横極的に取り組むが︑この

断が強く求められる﹂と播摘︑総

として五十二項慈を列挙した第二

必要がある扁と述べた︒

は液化設鮪︑輸送旛設などの間曲

教訓 捲桶

来国原子力発艦所購故調査特別

TM一特別委︑第二次報告で

舗項目の

理趨身が慮接掴憩性を発揮して間

であると雄蕊に経済︑社会にも広

については﹁この盗難は政治問題

また︑エネルギー開発の進め方

酵がある︒今後の代替エネルギ⁝では原苧力を鰻鰹先ずべきだ﹂と強調︒また︑同フォーラム嚴食会

極的に取り組みたい﹂と憲欲を承した︒
後の経適適濡動に反映していくの 可分﹂との認識から穀薔エネルギ

このなかで門エネルギー郭偶の
現状と繕来﹂と題して講演した軍

離職四経鰯連翻会長︒霞気襲業遡

禽会会畏︵榮罐社畏︶は家ず今厨

の長期エネルギー鶏給暫定翼通し

について﹁石油の動向がすべての

バロメーターになっている﹂と述

管理関係十︑防災関係十︑安全研
次報告総をまとめ︑原子力安全委

が強いと懸糊している︒

に加え︑共産圏︑英国︑韓国︑ア

ルゼンチンも開発に積極姿勢︒ギ

リシャ︑トルコでも初の原子炉蒜
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回放射線計測概論

関口

療了カ工学の分野では放射線測定を介して
療イ力施設の有効かつ安全な漣転︑調御が
曜能になる︒とくに最近︑線〜炉の安全・
環境問題に関達して放射線の量を堪的に精

既刊分

度よく把握することが曝装になってきた︒
木潟は検繊器に厨する単なる総括的説明に
ととまることをさけ︑測定目的との関連を
明砧にしながら︑測定方法と検認器の原理
と蓮村に主点をおき︑原識力分野での応珊
方仏まてをとりまとめている︒

︿主要目次＞

1放射線の発生とその想質
2放射線検磁器の動作と特慣
3放射線灘定と応用
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原

る岡委員会の第二次報告書を
とりまとめ︑公表した︒

第二次報告書は︑事故の事
実関係の認述が中心となった
第一次報告濁の公表以後︑原
子炉運転および放射線蟹理面
の経過などより詳細な偶報が
得られ原子力発鱈所等の安金

特別委員会は︑今園の事故の
性の〜層の同上に反映させてい

訓を今後のわが国における安金

経験および事故から得られた教

しかしながら︑今回の事故の

関係・安全研究関係に区分して

設計閣係︑運転蟹理関係︑防災

別委員会は︑基準・審蛮関係︑

における検討縮漿を踏まえ︑特

今後の検討の結果︑現状で十分

されているものもあり︑また︑

程度検討され︑遭寛︑実施に移

性岡上のための一環として相当

特別委鳳象は︑米国での事故
た︒

反映させるべき事項を摘出し

今後のわが国の安全確保対策に

悪義の璽要さにかんがみ︑その

るとは考えるが︑今回の事故の

であるとの紬論に至るものもあ

鈍はじめに翼

経過等を詳細に榛討し︑事故が

調糞結果を参考にし︑今回の事

くことは璽要である︒
発印したB＆W炉とWH炉との

力安全委員会および規制当局は

対比︑評価を行った︒一方︽原子

安金管理体制の再点検︑ECCための検討を開始しだ︒すなわ は速やかに︑また︑その他の事

員会の調査審議も踏まえつつ︑
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項については可能な限り速やか
ととした︒

判断した事項は全て摘出するこ
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も原子炉計上制御系およびプロセ

躍し得るようあらかじめ検討して
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おく必要がある︒
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備するとともに︑これらの技術情

の畏体的内容︑様式等をさらに整
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晴の点検頻度に対する考え方の罠

る保安に関する袈項︑とくに保膨
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／教訓をもとにわが国の安

て摘出した箏項が説されてい

全離策上検討すべきものとし

細な購故経過表︑米国におけ

る︒さらに付属資料として詳

る対応描麗など参蕎認定も収

本塔では︑同報告から第二

録されている︒

灘﹁わが国の安全確保対策に

魁策指標明確化を
＝遷

移動・携帯測定蟹やヨウ纂サンプ

もあわせて検討しておく必要があ

園線以外の遡儘麗麗方法について

くことが必要であり︑また︑鱈話
良に役立てる︒

CAの現象を解析するコードの改 の程度かを的確に掘握し︑その結

盒に︑一次冷部畿内の自然循環が

究炉心の強制冷却を行わない場

▽プラント構成機器の鱈頼性の

である︒

かどうか検討しておくことが必襲

累によって現在の安全研究が十分

て︑園の技術助醤紹織︑モニタ

を園るとともに︑これらを便用可

ラー箸の緊慧時用の翻定器の整鰯

る︒一方︑一般公衆に対する退避

▽霞然箱環炉心冷却に関する研

リング紹織等を整備するととも

箸に開する通報の方法について検

れるかについて︑わが国の軽水炉

運転員の行動様式箸を袴賞しつつ

旛設のデザインおよび運胴形態︑

原子

軽水炉施設の儲頼度を解析する手

▽定騒的リスク評簡研究

法について研究する︒

蕉翁購のプ

形態︑アクセスの方法︑設厳形態

おり︑大統韻委員会による調査結

についても内部調憲が遂められて

される放射性物質のその後の拡敬

⁝タおよび気象データから︑放出

088G魯
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に︑これらの纏縫が有効な支援盛

必要がある︒

率︑故鱒平均時間等に関するデー

研究プラント構成機器の故隠

能な場所に常時点検して配遇する

成立する条件およびそれによる炉

潤しておく必璽がある︒

討しておくことも璽要である︒

祥を行えるよう必要な設備等を発

▽一般公衆の被鰻線騒の嘱望

タの蓄積に基づきプラント構成機

▽モニタリング設備現在・原

▽流騒郷滞時の炉心冷却機能に

器の儒黒蟻について研究を行う︒

業
な胃癌および機柑の運搬や〜般公

却機能について研究する︒

関する研究叢叢優勢時の直心冷

監

心冷却機能について研究する︒

測の結異および地域難壁の状況

緊急時の一般公衆の被曝線瓢の予

衆の遡避等に必要な輸送季段を確

防災上必要

配霞されたモニタリング・ポスト

子力発鱈所等では︑サイト周辺に

保できるよう検認しておく必要が

▽輸送手段の確保

針の作成 欝気隠には多数の環境
TMII二号の事故を教訓とし
に塁づき・防護措罵の実施に係る

経読急報を

判断に役立てるための評価を行

▽儒頼農解析研究

線量率の速続測定監視が行われて

によって通常響胴階の線難および

った藤が多いので︑緊急購の環境

試料の迅速な分析等軍常時とは異

▽箱尺・訓練緊急蒔に環境モ

間する騨門的禦項の調査審議およ

康子力発電所等周辺の防災対策に

的に評懸する体齪について検討し

ある︒

う礫麗モニタリング・システムの

い︑また︑箕際の被曝線購を総量

放射線モニタリングの事項︑方法

ニタリングの実施︑運転網の整 ケーブル︑端子盤箸格納容器内の

いるが︑緊急賭にも対処しうるよ

および機認等に関する捲針を整備
ておくことが璽要である︒

モーター︑

び防災業務謝画の円滑な遂行に反

あり方︵モニタリング・ポストの

分析し︑どのような藝故が想定さ
▽LOCA条件下の格納容矯内

映させるべき購項として︑以下の
する必要がある︒この場含・工料

ショックに対する信頼性の硯究

▽圧力容器ノズル部のサーマル

等環境下での儀頼溌を確認する︒

機器の高温度︑高湿度︑高放射線

機器の儒頼性の研究

諸点を検部する必要があると考え

を十分に行う必要がある︒

に対し︑防災上必要な教脅・訓練

舖︑輔送手段の確保等に遜たる蓄

配圏︑測定レンジ等︶について検
謡圓線がふさがってしまうことが

翠霞時には︑醗

特の環境モニタリングシステムの

考えられるため︑あらかじめ童要
な機関の間で騨嗣圓線を設けてお

▽緊慧躊通絡

る︒

た︑緊急階にブルームの方一等の

討を覆えることが窮要である︒ま

ることが墾ましい︒

変化に対し的確に短応ずるため︑

ョックに対する圧力容聡ノズル部 水炉施設のリスクを三際駒に二歳

ECCSの作動に伴うサーマルシ
力発魑駈の立地等を薄議して︑軽

◇麟数時対策に関する研究

ステムに蘭する研究

トの設謙等に関するデータ︑放出

ラント状態の解析に必襲なプラン

要なバックグラウンド等のデー

される放射牲物質の挙動解析に必

等の検討を行う︒

発電蕨に対し技術的支援を行う

濡横式などのデータを加えて被曝

ル・バルブ

鶴野イ箪；頼践爽㍗フィノティンク各一種

機艇の拡大が曝られるよう配慮す

▽環境放射能予測システムの開

これらの瑠象については︑従粟

の信囑性について︑とくにクラッ

園の事故を契機として︑万一軽水
およびこれらの瑠象に類似した攣
故珊象の発生をなくすため︑次の
ような研究を行う必要がある・

ム︑監視ディスプレイ方式または

今

からも検討されており︑安金設計

クのある場合を想定し研究する︒

炉施設に瑠故が塞きて周辺に放射

ンプの手動停止に禅う炉心冷部機

ことが必襲である︒

このため︑次のような研究を行う

一次冷却系の

ついて必要な研究を行う︒

制御整衷示盤などの適切な配羅に

亀＝・＝3；﹂＝：．〜■竃；

地域の交悪事偶等のデータを収

タ︑防災鮒策の立案に必要な周辺

購故の経緯と原灘を解明し対策を

謄＝亀＝＝3＝曹＝・3e・

▽薯消信対策用データバンクシ

中小破断時に蒸気発生羅内︑︸次

◇軽水炉施毅の懸賞慶解析研究

冷却系配簿内に講ずる一成分およ
び二成分二相流の峯動について︑

等今團の瑠故に関齢して︑軽水

喩・：・8＝●脚・・3ε；●・＝・

達を含めて研究し︑スモールLO 炉施設における蟻故のリスクはど

想定される黙故シーケンスとの関

の実験および解析

する薄雪について研究する︒

に反映されているが︑安全裕度の

◇人為的な誤操作による塵敵の

性物質が放毘される場愈の離簾を

各面で燈影を向止一

確認の精度をさらに上げるため・

▽プラン

黙

トの状態の把握に必要な研究プ

発生を防ぐための研究

藤

おくことが強く要請されている︒

十分検甜し︑必要な描置を講じて

劇

ラントの状態を十分に掘握するた

輝

TMI⁝二暑の藝故にかんがク︑露CCSおよび 次冷却栃ポ ▽スモールLOCA騰の二相流
めに︑謝算機プログラム・システ
み︑以下の研究テーマの実施が必

による水繁の発生とその無煙︑格

能の低下︑ジルコニウムー出山癒

納容器内の一次冷却水の移送に伴
う揮発性放水性物質の放幽等の蟻
象が起きている︒

・；ξぎ︒論・・；・﹂＝

たてるために︑内部に検謝グルー

外の機閣によるモニタリングへの

．＝亀・︒・Ω；＝・＝＝・9・・●．・＝⁝＝・

プを設け︑これらのグループはす

ータバンクシステムについて︑そ

簗・分類︑整理しておくためのデ

的な罠薩し︑などである︒

でに顯故経過の詳細や猿函の全般

参頽の必要性④同誹画金般の定期

的篶察を公表している︒

の運転を鰹止させ安全点検を行っ

また︑甥故を超こしたB＆W炉 の機能︑入力データの内容および

たのみならず︑他の軽水炉に離し

プラン

▽薯故騰放射性物質の放出朕解

測を妾説に行う手法およびシステ

ため︑原子炉規舗局長デントン以

らに向上されることが期待されて

巣と相まって︑NRCの機能もさ状況を予測し︑また周辺離州の塩

TrBd11

専門的事項の調
査審議について
出懸の予測を速やかに行うととも

発頭蓋晴に環麗への放射能の放

に︑覇故の推移に伴う原子力発議

▽防災計薩立案地城の髄囲防

建議からの放出経路等に纂づき︑

災計画の立案に当たっては︑あら
かじめ︑防災計藺を購えるべき地

気象条件等を考黙して一般公聚へ
の影響を早急︑かつ・的確に予蘭

ある︒

▽防災湧動議必要な対策指標

る︒

するシステムを蘭発する必要があ

域の鑓囲について検討する必要が

による金身被曝および吸入による

業務計画の円滑

ガス状ブルームからの蔭援放射線

甲状腺等の内部被騰の回避のため
の防護酒鋤︑溝染された飲食物の

衛の確立今園の禦故では︑二次

な遂行について
▽緊急時粗織原子力発電駈等

冷卸系の故陣に端を発し︑加工羅

＝●・・書

確認せずに︑冷却纏ポンプを鳶め

・︒3︒・曜＝＝；・・顧

五︑給水喪失や一次系圧力抵下

たこと︒

氏@・

ても灘座にとるべき描麗を通達・

トの設計箸に関するデータおよび

析システムに関する研究

のプラントの状態を的確に摺握す

プラントの計測データから購故旧

る︒とくに癖故から教訓を摘幽す

NRCは原子力発三所の設躍・命令として指示し︑実施させてい

き二瀬二項懲の改薔策を公衷して

と磯儀をもつており︑TMI辮故る検討グループは︑影瀬塞施すべ

運転の許認可と規制について権限

に際しては︑主管蜜庁として即座

おり︑NRCは適宜︑これを規制るとともに︑その後の製故推移を

このグループはまた︑長期的対策

予想し︑放射性物質の放出騰の予

に対応し︑支擾︑調蒼︑対策等の

よび丁簸1を蟹慰する第一地域西

▽四種放射能予測システムに関

ムについて研究する︒
いる︒

に関する勧告項隅の検討を進めて

酒動を行っている︒NRC本部おにとり入れていくと予想される︒

ンターが慨報の入手︑処理︑広報

緊急時の計麟について︑TM山
I駈に設羅されていた事故対添セ

は大きな混乱もなく行われた︒

明らかになった︒住民の還避霞体

らは退避の必要がなかったことが

あり︑結綴的に︑被曝線鍛の薩か

が予防的季段として行った勧告で

断と州への添字をもとに︑州知襲

つた︒

弁が閉じられたのは二駄獣後であ

気づかず長期闇放醜したこと︒元

六︑繍圧器逃がし弁の開脚着に

に対し注慧を払わず︑また︑このかったこと︒

三︑一次系が減獲していること等に関する緊急手順書を使朋しな

こと︒

るのに︑高圧注入ポンプを止めた

動設定駈力を明らかに下圃ってい

．・・＝＝・・．．5p＝●魯＝︒；ご；・・＝︒・ご＝魯＝︒・8＝●伽・＝ε9曾＝

◇馬連する確象の解析と対応技

の災轡については︑地方自豫体だ

逃し弁からの一次冷却水のり⁝

要と霧える︒

回避のための防護繧動に関し︑そ

けでは頬処しえない場合が巷えら

摂敗による曜状腺等の内部被曝の

の対策指標︵抵標線蟹︑掲標濃度︶

れるため︑緊急時の隻援体制とし

▽緊急階の環境モエタリング指

を明らかにする必璽がある︒
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特別委員会第二次報告の第一灘﹁当国原子力発試演の窯故に関す

﹁緊急時の措羅﹂︑﹁※国聾RCの対癒措田偏の要雷は次の通り︒

る調蛮しのうち︑﹁運繊および運購員の訓練等に関する湾察﹂︑

影響および作業従禦蓄の被曝︑についてもそれぞれ調董結果をとり

同繭では別に︑TM王⁝二弩の概要︑璃故の経過︑周辺環境への

めに︑プラントのパラメータを系

減圧の原園が何かをつきとめるた

統的に調べなかったこと︒

まとめているが︑ここでは出動する︒

ムの改幽が槻案されている︒

工⁝即題の給水喪失嶺故の経過を

四︑自然徳環が確立したことを

醗視するなどの運転訓練プログラ

また︑運転孚噸観の見薩しと改

を助けるような︑入間工学的配懸

磁︑さらに緊急時に運転員の糊断

示唆されている︒

の上にたった計装の開発・採嗣が

別に第一躍の購故調膳結果か

今圃の事故を拡大させた主婆困

反映すべき襲項﹂を中心に︑

りあげその概要を紹介する︒

らの霧察についても数点をと

運転操作の顕から検討すると︑壌

ちなみに︑三月二＋八BのTM

ている通りである︒来轡における

闇題があることはすでに揺摘され

の一つに運転農の判断︑操作上の

設誹闘係︑運転蟹理関係︑防

運転員の獣繊度は〜般にかなり高

愛M11二弩の購故に際し︑米

下︑饅も多い時には醤人を超える

NRCの椹隈︑機能︑藪任などする研究放射能モニタリングデ

技術職員を送り︑さらに蓮饗な技

NRCから次のような教訓が摺摘聖訓などに事立っている︒

すなわち︑①纏織上の親任を明

されている︒

加している十の政府機関が︑モニ

ミスとして︑例えば次の螂項がN 国政府の放射線防護援助醗画に参一二号劉故での爽際の経験から︑

RCから指摘されている︒

た任務を遜聾した︒

タリングなどそれぞれの定められ
台の補助給水ポンプ弁が
門閉﹂となっていたこと︒また︑

こと②襲故の状況に適した各機開

線照を予測する手法およびシステ

ムについて研究する︒

いる︒

術上の問題に関しては︑広くアメ

故状況の解析に麸つくNRCの判③放射線防卵麺助計土管係機関以リカ金土から轡門家を動員した︒

よる住腿の退避勧簿があった︒薯の柔軟な対慮能力を向上すること

として︑ペンシルベニア州知覇に

今回の聯故の特翼な描躍の一つ確にし︑協岡計醐を一罵改歯する

一︑一

﹁閉﹂であることに逓達道が気づ

かず︑約八分闇︑これを放擁して

一﹃一次系圧力が高段庄入系起

操作をひき趨こす司能性のかなり

レ1タによる繋急襲態対応訓練を

いたこと︒

非常窮慧に際しては︑誤判断︑誤

しかしながら︑ストレスの黒い

いるとされている︒

については十分なレベルに達して

く︑種々の調査でも平常晴の運紙

災園係︑安全研究関係に区分

第二章では基鵬・霧査関係︑

9
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欄㊥禰欄 臨瑠襯翻臥継継欝欝麗麟蜜墨

繍

故初期の運転上の明らかな人為的

【㎜

本 雑東争都新窃区画新榔262（新拙野村ヒル）箭6膿ω3）34344剛り
大級支社大磯市麓灘区西中動5 ロー10（リクルート紙大阪第2ヒル〉
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＝

囎オーノレ・メタ

㊥バジアブル・り一ク・バルフ

㈱2インチより35インチまで各種

墨汐煽

カソード型爽！卜μi各種翻も剛爽塩ll（ディ
ノタル衣小タイプもありま能）

畷上空バルブ

⑰スライトノ彫レフ⑲バイトン／ポジイミト・ハノレフ

欝ソープション・ぷンプ
⑳モレキュラー・ソーヴを使用
醗爽空フランジ・フィッテング
㊥コンフラノト・フランン各種

圏油拡緻ポンプ

△

⑭サーモカノブうレ型爽ノと冠各種麟コーノレド・

タクタンス
躍サブリメーション・求ンプ

素小黎1｛1…もあります（936−701｛監」）

⑱ユニ・一クなMml

圏イオン・ポンプ
㈱2￡／s〜1000慮／5まて各種⑭50ミクロンに
て台北捌始⑭駅100儀気受鼓のポンプーB匡一Q

躍噛組

劉連動導人」焦⑭液体導入f確臨し流端∫
國翼空針

㈱｛由拡散ポンプとの紐合せでの曲いコン

㊥ワンタノチ・オペレーノヨン⑲幅広い灘ん
範囲⑱ワンタノチ・メンテナンス ⑭液体ヰ

園フィード・スルー

圏バソフル樫ラップ

幽ヘリウム・り一ク・勤テクター

産

力

十

一

二

鵬いことが知られており︑シミュ

鵬
一［

隠子機器第2部

麗麗鯉店
懸烹−脚ト圏＝ノ騰簑敷㌶
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子

米フォード財団

紀中に①大気中の炭酸ガス濃度が

地颪か所案を推せんしている︒

なる予測のもとに︑結論として敷

の柏崎・刈羽発電所の蔦葛二十万

のケースと比較してみると︑最大

が受け入れ可能になるか哲かは︑

否か︑ひいては原子力発霞の将来

首相からだされた門西独向け放射

ど国民議会でミシェル・ドブレ元

じて放射能を帯びた水五立方綴が

水言路鋼管に十五堕規の亀裂が生

ど︑蒸気発生器が故障︑続いて浄

ジ

る反齎で︑四重薦︑N鷺Cが発足 畏︶の三氏が︑最近︑将来の原子

現実に危険なレベルに遷する②太

舎誠・甥

力立地進展のための改善策を打ち

〇〇％出資︶は再処理サービス会

運転を再開した︒

一︑COGEMA︵CE六A
田が
間で
一
完了し︑同炉は九月四日

漏洩して運転を俸止した︒修理は

したのを機に運邦の規制︵環境審

に認めていくかにかかっている︒

に次の通り回答した︒

で︑実に最大規模の敷地で約二十

性核分裂物資供給﹂に関する質問

八倍︑最小のもので約三倍の違い

政治上の決定︑さらには原子力発

は︑その約九〇％が人口密集地帯

電による受益を来国民がどのよう

から離れた地域にあること②既存

平方耕から︑最小の東海発電所二

立証される③核融命の実用化が困

六の三士二万平方層のオーダーま

難④露力のエネルギー供給に占め

現存する敷地を拡張する政策の

提案によると︑原子力発電を擬期

論拠については︑①既存の敷地

的にみた鵬台︑たくさんの新規立

の望む以上にはるかに高くつくと

っているからともいわれている︒

︵Y・K︶

さらにこの厳しさが︑規舗の対象

隔エネルギ⁝のコストが推進論者

@
月八日号に投橘された三氏共同の

@
四。

出した︒週刊誌﹁サイエンス﹂六

響

糞も禽め︶がより厳しくなり︑薪

勒「

規計画の決定に露力会社がためら

昭和54年9月20日

互

奮

聞

業
産

力

原

欝欝水産資
源︷護協会

温耕水評価基準策定へ

より今審から日本水薩資源保護協
いく方針︒また︑﹁経費部会﹂で

あり方などについて検討を加えて

このための検討体制についても

門委員禽︵委員侵︒荘野五箭郎轡

七厨に同協会評伝蝦野里等検討武

会禽が開かれており︑今後の門各

本水産資源保護協会会長︶の準備

省悪兇﹂の集約は同委質会を中心
に行われることになる予定︒この
ため従来の門水産庁書見﹂簗約の
うち温排水間題についての検討の

臨浬︐

原子力文化センタ⁝を茨城累原子

ネルギーとして原子力︑石炭の利

の達成を掲げている︒石縮代替エ

つも︑その依存度は可能な旧り減

サービスも開始

原子力弘済会が十月から

原子力弘済会は今秋十月一日か

ら新しい文事検索サービス﹁IN

このサービスは︑国際原子力機

IS−RS扁をスタートさせる︒

関の癬びかけで櫓織化された国際

が世界各国から送られてきた黒帯

原子力情報システム︵INIS︶

を撫盟各国に磁気テープの形で提

；五〇六三︶まで︒

子力弘済会︵電話〇二九二八一二

慧︑一

き／梅

邇l酉万KWの原子力発羅規模

力協議会に移蟹ずるための契約調

ついては原子力安金蝿員会の機能

驚・開発を重視︑とくに原子力に

実行される場命には︑ある程度の

石炭と天然ガス︑さらにソフトエ

少させることが必要としている︒

供︑原子力閲係文献慢報の流通促

弘済会はこのシステムのわが国

進を隈っているシステムの一環︒

の窓口である原研と協力︑すでに

毎月々の関係文献六手件の中から

希盟文献を検索サービスしている

が︑この秋から新しく︑システム

での︑いわゆる過去の文無につい

が発足した〜九七照琿以降これ濠

ても遡及検索︵RS︶・サ1ビス

献が世界答国から送付︑プールさ

には織留宋までで三十二万件の文

していくことになった︒IN王S

石壁確傑対策②畏期エネルギー贈

れているという︒

昭和六十年度のエネルギー霞標と

掲載︑原子力との比較横討も行っ

／／

臓本原子力文化振興財醐の茨城

スセンターで松井明日本原子力文

している◎

強化により積極朗に逓めるなどと

印が十九鎖︑藁票・内幸町のプレ

城県原子力協議会会長らが繊写し

ソフトエネルギー⁝

ネルギーの中のソーラーハウスと

のもの約二千万KWは︑八箕年の

そのため︑鏡在還転または建設中

で﹁原発は欠陥炉の域を出ていな

は︑一昨隼の申期エネルギー政策

い︒山面は研究段階と位躍づけ︑
安金性︑儘頼性を中心に研究開発

を促進︑実用化の兇きわめを行
う﹂と述べている︒

文献の遡及検索

化振興財団理票長︑後藤武一郎茨

て行われた︒今年八月︑茨城県原
子力協議会が以前の任慧駆体から
県知受認司の委嘱法人へ改線を行
ったのにともない︑同センターを
協議会に移管︑茨城県の原子力広
報濡動を一元化することになった
もの︒奪三目翻印を終え握手を交
わす後藤︑松井両氏

油依存からの転換は︑当面は輸入

蚕≡一一隔一篇≡下−一＝謄曇葺＝凹1一遷曽需⁝曽一嘗冊−髄≡≡⁝二一−二槽5⁝三扁謄1⁝過激需曹輔＝冊一1≡一一扁三

を馨る計画︒

更を勧無するなどして影響の低減

場となっていた聚海区水産研究駈
・温排水調査検討委員会は同筆黒

農林水産雀では十月下旬ごろか

地熱開発の利嗣によって進め︑後

一四％などQ石

会に発展的に解消されることにな

供給を今から西哲できないとしつ

ら岡婁員会を正式にスタートさせ

半期にはソフトエネルギーを中心

った︒

同委員会では門各省愈兇﹂を求

る予定︒当薗は現存する限りのデ

原子力発罐については︑スリー
マイルアインド翻故に承されるよ
うに︑安金性の薩で多くの欠陥が

原発の新増設は︑客観的な安全性

あり︑嶺面儲頼できないと断定︒

の兇塾しを進めるため︑少なくと

給計画③エネルギー資金対策一か

して︑一五％の省エネルギー率と

燃料サイクル評価︵INFCE︶

イト﹂の躍で丁雌−購故︑国際核

までの内外原子力界の動きを中心

饗料編では︑門原子力の古典﹂

I︶珊故や︑こんこの日本の原子 が収録され︑一魍充実したものと

炉問題など・三月以降であって

にあたった人びとや当時のエピソ

と魑し︑原子力の黎明期に開発

B5版︒穴再八十四骨︒六千︻二

りあげながら紹介している◎

瀬円︒繭込みは原麗・業務課へ︒

纏臨嚥

株式会社榊一串襯紬台・棘・縮・横浜・名識・大阪・端、九州

個々ケースへの勧告も
漁場環境調費検討蟻業に取り組んでいる曝本水産賃源保護協会の評備基準等籏定委員会︵委員長・

花潤資元九大教授︶は六B︑璽京・平河町の全共連ビルで開いた準備会愈で︑綱委員会に﹁基準簾定
調葦柏餅部会﹂﹁評懸方法部会﹂﹁漁業経営部会﹂の各部会を設麗し検討を進めることを決めた︒同
瑠業は水産保護の立場から原発等の開発が水産躍境に与える影羅を評価する技術を確立︑これをもと
に開発の影響低減化を図るのがねらい︒同委員会では当薩︑温排水と埋め立てについて騨価基節の策

近年地域開 発 の 一 環 と し て 原 子
会を申心に興体的な検討体糊づく

定を慧ぎ︑漁鵬環境の保全に全力をあげる計画だ︒

力発電所の建設︑大規模総舎開

って簗中的に会合を開いて開発謙 ータに基づいて評聴を行うが︑騨

められた際には二〜三週間にわた

エネルギー供給厨標では外数扱い

は開発によってある種の魚種が低

とした地域エネルギー供絵システ

りが行われてきたが︑このほどほ

髄基準策定襲員会の墓準ができし

発︑港辞画などが慧どッチで進
Aこれにどう涌財経轡を対応さ 薩についての異体的な喪心を濫

減するなどの変態が発生した場

であるが︑九〇庫以隆は計画の中

ぼ内容が煮詰ってきたことから個

ムの本格的普及を中心にして進め

められているが︑これらの大部分

だいこれを轟入するなどして検討

は新田忠雄臨本水産資源保誕協会
焦点となるのは評価報告轡の検討

を中心とした三十隼戦略﹂を発表

に一合紹み込まれている︒祉会党

め︑必要な場禽には例えば温排水

滲与︑評価方法部会長は平野敏行
覇業︒これは開発窮業主体が作成

臼本祉会党は十八臼︑原子力発

らなる新エネルギー政策を発表︑

一方︑民社党も岡日︑①当薗の

長期的に原発の儒頼性確保につ

も三〜五鎌聞中止︑既存の設備も

いて＋分な見遷しがっき︑改質が

根本的な薄検討が必要と指摘︒

の供給構成は︑輸入石抽三〇％︑

それによると︑三牽年後の西贋

ネルギー政策﹁ソフトエネルギー

門今年二月ころにはようやく話

詳細は茨城県那珂郡東海村の原

をあげるのは岡センターの小察専

てもらうようにしています﹂oそ 合いの気運がでてきていたんです

く︑広く原子力一般について知っ

のため展示物の配麗もわが国のエ

翻刊以来二十一偶闘を迎える昭

ルギー﹂の蟻では・石製・石炭・

CANDU炉論争に焦点︒門エネ

Z一〇年のわが国のエネルギー

務理獲︒開館してわずか二か月で

ネルギー瓢悩から始ってPWR︑ 力能登原子力建設蝿傭瑠務駈の沖

和五十四卑痩版﹁原子力琿鑑偏が

ちなみに︑本文編では門ハイラ

はやくも入鵬蕎は一万名を超えた

度について検討中だが︑その懸度

BWRの模型︑廃魏物対策パネル田所長︒﹁現在町が丁瓢−後の態

近く︑原産から刊行されるQ

の便を一層爾めているQ
という︒その約六割が個人の見学

と総合的に原子力を理解してもら

が決まりしだい一眠も早く魑工で

﹁原子力年鑑﹂診
暫︒﹁近くに海水浴鰯やレジャー

きるよう全力を傾注したい﹂と強

が・：・﹂と残念そうなのは北陸艦

施設が多いですから︑その機会に

子力に磁接関係なくゲ⁝ム的色彩

おうという趣潮︒見学コースも原

ｯ版︑近・得錬
足をのばす人が多いようです﹂と

センター
葉理にこの地方のことが詠まれて

小察さんは顔をほころばせる︒

蕎く晒れ上った北陸の空を曹に

にとりまとめたものだが︑撹界の

硯状と問題点︑こんこの兇即しを

水力︑太陽エネルギーそれぞれの
石川漿は典型的な躍力不足県︒

ている︒また︑潮園好評だつた

二無一月から五十四年三月

その關要の大半を留山︑福拝緊か

アイランド原子力発心所︵TM

原子力界を揺がしたスリーマイル

五十

駆使した導門家コースまでもりだ

らの送璽に頼っている︒今憂戦列

調する︒

くさん◎﹁今後は原子力に窟接関

入りした鼠取川発電所を艇えても

の強い﹁鏡の間﹂から・ビデオを

いるという︒

地域に密着して広報

係のない会議に研修蜜を貸した

自給率は山分の一程度︒しかも主

﹁原子力のことば﹂には約二鶯語

域に密蒼した広報を行っていきた

り︑定期映画会を開くなどして地

も︑原子力興にとって盤要なでき

予想を上まわる入場者

ごとについては︑司能な限りその

力路線で論議を呼んだCANDな
Uっている︒
同センタ⁝がオープンしだのは

門近くの工業団地に窺い企業を

経過が収録されている︒

力が水力であるため発醒鰍にも不
今年の七月五爲︒興︑北陸電力︑

誘致するためにも贈力安定供給の

安が残る︒

能登原子力センターのシルエット

みの状態︒第二次土地買収が旛礁

愈義は大きい﹂と小室さんは原発

一方︑能登原発醗画は現在中休

がクッキリ︒その臼亟の建物は木

志賀町三者による霞網法人とし

に乗り上げた形となっているうえ

い﹂と小整さんは強調する︒

立の深い緑と鮮やかな対照をみせ

てスタートした︒とくに原発がで

資料などを掲賦した資料編とに分
けられた聞しい試みは読養の利罵

⁝ドも︑代衷的な＋二鼎の本をと

きるまえにPR館ができたのは異 海域調董やり瞳しへの漁協の同悪

︵丁・Y︶

本文編と︑原子力機関︑企業︑

北わずか四二規︒それだけに原子

を夢みる︒
ク︒

るからだ︒そこへTM王ショッ

によって能量が大きく飛躍する臓
って早くできましだ︒しかし︑能

取りつけという課題も残されてい

登原発に焦点をあてるのではな

例のケース︒﹁町の強い要望もあ
﹁予想以上の大堀者で︑説明の

詠三脚

へ

でヘ

歎欲

：

｝・／

一一

能登原子力

した︒

るとしている︒

の充実を図っていく方針だ︒

々の部会を設躍し分野別の検討に

文化財団が茨城県協議会に

の排水口の位躍などについても混

せていくかなどについても検討を
行っていく計画だ︒

だ十分でない﹂との蹄も依然あっ

廉大海洋研究所教授︑漁業経醤部

いてのチェックを日本水産資源保

した環境影響評緬報告の内容につ

躍所の新鱒設は少なくとも三〜五

基雌策定調査指針部会の部会長

入ることになった︒

は海康を中心とした關発謝画︒と
ころがこうした開発が漁堀環塊に

て︑漁民の不安の一國ともなって

会長には獲谷川影東東水産大教授

護協会に委託しようとするもの◎

年闇凍結︑既存の設備も根本的な

与える影響の規舗については﹁ま

いた︒

がそれぞれ就任の見込み︒このう

具体的には問協会での検討結果に

つの

今回の漁場 環 境 調 査 検 討 聡 業 は

ち﹁調蓋撮針部会﹂では開発畢藁

農林水産省の冤解を加えこれを電

一方・今回の就業でもう

こうした水薩根源保護の立場から

に影響される物理舞子︑生物因

薄点検が必婆︑などとした畏期エ

朽ル妙レ重視へ

開発窮業が漁場髄境に与える膨響

子︑化学因子など各関連因子の変
調審前に求められる﹁各釜塚発﹂

社会党︑

を適切に予測 評 価 す る た め の 墓 雌

化について総点検を行うほか﹁評

として回答する形になるQ

民社は原子力を積極推進

を策定・これにもとづいて個々の

緬方法部会﹂では主に評価手順の

とするもの︒ 農 林 水 産 省 の 委 託 に

開発ケースの 妥 当 性 を 検 討 し ょ う

原 町 夷 鑑 腰 回の綴点
な漁村︒古淵も多い︒はやくも万

原子力センター移管

力広報への期待は大きい︒

手も足りないほど﹂と媚しい悲鳴

茨城県岩井市鼠戸423Tl・〕LO2973（5）5711
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甲

◎

甦

旺

障が発生し︑そのうちの五回はい
わゆる叢りーク故障で︑三回は数
颪詩耀の水がナトリウム側に漏洩
する大リーク故陣であった︒これ

BN三五Qはカスピ海藥津の砂らの漏洩は︑伝熱蟹の溶接部に発

BN⁝三五〇

◆日産八万︑・

淡水生産量

わずらわし︑ソ連の高網轡蟷炉開発概況についてご執筆願った︒

開催の経緯
B本とソ 運 の 両 国 政 符 間 で ︑ 四
十八館十月に科学技術協力協定が

i
の議論︒発表によると︑BN三五 ここでもBN三五〇の蒸気霧鑑器

表はかなり詳細なもので︑故障時

〇およびBN六〇〇の経験をふま の故障経験が述べられた︒その発
えて両炉型の利害得失を種々検討

国際会議あんない
①﹁増殖炉とヨーロッパ﹂

十

差ンフランシスコ

ANSおよび

④第九回葬破壊検査に関する国

核・プラズマ科学学会等共催

スイス・フォーラムとフォーラト 日−二一二日メルボルン国際
ム共催欧州各国におけるFBR葬破壊検査委員会主催

十〜月十八

ム側へ漏出した水の墾︑破損した

計画の重要性とその技術進展状況

際会議および展示会

の中間規模の炉についてはプール

の伝熱管は特殊な構造のクロモリ

伝線管の早強等が発表された︒こ

ローザンヌ

型の方が萄利であるという結諭を

が討議される︒

月十四劇−十七日

得たという◎それ以上の規模につ
製三十二︑ゾ焼径二︑︑掛累累の管であ

門先進国と発展途上国にとっての

②第三回国際科学看フォーラム

した結果によると︑百万KWまで の水素濃度の上昇状況︑ナトリウ

ラビリティ・ファクターは○・八

昨鋸から今年にかけてのアベイ

いてはまだ襖討されておらず︑ど

る◎故障時には顕箸な温度上身の

り︑管の本数は約千六食鳥であ

〆舘隠N
＼ ＼

マイアミビーチ

れも小さなもので大きなナトリウ

マ

験︑蒸気発生器の耐久試験を工む

は︑回転プラグの回転に要する力

その他の興味ある経験として

ム火災ではない︒

燃料を含む約三酉体の燃料簗禽体

ているが︑その都度︑温度を上昇

が増大する現象が何度か経験され

させる方法等によって正常復帰に

が照射されており︑そのうちの二

達している︒さらに炉内に破損燃

成功している︒

料が炉内にあっても運転継続が可

の運転実績から一％程度の破損燃

いるベローズの作動は良好で︑こ

る・また二次系主配蟹に使われて

ポンプは爾磁ポンプに交換してい

動しているが︑七七年に二次系の

この原子炉のポンプは順調に作

能であるとの結論を得ている︒ま

上が照射屠であるらしい︒

蒸気発生器については七五葎か

々の試験が行なわれた後︑解体検

器が据付けられ︑一万八千時間丁

査されている︒次に据付けられた

リウムの炉容器出口湿度は五哲三

転は順調で稼働率は六輝％である

十度の高性能の炉である︒炉の運

ッター当たり一千二召KW︑ナト らコイル型の三万KWの蒸気発生

繊力九千KWだが︑出力密度はリ

原子炉は熱電力車万KW︑電気 とのことである︒

れまで全く問題を起こしていない

た現在︑炉内にある燃料の挙数以

った経験をもつており︑これまで

料を含む状態で長期聞の運転を行

資体以上が一〇％以上の燃焼鹿に

れている︒そしてこれまで炭化物

ナトリウム諸機器の試験に濤罵さ

詳細は原塵・企当室まで︒

イアミ大学主催

日〜十二厳

するマイアミ国際会議十二月十

⑥第二回代薔エネルギー源に関

NS等共催

ー・アイランド︵アメリカ︶A

一月二十六臼−二十九田キアワ

ための計翻技術に関する会議十

⑤保障措置および核物質管理の

八であるという︒この水は人口十

う︒

ちらとも結論が出ていないもよ

十月二十九日⁝十
ニース︵フランス︶

マイアミ大学等共催

一月二丁

エネルギー﹂

万を超えるシェフチェンコの町の

デミトロフグラード研究所にあ

う︒

ピーク等は観測されなかったとい
BN六QO閑のナトリウムポン

飲料水その他として供絵されてお

り︑この高速贈殖炉による電気と

器等は試作を含めた種々の研究開

アリング上の課題に関するシンポ

プ︑制御榛駆動機構︑中間熱交換

るBOR六〇の

ジウム

の生酒を文字通り支えている︒し
発が行われており︑ナトリウムを

経験も報告された︒この炉は︑破

水の供給は︑シェフチェンコの町

たがって︑職員の自覚と誇りも高
用いた試験も行われている︒例え

長時聞の運転をした経験があり︑

損燃料が炉内にあるままの状態で

尚速実験炉の運転 ③第八離核融ムロ研究のエンジニ

いものがあるようだ︒安定運転を

のナトリウムで一万五千時聞の耐

ば︑制御構駆動機甲は五百五十鹿

実測値が発表された︒またナトリ

五〇の経験から︑初凝の高速潮殖
ついても発表があった︒

稼働率六五
％の実験炉

十一月十三日⁝十六日

むまでは定格出力への挑戦等行わ

第一としており︑十分な経験を磯

る︒一次系のポンプは︑自由液面

の比較︑原子炉周辺の種々の場所

ウム24の放射能の顎脚燈と実測傭

の放射線懸率︑職員の被爆状況に

をもつ堅型ポンプであるが︑軸レ
ールは機械武レールで︑下部に逆

ロ十万六千︑自動車の部錨工場と

炉の蒸気発生器はモジュール型に

犠︑︑

止弁をもつ構造のものである︒

は爆発薯故等と報道されたが︑全

原子力研究所がある静かな跡であ

すべきであるとしている︒そして

臨

蒸気発生器については︑BN三

︑続々

セミナー

ー−タ

部分にどの程度沈着したかという

餅等が一次冷却系統のどのような

漢の中の町︑シェフチェンコにあ

その塀△﹃核分裂生成物セシウム

る高速欄殖炉で︑出力三十万KW という︒特筆すべきことは︑これ

交換器の管群の中の流れの状態

農業の二分野︑原子力は高速楢殖

らの故陳の際には安全系統が全て

久試験が行われているし︑中歯熱

炉と核融合について協力を行うこ
級の高速炉としては世界で巖初に
順調に作動し外部に被審をもたら
デミトロフグラードはモスコー

ないとのことであった︒

とが合悪された︒その後の協議に
運転を開始した発電所である︒ま
したことは一度目無かったという
の東方千詩癖に位置する町で︑人

は︑空気を用いて研究されてい

より︑砺速 搬 殖 炉 に つ い て は ︑
た︑この炉は発電と岡時にカスピ
ことである︒当時︑西側の新聞に

生し︑原園は製作上の問題である

﹁ナトリウム冷却型高訓堪殖炉の

灘の塊水を淡水に変える脱堀も行

率直・明解な

開発と優爾経験﹂に関するセミナ

う二璽農的炉としても萄名であ

発表と討論

ーを今年ソ運で︑また﹁アクティ
る︒われわれが訪癒したのは七月

くの誇張であるとのことであっ

る︒セミナーは町の一角にある白

に分館し︑一セクション当たり瓢

BN六〇〇では八つのセクション

顕

た︒また︑六台の蒸気発生器のう

ロフ所説を議長として︑七月十二

チエコ製の叢生発生器の試験も終

妙館で︑友人であるクラスノヤー

了しつつある︒現在︑新しい試験

ち︑四銀器のみは無故陣で現在も

験した霊要なトラブルとしては︑

BOR1六〇とのことであった︒これまでに経

り︑近く伝熱管の破損模擬実験を

用の蒸気発生器を据付け中であ

セミナーの期間中︑若干の時間

を購いてBOR六〇を冤慶した︒ 心月灼取付け部およびバルブ溶二

モジュールである︑蒸気発雀器は

部からの数團のナトリウム漏洩が

十六蕗譲径二︑ゾ耕厚のクロモリ綱

この炉は昨年臨界十周琿を迎えた

た︒

の謹管約三百五十本をもつ構造の

実験炉であり︑燃料材料の照射試

蒸気発生器
に強い関心

以上今回のセミナーでは数多く
の興味深い語題が出たが︑時潮的

論し得なかったうらみがあるの

な制約から︑残念ながら十分に討

る方がはるかに効率的であろうと

層アパート群という異様な感じの

ーは成功であったと思う︒初めに

葡萄の蔓が軒下まで延びて︑欝

五〇の発電所本館正面の傍には︑

いた︒町には樹木が繁り︑BN一一

晴だった︒ところが今回訪れて驚

述べたように︑次回は来隼の秋日

とはあれ︑今回の第一回セミナ

感ぜられた︒
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臼と十三日の二臓間︑開催され

ソ連側は︑地元のデミトロフグ

設計となっている︒過熱蟹は三〇

若干肉駆のものに交換している︒

ラード研究所のみならず︑オブニ

四型ステンレス鋼製である︒また

した他の蒸気発生器は︑伝書管を

蒸気発生器以外の機器の作動は

ンスク研究莇︑シェフチェンコ発

実施する予定という︒

壁塗であり︑ポンプや螂料取扱い

電所︑その他の機関から第一線技

セミナーに提出された論文は︑

術星園二十名が参加した︒

の破損が数物経験されているとい

編である︒すなわち︑恥曝贈殖炉

別表に承す通り︑双方それぞれ十

しては︑護身系統の弁のベ出費ズ

う︒燃料については︑すでに設計

は︑いなめない︒これは︑滞在β

の設計に蘭する議論︑ナトリウム

に︑BN三五〇の見学を当方が強 っている︒その時には︑今回のセ 頃は見薯に実っていることであろ

鷲ミナーの印象
しており︑一部は五・八％の燃焼

すでに述べたように︑今國のセ

く希望したことから必然的に生じ

い実の房が沢山毘受けられた︒今
ミナーは︑互いに率霞な愈兇を交

本でセミナーを開催することにな
吊ポンプ︑蒸気発生器︑中間熱交

換し︑双方にとって萄益なもので

た結果であり︑今回は止むを簿な

数が八鷺間と定められているの
慶に達しているという︒燃料につ

開発試験に関する議論︑原子炉の

換器︑制御棒駆動機携等の機器の

かったことであると思う︒ただ︑

正噂誘って砂漠の中に林立した高

の七五隼にこの踏を訪れた時は︑

ェンコの町の変貌ぶりだ︒四脚前

N三五〇である︒水の有難さ︑そ

をめぐらしたことである︒

五Qという高速炉に︑しばし思い

一つ述べたい︒それは︑シェフチ の力の偉大さ︒それとこのBK三

余談になるが︑私の感想をもう

う︒これらの綴はもちろん人工的

いては︑従来六・一︑ゾ綴径のもの

あったと思うQ日本側の発表につ

公式の二国間会議では璽いに自国

ミナーについての反省を生かし
を用いていたが︑六・九ゾ規径の

いて一言触れるならば︑蒸気発生

な義挙プラントからの水によるも
運転経験に関する議論等が主要な

器に関する発表とナトリウム⁝水

語を用いるのは当然としても︑こ

て︑さらに有繋な会議とするよう

星置のものに順次入れかえている

つ明解で︑互いに有盈なものであ

ものであり︑発表と討論は率薦か

の種セミナーでは︑通訳を介した

のであり︑その供給源の主力はB
ともいう︒プラント全体としては

ったと思う︒以下︑ソ運側の発表 反応実験に関する報告に対し特に

議論はきわめて非能率的であり︑
一つは︑プール型かループ型か

にしたいものである︒

七六年三月から五聖蒸気発墨器を

熱心な質問が多く︑ソ連側の蒸気

今後は第三国語である英語を用い

除いた五台で重重の六五％の出力
で運転中であり︑躍気出力は十二

がわせた︒

発生器に対する関心の深さをうか
万誘で順調に運転を続けており︑

から幾つかのトピックスを拾って

万KW潮後︑淡水生慶蟹玉産約八 みると一1︒

値の五％の燃焼率を成功裡に達成

ある︒しかしこれらの漏洩はいず
転されている︒小さなトラブルと

系機器はさしたる故障もなしに運

順調に作動中である◎故障を超こ

翻麗蟹鯉隷野購苫米地

ベール脱いだソ連の高速炉

貴重なデ

九日で︑ユルチェンコ所長以下十

締結され︑昨隼一月には原子力と

一一、

て主計八園の蒸気発生器の漏洩故

彫りにされたという︒今回はこのセミナ⁝に参加した動力炉核燃料開発事業団の苫米地竪猿を

れまで明らかでなかった技術的なデータなどが続々と発衷︑新しいソ超の原子力開発の姿が浮

速魍殖炉の開発と使用経験﹂と題するセミナーが︑過臼︑ソ運で開かれた︒セミナーでは︑こ

炉と核融舎について協力を行うことが合恵されたが︑これに基づき初の﹁ナトー3ウム冷却型高

日ソ両国政府間で科学技術協力協定が締結されてから今年で六年目︒昨年一月には高塵瑠殖

一

ブゾーンのモニタリングと診断の

「，1漏」の格納容器漏洩挙・

三

一

方法および手段﹂に閲するセミナ
数名と午潮中討論︑年後は旛設の
晃学を行った︒

厲ﾋ線の状況

詞ｱ粘果

墲ｯるBOR−60発屯瞬の

二
⁝を来無毒日本で開催することに

なり︑鋤燃薯業団が購本側の謬
この討論では︑ソ運側から炉の
概要とこれまでの運転経験が述べ
られ︑わが方からは臼本における

iAけBR用蒸気発〜｛誤1こ
ﾋσける人規摸水漏洩武験
50の蒸気発耀器に才」

二
癩機関と定められた︒この取り決
めに従って︑今回︑動燃事業団か
ら烹本ナトリウム技術部畏︑堀蒸
た︒討論は︑非常に興味深いもの

高速増殖炉麗発の概況を説明し

であった︒その中から幾つかの点

気発笙器開発部長︑原型炉雌備蜜
今仲主儀研究員︑蕩速実験炉部井

B＼一

ｯる人規模水漏洩融状況の調捻凝、果

力

原
まず第一に︑この炉は蒸気発供

を拾ってみよう︒

一回日ソ高速増殖炉セミナーに出

上副主錘研究畏と私の覧名が︑第

器についてこれまで樫々の故瞳経

るが︑セミナーでは︑その経験が

フチェンコのB聾三五〇発電所を 験をもっていることが知られてい

席した︒セミナーでは︑まずシェ

訪間し︑次にデミトロフグラード

墲ﾌ設討と開発試験

昭和54年度後期︵第24回︶

原電
硯修コース
ご案内

ています︒

○原子力発電にたずさわる技術
者にとって必要な基礎理論・実
験・実習を中心に安全・薫修・
環境工学等の蒔代に即応したテ
ーマがスケジュールに組込まれ

○基礎研修コースに引続いて実
地研修コースを修了されると原
子炉主任技術者口答試験の受験

資格が得られます︒

一線でご活躍中です︒

○これまでに当所で研修された
方々は約ヒ百名に達し︑現在第

獅Q3臼より

Aコース︵高卒級︶30名

電

話

○⁝・几

3月28日まで

m月23Rより

2月29購まで

9月29日

一八ー

社長室東海研修所

︸次城⁝理屈那珂郡由小海⁝村白方

一τ一二九⁝⁝．

電 話⁝ ○．ニーごQ︸1六六一一⁝一

社長室研修課

日本原子力発電株式会社

〒一〇〇
・果尽都千代瞬〆大手町﹇一六i一

詳細は左記にお問合せトさい︒

お節し込み締切

期間

Bコース︵大卒級︶15名

期間

10

鷺念

かなり詳細に説曙された︒それに

u武験

の研究所で二田間の討論を行っ
よると︑七三庫から七五駕にかけ

l／訪

9

趨巾わよひ緊急運転状鯵に

10

r話陽」の女早についての
ﾌ幾つかの設、、口およひ1
ﾋの問題・正ψ）解決策

8

三型臨界実騨装濯BFSに

r、1漏」の連凱結果

ｨけるB＼畑X）炉模擬犬験
BOR−60機器の選転終験
プール寧とループ聾簡趣炉
7

「もんしゅ」用蒸気発ノ｛器の設討と朋発試験

ノビエトにわける♪トリウ

「巾剛の1次冷雄系配管の翻震設。十

6

1器6糊置
?承蒸気発
5

「もんしゅ」用中間越父換
中工匠交拠器の設、｛1と試験

4

B＼一6〔X〕用制御孝」よび女全

ゼもんしゅjll湖郷簿駆動
@構の琴胱と試験

ｷ駆動機構

3

側
本
li

苫米地氏

pソ
ｦ科
ﾍ掌
「もんしゅ」用ナトリウム
{！フの設訓とモノクアノ

2

u

I疋
B＼一6｛X）のあトリウムホノ

た︒

セミナー提出論文

嚇

技薦
「もんしゅ」の設選概念の
B＼一6（X｝とB＼一≧50焼殺蓬1の比戟分携

1

ト側
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新

子
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一瓢996号一
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穂；選木岡B憂行

力

日

二三︵航聖運囎蝋および六泊七際問

いる︒これに引き続き︑非エネル

・：

τEL乗京2了9

康安協が

﹄襲

④保守が容易。

ギー分野でも日※協力の可能性を

⑪日揮株i式舎祉

検罰しようというのが今回の第一

③迩転の完全自動化、連航化が・・｝能。

この制度化により同協会は毎鎌

極めて少ないlli棋ll的な放射1生廃液游

の滞在蟹︶の八○％まで︒

※国が日来協力の対象プロジェ

の発ノi量が極めて少ない。

回協議会の騒的︒

﹇匿﹂㊧

完全に分離し、かつ廃棄物の発生が

原翔として五人︑四月と十月の二
圓の葦登婁宴会で対象暫を決め・

原子力産業の発展に貢献する日揮の総合工臨ジニアリ

海外発表渡航
製麺朽周隼を配敵し

酸化炭素が気象に与える

クトとしてあげたのは︑﹁地球力

学扁コ

影響扁﹁加逮羅研究開発偏﹁DN

〜四千層のニューヨー

②ll粥を掬ノ1・使用できるため廃棄物

○

5441（大｛t表〉

・

助成する︒四月の選響委は五月か

月から聾庫四月までにそれぞれ渡

十四項欝で︑宇笛︑環境︑ライフ

A総み讃えに関する研究﹂など二

このうち原子力に顯接関係のあ

合と水深＝

閲西電力の美浜取締所と高浜髭

径1μ以下の微細な放射性クラッドを

助成を制度化︒
原子力安全研究協禽︵有沢広巳

五周年を機に記念行簸開催につい

ている︒

航︑口頭発表する暫が離象となっ

理顯擬︶は今隼六月一Bの劇立十 ら十月まで︑十月の選袴婁は十一

て検討を進めていたが︑このほど

にたずさわる若手研究蓄が海外で

現在︑その第一騒国となる十月

るプロジェクトはh海洋擾簗研

その一環として︑原子力安全研究

の選考委分助成対象者を勢簗中だ

サイエンスなど多岐にわたる︒

論文発表する際の旅蟄の一部を助

究﹂で︑米園側は環塊保謳庁︵E

がそれぞれ〜基︑東京電力二墓の

厳米間の非エネルギー分野での

転再開が遅れていた︒

力日照醐練センターの覧学も予定

闘西電力美浜原子力発端漸︑原子

されている︒各糧原子力施設が数

多く立地する福井地区で︑原子力

の建設欝欝の概況を杷耀し︑とく

発羅開発の現状︑宙主開発動力炉

に原子力難題運転要員の訓練の実

檎を麗学することをねらいとして

十八日敦蟹綴織命から翌十九田

いる︒

恚ﾊ千円︒織し込みは原産︒総

同駅解散まで一切を含め謬撫騨は

務誤まで︒

フィルター）です；

原発謝 万KW着手へ
0

開発が決定された︒

ターでの投棄物体の追跡技術の開

された︒

関し摘報交換していくことが禽懲

美浜三と高浜

科学技術研究協力のための第一圏

ん発餓所の建設と運転﹂について

を兇駕する︒またほかに・日

がNPMF（ニュークリポアメンブレン

除去装置を開発

ｷ毯電源30万W
醒運開見込む

成の制慶化は︑またとない朗報︒

が・若亭研究暫にとって︑この助

照六年から六九薙にわたって︑水

PA︶が窓口︒※國側は︑﹁ 九

助成は︑わが国の原畢力安金研

成することになった︒

に鍵盤に出ていく機会を失うこと

立派な研究成栗が旅運算建のため

7

落八十八芳KW︵一六・八％︶︑ 究に従平する魍公私立大学等の口

のないよう︑雌鮪は軍めに⁝⁝︒

台計一億七千八百四十万KWとな 熱研究暫で︑その研究成漿が海外

第七十九國電源開発調整審議会が二十隊開催され︑五十四年慶醗源閣筆基宏計画︵畏期の蟻壁閣発

の学術会議等で口頭発嚢すること

︵電話栗京五〇三・五七八五︶ま ク沖禽に愈計六万捜の低レベル廃

駆込み︑群藁葺△口わせは陽協会

の葭標︶とあわせて︑離覇火力など＋三地点五刑KWの新規追丁開発が淡定された︒長期購擬開撃営

員会の署員の推せんを受けた習が

を許蒲され︑かつ︑岡協会各種委

深一〜一変層のカリフォルエア沖

二十四田の職調理では︑今隼鹿

る︒

の新規魑手囲標のうち︑水力二地

標によると・今後八庫間に新たに七千二百九＋万KWを還開・六＋葦塵宋の発臓設備を慮八千九
召万KWと見込んでいる︒このため葺十四年慶の薪規垂髪嘗櫟騒として︑原子力三期万KW︑水力二

百万KW︑火力四否万KWの舎計九頁万KWを欄げている︒

これらの玉手開発が計画どおり

鼻紙に発表された五十四年度電

た︒

圏化体の状況を潜水艇で調査して

棄物を投力︑EPAがこれら二野

点二万KW︑火力十一地点三二K対象︒助成額は陶協会規定により

で︒

間中に七千二菖九十万KW︵この の電源を鰭調霧で決定することを

いる﹂と説明︒一方隊本欄は︑海

五十四年度題源開発基本計画

洋調査の状況や海洋科学技術セン

新規魑孚分二千七酉十万KW︶の
に進展すれば︑六十無赤恥の発電

Wの合計＋三地点五宝KWの霜源
要と強調︑﹁とくにウラン探鉱に

と五十照〜六十一年慶の讃画期聞

図櫟に掲げている︒

台叩上基鰯藤三牽三農KWとなっ ついては返済条件の弾力化が必要

を受け︑協議で︑海洋投藁研究に

発状況について説明した︒これら
して︑東北︑北陸︑中圏の各応力

海洋投棄で
情報交換へ
みでは必要な資金の調達が十分行

講演があり︑ひきつづいて

①1μ以ドのクラッドも分離できる。

スタノカフルブレートとメンフレンカセノト

︵擬期の罐源開発の欝標︶による うち継続分四千五百八十万KW︑

中のGNPの難軍議伸び率を五・電源開発が必要としている︒

据え重き娚聞の擾擬化などを図る

W︵六〇・五％︶︑原子力二千九
︵年箪均伸び轟五⊥二％︶と聞込 火力四否万KWの合酎九菖万KW

いては葭額の燧金が必要である

いなどの特徴がある扁と捲摘︑

うえ収益性が低く︑懐妊期閣も擾

1開発︑技術開発︑雀澱源化など

ては門短期朗な利鑓と擬期的動懸

畏期的戦略にもとずく磁器につい

われないおそれが大きく・補助

二︑運転再開へ
い﹂ことなどから﹁市鵬機構に委

諜工＊ルギー・臼米協力

ねるだけでは劇薬の成果が十分に

羅所は地元の町︒興の禽慧が織ら

門こうした部門では野間ペースの

など今後の政策金融の興体的戦略

変化などふまえて検討︑開銀融資

協議会が二十︑ニナ一の両日︑東

的資漂配分とが必ずしも一致しな

べきだ﹂としている︒

であり︑エネルギ⁝プロジェクト
設傭は︑水力四千五十万KW︵二 力樋設計画では︑流十四無漏中の
七工程慶とし︑六十一年慶の総購
このため五十四年度には︑原子
ていたが︑記号の羅調審の凝規魑
要遡力鰍を七千六百協調億KWH力三婆万KW︑水力二菖万KW︑二・七％︶︑火力︸億八筥二万K 原子力発熱所の題調審上程希望と 言上では幾万KWにダウンし については超長期の資金の供給や

また︑電気禦業用隅璽電力鰍は

んでいる︒

産業構遺審議会産業資金部会の

塵構審

原子力開発に活用を

一難度には六千八簾七十億KWH

年率五・五％の翻命で増加︑六十

政策金融小婁醗会︵委員畏・辻柑

金︑税制の活用とならんで政策金

部会 政策金融のあり方提言

は薙率六・五％の蘇陽で増加︑六

に遷すると予想︒八月鍛大電力

十一年慶には五十鴛璋慶の一・七

期待できない﹂と指摘︑このため

潮進した︒このうち美浜三讐と高

れたため還転覆開に陶けて大きく

のあり方を明らかにしたもの︒

楽欄側からフランク・プレス大

石炭液化など六項目が実施されて

原 巌

敦賀で第74團
原産懇開催へ

いる﹂と説明︑さらに﹁この面で

ん

本原子力登電敦賀原子力発鱈駈︑

画期的な機器ドレン系クラッドの

厚子力講錐本部
東京都千代田区大手町22i〈新大手町ヒル♪

㈱NPM『の特長

ン系廃液）からの分離が難しかった粒

ノト

癌弱の一億四率七蔭万KWになる 江太郎慶癒大学教授︶は二十殴︑

よる誘醐︑助成︑保護︑規舗等多

東で開かれた︒

報笛は・まず今後の政策金融の

〜八難に併入の予定Q丙機は昨年

浜一暦は二十蕪臼に臨界︑二十七

また︑今後の政策金融の機体的

としている︒

基本的這え方について﹁企業が必

統領科学技術顯問ら︑日舷側から

以来約一鞭間︑定検のため停比︑

融の濡馬が効粟附と考えられる﹂

﹁今後の政策金融のあり方につい

宮購南脇省外務審議官らが出席︒

﹁こうした分野については政府に

て﹂と魑する報歯鰯をとりまとめ

様な政策手段を有効に活用する必

あり方については①リスク補完機

るためには︑今後八年聞の計画期

このような醐要増蒲に離し八〜

換な外部資金については民間金融

要がある﹂との響え方を打ち乱し

制御棒案内管のたわみピン・支持

と見込んでいる︒

一〇％程度の供給予鯖力を保有す た︒綱小委勲会が昨鎌四月以来︑

により従来以上に多くの分野への

現在︑賑※間の科学技徳協力は

産簗政策課題の変化や金融構造の

エネルギー分野については︑今年

を述べ︑﹁このため現在︑ウラン

ンド原発事故の膨響などにより運

能②儒用補完機能③収益補完機能

探査予算の拡大︑燃料要素部門の

ピン問頚や※スリーマイルアイラ

③政簾的誘源機能一⁝の充実が必
このうち報鑑は原子力開発につ

イソトープ︒放射線利用で共同研

五月に調郎されたエネルギー研究

ている︒

する扁と述べながらも︑エネルギ

究が行われているが︑今後はエネ

研究開発とエンジニアリング関係

きるようもっていきたい﹂と砲負

ルギー分野での協力に大きく発展

﹁現在インドネシアと厳本ではア

1＝︸＝隔箒開一2冨−一冊一口需階﹇＝國＝−齢一需謄一躍一刀冨＝1一冊二﹁羅＝一隔霊−二二嘗一蹴一冊一層一一−曽皿一一一ヨ噌開皿禰−一冊一匹

インドネシア原子
力庁長密と懇談
慶

蓄獲成に努力している漏と指摘し

また︑同獲蜜はインドネシアの

た︒

していくことを期待している﹂と

門資源関係でのB本との協力は今

指摘︑これに対しバイクニ擾官も

開発協力協定に墓づき︑核融金︑

供給が円盤に行われるものと期待

「ウラン探董予算も拡大 」などと晒るバ
イクニ畏官（19B、原慶閾係者との懇談）

囲踊翻

B揮は、従氷原f藁薦バて（機器ドレ

過装置の実用化に威功しました。それ

原

インドネシア原子力庁のA・バ

会が十九臓︑榮東・大孚町のパレ

イクニ長窟と原爆関係者との懇談

・十九の荷臼︑福井藁で第七十四

穫本原子力産業鼠識は十月十八

回原子力薩業懇談会を難く︒

ウラン輸出政策については門イン
ドネシアの資源は蟹憲だが︑楽観

型転換炉ふげん発電断で周所長の

後璽要だと慧じている鳳とあいさ

を輸毘する際にはその冤返りとし

視はしていない︒このためウラン

藤木生雄氏から﹁野鼠転換姫ふげ

ス・ホテルで開かれた︒飼長憲は

また︑このなかでバイクニ擬富

て技術を醐入し︑醤来は技術立国

つした︒

は﹁一九五八年に原子力研究所が

をめざすという謡本政策をとって

理化学研究所と行っている放射線

でき︑一九六四銀にはさらに斑任

田本との技術協力に横極的に取り

今園は︑数感冒の動燃罷業団薪
のあり方について悪兇を交換する

利絹共岡研究の成聚と今後の協力

詳言を広げ原子力庁が発足した﹂

とインドネシアの原子刀開発の歴

線みたい﹂と述べた︒

織上あいさつにたった一本松珠

ため十六日来日したもの︒

磯原薩副会撰は﹁インドネシアは

について﹁将来は探鉱から加工ま

史をふり返ったあと︑ウラン開発

ふげ
田水は国土も狭く資源が少ないが

での燃料サイクル技術の確立がで

国土が広く資源も凶器なのに対し

技術は遊んでいる﹂と述べたあと

一

（機器ドレン系クラッドの処理と日揮）

融

@
@
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聞

産

力

原

米NFS社

がかりな捜責を始めている︒

は大きいとみられている︒

もあったことから闊係蓄への膨響

アーウィンの核燃料工場は米海
軍向けの核燃料工場で原子力発魔
鮨陶けの核燃料は一切扱っていな
い︒最近では原子力潜水濫用の高
濃縮ウランの成型・加工を行って

蕪FS社︵現在の株叢は︑ゲテ

いた︒

ィ・オイル社八九％とシェリー

ト

どの輸出余力を生み出し︑現代

方雀エネルギーによって石油な

説明で︑必要な研究開発を進

慶が低いが天津︑北禦地区でも
温水が出る︒石炭のガス化・液
化実験も開始している︒

中国の国土の広大さと地域的
条件の多様さからみて︑﹁中国
のエネルギー政策はいろいろな
ものの多角的利用になる﹂︵国
議科学技術委員会外聖局次長葭
坤鑑氏︶珂能性が大きい︒
︵次男に続く︑紙・K︶

轟

サイト周辺の状況を把握する必
要もある︒これにはエネルギー省

罠方がつよい︒さらに︑魑工の遅

るサイズウェル︵サッフォーク

で候補から外し︑すでに原発があ

三

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

N騰Cの塵故対策センターに羅綾

されたホットライン

さらにコードレックス禎ではオ

にある︒

ペレ⁝ショナル︒セーフティ・シ

で︑これが開発されれば畢故を起

ミュレータ︵OSS︶を開発巾

予測することも可能という︒

こした原子炉の状況変化を数分で

状況になっている︒

KWUはイランで二基︵PW︵PWR︑函三＋刀KW︶は発注

ん︑受注ないし建設中のものが総

ま︒KWUは新規の受注はもちろ

R︑頁現態KW︶を建設中だっを受けたもののストップしたま
たが︑イラン政臆の明確な方針が

崩れになったともいえる状況に薩

だされなかったことからスタッフ

︻パリ松本駐在鼠日英国中央電

英CEG陪

の選定急ぐ

PWRサイト

にイランは四棊をKWUに発注内面している︒

が西独に引きあげたばかり︒さら

示していたがすべて白紙にもどさ
れている︒

ブラジルでもKWUは大規模な
原子力開発を謂負っているもの

暑の地盤問題が

の︑来WH社が建設したアングラ
・ドス・レイス

トとして候補にあがっていたドラ

ト選定を急いでいる︒新しいサイ

︵PWR︑百三十万KW︶のサイ

力庁︵CEGB︶が︑加圧水型炉
もち上がり︑KWUが建設してい
る同二号︑三弩にも影響がでてい

ていると伝えられており︑計画通

る︒三号機は別のサイトも検討し

れに伴い建設コストは当初の予定

ヒンクレー・ポイント︵サマーセ

州︶︑ダンジネス︵ケント州︶︑

ンド州︶については反薄が強いの

リッジ︒ペイ︵ノースハンバーラ

より大幅増︑コスト問題も大きな

り建設が進捗するかは難しいとの

闇題になっている︒これによりブ

プリントアウトまで、完全に自動的に行えます』

ヘリコヅターで窒中の放射線を翻定するスタッフ

︑黛
だ・評．飯ミ婁設裁

．総㎜

﹁原子力発糞垂のコントロ⁝ル・

これらの点を踏まえ︑NRCは
ルームとNRCの間に電話回線を
敷くことが第一ステップ﹂との方

ラインを設けた︒これによりNR 空中の汚染状況も把握できる状況

設︑各原子力発電駈とのホット・

ってしまう︒

からの遮絡で電撃回線は満杯にな

われたようにヘリコプターによる

は鶏故の評価扁としている︒

炉規制局が事故時にとるべき饗務

MI畢故報告でも﹁NRCの原R
子C本部に箏故対策センターを開 の協力によりTMI薯目時にも行

と︒NRCタスク・フォースのT
針にもとづき︑ベセスダにある騰

当局の間で行われる扁というこ

ョンが︑専門家と事故を起こした

﹁効果的で確実なコミュニケーシ

法として鍛も重視している点は

μ

政臆も産業界も緊急時の対応方

られた政策を思いおこさせる︒

力産業は︑下弾けを含めると＋三

りKWUスタッフは西独に引きあ

開の冤通しがたたないまま解体撒︸去の方向で検討が進んでいる︒

る︒五社の社侵は政府に対してこ

たが︑ほとんどがキャンセル︑あ

もコスト闇題がもちあが

はこのほど共同記春会箆で﹁獲独

の事態を認識して原子力に対する

の海外遮出は呂覚しいものがあっ

げたもよう︒この数年間︑KWU

スペインで建設巾のトリリョ
原子力産業界は︑国内で一九七五

政治的不安を取除いて単急に前進

万から十五万人置職員を抱えてい

年以降︑輸出で七七琿以降一件の

できる体制をとるよう要調した︒
西独としても代替エネルギーの主

麗が嚢荊に舞定され︑供給が保

化の原資に豪てようという方向

藁の合理化努力が騨価される仕

め︑諸問題を解決しながら状況

択することになるもよう︒

ラジルがKWUを主契約蕎として ット州︶の三か莇からサイトを選
計画している六基も毘通しの鰺い

富出ホrルポデイカウンタ

N賦︒︑操業中止を命令
FB藍にも協力求め調査
来原子力規制委員会︵翼RC︶は十八日︑﹁多璽の高濃縮ウランが行方不明になっている﹂として
テネシ⁝州アーウィンにあるニュークリア・フユーエル・サービス︵NFS︶社の核燃料工場の操業
中止を命じた︒高農縮ウランの紛失璽は明らかにされていない︒しかし︑RRCの運転許可規定によ
ると︑九詩緒以上の不明物質畷︵MUF︶がでた場合︑工場の運転を簿止し︑調蒼することになって
スリーマイルアイランド原子力

︒オイル社＝％の比率︶の主な

C技術巻は猿子力発電所のコント

事業は使胴強み温麺の薄遇狸と研

いることから︑紛央はかなりの騰になるものとみられている︒

七一七ーーペンシルベニアのダ

発電駈事故以来︑原笹力規制委員

ロール・ルームの運転員と二十四

鵬外に持ちだされた証拠はなにも

時間いつでも︑来国内のどこから

踏にアップする計画を萎めていた
が︑カーター政権に入ってから運

大量解雇の恐れ

発注も受けていないため苦境にあ
り︑年内に新規発注がない場愈に

でも反対運動が盛りあがってお

証されるため︑三七の節約への

にある︒その戦賂のもとで原子

組になっていないことが︑経済

をみて方針を決めることを曹え

り︑住罠運動のためエムスランド

るいはそれに近い状態︒西独圃内

慶は都市以外でも想際以上に高

インセンティブが働きにくい︒

力発電は目下﹁調整期﹂という

虫力の石炭の配分は民生用︑

運営の根本問題として指摘され

求めたもの︒

軸は原子力にあるとして二十年後

西ドイツの参加を得て西安で展

織での実用化を期待し︑※国︑

陽エネルギーは西北部の砂漠地

をもち︑研究を進めている︒太

どの新エネルギーにも強い関心

中国は太陽︑地熱︑核小舎な

い︒

かったが︑放棄したわけではな

の購入は﹁取引﹂成宣に棄らな

ている︒フランスからの軽水炉

︹パリ松本駐在艮M西独のKWGH頁・GHH・シュタールク
はラ
大蜀解麗による人員整理が必要

このような計画管理面︵経鴬

ている︒

の曝気を見越して対策をとるよう

原発受注のメドたたず

なった︒

たならサイトと迅速な趨絡がとれ

NRCは八月から同工場で二か NRCは﹁紛失したウランは工捜査周︵FB正︶の協力も得て大 究・開発︑核燃料の輸送サービ

セイ︶に含まれるウランをより繭

でてくる廃棄濃度︵テイル・アッ

連邦政府︑州政膚︑関係機関など

る今後とるべき対憲策をみてみる

これまでの調査では盗家れたの
スト・バレーで一九六六琿から七

会︵NRC︶と産業界が進めていイアル・コードが飽和に達してい

ない﹂と強調しているものの︑同
か︑在含量の認録ミスか︑三二工

の蕩処理工場は有犠︒同心処理工

ス︑放射性廃棄物処理︑核燃料成

月おきに計壷横査を行っていたが

程でのロスか手がかりはっかめて

場はその後再処理能力を七百五十

型加工など︒ニューヨーク州ウェ

その結果︑基準以上に行方不明鍵
工場では七月から八月にかけて労

いない︒米燭内の一毫の核燃料工

ない︒肇故が起きると・NRC・ でも︑迅速に対護ができるように

働琶のストが行われていたことか

場では﹁管理がズサン﹂との指摘

と︑故ケネディ大統領時代の禁漁

がでてきたため︑擬業を中比させ

がおこっ

同報出口糧によるとロスアラモス

一輩にかけて運転していた民間初 と軍窮の賢彊に対応するためにと

詳しい調査を始めることになった

た総懸鑑もあるとみており︑逮邦

ら︑その間に

科学研究所のプルトニウム麗は

なにか

間がかかるとみられている︒

もの︒霧隠は四十五日くらいの期

戦略特殊核物質
﹁調査対象の期間だけで十・四詩 密に財嚢できるようになったこと
があげられる﹂などとしている︒

報告露は﹁金体としてみると憩

鰐増になった︒この憩加はプルト
ニウム製遣ラインの解体とクリー

許容される範甥にある﹂としてい

減はあるものの︑統計朗には十分

不明量で報告書
米D◎菰
た高濃縮ウランは︑岡研究駈で十

※轟

ーデ︑V息W︑RWE五鼎の社に
長なろう﹂と述べた︒西独の猿子
れそれほぼ三分の一である︒民

U︵クラフトベルクユニオン︶︑

明らかに電化の遅れが罠立つ

生用を除いてまさに中国工業化

面︶の改革も﹁現代化﹂の璽要

が︑世帯当たり平均使筆法︵月

る︒

米エネルギ⁝省︵DOE︶はこンアップによる偏としている︒ま
のほど︑昨年四月から九月までの
三・八議耀減になっているがこれ
については門ウラン縫縮のあとで

﹁戦賂 特 殊 榎 物 麗 の た な 卸 し 調
査﹂をとりまとめ公表した︒

煙︑夢

の 動力 となっているが︑独
間︶八i九KWHという低い数

されている堅実は︑この問題の

な閣標で︑雀エネルギー規定を

れる︒その原因は芋麺経済二階

緊急性を示すといえよう︒

もつエネルギー法の制定が検討

という小規模・地城自給方践の

の欠陥にある︒石炭は各企業の

結周申国のエネルギー基本戦

五W︶︑水力発霞所数六万五千 ギ⁝が曝ばれているのが注目さ

開発︵ちなみに入民公社数は七

生産困標にもとづいて配給され

字︵捷用電球は一般に八W︑十 特の演麗が問題化し︑省エネル

二四千︶︑これまでの醗叢纒先

なえているといえる︒
その供給撫成︵一九七七隼︶

略は石炭︑石油の愚産︑とくに

田本や米国の調査醐の報告か
ら︑中国のエネルギー蟹構が次

るが︑配給舗の弊として︑必璽

めとする大規模

万KW︶をはじチベットに冷熱であり︑やや温

︵最終出力二千 示会を開いている︒地熱資源は

餐江上流の三峡

政策などからみて︑電気の普及

備推定瑚手五百

電力二千五百慮

は石炭酸六慮ゾ︑石油一鷹⁝．ソ︑

どへの技術協力も興体化する悩

術協会が派噂した調査団︵井上

万KW︑火力／

勢である︒八月末︑未踏加工技

啓次郎団長︑筆者も参議︶は申

水力発穰新の開

炭は※国をも上圃り﹁公審と輸

いと判断される︒農村では地下

この霜道は他の要用食歩︵入件

発をすすめ︑一

送が問顯になっている扁水準で

水の汲上げ︵かん概用︶︑脱穀

澱など︶についても國様で︑企

エネルギー大国︑中国の現状

KWH︵発躍設原子力発電は﹁調整期﹂

国の原子力関係暫と懇談した︒

水力比は三対
B霊力の石

それらの僑報から中国のエネル

中国は生産︑消籔とも世界の

あるが︑石油生産は比較的小規

︵手術照︶などの要所に躍気が

︵こく︶︑上機馬堀︑徳生院

ギーの現状を撞いてみよう︒

三︑四位を占めるエネルギー大

済の石油依得度が小さく︑躍力

模で︑輸出に向けられるほど経

工業と発蛾用︑鉄溢その他がそ

冒ナ，81睡蒙部〒IGO東京都乎代田区有泉町1一｝2−1矩し（03）211−7m㈹囲

石川電機製造株式会社

原子炉の状態予測も充実へ

西独KWU

1（Tのシンチレータを併用しているため、

レータとNa

1

は※国の＋分の一︑B本の二分 使われている︒

のて国民一人当たりでは実題
にならない低さだ︒

人体内汚染の有無の迅速な測定、核種の同定を行ない

さらに、富士彦機ではホールボディカウンタの自動化

ます。（実用新案．漁騨番零輪49−126113）

微量の放：射盤物質を
；迅速に覆知しま沈

生きるτMlの教謬
〉上く

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

一、

ライン開設
ホッ

魂

第に明らかになり︑水力開発な

（104）

国であるが︑すでに十憾といわ

を兼ねそ

エネルギー大国と

わめて低い︵世界で酉位前後︶︒

その愈味で

後進圏の両方の特徴

賢

／
れる人口一人当たりの水準はき

一）

（2）
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富士の放射線機器

凍土ホールボディカウンタは、検出器としてシャドウ

井
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党

二一m⁝・

に検討し︑不安がみとめられたも

月浦臼締切られたが︑ことしは︑
イ︵アメリカ︶ ANS・米国非
五千万KW︑脇和七＋五無痩欝標 米スリーマイルアイランド︵TM 破鰻検査学金︒飛禽材料試験協会

齪

成するとともに︑電源艶話交付金

心不全のため横浜甫緑区の照和大

暇午後三時十五分︑

学藤ケ丘鋳院で遊厳︒75歳︒旧宅

二士一

から寄せられる作品は関鍵な伸び

二

をしめしているが︑前庫鹿比二倍

の二︒

は東京都世田谷区赤堤町一の
とくに︑高校生の慮懸の伸びが

臓本原子力研究所ラジオアイソ

五千円︑締め切り十月十九旨︒第

六β〜十二月十九B︑受講料五万

百六十四圏基礎課程日十一月二十

第
発電所を嶺薩一坐節止︵モラトリ

で受講生を騨纂中︒

トープ︒原芋炉研翠蔓は次の硬領

▽ラジオアイソトープ研修

九二八⊥丁五六六七︶まで︒

以上詳細は同疑雲所︵電語〇二

円︑締め切り十一月謝臼︒

で受講生を募集

廃棄物講座など

以上というのは今鳳が初めて︒

問︶

山崎久㎜氏︵中央電力協議会顯

詳細は原産・企画塾まで︒

︵ASTM︶共催

したがって︑原発建設に際して

を一懸KWとし︑糖力的に原発の I︶原発鱗故という衝懸的な嵐来

鐙大な事故が発生する危険が高い

のについては︑一時的な簿止をお

瑠があったせいか︑応騨数は総掛

詰度の改謡をはかり︑地下︑海上

建設にとりくむ︒場台によっては

とみなくてはならない︒TM王禦 は自主・叢叢・公開の原醐にのっ

こなったり︑出力を低下させて安

とって厳格な審董︑一定のルール

原発の建設も碧潭的に検討する︒

故は畏難生難していた原奨の欠陥

さらに︑わが国の独國技術によ

七十編にくらべ︑倍以上の慷び︒
る廻心分離法などウラン灘縮霊徳

原子力開発についてはこの選択

第一回いらい全国の申︒高校鑑

千四百五十五編と︑前累累の六百

のもとに垂垂が垂垂できる環境ア

が果たして二十〜世紀へ向けて有

民連
など主なエネルギー慶業を國筍化

社

地促進をはかるべきだ︒

土地収用法を特別聴眼立法として

セスメントと公聴食を行うなどし

原子力関係餐で構成する総合的

改驚し︑命理的な補償のもとに立

を具体的蝦実として示している︒

開発および使用済み燃料再処理な

る︒

また︑満避に動かない原子力に電

て地域住民の黒帯を得ることを潮

その総葱にもとづいて今後の原子

な検討会議を圏の劉圧でひらき︑

全腱をたかめるなどの描羅をと

力の相当分を依存することは逆に

ど核燃料サイクルの確立をはかる

し︑総愈エネルギー公社を設立す

効であるかどうか根本的再検討の

力政策を策定する︒原子力︑石炭

る︒

機会を設けるべきだ︒すでにTM
Iによってその危険性がいよいよ

アム︶して︑後顧の潔いなきを期

新自由クラブ
代醤エネルギ⁝の主力は原子力

す機会とする必要がある︒

原研・研鰹所

とする︒在来の灘縮ウランを主体

身近になってきたいまこそ原乎力

として︑再処理︑高速増殖炉とい

処理処分の基礎︑処理各論︑關

十二月三田〜十四B︑受講料露万

係法規などを習得︑実習も行う︒

以上詳細は同研異所︵言語〇三

り＋月五冒︒

⁝九無闇−照三副一︶まで︒

魂

遜

ξ

斐蓬

r津

9月ル35

撫瓢

欝欝鴨

うべや

肋思慮聾のの販離
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一一一

各党が発表した原子力政簾はお

民

よそ次の通り︒

自
原子力副 管 に つ い て は ︑ 国 民 の

と岡晴に新型転換炉︑多目的爾掘
促進する︒

また︑猿子力防災撃滅の確立を

提とする︒

発の根本的兇なおしを纂中的に実

当落︑三〜五年をかけ競在の原

努めるとともに︑地元禰祉の商

繕設や運転を中比する︒代替エネ

施する︒その結論が出るまでは新

に増進する︒

の新技術開発を国の澱侵で積極的

Ψ

ガス炉︑高遜繕殖炉︑核融禽など

安定供給を破冠することになる︒

上︑地髭理 解 の 無 難 に よ り ︑ 原 子

の安全控の確保︑轡頼性の向上に

理解と協力を得るため︑より一岡

力発躍所の建設を健進ずる︒ま

ルギーはソフト︒エネルギー・パ

党

た︑安全性 に 議 す る 欝 欝 協 力 に 滲

明

スを繊極的に開発する︒

公

騙する︒

核燃料サ イ ク ル の 確 立 を 図 る た
め︑第二再処理工堀の建設を推進

原子力発電は現実的要求が大き

するととも に ︑ プ ル ト ニ ウ ム の 国

いものの︑TM王の大瑠故を教酬

民社党

る︒自主技術によるウラン濃縮︑

際曹理等の国際的検討に謬加す

冒二十回轡門課程︵生物科学への
った核燃料サイクルの確立をはか

▽第十回核燃料工学短期講座

産党

安い石漉を冬葱にしてつくられ

共

利用コース︶睦十一月六口回〜二・す

原子力の軍秘利罵を推進するた

万円︑締め切り十月引墨σ

十一月五ヨ〜二十一日︑受講料三

として︑さらに安全姓の確立が要

スを全薩的に晃なおし︑地球の環

た現在のハード・エネルギ⁝・パ

海外ウラン調査探鉱︑萬還憎殖炉︑

るとともに︑天然ウランの活爾︑

︒パスを選択するというエネルギ
ー政策の装本を確立すべきだ︒

一日︑受講料五万五千円︑締め切
さらにはトリウムサイクルの開発

など軽水炉の安全性を高めるとと

め新資材の開発︑原子騨の標二化
罵翻利用の防止をはかるなど原

性の向上に欠かすことができない

核融△口の研究開発などに技術と澗

求される︒自主技術の闘発は安全

発謝顯を平和と安全の立場にたっ

金︑人材を投入し︑わが国原子力

促遊する︒

もに︑安全審糞をなお一士厳格に

て全面的に冤躍す︒当薗の応急安

開発の技術的独立をめざす︒

新型転換炉 ︑ 核 融 禽 な ど の 開 発 を

行うため原子力蜜全婁定会の機能

の瑠故や塁壁の度舎いなどを厳密

全対策としては︑それぞれの原発

▽第一醐放射性廃棄物処理講座

ものであり︑満報の公関︑公聴金

を強化する︒また︑現実の立地難

境と調和するソフト︒エネルギー

等により地域住民と対詣していく

を打開するため︑国罠的舎恵を形

昭秘六十五年蔑の新たな葭戸を

ことは注罠が理解を深め︑正確な

轟灘

△口

判断を下すために必要だ︒

漁︑⁝

⁝
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TMI原発事故から四か月

原子力支持盛り返す

原子力発電の

あるものはDOEで巖高の地位に電力会社の社長二人が︑ ﹁原子力

国家のエネルギー囲標開成は不可

発爾を禁止する湧動が成功すれぱ

設についての巖終的決定は︑大統

聴したのに対し︑﹁いいえ︑私は

原発未採用会社
が原発支持表明

て客観的に判断できる立鵬にある

ず︑しだがって原子刀聞題につい

にという天然資源保護協議会︵N

共利益団体と同様︑﹁産業界に対

米証券分析家特別会議で

がまだ原子力発電を採用しておら

H・L・カルブレス社長は︑両社

行われることになる︒

低レベル放射線

B度一R

で意見の相違

最近﹁語題を呼んでいる記事﹂

八0年度のエネルギー省予算案の

来国下院は七月二十⊥ハ饅︑一九

薯﹄は︑岡委員会の前のレポート

物が八月初め︑トラックでワシン

会は今年五月中旬︑DOH予騨案原子力の大蟷利用を國らなけれ

定︒上院エネルギー天然資源委員

上院も宮様の法案を審議する予

ブでの退官講演で︑﹁今後石炭と

省長竃はナショナル︒プレスクラ

解任されたのだといっている︒

チャレンシする化学

七月︑麗藁物の永久処分について

特別委員会の勧告を待つ必要があ

領のTMI原発事故調査に関する つけないというのは該当か扁と質

混乱に陥る﹂と述べた︒

能となり︑国家経済と社会保障は

承認された計画がなければ原子炉

るとつけ加えた︒ダンカン氏の任

エネルギー騨門家だからといって

W︒ダンカン氏は︑﹁原子力は今

しても開いた葺を持ちたい﹂とも

七月二士二田に開かれたニュー

ダンカン新畏留

拒否するようなことはない﹂と答

役割を強調
命は七月三十一日に上院で九十五

の建設許可を政府は与えないよう

RDC︶の要講を摸些した︒この カーター大統領の任命した新し

は︑廃二物が安金に処分できると

ろう﹂と述べた︒

後も大きな役離を果たし続けるだ

新長官は︑ヘンリー・ベルモン︵オ

述べている︒さらに︑ダンカン

廃棄物 に最大の関心
いう重三がなければ︑政策として

国防釜を去ったダンカン氏が︑

での発表を依頼された︒

ということで︑この日︑特別会議

﹂

︒ブルンデル社長とタンパ電力の

原子炉の丘町を出さないと主張し

七月末︑上院エネルギ⁝委員会承

ヨーク証券分析家の特別会議で︑

ハリス調査
えた︒

と誘った晴︑彼は璽任感に訴えて

た︒その後︑ニューヨーク州の※

原子力発電をまだ採用していない

ユタパワー＆ライト社のハリー

対一で承認された︒

いた〇一般公衆は︑エネルギー節

国擁訴院はこの問題についての立

クラホマ州選嵐︶上院議員が門エ

ダンカン氏はまた︑消費蓄や公

要請を握薔するに際し︑NRCいエネルギー雀畏宮チャールズ・

ルイス・ハリス＆アソシェイツ

が十分にできるとは弩えず︑今で

よるとTMI嬰故から四か月たっ約を支持するが︑エネルギー節約

が八月三〜五日に実施した調査に

はあらゆる極類のエネルギ1繕言

ネルギ⁝について多少でも知識の

て揃かれているのをみて怒った

ュースが六十秒を奮えたことはほ 分たちの町が放棄された都市とし
とんどなかった︒大部分の報道は

というのをあげている︒

員会︵BEIR︶での葱鬼の不一

が︑霞離放射線の生物学的影響委

CJRは︑共同通儲の﹁気泡爆

中立的で澱任あるものだった﹂と

CJRは述べている︒

発﹂の恐怖の闇題は無罪であると

致の悪味について闇違った印象を

している︒門NRCの康稿はNR
Cが気泡爆発の攻口性について非

これはスタンフォード大学のユ

与えている︒

じだと考える者とそれより大型に

る偏と述べた︒ヘリング教授はB

小さいと警える潜との違いであ

申で︑CRBR動けの一顧八千三
と巽なり︑より危険であるという

八十二で馬決︑CRBRの予簾継
ない一と教授は述べている︒

障害克服し
原発促進を

トン州リッチランドの埋設地へ陸

い﹂と警告︑﹁原発建設に対する

からCRBRの予算を削除する案
ば︑社会は崩画するかもしれな

原子力の翻訳は専門家のいる当社へ

﹁ニュークリア・インフォ﹂

は米原 子 力 産 藁 会 織 ︵ A − F ︶

・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・プ踏グラムの︻環として︑

原子力に関ずる情報を収簗︑分

盛り返したということがわかっ

て︑原子力に対する支持が大編に

しかし︑新しい原子力発電駈の建

前に来ないように人に頼んでいる

NRCが方針を変えたのは︑ワ
であった︒しかし︑ニュ⁝ヨーク

たもの︒

シントンでの巖近の判決に対応し

は頑圃に形式を守り︑TMIのニそれに従ったが 彼らは後で︑自

の全てのWCBSラジオニュース
テレビ関係者をみていた︒住民は

TV放送に行き過ぎ
TM一事故報道で調査
CJR
と題する詑畢は﹁センセ⁝ショナ

しかし同記事は飛越−物語の

関係蕎閥で愈見は分かれるが︑

﹁テレビの報道については多くの

のあるものである︒原子力発霞に

不満がある﹂ようだ︒テレビの二字

ルなレポートは事故の墾要性を過

コロンビア︒ジ㌃ーナリズム︒レ

とれていた﹂とするもので︑ルト

故について詳細に調査したとこ

常に心配していたことを明らかに

ガー大学で環境コミュニケ⁝ショ

ノイアー・ヘリング教授が六月に

ング教授は六月十五露の下院科学

議会で証誘したことである︒ヘリ

材していた﹂とCJRは述べてい

な情報を持っているもの金てに取

ろ︑この累故は報道機関により︑

その不安が現実であるように思わ

︵当然であり︑璽要である︶と︑

︒サンドマン氏とクストウ・ソサ 報道網は︑定期的に国民の不安

ンを専門とする教師ピーター・M とCJRは誘っている︒﹁薪聞としている︒共同通儀は︑その璽大

によって霧かれたもの︒

﹁TM王でのテレビ放送は少し エティ編簗着メアリ⁝・パデン氏

かったということがわかった︒

センセーショナルには報道されな

を二方的で︑通俗的であった﹂

発評
事価した他の報道でバランスが
るとすれば︑TMI事故は翼にそビュー︵CJR︶がTMI原小

C

対する儒頼を動揺させるものがあ

下した︒

認聴聞会で語ったもの︒同氏は︑
の方法を探しているQ今田では陽 法化を求めるNRDCの訴えを却

原子力に対する支持率の差は必

は何でも費任感に訴える︒

内のエネルギー生産を増やすもの

た︒

一般公衆は※国内に原子力発贈
所を贈設することを五十六対三十
七の比率で隻持している︒この差

い︒しかし︑原子力発電に対する

薄派の力を反映するものではな

はTMI薯故以餉のレベルに近ずしも丁蟹−事故で強化された反
い︒一九七八無＋月に同じ質問を

一般公衆の態度はわれわれが今ま

した時︑五十七対三十一で原子力

発電駈の憩設に蟹成していたがT

公衆の支持率は四十七離四ナ五に

MI薯故後の四月初めには︑一般 で蕩えていたよりもう少し持続溢
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ネルギー供総間題の方がより深刻
する誹画をたてている︒
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▽？MI薯故に関する大統領蚕 故を夏蚕することではなく︑大統

何もみつからず︑同調査では︑こ
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支拷の修正案を︑二頁三＋七対酉
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なければならない﹂と訴えた︒

このCRBR計画を中止しよう
I讃故で放出された放射能は︑N 除染︑改修麗贋を約心懸がと見種
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下められた低レベル廃棄物が輸送

ENO

っている︒
RCがTMI撃故以前に定めた

員会のドン・ブリア委員長が提幽
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NRCスタッフの見解が支持さであるオイゲン・ギーゼイ州議会
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このスタッフの毘解が︑7M王

るQ

や繋朴な不安を誤った方向へ増

I黒熱が裁判所によって

れてもプライス︒アンダ⁝ソン法

ている︒同法案は他の委員会によ
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の墓準値の数酉分の一 ▽ペンシルベニア州下院の騨門
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▽TMI原発から低レベル廃棄したものである︒

来︑原子力闘係番のみならず議
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されることになる︒これが適合さ

・許認可委員会は︑TMI原発の 彼らは︑宙ら醇めたのではなく

どからも国国されています︒
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