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順と方法を含む︑適正な安全墓雌

格好の媒体と評価している︒

暖房を普及させる︒

は霞力需要の伸び率を六・四％と
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る︒

な・時機を得た原子力政策がでる

だけに︑カーター大統領の明確

論摯が大きく持ち上がってきた賭

力安持︑産業界の対応など原子力
﹁NRCの許認

可凍結は遺憾﹂

ある︒リーガン︵前カリフォル

ろエネルギー危機の実態を知っ

るが︑短中期の電力供給のため中

一︑ガスタービン発篭機を建設

小型原発を建設する︒

する︵ワイアット一二七型を推

一︑中小型水力発電所︑とくに

奨︶︒

の民間資本︵資本金の賜○％艦影

ど国論ウラン公社︵露NUSA︶

た︒この買取りは政令によって異

億ペセタ︶を買取ることを決め

ENUSAは外国におけるウラ

施される︒

ン探鉱と国内で原子力庁︵JE

転保学、施設内の補助L事並びに営繕業務、勇士1メ域内除染および清描、魯通区域清掃

畷黙麟

野趣転保轡、管瑚×域内除染および 酎」f｝、曽通レ域 1建1掃、浄水答理
〔原子力関連二藍得恵先〕
（発電所関係）目本原jL連発宛〈林〉・敦賀および東海発屯所、東球電力（抹）・福島隙ゴノ」発電所、
中国竜力（株）・島根原了力発庵所、九州電力（林）・玄ご励｝黒イ力発電所、．一価商・1只株）、 （関藤野
業（株）、関西鞄力（株）・美浜発竜骨）、日ケプラント（株〉、東京芝浦亀気（株〉・原∫ノ」本部、鴛菱、
原f力耳業（株）G狂・敦賀および福島建設所、WH・尚浜建設所、「体シールオール（抹）、和テノキ（抹）
（研究施設関係） 目本線∫力研究所・東海・大洗・黒崎各研究所、理化学研究所・大和研究所、

灘．・

（研究施設関係）RI放射線取扱実験室、齢1コンサルタント、施設の改遣・解捧、虻田施設整備、
機器の除染、各種廃乗物の処理、ブイルターの交換、空間線1嚢蓬率・表面fぢ染｝彬｝布測定、㍗調設

鬼斗中央研究所、二本アイソトープ協会、東人∫≠部・原∫力研究施設、東北大豪・金属材朴研
究所、東京都凱アイソトープ研究所、放射線医学総合研究所、電気通仁研究所

アトランタ市

に選ばれた︒理聖業も近く選出さ

サイトがジョージア州アトランタ

調査特別委員会がとりまとめたケ

れる予定で︑大統領のTMI事故が沿って運転できるよう嬬醸して

スリーマイルアイランド原子力

メニー報告の播欄を満たすものと

原子力発三選転馴練研究所

にサイト決定

発電所事故の教誹を生かそうと産

期待は大きい︒

いる︒

INPOの理事の一人に選ばれ
力を躍いていくほか︑事故時に緊

業界では二大圏玉商品を用意して

ログラムも設け︑万全の策を講じ

急対応をしていく指揮蛋の訓練プ

NRCが承認した緊急避難計画を所の新規の建設許司は発給簾結﹂

なお︑上院は今年七月︑刷紙中

たデュークパワー靴のウィリアム

一つは原手炉安全解析センター

持つことを条件にNRC八○奪予法案は盃決しており︑議会の方潮

﹁酉六十票以上の蟹成票が得られ

の原子力発電所が巣隼六月間でに

ていく構え︒ケメニー報告でもI

︵NSAC︶︒これはすでに騨・
門り1社長は﹁アトランタにサイ

と下院亀力・エネルギー小委員会

算三憲九千八百万がを承認︒この

モラトリアム案に反対する議員
ると思っていたが︑予想よりも少

た︒委員会の翠苔は明らかにされ

毘解をとりまとめ大統領に提出し

ていない︒

電所に対し便がいい﹂との点を理

家三十名が簗まりTMI事故等のトを選んだのは︑国内の原子力発

もう一つは原子力発霞運転訓練

解析などの活動に入っている︒

来年一千酉万騨の予算と二二名の

研究所︵INPO︶︒INPま
Oた
は︑EPRI︵露髄力研究
を明確にし︑独立した評価を行う

で呈露︑事実上︑新規の原子力発

一一＝二三■﹄幽＝一一隻需＝＝玉幽﹁9；隻冊＝＝﹃三二■﹁阿：冒隻一P＝ηi膚一二一冒︸噂一一冊一蓋薦胃＝＝覧＝謄＝毫﹄＝一一一隻一：二冒蚤哺コ一門蚤一W＝鴨匪釜溺爾：曽一二覧■■需＝二響■﹄一一＝曽︷綱

甲所の運転入り認可が聚結されて

は︑審議の申で﹁もし︑この修正

としては︑緊慧避難計画設置など

傾向を示すもの﹂としている︒

的に推逸しようとする議会の強い

合によっては二年ていどになる﹂

霞所薯故のあおりを受け︑今年六月にも下院本会議で﹁緊急避難計画を持たない州での原子力発甲所

案のかたちで本会議に提出されて

とき︑ケネディ議員などが上程し

案を認めるなら︑イラン問題でエ

修正案上程者のマーキi議員は
いた︒

つづき︑下院のモラトリアム支持蕎にとっては二度顛の敗北となった︒

還転認可取り消し﹂法案が審議されたが︑予想外の大差︵二颪三＋五対百四十七︶で習決されたのに

クタイムズ紙によると︑下院本会
いた︒

十一月二＋九田付のニューヨー

議に﹁原子力発電所の建設費認司

エドワード︒マーキー議員︵マサ

発給六か月凍結﹂法官を上程した

チューセッツ州選出・民主党︶は

でもあるのに︑さらにエネルギ⁝

ネルギ⁝自給が力説されている晴

ケ報告検討委が見解

露藤に対する許認餌よりも︑原子

法案提毘理由を﹁新設の原子力発

力規制委員会︵NRC︶が運転中問題を深刻化させることになる﹂

の機会にケメニー報告および報告

Aード墨書︑大統領に打躍

米原子力産業会議︵AlF︶はものと︑各方面から期待されてい

NI誌の発通しは必ずしも明る

十一月十一日から四日間︑サンフ

る︒INFC￡最終報告とそれ
領諮問委員会︵ケメニー委員

勢作りに加担したという評価を

政策は客観的にはそのような偶

ているカーターの方が良いかも

（発電所関係）機器その他の朽染除ま、、定期検査時の除染・サーベイ、樹鱒撒荷・父換イ1業、
匠人被曝管理、再染衣類のランドリ〜、冷却取水講の｛1霊ξ掃、腱棄物の運搬、変屯所・聖調設備運

ENUSAの民

スペイン国立慶直証団

選滋に賭けようという声が出て

知れないというジレンマに米国

6

6

カーター大統領は近々︑大統領

審検討委員会の見解を踏まえた新

選出馬を蜜罰するもようだが︑こ

カーター大統領は7MI事故調府内部にアイゼンスタット大統領

原峯力政策を発表するのではない

効縄側新原子力政策発表か
補佐竃ら政暦内部の九犠からなる

かと注閉されている︒

同意した︒

検討委員会を十一月初め設躍した

と警告︑多くの議員がこの弩えに

モラトリアム案が否決されたこ
蓋委員会︵ケメニー委員長︶の報

が︑同委員会は十一月二十九闘︑

の原子力発電所の安全性三際に集

たもの﹂と説明︒今年＋月から来
とに関し︑下院で原子力推進者と
告書を受け︑報告謁に盛られた七

中する機会を与えることを愈隠し

年照月一日までの六か月の許認可
して指導的な蝦藻にある︑マコー

鑑霧

み︒研究開発は八五％が遂行さ

その第一の理由は米国の政治

くない︒

原子力発電には︑批判派が﹁薯

状況︑つまり国︑州レベルのい

をうけての来年のNPτ︵核不 畏︶の報告が出された︒米国の

っている︒装備万端が整い︑巖 拡散条約︶再検討会議への米国

実上のモラトリアム﹂と見る重

ずれでも門訴党が共和党を二対

れ︑設計作業も四分の三を終

マック議員は﹁原子力誹画を繍極 項冒の勧告を主に検討するため政
一九八○会計年度のNRC予算を

凝結法案は︑今年十月から始まる

糧︑

の対応が注冒されるが︑現段階

い足かせがはめられ︑カーター
エネルギー危機が深刻化する

︻パ騨松本駐在鼠︼イタリアの

の電力不足を予測して計画停露を

︹パリ松本駐在鼠Mスペイン国

︒廃棄物処分計画︵縫屠済み
国際的にも︑INFCH︵い国

いた︒厳しい簡勢のなかで︑大

なる︒

車馬繕サイクルを独占することに

SAは今後︑再処理・貯蔵も行い

に開発する独占擢をもつ︒ENU

三千五蔚KWまでの施設を建設す N︶が発見したウラン鉱を工業的

一︑エネルギーを一〇⊥δ％

る︒

一︑薪エネルギーとくに太陽熱

節約する︒

静岡県小笠郡浜岡町佐倉

（573＞2

・

4

3

7

し；羨（572）5

業

力

原

終の建設許可があり次第︑建設

ではまだ予測がむずかしいQ

なかで︑カーター政権の姿勢は

ニア州知譲︶︑コナリー︵前テ

一︵NI︶誌︵は原子力支持だが︑大統領選に

実施しているが︑ワイアット・グ

間出資を買取る

国記電力会社︵ENEL︶は今冬

共和党が勝利する可能性は現段

次の計画実施を提案した︒

ループは醒力不足を解消するため

キサス州短蜜︶らの共和覚候補

米国原子力産業

カーター再薩は願い下げにした

階では薄い︒一方民霊党候補の

燃料以降︶の行き詰まりが示

統領選があるいはラスト・チャ

る︒八0年代を迎えて来國はど

り︑原子力発贈は停滞 し て い

立産業襲業団︵INI︶はこのほ
の＋一月署は︑

すように︑その康因はカーター

産業界は薩澄している︒

サ

こへ向かおうとするのか︒

一︑大型原発の建設は急務であ

会議の機関誌︶

ニュークリア・インダストリ

一の差でリードしている現状に

を一気に進められる態勢になっ

領選の行方にかかりそうだが︑

原子力発電の

米国の國家環境政策法︵NE って今年も生き残った︒八O奪 た︒計画の運命は一奪後の大統
カータ；政権の三二閤︑計画廃

強調するまでにニュアンスが変

PA︶制定にはじまった一九七 鹿の承認額は一億八千万が︵毎
月千五蕪万が︶︑設計作業と機

止論のなかでともかく持ちこた

業界ジレンマに悩む

免れない︒

〇鎌代は︑スリーマイル騰原発

器の購入が継続される︒議会審

イル薯故の影響

Nの行方も大統領薄しだい一

を

薯故への対応のなかで終ろうと
議へのスリーマ

七〇縫代半ばの一九七四隼に

が︑下院で二三

が懸念された

重要な役目

している︒

れ︑それを契機に米國と他の先

の麗題し記憶を掲載している︒

は︑インドの核爆発爽験が行わ

わってきている︒しかし現実の

見られており︑嶺選すればカー

﹁早期商業化には反対︑麗発に 際核燃料サイクル電磁︶の最終

政策自体が投げた路線の混乱に

ンスになるという危機意識が強

と

えたのは︑産業界のロビー湧動

ター以上に庖介であろう︒むし

報告が再処理と高速乱曲炉の必

あるようだ︒その上に︑スリー

まっており︑米国康子力産業会

スター

七一一八二︑上

米国産業界にはカーター政権が

要性を認める線でまとまりつつ

マイル畢故によって許認期の停

は原子力批判派の
院で六四⊥瓢三の予想外の褥票

登場した臨後から︑次期大統領

いが︑対立候補のE・ケネディ

進諸国との聞には︑原子力発電

推進能力は︑それに伴っていな

早くも大統領選

の路線をめぐる鋭い対立が生ま

の成累によるとみられている︒

ある︒フォード財団の薪報告

止と原子力規捌委員会︵NR 議も選挙支援に全力をあげよう

した︒議会の態度は増殖炉の

は︑憎殖炉支持の根強さを証明

クリンチリバー計画の総二二

︵十月︶が指摘したように︑米

とも

は約二十六億がだが︑現在まで

国が対外不拡散政策の見恕しを

イデオロギー過剰

に七億八千万がが支出され︑機

って

器調達予定七難五千万がのうち

C︶の全面改組を要求した大統 という録配がうかがわれるが︑

いえる症状に来国は悩 ん で お

米圏議会では︑高逮増殖実証

追られる可能性は強まってい

は蟹成﹂の線と見てよかろう︒

炉︵クリンチリバー炉︶の予算

四慮五千万メがすでに発注ず

︵K・K︶

がカーター政種の反対を押し切

タ

｝櫨樂所にて・ル管礫搬鎌

紅鱒勒隣の他｛羅藷騎難ぜ餐鍋

浜岡出張所
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四国出張所愛媛鼻西，和郡伊ノ，町九町越亀話（08943）（9）〇

毎町r起話（G95552＞6

暖春別館内

1，2（X）方ドル、200人の三篶て来句発足
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大阪出張所人阪巾舵［×松ケ枝町40クラウトビル 電話（0の（353）5
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原子 力本部

九州出張所佐賀県東松浦郡玄

東鼠都中央区銀座5−5
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大洗営鑑所茨城鼻來茨城郡人戚町成田 屯話（02926）（6）1
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東海営繋所

福鵬営樂所

ビル代行

株式会社

原子力発電運転訓練研究所（lNPO）

れだ︒安全性と核不拡散をめぐ
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界的にみてみるとQ値が改酋され

日ソ軽水炉捜
代表団訪ソへ
原

塵

日本原子力産業会議派遇の購ソ

甲泰正東大教授︶が十日︑ソ連へ

ぐ第二弾︒臼深側から﹁加圧水型
軽水炉の運転経験﹂﹁原子力発電

施設の除染経験﹂門原子力発磁所

浅井

五葺一月十七日〜二月十九日︑受

得︑実験および演習も行う︒五十

力一般に関する墓礎酌知識を習

▽第穴回原子力入門講座康子

で受講生を勢集申︒

トープ・原子炉研修駈は次の要領

臼本原子力研究所ラジオアイソ

原概・研修所

方﹂−一など十篇︑ソ連星から
原子力入門講座な
﹁VVER1四四〇原子力発露斬どで受講生を募集

設備の強慶設計について﹂﹁日本

発通し縣一⁝など十三篇︑食計二

施設の異常診断法・適周の経験と

爵麟

十三瀦の論文が発表されるほか︑

れている︒

ソ遮の原子力施設の視察が予定さ

く︑轟

の安全基華における確率論の著え

畿

い段階で達成できるだろう偏と述

たことにより自B点火はもっと阜 軽水炉セミナー代嚢団︵薗長・都

都甲泰正▽団員

康子

新

下悔攣 藏

ゼ

匙︸
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轟縦

離

灘

︑ 済纏

り撃− ン

燭・︐︑

灘

欝本側代表醐のメンバーは次の

▽団長

▽第十回原子力数養講座

講隅八万円︑締切り十二月十四鷺︒

力を自門としない人を対象に基礎

知識を習得︑実翻も行う︒一月二

円︑締切り十・二月二十六日︒

十八臓〜二月六田︑受講料葱万

凹基礎過程擁一月二十一

▽ラジオアイソトープ研修第

悪山ハ十五

嬢〜二月十四田︑受講料五万五千

一回騨門課程︵液体シンチレーシ

円︑締切り十二月八墜︒第膏二十

ョン測定コース︶鐸一月十六日〜

一月一一十四欝︑受瓢料四万円︑締

切り十二月十四欝︒第︸臼六←⊥ハ回

住田変璽新

住所変萸

磁謡二八七⊥三二

詳しい御問合せは原子力特殊鋤rl部東京都中央区銀座ユー9−／0大1体図、鶏ビル電話03（567）727！〜8

通り︒

卓︵一二菱百工︶︑井上和雄︵東
電︶︑太田正一一郎︵九二︶︑棚藤

宗晴︵原電︶︑金井務︵田立︶︑

電︶︑憐藤弘︵住商︶︑井沢正孝

鈴木頴二︵東芝︶︑吉村昇蕊︵関

︵原産︶︒

外権威餐を囲むプロジェクトチー
ム設躍などによって充実強化︑製

乗レムと推定︑公衆に与える放射には晶画塾理協議金︵仮称︶を設

謄︑受講料五万五千円︑締切り一

詳細は同研修所まで︒

月＋二田︒

和閏恒輔氏︵日本原子力産業会

るところがあった扁とし︑このた

め体制を抜本的に改題し新しく所

議室悶︑留±購機製造死社畏︶は

卲ﾟ後五目五十四分︑急性肺炎

幾︑次長はもちろん関係全誤畏で

として整備Q駈巌窟庁や地元への のため︑横浜市鶴見区の欝士電機

構成する薯故対策会議を初動体制

年後一隠から︑ひきつづいて艦別

式が同二階から︑藁京都中央区築

病院で逝去︒92歳︒葬儀は十九旧

地三⁝十五−一の築地水顯毒で︒

連絡通報体制についても再徹底︑

閲電はこれら諸馬入について

囲密は榮票都贔川区上大崎二⁝八

確実︑的確な対処を確認した︒

対する慧識向上の徹底を期す構

佳駈

原産に入会

／／汐／彰

社達︑自己防止および安全確保に

1±一Q

︵株︶揚揚放送

東洋儒駈銀行

〒一〇〇

所は千代田区丸の内一の四の三

イ除一串 原子力特殊扉

向け出発する︒原産とソ運原子力

畿

欝

利用国難欝欝会との間の原子力協嚢
力協定にもとづいてモスクワで開

かれる門軽水炉開発設計および運

ズマを達成したい﹂と述べた︒

線影響は小さいなどとしているQ

等によって徹底を期す︒十二月中

約五詩藻︒薦積千二百平方層︑地

く付庸故その他国難羅

関残錨力商浜原子力発鱈二二署
機の一次冷却水漏洩事故は︑一次
冷却材温度測定絹検出器取り付け
壌予備座の栓がステンレス製のも
のを使用すべきところ灘銅製のも
のが便われていたため強度が劣化
し破損したために起こったものだ
つた︒

・

代表取締役社長降旗徳弥践
︒．．

当性の確認︑暮雲保証の総点検等

日本冷蔵︵株︶

三〇〇〇

羅謡〇二六ニー二七−

擾野市大字中御所岡籔一三一の七

来轡二月に総合シン求・
田本原子力学会は関運学協会と

住所変更

鷹翻二三七一二〇

三

佐所は千代田区三綺町上の三の二

大成建殺︵株︶

予一〇一

で︑とくに定検中に笑施した二十共催で来奪二月十八︑十九の両

械︑電気︑計測関係各作業の妥漫ムを開く︒

四一

五件の強雨に関しては︑それぞれ田︑藥東・霞が関の国立教育会館

報告によると︑関電はその中

ついて報鋸があった︒

らこれらに対す垂対策癌麗に．一NFCE課題に．早三八0

を指示していたが・百・周社か．TM一事故︑ポスト

原子力学会など

通産省資源エネルギー庁は原礪
え︒通産省は高浜二弩機の運転再
調葦によってこうしたことがわか
開を前に立ち入り検査を実施︑改
つたことから︑関亀に対しさらに
修工事や部品管理状況などを確認
一斗の事故原画の究明ほか二三中
する︒
に実施した改造・修理工二幅の妥

け関電との定期醜な達箔会もひら 基礎過程日二月十八闘〜三月十二
上照葉・地下一階の鉄筋コンクリ

高浜二号事故

Eムと脱硝繭の硝酸ウラニル溶 性は確保されているとしている︒

は︑平常時の気体廃棄物によるプ
ルトニウムの年間二大内部被曝は

また︑周辺環境への影響に刑して

骨に対し四・二×十のマイナス五

プルトニウムーウランの霞台転換
およびプルトニウムの単体転換に

液を合い︑マイクロ波加熱による

関する技術開発を行うのが自的︒

と評緬︒さらに︑想定駆故とし

マイナス二乗︑野レムで十分小さい

ち金属プルトニウム五爵鰯︑残部

で︑混合転換の場盆約十詩螺︵う

処理能力は︑いずれも一B嶺たり 乗ゾレム︑肺に対し八・六×十の

は金属ウラン︶︑単体転換の口耳

¥一基︑総懸傭容騒千一二百九十

炉原型炉ATRも加えることにし憲類面から遡跡調査︑その上で機 で第十八園原子力総台シンポジウ

本調蚕ではこの月から新型転換

回欝︒

率が箕○％を割ったのはこれで五

いる︒今年慶に入り平均設備利用

て︑周辺公衆への影響が最も大き

低調だった
11月の実績
新規にATRも加算
日本原子力薩業会議が調べた今

め︑新たに保修に関する品賢管理たり特別講演三件のほか一般講演

謬加費は千円︵嶺田受付︶︒

新住

トーNFC￡とわが国の原子力開〇〇一溜・干一六〇一九一 電話

新宿センタービル内︑私霞箱第四

﹁TMI原子力発電所瓢故の解正斜は新宿区西新宿一の二五の一

四万二千KWでの臥竜実繍をみる 姓をダブルチェックしたが︑いず

確認︒品質保証湧動については︑

年十一月の原子力発電所の運転実

Rも計画阻止入り︑低調だった︒

績は別表の趨り︑平均で設備利用
・

入り以来︑この十一月まで箪均で

の心任役職軍配翻︑陥質保証の社

要綱を制定するほか︑圏発鍛所へ

ちなみにATRは今率土月の運転 ﹁不十分だった﹂とし︑このた発﹂を基調テーマに︑一菖間にわ 三四八1一一二

率八六︒八％と好調だった︒

時間稼働率八九・三％︑設備利用

十件が予定されている︒
どで運転を停止したことが響いて

定検申の三態に加え︑四基が中

六％と低調だった︒

率四六︒六％︑購閤稼働率五＝

ことにしたが︑たまたまそのAT れも適切に実施されていることを明とわが瞬の対応﹂および﹁ボス

11134777ア耗58う588bU−5・︸一

7鐸｝…II11べし季灸鵬i圏（91〜）

嵐カノコ内は【川弩の玉響
第1国ノL検中（96−1

一一

閤点検や機露不興禽︑計画停止な

ミ

べた︒

また︑松井隆核融台計画整長は

て﹁大型一躍は自主技術開発で行
転経験輪セミナーに出席するため

国際協力の臨本的な著え方につい

い・これを効率的に行うために国

際協力を行っている﹂と指摘︑I 訪ソするもの︒

禦瓢寵離礁騒働
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ば五〜六経後には建設に入り︑十
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60︑57年据付けへ
炉心︷設計も可秘話に
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閉じ込めなど各種研究開発を原子力特別研究計画︵国のプロジェクト︶として進めているが︑成果は
魑々︒報告会︵十一月十五日︶発表によると︑これまでの研究からすでに炉心設計が可能な麗通しも

が軸となっているが︑それも順調で︑五十七黛渡中には茨城累・向繊工業団地内施設への搬入と据付

得られているという︒五十鎌から始まった第二段階開発計画では臨界プラズマ試験装躍JT160製作
数蕉後には運転に入れるだろう﹂

運転経験に関するセミナー﹂に次

Wが予想されている﹂と指摘︑さ
て講濃した飯島勉大型トカマク開

けにもとりかかるなど核融舎炉実現へ向け大きな一歩を踏み出すことになる︒
と述べた︒

ンター長は門プラズマを閉じ込め

らに田本での開発段階について

素爆発﹂麟故の場合でも︑プルト

﹁JT⁝60の建設状況﹂と題し
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︷本馨効確購鎚勲謙翻鰭⁝

考えてみると︑二十世紀夫まで

東山支店／策京総港区芝5−34−6（新曖町ビル〉（03＞455−5411

ている国はあるのだろうか︒

では︑霊要国の中で︑唯一日葡だ

蓼敷縞鏡器⑪愈ゆゆ騎

翼級支店／大阪市北区芝田1−i−4（阪急ターミナルビル）（G6＞3フ3−6701

たいとする動きが出てきたことは

一方︑独︑仏には︑拡散のリス
けが︑原子力に頼らなければなら

⑭米国アスコ電磁弁を3000品種そろえて皆さまのこースにおこたえしますっ

3方切換霞磁弁

着団しなければならない蟹実だ︒

クを犯しても売りたいという塵業

二十一世紀に入れば︑各国とも

ない国である︒

ネルギーがあり︑民衆の反対もあ
核融台など核エネルギー開発が必

⑳

製造元甲南アスコ株式会社

界の希望がある︒独には︑代替エ
〜六塵前まで︑農縮や再処理まで

デン︑仏︑韓国が日本にやや近い

だが︑いまのところは︑スウェー

っても建てられない︒海外に売ら 要なことは︑火を晃るより明らか

る︒仏も︑国内市場が貧弱で︑あ

国家予算をそんなに便わないで

民間に移そうと考えていた︒

翼体的には︑イランに売ったり

ざるをえない趨勢だ︒

あらゆる規格に

に︑莫大な金がかかることがわか

⑳
⑱

冷却媒体

経済的にできると思っていた開発

剛胆には︑自主開発の力があ

の

剛

追い越せでやってきた臨本は︑い

いままで︑米や独に︑追いつけ

ま瞥※︑独がやめても︑鱈本だけ

政鰐が︑拡散を恐れて︑角をた

でいく勇気が︑日本の指螺蕎や

る︒ただひとり原子力の道を歩ん

高中。低真空用燃焼カス用

状況といえるQ

か・幽界経済の動向で︑事はすす

たりしている︒これは︑幸か不幸

んでいない︒しかし︑原子力は︑
はやる﹂という覚悟が必頭な客観

めて牛を殺したいと思っている来

一あらゆる用途に一

ってきた︒ベトナム戦争や宇宙開 ブラジル︑アルゼンチンと交渉し

て︑また一つ聞題がふえたことに

的問題をはらんでいた※にとっ

いぜんとして産業として魅力があ

発で︑疲弊とはいわないが︑財政

なる︒

では︑産業界は退かない蜜勢だ

超小形2位麗4方切換蹴磁弁

︷回は︑日本アイソトープ会議に出席のため帰国した︑垣花秀

かし︑世界的にみると︑麗実的な
論議の的は①核拡散と不拡散の聞
情勢にある︒

へのかかわり⁝の四点に築約で る傾向の歴史的要因といえよう︒
が︑困っていることは購実だ︒独

ではなぜ︑不幸な毘発の中から
その軍和利用が叫ばれ︑現実とし

米は︑エネルギー開発をやめる

る︒

ことはないだろうが︑カーターに
代表される消極主義をもう一難揺

には︑少なくとも十年はかかると

りもどし︑宮僚機構を揺りもどす

ノ

㎞武国贋勇煙霧局姿から薗際婁量からみた轟曲

原子力産業の歴史
る︒

こういう悪味で︑これ以上︑拡散

これがカーターに代表される︑

させない努力が国際曲に大きな力
は︑せっかく開拓した海外欝蠣か

て発展してきたのだろうか︒

歴史の回転を逆さまにしょうとす

原子力も一 十年たってみると︑

を持ち︑ややもすると平和利用も
ら︑時機を失して︑キャンセルが

題②産業としての原子力③エネル

平和利用がテコのようにもなっ
押しつぶしかねない勢いがある︒

ギーとしての原子力④発展途上国

て︑核の独占が破れた︒来・ソ・

原子力は︑大きな悲麟からの撮

萸の独占だったのが︑仏が持ち︑
の富の割に過大な核武装をしてい
るので︑バランスをとるため︑平
和利用に投資している︒五無十隼

覚悟するなら︑日本はこれから二

一

0610

r⑦金ノノで（0ア62♪33一14｝｝＠三三厚（08486）3

654

⑧一三些屋（052＞58r

躍磨醒磯

発だった︒広島︑長崎は︑忘れて

ご十年以上前の米国︑アイゼン

はならない原子力の起源である︒

ハワー大統領時代︑共和党政権下
ゆ国が持った︒その上驚くべきこ

※國内の現在の大まかな偽勢
たって︑仏経済とのバランスがと

酵一一璽一P騨 轟

⑧カタロクのこ請家はハカキに勤務先往所電話番号役職名氏名、奪令をご記入のっλ責孝4請家券を貼って大阪支店マーケティノク室へこ邊…付くたさい。

国民にあるかどうかにかかってい

で︑原子力の軍和利屠が翼剣に響
とにインドが持ち︑南アフリカ︑

は︑核拡散のリスクと草和利編の

十琿︑孤独の道を歩まなければな

によって初めて︑賑本は一流の工

らない︒この道を歩み切ったこと

向けての指繭国となれる︒

業国︑一流の国象︑二十︸鮭紀に

事実︑今庫初めに開かれたIA

で︑各国の原子力の現状と計画を

EAの最高顯問会であるSAC
構いだが︑米はじめどこにも敗北

で︑贈本のエネルギープランが︑

主義がはびこっていた︒その中

もっとも整盆した︑もっとも現霧

p一一一一脚一

性のあるものだった︒

転換や繁殖︑食甜の傑存︑あるい

日本総代理店

縣

甲南電犠株試会鶴

▲

⑭

きるだろう︒

えられた︒これは︑来の振導国家
イスラエルが持っているだろうと
財政的問題から︑政界︑官界は必
ずしも推進派ではない︒

欝舐

推進派は︑文聡が進化すると難

︑礁．

捌く別の問題だが︑心理的︑政治

は︑欧州では例外的に轟轟だ︒

れるかどうかは疑問だが︑騒騒

地域に根づく国際協力も

自立の宿命負う日本

糠密に考えれば︑軍和利用とは

梢次いでいる︒ただひとつ仏は国

としての着慧もあったが︑と同時
推測される︒

産業としての原子力

に︑巨大な核武装システムを建設

出の勢いの※でも︑過大な核武装

したことにも起困していた︒Bの

の維持運欝は︑財政的に大きな負

らずに平和利用に拡大して健全な

担だった︒原子力を蟹事利嗣に隈

産業の発達をはかる必要があると
いう︑行政酌︑財政的判断があっ

の学蓄と︑始めたからには開発し

エネとしての原子力

じ︑人間の知識をきわめたい一部

ていきたいという慧志の産業界

的には︑アイゼンハワー以来の楽

国際的には王AEAが︑濁際連 観望義の影響と思ってし濠う︒

た︒

米には︑民間に移すことによっ
だ︒

幽一一一卿麟

ていらい︑原子力をとおして︑発

いる水利学など︑原子力技術の応

は土壌の改毒や港湾の整備︑いわ

大流璽4＝た7切換電磁弁

一あらゆる流体に一

奪潟湖﹂と題する講票あ．苓以下その概要を紹︷

聞

力

原
禽の事務筒の下部組織ではなく︑
て︑原子力利用開発が健金に達成

＝卿鴨一一

原点に立ち返って︑エネルギー

されるだろうという楽観主義があ

騨＝一一辱冨

開発決定から二十黛を経て︑懊

国連の並列粗織として︑原子力の

一一一一響町

あってはじめて︑日米︑臼欧の経

ないかと考え︑新しいプログラム

展途上国を援助する有効な方策は

そこで私は︑IA露Aにはいっ すると︑水隼の乳牛・肉牛への

きな発展がある︒

発展途上国には︑国どおし︑あ

用の共通の課題が出てきた︒

う精神や公正な竸争を行おうとす

るいは燗人闘で︑協力しあうとい

発展途上懸を①アジア・太平洋

をつくった︒

②中響町・イスラムアフリカ③中

る姿勢が少なかったが︑徐々に協

らかの形で︑発展途上躍の発展の

原子力も︑該の拡散は困るが何

済戦象が緩和され︑田本のより大

ない︒発展途上国の健全な発展が

の需騨一一﹁盲

として︑本当に原子力を必要とし

一幽幽一噂﹁

健全な山場が拡大することは︑

発展させるかにある︒

維持と︑発展途上國をいかにして

國際運禽の欝的は︑世罪軍和の

発展途上国との係り

自縛一﹁需一

った︒来原子力委員会は︑つい五 重派あるいは︑できれば最小にし

平和利用の国際的推進をはかるた

されていた原子力を・平和利用に

めに設立された︒核武装国に独占

進展させよラこいう勢いが編 わ
れ︑独︒臼︑加・鰻︑あるいは仏
で開発が始められだ︒

平和利粥開発は︑技術的にも︑
政策的︑財政的にも︑蟹饗利用の
となりにあった︒善意と問時に︑

⑤榮ヨーロッパに分け︑まず日本

・南部アフリカ④ラテンアメリカ

調の精神がでてきている︒

ために便わなければならない︒

自分の籔のエネルギーさえ騰た

が中心にあるアジア地域に着手し

でなく広い範囲がある︒この現実

先進国にとっても大切であり・発

されればいいという風潮が残って

た︒

の上にたって︑あるいはそのよう

国家安全保瞳上︑大きなウラン濃

いるようだが︑バランスを考え︑

発展途上の各國の発展に貢鰍す

な貢献の上にたって︑臼本のエネ

心薯である︒

蓄嘱した有効な技術を︑萄効に援

る︑原子力を胴いた技術で︑その

展途上国の発展は︑各国最大の関

発展途上国から顕料を輸入し︑

助することを考えて欲しい︒

地域の数か国に共通する課題を集

縮工腸を運転︑維持していかなけ

政権を握 っ た ケ ネ デ ィ 瞭 代 ︑ 一

それを獺聞して発展国に売るとい

欧米諸国とも定心に援助してい

ロセスが必要だろうと考える︒

流鑑調鍵装麗fサき

脚

3方切換電磁弁急速排気

蒸気手直線形2方切換電磁弁

手動リセノト2方切換題磁弁

曾

FIA

NεMA

ノ

、

／

FM

JIS

ればならなかった米は︑民主党が

見︑コンセンサスをえたように政

う一方買舅とでもいう貿易パター

るが︑発展途上国はまだ不満をも

ることにした︒

て︑コーディネート︑サポートす

め︑それにIAEAが金を出ル
しギー問題を世界に知らしめるプ

原子力も︑エネルギー問題だけ

界︑産業界そろって︑横極的に平

ンは戦後の貧乏から立ち当るため

っている︒物質的ばかりでなく︑

の過渡的手段としてとった経済パ
ターンである︒日本の工業生産物

い︒

有効な援助を考えなければならな
往復萎萎にしていかなければなら

も発展途上国に売って徐々に改め

蒸気
カス
腐食性流体

空気
水
油

防爆用
防滴用
超耐久用
洗濯機用

GSA

りし

二尉斗ラ註…用
聞rl氏急用

集塵機用
膝・中・低圧用

⑧広島（0822）48−32ア5⑧北九州（093＞541−0281⑧長崎（G958）62−5262

熱

和利用を推進した︒

原子力の断面
原子力は︑曝本では純騨にエネ

ルギー問題として響えられる︒し

A黙鰐幽

（4｝
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一壷奮007三一
簿；遡木曜1ヨ鍵…行

昭和5癬12月13EI

購眺料1隼分二二4500円

1鶴100円（瀧料共）
力

日

﹁安全確保は最優先﹂

㎜原産の新隼⁝名刺交換容藷⁝
一月4a︵金︶午後⁝時から

マ温度の上野など︑霊として物理

こそ︑原子力を擢進ずるにあたっ

明は︑麗界が霞颪している盤大な

米原子力産業会議は門大統領南

◇

工学試験︑同後妻に熱出力三十〜

単に熱出力十〜三十万KWの炉心

T−60の成果を踏まえ六十琿捕前

用地︵約四十五万坪︶を購入︑J

はない﹂と︑安全確促に立脚した

帰する︒産業界は︑原子炉安全解

る最終灘任は︑設計轡と運転省に

いるように︑原発の安全性に零す

役謝をも示した︒大統綴が述べて

るための独立の諮闇議員会を設縛
擾懸揮する④すべての原発に︑常

今日︵丁田︶から六か月以内に︑許認可簗務を再開するよう﹂要高した︒薩2面に閲遼配齋
この新しい原子力政策のなかで

一月に蒼工︒※スリーマイルアイ

大飯﹁嬉機は︑昭和四十七琿十

なった︒

用荊検査に愈格︑営業還転調始と

関繭躍力の大飯原子力発電藤二

大飯二号機
が運転入り

と段どりを進めていく予定だ︒

澱に訴えた︒大統領はしかし︑原

強力な原子力推逓政策の支持を国

析センター︑原子力発懸運転訓練

KW︶が五臼年鑑四田畑十分︑便

毎機︵PWR︑出力菅十七万五千

法築を近く議会に提出する②ケメ

ことを淡めたQ

ﾑ勧告を生かし︑近く新しいN 醗力筒浜原子力発鷺所三︑四弩煙

ためヘンドリ⁝現委員暴を更迭︑
ジョン・アハーン委員が婁員長を

醐瀕三︑四母炉増設に関する許

の運転中原子力発鎚所は︑ATR

原研はこれまでJFτi1︑岡 ﹁ふげん﹂を含め二十一塞︑総設

った︒

日本原子力文化振興泥目

陰本原子力学会

毒靖ド

至親母臣

三︶二〇一1一九二七〜八

棄敷︵〇

i〇三︶二一ニー一六〇一〜

東

2︑隅2aなど装置によってプラ備論難千五菖十一万七千KWとな
お知らせ

事務所移転
臼本原峯力工業会識は藁東・
新橋の藁電旧館ビルの建憩えに
伴い︑三雲所を左配に移転︑十
二月二十四日︵月︶から新購携
所で執務することになりますの

〒一〇〇

策応都千代田区大

でお知らせいたします︒

配

▽新住所

粟京︵Ω二︶

安田火災大手町ビル七階

手町一丁羅五番四暦

▽新三儀番弩

B本原子力麗藝餌議

二〇一一二一七一︵代表︶

◇

賦本原子力文化振興財懸およ
び臼本原畢力学会もそれぞれ︑
岡じく安田火災大勝町ビルへ会

は次の通り︒

務所を移転します︒新懸語番弩

存

ズマ閉じ込め隠蟹の延畏︑プラズ

艇な問題をつめてきたが︑こに建

融化反応は起こさないものの︑規

の総仕上げを行うもの︒実際の核

設される﹂り﹃⁝60はそうした研究

港区芝公園の象亀プリンスホテ

物薄策などの点でユニークな特饒

模︑プラズマ閉じ込め購間︑不純

棄京プリンスホテルで
ルプロビデンスホールで無きま

日本原子力麓業食議は︑新巻
傾例の原子力関係轡名刺交換会

をもっており︑六十無の臨界プラ

ての簸優先課題である﹂と強調す

エネルギー閣題について︑詞潜力

田本原子力煙築会議

すのでご築臨いたし幽す︒

るとともに︑﹁イラン政策であき

ある理解を恭し︑かつ︑これらの

ら二階半まで︑昨年と岡じ簾京

を︑来厳は一月四醸年後一蒔か

の過度の依存は避けねばならず原

らかになったように︑海外石独へ

原研は先行き向山工簗腰地の余

ズマ条件達成をめざすQ

政策を発表した︒

要譜する⁝の五項闘からなる新

許認可︑半年内に再開を
カーター大統領は七日︑原子力発耀の安全性を確保するための政策を発表した︒このなかで︑同大
統領は︑さきに発表された大統領特別調査婁員金︵委展鍵J・ケメニi︒ダ⁝トマス大学学畏︑通称

問題を解決する逆としての原発の

全な設計︑運転︑建設のための基

子力は蝦後の選択であるとしなが

研究藤を設立するなど︑その澱任

八十万KWの核融命実験炉建設へ
子力エネルギーの道を閉ざす余総

準づくり②運転員︑監濁巻の訓練

らも門巖少限にとどめる﹂とも述

を痛感している﹂との支持究明を

また︑原子力塵業界へは︑①安

③緊急賭に迅遜かつ正確な覇断が

べており︑原子力政策を全藤的に

ケメ訟i婁農会︶の勧懲をふまえ﹁原子力発電の安金性は︑なによりも優莞する扁として︑メーカー

を求めた︒

行えるよう陶央制郷塞の改丁一

変えたとみるのは時期阜尚であろ

や罐力などの原子力産業界に孚厳しい注文を加えながらも︑﹁来国は︑原子力エネルギーの通を閉ざ

カーター大統領は︑この新原子

すことはできない﹂と力説︑原子力規鱗器質会︵聾RC︶に門できるかぎり犀急に︑すくなくとも︑

同大続領は︑﹁ケメユi委員会の する③来年六月までに︑原発をも

力政鑛を発表するにあたって特別

r

推進する⑤すべての踏舞影局に対

二

駐の連邦検査欝を配題する誹薩を

二玉山多一

つ州の緊急計魑を再検討するよ

勧告の精神と恵園に︑完全に一致

二一 多一

発濾した︒

二玉ニニ〜 二一 ∫玉王
二 多 〜ニニーニニ玉ニニ玉 二 玉

一

う︒

ξ﹂

月置茨城県開発公社から約二十九

づ

簿明を発表︒そのなかで﹁安全性

雪 二f〜
玉二
多二一 二 一 二 玉二

で︑安金委が碧した轡に限定さ

め・運転開始は約半国間の遅れと

系ポンプ墜転翼ひび舗れなどのた
こに︑さしあたりJ？160実験櫟

当日は︑午前九贈品から年越箕

のほか制御棟︑庵顎紐︑冷部榛︑

ランド原発甥故の影響や低圧注入

は十数名︑傍聴人は塩鮭程度が予

した蕎とされている︒愈兇陳述人

なった︒

億五千五否万円で購入︒原研は︑

人による当該原子炉旛設圃衛の腰

第一工学試験棟等を建設︑五十八

整地を懸ぎ来得にも本格魑工︑こ

髄性に係る質問および悪晃の発表

定されており︑これらの指名選出

市町の控展であって安全委が指嶺

③趨麗雀に・よる劇記質問および藤

躍懸からの実験開始をめざす︒建

れている◎また︑旛融入は︑当該

兇に関する毘解の表明11が行わ の方法や︑公開ヒアリング開催の

る安全人身概要の説明②愈冤陳述

全審査欝案等のダブルチェックの

認可串請霞︑安全欝査麹案など関

時畢までの予定で︑①選慶省によ

多玉

し︑ケメニー勧告を履行するよう

二

う︑大統領が趨邦緊愚讐理庁を瞳

来年1月17日に

原発公開ヒアリング

し︑NRCの廃止をのぞく門すべ

する偏と述べ︑関遼政飛機関に対

ての婁員会勧告を膿行ずるよう﹂

また︑原発の安全確保のための

蟹講した︒

際に原子力安全委麟会が開く第二

れる︒

係讃類は︑蕩浜晦役場︑大飯町役

安全委が高浜町で開催

次公開ヒアリングからなる︒今圓

は︑開催期田において福井県筒浜

場︑舞鶴詣役所︑綾部南役駈︑福

施策として︑①NRC委員長の擢

開催が決定した公開ヒアリング

町︑大飯購︑票都備舞鶴南︑綾部

限強化を麟るため︑NRCの改組

は︑後園に弱し︑ダブルチェック

帝にひきつづき三か月以上鶴住す

麓できる︒

井興庁︑科挙技術庁︑無産省で縦

は三瀬七か月潮のちょうどこの日

同機の運転入りにより︑わが閣

RC委員畏を任命する︒新婁員長 贈設に係る公開ヒアリングを︑来

に轟たり︑嶺該原子炉施設円筒の

る蕾で満二十歳以上の﹁当該薦町

簾子力安全婁員会はヤ﹇口︑関西

は現NRC以外から登用するが︑ 薙一月十七田︑福井聡大飯郡高浜

安金注について地元住民の疑問︑

の住民偏︑まだは当該市町の住毘

中で軍内知饗は門当地が核融愈研

だった︒町民は双手をあげ核融＆

設総額は約二千億円︒

それまでは︑NRCの嗣新を図る町の町立中央センターで開催する

意兇を聴取して︑滲酌するための

の委任を受けた緬二十歳以上の憲

施行細則は近く発表される︒

公開ヒアリングは︑原子力行政

もの︒安目委として発星以来︑初

が原子力を︑より安全なものとす

の試み︒

開催属領によると︑慧晃陳述人

もので︑鷹調審決定心に遡慶応が

代得する︒また︑NRCと産業界懇談会の提講に魏ついて行われる

開く第一次公開ヒアリングと︑安

＝一冊＝＝鱒＝一＝＝二鼎齢

究のメッカとなるよう期待︑それ

研究施設建設を歓迎しており︑今

盆が誘致を満場一致で議決したの
力を露ねていきたい﹂と決意を表

にふさわしい環境づくりで努力し

次那珂町長がそれぞれ祝辞︒この

明した︒

たい﹂と述べ︑笹鵬町長も﹁町議

のことを肝に銘じ・たゆみない努

この後︑畏田裕瓢科学胴囲庁長

に脚念できるようお蓼伝いもした

く実験開始となるよう期待︑研究

い﹂と︑支援と協力を約束した︒

つづいて祝電披露があった後・核
融合研究の華分けでもある伏蜀康

膏頭で乾杯︑前途を祝った︒

治原子力婁蝿会核融含余響議員の

核融禽研究施設サイトは原研梁
海研究所から西北薦約五計耕に位
議する約十四万六千坪で︑この十

ζ羊

串樽酌研割目水

已・として一

一応濫、i測機器を中

厩

﹄峰

諜

E窯

⁝脚

欄撒

好評ウイークエンドブックス

﹁

臓

B6／800円マ㎜円

R涌鐸舐﹄趨﹂椴弐■砥引

目刊工業新聞社出版局

れか強まっている︒・不間では︑第三逡界諸団
の核拡散の現状を紹介するとともに︑核聞発
競争の意図と狙いをも探ってみた︒

開発が大きな問題として浮かびレがってきた︒
イントとパキスタンが︑イスラエルとアラブ
穀田か⁝・︑核兵器開発競争を繰り広げる︒
こんな危険な！ナリオか現実のものとなる恐

米ソ殉核大国か原水爆開発にしのきをけず
った時代はすぎさり︑今や第三蹴界諸田の核
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新しい薮工工渠科場の展望と開発体制

睡連職
薪時代の応用放射線化学講座（簸終陶〉
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隆
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昭
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撮
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21世紀

核融合研究施設︑起工

窟︑竹内藤男茨城累知纂︑笹鵬栄
の画期的な成果をあげてきたが︑

共栄の中に町︑緊そして環本の発

B本原子力研究所核融念研究施

五十年に国家プロジェクトに指定

臼の憩工をともに謡びたい︒共存

設の理工式が︑六日︑茨城藥那珂

されてからも研究は魑実に進展︑

ー供給に不補欠なものだが︑核融

展があり︑その点からも一驚も撒

郡那珂町・向山工業圏地内の同研

愈は匿大科学の中でも来踏かつ困

っている︒二十一世紹のエネルギ

今や嵐界のトップに並ぶまでとな

には関係書中三百人制出席︒午前

難なもので︑研究開発は長期演通

晒天に患まれたこの日︑趨工武

究施設サイトで行われた︒

る神禦がとり行われ安全祈願︒ひ

十一時半すぎから齢神社神宙によ

マ試験装躍﹃﹂①⁝60﹄など一連

だ︒ここに建設される臨界プラズ

の旛設はそうした遠大な核融舎研

しのもとでの驚倒な謝画が必硬

は︑施設立地に対する地発の理解

究開発の出発点となるもので︑こ

きつづき別会場で祝賀会が開かれ

と協力に感謝するとともに︑﹁わ

た︒あいさつで村田藷原研理購擬

が国の核融命研究はこれまで数々

原：研理；購畏

鯉工式一箪を刈る
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原

る全ての発電建設計画を進めだと

ンナルト・サンドグレン︶はこの

の影響を検討する委員会︵議長レ

少がさらに続くという欄遣変化が

している北部と内陸地方で人口減

い︒ただ地域的には人口が過疎化

ら脱会した三人の委員は︑国罠投

対運動のため一か月前に委員会か

濠ると七重億㌶︵約三兆八千億円︶

と主張︶までに閉鎖することが決

に運転中六基も停止にもっていく

で現在の奪間八落八十三KWHか って原子力発躍所を閉鎖すれば費

〇庫には原子力発券所含計十二基

〇年まで老朽化して閉鎖する費馬

ら千二百五十懸KWHに繕大する用は一蓋五十億銘ですみ︑二〇一

基の原発が運転入りすれば一九九

とあまり変わらないとしている︒

偏向した内容として激しく批覇し
璽は八颪八十億KWHo建設中六

票で原子力支持を得るため行った

委員禽の結論に対し︑原子力反

ステムの建設を必要とする︒

ほど︑来春三月二十三日の国民投
起こる︒

から七颪五十解ク福︵約四兆一千億

ことが予翻されている︒委員会は

スウェーデンの今年の電力供給

票で運転中の原子力発電所六基を

円︶︑麟民一人当たり二十隼間に

放棄の結渠︑①終編に石炭火力発

一九九〇隼︵中央党は今後十年間

わたって毎月五十から酉籟︵約五

反対派の試算では十年間にわた

ている︒

千五百円︶の費用がかかることを

子力反対Q共産党も反対だが︑国

電所に切り替えて千五十億KWH 政府を霊製している中央党は原

とと思う︒TMI事故以来・安全う︒すべての職員とスタソフの支

嘗補補佐︑ホワイトハウスエネル

学簿十腎取得︒七二庫国防総雀次

六六年プリンストン大学から物理

RC委員就任︒今年十二月七日︑

懇藪

還績

・匁㌧

獣

な

澱

蝋管

難

／

撫軽量置合書影灘冴

ノも

︐曳嚢

ら

曝灘墾

〜い

講難

一一一 dxtensometerの資料言青求は一F記へ

しても︑八○壁代中ごろの電力供

と述べている︒

給に支障を来たすことになろう﹂

建設七型が発給される量込みだ
った原子力発電駈は︑アレン・ク

リーク︵BWR︑酉二十万KW︶︑

明らかにした︒

民によるエネルギー生薩と投資の
KWH⁝1を供給する二つの仮定

②厳しい節約で抑えて九翼五十億

アハーン委鼠略歴

持と献身に感謝する︒委員長の職

一九三四琿七月十四日璽まれ︒

規準改良のため力を合わせ働いて

っている︒やるべきことはまだ多 長職をエンジョイすることができ

新協定が調印されたわけだが︑返

万二千KW︑BWR︶︑ボル亨

く原子力安全性審議会が発足する

半になる︒

遷が行われるのは︸九九〇鎌代後

鞭

鱒・

＼

25mm〜250mm（2280mm）

詔旨ボルト長：さ

し
大統領の凍結解除要請に期待
今春のスリーマイルアイランド︵TMI︶原子力発電所薯故に端を発した原子力規制委員会︵NR
C︶の原子力発電所許認斜路縮方針により︑一九六八年以来初めて一件も新規運転入りが認められな

原子力が放棄された場台の影響
は︑とくにアルミニウム︑鉄鋼︑

て保守党︑自由党と労糧の隻持を

管理を要求している︒これに解し

している︒

受けている社民党は原子力を支持

コスト試算は①の仮説で行った

で検討した︒

もの︒スウェーデンは石炭をもた

重工業で大きい︒しかし療子力を

機械︑パルプなどエネルギー集約

放棄してもしなくても建設︒機械

入が必要となり︑新鱈湾や輸送シ

ないので石炭火力のため大鷺の輸

W︶︑ペブル︒スプリング一︑二

るので︑冷用に対する影響は少な

業界で新規灘用十万人を必要とす

︵各BWR︑百二士秀六千K

ブラック・フォックス一︑二号

ム︵PWR︑齎二十二万KW︶︑

パーキンス一︑二・三讐︵各PW
い年になろうとしている︒米原子力産業会議︵AIF︶の免顯しでは︑TMI事故がなければ六か月
R︑醤三士ハ万KW︶・ピルグリ

以内に一基七百三十万KWの原子力発露所が新規に運転入りすることになるはずで︑AIFでは﹁こ
の分を高価な代哲エネルギーで賄うとすれば八手八葛万賭から一億二首万がに達する縣とみているQ

カ：聾唖大統領の許認可凍結六か月以内解除要撃もでたが︑NRCが早急に許熱量に対照できるか︑
注閉されている︒

ンの原子力発電所を放棄した場合

だ︒私はアハーン委員長を全面的

ていきたいと思っている︒

弩︵各PWR︑百三十六万八千K ︻パリ松本駐在鼠︼スウェーデ

た︑委員長の役鰯強化や委農罠と

力発電所に関し門今後十二か月以

に関しウォルスキi呂衆長は﹁運

援影響のある七基は︑TMI事故内では九墓﹂としている︒この点

を受けるためすでに八懲ばの準備

に支持するが︑他のNRC委員や 私は二十八か月の間︑委員挺と

これら九墓に関しては建設許可

後追加された安全基攣はすべて滴
転許認醇凍結と同じで不可解﹂と

委員の義務を明確にしていくとい

W︶︒

できないとなると︑代替の発電方

力発爾所が六か月以内に運転入り

たしている︒どの点からみても︑
金が便われている︒

ていく艶事なステップである︒私

きた︒嶺故後︑NRCがとってき務は難しいうえ︑原子力規制が難
よう努めてきた︒

自身︑この点について明確にする

して務めてきたことを名蟹に思

と確儘している︒

式は石炭か石田に絞られる︒しか

NRCがすでに運転認可しているし﹁九墓の凍結は米国が建設でき

﹁ア新⁝委員長に期待﹂
更迭で声明

ヘンドリー婁鼠畏

う計画はNRCをより効果的にし職員︑スタッフも全員支持するこ

し︑いずれも原子力よりコスト

七八の原子力発電駈は︑セイレ

のち︑エネルギー省資源利用次窟

ギー政策・計画局スタッフを経た

ム一苺︵PWR︑酉や五万八千K

に参画でき︑貴璽な経験を得るこ

しい晴期でもあったが︑公溢事業

ば引田二十万玲の追加が必要﹂と

本質的に応えてきており︑ケース

遅穂を示した︒

ケ設題ー委員会はNRCが外部た懲置はケメニー委員余の勧告に

カーター大統領のケメニ⁝報無

に対しり！ダーシップをとってい

十八万三千KW︶︑ノース・アナ

W︶︑セコイヤ毒︵PWR︑百

によっては勧告を越えたものにな

している︒これはイランの米国向

勧告を稜極的にとり入れている︒

けるよう嚢溶した︒大統領はこの

補代理︒七八隼七月三十一B︑N

を踏まえた原子力開発に関する発
ニ弩︵PWR︑九十四万二千K

とができた︒その悪味からも委農

制のため︑強力なりーダーシップ
W︶︑ディアブロキャニオン一所 表を受け︑ヘンドリiNRC︵原

大統領が商業用原子力発霞所規

二︒

を受ける︒

放射性廃港物をオランダにもどす

大統領から翼RC委顔長就任要請

機の土木建設工薯は完了し︑一号

ことが定められている︒

た︒今後もこの璽要な什事に︑一

万ゾから二億五千万踏1iに拡大 卜した︒しかしエストレマドーラ

成している︒

機の電気機械施設は九五％まで完

委員として参画し︑最蕎をつくし

州では農業用水が影響するとの反

ですべての業務は遂行されるもの

対が強く地域審議会で紛糾︒この

︒五％伸びており︑ことに家庭商 レ︵四＋五万KW︑PW紀︶覇原

バスク地方の電力需要は毎年七

ルとラ・アーグに送られ︑再処琿

発の便用済み極料はウィンズケー

アハーン委員を嶺繭NRC委員畏くあるが︑アハーン委員長のもと

炭の増産は英国と西独でしか期待

するとみられている︒しかし域内

ため政府は認可を二週聞後に撤回

業用の低圧電力は今隼一⁝八月は

に選出したのはすばらしいこと

できない︒輸入は米国のように国

した︒反対は地域審議会の多数を

昨黛圖期比一五％拡大した︒この

卜書

内炭温存のため輸出を抑える国が

にもあったが︑論難螢成が多数を

占める罠主巾央連△口の議員のなか

したあと︑放射性廃管物は英仏に

ている︒

ている︒批准を否決することにな

いので貯蔵量の建設に難億を示し

ならない︒しかし議会は国土が狭

になると貯尼寺を建設しなければ

をもっておらず︑返鱈されること

オランダは放射性廃棄物貯蔵所

ので多少は衰えることが凝望され

新再処理協定批
准を議会に提出
オランダ政府

のうち一号機は一九八一年︑一再

た︒新協定では英仏が搏処理後の

との新再処理協定の批准を求め

勢ン

でてくるから拡大は烈難︒また石

勢いだとレモニス原発を業転しな

助金を遍加支出する予竃︒

レモニス原発

Nには運転
︻パリ松本駐在鼠目スペインの

スペイン蹴力不足に対応
エストレマドーラ地域審議会はこ

ど︑激しいバスク地方の反対運動

イベールドエロ才力会社はこのほ

オランダのドーデワールド︵五

炭の露要繕によって価格は大照櫨

占めた︒

上りすることも必至の惰勢になっ
ている︒

原子力の建設
を僅差で承認
スペインの地域審議会

レーロス原子力発電所一︑二弩

︻パり松本駐在鼠︼オランダ政

機はその一年半後に運転開始の予

二基︵各九去KW︑PWR府︶
はこのほど︑議会に︑英國のB ると将来両原発の還転は中止しな
NFL︑フランスのCOGけE
れば
MなA
らないことになる︒
バルデカバレ⁝ロス原発建設に

定であることを明らかにした︒両

饒少差で承認した︒

︵各BWR︑百万KW︶の建設
はを
あるが︑レモニス原子力発電駈

のほどバダボス近郊のバルテカバ

︻パリ松本駐在鼠目スペインの

政府は地域に琿間二百万がの補

いる︒英仏はその返還を希望し︑

のある︑独立した規制委員金を残

共同体︶エネルギー委員会のレオ

それぞれ醇蔵されたままになって

したことは賢明な決定だった︒ま

R︑百十二万ご千KW︶︑ジマーギー供紬として原子力発霜所の重

ナード・ウィリアム総局長はこの

いと一九八一一八二無には厳しい

子マ
力規制委員蜜︶委員長は七賑︑
︵PWR︑蔚＋万九千KW︶︑

この点 に 関 し ウ ォ ル ス キ ー A Σ

要︒
性を指摘するとともに︑原子力
一読︵BWR︑八＋四万KW︶

外駿

故以降︑反対運動はさらに激しく

ほど﹁域内の原子力発電所は〜九

にも解除されそうな見通しになっ

原子力発篭所一型は平均年聞二

鱈力再建が生ずる︒反対運動も近

クガイヤー一号︵PWR︑酉二十概略次のような灘明を欝欝した︒

怩jW︶︑ラサール一轍︵BW カーター大統領は国内のエネル

F理褻長は﹁中粟の不安定な石梱

A玉Fの調査はさらに︑建設許 発電所を安全に有効にしていくた

藩臣

めNRCと原子力産業界に明確な

EC域内石炭
N︑原発卿墾にとどまる

大幅に必要

た︒あとはNRCの辞可を二つば

しかし︑大統願選候補であり︑

かり︒

原子力反対派のリーダーとしても

も光っている︒

艦名度の高いブラウン州知嘱の閉

なが
ってきており︑ブラウン州知薯
︵各PWR︑酉十万九千KW︶

九〇年に醤三十基が芝蘭されてい

君C︵欧州川

も︑ディアブロキャニオンを運転

︻パリ松本駐在鼠

させるかどうかで公聴会を開くと

カリフォルユア州ではTM王事

運転許可待ちになっている︒

すでに完成︑原子力規制委員会の

るが︑実際には霞棊程度になり︑
建設がはじまった六八奪︸．﹂うか

分とり入れてきた︒今年二月耐震

てきたが︑ブラウン州知薯の方は

必要がある﹂と述べだ︒

NRCの許認司発給凍結は来春石礎生産と輸入を大蟷に拡大する

の考えを変えていない︒

ャニオン康子力発醒駈一︑一一号機

も憩う広大な敷地にディアブロキ

約七十万蝉︑鹿など野性の動物

ディアブ期キャニオン

厳しい試練

運転入りまで

可礫結によって影響を受ける原子

一

にたより︑璽要な国内エネルギー

約十万ゆの消費になるもよう︒

中六社からの解答によると︑一二

箋際にはA王Fへの七筆力会 社

ら輸入していだ石臼の約三分の

け石癌輸出禁止措置前のイランか

力発電所をすべて石油で代慨すれ

AIFの置土では門七墓の原子 いる︒

原子力発題所と同じ﹂と強調して

いる﹂と述べ﹇許口唱の凍結で直

スウェーデン政府・委員会が公表

高︒

建設がほぼ完成した七基の原子

「毎月一入数千円の負担」

の建設とともに十八か月遅れで認

錘騨灘・・︐

欝

懇︑

03−404−4894（営業L肖」重）

IEほ舌

原子力発電所を放棄したら

関して政府は八月にトリリョ原発

懲繍簸疹勘灘

蝿

ら地霞調査を行い︑耐震設備も十

面で﹁問題ない﹂との黙認がでた

百万踏の石炭節約になる︒石縮不

は①輸入が一九七八鉱の水壁の四

渡の糖果︑二〇〇Q年の石緩購要

ますます原子力反対を前面に押し

NRCの揺螺もあり︑τMI出
のしてきており︑今後六か月以内

矢先にTM雲譲故︒

倍一轍五千万ナ②生慶が二軸一千

ニュークリア・エンバイ落書ンツ株式会社

チノバ

ぐ

1

に運転入りが期待されている面影
申もっとも注閉されている︒
ECCS関係の手隙しも︑終わっ

教訓をとり入れ運転体制を強化︑

に広まりつつあります。

03−470−6741（イ七）

㊦150東京都渋谷発熱71揃3−29−1奈良ヒル

最大6個
10kg

接続探芸子数
重
量

による超音波軸力測定方式の採用か原子力業界で急速

鼎

身㌧

源がつまついているとはばかげて

オン原子力発臥所

ディアブqキャニ

METERか硬用されております。誤差の大きい従来のト
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ルク管理方式に代り、精度の高いEXTENSOMETER
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響幽。

く癬

＼

734εXTENSOMETER主要仕様

PDX

米国ではすでに航空機やロケノトはもちろん原発プラ
ントの重要配管、機器締付ホルトやRPV据付ホルト等の
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聞
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業

原子力開発に最重点
七千入百万KWめざす

N度

通産省の電気瑠業審議譲野駆部会︵部会長・大堀弘共岡石油社長︶は七B︑七十年度までの二期筋
力購給兇通しをとりまとめた︒総発囎電力騒の石抽依存度を現在の五七％から七十鎌慶には一〇％に
まで下げることを鍛大命題とし︑このため七＋無までに七千八百万XWの原子力を開発するというの
が今回報欝の慕本戦略︒職階はこうした厨標について門その達成には多くの困難が見込まれる﹂こと

今回の報 告 は 同 部 会 が 五 十 二 奪

麗︑六十五〜七十蕉度は三︒七％

度︑六十〜六十五銀鹿四︒六％程

率は五十〜六十隼麗は五・四％程

千九菖五十万KWを石藺で賄うの

懸郵書万KWのうち五千百〜五

地が掲戯されており︑今園の

舶︑鑑年月貝︑最終出身校︑

一万磁にのぼる個人を抽出︒

索引の新機軸によって︑組織

に対し原子力が五千百〜箪二目塁

塞KWでぼぽ岡レベル︒七十年度

個人犠を容甥にさがしだすこ

できる︒

熱利罵システムを速やかに定

次ぐ製故・故陳および労働者

訓︑学術シンポジウム︑最近

イランド︵TM王︶原発事故

吹畷安盒委員長は︑﹁学術会

るべきだ﹂とただしたのに対

はシンポジウムの開催を兇禽

し︑灘画の異体化を速やかに

開が金鶏なされていない﹄︑

局長は︑﹁シンポでは﹃資料

弁ブルドン管や余難除張ポン

八十ナの寒冒材漏洩購故など

転璽のひび泊れ︑高浜一〜号機

求︑これに対し︑吹田安置委

通した贔質保証︵QA︶を猛

は︑﹁安全委は︑一箱の事故

している◎これには︑蹴力民

だが︑さらに通藤雀に対して

まずQA体舗を強めることが

と述べた︒

本対策を講じるよう求めてい

方︑兜玉勝離資源エネルギー

一町付けで︑通産憲にQA対

窟窟騰審議蜜は︑﹁関西電力

実施状況について近く立入り

報告されている︒遡産省は︑

する偏と述べ︑また︑﹁来τ

て特別藍残した菰野︑不都倉

事故に関連して︑運転管理に

所は改蕎された︒醸近のトラ

からみて︑僚修員の教欝訓練

に︑児玉讐議窟は︑今回の

要である﹂と指嫡した︒

二弩機箏故を契機に﹁第三蕎

蕉機関の助けを借りねばなら

と考えている﹂と述べ︑﹁現

定事項蟹を発薩し中だが︑新

検査にも蹟を購けだい﹂と今

︑これまで電力金社に任せて

方針を明らかにした︒また︑

ットラインを設けたい﹂など

べた︒

子炉関係各種機器、装置
燃料施設の諸装置
燃料取扱、交換、輸送装置
射性廃棄物処理及固化装置

けでなく︑燗雪裏からでも麿

コンピューターを悟入︑さら

円︵別に送料三百円︶︒

5判・五齎五十台・定量二千

い頂目については︑原子炉安

の原子炉熱利用を強力に推進

せる鑓地から罪電力分野にお

間題などについて藥中審議︑

を実施あるいは区画してい

ことが肝要である︒

愈兇があり︑公開の解釈がか

力関係営業種目

20日に刊行
署しやすい人名録とするな

読の申込みおよび問博せは︑

編簗方針の抜本的な改藁を断
たことが大きな特微︒

門霧査会や関係の蓉門部会

って検 討 ︑ ζ り ま と の た も

必要があると強調︑貝五葬に

群体的な推進計薩に魑季する

在来型炉の熱利用について皐

かに窯穀させるためには︑地

このような諾外国では︑由来

斑温ガス実験炉の詳線設計な

卿《構ミ

靴

蔽

．

野ら雌戯噛隷︐

．絹目

黙

一 欝 藤癖

窺

−耀舜

羊

熟．ぜ

篭﹀雰・

羅7

薫贈

響講

装置の計画、設計、製作、据付）

には石佃四千三哲〜五千四召五十

千八首万KWとなり原子力が石油 本原子力塵業会議は二十臼︑

べた後︑﹁このために石癌代薔エ 万KWに対し原子力七千四酉〜七
ネルギーを大乱に麟讃していくこ
を上回る計纈となっている︒

子力入曽録80﹂を刷行ずる︒

とができる分野は電力が中心とな

前︑わが国初の原子力関係の

ついて﹁多くの困難が予想され 録として刊行し好評を博した

報告はこうした計函の実現性に

た要謂に癒えるため﹁総自記電力

らざるを響ない﹂と鱈摘︑こうし

一−一一一七一︒

・業務課まで︑電話︵〇三︶

討していきたい﹂と述べた︒

ルシステムについて尊門郡会

など︑関連機関約六蕩のなか

陽の薄策を働告︒この中に

子力企業︑政腐機関︑各種審

すでに塞施中のものもある︒

今田の八○年度版では︑刊行

ことながら︑安全︑立地︑核

速化と完壁な人名索引を期す

るい未来は開かれてこない﹂と強

サイクル栄転などでは圓に期

る﹂としながらも︑﹁平石藺化の

調︑この計麟の実環へ画け土民が

蟹申の石癌による割△口を六十︑六

％︑二〇％︑一〇％に低減させ

金力を傾注していくことの必要性

十五︑七十年腰でそれぞれ四Q 道を夢かないかぎり︑わが国に明

る︒

れるところも締めて大きい﹂

畏体的実画策を検討中︒繕果

・一五に比べかなり低下する︒

ては﹁わが国は写声六十年輸入石

最近の燭際情勢はイランの政

われている通り︑原子力婁員

すでに開発利用長期謬画でも

囲の広い高温領域︵擾氏一〇

房︑海水淡水化等低漏領域に

畑政一郎衆院議員は︑主蒸気

る﹂との國標を明らかにしてい

を訴えている︒

摘︑こうした点を踏まえて国

次第︑逐次実行に移したい﹂

それによると︑六十舘度盛の総

電源設備藩七千九菅万KWのう このうち芸体酌な原子力開発の

慰適場な掛簾を講じて一瞬稜

弁︒

を認めながらも﹁決して不馴能ではない﹂と強調︑このため﹁罠間の最大隈の努力と協力とともに政

八月に行 っ た 前 園 蜀 通 し 以 後 の 新

﹁単術会議内

定Qこれに も と づ い て 門 さ ら に 最 本 原 子 力 産 業 会 議 ︵ 有 沢 広 巳

相次ぐ原癌価格の引上げ等︑

総会でシンポジウム共催を決

P E C の 漂 油 価 格 引 上 げ ︑ 輸 ％を占める葬鰭力分野におけ

度︶をめざした多圏的葛温か

の別際協力が無極的に行われ

来駕露月五日から瓢葭閣︑東

食い避っていた﹂と前鶴き

れに関眠して︑吹田安金委綴

発表した︒

壁脇区の学霧雲大学で実施す

に隠接製鉄技術に関する大型

力分野における在来型炉の熱

蓄横︑整理︑公開といっだト

︑﹁埼玉・故隠データの収

る︒

三月に原子

任者試験

について︑皐急に異体的な推

X

奇
支
京
東

O

し

府の配点的かつ謝颪的な政策の遂行がなされなければならない﹂と指摘している︒06面に関頭配灘
今後の課題については﹁立地対策

じた体制の亮実強化を図るよ

な役劇を渠たすとともにこれ

ポジウムについて︑吉田正雄

一月二十六日に開かれた学術

公開か﹂と質問したのに対
﹁公開のシンポジウム

牧村傷之科学技術庁原子力安
長は︑

男衆院議員が︑

えている﹂と答弁︒まだ︑石

︶は七戸︑﹁わが国における

代替エネルギー︑とりわけ原

の考えをただした︒

おり︑安金掘はこれに対して

行政懇提富にもとづき︑聯門
純学問的に討論し禽うもの︒

委と学術会識が︑それぞれ主

子炉熱利照の強力な推進が必

料は梱嶺のものが公開されて

される︒とくに︑エネルギー

︑嶺面する聞題としては︑以

の舗隈等︑世界の石演購給が

故塁のデータはすべて公表す

︑原子炉継利矯推進の必剛性

画に雷手すること︒

﹁通興国から報簿のあった箏

いては原子力研究開発利用長

ジェクトの第二期上級に対し

方︑諸外国における原子炉熱

醸にも述べられているが︑わ

科学技術庁告示

は︑騨本原子力研究筋の多国

︑肇国︑ソ連︑フランスおよ

開発も署しく進展しており︑

上のような諸偶勢にかんが

﹁来難度予算で︑国と県の間

分な畢算筆翻を講じ︑計爾の

の通報連絡休制を十分に行う

鑓難業である製鉄業︑化学工

わが圏にとって原子炉熟利用

が︑安全委発足以来の鉄則︒

炉叢任技術蓄試験の籔認試験

学技術庁は十臼︑第二十三回

が︑それを整理・分析して利

の分野において︑エネルギー

的観点から真黒な課題であり

を図り︑軍期に爾系の接続を

されている﹂と述べた︒

がって︑ほとんどのデータは

瑠項を推進することが弊要で

た索京サミットでは︑論議の

源をできるだけ原子炉からの

の研究開発に澗手してからす

発は今や喫緊の誤差であり︑

速やかに定魑させる見地から

こと︒②原子炉熱利嗣システ

原子炉髄利潮を抵進ずる方向

がほとんどエネルギー問題に

ネルギ⁝に転換していくこと

十庫を経過し︑今田までの自

利用を遜譲に爽現し︑実繊を

される︒

の撚進にあたっては次の点が

ネルギー供給の安定確保に備

していく中で︑今隼六月に開

の利用開

し︑代茜エネルギーの開発促

要である︒

発研究の積み璽ねにより蟹璽

る︒

に積み璽ねていくことが必要

きるシステムがない﹄の二種

とりわけ原子力の難点的開発

た経済性の毘地からも︑今後

果があげられている︒しかし

︒①來庫痩から開始予定の多

を鮮明に打ち出した︒

癌価格の篇三等を考慮すれば

ら︑原子炉熱利用の開発につ

り︑先進国間においてこの分

油代薔エネルギーとしての原

炉熱利用の必要性が一段と強

強

の速やかな開発︑鎌入は︑エ

ことが予想される︒
炉勲利用の対象としては︑

温ガス実験炉の騨細設計が来

る在来型炉の勲利屠の推進も

ギー資源が皆無に等しく︑一

存しているわが国にとって︑

からようやく開始される計画

・ガス化︑水素製蓮等高温領

ガスによる露接製鉄︑石炭の

る不町欠の課題である︒

X

4−8059
3−6862
2−2334

：X

L
L

ち石簡火力は六千酉四十〜六千四

これに対し電力換給計繭につい 百辛万KW︒このほか原子力二 の拡充︑強化を漁るとともに照照

めていかなければならないと

となっている︒

制については﹁毘閤企渠の努力も

必要がある﹂と述べ︑その抵進体

している︒

り︑昭和七十駕でもこれを上回る
これが六十五年度には総設備二

実験炉の詳細設計ならびに霞

議員が︑﹁学術シンポは公開

天酉〜一孝万KW︑石炭享万 料サイクル︑断金対策の充実など
KW︑LNG三千二三重KWにな
つど
いて君命酷な対策を確立する

性燈はそれぞれ○・九五︑○・九
石簡を輸入することは園難﹂と述

に増大させる計画だ︒

鉄技術に関する大型プロジェ

院と参議院の科学技術振興

力の集申
行われる

うした構勢も踏まえながら︑

の第二期警鐘に対し十分な予

特別婆農会は︑それぞれ五日

一一一一冊＝一＝＝脚＝幽＝＝＝＝欝＝髄＝＝＝鷲＝＝一一＝＝﹇二一二瓢＝＝＝齢露篇扁＝＝一寓一＝一輔冒＝凹＝闇轍＝＝二一膚二＝＝＝鞘＝＝コ幽一＝コ榊＝＝＝＝＝＝＝窯コ＝一＝鱒榊＝＝＝卿＝冊＝幽補＝＝＝噌一＝＝＝一＝

は︑わが醐のエネルギー購構

写を講じ︑謝画を加遡︑累期

戸に開催し︑※濁スリーマイ

大隈の省エ ネ ル ギ ー が 推 進 さ れ る

炉黙利用開発の促進﹂につい

が緊要であるとし︑これら諸

⊥M王襲鹸に関連し︑席上︑吹

衆・毒の科技特で

業構造を弩えた場禽︑原子力

系を擾続すること︑および原

とすると総 禰 要 電 力 鷹 は 六 十 鋸 度

関係雀庁との緊密な志操のも

今後の施簾に反映するよう求

力委などに要望

利用開発促進を

二︑○・九二と︑過表十幽間の一

程度︒また︑これによるGNP弾椿堂酉三十万㊧／欝を設定してお

しい情勢を ふ ま え て 向 こ う 十 五 奪
間のわが国の鴬力霜給を見晦した
もの︒

それによ る と ︑ 報 告 は ︑ ま ず 今
後の電力講璽を予想する上で塁礎

となる経済 成 長 率 に つ い て 昭 和 五
十庫度から六十庫度まで六％弱︑

六十琿度か ら 六 十 五 隼 度 ま で 五 ％
程獲︑六十 五 無 度 か ら 七 十 年 匿 ま

開発に翻え︑今後は非電力分

七千二蒼五十八鱒KWR︑六十五 子力委員会および科学技術
発贈開発の必論纂が隅まって

総合推進政策を確立し速やか

雄原子力安全委員長は﹁安全

で照％程度で推移するものと仮

年麗九千八十三億KWR︑七十黛通産省︑大蔵雀など闘係省庁
が︑これにも対応︑わが国で

いる︒

兇が分かれており︑安全委と

はシンポジウムの開催につい

度一兆八簾九十二億KWHと冤込幽した︒国別稿に内容

薩の異体化を図る②嶺颪は︑

における開発の︸暦の促進を

かく愚えない︒シンポジウム

は原産の原子炉多目的利用

度から開始予定の葭囲的高温

まれる漏としている︒

でに所要霊力の一一〜％を原子

欧諸国等の国々では︑高温ガ

この場會の総購頭蹴力嵐の増加

るなど︑緊急の度を加える必

をもつて開いた扁と遇えたQ

の利用に加えて︑地域暖房︑

術シンポで話題になった・い

在︑わが国の原子力発醗は︑

体的なものとする必要があり

タの公開問題について︑牧村

る原子力発電所の薄暑櫃報・

近の国際情勢は︑エネルギー

力婁綴会は︑関係省庁との緊

観点からこれをさらに強力か

遡携のもとに総合推進政策を

による石炭の液化・ガス霜覆

軽水炉簿による地城暖房︑海

に対し︑その開発テンポは必

水化︑化学工場への蒸気供給

淡水化等低温領域での利用が

加速器発が要請される︒

に電力分野の約＝蒐を供給

た︑原子炉羅利絹システムを

源の原子力への傾斜一原子力

ては︑製鉄をはじめとする利

が国の原子炉勲︑利用の開発に

も十分とはいえず︑今後は格

誹調であるが︑これに繍えて

られる︒

も︑一次エネルギー消費の約

将来この鶴命をさらに増大さ

ます楢大している︒

︑原子炉熱利用1の必要性を

なわち︑イランの政変︑梱次

系の研究開発を行っているほ

？MI事故調査特別委が薫十

電で供給︑将来はこの劃台を

鼾禔

会︵円城聡次郎座長︶が中心

繿￨

ネルギー源の大半を輸入石癌

廓

力

原

冊嚇

6）488−250
6）345−626
3）541−2i9

県尼崎市杭難字上島iの

諸精

響！

は、木村化工機のすぐれた入材、高度な技術、
性の開発努力によるものと確信しています。そ
この実績はあらゆる原子カプラントに御利用戴
います。
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に今後の国民経済の命運を左

核

化工機

一一

に躍進する

力機器への実績は高く評価されています。
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﹁みのり多い訪日だった︒なによりも︑日本の友人からの心あたたまる友情に擾することが
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軸研究所長︶は︑みちたりた表情で︑一様にみなこうこたえた︒一行は︑康産の主催する第十四
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できたのは︑ことばに尽くせぬほどの力でわたくしたちの心をゆさぶった︒すべての日程を終
燃えたいま︑わたくしたちは︑感謝の念でいっぱいだ﹂一︒離臼を翌日にひかえた中華人民共
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燃料 試 験 施 設 が 完 成
敦賀のBWR燃料初搬入
日本原子力研究断が昭和四十九年度来︑総工費約醤億円をかけ︑茨城興東海村の東海研究朗内で建
設を遜めていた﹁燃料試鹸施設偏が︑このほど完成した︒岡施設は原乎力発電で実際に使った実需燃
料の照射後試験を司能とする画期的な設備︒十一日には艮本原子力発電敦鰻一図所に装荷されていだ

証撫
諮纏

いった精密機器まで三颪点余を装
備︒

燃料試験施設に搬入された最初

霧兜

た︒この縫桑これまでの禽格者総

得られず県のあっせんで交渉が続

愈懸盤のうち畿総長暫は六十歳

たことから︑このほどの妥結とな

円とすることで双方が合顧に達し

していた二十億円を士一懲五千万

エネルギー革命を展開する細のバルフ

合格率︑一種は

の会社麟︵鮒露工業大飯譜業所︶

こうしたなかで・当初町が璽卜

けられていた︒

曲面少老は十七歳の学生︵愛知工

四

玉轟

へ︾

菱

三
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数は︑第一櫨九千二百十一人︑第

科学技術庁はこのほど︑八月に

協力金の内容は公共施設の現物

ったもの︒

σ修理を行うことになった︒

周炉を止めて加圧器逃し弁の点検

了承した︒玄海一曙炉は︑七B総

ASM旺

妤齧恫Z千三百欝人となった︒

行った五十四琿度放射線取扱隷属

業爾校化学科︶で︑い蜜れも第二

を世に出せ﹂と強調するなど︑セ

調整機能に支障のないことを確認

点から︑九州躍力は︑通産雀に対

監十塒から出力を落していき︑十

核流体制御精機の領域です

刀A二種︸27％

蕎試験の猿繋を発難したQ

うち女性藤壷蓄は︑第一槻五十七

種合格響︒また︑今圓の臼格者の

ンターが地味ながら使命の大きい

プ軸シール部の不調箇蕨を調整す

系圧力を百五十七気麗から酉五十

るため︑眼圧器ヒータにより一次

九気圧に上昇させたところ︑加圧

器逃し弁のうちの一つが開閉作動

︸次冷却水が漏洩したものと推定

し︑その際︑異物がかみ込まれ︑

九州電力では︑加圧麗逃し弁二

されている︒

したうえで︑運転要項に基づいて

ケ︒この事故を契機に町は門町罠

のあった加圧麗逃し弁の点検︑修

し︑﹁運転を一階陣止して︑故臆

て七月には原発工箏許認町串訥の

「＝

1踏

放射線主任継継験結果

それによると︑合格巻は︑第一

逃し弁がトラブル

却水洩れる

玄海一号で冷

の振興対築費六億円︒

業となっている生産癩工︑商工等

隻絵七億五千万円と岡町の墓幹産

種が七着六十九入︑第二樫が千百

人︵二・蕪％︶だった︒

人︵七・四％︶︑第二種蕩二十八

の燃料は︑豊本原子力発霞敦賀発

二十一︒四％︑二十六︒九％だっ

一がわが国における環塊試料分析

三十四人で︑愈格率は︑それぞれ

を知っておく必要があり︑四灘期

の中枢的な機関としての役謝を果

調査にとり纈む決愈を表明した︒

W︶で︑烹日︑加圧器逃し弁が開

指炉︵PWR︑五十五万九千K

ごとの定期調蓋も行っている︒分

集近体二体︒この燃料は商業炉

月まで試験が行われる︒

魑所に装荷されていたBWR燃料

識罐

向けとして鰻初の國薩ジル翼翼
イ被覆籔を箆用︑照射前のデータ
が極めてよくそろっていること︑

これらはすべて科学技術庁から

祝辞の中で︑護照科学技術庁長筥

九州電力の玄海原子力発電駈一

億頼控実証試験計画の一部とし

の受託調査だが︑別に同センター

だしていきたい﹂と挨拶︑放射能

／誘を無購故に終了しているなど
て︑美浜三弩機の燃料一体も搬入

計頭された燃焼魔二上二千MWD 来年度堂々には︑遡産省による

の理由で︑箋用燃料の安全性研究

析試料は破間約五霞件︒

大型のものから︑ミクロ組灘を観

BWR燃料集盆体二体が初め て 同 施 設 に 搬 入 さ れ た ︒
タ処理装圏類︑に大別されるが︑

銀など一般公憲も含む環境汚梁物

璽要な一歩を踏み出したことを指

いて○・露七漣の冷却水が漉れる

質の放射化分析なども手がけてい

摘した︒

というトラブルが発生した︒九娼

のフォールアウト試料がポリビン

る︒また︑このほか技術者の養成

ら大きいことを︑そして森山元科

に入れられ︑あるいは梱包される

なども一部コースがスタート︒分

自治体などとの契約にもとつく環

などさまざまな形で毎月送られて

選力では︑慣麗運転を期すため︑

くるが︑センターでは︑これらを

析法についても庫間一一千万円程度

リ︑土壌︑魚︑野菜などナ二日圏

対象に︑ストロンチウムとセシウ

を投入︑研究を進めていく蓄え

策北蹴力

千万円の協力金

トラブルは︑岡炉の冷却耕ポン

ムの二核種を分析する︒分析試料

ヨウ素分析法などすでに手がけて

で︑海隊土サンプリングの仕方や

女川町に13億五
は無間にして約千件︒原発所在県

女川原子力発電所建設議画に取
同センターは胃癌︑これらを隼 り組んでいる東北電力は八醸︑女

いるものもある︒

衛生試験所等からの試料は二間約
五蕩件︒原潜出入港晴放蟹能調査
は横須賀︑佐世保︑ホワイトビー

額ナ三懲五千万円を支払うことで

の︒これにより女川原発に伴って

興対策蟹などにあてようとするも

しかし︑今回のトラブルは米丁

運転を継続していた︒

圧雛逃し弁に二藍するものである

厳−覇故の原阪の一つとなった加

には補鱗が出たが町民に兇返りが

受け取りを捲蕾︑そのこ諮朝晦講

ご臓深夜には傾止ずる︒撫圧器逃

い﹂と倒し入れ︑通薩省もこれを

の受け取りと協力妻妾題は切り離

し弁の一泊には一週間程痩かかる

理を行ったうえ運転を再開した

してすすめることになったもの

兇込み︒

ないという国見も強い︒摺態解消

の︑協力金額をめぐっては回訓が

KWに達した︒

午蘭O階には定格出力十六万五千

七蕨午後一時三十分に縞入︑十隣

っていたが︑所定の点検を終え︑

ら今薙度第二漁霞の計画爆止を行

運転誹顧に従い︑十一月二十日か

新型転換炉﹁ふげん扁は︑琿聞

転を再開

ふげんが運

のためにも建設協力金が必要﹂と

は原発の不安を感じている︒漁協

ので︑より憐璽に対処するとの観
三月のTMI原発購故がキッカ

女川町の原発建設協力金は今黛

万円にのぼることになった︒

大台を突破︑総額醤十億二壬一函

地元に支払われる金額は酉億円の

弁の元弁を閉止し︑加肥羅圧力の

川町に岡原発建設協力金として総

熊曙長も﹁第一原発は地元の発展

個のうち故障のあった潴歴三田し

していくことになる︒

篇一鱒＝

に役立っており︑今後も協力して

ラン粉敦は石油を算盤にしたエネ

二原発計圃に思いを馳せる︒

合溢した︒協力金は女川購の公共

聞壌業ベース約七倦円規模で消化

一一一一﹁一

開所式で浜口理健常は﹁センタ

などを窃取︑分析しているが︑こ

需冊＝一一

﹁初めはむつかしくてなかな

いきたい﹂と強調する︒

ルギー供給体制がいかに脆弱なも

﹁脱篇繍響原子力の方向は動か

降福漏原発が続々と建殺されるに

施設建設︑生産加工︑商工等の振

チ各港で海水︑海底土︑海産生物

＝﹇傅曽一

の調葦はバックグラウンド放射能
一

健進にも癬精しているようです︒

一一一鴨﹁騨

下轟けもできるだけ地元を優諒す

一

るようにしています扁︒こうした

需曹鞘齢一一

また︑ときには行敵区餐をまわっ

なかで同原発のPR館門サービス に地元に出向いて特別に説明会︒

地元優先政策もあって大熊町の人

一

て懇談したり︑地城醐体との懇親

ρ一一一＝

ホール﹂が開館したのは四十五無

会をもったりという地道な努力

＝一＝鱒

学技術庁長官は五琿前の不祥駆を

燃料試 験 施 設 は ︑ 原 子 力 発 電 所

一

王件程度を実施︑別にPCBや水ふり返りながら﹁自僑あるデータ

はその桑たす役割︑蛮任がことさ

騨一：一鱒

麗試料の放射能分析についても四

独自のものとして躍力各社︑地方

二＝＝一

緊衛生試験所からは雨水︑チ

される予定だ︒

惹尋興

／

︑湧

芝

惣灘

舞

にとって璽麗な試料︒五牽六年三

／

評

察する撮影悩率九面癌の顕微鏡と

の一部を儲用︑あるいは板漏区舟

・︑

︑

メて

外観検査装躍の高さ十二耕に及ぶ

分析ゼンターが開所

渡の仮施設でと居を移し業務内容

環境試料分析に使命担い
財団法人臼本分析センター︵浜

・：：＝

う︒開館以来の打壊蓄は約五十五

八月︒毎黙約六万名が訪れるとい

かわかってもらえませんでしたが

過疎︑出稼ぎ︒東北には常に晒

のかをあらためて認識させた︒メ

せない︒地元の理解をえて電力安

瞥地元の鷹卑学級︑婦人回護な

︵T・Y︶

原子力バルブは

一一

に装荷し た 実 用 燃 籾 の 照 射 後 試 験
を行うた め の も の で ︑ 実 用 燃 料 の

得るのが日的︒

健金性と 儲 頼 性 に 関 す る デ ⁝ タ を

わが国 に は ︑ こ れ ま で 安 全 性 研

口博理薯畏︶の薪社麗発成に伴う

の充実・整備を行う一方︑この

究の観点 か ら 実 閣 燃 料 の 詳 細 な 照

ラボ施設がなかったこともあり︑
開飯式が︑七窃︑千葉市山王町の

闇︑新社屋の建設を惣いでいた

射後試験 を 行 え る 大 規 模 な ホ ッ ト

同施設に 多 し 大 き な 期 待 が 旧 せ ら
同センターで開かれた︒

全国三十一都道府県衛生試験所

成︑開所披露となったもの︒

が︑約七億円を投入しこのほど完

れている︒

究所のデータねつ造という不始末

同センタ⁝は︑随本分析化学研

を機に︑これではいかんと科学技

施設は ︑ 蕉 間 二 十 迂 曲 体 を 試 験
する能力 を も つ ︒ 胆 嚢 設 彌 で あ る

術庁が金薦的にテコ入れし四ナ九

から送られてくる試料の分析︑漿

ァ・ガンマで愈四八セルおよび鉛

セルは︑ベータ︒ガンマとアルフ

試酸所等から送られてくる試料の

内に原子力発電新をもつ九二衛生

﹁一一一一：

水艦出・入港時の放射能調査が同

奪五月設立された︑環麗放射能分

朧儒励榊艘﹁尉

センターの主な業務内容︒

析のための理門機関︒

一

ク切スチェック︑および原子力潜

セル五基 か ら な る ︒ 照 麹 後 試 験 に

腎一二一騨一

これまで五蕉余︑理化学研究所

必要な装 躍 類 は ① 燃 料 取 扱 い ・ 処

β讐卿 轄一︐

理装躍類 ② 検 査 ・ 測 定 器 類 ③ デ 1
疑

福島第︻原発・

サービスホール

おかげでしだいに発電筋の塞態が

口は再び八千九百名に︒選藤正大

力発醗所ということで海外からの

も︒

兇自認も多いようです﹂︒それだ

門やはり︑臼本の代表的な原子

万名︒

二さん︒六臼の完成披露弐には地

﹇頁十万KWの六弩機も十月二 発電所次長︵広報担当︶の斎藤一

感慨深げに語る禰煽第〜原子力

す﹂

十四日に還開しました︒策電では

出力四蒼六十九・六万KW︒世 界

羅大の贈力エネルギー供給基地

イランの※大使館占拠箏件を機

いイメージがつきまとう︒かって

ジャーの供給削減という形でわが

済全灘職争にまで発展した米目イ

和二十九琿の町村合併当特約八千

は大熊町も例外ではなかった︒昭

が四十葎には七千五筥名まで減少

炉心模型から映写蜜まで完備して

開館以来55万人が訪問
めかけ︑新しい門出を祝った︒

した︒その大部分が旗東への笛稼

圏にも火の粉がふりかかる︒

なく・積極的に倥蔑のなかに入っ

え方は単に見学者を待つだけでは

いる︒しかし︑PRの基本的な考 九通名の人口だった大熊町︒それ
稼働率約六藁％が達成できそうで

定供給に努めたい偏と斎藤さんは

どにも出かけてできるだけわかり

つれ一転Uターン現象が始まる︒

約十五諦層繭に予定されている第

ぎによるといわれる︒

擁滋雨㎝原子力発囎所計爾は地

やすい形で説明しています﹂︒と

ていくという姿勢︒

元の誘致決議がキッカケ︒昭和四

くにTMI原発串故の際は積極的 篇ハ塾ありますから地元の礎盤

が︑この過疎現象も陽十

の一讐機が着工された︒こうした

しめる︒

琿以

す﹂と斎藤さんもよろこびをかみ

﹁⁝弩が運開して八奪︑今無は

り返る︒

にふたたび火を畷く巾爽彌勢︒経

鱗

共存共栄の道あゆむ

地鷺の人によく理解されるように

鵜鞭

㌦轡轟

鯉

なってきたようです﹂と当階をふ

窪磐醜軸磁繍欝欝

5

21

けにサービスホールには実物大の

しサ

力

原

環境試料分析の中枢機関に一気田虫
塾したB本分析センター

元関係轡らを中心に約八国名がつ

が南へ向かう︒

の電力が賄える計算︒太い送鱈線

原論夷濫舷璽 の 搬 点
双藥郡 の 太 軍 洋 岸 約 三 ・ 口 詩 綴

＼k

初めての完成した原子力発電所で

の閣︒ここに六基が林立する︒総

｝亀

十一駕十一一月にトップランナー

曜

ギ応
事

＼，

だQ一般 象 鷹 で 約 三 首 十 万 世 欝 分

な

ゾや

白亜のサービスホール㊤とパネルに見入る見学港㊦

O

論

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。

昭和54年鷹2月13日
新

子
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二

一

二一

油の輸入を期待することは困難
だ︒一方︑わが国経済の安定的発

、タた：二規いししま以る％を準て利トウ。に現化最用が工原万黛W十。を開イ

拡

分野より先行して石鎚への依存度

後電気霜雪は他のエネルギー興醒

こうしたエネルギー情勢から今

中心とならざるを得ない︒

ていくことができる分野は電力が

努める必要がある︒

黒蝿所の信頼性と稼働率の二上に

的究明と改醤対策を行い︑原子力

ともに運転に伴う故隔原因の徹底

炉の確立と一魑の定量化を図ると

準化の推進型を通じて日本型軽水

がある︒さらに︑軽水炉の改良標

お︑プルトニウムの国際貯一等I

給確保に役立てる必嚢がある︒な

等によりウラン縷縮役務の安定供

徳の確立の一塁の推進を躍ること

要がある︒さらに︑ウラン濃縮技

ン資源の安定供血確保に努める必

建設推進等を図ることによりウラ

きだ︒

る調整︑推進体制を一魍強化すべ

政機関が一体となって立地に関す

地方との密接な幽艶の下に関係行

の協議︑連絡会を設置し︑申央と

係省庁出先機関︑地方公共団体等

対策を確立し︑個別罐源ことに関

に参篇することによりわが国の原

であり︑この方法についても新た

情に応じたきめの細かい啓蒙広報

に電源立地に関するシンポジウム

活動等への助成の強化を図るべき

や原子力発躍セミナー等を実施す

子力開発利用の円滑な推進に役立

NFCE後の国際的検討に爾極的 また︑国は個別の立地地点の実

る︒このような要調に応えるため

緊急の課題であり︑電源立地促進

また︑立地対策の拡充・強化が

を低減していく必要に迫られてい

総発電露力期中の石油による割命
を六十庫度︑六十五態度︑七十琿

度にかけてそれぞれ㈱O％︑一⁝O 対策交付金の繕額︑交付金対象の

これらの施策とともに今後の対

るなどして拡大していく必要があ

てることとする︒

策としては宮胴あげての新型炉の

る︒また︑とくに電源立地と漁業

拡大の他︑原子力の立地促進のた

開発︑収入等の必要性があげられ

め︑地元禰祉向上のための茎本を

る︒新型炉については自霊開発を

政策の強化に努め電源立地に対す

問題との円酒な調整を図るための

％︑一〇％と低減させていくこと

推進するとともに諸外国で開発さ

る必要がある︒

による地元福祉対策の拡充に努め

設ける等︑醒源三法の穣極的活用

さらに儀頼性実証試験により原

る漁業関係蓄の理解の要理を図る

れた技術についても十分な調葦検
とともに原子力発霞所の安全性︑

討を進めていく必要がある︒

子力発電施設の安全性を実証する

を臨標とした︒この結果︑各年度
別の見通しは別表の通りとなって
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の有効な手段としての地下立地方

てきている︒このため︑地方公共

対する慣璽な配慮等から長期化し

関係省庁間の協議や三論事摘等に

立地関係手続の円麿化等

式および要撃に備えての廃炉の方

て。みてが施いれげ現か隈。力だ、がずあはのらバ今
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一
スは︑露力の安定供給のために必

多︷︸ 多一多f工多 一 二一

ルギーにつき最大隈の努力をして
要とされる八〜一〇％の適正予備

展を図っていくためには︑省エネ

も︑エネルギー露要は着実に増大

る︒

率が維持されるように受註してい

エネルギー需要の電力へのシフト

していくものと見通されるが︑石

が続くものと見通される︒

今後の電源開発については世界

癌代書エネルギーを大羅に鯨試し

口︑産業鱗造の変化を勘案すると

ともに︑各需饗部門で雀電力対
の石盤供給の制約がますます強ま

このほか︑原子力開発に係る技

るものと見込まれ︑鱈源の脱石癌

術開発に関連する諸問題として運

にわたり︑また︑その処理期閤は

所の建設に関趣する手続きは多岐

に設置する等強力な施策を講じ地

テレビ放送施設を国の補助のもと

て手続きの一厨の効率的かつ迅速

麗体を含む行政留庁は一致協力し

に努めるべきだQまた︑魔調審へ

な処理を図るなど行政の運用改善

の學期上程のための関係省庁の積

以上を通じていえることは原子

極的な対応を図る必要がある︒さ

力開発にあたり電気薯業者をはじ

き続き推進すべきだ︒

域住民の協力を得るべきだ︒

いるが︑儲頼性および安全牲を高

イクルの大部分を外国に敷存して

また︑わが国は環在︑核燃料サ

法等についての調査・検討等を引

礎盤

により地元住民等のパブリック・

必要性等に関する広報対策の拡充

転脳力の変化に十分耐えられる高

必要がある︒

アクセプタンスに努める必要があ

の拡大と用地の効率的利用のため

性能燃料の実用化︑立地選択の蠣

原子力発醒の開発推進には︑ま
ず安金確保に万一金を期すことに

る︒とくに︑原子力発電所が簗中

エネルギ⁝とはちがって準国産エ
ネルギーとして位羅づけられる供

して立地する地城については荷線

ていくことが必要だ︒また・来麟

とも経理対策の一厨の徹底を図っ

ていくことが不可欠であり・今後

魍の理解と協力を得

また︑原子力はコスト醐からも

より国民の

策を官民あげて最大限の努力と協

想定した︒その結果総購要電力羅

は六＋年度謡講四五＋八二KW

一七十年七千八︒
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優特性は決定的なものとなってき

脱石油︑原発中心に
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六十五薙度までは四・六％程度︑

・七％程度となりGNP弾性値は

六十五無度から七十年慶までは三

給面の安定性をもっている︒

力のもとに擢進ずることを前提に

するものとし︑さらに将来の人
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ニ

十年度にわたってこれを上回る石

定したところであり︑その後も七

冒標として藁蕎三十万疹／日を設

国は一九八五年について石油輸入

進していくことが不司欠だ︒わが
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図っていく必要があり︑一方︑電

面では従来にも腿して雀鱈力等を

力供給サイドでは必要とされる電
力翻要に対応して︑石油を燃料と

して供給できる電力には限界が生
じることから残りについては全薗
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めとする民間企業の努力もさるこ

める空地から司能な限りわが国自
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﹁任務の重要盤を銘記﹂

温擁水影響の解萌へ
松下理事長

別会場で祝蟹会︒荘村義雄電中研

㎜原産の新調名刺誌換恩而⁝

三菱原子力工業株式会社

理珊擾代理︑及川孝軍両氏による

命

三菱重工業株式会社

鏡開き御酒を手に︑千葉緊漁連会

港区芝公園の索票プリンスホテ

策察プリンスホテルで

1屈4日︵金︶午畿︻隣から

B本原子力産業会議は︑新響

とでの飛躍は﹃霧の申の離陵﹄を

癬轟縛蹴穿

優れた技術と品質を誇る

長ら地元関係者はじめ約三霞人の
墨席蓄は座野菰一郎稼本水痙資源
促護協会会獲の膏頭で韓杯︑新し

極例の原子力蘭係看名剃交換会ルプロビデンスホールで開きま

を︑来年は︸月四墜竿後一時かすのでご案内いたします︒

海生研は瀦在︑駈籔窟庁である

い門出を祝った︒

ら二膳半まで︑昨年と転じ策票

人︶するなど拡充︑研究を本格化

日本原子力塵藁会議

水産庁︑環境庁および薇源エネル

地の水魔試験場などと脳刀︑海産

ギー庁からの受託研究を主に︑各

生物の生懸調琶︑復水雛趨過後の

処理・輸送契約の払込金などが︑

役勝繭払い︑使用済み燃料委託再

ってトップになった︒ウラン濃縮

四二％を占め︑建設艶と入れ替わ

は︑野々拡大してきた核燃料麗が

円︵六八％増︶など︒構成比率で

増︶︑遼転維持籔千五菖三十四億

建殺賢三手二筥二十億円︵一一一％

一億円︵前三度比一一八％堪︶︑

その内訳は︑翼翼脳盟三千七筥

の大旙増︒

七億円で︑前庫慶に比べ約五Q％

電気職業の支出は八千七百八十

思わせる﹂と表現している︒

定の地城研究所も學期魑工へ奨備

していく︒新網曳柏崎南に立地予

を急ぐ耀えだQ

翼翼到㊤中央研究所竣工式で挨

核鰍料籔惣轡の璽因︒

五十三年度重鎖を基蠣にして︑電

五豊後の支毘動向については︑

％と比べ︑俄然高い︒

・七％で︑一般塵業の軍均一︒五

鉱工業の研究投資︵支出︶は︑

拶する松下理鷹畏㊦中央研の全暴

三蔭四十五億円︒研究投擬事は五
しかし︑今後を兇通した場合︑

百八十一鰹円に縮塞つた︒

鉱工業の覧十三年度受注残窩は繰

気購業が二︒一四悩︑鉱工業が一

り上げ発注を含めても一兆八千

ちなみに手持ち工襲羅は潮二度の

七颪六十三億円と横ばい状態で︑

・七去優を垂込んでいる︒

間の原子力関係従蜘欝欝は︑鉱工

また︑五十三年度宋現在の︑属

匹︒一二年分から一二︒二無分に藩ち

塗鑑露では︑門原子力発電駈の設

で舎謝三万九千人︵齪駕慶比八％

業三万一濫千八︑磁気麟業六千百人

込んでいる︒そのだめ︑実態調糊

國計顯の進捗いかんでは今後︑鉱

増︶︒

義理﹃

ぎ為臭即

工業にとって厳しい状況も予想さ
れる﹂と指摘し︑﹁麗通し難のも

お知ら煙

事務所移転
日本原子力薩業会議は爽察・
新橋の璽電旧館ビルの建替えに

二月二十鍵厨︵月︶から新曲務

伴い︑瑠務所を左配に移転︑十

所で執務することになりますの

紀

でお知らせいたします︒

千一〇〇

▽新佐所東察都率代田区大
手町一丁自五番四屠

絶遠︵〇三︶

安田火災大季町ビル七階
▽玉珠器醤響

B本原苧薄薄築己妻

二〇一一二一七一︵代表︶

夕

Q

三菱原子燃料株式会社

ています。

三菱金属株式会社
三菱電機株式会社
三菱商事株式会社

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

盈晒翫

三菱PWR燃料

振替東京5895番
竃；舌｛591｝6121｛｛七）

箋番13号（東電1β館内）
東京餐婆，巷区新橋1丁巨嚢
「F＝105
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原発史上最大の TM一事故発生▽五臼柏晦市議会︑海生面の地域研究所建設用地取得を認める ▽七日政府は放財線隠審防止法施行規則の一部を改正︒海洋投蘂の基避を強化▽安全委・放射性廃棄物安全技術轡門部会は安盒評
蕪

磯

機を
な置
今際
駅家
画除

ノ
Wゼ驚．門

一

諏

噛

嚢

ン系廃液）からの分離が難しかった粒
径1μ以下の徴細な放射牲クラッドを

弓長PMFの特長

畑議

①1μ以下のクラッドも分離できる。

②母材を畢生で吏用できるため廃棄物

完全に分離し、かつ廃棄物の発生が
極めて少ない幽翠的な放射性廃液游
過装置の実用化に成功しました。それ

の発生量が極めて少ない。
弧

一

k駆＿＿

畠

脳㌦「
臨馬匹

③運転の完全自動化漣続化が・r能。
，戸過ユニノト

総合工ンシニアリンク

スタノカフルブレートとメンブレン間脳ノト

④保守が容易。

⑭臼極株式含社
原子力謡難本部

東京都千代欝落大手町22k新大手町ヒル＞
TEL東京2795441（大代表）

裁判所・ベルビル・シュール︒ロワτル原発建設諮可発行鯵止を決定︵十三日︶▽フランス︑バール首相は曽M工事故で﹁フランスは原発推進﹂との政膚方針を発褻

欝リ鞍懸畿酬灘㌦献罫

貢に展．発の業沸燵繍醗尉

乃

縛

日揮は、従来原∫炉廃水（機器ドレ

聞

職翻

エ・斧問題に終始

原子炉等規鰯W広一部改

の馬 顔 サ ミ ッ ト
▽一臓

各地で門六∴二反原発

正・滲院︷ム会議で司淡︑成立

▽引臼

国際共綱一竹動﹂

全原協︑定例総会開く

▽十九B

原産とソ連原子力委

の﹁燃料・運転経験セミナー﹂開
催▽安金婁︑放射性同位元素等安

二譲ふげん︑第一回計

全規制騨門部金の設園を決定
▽二†

顯産雀︑環境影響

画郷止︵七月九臼運転薄開︶

▽二十六欝

⑫⑪
胴囲

原子力委︑中問
炉戦略を決定
▽閉門大飯町長に猿橋蝿一網

﹁原水爆禁止一九七九

黛億界大会・広島﹂︑実質的統一

▽六臼

再選

を達成し面会

調査要綱︑同審査指針などを決め
る▽富城緊・女川原発の誹認司業

洗臨の原子力施設を視察

▽八日大平首相︑策海村︒大

務を再嗣

▽二＋八田第五回遊逸国曽脳
会議︑榮京で開催▽安全委・緊

▽米ペンシルベニア州に
あるスリーマイルアイラン
︷

︵NRC︶の改組など︑七
項目から成る勧告をもりこ

ミット︑原発開発促進で合

曜
︷

㌔

工業に決定

の一部改正に揃う政令改定を湊

へ▽科学技術政務次官に麗欝忠雄

定︑新賠償法十一一月一日から施行

原子力安全

▽⊥⊥ハ日原産・アイソトープ

果報笛会

▽十五霞原研が核融合研究成

での協力で愈悪

命が第一圓野禽︑？MI禦故研究

塚進也両氏▽安金性日米轡門家国

氏︑通詞政務次窟一に梶凄静穴︑戸

紳▽二十匹日禰島第〜原発の巖
▽二十穴日第ヤバ回原子力の

終ランナー・六弩機が運転入り

▽二十九︒一瓢十爲

田︒反原発運動も各地で展開

は妥当と首梱に答串▽森岡俊男関

婁と原子力婁︑むつ遮蔽改修計画

海外アルゼンチン政鰐・アト

電前社擾逝ま︵二十九日︶

が国におけるアイソトープ︒放射

ーチャニ号炉は︑西独KWU社団放射線利茶堂舎国管懇談会が﹁わ
水輝を採用と決定︒璽水製造工場

へ

議して製作する協力協定に

線馬絹の推進方策﹂について報告

PO設立で安金性︑儀頼性は強 委員会派越の代表団が原産を訪

産業界の対応で﹁NSAC︑I
N転を再開▽中国天象科学技術
が運

動燃葉海再処理工場

は︑スイスのスルツァー祇に▽来

臨

▽十九B

調印︒東欧諸国では︑一九㎞

﹁炉心溶融は一

漕

原薩理黙畏︑？MI原発襲故後の

▽西独︑

の建設をめざす︒

九〇年まで一億五千万KW一

の原発プラントを各国が共訓

▽コメコン諸国︑ソ連製曜

意・

石油危機をふまえた東京サ

▽イラン情勢で逼迫した

ド︵TMI︶原子力発電所んだ報告書を大統領に提出㌦
で事故発生︒原発史上最悪
の事故として︑全世界に衝
撃︒

輪

▽動燃の人形峠ウラン濃
縮パイロットプラント第一
期計画分︵遠心分離機一千
台︶が運転入り︒これによ
って︑小規模ながら︑わが
国の核燃料サイクルの

▽自主開発による新型転

が完結した︒

原産が第十四回日太

故偶報の公開で見解一致▽適産省

ム︑ヤジと照雨のなかで開く︑箏

るとともに︑六か月以内の許認阿

を納めております。

▽五日

▽二幅原子力婁議CANDU
中国・九州電力︑

炉遡入の繍極的理由ない﹂と結論
▽ご十二墜
便照済み燃料の輸送聴における購

▽二十賦

化﹂と瓦解▽来WH社︑韓国から 問︑有沢会長らと懇談

︵十一臼︶▽米GAOが報告認︑アイソトープ会議︑法規制の見置

桂馬璽一・一両建設を受注と発表

▽一一十六鰻

しなど愈兇相次ぐ

安全婁︑日本学術

来しようなど内容を盛り込む▽米

原発規制は近い将来電力猛機を招

報告霧公表︵二牽三日︶▽米バッ

NRC︑叩M王購故調査に関する
会議共催の初の学術シンポジウ
テルメモリアル研︑原子購解体で

試算︵八十万KW級で二千五首万 が︑原子力委と安全委に福翻第二

海外NRC︑燃料被覆罫書畏

蟹草を諮問

問題で﹁被覆衝は健全で規餓条件

のヘンドリー委員長︑下院で譲

澗たす﹂と見解︵二野︶▽NRC

よっては二鑓ていど続くだろう﹂

醤︑﹁NRCの許認可は︑場合に

カーター米大統領が新原

子力政簗発表︑NRC廃止をのぞ

海外

くと発表

リングを来年一月に高浜原発で轟

万がの罰金を科す

CがTMI原発の規則違反に＋万

力支持鮮明に︵二十九日︶▽NR

給モラトリアム提案を否淡︑原子

米下院本会議︑原発建設誹認可発

遡憾﹂との淡議採択︵±瓢薦︶▽

次大会︑﹁飛RCの許認可凍結は

︵七田︶▽※原子力産業会議が葎

社設立︑廃藁物の擬期貯藏に紺慮

ス政臆︑原野力庁に廃棄物蟹理公

との見解を表明︵五田︶▽フラン

初の学術シンポ

▽二日原安協︑創立十五周年

混乱の中で開く

職翅

NRCの改紐など勧告︵三十臼︶

襲故調査大統領特別婁が報籍蜀︑

〜 ザなど︶しNRCに提出▽TM
・工
3︑4讐︑高浜3・4辱の安全

処理旛設運転期間延長で台藤し口
上轡とりかわす

再処理施設に関する第
臼米轡門家会△口開幕

▽三欝

エネルギー開発を地域醐争の柱に

▽八日総評︑反原発とソフト

▽八臼来NHCデントン原子認念特別講演会開く
原子力婁︑炉開戦略

▽九B第二次大平内閣が発
足︒科技庁長窟に畏田裕二氏︑遡
産大学に佐々木義武氏

▽十二臼安盆委・放射性廃棄
物安全技術門門部会が凸凹︑試験

▽十三臼政府︑閥議で原賠法

的海洋処分にゴーサイン

▽六臼原研の核融禽研究施設
が起工武︑来奮にも本格織工へ

▽七日電禦審が長期電力罷給
見通しで中間報告︑昭和七十奪原

原薩が原子炉核羅利周の促進を関

再開を要請︵七田︶▽ヘンドリー

話力七千八百芳KW開溌めざす▽ くケメニー委報告の内容を支持す

NRC委員畏

薪NRC委員長に期待するとの恵

新原子力政策を支持し︑アハーン

カーター大統領の
が竣工武

係難場に要望▽日本分析センター

▽満満磁北鱈力︑女川町に十

フンセイコーは永年金融機関に対し、金庫室

薪会擾に宵岡木孝一敦鯉市長就圧

急技術助露組織の設國を決定

溝外初の国際興同反原発運動

漂賠法纂が滲院本会議

で可決・成立▽通産省︑各認力会
︵二〜三B︶▽スウェ；デン議会

▽六日

社に八項 目 の 改 蕎 描 躍 を 指 派
八○薙三月に原子力国民投興を行

換炉︵ATR︑十六万五千 万炉年に一度﹂とする西独 ㎞

T−60建設土地売買契約に

ポジウムをひらく・
副
▽原研︑茨城県公社とJ︵

KW︶︑本格運転開始︒
版ラスムッセン報告をまと 一
︷
▽原子力委員会︑申間炉 める・
戦略を決定︒CANDU炉▽安全委と学術会議・T〜
MI事故で︑初の学術シン 騨
の導入について﹁積極的な
理由を現段階において見出

すのは難しい﹂との判断下
す︒

開へ︵二十二望︶▽米下院政府運

︵

▽米大統領TM王事故特 調印︑核融合実用化研究に 脚
選調査委員会︵ケメニi委 向け︑その一歩を踏み出翻

す・

鴬委︑緊懲対策の不備などでNR ダンカン新長宙︑会毘で原子力発

▽十二田

炉規制局長が原簑協の招きで来日

策は誤算などと強調▽米DOEの

とするプランを公表︵七墜︶▽カー

霞携進へ積極姿勢を強調︵牽下

問題で補足見解
アジア原子力地域協

商浜一方と美浜三弩

大飯二攣が運開︑わが

向表明︵七田︶

ノチ、ボ

ハ

國金納贋からなる羅源
︸つことを決定︵六日︶▽米国務雀 故訓練を爽施

原子炉安全騨門審

蛮会︑﹁むつ﹂遮蔽改膨工劉に伴

▽二十三暇

を発表︵十四欝︶▽コメコン総

使用済み燃料国際貯蔵施設構想

嘗︷を璽迭︵二＋臼︶

ター大統領︑詑開会冤で原子力発

Cを批判

アイヒバッハ原発︵毒水炉︶の解

▽十六顕

力協定加盟国政府轡門家会合開穂

十五臼
体決める▽※NRC︑RFS社▽核
燃料工場で高灘縮ウラン紛失と発
表︵十八日︶▽米議金下院︑一億

▽二十二日原船襲業団︑むつ

が一奪ぶり運転再開

遮蔽改修霊契約書を石川麗播磨璽

七千二百万炉のクリンチリバー憩

十五日︒二丁七

予蹄纂を承認︵一

晒繍

殖炉開発関係を禽む八O金計館度

日には上院も︶

面園

米大統領︑新

轡

原研︑JT−60

▽五日

城振興対策拡充を曾孫

▽脇日全原協︑関係雀庁に地

原子力政策発表
原研と茨城原子力開発

建設で用地取得
▽一日

公社︑核融合研究施設建設に伴い
向山工業団地土地売買契約に調印

三億五千万円の原発建設協力金支

▽十爲安全蚕︑初の公關ヒア

国の原発︑一一＋無漏千五百十一万

所が完成披露

▽関電の原発温掛水利用豊漁栽壌

日米両国政府︑榮海螢

七千KWに▽禰翻第一原子力発露 払いで含懲
▽二日

基礎研究スタート

スり一ブ、ライニ〕

放射線遮蔽扉、スリーフ類、及びP．P．システム

▽七日

勤燃︑爾盤能違心分離

縫団趣︑原子力開発促

電の必要性再慶強調︵＋臼︶▽西独

定︑向こう八庫闇で字源七千三蕩

デンマ⁝ク政府︑原発め

轡
礁黛

整

限︶▽爾独ババリア州︑ニーダー
表︑運転中原発は二菅二十三墓一

第五圓日独科学技

億二千五頁八十二万KWに▽安全 万KW運開兇込む
▽一峯⊥ハ臼

海外

本支部が第一圓主遣会

▽二十八繍核物賢管理学会日

術協力台同委開幕

委のTMI特別婁が第二次報告
翻︑五十二項醸の教訓︵安全確保対

策に反映させるべき馬脚︶を指摘

▽二十日第七十九誘電調審で
五十四薙度電源開発墓本計画を決

CANDU炉灘難問題で質闇提臨
動燃の人形峠ウラン

ット・プラント

防水靡、遭

まいりましたQ
今、こうした経験を生かし、原子力の各施設に

立地偲逸黙⁝員運盟発燈

▽八臼

▽十一口﹈ 動燃︑濁独︑仏は高

機﹁BT−3﹂を認蓄公⁝關
う原子炉縫箔変璽でOKの戦断

︵二十六〜八臼︶▽OECD・N
▽二十五日政騰︑日米エネル

会で新エネルギー協力協定に調印

公文に調印
▽二十七臼

資源エネ町長窟に

舞西ドイツのKWU歓︑イ

森田儒藩氏

▽二十九臼

の許認可串講を受理

女川町︑女川原発

融舎研究協力岩体化のための交換

鎌脚技術協力のための協議を開く

▽※産業騨で全来原子炉運転蟹理

藏に関する醐際会議﹂開催︵一膏︶

EA共催の﹁放射控廃棄物地下貯

七臼︶

EA︑TMIで専門家会議︵二ギ
十ー研究開発協力協定に三つく核

塵胤

科学技術会議訪中調

大飯一弩が煙娠再關

▽±二 四
▽十六口H

査団出発

▽十日

中央防災会議︑当面

進で酋相 に 婆 盟
▽十二 日

⑳

昭和五難燃年度科学技

元町村︑共租泊原発建設で基本難

術臼霞︑閣議で了承▽北海道と地

▽四臼

ラントが運転入り

濃縮パイロットプ

国駆

センター設立の勤きが濡発化▽全
員会︶︑原子力規制委員会
﹁むつ﹂九か月ぶ
※知願盆議︑原子力選択の支持を ラン政府に建設契約破棄の酸後遡
上▽オーストラリア政府︑レンジ
再確認︵十鼠︶▽カ⁝タ⁝大統領
りにドック入り
ぐる国民投票来春窯施を決定▽米
ャー鉱山開発に伴う持ち分譲渡を 研究技術雀︑西独版ラスムッセン
全来郡擾会議で初の原発推進演説
謬明︵六口目︶▽※廻Y粥エネルギ 報国を公表︵十四圏︶▽※NRCフォード再訴がエネルギー購給兇
▽九日 原予力船門むつ﹂九か
︵士ハ日︶▽カーター大統領︑シ
の原発評認可審査︑三か月ぶり再 通しで報告強︑カーター再処理政
ュレシンジャー︒エネルギー省長 ー委隠︑﹁原発の薪設は凝結﹂など

月ぶりに ド ッ ク 入 り

原子力界に拾う今年の動き

核燃料サイクル党結へ繁一歩を踏み出したウラン艘縮パイq

馨

ワ8鷹

0

3

嶋識

一瓢｛6

画珊蓋富窪

各種放射線琵
各 種 気

扉とセキュリティ・システムを開発・納入して

購

韮

髄

雛

瓢

騨

業
産

力

原
の原発防 災 灼 策 描 躍 決 め る

▽十五日原発モラトリアムを
求める金主催の﹁原発織る？要ら

民間再処理禽社設立

ない？国 民 穴 討 論 会 ﹂ 開 講
▽十六 日
麟備委費会が初金△隠▽﹁常陽﹂︑

熟嵐力七難五千KW達成▽金子 科

原子力委︑五十五年

技庁畏富︑東海︒大洗地区を視察
▽二十 日

度原子力予舞欄成でコ般的欄約
に纏れず﹂と異例の決窺

▽牽一日江崎欝欝相︑金子原

庁の提案した﹁大飯以外のPWR子力委員畏に﹁原子炉闘発の基本
常駐検

のECC S に 新 羅 路 設 羅 ﹂ を了承
路線における中間炉﹂︑いわゆる
制魔を正式に発糧

▽二十五日通産雀︑

萱官

▽十二日

画分︵遡心分離機一千台︶が運転

原水爆禁癒79蹴界 濃縮パイロットプラント第一期計

大会国際会議が開羅▽安全霞︑？

入り

▽三十一日

M王廓故調査のため聯門蒙三氏を

▽士二田原産が六月末現在の

海 外 O E C D ・ N EA
とのI
A
世界
原子
力発躍概況調査結集発

来国に派 醤

⑱金庫つくりの豊かな経験が、原子力事業にも温きております。

｝5§02
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﹁ニュークリア・インフォ﹂

は米原子力産業会議︵AIF︶
が︑パブリック・アフェアーズ
︒アンド・インフォーメーショ
ン・プ爲グラムの︻環として︑

NEEDに十万入
各州に広がる﹁原子力啓蒙B﹂

開かれた四語人の獲食会で基調演
説を行った︒

しかし︑この臼の活動の下心は

コーヒー・懇話会

で︑カリ

全国で開かれた四千三頁か所以上
の

N遅には深

刻な電力不足

ポートは警告している︒さらに︑

一段階が︑十月に始繋り︑順調に

能で湾染された水の除染作業の第

ることが必要である﹂と同レポi

トは記している︒

タン︒エジソン社は︑第二段階に

この作業が終ると︑メトロポリ

なっている︒

﹁PM1に貯藏されている︑放射 ハナ河に放出できるほどきれいに

〜TM一その後の状況一

順調に進む除染作業

力および原子力発露計画を維持す

年は遅れるだろう﹂とNERCレ
げるためにも︑げんざいの石炭火
計画の中にはまったく中止される

NERCが警告のも出て来そうである︒
金楽電力儲頼性審議会︵NER ﹁一九八三卑までに完成予定の
部分はすでに建設工事中だが︑︸

C︶は︑げんざい計画申の石炭火 石巖火力および原子力発霞所の大

九八0年から一九八八年の聞に運

フォルニア州だけで延べ四万人を

十月十八日の全国的な原子力啓
力および原子力発電所の完成が遅

て︑原子力および大気問題につい

原子力に関する慨報を収簗︑分

れる可能性が強いので﹁こんこ＋

のアイデアから︑次のような各種
た︒

七会・ラリー︑討論会およびレセ

毅日︵NEED︶の気軽なコーヒ
ての票実を学ぶ﹂ことにある︒こ
簗めて二千二着三十か漸で開かれ

いて︑全国的な覇ミュニケーシ

析︑騨価し︑その結果にもとづ

ニアのエネルギー・ジョギング大 窮実を説明したのは原子力業界︑

この反応に対し・質問に答え・

転開始予定の発電所の約六〇％

の行譲が開催された︒カリフォル

年間に電力供給亀虫について深刻

プションに全国で約十万人が参加

は︑まだ魑潤していない︒この原

ョンとパプリンク・アクセプタ
な不安がある﹂と警告している︒

したと推定されている︒

ている高レベルの六ナ万漣の水を

屋の臨に七フィートの深さで溜っ

いて︑げんざいの予想をベースに

想すると︑八八年には五千万KW とを許可した︒十一月中旬まで

く︑げんざいの羅要の伸びから予

に︑すでに颯万六チガロンが処理

これらの作業が終わると︑作業

員が格納聴込そのものの除染を開

する︒八月に格納容器から敗り出

から落ちるという環象である︒つ

い温度の纏み召せから凝縮水が上

性の水から出る熱と建屋上部の低

を明らかにした︒底に溜った放射

し︑カメラは非常に興味ある薯実

ないことが確認されている︒しか

よび計装については全然︑損鰯の

月十日に格納容器建業の中へ入れ

ている可能性がある︒また︑十一

いないが︑被覆管の一部は溶融し

と︑ウラン燃料は全然︑溶融して

い︑炉心を取り出し︑燃料を演逸

プル分析の結果では︑処理済みの

始する︒つまり︑壁面や機麗を洗

水は飲料水についての逮邦政府の

九八八年で石油に換算して約五 されている︒巖初のバッチのサン

来の電力供給騒を確保し︑外国か

憾ゆ／年に相当する蟹である︒将

袈故の経過を澄すいくつかの異な
ったシナリオを検討してみだ︒シ

ているのである︒

まり︑格納容器の申では雨が降っ

英国︑十か年原

発計画を発表

は十八日︑二九八二無から十年

力政策を発絶した︒

原子力混戦所なしには将来のエネ

WRを選択する﹂と譜つた︒

性を騨価したうえ次期炉としてP

㍉穿

鯉

繊

磐︑呼

＝Cミ零醗

・毒夢ξ

Y豪鱗丸灘織

輪︑㌣墜鰍麟

砂倉ζ

講麟

準

︐避鵡

称︑

薄︑難

・轟

轟

pWRで干五百万KW

闇で一手五欝万KW分の原子力発

いう肇故の仮想の経過についても

を防ぎ得ただろう﹂と岡委員会は

﹁北海石突︒ガス生産醗は九Q鉦

人が死亡するという確率は＝一

ルギ⁝羅要を薩たすことは困難︒

死亡するということはあり得な

英国の原子力開発はここ十年らい

は米国内およ

る﹂ということを付記している︒

麟鱒

TεX

ンスの輪をひろげるために発行

げんざい計画より遅れると︑露力

麗および燃料貯煤塵駆のタンクの

十月十六日にNRCは︑補助建挑戦することになる︒格納容器建

供給鰍は不足してくる︒この躍力

進んでいる︒

ネルギー尻隠家たちであったQ講 おける電力供給蟹の第九回年次報

不足は︑一九八Q年代初めにはあ 中に財藏されている︑中レベルの

NERCは︑八月に米国北部に
子力と石炭火力登電所の完成が︑
篶を公衷したが︑それによると現

きらかになり︑年を追3︵厳し 四十万ガロンの水の処理に︑エピ

電力およびその他の関連業界のエ

在のところ鶴力供給騒は十分野あ

ラミーのように門女控とエネルギ

り完成するならば一九八O年代を にたつする︒この電力不疑騒は︑

すると藍建中の発贈施設が予定象

よびクラブでのラリーと討論︑消

たこの日を︑ルース・フォークナ
演者の中には︑ジョージタウン大

り︑こんご十年聞の功力鋸要につ

原子力婦人会︵NEW︶が組織し会︑議会嬬人のブランチ︑大学お

は︑原子力をめぐる月間の鋤き

⁝NEW会長は﹁国民が原子力の費蓄︑労働界幹部および政界指込
問題諮問委員会委員のエステル・

学医学部内分泌科賑で大統領野人

しているものでず︒この惰報に

がたんねんにまとめられていま

芋力研究察のオープン・ハウス︒

奮との対談︑ソーラー・ハウスと原

ー漏という特定の問題について話

処理するためには・より高級なシ

う︑原子力についての冷静かつ理

利点と限界の両方を評価できるよ

政府の担漫罵も多く参加した︒

したものもいた︒彼女は︑ワシン

﹁石炭火力および原子

ている入間に対しても︑あるて

した水の予備的な分析結果による

いど確かなニュースを持ってい

碁聖に違反することなく︑サスケ

いう結論を得た﹂と同レポートは

無視できる影響しか及ぼさないと

らの輸入石油に対する依存度を下

ド・W・ルイス氏は︑﹁同報告爾

の職員で業務を開始する予定だ﹂

内に︑一千万がの予算と麹書名

しかし︑

ステムを選ぶ必要がある︒

コロラド州のリチャード・ラム知

トンの議員および外交富婦人の纂

力発電所の多くは完成が遅れる可

鬼簿は多くの入間が死亡するとい

大統領のスリーマイルアイラン

コールー狂システムを使用するこ

瑠とバージニア州のジョン・ダル

エネルギーを利用する﹂ための婦

まりで講演をし︑﹁安価で十分な

能性が強く︑一部は少なくとも三

な損審が発生したが︑放射能の大

ったのかという点について心配し られたTVカメラにより︑機器お

うような大凶故に発展しそうであ

二！

いる︒フォ：クナ；会畏によると

れの州の原子力啓硬鱗とすると発

トン知嘉は︑十月十八臼をそれぞ
NEEDの葭的は﹁世論調査では

ズ

表し︑テキサス州のウィリアム・
人開放趙動の発展をたたえた︒

について質の均一化をはかるため

た放射能は挙人の健康に対しては

部分は閉じ込められ︑親実に漏れ

に応えたものである一と請して

る女性が︑かの女たちの震閤に答

原子力に対する鰻大の反対派であ

ホビー副矧薯は︑ヒューストンで

に創設された原子力発電運転訓繍

通じて十分な電力が確保できる︒

えることのできる人びとを交じえ

検討するために設麗したTMI特窪め︑ただし用心して進めという

研究所は︑いまから二︑三か月以

性的な討論をしたいという

す︒

騙
囲
る︒

ことだ﹂とルイス議擬は述べてい

力発懸所の運転と規制については

ウォールスキ⁝理事長は︑﹁委

ド︵TMI︶調査委員会は︑原子別原子力講査委員会議畏のフロイ

農会のメッセージは︑われわれが

でいる倥民約一一颪万人に一人がガ

﹁われわれは︑現実に起こった

る︒

﹁TM王の鵬禽︑その本当の影

述べている︒

の勧告を評価︑実施するために政

る︒

とウォルスキー理事長は述べてい

府および議愈を援助する用愈があ

上手に管理すれば原子力発電は安

については大きな欠陥はないとし

全である︒産業界はそうすること

非常に批覇的だが︑原子炉の設計

る﹂と述べている︒﹁躍力業界︑

ンで死亡する確率が高まるという

カール・ウォルスキーAIF理規制機関︑機器メーカーおよび供

ている︒

ケメニ！委員会は︑同委員会の

響は五十マイル以内の地域に住ん

を約束した︒孚MIからは学ぶべ

その他の調査翠蔓およびモラトリ

◇

給業暫の蘭係者の姿勢を大幅に変

事故いらい︑それを学び︑現実に

き優れた教訓があり︑薩業界は︑

◇

購擾は︑﹁大統領婁員会の勧告は︑

署する必要があるという点には同

ナリオの中には︑規実に起こった

する価値はあるが︑婁員会はTM 意する﹂と述べている︒ケメニー

ものよりも軽い結果になったもの

櫻雑で影響も大きく︑詳細に検討

もあった︒また︑他に電離放射能
の放出墨が贈えた堀合もあったが

ことであり︑これらの小さな確率

このような状況の下では︑ポワ

を全部禽計すると○・七になるQ
かった事故そのものの影響につい

アム四望の欠如についての論争の

ち︑六件は電力業界とその供給業

べて三月二十八日現在で傾症して

なかに謹ぎれてはっきりされな

いる原子力発電駈が危険であると

二十けのものであり︑運転要員の

一般公衆の健康に対して危険とな

るような水準ではなかった﹂と同

料が溶融してスチール製原子炉格

さらに︑同委員会はTMIの燃 英国のハウェル︒エネルギ⁝相
納容器を璽逓し︑その一部は︑そ

な学者の名餉にち

︵フランスの有名 委員会は述べている︒

られる数学の法則

ソン分布として知

員会レポートは︑窮件の詳繕がす

いうことを承すようなものは何も

教薄に関するもの

I以降︑現蕉︑設計・建設されて 委員会の幽十四件の描置勧告の︸2 それを応用している︒ヶメニー委

見つからなかった﹂と述べてい

ては︑これらの勧

なんだ名称︶が適

合︑蜜故が原因でガンで死亡する

罐所の建設が必要﹂とする新原子

馬される︒推定平

て︑あるていど︑良い結論を繹

均値がO・七の覇 の下の格納容器建屋にたっすると
しまったインスタント写翼のよう

籔斤勧告を飛躍のバネに

産業界素早い対応

がそ の 他 に 四 件

小さな故瞳を璽大な事故にしたの

欝のすべてに同慰

ある︒門業界とし
ケメニi諸員会は︑TMIでの

る︒

は﹁不適切な還転要員の行為が

する扁とルイス議

ルイス議長は︑以下のヶメ軍監

RCと悪臣が一致した︒しかし︑ 長は述べている︒

蛍な原因偏であるという点で聾

ケ四川i委員会はさらに進んで︑

エネルギ⁝相は︑闘明のなかで

代に低下しよう︒石炭︑節約︑代

ると︑たとえ燃料が溶融しても︑

替エネルギーの開発に努力しても

検討した︒﹁われわれの誹算によ

格納容器建屡と同署塵が建ってい

本当の確率は次のようになる︒つ

る轡盤は大踵の放射能が憎げるの

まり︑ガンで死亡するものは繕え
とくに︑同委員会は事故中に放

死亡するという確率は三五％・二

ないという確率が約五〇％︑一人

た︒

は︑産業界はこの七か月闇︑前に

て門ほとんど影響がない﹂という
結論を出した︒さらに︑同委員会

出された放射能は一般公衆に対し

なものである︒しかし︑現実に

ムは国の利益にはならない②NR 進んでおり︑岡レポートの批判の
一部は︑すでにレポートが公明さ

Cまたはその後継堂堂は

で新しい建設許 れる前に改選されており︑勧鑑の

ケース

あると結論づけている︒これらの

︒バイ・ケース

欠陥が教膏の欠陥︑運転黍順のあ

瑠故の﹁基本的原因﹂はNRCと委員会の判断に業界は同懸すると
A−Fが﹁ニュークリア・イ 産業界の纏織および姿勢の欠陥で 述べている︒つまり①モラトリア
ンフォ﹂を難行した背蟻には︑

いまいさ︑線表の故瞳から適切な

述べている︒

たという仮定の状態についても調

一部についても︑すでに措置済み はTMIで燃料溶融事故が発生し％︑そして現実に五人もの人間が
である﹂と述べている︒

しかし︑﹁この特定のケースが

る③原子力発電に適用される規舗

司または還転婆珂を出すべきであ

低調だが︑この流れを変える必要

塞の設計の欠陥等となって運転要

がある︒蔚政府はAGR︵改良型

教酬を学びとる機構の欠如︑制御

破滅的な婁故にちかかったのか蕾

い扁と岡委員会は述べているQ

かは別にして︑この瑠故は奔常に

査し︑格納容器はそれでも残り一

同委員会は︑挺定にはいつでも

﹁だとえば︑小さな故陣

壼匿の部分

をTM1驕故にしてし家つた運転般公衆を守っただろうという績論

また︑

ガス炉︶とPWR︵艇圧水型炉︶

る︒

を得た︒︵この分析はTMIにの 門ガンで死亡する人聞が一人も増 璽大なものであった﹂と付け加え

の墨より質を改着する必要があ

上の

述べている︒

門大統領委員会はわれわれ来国

み限定した︶

員の行為にも影響を与えていると

産業界の指灘蕎たちも全体とし

び外国のすべての原子力発電燐で

﹁薯故の健康に対する影響懇懇

を検酎していたが︑現政府は安全

民に対して︑原子力発露につい

購故発生から数時間以内に改良さ
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ケメニー委員会はまた︑TMI

ている︒

ては自分たちに痛けられている委

て︑一つのメッセージを酔えてい

えないということも十分あり得
総会の調査締果を認めている︒審

によると︑発電駅に対しては誘き
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原子力醐発への批判や反対が先
鋭化燃するにつれて︑一方的な見
解や・不蕉確な摘報が増加し︑大

難の原子力に対する純騨な疑闘

や素朴な不安を誤った方向へ増

墾ごせかねないという翼隅もう
かがえます︒この構報は発行以
来︑原子刀関係看のみならず議
会︑連弗・刺政府︑マス調ミな

れた︒また︑原子力発霞所の運転
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⑳原子炉関係各種機器、装置
⑱核燃料施設の諸装置
⑭核燃料取扱、交換、輸送装置
㊥放射性廃棄物処理及固化装置

木：村化工機

（下記装置の計画、設計、製作、据付）

これは、木村化工機のすぐれた入材、高度な技術、
創造性の開発努力によるものと確信しています。そ
してこの実績はあらゆる原子カプラントに御利用戴
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未来に躍進する 事∠｝5r！

原子力機器への実績は高く評価されています。
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