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原子力行政の一線化から一蹴が経過した︒本格的な原子力発醒の聴代に入った矢口に︑昨隼は楽ス

があると露ずるQ
り﹃MIの購故以来︑わが国では

いる施策であり・今後︑運転員の

のが検蓋の充実である︒検査につ

力発電の蜜全難と僑頼性を爾める

引廻続き遷心分離法の蘭発を推進

▽濃縮ウランの確保・再処理

設推進の観点から︑必要資金の確

するとともに︑第二再処理工場建

長期盤成に関し・還転圧の翼格認

いては︑鰹が鷹擾実施している検

した︒

定合爵の算入をはかるとともに︑

の︑襲業蕎霞目が行う日嗣検蓋と

査︑尊門の横綴機灘が実施するも

は蕉門の決断を下し︑確明を発表

この灘閣は結局﹁米圏はより安
現在すでに爽醸している常駐検蚕

保︑技術の確証︑立地の推進等所

宿制度の拡発等を爽施していきた

要の描置を強力に講ずる︒

錨藁蕎の聞違いによるトラブルを

象馳鑓を大幅に広げて︑これを專

との関達をとりつつ定期検査の対

はあり得ない︒今後︑供絹ゆ検蒼

社の二身的な対応なくして︑保安

廃棄物の処分は来銀慶の試験的海

立発磁駈から発生する低レベル

▽放射性廃棄物処理︑処分の確

いろいろあるが︑なんといって

るしかない﹂ということに尽きよ
い︒

全独を醐めて原子力発電を推逸す

う︒米国は原峯力発罐を櫓てるほ

リーマイルアイランド覇故が発生し︑安全問題が大きくクロ⁝ズアップ︒しかし︑石漆韓紅上昇を中

はじめとして︑原子力発電駈の錨

門の中立検趨機関に実旛させるこ

も︑施設運滋の嶺粥姦たる魑力会

埴土理上の問題点が浮きぼりにさ

とにし︑さらに横糞機関を拡充し

また︑昨隼は大飯や醐浜発電駈

どのぜいたくはできないと述べ︑

れた薙でもあった︒これは︑従来

て︑検蕉能力の質と騒を確保しつ

新規プラント許認爾のモラトリア

入れと揺示している︒原子力発懸

ムは
設計変更︑また全PWR︑BW
R六か月で終え︑静講胃漿務に

火力発電所の伝統を踏碧して実施
している原子力の羅質撮舐体舗に

つ︑原子力発電所の今後の愚撮に

全縁桁の笑施︑その結果としての

型発蹴所の総点検︑特別保安鑑萱

であるが︑やはりそれは一派の酋

をやめてしまうことは簡単なこと

もちろん楽圏でも︑N8Cは薪擬のとるべき判断ではないとした

勲処していきたい︒

蟻を儒じた簿大なる決断があった

簿嵐してτMI関野の安金茶簾を 対癒することと︑人闇の英知と黒

ルの昂質傑証体制があると聞く︒

宇胸騒遡勲業には︑非常に臓レベ

試験され︑その耐盤残が確認され

ちじるしく稼働率が下がっている

く︑峰理に田数がかかるので・い

故件数と発盤率を比較したのが鋼

：：燃

料・

︒

る︒

洋処分を圏途に藥舖をすすめてい

陞地処分についても処理・処分

技術の検討等をすすめていくこと

また︑高レベル鵬棄物について

としている︒

は︑國化技術︑口髭方法等につい

て研究開発を一拍隠避し︑80二代

において固化・貯蔵漁設の建設を

すすめる︒また︑再処理委託にと

もなって転勤される高放射性の固

窟主的かつ累期確立のための方策

以上のような核燃繕サイクルの

開幾国﹂としての国際的繊圏づけ

協議の鳩において︑原子力の﹁既

らない︒当面︑物としては適切な

ン・システムが有効に働かねばな

容易なことではなく︑マン・マシ

恐れてはならず・より翼実を理解

ら針小樫大に批覇をうけることを

とが蟹要である︒反対する人々か

し︑寛実に穿ついて理解を得るこ

積極的に燭報を周辺居謙遜に提供

輻水姫の禦故・トラブルを防止

籟を上る通である︒普段からの周

訴えることが︑多くの人びとの鱈

臼本原子力産業会議会長

日本原子力産業会議副会長

日本原子力産業会議副会長

毒ぞ

嚴本原子力産業会議副会長

明

円城寺次郎

日本原子力産業会議副会長

蒸幽嫁繊

化体についても︑わが国の灼隔日

を整備する必饗がある︒つ重り︑

を推逸するに嶺たっては︑本黛二

◇

騒近のエネルギー乙甲︑原子力を

月に終γする国際核燃料サイクル

を認じていくこととしている︒

めぐる国際欄勢等を踏まえつつ︑

評価︵王NFCE︶をベースとし

原子力雛躍を窺魑させるために

受壷的︑計画的に確立することが

▽ウラン資源の確保展期契約

て︑今後︑ご國間︑多国闇の圏際

の拡大︑海外深鉱開発助成の拡充

に︑他方︑原子力兜濫圏として後

を響るよう全力をあげるととも

としている︒

発国に対する協力をすすめること

等を図るほか︑海水ウラン圓収技

雲閑化を騒撒し本隼後拳からモデ

苧定だ︒

万点近い部署を二十年以上にわた

甜賢管理を︑人としては運転翼の

し︑安全にかつ稼働率聡く運転す

て︑全社的なイメージが定干して

辺夕虹暫と祉麗との交際によっ

しょうとしている多くの人びとに

ることは︑エネルギー政策や鉱業

である︒

蟹質口上が強く要目されるところ

って維轟轟理することは︑決して あるのか︑ということについて︑

原峯炉の細金とどのような閲係に

ルプラントの建設工購を開始する

術開発調査では︑一九九〇無代の

必要である︒

整合性のとれた核燃料サイクルを

はさらに核燃料に濁する外的条件

・

埼

る描腰を実施してきた︒

等を実毒して︑安金性をより高め

大飯発表駅をはじめとする盒PW

心とする厳しい国際エネルギー彌勢から︑原予力の役劉に対する認識は︑強濠ってきている︒わが国

N鼠CにTMI関適問題のための
の建設晴および保守時における部
R型発電所の漏CCSに関する蜜

の一九八○年代の諜題は︑軽水炉の定粗製と燃料サイクル産業の確立にあるともいわれている︒その
懇味からも︑原子力発電の雲量と蜜全規制を任霧とする通産憲の八○銀鉱の施策は︑きわめて璽硬で

が原子炉設三雲朗から工麟計画認

ある︒そこで︑本欄では︑通慶省翼源エネルギ⁝庁長富窟房審議蜜の兜董勝随殴に︑八O館代の原子
力発電行政の進むべき方向についてこ執幽いただいた︒
しくも・来国スリーマイルアイラ

u建設の時代か． ンド︵TM王︶漂子力発醒所に商 可︑検査︑運転に関する規制家で

て︑わたしの知る隈り︑飛行機や

発蔭しが求められているのであっ

原子力発罐の擢進・規制に関する
実施してきたが︑楽国における軽
からであろう︒

に︑昨鋸來︑学識経験薔から成る
委瞬会を設けた︒今無はこの霞興

ることになる︒また︑岡工学試験

のである︒

裏であるが︑一墓誌たり発生件数

原子力発電所と火力麩躍筋の瑠

センターは遜薩雀の婁託をうけて

おり︑成果が得られつつあるが︑

僑頼性実舐試験をすでに実施して

は約二籍であり︑石蚤当たり︑発

蒸気発生器やポンプ︑バルブ等の

今銀はある程度まとまった成累が

いくことも無視できず︑地目と起

上霊記しいばかりでなく︑周辺の
居住蕎に対して︑安金性や趨偶頼

ものの︑故瞳等を禽む件数では・

生練縞醗当たりではだいたい同じ

ことは︑社圏の立地町細民に対す

縮共同体であるとの儲頼感を得る

國としても︑折りにふれて︑地

って培われると思われる︒

る二四と会社の誠意ある態度によ
が発生したものの︑周辺の眉山者

また︑従来︑軽水炉で蟹故︒故山

二簡以上の開きがあって︑原 性の主宰になって︑酉万回の説得

得られ︑その実舐試験の細謹は必

二〜

鱗故の防止︑稼働羅の向上は︑

いことがわかる︒

子力発鱈所の方に嚢故・藤野が多

よりも璽みのある証開となろう︒

ずや軽水炉の技術定爾化に役立つ
ものになると期待している︒

軽水炉技術の定激化にとって︑

の稼働率の圓上である︒現在・日

方行政機関との運絡を密にして︑

に放射線瞳憲を与えるようなこと
は皆無であり︑今後も皆無になる

によってかなえられるものであ

立地町村民に対し誠意ある鮒応を

本来︑メーカーとユーザーの努力

さらに︑故駅が発生した場合︑

よう努力していかねばならない︒

っと超えるような状況であって︑

たい︒アポロ衛星をしのぐ︑一一千

る︒大いなる塵覚と爾趨を期待し

していく誓えである︒
難いであろう︒

経水炉が完全に定貸したとは念い

本の軽水炉の稼働率は五〇％をや

欠くことのできないのは︑発電所

◆整合性あるサ
イクル確立へ

のは・釣りくるエネルギー危機に

が発生し︑わが圏原子力発電の関
通産雀の任務はますます巨大なも
水炉をめぐる環塊はまことにきび

来国よりもはるかにきびしいエ

証を︑高レベルのものにするため

して︑原子力発囎に関する歯質保

一戯して麗任をもつことになり︑ 規建設許斑業務︒運転認岡業務を

係轡のみならず広く国民に大きな
のとなってきたが・安目規制に関
しく︑わたしが昨年十一月米麟を

ネルギー環境の巾にいるわが国

業炉史上鍛悪の麟故︵昨鐸三月︶

・：・⁝⁝・孫開け
衝撃を与えた︒このことは︑運転
しては︑より〜罐︑安全牲を期す

もまさにより安全性を高めた原子

︒ら運転の時代
昨庫末︑大飯発電筋二暑機が覇
管理の璽要性について︑大いなる

退河のモラトリアムはいつまで続

訪問した際は︑新規プラントの隠

と食える︒大統領閏明のなかに

臣

羅薩省ではこのような点を響薄

業運転に入り︑わが国の商業矯原
との観点から喉彦省が爽施した安

発は畏嬬にわたって低迷するので

力発墨の描進しか頼るものはない

金目鷺を安全婁興会が再チェック

この新制度も︑一年以上経て︑

規融と推進︑一層拡充

柵

くかわからず︑商業罵軽水炉の開

蟹纈がならされたことを愈幽す

務

することになっている︒

子力発鵬駈は含謝二十一墓︑手慣

は︑その教酬を翼勲︵しんし︶に

否九十五万KWが遷転されるにい る︒そのことからして︑われわれ
たった︒これは米国︵七十二基五

安全性追求で．

千旧徳五十五万KW︶に次いで世 学ばねばならない︒
翼第二位の規模である︒︵三位は

西独十二基 九 筥 二 幸 六 万 K W ︶
昭和四十一鎌七月︑わが国初の

任
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商鎚炉である策海発羅筋︵ガス炉

軽承炉定着化に向けて
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τMIの顎故が趨きて以降︑わ
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＋六万六千KW︶が運転開始し て

樋嶢騨額鍵翫児玉勝

7z

以来︑十三奪で世帯第二館の原子
に閲して︑原子力安全婁奥会は大

が團の原子力発纒の安金確保敵策

金の検討脳漿を＋分とり入れて︑

（｝，3567

産

も︑運転饗の能力向上︑常駐検査

2i2

る︒これらの原子力発聡所が生産

はないかとさえ思われるふん醗気

GG〜q

51〜B

力発餓傑荷国に成擾したわけであ

すでに定鹸化しつつあるのはよろ

きな役翻を累たし︑通薩雀の保安
行政の諸施策についてバックアッ

ll

する羅力羅の合猷は︑明治以爽開

80

発してきた水力発鰍漸の羅国国と

打ち出していきたい︒

錨質保証に心する墨体朗な旛策を

趨山雀が以前から非常に璽視して

れているが︑このようなことは︑

富の大幡増といったことが強調さ

このような悲観的ムードの中

であったσ

で︑昨葎十二月にカーター大統領

こばしいことであり・臼本の原発
の安全対策鮭逸のため・われわれ

プをしていだだいた︒

はこの制慶を盛り立てていく必要

〜，7197

匹敵するに董っている︒

昨年一月照日からの符政一蟹化

b，l17

糖質保瓢の充実と楢まって原子

にともない︑商業発聡炉は藁囲省

稼働率を上げる巖大のポイント

（〔｝GZ〜｝

210

大飯二弩機︵函十七万五千K

在︑構立に例のない爾監能大型振

H｝
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W︶に象徴されるように︑最近︑

に発展させ︑よりすぐれた面痩標
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力

原

プラントにもとり入れられていく

靱097

．

は窮故・トラブルをなくすことで

b5q2§

●

勤台を建設中である︒これが完成

213

還熱する原子力発転所は︑大容羅

準化プラントの仕様を極署してい

ラブルによって鰹止する機会が多

ある︒原磁力発露所は︑蜘故・ト

（G〔｝〜D

53

化している︒ちなみに一機当たり
であろう︒

模型が次々と振動台にのせられて

すると︑原子力猛毒設簾の爽機や

原子力工学試験センターは環

1〔｝

の平均出力を翫騨してみると︑こ

）内｛よ占気レ彰警含も箒

きたい︒

（｝2b

今年腱は改農標準化の完成陵標

b3

年であり︑いままでの成果をさら

〜．9183

・軽水炉の驚藩化
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甥故発生分析豪

七＋一万 K W に 憎 大 し て い る ︒
日月麟として軽水炉を醐細して

るために︑照和五十無から軽水炉

ll

033
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85

11

このような大容騒化は︑一回目

ずしも順調ではなく︑今臼まだ樫

の改良標目化政策をすすめてき

標躍化プラントの基本佳横を淡照

51

｛B

2．7518

o〜〜｝

以来︑設備容麗は寸言第二位にな

々のトラブルをかかえているのが

数華箋まで︑原子力発置所は圧

た︒すでに︑五十二奪︑一癒の成

した︒この仕横は︑現覆建設申の

⑪⑪B

11

傾止が鰍力供給上非常に大きな影

原子力三冠蕨の璽故やトラブル

実欄といえる︒

ったものの・その醐発過程は・必

は︑たんに技術的問題や︑地元佐

響を塚えることを愈味する︒大型

罠に衝撃を算える社金的間題であ

遡産省では︑軽水炉を瞳本の技

倒的に︑建設のウエイトが高かっ

累を得て︑儒頼性岡上︑作業爵の

術・社会の土壌に舎つたものとす

たのに対して︑いまでは︑運転中

を上扇わり︑まさに原子力発霞を
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国際平和と安定のためにどうしても確麗しなければ獄らない核不拡敵と︑主要な姪替エネル

ギー源としての原子力利用一︒この二つを両立させなければならないという基本命題は︑一

鰻終総会が二月に予定︑また︑翼Pτ冨検討会議も日程にのぼっており︑今鋸は核不拡散の新

来︑国際原子力門馬の保陣描躍を

て︑圏際原子力騨の優等生を自認

農発約に籾めて受諾した国とし

供給国による輔幽条件のガイドラ

嗣裁が︑転じ西欧陣鐘内の二二な

友好諸国に対して加えられたとい

上に︑大きなトローマ︵心の鰯︶

う購実は︑核燃料安定供給悶題の

となって残ったことは哲定できな

また︑※国の規制強化により︑

い︒

粟海図処理パイロット施設の運転

開始につき︑一九七七黛九月まで

ばならなかったことも謁癒に紙し

ホットな鷺米交渉が行われなけれ

いし︑英国およびフランスとの再

これら爾国へ輸送する使周済み燃

処理契約に墓ついて︑わが睡から

角りつけには︑その都度︑並々な

料の圏外移転に灼する米国の岡画

一口に醤って︑原子力開発誹獺狙

らぬ蕩心を要することとなった︒

遜にとっての周醗の畷境は︑従来

に比べ︑一段と厳しいものになっ

ための箏段についての︑技術的分

力開発という図櫻とを濁立させる

的コンセンサスが醸成されていく

いては︑※国も愈めて徐々に磁際

政策はとり得ないということにつ

徐々に生馬れてくるのではない

際原子力秩序ともいうべきものが

じて︑平縫利用のための新しい国

そのような議論の稠み露ねを通

ギーの谷闇の階代に︑原子力の役

て︑二十一世紀に向けてのエネル

きれない︒しかし︑根底におい

のではないか︒不安な要素は数え

て︑NP7慾舗は叢雨してしまう

たというのが︑一九七Q隼代の流

析の作業として︑一九七七年宋

のではないであろうか︒もちろん

か︒むしろ︑原子力に葬常に多く

捌が全く蒼定されてしまうという

業を通じて︑﹁核不拡早雪傑なし

り得ない﹂との認識が確立しっっ

安定供給なくして︑核不拡敬はあ

そこへ追討ちをかけるように超

こったのが︑一九七九隼三月︑※

国ハリスバーグで趨こった原題力

発窪窪の二七である︒原挙力発電

の安全性問題とそれに伴う︑いわ

ゆるパブリック・アクセプタンス

ていたが︑この駅故をきっかけ

の問題は︑従来からくすぶり続け

に︑一挙に表臓化した観があっ

その結粟︑世界一の原畢二三醒

た︒

濁である来団は︑原手力発鷺所薪

とるのではないかということさえ

うな行き過ぎは杷憂︵きゅう︶に

翼劒に危惧された︒幸い︑そのよ

終わったものの︑饗するに原子力

に一九七〇無代は終ろうとしてい

醐発にとっては︑多購多難のうち

るわけである︒

精

撃墜原子カグループ

勢に地殻変動がおこりつつあるこ

れがいわゆるロンドン供給國グル

8灯八PT再検。f会護｝

イン作成の作叢が始められた︒こ

窮の趨こりは︑もちろん一九七

この作業には謬画した︒

⁝プで︑NP嬰批准鯖のわが国も

3月毅f力委、穂∫力綱際問題等墾嫉全設1＆
三g7g年3月米スリーマイルアイラ／ド源f力発屯所事故

によって︑輸出禁止という厳しい

1月米カーター人統領、辱F力致策を発衣

とを十分恵識できなかった︒

スタン砂漢における平和瞑的核暴

匹年五月十八葭のインド・ラジャ

発である︒それは︑世界の鍛も鑓
困な人口を︑韻も多く抱えている
と講われる開発途上魍によって行

しかし︑従爽の核不瀬野路線の

η錐刀後半

厳しさ増した
核の平和利用

もちろん︑臼本は︑この核爆発

われたものであった︒

に対して激しく反旨し︑すべての

していた︒しかし︑いかにB本が

には核不拡散への客観的な法的コ

優等生と胸を張ってみても︑そこ

の賂件を契機として︑※国では︑

FC￡力更季象垂｛≧会｝

N

ま、発効

3月差、核不拭散

九八○年代に入って︑まますます璽要な藤題となってきた︒すでに終盤入りした王NFCEの

ミットメントという肝心の要が欠

膨正が新政策の形で︑表颪に現れ

統鑛選挙キャンペ⁝ンにおいてで

始めたのは︑一九七六卑の米国大

核爆発に反対するとの圏燈から厳

それとは対照的に︑楽国におい

ある︒その後のことはあらためて

墾な抗議も行った︒

めに︑三際的にはひとりよがりと
ては︑この璽件の波紋は︑ゆるや

こうして︑米園は︑自圏におけ

けていることに気づかなかったた

︵翼P？︶が発効したことであっ しか映らなかったことを反省する

申すまでもないことであるが︑民

七〇窪二月に核兵雛不拡散条約

駆願望に︑八○三代の原子力国際欄勢とわが国の対応を展望していただいた︒

しい秩彫が︑雪の下から芽生える
草の穿のように︑次第に商ってい
かに︑しかし︑広く深く拡がって

かれた再検討会議には智勇メンバ

換して︑再処理︑濃縮等核燃料サ

必要がある︒

る使用済み燃料の萬鰯理を無期延

た︒もっとも︑これは︑一九六〇

期するとともに︑従来の方針を転

くのではないだろうか︒人閲は︑

霊党大統領候補力董ターが︑爾速

奪代を濫じての長い交渉が糖齢し

魍薫炉開発︑再処理の無期延期を

た結果であることは類うまでもな

臼本は飛PT発効後五年欝に開 いったのである︒というのも︑こ

にして新しい秩彫とともに甦って

職換期においては︑常にこのよう

主張し︑それに対抗する必要もあ

め︑交渉が妥結しない相手国︵卸

至NFC鷺1黄鉱総会

10月

国際秩彫づくりの大きな山堀を迎えている︒そこで本欄では︑外務口許学技徳審議窟の矢田部

転換期に芽生
え育つ新秩序
はじめに

従来のような核不拡散の政沿醜コ

い︒その意味では︑非核兵器國に
ーとして謬濡することもできず︑

きた三幅をもつている︒八○年代

一九八O駕代の購闘けは︑巾藁

ついての来島の規制権の強化確傑

ダのモラトリアムである︒カナダ

い︒そのもっとも鰐的な例がカナ

こととなったことは醤う濠でもな

料安定供給に大きな衝繋を与える

このような規制の強化が︑核燃

ととなったのである︒

って︑フォード政権も︑政策の膨 イクル中の核拡散上機微な工程に

NPT等︶と国際保磁描躍適用と正を示唆するに簗り︑そして︑カ

ミットメント︵二圏間協力協竃︑

ントとその読付けとしての山際保

よる核不自敬の政治的コミットメ
ようやく一九七六無にこの条約を

における原子力睡際醐係の展關も

瞳措躍適絹とをテコとして︑原子

批凝した︒だから績本にとって聾

偶勢をはじめとし︑内外になにか

える︒

を原子力国際協力の条件とするこ

決してその例外ではなかろうと脅

ーター登堀とともに︑一九七七年

しら物鰯騒然たるものを照じさせ

新しい総代を腿塁するにあたっ

本︑ユーラトム︑スイス︶等に達

ため︑原子力協力協定の改訂を求

は︑米国と圃様︑規制権の強化の

四月︑※国の薪鍵盤拡敵総記が発

矢田部

表されるに継った︒この新政策が

して︑一九七七薙一月から策然ウ

外無難科学面罵審議官

大きな変貌を遜げつつあった︒N が投げかけられることとなったの

しその闇に︑NP7体制はすでに推進政策に対して︑根本的な疑問

さらに翌駕には︑縣核不拡敬法と

儒篇暴露嵩醤

ように供給国の鴬合拡敬政策懸換

PT拙准で手一杯の日本は︑核不 である︒

のとおりである︒

ラン輸出鰯正転戦をとった︒この
補填するものとして︑主要原子力
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3月木フォード・マイタ一報苫

れと認って差引えないであろう︒

に始められたものであり︑一九七

その堀禽に注等しなければならな

を期待する葭本こそ︑その二軍に

ようなことは趨こり得ないであろ

か︒翻字途上躍の不満がつのっ

〇葎録画を象蔵する規舗強化の流

いことは・もはや︑一九六〇縫代

いくべきではないか︒そして︑臼

向かってイユシアティブをとって

⁝一一一蛭類§一竃一一㍊一酉論遷憲

あり︑したがって︑権妻原子力悩

拡敬問題が次第に局面を変えつつ

そして︑NP？と保陣描園とを いう形で法制化されたことも周知

厚彦

DムTは一九七六年に娘まる︒しか を肇の爾輪とする原子力軍秘利粥

ながら︑いよいよ始まった︒二＋

NPτで幕を

世紀もあと二十薙︒そういう一種

あけた70年代

親しい核防秩序めざして

の切迫醸も手伝っているのであろ
うか︒いずれにしても︑大きな転

ては︑煩鎖︵はんさ︶でも︑いわ

書本がイニシアティブを

原子力をめぐる圏際関係につい

ばその先駆蓄であった晴代を園顧

う︑アトムズ・フォア︒ピース以

力平和利馬を進めていこうとい

顧

ても︑たしかに︑従来の経緯の延

してみることが璽饗である︒不運

疲

長線のみに︑醤来を展塁すること

続の鯖代であっても︑その悪義は

けは磯かであろう︒

換競にさしかかりつつあることだ

思う︒権威は崩れ︑神謡は消え︑

この流れのなかで︑田本は︑盤

するところであったわけである︒

来の蟹際原子力政治の流れに婦激

はきわめて函難になりっつあると

原子力國際政治史の上で︑一九

変わるまい︒

七〇庫代の韻初の出来璽は︑一九

過糞の経緯は単なる普労りとなっ

のような蒔代にあっても︑常に新

てしまう時代である︒しかし︑そ

線である︒自霊路線とは︑決して︑

れのなかに生まれたものであると

までの楽天主義に逆漠りすること

一一藪＝一繍強簑一一㎜一一簸ヨ篇一瓢震一篇㎜一︻︻︻＝轟轟篇霧寓︻三

いて膿を翻って騒禽いのできる立

唯我独題︵ゆいがどくそん︶やひ

とは謡え︑国際関係の底流の変

NP孚に舶干すれば︑田ホの原 とりよがりではあり得ない◎

堀には立てなかったに趣いない︒
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国際関係の底
流変化把握を
子力平和利罵が阻轡されるという

べくして重三なことでない︒まし

ことが︑気後までNPT反対論暫化を掘握するということは︑醤う
の議論であった︒歴史は︑まさに

巌空外交へ
国際関係の流れは︑もちろん︑

はあり得ないということである◎

う︒とすれば︑困難が多ければ多

いう合方もできよう︒他麟︑この

いほど︑圏際協調でこの圃難をな

分析作業の結累︑核燃料サイクル

本のエネルギー︒セキュリティ

んとか切り抜けていくというの

て︑この不確隻性と不還暦性の時

鋼えぱ︑生成されたプルトニウ

クル自立を自おの欝標とはしなが

上︑どうしても必要な核燃料サイ

ことになる︒NPTによる核不拡代においてをやである◎しかしな

ムの蟹理・使用済み燃料の籔理等

それが逆であったことを舐明しだ

がら︑一九八O奪代の原子力をめ 隠語の経済的正当性が認められる

については・すでに国際原子力機

が・一九八O鎌代の国際原子力政

三代の匿切りで明瞭に変わるとは

瞑りにおいては︑濃縮︑再処理等

らも︑この相互依存の盤騨におい

はないだろうか︒

治の基調となると欝ってよいので

隈らない︒しかし︑一九七Q奪の

蕪PT発効以後︑核不拡敵間題の 敬の政治的コミットメントがあっ

機微な湧働も︑改良された傑瞳豊

てただいたずらに自立を霊張する

ぐる國無関係の鋤陶を左右するい

関で検討が始まっているが︑再処

のではなく・核不拡散と原子力開

くつかの璽要な近い絡来の外交照

理︑濃縮営業等を正漫化する経済

てこそ︑はじめて︑核燃料安定供

麗適灘をギャランティーとして認

性についての潤え方︑これらの購

日本の N P T 舶 盟 が も う 一鎌お
給の問題について︑供給國側に対

められて然るべきであるという方

程を中心に︑将来を手探りしてみ

向に大勢が傾いていることにも魎

発両立のための国際的な網の目の

して裳々と議舗ができるのであ

1977《｝1月カナダ、入鉄ウラ／輸出信n措謬

その悪鳥からも︑INFCE
設作
に対してモラトリアムの描躍を
ような協力体制の樹立を推進すべ
等についても︑これから国際的な

一九八○無代の原子力国際政治

に核燃料安定供給はなく︑核燃料
技術的分析作業で︑その糖論は滲

は・多くの不確建要素を無二して

るを得ない︒当然︑その変化に対

識論が蔵開されていくであろう︒
慮していく柔軟性が璽饗である︒

いる︒第二の？M王購故が趨こっ あることを歓迎したい︒

まだ︑傑給圏の規制権のあり方︑

ある良発的な貯留拡敵への政潰飼

しかし︑さらに露えぱ︑その流れ

その行儲の熊様等についても十分

たらどうなるか︒どこかの圏で新

かしながら︑特に混沌たる石瀬溝

きであろう︒

業の制慶的な側面︑核拡敵抵抗性

くれていたらどうなったであろう
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力量と共棲出蟄の会社︵技術襟約

が國のFBR開発の努力の大部分発注者となり︑メτカー側は猿子
は門もんじゅ﹂に向けられること

システム翼翼と環堀工顛にあたっ

鷺菅名︶をつくって︑プラントの

ている︒康子力庁は実接炉のため

になる︒﹁もんじゅ﹂は動燃のプ

る︒このごつの問題について︑蕎速

山

ミ

モヘノ

︑陽虜鞠㌔

になると憩う︒

させていくかが︑八○無代の課題

燃は来・英︒仏・雛独諸国の政府

要である︒七〇年代において︑動

て︑相互の利釜をはかることは睡

アをつくるための国際協力ととも

には︑FBRの安全性クライテリ

おける圏際協力﹂というレポ⁝ト

ロックフェラー財団の﹁養殖蜻に

BR開発国との閤の協力を深め みを注委する必要がある︒※国の

関係の開発機関との間に協力関係

に︑日来の爽誕炉針画︵煽舎によ

っては英も加える︶の偶報を完全

を結び︑凌辱交換・入材交流・共

初期においては︑経験者に教え

同実験などを行ってきた︒

に共有するという提案を行ってい

酸後に︑中遜国・開発途上国と

が行われているが︑安金評価や劉

IA避Aなどを中心に各欄の援助

ヨーロッパとの関係では・﹁も

に対応することが必婆になると愚

験の上にたって・FBR燃料サイランスの研究炉によるFBR燃料 次は核燃料サイクル・FB汽開

アプローチする希墾をもつことは

科学者・技術轡が︑新しい技術に

豊霧毒気
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政策の混乱を背漿にした提案と著

る︒仏︑露悪の動き︑来国のFBR

えられる︒わが国としては︑自照

られることが多かったが︑巖近は

陽﹂の臨界︑出力上昇︑格納容器

性をもち︑独自の技術と政策をも

相互啓発の形になってきた︒﹁常

漏洩試験などは︑来園で建殺申の

つことが望ましく︑八O無代の課

他の開発圏と賢明な協力関係をも

大型高遡実験炉FFTFよりご年ったFB汽關発圏の一つとして︑
の試験のたびに︑※国エネルギー

界の共逓認識が必要となってこよ

題となると思われるので︑国内各

ほど索く進んでいるので︑これら

し・﹁常陽﹂の現場の体鹸を持ち

省から派遜された技術者が参加

の関係についてみると︑まず原子

う︒
帰ってFFTFの試験に生かそう

のではあるが︑すでに十重以上運

としている︒逆に︑古い設酎のも

る︒

り・多謝の現場経験を吸収してい

は・﹁常爾﹂﹁ふげん﹂の奨纐が

んじゅ﹂のための炉物理鍵験を︑

われる︒

クルの実用化が︑九〇鋸以降の仕

進国︶に隈って再処理やFBR開

が国も参癩しているQ一口に国際 論は大規横原子力発電国︵工業先
協力といっても︑いろいろな形容

璽金力や産業技術の力からみて環

発の必要性を認める方向にあり・

需一＝一一騨一︐需鯖曽一一齢璽
開刷
一 禰需一一曽ー

と岡じ図譜で一緒に仕鵬をするこ

し︑原子力平和利用を指向し︑完

実的な結論と弩えられる︒しか

があるが︑いずれにしても外圏人

とであり︑そのような経験をもつ

国・關発遼上国への隻援などの闇
題が登更してくると思う︒

最近になって︑これまで独自に

が︑やがて必要となろう︒

＼

ロジェクトであるが・建殴工購に
協力する羅力各社︑製作にあたる

BR経験暫を多数プラント設計会

高速炉開発﹄みる実用化と国際関係
華が進むであろう︒すでにメーカ

んどが国産品となり︑コンポーネ
所にしていくことが棊礎になると

大

る︒すでに原型炉フェニックスを

仕瑠の分担が翌翌なポイントであ

い︒混台酸化物燃料鰻造において

クルのない高遼増殖嫌は禅凝しな

招R狂に・﹁常礪﹂の運転展を送 技術援助の問題がある︒従来も︑

FBRの実接化は炉の箋絹化だ転されている米磨の窩速葵験炉E 力発電を必要とする国々に対する

では世界のトップをいくフランス

クスを建設中で︑FBR建設謝画けでは遠成されない︒核燃料サイ

逓饗し︑爽鉦炉スーパーフェニッ

も鎖国含意ではないので︑他のF 否はまだわからないが︑今後の歩

メ⁝カー各社の︑FB鼠技術の繁 のH＆Dを実施するとともに︑F

勧00忠霊口UU導口むBσ導0000OU冒5曝勝0導廼轟轟ほ蔭と0
を賛
冒撮している︒再処理の周密
社に出向させている︒実証炉につ

関として︑FBRエンジリアリンづく大型炉では︑霞美髪転身が発

ー各社の共同のシステム緑野の機

がスタートしょうとしている︒ま

考えているようである︒

国悩の異なる日本の場含に︑フ

曝者という︑通常の発電所の形を

ランスの形態をそのまま翼似るこ

の協力体舗の検離がはじ濠ってい
る︒﹁もんじゅ﹂の建設︒運転を

とはできないにしても︑フランス

グ業務蕨が発擬しており︑露薫製

魑実に進めること︑この聞の動燃

た新型動力炉の実用化は今後の課

これらのものはそれぞれ技術開

・電力・メーカ⁝の協力が痩磨に

題である︒

には︑本格的な欝欝工場建設臨画

わが国では︑これまで自霊技術を中心に研究開発を逸めてきたが︑一九八O無代は︑これらを踏ま
え︑核燃料サイクルと新型動力炉が実用化︵産藁化︶に向けて大きく羽ばたこうとしている︒とくに

んじゅ﹂の建設が翻薗に迫っており︑さらに実題炉の建設準鮪も始まろうとしている︒本欄では︑わ

高速増殖炉は︑将来のエネルギー供給の蟹要な握い黍として︑その開発が惣がれている︒原型輝﹁も

が国の八○鎌代の生還炉開発について︑罐力︑メーカー︑圏の実用化体制︑国際協力のあり方など︑
発の段階に差があり︑一律に論ず

第一歩として最も墾璽なことであ

行われることが︑FBR鍵田化のの経験に︑いくつかの窺要なポイ
ントがあるように思う︒原型炉段

通じて大きな逸展がみられよう︒

て蕾労を共にしていること︑実証

階から・醒力騨の技術者が穆加し

炉のための会長を富渓春岡出資で
つくっていること︑技術移転を行

しかし︑﹁もんじゅ﹂建設と並

甥傭がはじめられなければならな

行して︑次のステップの実証炉の

る︒

これは︑過張十年の成累からみて

からいっても︑当然予想されると

っても︑代替エネルギーへの期待

も︑わが国の薩藁技術の力からい

な期待を聞負っていることは間違
いない︒この期待に応えるための

裂による原子力エネルギーが大き

転開始︑福漏・美浜両懸蟷駈が完
第︸は︑軽水炉による原子力発贈

ころである︒

これら各分野の八○年代の展開

に記する理解をうることが包丁で

KWに還し︑国際鮒にみて明らか ある︒これを技術開発面からみる
に伴う課題は多いが︑共逼のもの

力とメーカ1が嶺麟蓄になること 材を実舐炉揚当機関に移動させて

うのにレポートや特許の移動だけ

と︑軽水炉技術をわが國三身のも
として︑技術の実用化︵産業化︶

いることなどである︒これらのポ

い︒原型炉は動燃のプロジェクト

に原子力発羅大国となった︒設儲
のにする努力を続け︑経験と劇愈

は当然である︒実舐炉はその過渡

イントをわが困でどのように三態

ントはむしろ圏薩の方がよいとい

田力炉核燃料醐

発離畿・理轟

憩蟷炉を例にして弩えてみたい︒

技術移転のあ

り方も課題
爽 用 化一

原型炉フェニックスは原子力庁

あり・現在世騨レベルであるが︑

同実験を行った︒また現在は︑フ

英国の臨舜豊町装麗を使用して共

蕪難婆郵確琶

の場禽は︑次のようである︒

のプロジェクトであったが︑殺謝

造が次の仕覇である︒これらの経

動燃が行う﹁もんじゅ﹂の燃料製

わが国の高速増殖炉︵FBR︶
の研究開発は︑﹁常陽﹂の逓紙開

に︑躍力庁の技術轡が多数出向し

・発注を行った原子力庁のチーム

面でも輸入からの脱却が可能にな

のみでなく︑プラントの逓転経験

始によって︑蓋礎技術の研究開発

を薔綴する段階に入った︒現在︑

ってきている︒というのは︑臼本
はすでに世界第二位の原子刀発蟷

世鼻で運紙中のFB8は九墓で︑ 舐炉になると︑臆力庁が西独・伊の

︐鍾腎鼎 軸側曹一

発の問題である︒王NFCEの議
ソ遡三蓋︑フランスニ基︑※・英・

の安金性学長に︑西独とともにわ
スリーマイルアイランド原発丁霊

蓄干しているからで︑さらには︑

田・西独それぞれ一碧である︒ま

国際社会の潮

流︑熟視を

カ︑核不拡散問題への対癒・中逸

螺になろう︒

の教酬として︑従来驚として︑極

電力と共岡出翼の為書をつくって
端な仮想的な窮故に注目していた

後の原型炉発蟷所で︑仏・ソ︒英

た・三蓋は電気出力三十万KW前

て︑一緒に仕購を行った︒次の爽

毅備を運転中で︑臼々その経験を

つまり設謝懸想や安全騨簡手法の

懸われるが︑ソフトウェアの面︑

の工業レベルの覇さを示すものと

国産のものは優れており︑わが国

個々の機器の性能からいえば︑

核燃料サイクルも焦点に

う函がきかれるようになった︒ま

︷
も

彰

であるが︑FB蔑実用期には・蹴 でなく︑康型炉で経験を稜んだ人

の面からも︑ハードウェアのほと
にもとづいて︑儲自性の臭い発躍

と国際関係をあげることができ

期になるので︑三碧の協力関係︑

の原子力発電設備容騒は千五百万

った︒それが十鶴の間に︑わが国 の進展であり︑一般国民の原子刀

威し︑いわば原子力発躍元隼であ

一九七〇年は︑戦賀懸盤翫が避

野業団が発星した︒

りO拝︾図目リロ翻︾口鱒紬UOUむH目︾︼睡VOHH︾鈍VNHV睡VhV絃Hリロ廼N目V彫N目︾図目︾NH︾騒ロロじ口Mる
U ことはできないが︑八○隼代を

動力炉︒核燃料關発璽藁調理遡の大山彰践に展認していただいた︒

技術レベルの

高さを実証
二＋年の歩み
八○年代の原子刀発醒關係の技

心に私冤を述べることが︑与えら

術開発について︑爾速増殖炉を中

れた螺魍である︒

過張二十蕉のわが国の原子力開

〇無代前半には︑原研・原燃で︑

発の臨みをふりかえると︑まず︑六

各毬の研究用原子炉やJPDR
た筆海再処理工協︑軽水炉安全研

ド

悪う︒

基盤固め独自政策⁝を

票であることは明らかで︑わが圏

への依存度を低下させることが必

題を難ずるつもりはないが︑石油

ここで八O年代のエネルギー問

菓であった︒

奪代の技術開発の︑回にみえる成

・プラントなどは︑わが國の七〇

換炉﹁ふげん﹂︑濃縮パイロット

︵動力試験炉︶の建殴・運転︑薪型 究︑萬還実験炉﹁常陽﹂︑薪型転

動力嫉の概念設謝や臨騨実験︑ウ
ラン探鉱︒糠錬︑プルトニウム燃
料研究などが繕われ︑他方︑原電
の璽海発駕駈の建設・逓騒︑鎌瀬
⁝カーの原子力技術懸盤の萄成も
行われた︒後楽になると︑徽力各

がはじまり︑新型勤力炉と核燃料

社の軽水炉による原子力発電猷画

の懲懲には選択の蟷は狭く︑核分

き︸

︹ i ⁝

︸

サイクルの技術開発のために動燃

封
邸灘
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翠
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BN

アメリカの安全設副思想が反省期

に一基ずつあり・残りの六基は実

に入り︑より環実的な経験にもと
ずいた改慰に︑各藩が努力する鱒

原型炉謝画を進めてきたフランス

全な保鱒描躍を受け入れる国々の
れてきた︒わが国は︑技術源入に

と西独が・開発の効率化と将来の

なる︒

七〇年代のわが国のFBR寄与技術考の数を増やすことが基礎と

よる警笛化というやり方を長い悶

は﹁宙主開発﹂の旗鰯の下に行わ
わが国が大規模原子力発鱈国に

歩んできているので︑自らの努力

国際関係
・西独一墓ずっとなっている︒わ

なり︑今後もその道を進むのであ

験炉で︑ソ運に二塾・来・仏・ヨ
八○年代の語聾の第二は︑核燃

が国の原型炉﹁もんじゅ﹂は︑﹁常

れば・国際社会の中での開発であ

術彌報・精鋭・ノウハウをプール

帯鵬の共有のだめに︑FBRの技の対応について兜進国間の合悪

がきたと思われるからである︒

料サイクルおよび新型動力炉の展

餐﹂の設轡建設・運職経験を︑蒸

と翻愈で蕾みあげていく自憲揮発

9篇
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撃

鯵8
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⁝

気発生器・燃料その他の﹁もんじ

ることを忘れることはできない︒

予想されることなので・この場舎
鉱︑ウラン濃縮技術開発はいずれ

開である︒ウラン資源の海外探

ゅ﹂指向の研究開発成果の上に立

する園係を結んだ︒このことの成

も八0年代にわが国の自立をもだ

ある︒しかし︑着脱開発といえど

の璽饗性を強調することは大切で
八O黛代には︑FBRなどの技術

八O年代の少くとも潮楽は︑わ 闘発における先乱国間の野際協
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聞

WH社
長

も述べている︒各国政府の響えもほぼこの点で一致︑安全確保に

会

全力をあげ原子力開発に取り組んでいく動きがでてきている︒こ

・産業界︑TM
一教訓生かす

詳細な技術分析︑纈故から得た教

するものだ︒

電気を伝期するガスの能力を利即

た︒NSACは？M王壌故経過磁
の流体学府︶プラントの開発で︑

懸態は緊急を要するので︑次の三

縫かかっている︒しかし︑今醸の

た︒これについては定本と共同研

ハイブリッド炉は︑核融命装圏

究できるよう提躍している︒

一九一八奪十一月八霞︑アイオ

鼠バート・カービー氏

した親日家

勲一等を授章

とになる︒

騨を解放することも早くできるこ

ほどエネルギー危機の衡威から世

だ︒この謝画聖姶が早ければ皐い

加書によってきめられるべき問題

両国政府と産業騨からの主要な参

に策定され実旛に移されるかは︑

ギー計画だ︒この計画がどのよう

はるかに越える規模の臼来エネル

行われているような協力濡動を

私が頭に描いているのは︑現在

一︑雀エネルギー技術開発︒

三儀型石炭変換システムの開発︒

一︑石炭のガス化︑液化などの

めた改良型原子炉の開発︒

ー効率に璽点を圏いた堰殖炉も禽

一︑僑頼性︑安金性とエネルギ

発誹画をすすめるべきだ︒

点を巖優先項醤とする鍛中的な開

で︑世界はこれを鹸優先で取り上

法は光電池変換や太陽熱発題︒し

もう一つ擬糊の代勧エネルギー

ならない二つのエネルギ；源︑す

訓の解釈︑将来の購故の可能繊を

によって︑この物質を増殖炉より

ラン魏かトリウムーーをおくこと

ロニクス部門部擾︑インダストリ

スチングハウス徴入社︒エレクト

ジニアリング轡攻︶︒園六琿ウエ

ア州立大学勲業︵ケミカル︒エン

原子力と石炭の利網は︑短期的

のりは︑闘係技術の継続的な遮求

石油を利嗣しない蒔代に至る瀬

どを経たのち︑七五隼会撰に就

を授馨した︒

圧︒昨奪末︑臼為政臆から勲一等

とコストは安定すると思う︒また

！総

げる必硬がある︒

長期的には他の代轡エネルギー

ギーの総璽は石礎換籔で約三百二

太陽エネルギーの第二の利用方

鍛には厳しいチェックが行われる

かしこれもコスト的に間題があ

として注置すべきものは核融舎

り︑今後の研究課題だ︒

十憾ナにも違する︒石越利用の増

力は続けられている︒石炭のガス

影響だが︑この問題を解決する努

WH社としても第一あ康子力酬 大にとって鰻大の瞳蜜は環境への

ことになる︒

ーグに設立し︑原峯力酬練瑠藁を

練センタ⁝を二週間萌にピッツバ

なわち原汽力と石炭の開発で技術

も醐い比率で分裂性の物賢に紙換

のまわりに憎殖可能な物蟹lーウ ワ州生まれ︒三九無ペンシルベニ

することが職能だ︒これにより巨

減少させる方法の開発︑さらに安

にエネルギー問題を解決する方法

改良型原子蛎など中心に
る︒また︑雀エネルギーや太陽エ

の変更と運転手順に関する勧告を

全性を縄めるための安全システム

はっきりする︒

い︒ウランカルテルを提訴したあ

一77ーン7−7

も供給できることになる︒

興体的な共同エネルギー計醐に

力も壷要だ︒

ネルギー︑核融命開発での技徳協

万KW級の軽水炉旧基以上の燃料 ー＆ディフェンス甥叢部門触擬な

ついては︑もし世界が石門依存慶

躍所︵桂馬塁一︑斜影︶の行方が

商速増殖炉の灘入やレーザ⁝分離

▽でM王のような土取が薄麗起

る︒

が有効に利購でき︑経済的にな

による濃糖が開発されればウラン

ウランカルテル
で訴訟を検討

WH社

こった堀愈などを澱めたTMIに

対するメーカーとしての態冤を闘

㊥放射線（安全）管理業務

術う︒

短期対応︑原

壮大な日米工．

ウランを高速増殖炉に利爾でき

の開発が必要で︑その一つに太陽

子力と石炭で
れば︑人類が利粥できる蝋一のエ

ネ計画早急に

リーマイルアイランド心骨を軽視

ネルギー源としては巖大のものと

※国の原子力産三界は決してス

し︑対応捲罎を講ずるのにやぶさ

していない︒駒故の教訓を生か

るが︑その一つが太陽熱購鎚︒こ

昨年︑世界の原子力発鰍所設舖容羅は一億二千五胃万KWを鰯

の方法は屋内の冷暖膠のような分

エネルギーがある︒太隅エネルギ

れに憂え国際原子力機関︵IAEA︶は今隼十月︑ストックホル かではない︒その例とし︑原子力 なる︒したがって高逮増殖炉は︑
ムでTMIの教訓を踏まえた安全燃に関する国際会識を開く予定 発電運転訓練研究蕨︵INPO︶どんなエネルギー計薩よりも優先
を設立・した︒王NPOは醗力会的な扱いを受ける必要がある︒

窮で利照できる︒しかし︑熱捕漿

え︑世界の総発蹴設備容鰍の七％近くになった︒一九八五無まで
に原子力逐電斯の発欝電力麗は約一六％に還する見込みである︒

もう一つ噸らねばならない豊寵

動をはるかに越える大規模な国際協力だけだろう︒昨庫塩引算し

ーの利胴には大きく分けて一うあ

な資源は石炭で︑その有効利用が

だ︒八○薙代のエネルギー問題は個々の国鑑や国境を越えた国際

この鐙は石癌換舜で匹慮ナを超え︑一昨隼のサウジアラビアの薩
社の原子力発蹴所の運転要餓のた

独四四鯉二千万沙にほぼ匹敵することになる︒しかし︑世界の人
め︑手順や訓練など璽要な諸擬城

の設備は資末がかかりすぎ︑コス

飽な問題になろう︒日本にとっても海外のものがよく兇え︑また

璽璽だ︒臼本は石炭に乏しいが︑

口は二〇〇〇矩までに四十二憾から六十四隙に膨れあがる見通し
について判定墓雌を定め︑運紙麗

る︒昨無は門アメリカ離れ﹂が謡題になった︒しかし︑地鳴りと

実際に︑特に亡国のものが優れていた二代は過ぎ慮ろうとしてい

ト削減が必襲だ︒

で︑食料の禰要に慮じエネルギー彌要贈大も必至の助勢︒昨無は

〇〇隼に盤界が必璽とするエネル

やはり璽璽な資源の一つだ︒二〇

スリーマイルアイランド原子力発鱈藤の購故で各国の原子力開発
ているかを検滅するものだ︒運転

が翼に葎能で︑鍍笈の興起を受け

たウエスチングハウス︵WH︶社のロバート・E︒カービ二会擾

のでもない︒唯一の方法は︑これまで行われてきたような協力酒

蝉弄したあとの新原子力政籏でカーター大続領が揺噛した﹁原子

は原子力と石炭を申心とする新エネルギーの技術瀾発で日来闘圏

ともに迫りつつあるエネルギー閣題は冒本だけで灼姦しきれるも

力エネルギーの溢を閉ざす余裕はない扁という醤葉に象徴されて

はつまずきをみせたものの︑原子刀への期待がさらにエスカレー

いる︒来襲罠自身も﹁エネルギー話題は虫として石油コスト増の

を解放できる﹂と今後の原子力界の一つの方陶を示す講演を行

政府︑企墨が協力しあってこそ﹁エネルギー危機の衡威から世界

トしだした無でもあった︒これは︑イランが来国への石窟を輸出

不思﹂との認識にかわってい く だ ろ う ︒ カ ー タ ー 大 統 領 は ま た

問題だ︵約七〇％︶﹂程慶の認識だつたが︑今奪は州エネルギー

融含と核分裂混合回︵ハイブリッ

だ︒WH社は一つの方法として核
石炭の有効利用で開発が極めら

化・液化がそれだ︒

家た︑耀力業界も原子力安全解

拡彊する直径を発表した︒

くべきだと思う︒これは円楽爾麟

協力を行うことが畢慧に必要とな

った︒以下︑二二の概要を紹介する︒

ルギー供給に関しきびしい薯実を

の国のためだ︒

のためだけでなく︑世騨のすべて

析センター︵NSAC︶を設立し
れているもう一つは︑MHD︵電ト︶炉の研究閥発を検討してき

撮摘したい︒

W封社の予測では︑これから聖

態がすべてうまくいったとして
も︑幽幽世界のエネルギー不建は
一九八五無までに超睡るとみてい
る︒

しかし︑講演國の政治紛争によ

を減らすならば︑薦ちに頼らねば

多4ー

って石油の供給麹が大蟷に落ちる
可能性がある︒経済約・社会的無
題が政治問題と結びつき︑それで

闘米協力計画を提案

受けとめるべき蒔だということを

門不安定な中研石叩への過痩の依得は避けなければならない﹂と

Nのエネル

ギー事情深刻・
留国が経済成擬を継続していく
ためには︑これから先さらに多く
のエネルギーが必蟹だ︒二〇〇〇
年までに世翼は今臼の消費麗の二

もある︒エネルギー購要遡の多く

管辛に近い燃料を欝欝とする予測

〇〇〇駕頃家でには世界の人購は

は閣発途上国の入口増による︒二
なくてもすでに細くなっている石

が運転入りできないでいるが︑こ

ってきたスタッフの謡しでも︑韓
国は今後の経済成擾のためエネル
ギーはどうしても二一としている

▽原子力発墨所やウランのコス

岡横な禦故が再度趨きたならい

経済性は︒また︑WH歓はウラン きたいi

▽フィリピンでWR社が建設中 トは増大していくと思うが︑その

とのことだ︒

の原予刀発長所の行方はーー

WR社に対し＋七件のウラン訴 くっかの国で原子力発躍所は揮止

NRCが？MI甥故で原子炉訴
輸訟で問題になっているが一i

トロール・ルームの簡略化︑単純

〒104東京都中央区銀座7一三一15（銀座菊地ビル）
費03（545）5251㈹
【営業所】広鵬・茨城

社

本

科学株式会社

月予ザ新医療露の発行

麟総合医療誌

二藍き

譜無

業
産

力

原
さらに二十海人以上も禰え︑うち

選は増殖炉問題が一つの融点にな

危ぶまれているようだが一

アムによって嚢︵WH製のみ︶ WH祉が建し蕉墓の原子刀発の協力だ︒近々︑興体的なものが

塀業界とカーター大統領の原子力

れらは韻新の原子力発駕断でヤ分

カーど1会長は講濃のあと︑瓦 1炉に予鐸つけた︒今銀の大統領

恐れがある︒それも不愈打ちの形

る︒増殖炉は政治的な闇題で技術

縮供給ラインをさらに崩していく

政策のちがい︑ウラン訴訟間題︑

なる︒

で世界の国々は測り知れぬほど深

安全なものだ︒一霞影たり石磁十

十六億人は開発途上国の増加分と

途上国では︑人篇の増加ととも

や蟹金の闇題ではない︒

発電のあと
中圓の原子力關発

▽申国はWK社にとって筍躯な

獅実ではない︒ソウルからもど
間に概略次の遡り管えた︒

申国の帝堀性など舘蓄団からの質

ケメニi報欝が勧告している原

水力︑火力

▽CRB飛予篇を大統領も承認五万媚分がムダになっている︒

ろう︒

したが︑大統領は檸止のために予

箕を承属したのではll

子力規制婁綴会の改組なども含

きい︒フィリピンの間題は政府絡

鮭を追出そうというものだ︒すで

訟があった︒ウラン苑蟹からW薮 することになろう︒瑠故後︑コン
申国の水力発電所は三％を望め

みで難かしい面がある︒ただ米国

簾子襟帯堀といわれているがll 出許可手続きを遅らせた澱任は大

CRBR建設のための予簑だ︒
▽ケメエー報簿を支持している

▽薩業転はカーター大統領の原

難大統領選挙

きな争点

増殖炉は大

刻な鷹機に臨面することになるだ

◆ぐれた技術

︒日米にはす．

に都磁化と工業化が逓む︒一九七
五駕には途上国人口の二三％が部
甫に顧住していたが︑二〇〇〇薙
には四〇％以上が都甫に倥むこと
になる︒これはエネルギ⁝消膨張
のきわめて大難な増加をもたらす

挙力政策と響えを異にしているよ

と闘いているが1一

題の鞍懸にも若芋の違いがある

的な条件が趨うのでエネルギー問

め︑今でも支持している︒新規の

欝本と楽圏では果然資源や地理

﹁ゼロ成長﹂という葬陰癬的な

うだがーー

ことになる︒

哲学を嘔える人もいるが︑私の繕

が︑①繭国ともすぐれた技術をも

るだけで︑水刀糟米筋の拡大の可

の安全規鵬を他國に押しつけるの

員体的な協力項翻は一1

化のほか遼転醗の強化に努めてい

陳子聴器鱈所の運転入りに関しケ

は問題だ︒

現窪の軽水炉ではウラン燃料の

だ︒今後︑これらの開発が進んだ

能性は大きい︒また石炭も麗欝

多くの国々にとって︑欝欝とは

ない﹂としている︒

っている②狸かな財源をもちよく

一報告では欝及していない

の間での支持も憎えてきたよう

援の冥鑑も増えてきており︑一般

門経済醜成掻は継続されねばなら

メ

石炭のガス化や液化︑MKD︑ りのウランコストは四十二が︒ウ

界の大半の鰯にとって︑エネルギ

だ︒

る︒パブリックアクセプタンスに
が︑ケメエー婁暴会の内部で投票

あと︑かならず原子力開発に魑屯

ランそのもののコストは低く︑濃

ている︒すべてが終った段階でウ

が︑縄還増殖炉ではその六十悩の

六分の一を利漏しているだけだ

するものと思う︒この段階で豊沼

縮とか燃料棒製造のコストが高

に十二件は斥付き︑五件だけ残っ
経済を還鴬するためのエネルギー

似た経済体系になっている③慶業

ないとの曲論がでたからだ︒ほと

が行われ︑運転入り凝紬は懸明で

な市堀になることはまちがいな

いった織しいエネルギ⁝の分野で

核融命︑原子炉の安全性︑改痩と

画を実施中だ︒一方では原子力支

拡敵を懸念し増殖炉の利器を延期

を強く必要としているllなど大 ウランの利用が可能︒大統領は核

んどの人が運転入りに蟹成してお

い︒

関しては来臨で大規模なP・A謝

しているが︑金扇鼻がウラン賢源

領も含まれるQ聾RCのモラトリ ▽韓鋪の朴大統領が射殺され︑

り︑その良識ある人々の中に大統

ランカルテル粗漏を相手に訴訟を
きな類似点もいくつか存在してい

を懸念している点では一蔵してい

起こすつもりだ︒現在ポンド当た

貧困からの脱嵐を態難し︑成撰に

る︒

ない︒しかし識会はクリンチリバ

▽鰭米のエネルギー開発協力で

はエネルギーが欝欝だ︒今欝︑世

米国と二本は︑エネルギー闇題
米国︑日本︑その他各國はエネ

ーとは石抽のことだ︒

騨鄭
まぐドト

≡
についてもっと蟹密に協力してい

いたすべての常識朗な予瀾では

カービー一氏

㈱欄人被ばく管理（TLD，フィルムパッシ等）
㈱欄人被ばく管理（TLD，フィルムパッシ等）
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放射線使踊施設のレイアウト・手続庸から

設計・施工・機器調達・菱全管理廉ですべてうけ滝まわります

聞

力

80鋸代への第一歩を踏み幽した昭和五十五年︒が︑その蔚遼は単担な溢ばかりではありえない︒

方ではウラン欝欝︑再処理などをはじめ

第一原発一讐婿と美浜二至剛の優
用済み燃料禽計器〜六ジを酬いて

験が終了する謝画だ︒

移っており︑二月にはすべての試

〜八ナを使った総禽試験の後半に

現在美浜二弩姫の随用済み燃料七

㌘M王瑠故薄策︑ポスト王NFCE体制の確立など︑対応すべき闇題が講演しているからだ︒国内 ボツト試験を順調に終えたあと︑
釣にも立地総懸など解決すべき難題点は多い︒しかし︑
今後大規模な原子力關発をおこなっていくだめの纂盤となる謝画が︑大きく実溺化へ飛躍しようと
しているのも瑠実︒その愈味で今奪が︑こんこの原子力開発宮立雛への一つのステップとなること

と謙題を捨ってみた︒

東海工場のホット試験で便絹さ

一臼には新会社を設立︑わが圏の 総額は霊山公十九首懸円︒㎜用地は約

鐙規模︒湿式法を採幣する︒建設

を得てから購蔚騨価醤を提出す

技庁では﹁まず水産関係脅の岡癒

出することが必要︒これに対し科

備作業がスタートしており︑聾月

二面万坪が予定されているが︑新

第二工堀翫画もいいよいよ覇しい

いる予定地点について選定作業を

金社では現在机士調査が行われて

処分の実施は今銀中はムリとみら

る﹂ことにしているため︑甥箋上

酎画によると再処理第二工鵬は
れている︒

局面を遡えることになる︒

したい考え︒

急ぎ︑建設雌備に第一墾を踏み出

注いでいく方針︒

養魚で企
・業臨めざす

⁝

のためのフィールド試験にも力を

行して低レベル廃器物の芝地処分

また︑科技庁では海洋処分と並

列をもち︑年聞処理能力は千二百

がまとめられ︑十二月には﹁聯業

には﹁廃藁に闘する技術臨墓蠣﹂

う︒海洋処分翫画も一昨薙八月

処理鮨力三漣／欝のプラント一素

⁝海洋処分︑．
同意がカギ

にもとつく科学技術庁欝示が欄定

所外における廃棄に閥する規劉﹂

企総懸にとり組む温水協︒藁海

義

事簗所

働

いという︒

原子力発覚駈の温排水は周眠と

：

・：廃棄物・

面では葱爽に進展してきているの

されるなど確かに麟内法令整備の

だ︒同協会ではこれらの試験をふ

の水温藻が七i八度程度であるた 嫁／琿の生動をめざしていく翻画

・
庫間の低レベル放鮒性廃二物発

まえて五十七薙ころ象でに温水養

れる使爾済み燃料はこれで舎謝謝

生愚は約四万本︒それぞれの膳設

は蝦実︒昨葎十一月には蹟山門安

め︑暖麗や工業利用には困難︒ま

に仲聞入りすることになる︒

しかし︑副癬実施のカギを握る
水薩関係蕎の同意取りつけについ

まだ広く企業化されるには翌って

このため︑今塾主はこの企業化

いない︒

詩

発での利鰺叢叢︒このうち高浜原

纂めているのは腐浜原発と福翻原

また︑新しい温水利用で期待を

翫爾だ︒

さらに温水の再利尾も含めて＝

クルマエビについては今隼から

九漣﹂には満たないが・馬柵九月
内に貯蔵されているドラム無離め

金文風金も海洋処分の環境安全色

熊企業化のモデルを作成していく

：二水利用

の交渉で﹁下灘期間は四月まで﹂

廃藁薦は二十万本をこえるといわ

た・海水であるため酸業への利用

・

ラント建殺にあたっては東海研究
となっているため・再び交渉に入

も限られている︒そこで最大の焦

m詳︒貝来新岡決定の﹁九十

を建生することになる︒ガス供給
所で得られる研究成桑をそのつど

緬について﹁処分による登山線麗

が︑OP12はこの隣りに薪建屋
リット︒このため鋤燃では原型プ
系などの付属旛設も新設される予

は轟然放麹線レベルより七⁝九ケ

ブ
また︑日米交渉では小型試験装

したもので︑温水を利用して温整

発での利用は昨琿十月にスタ⁝ト

シなどの栽培を行おうとするも

の温魔を〜定に保ち︑洋ランやヤ

のメドを簿るのが簸大の欝標︒と

でウナギとクルマエビについて鎌

の︒今年は引きつづきヒートポン

くに温水養魚開発協会ではこれま

々収獲鰍を上げてきており︑今一

ては昭和五十一年と五十三奪に大

われているものの︑これまでのと

が企業化のボーダーラインまで還

顧本震三会を淫して干し合いが行

ころ必ずしも了承を得られるまで

つ︒この悪味ですでに海洋投棄も

には蚕っていないのが現状︒この

プなどの耐久テストを継続する︒

の盟露な混水を利罵してアワビ・

福煽原発の利照針颪は愈翫四蔓

するかどうかの一つの出場を迎え

ウニ︑イシガレイなどを獲殖︑こ

れを海に放流して沿岸水産璽源の

このうちウナギは三十詩修／平

増殖を図ろうとするのがねらい︒

方層の収獲羅が採騨のボーダーラ

造した盤殖池で行った実験でこの

多国劇監視機構に謬臥して符う餓
懸だが︑このためには箕施の一二
前に購前環境騨価購を同機構に提

︒本格的検討．

・廃

炉

スタートへ
対策の一つ ：・：・

のボーダ⁝ライン突破を図ざした

うした方法について門いずれの方

式！1の三段階が塾本︒報酬はこ

欝画だ︒

式も技箭的︑経済的に珂能である

薩雀に﹁原子力発電駈ディコミッ

査などがスタートした︒﹁塞際の

このため適藍省ではこの馨を

ことがわかった﹂と述べている︒

法などについてガイドラインをつ

は廃炉技術はあるが︑総体的な方

在︑通産雀では︑﹁現在わが国で
閥十四鎌のJPDRの大学遮でも

く方針だ︒今年はとくに︑一定の

をふまえて詳細な検射を行ってい

タートさせ︑その後の顕しい悩勢

﹁廃炉調査婁海溝﹂︵仮称︶をス

も踏まえながら︑今隼早々にも

廃炉は当分先だが︑今後パブリッ

も廃炉の検討を行っておく必要が

ク・アクセプタンスを褥るうえで

ショニング研究会﹂ができ文献調

一夢黍蘭衷できており︑今館はこ 五十七庫兜成をメドに建設を急ぐ

るに際してはOECD︒NEイA
ンの
︒これまで三号排水方式に改

また︑科技庁では処分を爽施す

左右されることになりそう︒

ため今後の実施翫蘭は水薩関係番

の海洋処分が北京最大の課題の一

筆海工場に次ぐ第二再処理工賃

が国は特殊なケースといえるだろ

物対策﹂とする欧米と比べるとわ

ることになりそう︒

た混△口抽出法︑国際協力による保

の異体化も三重の焦点の一つ︒昨

との詣し旧いの成りゆきに大きく

隊描羅技術開発の騨価も一つの焦

麗︵07L︶で実験が行われてき このため低レベル放射性廃棚物

からだ︒

インを出している︒

れる︒﹁入﹂にあたる原子力発餓

第二工場計
．画新局面へ
・再処理

り︑蛋懸はこのホット試験を予定

年七月には薪会社設宣のための糾

でに解決し・残るは蔵レベル廃粟

実施し﹁低レベル廃忌物問題はす

の翻題︒

ポストーNFCH

えうるかは今後の課題であり︑

保孔描麗が王NFCEの要講に慮

しかし︑固体的にどういう形の

の確立が大きな謙題となりそう︒

通り終わらせるのが第

合抽出︑転換法などの字義を検討

体で得られないようにするため混

い国際制度の確立③保瞳描翻の強

動燃では還転再関後上年中に禰翻

一薙無か月ぶり逼転を競闘してお 点となりそう︒

本格利用へ飛躍めざす

実用化へ旛策着々 と

飽海露頭理工鵬は夕露十一月に

タ低い扁として酸終的なゴi・サ 点となるのは混水縫魚︒しかし︑

所などが遡転入りしているのに対

十九年ころまでに運開させようと

必ずしも翫画通りに進んでいない

工場は四月から本格運転に移行︑

するもので︑醤来の実罵プラント

し︑﹁出﹂にあたる廃撫物処分が

る予定︒操業が認められれば藥鍛

メーカーで製作の韻盛期を迎えて

巖大のハイライト︒現在すでに各

の基礎となる醗画︒動燃ではすで

再処理クラ

新型寒心分離機製作に反映させ漸

おり・できたものから現地に搬
に一昨年から昨日にかけて原型プ

⁝

現在までのOP−1Aの還購で
縮能力の向上を麹っていく翫画︒
は殴謝通りの成菓が繹られてお

入︑回転テストなどのコ⁝ルドテ
ラントの設謝について辛簾的な研

名爽ともに世界の

定︒

にOP−1Aと戴んで設醗される
小規模でもコスト性の高いのがメ

は濠ちがいないだろう︒ウラン濃縮︑薄処理︑廃爽物附策などの各分野で今無予想される主な動き

縮 ・

宴塔g建設

．山場迎えるP⁝
サ

・：：・：：・濃

昨年は︑圏山興人形瞭の目障ウ
ラン濃縮パイロット・プラントの
りが
︑最終醜なパイロット・プラン
第一期分︵OP11A︶一千台

鋳込み︒

トの能力は約菰十ナ／鎌を上園る

次のステップとしては原型プラ

運転をスタート︑わが国のウラン

ントの毅醗が焦点︒これは約二

濃纏国産化へ大きな第一歩を踏み

はこれをふまえて︑さらに三千台

出した薩期飽な庫となった︒今年

ストに入る謝画となっている︒運

究をすすめてきているが︑その推

︵OP−1B︶を運癒させるの酉
が五十鏑／年程鹿の旛毅を昭和五

開は今焦すきの茅定︒

二千台について 進母体をどうするかなどについて
は︑まだ淡まっていない︒このた

また︑ O P − 2
も製作段階に入っていく翫醐で︑
め︑今駕はその推進体制をふくめ

くりが一つの焦点となりそう︒

実用プラントまでのプログラムづ

今年は五十六薙のパイロット・プ

えることになりそう︒今隼運覇す

ラント完成へ向け大きな由堀を迎

轡

るOPーエBは昨無完成した建麗 遡心分離法によるウラン濃縮は

筆

：保障措躍

ポストーNF 化一⁝の三瀬柱︒まず︑技術蜘に
蔑濃縮ウランやプルトニウムが単
⁝CEが焦点⁝
・：・：

廃炉については照和四十五年に

ープガバメント

れる︒しかし︑大型商温温の廃炉

廃炉に近い技術が得られたといわ

JRR11の経験がある︒またあ
︑る﹂というのがその趣謡だ︒現
際貯藏設鎌を設けるなどして制度

欝の大愚増が兇込めないため︑機

てその技霊的︑経済鮒な問題点を

廃炉方式を仮定しこれにもとづい

チ
描躍体制に移行して約二巴︒規在

的にも核拡敵性を低減︑さらに筆

械化の灘入などにより﹁効麟醗で

めておく必要がある﹂との観点か

しかし︑科技庁では昇騰の

として論議を呼びそうだ︒

国内のすべての核物質を灼象とし

路描圏を強化して蝋紙的に核不拡

ら︑エネルギー総禽工学研究所に

わが国がNP嬰にもとつく保障 するとともに︑縫用済み燃料の国

た新保騨措爾体制が定嬉してきて

の経験はもちろんゼロ︒わが幡羅

は世罪的にも例がなく︑霞本国で

方針により賀欝

いる︒しかし︑今年はポストーN 散を確保しょうζするのがそのシ

精度の爾い﹂買継搭購システムの

また︑原研では昭和六十年ころ

異志的に摘出していく計画︒

確立と横樫的に取りくんでいきだ
しかし︑原子刀箪和利周の進展

局面を迎えることになりそう︒今

婁託して廃炉研究を行っており︑

FC鷺をめぐり保瞳捲翻も黒しい ナリオだ︒

昭和五十八庫ごろをメドに一感の

も検討しており︑通産省では原研

をメドにJPD鷺を廃炉すること

圏内に入ってくるのは十数年後と

だ︒

廃炉のシナリオを示していく予定

秘の商罵購策海一弩が廃炉の対象

いうこともあって本格的な研究は

また︑萬処理︑ウラン濃縮パイ

い方針だ︒

なおざりにされてきたのが実偶

人

ロットプラントなど新しい形の保

E冠註報告で︑今後の核防凝秩序 核物質の保隔措認をすべて

年二月に学徳されている王NFCに伴って惣激な絵解が予想される

瞳描縢についてはヨーラトム並

で対処するのは不斑能︒この
ため︑今後の保陣描躍では物質収

行い︑四〜五鎌をメドに一応の結

とも協力して総合的な廃炉研究を

力

昭和五＋二年の原子力発電ディ

の確立対策について保隔描躍の改

コミッショエング研究会の報告に

醤が大きな柱として打ち出される

よると廃炉方式は①密閉蟹理方式

だ︒

こうしたなかで政周が本格的に

②遮へい隔離方式③撤去︒解紘方

み﹂の査察を原則に三極的にとり

昭和五十一年蔑から︒同鋸には漏

廃炉技術の検討にのり出したのは

支区域の出入口をカメラで監視す

ど

ものと予想されているからだ︒

的でしかも精度の高い保擁描躍﹂

機械化

の紙入による﹁効率

論を出したい考え︒

の核不拡敵確係策は①核物蝦の技

くむ方針︒

術的な核拡散抵抗牲の強化②新し

現在予想されているINFC
るE
システムや簗申管理システムな
◎ドーーB三エムロも運転入りする︒

ノ

・

O冒雷

︒

懸織麟騨一

難

総て，1ヶのバ／ノは数イ剛繰り返し使用がてきて雰昂に鰹済的。
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幽
門鰯鷺臥所
茨城嘉務斯

愈崖簗科学株式会社

属下離累の報｛㌔1トには集積影鹸気も記載します．

園姻人溺集積線蝿も

ので，1矧の測定間隔は歯由 こ設蔑できまず。
圏多線種の間時測定伽γ線，β線，巾樵乎線の分洲F・1時測定か「・∫

門

嚇

汐一

できます。

翻全自鋤で腐逮処理 鉗ド ボタンを押せば150枚のバノノを90分の
遭誤で測鳳し，コンヒ・一類への接縦も翻1轡こてきます。

醜3ヵ月に霊洞でも フィルムバ／ノと違って温度や瀞浪，光に影
轡されることか少いだけでなく，長期にわたって雌雄現象がない

醗霊績と僑頼姓 スタズビノク祁のTしわ装羅は，欧州各国で遜る｝1こ
わたって愛用されている1口耕 1の養い測瓦／ステムです。

寿

へって，TLDが利用さ4しるよっになってまいりました。
圏10ミリレム以下 数ミリレムから数十万ミリレムの広い範囲で1自
線報があり，10：nR以トの微小繰麟も難い粘摂で測定することが

幽小型て困ろう TLDとしては幽期的なバノノタイフ，小型漏ろう
にてきていて宇愛し劫く，遷した程艇では破損しません。
圏環境測定用にも 個人搬ばく管理用だけでなく，艶三二欝からの
il㍉接線，秘内の隷二分犠患者の徹ばく線紙の測箆にも使凡ます。

個人被はく管理のための測定県はアィルムハ／ノL

鶴TLO時代

バッジタイプ

整ろう便利な

…二

／

〆μ

佃人被ばく管理はTlLDで⑧⑧・

Uプ

ぜ

髪

・華ワ
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既蝦の通り︑田本原子力産業会議は︑米国原子力産業会議︵AIF︶の年次大会がサンフラ
ンシスコで開かれたのを機に︑同大会への謬加とあわせ米国︑特写およびフランス各国におけ
るスリーマイルアイランド原子力発難所蜘故の影響とその対隅等を調冷するため﹁四欧※原子

で︑現在の計画では広く産業界か

加入を予定している︒海外からの

西独における

TMl対応
プラントの安全牲

べ蒸気発生器への非常給水系の多

独のプラントはTMIのものに比

璽・独立︑加圧器逃し系の自動閉

する考え方

立地指針に対

西独版ラスムッセン報告の作業

独では人口密農が米国に比べ綿五

表されている︒これによると︑閥

作業を完了︑七月中旬に要点が発

を約三庫蔚から開始し︑TM王後
MI類似の蟹故は発生しないとの の琵琶検討項囲も一部絡め︑ほぼ

塞等安全設計面で優れており︑T

確信をもち欝ると結論し︑運転中
プラントに鮒する緊急描趨は必要

TMI甥故後鷹ちに遡邦内務街ないとしている︒

主函は原子力を政治誹議化した政

i︒コモンウエルス︒エジソン山 は︑工鍛三交替制の採用によって

ー加州大学穫密教授は﹁反原子力

フランスは核燃料サイクル全般を

高速増殖炉も順調に逢んでおり︑

建設噂のスーパーフェニックス
戯していく必要がある︒

の立場は※国を破滅に灘く︒原子
力は大統領選挙の政象の員に使わ

力開発を進めている翻由世界唯〜

醐民の支持によって・円渦に原子

禽めた積極的な技術騰発と︑広い

政府︑議会への批判

れている︒今こそ翼のり；ダ⁝が

※国では従来から許認両が遼れ

ているが︑AIFによると今圓の必要﹂と蟹簿し︑満蠣の抽黍をあ

◇

の國との実感を深めた︒

十二月七欝のカーター大統韻の

原子力に対する南明は︑十一月中

旬の来国内視察時の状況からの予

総総の報告に基づき壌故分析の結

τ瓢−事故に対しては︑独輿調

を控え︑TM工薯故の影響は予断

力の勢力も強く来隼の大統領選挙

スと患えられる︒しかし︑及原子

り︑今後の原子力開発薦にはプラ

湖に比較すると蔚篤したものであ

果・ハード面の職漁︑運転衡の強

原子力開発

フランスの

NRCの許認司陣止により灘繭七びた︒
棊の原子炉の運転許司がさらに運
れ︑また建設許可も大編に遅れる
おそれがある︒

このうち運転認可の遅れによる

この対策としてR・ロビンソン浅 で︑番電力会社に対する経営圧迫

化等の対策は講ずるとしても︑安

識力翁社の錘抵は︑金利︑俣険料

ことによる代替石油騒は二十万昭

要因となっている︒雛醗できない

するトラブルが戦々発生し︑原子

︵トライ・シティ原子力薩桀鼓議

だけでも一基当たり二颪万が／週

コンサルタント︶らから︑璽圧あ

全対策のフィ撫ソフィは変翼する

本設謝をベースとして標準型九十

他方︑函独およびフランスは︑

接的な政策変更も行っておらず・

社のPWRに基礎を豪き︑その基に支えられ・TM受難故による暇

では米圏に先んじて百三十万KW た原子力自発を窪窪的に進めてい

万KW設誹を完了し︑さらに現在 とくにフランスがバランスのとれ

わが国はこれらの国に比較して

るのが注閤された︒

配慮する必要がある︒

子力開発に遅れを来たさないよう

力発電規模匹千万KW︑羨エネ 欝の方針で簑金性を確傑しつつ原

欝

講鵬

ボ購

度

一翼繋誤︑＼

ピ

一一︑︑

ほ

F八へ

原子炉七十基︑建設中三十五棊が

参加は未定だが︑籾来は可三四が
あると薯えている︒

小企業による一

十八社の田力

子力開発問題
現在・米国では＝

の余裕をみているため︑ラスムッ

セン報告に比べより厳しい条件で

郎高いが︑設備の安全設計に十分

Iに照らしてドイツ圏内の原子炉 インターフェ⁝ス︵桐互作周︶の

計更しても︑リスクの確率は一桁

は原子炉安全委員会︵RSK︶の しかし今後一腰の欝金控潮上臨

解析に基づく自動化装躍の兇難し

低いといった縮漿が得られてい

会社または羅力会社のコンソーシ

の三黒闇ではさらに十七祉が加わ

の安全性について︑峻討を開始し

②運転員の資格簿査と教酉訓練の

中に緊慧調査委員会を設け︑TM 調として︑①プラントと運転員の

る︒しかしその六〇％以上が原子

た︒籏た州こと︑プラントことに

アムが原子炉を運転しており︑次

炉一基しかもっておらず︑また将

これらの点から︑新しい立地指

強化③小LOCA事故経験の実証
る︒

針が※国で採矯されても︑西独で

府︑議会にあるとし︑今回のAI シャロン工覇は︑原子摂圧力容器

一

は影響を受けないとしているQ

題はケ諸流ー報告の璽要な柱で︑

討一をあげている︒

的研究の強化④運転手順の詳細検

も婁畷食を設けて検討した︒

今年五月︑遡邦内務省はこれら

来の趨加計画ももっていない︒

このような実態に対し︑R・フ

の調査纏累にもとづき議会に申上
？マンTX取締役はAIF大

会の席上﹁肇▽Aとしては︑今後 里儀を握出した︒これによると西

十二月七臼の大統領餌明にもとり

霊歓談はこれらの人を窟繋累義︑

年鑑六墓の黙認能力に対し︑現存

緒を進めつつある︒フラマトムの

財力をもつ企業のみが許される︒

の原子力開発は︑強力な技術陣と

反颪︑大規模な原子力会社をつく

F大会でも︑多くの講演者から批 蒸気発生器等の組立てが主体だか

しこの点は︑わが腰とは異なる米

購大主義︑訴訟齪と断定︒テーラ

でカバ⁝されない経饗轡について

／臼にものぼる︒この騒はイラン

ランスの軽水炉技術は︑※国WH いずれも自己の技術に対する翻偏

必要はないとの結論をだした︒フ

を許さないものがある︒

る企業体制による原子力簗中セン

当︑エネルギー対策上の撰失も大

石畳の輸入鰹止分の竺分の二に相
来国産業界としてこれらの三沢

はなんらの変化もみられず・一舟

一

このような原子力開発の遅れの

きい︒

ター構想が握案された︒

に岡調する動きはみられなかった
が︑小企業の原子力關完美勧の問

ている︒

三一︒経済の体制が︑米国や西

の建殺も開始している︒

と︑来国で問題となっている小企

原子力開発の必嚢控は最も萬いこ

あった原発反対の騒名運動も署名

ところで︑海恕によるGPU社独と異なること︑圃民の闇にエネ

榮の体制問題はあては家らないこ

蕎少数で笛然消滅したもようだ︒

の理由から︑原子力關発について

ルギー面でも独立心が強いこと等

⑤全燃料がラプチャーしてお

の財務的弓懸は大きく︑プラント

こと等を薯眠し︑いたずらに乗閥

と︑メーカーの技術レベルも高い

り︑その中に含まれている分裂磁

鰹止による収入誠のほか︑瑠故処

大きな反薄はなく︵むしろム参照

成物の三〇％は放出していると捲

⑥今後の謝画として羅漢四月か

理のための概論出額は八千芳が︑

測される︒

ら・まず三入︸総として掛翻を説

月の調査での蟹塁壁〇％がさらに

ルギーに占める比率一八〜二〇％

の動肉に左右されることなく︑独

今後の煮沸には少なくとも四億が

業婁三会はこれを料金に繰り入れ

とすることを閤標に︑積擁的に建

一遅霜までには冷却系︑炉心を除 が必要とされているが︑州公益蜘

ている︒

ることを拒持しているともいわれ

増える傾向︶︑一九八五卑には原子

体に格納容麗内に人を入れ︑八

き膨慰したい考え︒

以上のほか現地付近のハリスバ
ーグ︑ミドルタウンとも表着的に

（送料300円）

力視察腿﹂を派趨した︒以下は藤織祐蕊団展︵東灘贈力取締役・原子力開発本部副本部畏︶が

一d己

︵コモンウェルス・エジソン揺翻

めの政策婁綴会繊麗擾B・り1氏 的役翻を果たさせようとするもの

昨薙十二月十七臼の難産理麟金で報告した調壷の成璽等︑その概要である︒

綴織藝

A−F大会
変醒旛設に対するものと同様の協

爽施している台風︑地盤晴等の送

︵NSAC︶理壌E・ゼブ窃ス
キ︑薬隼一月発足を罠途として
屈め
定を結ぶべく検討を遊めている︒

らの協力で約一覧名のスタッフを

いる︒今回の大会中にも各方薗か
これとは別だが︑葦葺で策定す

ー氏等からそれぞれの濤動状況が
る緊急聴計画の勤陶が︑輝国の今

うかがわれた︒現葎︑米国慶業界

報告され︑電力業騨の積極姿勢が

あげられており︑こんこの焦点の

軍の籍殊瑠構であり︑今後のわが

一つになるものと思われる︒しか 判の潭が樒次いだ︒とくにB︒リ

ることは︑独憩に陥るので不適遡
と蕩えている﹂という趣旨の発露

国の対慮策を進めるに選たって配

TMI盆山でGPU社が墾大な
を行
財い論議を呼んだ︒

▽⁝与力会社による掻蜜保険

とされている︒

の原子力の瀞諏可上の撮要課題
▽NSAC今矩五月︑？後M

ら強い期待と支持が霧せられた︒

AIF大会では﹁アメリカ経済社長︶︑原子力安全分析センター

とエネルギ ー 対 策 ﹂ ︑ ﹁ 丁 瓢 1 の

教酬と翻姫一︑﹁公衆の兇解﹂︑
﹁原子力の竈要脚題﹂という四つ

のテーマについて講演とパネル討

I郵故の詳細分析と対策の確立お

でとられている生な対感策は次の

論が行われ た ︒ こ れ と 並 行 ︑ 米 国
よびトラブル爽績の分析にもとつ

放射性廃簗物の処分についても

▽⁝殴傭安全対策NRCの郵
く今後の綴金性向上策の検討等を

これまで小企業の管理不農に趨閣

かれたが︑ここでは原子力全般の

原子力学会︵ANS︶の大会も開顯りである︒

にかんがみ︑電力業界は十月︑今

不十分なので︑政策婁員会の分科

醗大二衡万が／避︑象たは亭想さ

つている︒

年産八蕪の鑑産を行っている︒

の︒一九七九庫度の予騨は約三酉

囲的として︑E鷺1が設立したも 務上の打繋をこおむつている脳輿

故教酬タスクフォースの報告によ

のほか︑ワMI特別セッションが る︑擾︑短期の改蕎対策について

会で今園の縄験をベースに︑新し

ととし︑傑険難は筥七十万が／基

れる経籔の九〇％をカバーするこ

馨

②付属建麗はすでに九〇％の除
染を完了した︒

③格納容器には六百謎瑠︵底部

機器からの漏水が微憎している︒

より七ぼ︶の水がたまっており︑

④十﹁月初め︑格納容舘上部の

力への不儒の一因となっている︒

欄犠彫嘱糠螺畷藤井祐三

自信に支えられた西独と仏

予断許さぬ事故の影響

技術分野に お け る 騨 門 論 文 の 発 嚢

▽・原子力奨電運転馴練研究所

成し︑検討を進めつつある︒

ーカーでオーナーズグループを結

設中をさらに分ける︶に撃力︑メ

設けられGPU社からの状況報告は︑各炉三章︵一部は遡転申と建
などがあった︒

米国産業界の射爆
W・S・リー︒デュ⁝クパワー

婁綴金が闘係機関と穣極的に協力

社団畏の﹁TMI本中はこんな旧 ︵ 一 N ド ◎ ︶ の 設 立 A I F 政 簾
故は趨こりえないものと響え︑趨

し︑INPO発足の道を開いた︒

後の対策として︑購故時の経費憎

転風に潤する轟度の酬練をなおざ

五十万が︑來駕は七胃五十万㎡を

趨転層の訓練︑翻転技術の改欝な

譜

をカバーする傑険プールの設立を
決定した︒現在の構想では聯故に

く各社に適応できるような一般的

⁝犠捧輌

会社は米国内の大半で︑還転中の

韓 鱒 鷲

・年とするとしている︒参知腰帯

⁝鱒

の相互援助についても︑従来から

輔鱒

→M 一 原 発 の 現

鱒

た︑鐙大鷺故発生賭の廻縁会社間

な緊懲蒔対癒翫画を策定した︒ま

社の謝画はTM夏鳥故に照らして よる原子炉鰯疵により通常の保険

▽繁急 時 対 応 聾 画 従 来 の 各

予定している︒

りにしていた﹂という卒薗な反雀

還

．轟解坊

ど運
や︑AIFのTMI閤題対慮の
た転問題全般にわたるセンター

過

鑑轍．

状と今後の対策
聯装を趨こした二弩機の状況は
次の遜りである︒

た︒下部冷却水が蒸発して上部で

愛田火災大手町ビル7F

饗

團

購演中の藤井翫
読し︑TVカメラを投入︑調査し

①蝉心の発熱は四百KWで︑A九インチのペネトレ⁝ションを月
ループにより蜜然櫃環酬冷却を継

凝齢したものが雨のように降下し

続申︒癖心温塵は酉五十慶F︑圧 たが・肥溜類は破損していなかっ

ポンドを維持し︑除染の終アを待

力は一平方インチ当たり黙黙八十

A5判・約550頁

ぎ〜

☆企業、団体、委員会、学界、官庁、研究所
開発機関、国会、自治体、大使館、報道等
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議
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無職五十五鎌度予鎌政府薬によると︑原子芝蘭係は一般会計︑電源開発繕濫鮒策特別鼠計︑財政投
融資いずれも順調な仕上がりとなり︑窪しい台所響摘にもかかわらず政肩が原子力傾斜開発に積極姿
勢をみせたものとなった︒各縄安全灼策の強化拡充をはじめ樹遡原型炉門もんじゅ﹂の宝寿︑多欝塩
素雌ガス炉の騨細鱗誹︑ウラン濃縮原型プラントの概念設計など新規垂雪も芽を出したが︑一方︑機

原子力予算で要望

トが故瞳もなく順調に運転︑設計

えるよう描費したもので︑璽鷹で

料萬処理轟轟を新しく民間でも行

電源開発便逸対策特別会計は総

中間財蔵対策なども穿を出した︒

動燃野業団は近く︑問プラント

縮技術開発に自催を深めている︒

第二工腸建設のための薪会社﹁官

わが国では︑民間による再処理

再処理民営

れているが︑同社はこの新しい雲

発足することになり︑蠣備が急が

うことになる︒

際法に墓づき蟹業の串謂などを行

○隼代では原子力の田口化︑拡大

述べたあと︑とくに放射性廃棄物

て法規制を見薩すことが必要﹂と

﹁ただちに実施すべきだ﹂と指

稔 忠

3搭10臼発行予定

嬬厄話︵○⁝一︶一︑Lハニ⁝

ご．一一

馨

⁝︵代︶

東・磯鶏τ代瞬⁝区九段北⁝一・八⁝一−

日刊工業新聞社出版者

石油は有限だという︒いすれなくなるとい
うことは懸れても知っている︒しかし︑どう
いう過智と経過をたどり︑そしてどういう影
響をわれわれに箏えながら︑石油ゼロの臼を
迎えるのか？ あまりにも重大であり︑不安
も難きい︒考えるのが恐いというのが〜般人
の瀧めな心理︑ではなかろうか︒本書は︑イラ
ン政変後の国際財無勢︑メジャーの動き︑獺内
石油撚れの首脳の話︑代替エネルギーなとに
ついて︑第⁝線の新聞記者がやさしく解説︒

B6周 定儀九八○円︵干㎜跨

臼利鎌藁新聞社エネルギー取材班

雛

イラン政変以降の石油問題を中心に！

鎮讃1諭識が1：1藍llil陰欝編毒麟臨濡ll

氏︑毛利松平氏︑田中竜夫氏ら国

会議麟と懇談︑灘十五引割政府予

鱗編成の勤きをふまえて︑エネル

換した︒この懇談には大沢弘之科

発璽金確保などを中心に愈冤を交

ギー問題︑とくに原子力の研究開

学技術璽務次官︑児玉勝匿通産雀

も同席した︒

資源エネルギー岸擬窟隣房審識宙

るよう要望した︒

また濤本原子力産業会議はこれ

原子力開発の計緬的遷行が図られ

原産竹下大蔵大臣らに
袴沢広巳日本原子力魔業金議会

月二十六饅︑竹下登大藏大臣︑宇

で佐々木義猷通産大臣︑一一踏堂遥

に先だつ二十二日︑都内のホテル

擬︑森一久同蝉務理駆は昨黛十二

和五＋五年度の予舞編成に際して

野宗櫨行政管理庁長宮を訪れ︑昭

通りの性能を発揮し期待通りの成

撰期審議が続行︑六月一日成立し

は延べ九十時閤近くという異例の

圏でしか行えなかった使用済み燃

れまで原研︑勤燃諦観國といった

離岩雀関係は施策の拡充強化が

では﹁実用化へ向かって魑異に前

菓をあげたことから︑動燃瑠業睡

った完全圖産品︒この間︑プラン

ゆ﹂は暴力約一手万KW・六＋二るまで全てのエ程を睡夢技術で賄
年慶臨界をメドに禰井興敦賀市日

主面︒新しく原子力発題所への運

工地区に建設の予定︒

転論理騨門止常駐︑原子炉運転風

︵鰍醤一健五千四百万円︶など千

一〇︒一％増︒動力炉開発

張︵爾五十五億七千五百万円︑髄

額千煕百二十五懸八千三百万円︒

二百十一懸五千三颪万円︵膿千八

駕慶画一

十三懸七手強勢麗︶が計上︒鮒潮

六百三十億八千万円︶︑核燃料開

ていた︒

属格検定の馬鹿化︑鑓用済み燃料

発では人形瞭パイロットプラント

進﹂と解徳︑逮心分離法ウラン藏

では緩速原型炉﹁もんじゅ﹂の薦

炉群細設計に魑翻することが翻め

︵日2颪塗照︶

られた︒

税収増を國り醗源立地勘定︑電源
ワ
多様化勘定に区分経理がとられる

本原意サービス﹂がこの三月にも

的高層ガス炉研究には三十九懸二

につづくウラン濃縮原型プラント

の還転を再關する︒

千藪万端︵贋三十㎎鱒五千五着万

の概念磯際入り︵二億二千二藤万

政府は降霜十二月十八田付政令

化法︑施行

R一・放射線利

原産が要脇

用環境の整備を

﹁三遷に沿ってR王・放射線利

用環麗の整簾を﹂一1日本原子力

ソトープ・放射線利馬総合対策懇

産業会議は昨年十二月十日︑アイ

談会︵婁員擾・斎藤静黙東邦大理

におけるアイソトープ︒放射線利

学部擾︶がとりまとめた﹁わが国

雨の推進方策﹂と睡する報雷籔を

科学技術庁撰薗・欝欝難燃饗長に

提出︑﹁報鰹繍の内容にそった利

︵6面に要雷︶

用の促進を図るよう﹂要難した︒

報告は︑まず法規鋼悶題につ

をはかるため︑原子力予騨も大幅

の

の健進を図るためには実嫡に沿っ

いて﹁さらにRI︒放射線利用

さらに︑その興国朗な推進方策

に馬引の冤通しだ︒さらに蜜金調

発推進⑥モリブデン99の国内生産

ている︒

体制の整備1iなどが必要だとし

乞ご期待4ノ
懸隔25周年記念4月特大号

囲ま月露己寮

一過去。現在
日本原子力開発樋漸縮
・未来一

親TMI事故特別調査委（ケメエー委〉魏魏の詳細
引力問題全剛ま綴セ／クー廿」． 隆
化右燃料による化学汚染と原野力との比較
工藷サウフウエーールス入￥岡本和人

那

i画から先成まで一疑びく建設期間
NUS I衝堂詑己

原∫力発電所の

3賭駄茎辻本

論（2）

1∫

撫物奴管理丸〆ター宮坂ll菱 一
日・撚り力石駿：所猪li｛副次
日脇・1ノ臨調Fヌ1贋 木
学

構・定盤関係は折りからの行政改簗聞題もあり厳しい薇定となった︒
董定内容から主要瑠項をみてみ

るとll︒
励燃禦業鐡石茸は動力炉開発に

円︶が図上︑燃・材料の研究︑大

型構造機鴇実羅試験ループ︵RE 六百四十七億＝ 千五百万円︵三七

まず原研では︑纏縫研究が︑※
国スリーマイルアイランド原発置

大蟷に拡大された︒

ことになった︒交付金交付制度も
﹁もんじ

円︶がそれぞれ爾源鼓舞︵多様化

で原子炉等規制法一部改正法を十

能力は五＋ナsWU／無を上園る 二月二十八臼から施行すると告示

令を変更︑新しく再処理麟業を行

が︑この規模は哲万KW級軽水炉 するとともに︑型置付で岡法施行
の取替え燃料にして約半年分を賄

定期検壷を義務づけることなどを

長講し指定を受けるほか︑施殺の

おうとする番はあらかじめ土層に
今織躍り出された濃縮ウランは

えるというもの︒

その第一期謝圃分となる醒初の思

議分離機約千台で構成したOP一 規定した︒

令で︑間法旛行に伴う再処理窯業

一Aから得られたもの︒昨年九月 政府は濠た︑一一十六日付総理号

から運転入り︑その後︑流騒や

性能の技術基準︑定検を受ける施

勘定︶で評論された︒

昭和六十ご年慶完成をメドに爽験

ND鼠L︶建毅の継続ほか新たに揖露十三億九千三薫万円︶︑核燃

ｪ駅紹約三百詩グラムを回収

ウラン濃縮⁝に成功

料蘭発に三下九牽噸葱千九語万円

下︑同︶工学酌安全研究︑聚境安

放を反映︑罐編綴会も含め︵以

全研究に九十八懸六率七百万円
︵圏羅憤山霧撹行為限慶額二十九
億七千六百万円︶を計上︑岨四一削鉱

度比二九︒三％と大難な伸び◎核
二丁幽幽は二簾九十二鱒三千万円

らとり出しシリンダに幽塾したと

した同プラントの鍛初の約千台の

成功一1動力炉核燃料蘭発瑠業団 発表した︒昨琿九月から運転入り

遠心分離法によるウラン濃縮に

で︑対前鋸慶比一濾・六％の憎︒

は昨薙十二月二十六田︑同購業団

に成功したもので︑これまでのと

遼心分離機をカスケード化︑濃縮

くり返しながら運転を続行してき

設︑定横の技術基準︑便用計画ほ

施細則も定めた︒

原子炉心規制法一部改征法はこ

について門原子力には確かにやっ

達︑国際問題への対応などに全力

名刺交換会

試験方法の規格化③密封線源およ

び装備謝測法についての型武承認

このあと白沢塞一郎原電会長の

つた︒

弾頭で乾杯︑新たな決愈を醤いあ

翼1〜

保健物理入門講座〈2＞

H鞠f力研究rツr幾島 毅織
【園，11fノ溌蹴高橋義fロ

燃料鴛理
放射線逆懇
懇鐵管理
磯際協力の現状

．蔓埠∫ノ∬業二二昭

原∫炉冷却山山管のクラノクと漏洩
防脇f力研究所川崎

躰暦力研鰍狸藻一男

構造。｝算

諒他

翻連載
原子力発置所の異常麗転〔第8園〕

H脇翠ゴカ曝環築城

核計鈴BWRの実例
PWHの実綱

降水九翼1算

︵鱗転職照十一億四千七百万円︶

これにより︑臨界プラズマ試験腰

ットプラントで濃縮軽羅三・一一％

御櫟建毅が続行︑ダブレット顕に

たが︑十二月中旬︑点検のため一

か掴建の取消し︑解体・事藁廃止

の掴定︑施設変更の解認可︑施毅

トプラントは昭和五十二薙八月か

たん土止︑濃縮ウランも回収した︒

甑力︑制御方法など各種の試験を

ら鋤燃襲鑑団が岡山興︒人形峠購

産ウラン鉱石をPNCプロセスでや聴期など一連の串請手続き・実

び六フッ化ウラン取扱い揮いずれ
も設謝通りの性能を発揮している

業所で建設を進めているもので︑

製錬・転換した天然六フッ化ウラ

︒翼翼等届出などに廻する各様武

ことが確認されているという︒こ

三期に分けて建設︑全施設が完成

ンを漂いるなど採鉱から濃縮に盛

園収された灘縮ウランは︑入形峠

れにより︑わが国の離心分離法ウ

する来黛秋には七千台の聾心分離
機で構成される計爵だ︒プラント

かいな問題があるが︑棺誤のある

欝開発のための助成②密封線源と

摘︑さらに①低線羅率放射線測定

問題については
石癌問題と二って自己の決懸と努

で取りくみたい﹂と強調︒佐々木

すそ切り

力の問題だ一と述べたあと﹁地元

義武通産梱も﹁世界のエネルギー

有沢会長が年頭所感
係者ら約七首名が参加︒まず︑あい

問題については共存共栄でとりく

原産新年

謡本漂子力薩業会議霊催の新薬

さつにたった鞘沢広巳原塵会掻は

に原発稼働率七Q％を達成する必 子力開発に横極的に取りくんでお

難度の灘入④放射熱分析サービス

﹁第二の石油危機は八Q年代後半 むとともに石墨代替を避めるため

体制の整欄⑤ガン治療のためのパ

といわれたが︑はやくも昨駕末か

り︑わが圏も家命である原子力に

の東票プリンスホテルで盛大に開

総力をあげる必要がある﹂と述べ

かれた︒

い勇気でもってたちむかおうと富

要がある﹂と強調︑新しい隼に新し

科学技術庁長唄・原子力闘頬

畏は門七〇聖代の実繍をふまえ八

裕一

つづいてあいさつにたった畏田

イ中間子︑露粒子線発生装羅の開

とになった﹂と指摘しながらも

司能になる臨と強調︑このため石

た︒

らその危機の緊張につつまれるこ

伏見康治田ホ学術会議金長︑各国

をあげる必頭があると述べた︒

油を原子力でおきかえるよう金力

民の総力あげての協力を訴えた︒

会堀には長閉裕二科学技術庁擬

大使館アタッシェをはじめ銀雪︑

﹁石麹危機の緩和は努力によって

産業界︑学界など広範な原子力関

逓産大畷︑牛場儘彦外務雀顧問︑

宮︵原子力委鑓長︶︑佐々木蔑敏

欄勢は予想より厳しい︒各國は原

名刺交換象が四田︑菓京・芝公園
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焦心分離法ウラン濃縮パイロッ

歩を踏み出した︒

パイロットプラントの中央捌御蜜

米：国における腺予力発電所建設しのコスト溺勢（2）
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ころ翻心分離機︑カスケードおよ
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聞

産

力

N度予算が焦点
﹁95年に実証炉稼働を﹂

までの四か月闇︑予想以上のベー

響るため︑プラズマ財力の上騨と

⁝タをもとに︑さらにベータ値を

総勢十二人は︑これまでの解析デ

いること︒

ダブレット型︵じん臓型︶をして

つくるために︑プラズマの断醸が

昨年宋から※国を訪問申の本紙

いまなざしでみ塞もられている︒

︒飯高學雄認蓄は︑八田︑ダブレ タ櫨を湿ており︑来国側からも熱
ット皿装麗による田米研融命協力

磁鵬を下げる実験にとりかかる︒

GA社の大河千弘博士︵GA副社

ダブレット皿は︑約十年前から

実験リーダの野崎贔雄罐土︵原

験デ⁝タが得られており︑礪界条

研東海研究所︶は︑﹁かなりの実

の模様を国際電語で次のように伝

臼米科学技術協力協定の一環と

◇

えてきた︒

して昨日評論一十八日に締結され

﹁核融△口協会﹂が発足した︒これ

は︑エバスコ︒サ⁝ビス社︑ジェ

日米核融合研究ーダブレット田

良好な実験データ得る

ル︒ダグラス社など︑蕩い技術能

ネラル・アトミック祇︑マクダネ
た﹁ダブレット盃プロジェクト協
力協定﹂に基づく譲※核融禽研究

カマク装翻の三穆機で︑蕊径六綴

められている一飛の非円形断面ト

畏︶の指灘のもとに研究開雛が遮
件を欝指すJT60とともに︑わが

しよう﹂と語った︒

ス︵GA︶祉で順調な溢出をあげ 国の核融含研究にかなりの賃献を

ィエゴのジェネラル・アトミック

は︑ここカリフォルニア廻サンデ

力を持つ十の会社からなる非亀甲

核融台鳥総の促進論は︑経鑓の

団体Q

節約と酸近の研究の進展を論拠と

している︒DOEの現行計画でている︒

にあるGA社の核融合試験装羅ダ

轍︵NB1装國︶実験を開始する徴は︑名前から推測できるよう

を始めた︒

三日から︑引入のスタッフで執務

かを選ぶ内容とすることで合態し

の研究・開発を促進する︵社民

義噸

懸

毒

3

難

・鷲壌蕪灘

筆

購懸

を納めております。

議会
米国では︑核融合発源の瞬断プラントの稼働時期をめぐって︑適邦敗府︑エネルギー雀︵DOE︶

ブレット無

カリフォルニア捌サンディエゴ

協定締紬後の黒田︵八月二十九

て︑小型で効率の良い核融含炉を

に︑罪円形断面の効漿を利用し

の球形の実験装躍︒この装圏の特

日︶から隔地入りした原研チーム

策芝︑日立からの研究蓄も加えた

予定だが︑その後加わった東大︑

今年二月からは︑第二段加熱前

は︑総コストが百照臨二億がにな

︵七人︶は︑同社の核主恩試験装

に墓ついて共同研究が行われ七八

スウェーデン

問内容固まる

国民投票での質

本とも一九七四庫の繭国落脳会談

黛四月に鍛終報告が作成された︒
昨鎌六月には︑運邦政府は第二段
階の臼鞭共同研究の実旛を提案し

しかし︑オ⁝ストラリアに濃縮

ている︒

多国閣参加の司能性⑥オ⁝ストラ

圏間題④海外パートナ1の選択⑤ す質罪状を︑次の三項国のいずれ

リア産業の競争能カー1などにつ

②同様に十二基の原発の運転の

党︶︒

の後は原子力を廃止する︵保守

十六間還転ずる計画を進める︒そ

原発を建設し︑二十葺鎌ないし駕

らの独立を期するため︑十二墓の

①腿婿と福祉を維持し︑石演か

た︒

いての詳細な検酎が必要である︒

初代所長にウィ
肇NP◎

ルキンソン氏
ユージーヌ︒P・ウィルキンソン

氏が十二月二十六日︑来国の原子

有化し︑備畜︑蟹務所の電気暖麗

︵二〇一〇年ごろ︶騒力会社を園

力発電運転訓練研究所︵INP後︑原子力を廃止するが︑その際
O︶の初代所撰に任命された︒
ウィルキンソン氏は︑原子力溜

授など歴任︑現在六十一歳︒一九七

水艦USSノ⁝テラス辱の初代艦を制限し︑再生低能なエネルギー

党︑雪融党︶︒

③十年以内に運転中の原発六基

四年に海恕申偲を退役︑カリフォ
ルニア州キューカモンガにあるデ

甥を薩ちに巾止する︵中央党︑共

を漸次解体し︑建設中の竹葦の工

辮乱費比量

﹂

憩

騨

ノ

幽

雛

●

￠

と議会︑罠間薩業界の闇でホットな論争が行われている︒前審は︑実証プラントの稼働頃標を二〇一
〇年とみているのに対し︑後脳は一九九旺鎌を主張︒特に︑下院の核融合諮問パネルは﹁政府の核融
るのに頬して促進翫画の堀命颪二

腰ダブレット皿を利雪して︑これ

ており︑﹁ウラン濃縮グループ﹂

ジビリティ調査を進める留発表し

わが國に影響の多い核不拡散政

の製品・システム担当副社畏を務

ータ・デザイン・ラボラトリーズ

保守党と社民党︑自曲党の①と

産党︶︒

演

②の立協を統合する交渉は︑保守

ノチ、ボ

ハ

命計画は不必要に悠撰すぎる︒核融愈計画群促進すべきだ偏と勧儀︑マイク・マコーマック下院二百
なる︵なお五一年以来核融禽研究

﹁ウラン濃縮グループ﹂を設立す

もあるとして︑NRCの存続をなく︑他の運邦諸機関︑州政

現存する以上︑当分その生硬さ

策も︑一九七八年核不拡散法が

とサザンカリフォルニア大学で化

めていた︒弼立サンディエゴ大学

学を騨攻︒

スリーフ、ライニ〕

放射線遮蔽扉、スリーフ類、及びP．P．システム

十一億がで︑約二十憾がの上安に

これに灼して︑核融△口の推進論

ることになった︒同グループには

れるもの︒

婁議長をふくめた購部の交代も

せるが︑その役難はスリーマイ

府︑魔業界の湧動にも欝を光ら

わが擁にとり︑八0駕代は米
原子力政策からの乳離れが醗大

ため︑まとまらなかった︒

INPOは︑スリーマイルアイ
党が電力会社の国有化に反対した
ランド原子力発爾所鵬故の教酬を

まいりましたQ

も八一薙度の核融合予舞の大蟷翻額を要求している︒

来日の磁気閉じ込め核融合開発

究生産小委貫会︵マコーマック委

現在︑楽閣は︑臨界プラズマ条

生かすため︑産叢界によってつく

れている︶︒

に鐡した資金は約一一十憾メといわ

定といわれ︑TFTRに続く工学
強い関心を示している︒そのた

る︒マコーマック議質自身も門核

られたもので︑簸終的には二画人

九五薙完成は司能﹂と述べてい

DOEは門化石燃料や核分裂エ件の土成を冒揖すTFTRを建設
試験装爾︵ETF︶の開発スケジめ︑岡圏内の産業界だけでなく︑

で運脚される⑯本部はジョージア

のスタッフと千黒豆がの年間論調

調たちが反発︒一九九五年に実証

中︒TFTRは八一年に稼働の予ュ⁝ル︵現行学習では八六無に稼 ウレンコ／センテックや仏︑※政

は︑実証プラントの稼働時期を薦

ネルギーなどの朋発腿を犠牲にし

府と︑灘縮技術の利罵岡能性につ

融含の﹃アポロ計硬駈を開始すべ

定︒DOHは︑核融△口を露めたエ働予定︶がどうなるか滋国されて

き時が来た﹂と非常に横極的だ︒
てまで︑核融合予騨を増やすべき

八一鎌洗晒郷として六憾ザが必要
一方︑民間でも︑核融命の闇犀

ネルギー研究謝画を近く見礁す苧

腰二〇一〇駕⊃δ00年︑一九 プラントを稼働させるためには︑

員擾︶の暗闇会で︑核融禽諮問パ

ンド社およびウェスタン︒マイニ

BHP︑CSR︑ペコ・ウオは
ル︑
セこの調資の一環として設立さ

カーター醐明は︑ケメニー報

の機関の必要性

は時間がかかるという見方が多

決めたこと︒ケメニー報衝は災

る︒ソ還の原子力魏魏露鋒は一

いて議論してきている︒また︑B 州アトランタにあり︑昨年士一月

とは思わない﹂と及閉している︒

九五年のいずれにするかによって

函を立てており︑それに纂ついて

ウラ ン濃縮α設立へ

いる︒

利絹を積極的に進めるため︑昨年

と主張している︒

八一年臓斜眼を嚢求︒要求額は︑

﹁核融合開発に制約があるとすれ

ネルのロバート・ハーシュ博士は

藻民聞会社官社

三つの計画が考えられている︒

DOEは一昨蕉︑三二プラント 三無十一⁝月十一日に開かれた下

八○隼鹿に比べて四千万日増の三

の稼働國標を二〇⁝O年とする計 院科学技術委綴会のエネルギー研

億九千五颪万が︒さらに︑行政管

源を︑付加価憾を腐めた上で輸鵠

理予価局︵OMB︶は︑八○年度ば︑それは技術ではなく資金だ﹂

オーストラリア連邦政晦は︑漸

連邦政府は︑同国産のウラン蟹

と証諾︑また︑オークリッジ国立

ング社が謬捌する︒

研究所︑プリンストン大学の騨門

フィージビリティを調査

の三鱒五率五百万談にわずかしか

︻パリ松本駐在澱︼スウェーデ

上乗せを認めない方針ともいわれ

ンの五政党は昨駕十二月＋七鐘︑

するとの方針︵ウラン加工政策︶

工賜を建設するとの最終決定を行

縮一月︑オーストラリアにウラン

今笙瓢月の原子力国民投票に付

ィージビリティ調童を行うため︑

うまでには︑④採用すべき蝦藻技

を確立する智能性について溺糊フ

術②環境問題③核不拡散・保隔描

ーター︶︑見方によってはケメ

イル事故収拾のための機関︵カ

を掲げており︑濃縮網羅の確立に

オーストラリアの蔑間会社はこ

もうひとつは︑ケメニー報告

される︒

のほど︑岡国内にウラン濃縮塵業

マイル遜畷故調査委農会︵ケメ

家は︑いずれも﹁実証プラントの

ている︒

起きないとは歌えず︑その兆し

ニ⁝藍島会︶の報儀に対する晃

ニー蚤員会とカーターとの決定

告への対応を今後六か月以内に

的な立鵬の違いといえよう︒

この委員会は議会と大統領に対

いである︒ケメニー報告では︑

が勧告した安金監視委員会の扱

をしている︒ひとつは︑NRCして報傷義務をもつ︑立法的性

がらも︑露直な点で違った選択

ニー報告の墓本線を受け入れな

解を発表した︒その内容はケメ

も︑すでに見えてはいるが・︒
ソ運とは対照的に亜荷を背負
いこんでいるのは※国である︒
核不拡敵政策のジレンマ︑以荊

であったが︑カーターは含議制

じめ︑颪万KW炉の完成稼働が から持ち越している安金問題に

行政機関に改縄すべしとしたケ

の翼飛Cの存続によってこの麺 の再開も命じている︒しかし︑

ソ運の原癌生

い︒仮にスリーマイル対策が一

体制の再編︑防災体制の整備に
の轡門家パネル

段落しても︑放射性廃饗物対策

あり︑従来の経験からも聾RC

を大統籏の下に

し︑行政的轍格

灘くことをもってこれに代え

は簿らいだと

し︑完成した発電所の運転調可

ル島頸故対簗に追われている︒

加え︑さらに当面のスリーマイ

メニー報告に対して︑カーター

︵原峯力規制婁員会︶を長蜜制 格の強力な薪NRC長窟監視役終わらせるようNRCに指示

のテンポをさらに加速して︑石

類立っている︒八○年代にはこ

議会︑運邦諸機関︑霧州政府︑

混迷韓謡講副﹈

継代薔を進めるという︒

アラビアを抜い

産鰍はサウジ

は委興会制︵合議制︶の長所を

て依然撹界一だ

公衆の慧麗は拡散気味で︑闘題

た︒このパネルはNRCだけでなどの難問は依然として残る︒

歯茎の対癒の必要に叢りすぎて

ル禦後対策の鰻行状況の監視と

が︑経済成擾に
つれ共産圏諸国の禰要をまかな

羅め︑政治的介入を防ぐ必要姓

ション﹂とするカーター大統領

しかし簸後のエネルギー︒オプ

いう︑あくまで短期国的に隈定

の繰題となろう︒

蓼麗潔

O

襲四一●塗

鵠

巖

営

蕊4

隔

●

濃縮巌業を確立することのフィー

r︐

遣︑

をみせるか︒石簡危機の予想外

ネルギー摘縫はどのような推移

に早い到来で︑これからの十年
各国とも苦しい経済運欝を強い
られ︑エネルギー転換への全力
投球を迫られるが︑そのなかで
各国の原子力欝欝政策に路線や
計癒のテンポの違いがきわ立っ
てきそうなのが︑八○年代の精

観さえある︒

がとめどなく窃己増殖している

転換方針を打ち出したわけだが

いると覇断したようだ︒金画改

﹁原挙力は必要︒

で璽欧圏をふくめて原子力への

い切れなくなりつつある︒そこ

鞍懸のテンポは惣速で︑安全論

維の代りに婁員長金隈が強化さ

ドを持っているのはソ還といえ

状態といって醤い

のもとで︑来国の原子力は壌実

は解けないであろう︒

上の

されている︒撹久的な安全監視

悌止

八○総懸にはそれを千五百万K 身軽さを浮き彫りにしている︒

九七五隼宋に六酉二十万KW︑ 争も核燃拡難問題もないソ逮の

れ︑災審購には委員長自身の判

機関︵ケメニー委︶とスリーマ

︵K・K︶

断で購態に対処できるよう改正

……

防水簾、遮

今、こうした経験を生かし、原f力の各施設に

遡
すきではあるまい︒

現賭点で︑一番ブリ1・ハン

徴であろう︒

（109）

W前後まで拡大できそうだ︒こ もちろん建設の大規模化ととも

昨薙十二月︑大統領はスリー

フジセイコーは永年金融機関に対し、金庵室

甲

八O欝欝を迎えて︑世騨のエ

1

各種放射線斐
各 種 気

扉とセキュリティ・システムを開発・納入して

ら

に︑計羅の遅れや安全性論議が

⑳金三つくりの豊かな経験が、原子力事業にも生きております。

81
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三

業
産

力

原

イラン顛命︑TM王原発薯紋と激動のうちに灘を関じた一九七九年︒その余震は今蕉に入っ

らユーロディフへの撮資撤退を通

②衛としてはまず他のエネルギ

付されるべきであるQ

①放射能排膓をともなわない環

放射能の膨響が酉処理工場の

︵例えば火災︶︒

イト内に隈定される事紋︒

よぶ覇故騰誹瞬は周辺二詩層以

③サイト外にも放射能の影響が

の住民の避難︑五詩雇以内の住

の特別緊急救難計纐︵ORSEの
C尾内待機を定めている︵フェ

月二十一臼︑ラアーダ爾姐琿工場

フランスのマンシュ畷庁は十二

仏マンシュ興庁

ラアーグ工場の
救難計画を発表

NGの職員と酒男を危険にさらす

①暖潴用原子炉の礁設は︑CE

次の下り述べた︒

みにすることはできないとして︑

C旺N口G︑原エ﹂ もあるし︑原子力暖二一爾を剃呑

フランスのグルノーブル親芋力

グルノーブル市に

駝棊のの緊叢鋸力暖房を提案
︵十月二十四田と十二月二十一
臼︶を下した︒このためユーロデ

プル帝のピエール．デュブドー市

コルベ所畏はこのほど︑グルノ1 がなければならない︒

ので︑安金性について十分な保証
イフは次の三つの課題に暇衝して研究所︵CENG︶のどエール・

一︑資金閣題ーー一九八一駕末ト

いる︒

と＋詩綴︶︒

蕊＝罧

畠﹇窩瓢

開一一一言

一一﹁︸㎜言

を行うと述べた︒

≡響

欄謄鮒一皿言

ることを明らかにした︒さらに︑

％出資を通じてユーロディフに一

が向分析ができる擾雑な剛材

から讐報系列および計画制御多

転再開のはこびとなった︒

力購要が急憎する冬場に向けて きがあった︒西独のテレビでは放

﹂垂雷騨

一扁牌讐

︻二＝宥

轟一騒言

謄垂﹁柵

諏＝胃

甲蔚寵穿

二屏 響

﹁蕊一一F 一羅一一一 曇コ蟹

で︑それだけ余凋ができる︒濃縮
邑霧一 邑曇胃 釜琶曽；篇一一言

垂肩芸

曇笙穿 妻琴︸ 需ζ謹﹁

壁上のため簿止していたが︑十

鉛ガス炉︶は︑九月二十九曝か

瞥轟誓‡昆一署

轟曇編

二等

運転を行っている︒

ベルギー

治的に波紋

亀裂問題が政

ュジ三薄歯︵五＋四万KW
とが強調された︒
︒原子刀分野でのイカール社の

轟長一琶

月十八日送電を再開し︑定格出

蹄は︑基盤塞における操作と分

ヨ■

フランスの国有耀力公社︵ED が不要で疇ちに結渠がでる︒
蕊一誓＝ 萱野7 ；垂響︸竃 邑柵笹

としてストに入

だとしている︒圧力容羅の上部構

造物はフラマトム社︑下部はコー

しかし︑デルとチアンジュで

クリル社が製造している︒

は︑ワロンとフラマンの政治的灼

二週午興岡社製PWRの立
圧がからみ︑政府のエネルギー政
膳に発駕された亀裂について︑

に対するロジェ・ド・ビュルフ労

容器の毘入口鋼籔と蒸気発生器 策批判にも発腿しており︑これ

作動するロボットなど︶慰霊す 原発の運開までにはまだ一年間期

の欠陥を探知し︵放射性環境内 相の圃筈は網切れが悪い︒ただ両

！難辮

ても続いており︑﹁石油ひつ迫11漂子力による石趨代替﹂が八十五代最大の課題の一つとして
クローズアップされてくることは必歪の樋勢だ︒こうしたなかでヨーロッパでは︑フランスが
石油檎勢の緊迫を蕎蟹にいち難く強力な原子力開発を打ち出したのをはじめ︑イギリス︑薩ド
イツなどいずれも積極姿勢︑原子力による石油危機乗り切りに金力をあげる態勢を整えっっあ

o

県庁は︑計麺は鹸大隈事故を想

・RAD修正︶を公表した︒この センハイム原発の計両では五謎

会と中央原子力施設禦務局︵工業

計画は原子力安金性閑静省庁婁員

髄≧7

したものだとし︑また奪三圃趨

ゼール堀とドラック川の水力︑新

エネルギー︶の開発を優先させ 省︶の代褒を加えた愚作二部金が

曽旧藪曹

寂曽

︑ガス︑都市ゴミ焼錫炉撚︑イ
贋継癌力五万KWのプール型原炭子

リカスタン工場が完成し濃縮能力長︵社金党︶に︑CENGに実験ー源︵璽擁︑ラミュール炭田の石
が奪聞一刀八醤ゾSWUに達する
までの設備投費総額はこ酉二十慰留を建設し︑発生する熱で都市磯

ぶにのぼる晃込みQ一九七八年末転用蒸気を供給するシステムの建

蕊＝胃

〇％出食し︑また原子力庁︵CE 引黙ることを契約している︵原発い︒

一F開胴一軍

死んだ村

研究開発鑓照としてすでに一過 闇があるので︑それまでに餓二型

式会社イ恥細串
札幌、仙台、東京、新宿、横浜、名古屋、大阪、広島、九州
麟懸
しい御問合せは原予力特殊鉄扉部東京都中央区銀座ユー9−10大日本図書ビル電話03（567）7271〜8

るのが現状だ︒パリ松本駐在麗が伝えるフランスを中心としたヨーロッパ各圃の昨蕉宋の動き

臨んでいる︒

大統譜は︑エネルギー問題が多
くの濁にとって鍛大の関心購にな

三二一

故を想定してそれぞれの救難対策

作成した︒計翻は次の三段階の甥

正筆軍

を定めている︒
三柵讐

同轡務取締役は︑餓裂がいかなる

危険をともなうものでもないこと

このところ亀裂間題について

を強調した︒

︑十一月一回以来︑四竃機︵九 原発工電機とデル康発三縄機で課

A︶に十懲湯を融資している︒C 約＋二蕃︶︒ユ占ディフは一イカール社に水

曽ヨ胴W

しした︒しかし︑イランは六月か

は

六歳のアンニー・カルパル宍入

ニュ湾における放射性廃纂物海洋

︒

いし一億二千万蒋を支出してい 題の解決が期待されている◎

恥一驚 子力特殊扉

ま

︷NFCE作業は

国際社会の反省促す

③原子力暖会議画は︑十分な公

る︒

額以上を支出しなければならな

これに対して︑術畏は︑政滞の

っているおりから︑管理された原 までの投資額は頁一億漏でまだ岡設を提蜜した︒

子力平和利網の露要性を強調し

仏原子力対外政策審

開調蓋手続きをとり︑住民投箭に
い︒イランの出資とCHAへの融原亭力政策に反対していることで

讐﹇騨

障修理を終
運転再開へ
ビュジェ原発
ランス鰻大のビュジェ原子刀

二芳KW︑PWR︶を除いて
題︑
になっていると述べ︑西独のテ

鱈所︵五墓︑㎎百二十万KW︶ は︑ベルギーの新蘭がチアンジュ

︒イカール社は安全性および対

二華分の同種器材を受注してい
︒エユクレアーレ一二・五％︑原GEMAとイラン原子力機関が参

︑故塁などの修理工珊も完了︑

べて簿止していたが︑このほ レビがフラマトム靴の技師を招い

一︑ユーロディフの主導で︑イ
Cカ
Oール社はベルギーからも原

乏して第二欧州工場を設立するコ

発︑騒性︑ガス公密防毒八丁研

イラン

子力委農鼠一一7五％︶︒

開発の奪門メーカー︒携帯摺器

一︑磯縮ウラン供絵入

ーロディフのジャン・フランソワ

ラン工場を建設・運転しているユ

は一九八一奪から盤産鰍の八％をよって実現しなくなる可能性が強

審議会は︑この修業が有職で︑

二四彗

射性環境中では修理が不詳能なこ

原子力とその購響について国際挫

義雛胃

謝器十毬︶までを製造してい

EAはこのなかからユーロディフ 九九〇駕まで生塵羅の九五％を供

蕊蕾

R︶は︑十月二十七日交流発霞発土曜機とチアンジュ原発二二機

一再機︵九十二芳五千KW︑P ベルギーのラ・シテ紙がデル原

三蓼

二月までのエネルギー政策修

戴妻

ゼル川への冷却水排娼についてはは︑国境地帯の原発建設を審議す

園圃酋曽

うに手続きを選め十二月二十二日

昌帽蓼F蚤署

駕DF︑原発用に

・プチ社畏はこのほど︑イランの

雫羅韓

一〇〇％子会社︶に三億藩を劇卑 ランが契約を取消すことは明らか

会の反雀をうながしだものと認め

一愛穿；曇蒙

イランはソフィディフへの四〇

の主樵孟COGEMA︵導
C負
E革
Aの
契約鎮んでいる・イ素制御器を発注

﹁養窩

四三︑タルン川との禽流点から上

の故魑で俸止したが︑罎理を終 の総力容器出入撒鋼管と蒸気発生

行すること︵効果は余り期待で

︵原芋力縮少︶謂願替名運動を

うな亀裂があると報じたことが政
︒

弩機︵同︶の出力は定格の九 治的な波紋をまき起こしているQ

︒

％︑四緑機︵九十万五千KW︑ ベルギー羅気覇業遡命金は︑ベ

WR︶は一〇〇％︑至善ルギーでは圧力容器出入口鍋管の

応力を隈定するため予備纐熱・辮

同︶は九七％で︑それぞれ順調ステンレス鋼被灘溶接に墨たって
運転を続けている︒

仏プqゴフ原発

査妨害へ一

対派︑公開︒

って︑十二月二十煕日掛紙を蕩 露管拐にフランスで発兇されたよ

ンで開かれ︑カットノン原発建設

グで反対集会
全国原子力反対委
フランスの全国原子力皮対調整

フランスのフラマトム社のジャ

フラマトム社

一億四．支出

WR亀裂対策し︑生じてもきわめて小さいもの

ス全体の一〇％を蒔めている︒ ので︑爾裂が生ずる可能性は低い

ル川への排出についても︑フラン

ロゴフ原発サイトでは︑今葎一

ビュジェ原発の発墨騒は︑フラ 後加熱の追舶懲処理を行っている
聯動百四十グループで構成︶は︑

︑反対運動が体制を強化してい

可孚続きの公開調蛮を妨げるた

このほどボ〃博1で第五回大会を 末か二月初頭に始まる公蕪瑠叢
また︑西独の隣接諸州でも︑力

開き︑一九八O無六月ラアーグで
ットノン原発が国境をこえて気象大築会を開くことを決議した︒ラ

施を嚢塾している︒

ことを揺凄し・西独並みの基準実

フ対
ランスのブルターニュ地方の
スの雌蝶が西独にくらべてゆるい委圏金︵CAN11地方︑地城反

不安を表賜している︒またモーゼ

ないと認めた︶1なども決議し

した︒

について協議した︒

厳しい下土を瀬幸することを約束るフランス⁝西独の作業部会がボ

ルクセンブルグでは︑カットノ

十五臓にはゴルフェシュに三千人
が集まって反対デモを展開した︒

ン原発で磐故が趨こった場倉︑狭

完了を躍謬した︒この間十一月二

七隼核燃料装荷を予定︒しかし︑

警察隊との衝契・暴力をふるった

い墜︵幸六百考癖︶の三

いうもので︑一九八一奪魑工︑八

この原発建設には︑住罠たちが・

運動員の逮捕︑という鋤きもあっ

流十五詩綴︶に原発を建設すると

仏ゴルフェシュ原発
環塊を破難し気象を変えるとして

カットノン原
発に不安表明
ルクセンと西独

六月にラアー

フランスのタルン・エ︒ガロン

た︒十二月十八闘調査姿興授の公

反対運動が激化した︒六月十七召

フランスのモーゼル洞騨に建設

飛騨罐謡講雅鹸膿

反対した︒七五黛六月一頃には倥

には慧進党左派のジャン・ミシェ

十人が簗まっただけだった︒

ヌ県ゴルフェシュ原発︵頁ニや万

た︒七九隼一月十七縁にはタルン

対七百十七票で反対が表決され

開聴忍会には︑樋面した運動農五

許司手続きの公開調査が︑十二月

・エ・ガロンヌ県会が二十一票対

ゴルフェシュに原発を建設する

ル・ベイレ議員が召藥した興霊要

噤A棄権簗票で反対を議淡し︑

ガローヌ川とタルン川の水をせき

アーグ再処理工場の拡彊工珊の愛

︒

条件や生物贋境に悪影響をおよぼ

されるカットノン原発︵酉三十万

同地域の環境防衛委員会は︑辞
ランクフルテール・アルゲマイネリには魑工が計薩されているので

KW・PWR四基︶に対して・
す隣
として反対している︒西独のフ 開調査が三月に行われ︑璽の終わ
紙は薩独からわずか十詩材の同原

た︒

ら︑安金性に対する不安が表明さ

接するルクセンブルグと西独か

したケルロック村擾の後任に三 ・クロード︒レニ騨発心締役は
しかし興庁は︑反対を齢し切っ

ることを指摘して安全性に疑問を投藁に反対する運動を組訳するこ

フランスの撫潮水型炉に曳裂があ

と②国際放射線防護委興会の巖高

それを妨審しょうというもの︒
て十月十二臼関運十二村で公閥調

大会ではまた・のOECD原子 二児の母親︶を選出した︒公開

大統韻は十二月＋九B︑来訪中の

許容隈度の一部引下げを行うこと

ルサラザン︑モアサック両村は反

力機蘭︵N漏A︶が行うガスコー 董が始まった場禽には︑プロゴ

ルクセンブルグのペルネール酋樒

このため︑士一月二十一日に

表明した︒

業妻妾の調蒼にはサイトのカステ

と報じたし︑薩独のテレビ放送は

発に住民が神経をとがらしている

ので︑この九村では柑役堀の別館

に︑国境近いカットノン原発の安

フランスのジスカールデスタン

れている︒

として移動購中に帳簿を開いた︒

全性については万金を期し︑モー

が村役場での帳簿公開を拒習した

川の水をせき止める五筥粉のダム

反対運動は帳簿を焼くなど︑公開

蓋に着手した︒十二村のうち九村

湖だけが建設された︒

調査を妨書したが︑県当局は執よ

技術的理由で放粟され︑ガローヌ

薪計画はゴルフェシュ水力発電

対しなかった︒しかし原発計画は

原発二墓を建設する計画の公蕪旧

止めてダムを建設し・八十万KW 選繊議農大会でも反対が議決され

酎画は一九六七年にさかのぼる︒

のなかで完了した︒

二十二臼︑住民の激しい反対運励

摺︑煽暫五十屠冷却塔四基︶建設

KW加圧水型炉四基h蕩さ酉六ナ民投票が行われ︑四千百七十七票

反対のなかで
公開調査完了

難ρ鳶篇 亨 二 巽 嘗

ランスは︑この問題にとくに強い

醤来に不安がでてきたと述べた︒

てその実偶を紹介するといった動

レディフ計晒は︑イランの撤週に

E一一％︑イタリアのAGIP

瞥ユ一重

たσまた入類の将来にとって核拡

一志鮒一■

関心をもち︑自国に厳しい規則を

髄曽一一一冒

フランス政驚が︑十二月十一田

一﹁箪言＝

知自動制御誰をイカール社︵本

︶はこのほど︑九十万KW筋圧

二一一一言

資の三重でフランスやイタリアな

ウランは世界的に過剰気味で︑ソ

一軒一言

散防止の園際協調政策の璽要性を
どの大編負撮増が畢測される︵ユ

サービス提供を提製しているし︑

⁝一誓

隷している︒また︑核拡散防止に
主導して︑フランスとしてそれに

型炉原発二十八溜分の水累漏洩
ーロディフの株主はCOG鶏MA適は米国の樋格よりも捌安で軍議

@一﹇一牌笹

開いた第＋一薗原子力対外政策欝
関心をもつ先進工叢欝︑発展途上
協力する愈圓を表明した︒

二・蓼垂＝隅︒借曇一馨一鐘・一

議会︵議長ジスカールデスタン大

ローチの追求を進展させる態度で

國と必要な擾触を保ち︑共岡アプ

髄一

ルセイユ︶に発注した︒契約
％︑ベルギーのSOBEN一一︒ 英国・オランダ︒西独掛金のウマレ
刀AスペインのENUSA一ンコは謝魎を縮少している︒ は二食五十万藩にのぼる︒

二七・七八％︑ソフィディフニ五

ィ⁝ンで開いている国際核燃料サ

イランの出資撤退で

統領︶は︑一九七七痒十月からウ

イクル評価︵IKFCE︶作 業 の
懸建的成果と今後の動向を鴇議し

濃縮の将来に不安

駆

出資撤退により濃縮ウラン工場の

プチ・ユーロディフ社畏写る

鼈鼈

た︒また核拡散防止の角度から艦

フランスのトリカスタン濃縮ウ

た︒INFCEは︑今庫二月 に 発
了する︒フランスが謬加している
この作業︵五十六か国︶は︑各種
炉型と原子力平和利粥技術の兇通

一一

険な傾向があることを認めた︒フ

しを徹薩的に検討している︒

一

所に隣接するサイト︵ガローヌ川

茨城県岩井市鵠戸423TELO2973（5）5711

場

一一

（4）

第1010号
（第三極郵便物認可）

新
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唖−影響が直撃灘
騙翻今年の回復基調に期待
謡本原子力産藁町議の調べによるとわが国原子力発電所の一九七九年の運転実繍は平均で隠闇稼働

率五七︒一％︑設備利用率四九・八％になつだことがあきらかになった︒？Mーシ厨ックの磁繋を受

けてPWRの設鮪利馬毒が醤並み二〇％台に低迷を余儀なくされたものの︑BWRはいずれも五〇〜
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するという凝議が趨こったのをは

ていたため蕨カスイッチが韻作動
による面繋を緩租する役測を果た

これが︑TM王によるPWR僚止：原

また︑PWRについても瀬簾欝

安

協◆
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鎚：

・

．第二回海外発
・表渡航助成

す結締となった︒

㎝月には高浜二辱でも贔質擬証ミ

募

会等に所属する委畏の騒擾を受け

囎月一貸から十月三十一畷の間に

た圏公私立大学等の著季研究者で

海外の学術金閣等で口頭発表を行

助成対隷人数は二〜三名︒推薦

う薔を対象とする︒

縷は︑所定糀紙に附置のうえ︑二

原子力安全研究協会︵有沢広巳
理劉擾︶は︑原子力安全研究に従珊

に輸入石炭の価格へも膨響すると

る者は︑⁝月二十六鐵までに佐所

原子力安全委員会は十七田に爾

経済の抵抗力︑墓礎体力づくりに

とエネルギー高引潮に対する臼本

て調薇審議︵ダブル・チェック︶

当該原子炉施設の蜜金頭董につい

安全婁澱会が︑通薩大臣の行った

この公開ヒアリングは︑原子力

からなるべく多くの腹黒等が謬言

有効︒悪麗簿開陳番は希望暫の中

母︶へ郵送すればよい︒当臼消印

灘都単代田駅程が関二丁国二番

子力安金縢原子力安全調査塞︵東

えて︑科学技術庁原子力安金局原

罵を整理区分︑陳述希盟煮の適格

ら属けられているという︒

精望は婁任も含め総数約置十字か

二十六口M締切りによる悪艶箸開陳

央センタ⁝で開くが︑昨奪十二月

斑的強化と投蜜刀の確保を隔ると

強調・さらにエネルギー薩業の体

策を強力に推進する必饗があると

とを抜本的に強化することにより

の目腐援助と税制による政策誘灘

くべきだとしている︒

第一の政策的プライオリティを瞬

採罵されるもよう︒傍聴人は約百

一人十分以内︒傍聴雪囲奮は宮製 うち高浜町からは七〜八名程慶が

だとしている︒

度的︑財政的魎付けを確血すべき

ギー計画を學急に策崩し︑その鵠

ともに現実的で日用司能なエネル

省エネルギーと代藩エネルギー政

往復ハガキに佐所︑氏魯︑奪齢︑

二十犠程度が予定︑うち覇浜町か

国際原子力機関︵IAEA︶で

る︒

は︑次の頸領で職員を勢比してい

▽研究およびアイソト⁝プ溺・研

究および研究所部ご級職印涯一名

脚叢

・讐

讐糊

罫淋

霞網

麗ぴ穿

鍮籔

腸

陥黄

じ

隅醜誕肇議一

一︑

な

貯

蝉／同門

し ちもえ

︸

原子力関係営業種自

じめ︑十月には大飯一︑二弩︑十

：⁝
スによる冷却水漏れが発生︑PW が品質保証の徹鷹にのり出し⁝
てい
るうえ︑昨庫後米にはTMーショ

月二十日までに提出のこと︒

しかし︑こうしたなかでも7M ックからも脱裁し︑続々と戦列に

Rにとっては受難の黛となった︒

二回原亭力安金研究論文の海外発

する若い研究暫を対象とした﹁第

異常驕態となったσ

簸低三匹・二％を配録するという

WRは福鵬箋原発三暦機が七四 きていることから︑今鎌は膿調に

これに拍車をかけたのがPWR工の臨接の影響を受けなかったB 復帰・ふたたび優麗態勢に入って

る安里審蛋籔躍など関係繍類は欝

輸入代金の急膨張はわが国経済に

予測されることから︑エネルギー

総務繰まで︒

会︵騒謡璽京五〇三−鷲七八五︶

岡町役場︑大熊晴役塀︑楢葉晦役

助成は︑周協会の組織する婁綴

爾し込み︑詳細問舎わせは岡協

で発諒した富国傑証の不備による

︒二％と定訳を考慮するとパーフ いけば七〇％も射程内︒この翁忌

表に対する助成﹂を実施する︒

ェクトに近い認録となったのをは に陶けて回復纂調の隼になるもの

開催要領によると︑公開ヒアリ

科学技術庁︑通崖憲で縦艶されて

覇︑川内村役場︑福騒緊庁および

不安定の樽代﹂と規定︑わが脚と

報箭は﹁エネルギー高価格・供給

こうした一九八○年代について

な問題となろうと薄日している︒

とって命取りになりかねない深刻

ング開催期日に福歴県双翼郡窟岡

高浜炉増設では

いる︒

町︑大熊町︑楢葉町︑川内栂にひ

と期待されている︒

運転鯵止︒七月に大飯一階で主蒸

ダ

じめ軒並み六〇〜七〇台と好調︒

気逃し弁の圧力スイッチに嚢示と
は巽なる﹁にせ一三﹂がっかわれ

福麗炉増殴でも

公開ヒアリング

きつづき三か月以上潔怯する満二
十歳以上の者および当該町村の桜

盾ﾌ陳述希望
氏名︑庫齢︑職業および恵毘等の

浜原発三︑㈱塔炉贈設に係る同婁

ヒアリングで無難等陳述を希望す

民の委任を受けた暫であって公開

二月十四臼年前九階半から午後六

腰矯︵壬董字以内︶を認戴した

グを禰井県大飯郡腐浜町の町立申

蟹会として籾の地死公開ヒアリン

を行うに際し︑当該原子炉施設國

性など確認の上︑総数十二名程度

略体的には︑蟹点的膏成部門へ

有の安全性について地元佐罠の悪

できるよう蜜全委で選び︑旧名す

からの開陳を行うことになるが︑

つ醸︒同日は通産省による安全欝

職業を明翻し一月二十三日までに

原子力安全婁員会は陳述希望要

見等を聴取︑これを参酌しようと

ることになる︒葱兇箸開陳階間は

査概要の説明︑愈兇等陳述人によ

騰十名程麗が無作為揃出︑翻り当

ら約八十名︑その他蒲町村から約

てられる︒

公開ヒアリングに付される原子

に達するため︑大帳な雪路ギャッ

職員を募集

講じく安全調査室へ︒

炉の設齪酔司晦舗響︑通産雀によ

プが生じるだろう﹂と揺摘︑こう

A ピ A

る質問および量的の陳述︑通産雀

解の開陳が行われる︒

の生颪を続けるならば一編的な隅

しだ霜給ひつ迫によって八五奪に

ラビアが現石の九蔚五十万疹／臼

給の緩和が予想される﹂としなが

は原油価格は四十五がに︑九十葎
らも﹁これに対しOPECは減巌
には八十がに上瓦するだろうと予

▽技術業務周・康子勤力および原

測している︒

こうした嬬給ひつ迫によるわが

子炉部一級職爵智一名▽管理局・

ツキはあらわれないだろう﹂と予

開発の強化を﹂⁝1諸本エネルギ 測︑﹁むしろ淀慈悶政府の︸疹墨

園への影緻について報告は﹁東京

政策で対処するために大蠣なダブ

たりの平均収入は︸九七九鋸を園

予籔財政部一級職魔薩二名︑一一級

給はひつ製する︒代替エネルギー

エネ研が報告

ーの開発急げ

代替エネルギ

による質問および態兇に関する見

四薫炉増設に係わるものに次ぐ二

するもの︒⁝月十七鐵の高漢三︑

種類のエネルギーの供給醗の確保

蒔半まで︑麺覇禦三星市鎌田字卸

原子力安全委農擾宛て届娼錨を作

しては︑まずなによりもあらゆる

晦＋番の一の福騰㈱商建地協同絹

成︑婁任を受けた番は委任状を添

公關ヒアリング

した︒

舎卸町総台センターで開くと発表

号姫増設に係る公開ヒアリングを

安全委︑2月14日頃福鵬市で

︷2

ー経済研究所は昨奪十二月二十七

サミットで設定された八津無のわ

職腰封一名▽保繍描圏局・査察構

345﹁石濾価格はさらに上野し︑配

濫︑魑

原子力蜜金面風会は七日︑東康
電力福癌第二原子力発電所

6789犯

B︑﹁80庫代における原濾価格上四・一 ア四九・七％も上欄るため

報処理部一級磐田二一名︑業務部

沖

巌難慧

娘

撃︑

いています。

七〇％台を維持︑これが利尾率の大鰯ダウンをかろうじて圓避させる形となつだのが最大の特色︒し

かし︑PW碁昨鶴肇から続々と戦列三帰︑稼働率はふたたび上昇覆に轄じてきており︑今年は
國標の﹁六〇〜七Q％﹂にどこまで近づきうるかが醗大の課題となりそう︒
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が国石油輸入﹂限六朝三十万疹／

未来に躍進する 鴫∠｝5！

原子力機器への実績は高く評価されています。

識譲

⑤原子炉関係各種機器、装置
⑳核燃料施設の諸装置
㊧核燃料取扱、交換、輸送装置
④放射性廃棄物処理及固化装置

く

木村化工機
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世界経済への影禦はむしろこれか

臼はさらに下方修正されるだろ

詳細は原薩企画察まで︒
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（06）488−2501
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鮎とわが園への影響﹂と題する報

ら本格的にり透することになろ

み一月二十八臼︒応募にあだって

研究およびアイソト1プ局職農の

応勢締切りは二月四日︒ただし

二級職麟翻六名︒

告猫をとりまとめた︒昨年並にベ

分のあいだ原油供給の安定確保の

﹁わが国は当

う﹂と述べたあと︑
かにしている︒

う﹂との幕木的な考え方をあきら
ネズエラで開かれたOPECカラ
カス総会以後の緊迫する石油幡勢

ため︑劇陶な輸入も覚照せざるを
えない立場にある﹂と揺摘︑こう
ついては﹁OPEC原独に附する

また︑八○奪以降の石油鱈給に

した﹁エネルギー扇価格時代﹂に

を総倉的に分析︑今後のわが離の
とるべき鍛休的なエネルギー戦略

輸入警護は象京サミットの上隈値

もこれと完全にリンクされ︑さら

の資格制限がある︒
よってLNGやLPGの輸入な
価ど格

は崩鵬機関の推薦の他︑実務経験
のあり方をあきらかにしたもの︒

苔哲万疹︑九十奪には四千酉万疹

TE：X

TE：L

鱗
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50
が守られた場合でも八五黛に三千

報笛欝は︑まず一九八O矩の石
油獺給については﹁嶺瀬サウジア

TEL

大阪本部
東京支店
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（下記装置の計癒、設計、製作、据付）

これは、木村化工機のすぐれた入塾、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
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N輪勧告躍入れへ

灘でその湾え方を実現する必要が

本的な原則の一つであり︑行政指

技術基準検討でも部会
放射線審議会憂本部会︵部会擬・国縫儀次浜松医大副学畏︶は九田︑門王CRP働答の国内法令へ
の取入れに関する検討結渠﹂と題する中塗報国をとりまとめ闘審議会に難儀︑了承された︒近く改定

摺慶している施設の計画段階での

要点検定﹂については﹁新嘗衝の

しかし︑門施設等の検査および

が予定されている放射線瞳轡防止法へのICRP一九七七無闇簿のとり入れのあり方をあきらかにし ある一としている︒
たもので︑新たに法制化されるのは①R1薯簗駈の使罵前検萱の垂髪づけ②R王装禰機露への型式検
定制の採用③健康診断の倉理化⁝⁝などの点︒また︑綱審議会は岡法改蕉に伴う技術基準を検討する
ため﹁放逸線瞳轡防止特別部会︺を設卜した︒科学技術庁では今回の胴差なども珪土え困譲に防迂法

身熱はほぼ担保されている扁とし

ト試験を掩えて行われたB米再処
理交捗の米麟側代嚢醐撰をつとめ

制騨門部金の報饅をもふまえて通

の施行にまにあわせたい耀え︒

嶋タなどを整備し︑雌元での即癒

また︑原研に薪たに防災研鰯コ

体制を整翻する計画だ︒

ースを融解するほか︑放緩研にも

エネルギ⁝問

題で緊急提言

社会経済国民会議

二毛経済国民会議︵議畏・中山

エネルギー問題特別婁興会︵縮蘂

伊知郎氏︶は︑このほど・岡会議

勇三委員撰︶がとりまとめた﹁エ

ネルギー危機克膿のための緊急提

醤﹂を三二し︑その極体化を政溝

罵会議はその申で︑わが国内外

に要謂した︒

のエネルギー燭勢の緊迫化にとも

ない・臨前に迫った八○奪代のエ

ネルギー儲機克服のための方策を

に総合エネルギー調査会で策定

提卜している︒巨体的には︑さき

鶴定選一し偏は実理至難控の面で

した新しい﹁擾期エネルギー購給

囲の拡大が指摘されているのも豊

あるエネルギ⁝政策へと発想の大

り︑TMI禦故に関適して測定範た時間はない﹂と強調︑鍵効性の

野間が多いとし︑﹁もはや残され

緊慧時用マニュアルの作成を急ぐ

制の整備︒今隼は昨鋸に引き続き

転換を要求している︒

っては︑まず供給可能なエネルギ

とくに︑経済誹煽の策定にあた

実︒このため︑来年歴は翻定レン
ジの拡大︑モニタリング・ポスト

ほか新たに窮故時原笹炉内解握研
究︑笹戸放射能弔測システム研究

／

／ ／

／

ト

三菱璽工業株式会社

シャインマン教
授が原産を訪問
たことがある︒

緊急鷹療研膨コースを新設︑教

コーネル大学の一．・シャインマ

ン教授が十四蟹原薩を訪闇︑魏魏

このため︑こうした研修コースへ

膏︑醐練体制の拡充を図る計顧︒

の地元関係暫の獄官髄として千四

務理螂とエネルギー国際協力︑と

ど諸間題について懇談︑愈兇を交

くに原芋力︑ポストーNFCEな

構造的安金基雌を定め︑型式検定

常璽誠に放射線隔審防止法改正毫

く結論がまとまる畢定の原子力安

いる︒

酉万円が電源精会から酎上されて

岡教授は策海大学の招きで十二

換した︒

日来田したもので︑二十八日まで
約二選聞滞碩︑関係者と主として
エネルギー魍際燭勢の問題を中心

シャインマン教授は︑一昨年動

に懇談︑意兇を交換する︒

制を採用して︑頒布前に安全性を

髪を提出︑五十⊥ハ薙四月から関係

燃受業団の悪乗再処理工場のホッ

チェックすることが適当﹂と指

規制をスタ⁝トさせる計画だ︒

政令︑規則なども改圧し︑新しい

また︑放射線審議会は九田︑

摘︒さらに︑現在異常餐の発兇を

﹁放射線瞳審防止特別部会﹂を設

圏的としている腱康診断について
も門欝容線羅を超えないよう管理

讃した︒防止法改蛋にともなう技

ながらも﹁施設の稼働開始に先立
ち︑この施設が承認された企画と

することは司能であり︑異常者の

術的墓藥について審議するため新

また︑放射性同位元累装備機器

総覧員会放射性曝露元素等安金規

防災対眺望大幅拡充へ
葬動連絡網整備などに焦点

体舗を作るため︑学識経験養を巾

BWRにはそれぞれ一撲一短があ

り︑両方について検罰を行った

F）WR船舶用原子炉設備

蕊菱金腿株式会社
三菱魏機株式会社
三菱商鷹株式会社
三菱原子燃料株式会社

高速増殖炉プラント

の鴨島法災を提嵐︑五や六薙四月には関遵政令もふくめて新しい規制に移行する計醸だ︒
現時点での取り入れば困難﹂との

命致していることを確認すること

翼翼に素点をおくことは不適切

設されたもので︑秋までには結論

ついて検酎を行っていたもの︒

蕩えをあきらかにしている︒これ

で︑改正する必要がある﹂として

現在の放射線陣蜜防丘法が制定

放射線防護の鷺的について王CR はALARAは個々の施設で総は
理︑必ずしも十分に行われていな

いる︒

それによると中間報簿は︑まず

い﹂と指摘︑﹁便生前検査を新た

犀四月︒そ

れ以来︑部分的には黍鷹しが行わ

に義務づけるべきだ﹂との著え方

されたのは昭和三士

れているものの︑本格的な改正は

P勧告が門確率的影響の確率を容 的に郷出する必襲があり︑それぞ

については二定の製贔について

をとりまとめ︑五十六年四月から

れのケースで線型値が暴なってく

行われていないのが実滴で︑IC 認で写ると思われるレベルまで制

RAの響え方が理行法に圏接規定

科学忍術庁では今回の報告や近
を打ち出している︒

じてきており︑新勧鮨を国内法に
されていない問題についても﹁こ

6ウ80SOSO8轟ΩΨS菖ハM▼3◇＄δ▼◇Q◇◇◇己AM▼0φ禽ハV▼＄φ9△9◇◇且サ◇OOSO8δ▼◇◇O

報鑑は﹁放射線防護のもっとも基

が不司能なのが主な原國︒しかし

るため法に轟体的に明記すること

内法が﹁隙轡をおよぼすおそれの

RP勧告についても一九五八無勧 聾する﹂としているのに対し︑薩
告までをとり入れた京まとなって

問題については︑﹁解釈論で対応

ない線駅以下とする﹂としている

このため︑放劉線審識会では︑
でき改蕉の必璽はない﹂と判断︒

いた︒

﹁現在の防止法と一九七七館の王

激り入れる必要がある﹂と判断︑

れを法体系のなかに取り入れると

ー騒を麗極めこれを前提に遼成し

の増設︑エリアモニター︑サーベ

うる経済成擾購を想定するという

イメータの整備を醗る謙画で約六
億二千万円が謝上されている︒

の必要性を訴え︑門工不ルギー特

ように︑従来とは逆のアプローチ

だ︒このうち﹁環境放射能予測シ
ステム﹂は三か無に約十傾円をか

また︑﹁緊慈医縦館舗の整備﹂

プログラムを軌道に乗せる計噛

つ︒その規模も昨鋸の二壬遍羅

けて各地城の地勢︑局地的気象に

は中央の放射線薩学総命研究所と

原子力安金闘はTMI原発金型力安全局職質度予習の闘乱の一

CRP勧告の間に若干の相違が生また︑ICRPが指摘するALA

五十二年蕊月から基本部面を中心

なると糟神規定にならざるをえず

対策の﹁環として来舘度から防災

円から五十傍以上の十二憾七千万

地方の興中核病院︑近接保健所の

心とする第三蓄機関による中立的

いては遡郵駅も二鱒縄を与して

ようとするもの︒緊急逮絡網につ

BWR採用

だけなれているかが璽要だ︒その

るので今同の決定となった﹂と述

点でBWRの方に一層糠通してい

が︑雛型決定にはその機械にどれ

北陵羅力
能登原子力発電所計闘にとりく
んでいる職工魔力は匹田︑隅原発

六十二薙運開の予定︒

能登原発は出力五十万KW級︒

にBWRを採医することを明らか べた︒

で明らかにしたもので︑同祇擾は

にした︒森末社擬が無謬あいさつ

三菱PW鼠原子力発電プラン

灘：菱原子力工藁株式会社

PWR原子力発電プラント
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に翻内法への取り入れのあり方に

対策の強化に横櫛的に敗りくむ方

対応できるフレキシビリティーの

別国禽﹂も考騰すべきだと握案︒

ある予測システムを確立しょうと
このうち︑まず焦点となるのが

また︑醐民がエネルギー問題を最

円と大勢な伸びとなっている︒

防災対策は安中規制行政の強

整備が二本柱︒このうち︑放医研

を計上︒現地支援機材の整備を樵

纒先諜題と認識し︑一致協力する

するもの︒初無にあたる来年贋は

るほか︑緊中核病院︑近接傑健所

することが璽璽と指摘している︒

な立腸からのPA橘動を充実強化

一般会謝から一鰹五千万円が謝上 については一般会謝から約一轍円

緊惣階連絡網の整癒も魏点の一

ーマンカウンタ︑ハンドフットモ

については汚染検査除蘇蜜︑ヒュ

されている︒

つ︒これは中央と県︑市町村︑纒

わるなどすこぶる順調で︑五十七

設を騨用回線とテレファックスで

四基を厳く謝瀬で︑現在︑一懸盤

タリング・ポストを離宮︑万金の

このあとの記暫会見で﹁PWR︑

ら腿設の鍛盛期へと突入する︒

に並び二二機が建設中︵総禽逸挑

鵬翼巨建設申の福鵬第二原髭

体制が敷かれているが︑現在の測

能登原発に

鶴五月からの運転入りへ︑これか

には原子炉醗力容器の据付けも終

昨鎌スタートした繁急技術助鱈鉢

針だ︒

化︑安全研究の充翼とともに原子

総合進捗率
約六九％に
福鵬第二原発一丹

所に次ぐ同社第二の原子力発聡墓

おり︑ほぼ運絡網が確立されるこ

葉察耀力はここに菅十万KW炉 結び︑遡故騰の即応体制を確立し

地︑禰農第二原子力発騒筋を観鵬

景慕一五％︶のほか︑三︑臆弩機

とになる冤込み︒

東崇躍力は禰鵬第一原子力発電

興双葉郡欝岡町・楢葉晦に建設中

が昨璋十一月二十八日から原子力

緊急モニタリング体制について

だが︑そのトップランナー・同一

﹁︑ユ書機︒手鶴︑整地申のと

の線騒は測定できなくなってお

定器ではてゾレントゲン／時以上

は設躍者のほかに粟も独自にモニ

ころに三︑囲暑機が並殴され

よるダブルチェック霧董中︒

婁員会および原峯力安全委員金に
辱機︵BWR︑出力爾十万KW︶
は現在︑総禽進捗率約六九％︒粟

福脇第⁝原発六弩につづくわが国

る︒

海第二︑大飯一︑三夕および同社

無八月鶏工︑以来︑昨隼懸＋一月

蔵番臨の衝万KW級炉として五十

安全性と信頼性に定評ある

振餐婁葉芽ミ5895番
躍書毒…（201）2171《｛七｝
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全米 科 学 論 ㍉ が 報 告
鶉 霧 太 陽は今世紀末に 五 ％

ナ

あるが︑原子力のオプションは開

は︑﹁石炭は環臨監字性に制約が

これに蘭運して︑ブルックス氏

反対運動側が工製郷止を提訴し
筋︵資灘十万KW︑PWR︶の建

臼︶︑ブロックドルフ原子力発三

所はこのほど︵昨隼十二月十四

西独のシュレスビッヒ行政裁尚

たため︑シュレスビッヒ行政戯判

欝窟隊との衝突がくり返され︑舞

的となり︑十一月に入ってからは

番

また︑研究報告は︑﹁太陽エネ

ル︒バックエンド政策について台
恵が褥られたため︑法律上︑薪規
原発の建設を妨げる嚢園は敗除か
れた︒

ノジャン原発

で集中審議
仏マルヌ繋議会
フランスの

原子力は全体
の一六％発電
EOF︑昨年爽綴報告

力力 力

∫

原火

煮と︑原発は生態学的にみて磯も
きれいな発短艇でそれを選択する
のは嶺然とするソ遡の学蕎の発誘

開発露蟻は二千三蔚直垂KW賢で

原子力による分は蕪嘉七十七偲K

潮年より六二蕗の掴︒このうち

また︑昨年末現僅の発醗設備は

WHで︑前隼七三〇％贈︒

︵各九＋万KW︶が通開したこと

は︑昨奪申にビュジェ四・五号機

により︑八薫万KWになった︒

力

他

力

火

率1他

カ

水

合

ラアーグ工場はほとんど毎環〜

めとみられている︒

國︑二重賄に二酉から三二在方層

は︑アルファ放射能八ナキュリ

鵬している︒放射能排出詳容騰

の低レベル液体放射牲廃瀬物を排
これに対して︑多数を占める野

を引編した︒

覚議蜀は︑次のような批凋的発諾

場合にとられる対策について十分

で他に漏洩がないかどうか調査し

鐵には染剤を使ってヘリコプター

N︶は排出再開を認可した︒

力施設安全性窮務局︵SCSI

世界の放

原子力勅諭運動は︑この購件を

の懸を深くして

契機に︑再処理工場が

いるとして︑反対体制を強化して

財能の掃き溜め

鶯・

瀬燐

7

なり蟹全︑そして天然ガスが

けておくべきだというのが委員会
設蓮華に贈儀弩を出した︒四つの

所が七六鋸十二月十五醸と七七隼

︻パリ松本駐在踊

︵うちトリチウム牽万キュリー︶

⁝︑ガンマ放射能十照万キュリー

な画報が提供されるべきである︒

った︒修理は一室闘で終わり︑七

にセーヌ用のヴィリ嫡妻ボーリユ

の際︑原発が擬撃された場合の危

利点も礎問だ︒

いる︒CRILAN︵下ノルマン

ディ簡報土原子力地域婁麟会︶は

﹁国の原芋力政策によって地域社

会が犠牲に供されてはならない﹂

36（6）1 3326 1

ースの場倉︑増殖炉は必要と考え

の一致した慧兇だつた﹂と沈釈し
隣接コミュニティと約二日五十入

一月九麟・さらにリューネブルク

フレ議員︵社会党︶薩パリ近郊

を行った︒

など︶︒技術的な事故が起こった

下水の汚染︑セーヌ川の温腹上野

⁝間を拡張して︑三千一蓄沖のバ

険を強調︒

区閥は現在五酉ゾバージしか通行

ラアーグ再処理工場：

ブール市が含象れていない﹂とい

にラアーグのCFDT︵民主労

う注慰換起の題報を送った︒さら

連︶支部は﹁薩上地下の鋼箇にも

（発当所開係）機器その他の汚憂除去．矩期検査時の除染・サーベイ、披獣料装精・交換作業、
欄人被曝管理、朽染衣類のランドリー、冷却取水溝の譜掃、擁棄物の運搬、変電所・空調設備運
転保守、施設内の補助丁毒並びに営系鰺業務、監理区域内除染および罐掃、普通眺域滑掃
（研究施設関係）R夏放射線取扱実駿竃着信コンサルタント、施設の改蓮・解体、廃棄施設整備、
機器の除染、各種廃棄物の処理、ブイルターの交換、空間線1轟率・表高拶染寧分布測定、空調設
備運瓢保穿、管理匿域内除染および寒土、等号啓域膚掃、浄水管理

安全としている︒

ならば︑来世紀初めに利用できる

ブルックス氏は︑研究報告の概

たが︑委松薪内部では︑﹁原子力
の個入による原発建設俸比の訴え

臼・門放射性廃棄物管理について

上級行政裁判所が七七無十月十七

セーヌ・エ・マルヌ興議会︵議畏
社会党選出ジャック・ロワネット

雪冤された口裂は︑海康から亡

と定められている︒

綴の大きさ︵鋼蟹の薩径は二十二

霊規の地点で長さナ聖凝︑幅五讐

まずジャン・ブラシヤール緊知

四︑原子力発懸の進展に伴う核

業規模再処理の実証も禽まれる︒

その掘り出した砂礫を原発サイト

ージが通行できるよう運測化し︑

に平熱隅的のものであることを確

できない︒

布されるだろうとし︑それが実麗

（原子力閲選民興種日〕

られる﹂として︑そのため︑必嚢

よう︑LMFBRの開発継続をル
勧ギー技術は︑経済的コストが高
ければ︑今世紀末に五％以上のエ

発電送電局は二臼︑昨媒一膳間の

フランス臨力公社︵EDF︶の合計五千六語四十万KW︒原子力

の決定は︑門将来の電力儒要や流
ネルギーを供給することはおそら

くっくため︑政府の大気介入がな

増殖炉の奮発に関しては︑慧見
体燃料の供給およびその他の照子

告している︒しかし︑増殖炉利用

の一致をみたが︑クリンチリバー

要部分でも取上げられていると諮

は鍛も魅力的なオプションである
を却下したもの︒

満避のいく解決が示されるまで工

の都会地が近い地霧に大滋強を嬢

︵飲料水として葦登されている地

蝦が︑誹魑の経緯・内容を説明

課題を審議した︒

擾期オプションとしての轟速高調

し︑その経済的利益を強調︒こと

弓層︶で・漏洩はきわめて微蹴だ

び怪民安金について問題がある
W︑PWR二基︶建設をめぐる諸

ュール・セーヌ原発︵薦三十万K 面することは危険だ︒生態系およ

議員︶は一月豊田︑ノジャン・シ

それによると︑一九七九隼の駕

臓定臓器墾㎝を発話した︒

さらに︑放射性廃棄物管理に関

く無理だろう一と予測している︒

を妨げるような先服不知急な技術

しては門曝露物の笈全な地層処分

い﹂と付け艇えている︒

研究報告は発電所のリスクにつ

ては慧麗が二分した︒ブルックス

が明確になるまで︑行うべきでな
増殖炉︵CRBR︶の継続につい

いても触れており︑発勉所の通常

ている︒

的瞳宙は見当たらない﹂と紬論し

る経済的蛾眉は発癌たらなかっ
運転による公衆のリスクは︑石炭

るハーベイ・ブルックス氏︵前ハ

門発惣用に流体燃料が利罵

ので︑繍極的に推進すべき﹂とい

窮の中断﹂を命じる甑定覇決を出

連邦・州鹸棚会議で核燃料サイク

が最も大きく︑石油と漂子力がか

氏は︑﹁便用済み燃料を薦処理す

研究報告は︑﹁一番紛い成長ケ

た﹂と述べた︒

ーバード大学工学・癒用物理学部
及し︑

う憩兇と門原子力は必要慧であ

分建設許司を受けて︑翌臼から土

十月二十五闘に州政庸の第︸圓部

しかし︑廃景物畳理に関しては

していた︒

さきごろ︵昨年九月二十八田︶︑

期にわたって︑原子力発鱈が山顛

炉の商業化実証とそれに二合な商

拡散の鷹険は︑さらに減少されな

業界はともに︑他のリスクとの関

儀させるような鉦しが必要であ

ニュークレブラス︶︑ミゲル︒バ 件﹂の要約は以下のとおり︒

繊的な開発が行われなければなら

連において︑原子力が公衆と従業

発醒の綴織朗な開発②原子力発鱈

ユーリッヒ研究所︶︑アクバル・

ない︒エネルギーの供給不足の司

よび恐らく薪しい多国悶制度によ

IAEA傑騨描麗の自発的適用お
益糖類認可政令が数週閤以内に公

た︒その結果に墓ついて中災原子
二︑原子力発蟷に試するパブリ

ICGNEが指摘している︑れ
原るようにしなければならない︒

ければならない︒灘縮・再処理を

リュイリ響町鑓︵同︶膣閥糊機

ければならないとする研究報告を

エテマド︵葭イラン原子力機関総

る︒これは︑圏己規制と正式な核

ヴィヴィアン議澱︵同︶観戦象
ック・アクセプタンスを獲精し︑

洪水防止矯の築堤盛り土として利

会の創設はわずかだし︑税制上の

子力の瞥蒋来のための五つの条

それを持続しなければならない︒

含む核燃料サイクル頭韻が︑原子

胴する構想の利点をあげた︒この

ノゲイラ・バチスタ︵ブラジル・

一︑原子力発麟は︑ここ数駕の

この分野では︑原子力発躍の安全

力発電のためのものであり︑綴金

隆詣︵欝本原子力発鱈︶︑パウロ・

ランディアラン・アルコータ︵ス

摘勢の難しさにもかかわらず︑蝦

性がとくに璽要である︒政府と産

原子力が将来の世界のエネルギー

のパブリック︒アクセプタンスの
ペイン・イベルドエロ社︶︑カ⁝

藻やはなはだしい遅延なしに︑組

欄要を満たすためには︑①原子力

獲響・維持③核拡散の亀険の減少
ル・ハインツ・ベッカーツ︵西独

発表した︒

不拡散の欝約に襲打ちされた改良

海中排出管に亀
小さく︑公衆の安金防護に努めて

員に襲える瞳審は許容し得るほど

ことを実謹する蛋任をもってい

おり︑安全基鵡が異施されている

ブールのルイ︒ダリノ帝長︵社象

︻パリ松本駐在凪︼フランスのプ との餌明を発熾した︒またシェル
アーグ再処理工場は︸月二臼︑低

に魑手︑原発は一九八六年に技術

すれば四月一日には土地造成工箏

党選出議興︶は・凝知魍に宛てて

五︑豆油の条件と極めて関係深

レベル液体廃棄物を海中に搬出す

ってのみ実現し得るものである︒

的に発成し︵試運鮨︶︑八七銀営

る鋼轡︵陸上地下一一・五詩耕︑海

門この種種故の道話対策でシェル

いが︑エネルギー供給を確撮する

申五・五面繋︶で亀裂を発円した

る︒これに関連して︑廃藁物処分

織物・安全分野での国際協力の強

た︒

業運転に入ることができると述べ

の試験と実証の早急な寅施と︑廃

法相︵長短議群議屡兼職︶が︑公
裂修理後再開

続いてアラン・ペイルフィット

円滑な組織的開発を
Y原子力の 将 来 で 提 言

裁︶︑ロード・フラワーズFRS能性やエネルギー確保のための激

王CGNHは︑王立国際間 題 研
究所︵ロンドン︶とロックフェラ

サーとなって︑一九七七隼十月に

ー財団︵ニューヨーク︶がスポン

発足︒先進国および発展途上国か
らのさまざまな悪見をもった沙門
家で構成︑原子力平穏利粥が安全︑

ために︑原子力の技術︑サービス

これは鋼管があるムリネ海津で

および物質に依待している国々

さらにポール・セラミ参議院議

定期的に採取している海瀧に艶麗

︑今後数十年間および二十一

が︑傑三蓋躍の下で容認し郷る条

もブルターニュ地方あるいは高州

員︵岡︶は︑簾発周辺に住むより

＝

件により︑国際的に闇断なく︑そ

化が璽蟄︒

ティン・ラッセル・W・フォック 開発および癌祉に対して璽大なリ

世紀を念頭において︑ウランの荷

れら技術等に接近し侮ることを︑

烈な竸争の危険牲は︑安全二陣︑

スクを与える︒原子力発電は︑増

羅利罵技術をできるだけ早く開発

︵英科学技術膏圏大学︶︑ジャス

進められるための国際政治︑経済

ス︵張・無任勝大便︶︑ジョン・

大するエネルギー購要を充建する

ため︑排出を中止した︒

条件の検謝を主要任務としてい

ジェンキンズ︵カナダ原子力簿理

確々できるようなものでなければ

シュツツ︵メキシコ︶︑メンス︒

委員会︶︑ジュアン・アイベン

一翼を掲うことによって︑これら し試験しなければならない︒第一

今圓の研究報告には︑イアン・

て鯛籔の全翻五重えを要求してい

亀裂がある挿管がある﹂と指摘し

スマート︵英・国際エネルギー難

の放射能を探知したので︑麟水蝋

る︒

地帯で十五臼間のバカンスを過ご
中性子炉でウランをより良く使う

義的には︑指顧および改痩型の熱

のリスクを封じ込めるための璽要

方法を愈漉している︒これには︑

の︒爾裂は暴風で荒波が立ったた

な役翔を粟たす︒政府と産業界は

が歯答を調果した績濫発締したも
今後数十庫間のみならずさらに長

す方が放射線被曝螢が多いという
バート・プレス︵英薩閥︶の十四

レーンロス︵スウェーデン︶︑ロ

チュビアナ教授︵がん魯門鷹︶の発

題麟問︶︑メーソン・ウィルリッ

2
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全米科学アカデミー︵NAS︶は一月十四日︑﹁発蹴に石巌と原子力を折聯利嗣する︒※国のエネ
ルギー政策は︑今後数十隼にわたって調子力発羅の利胴を支持すべきである駄などを内容とする七百

三十八頁の研究報告を発表した︒これは︑エネルギー雀︵DOE︶の婁託をうけて︑全米科学アカデ

長︶は︑門締約が騒も璽要である
できなくなるので︑今世紀中は︑

り︑太陽やその他の再生可能なエ

廃棄物問題解決のため一行政裁

冥． 原発建設にゴー

ミーの原子力・代勲エネルギーシステム蚤休会︵CONA鷺S︶が︑困葺の歳月と四酉十万がの経蟄
をかけて︑とりまとめたもの︒研究報簿は︑増殖炉について︑必襲ならば来世繕初めに利用できるよ

う︑液体金属高速髄殖炉︵﹂MFBR︶の開発継続を勧儀︑また︑﹁太陽エネルギーは︑今世紀朱で
も︑全エネルギーの五％しか供給で選ないだろう﹂と予測している︒

は解淡できない﹂と語り︑m多横 石炭と原子力だけが経済的に大規

が︑それだけではエネルギー話題

る︒石炭と原子力のいずれか一方

摸利用できるエネルギー源であ

ネルギーが撒子力を放逐できるよ

や環塊に対する不安︑辞萌手続き

木蒸溜を始めた︒しかし︑放射能

を維持するだけでも︑欄嶺の努力

ない﹂と付け加えた︒

な供給オプションを持たねばなら

バランスよく利用することが望ま

を優先利用するよりも︑それらを

ンを維持する扁との悪晃に分かれ

うになるまで︑原子力のオプショ

研究報憲 発 表 の 記 黄 会 兇 で ︑ C

さらに︑ブルックス氏は﹁流体

しい﹂と説明︑研磁器衝では︑石

嘉する扁と指摘した︒
ONAES委雛象の共岡議長でをあ

燃料の利罵がエネルギー問題の関

炭と原子力の折灘利罵を勧告して

毒言多数が出る騒ぎに発展した︒

路となっており︑※圏は国内の石

への反発から︑反対運動の攻繋の

ブロックドルフ原発は︑七六薙

油・ガス生薩の繕大は期待できな
いると述べた︒

たことを認めた︒

い﹂と強調し︑ ﹁現在の生薩水準

論が霧節している︒

なエネルギー供給源として保持さ

一うンづーンノグノ4乙多7
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〔原子力関連主要欝慧先｝
（発徽所関係）田本原子力霊亀（株〉・一塁曼および東海発亀所、泉京電力（株）・福島腺歪力発電所、
中瞳電力（株）・秘根原チ力発語所、九州筆力（株）・玄海原「∫力発電所、二雪覆購（株）、 （関電興
業（株）、関麟電力（株）・美浜発電所）、冊立プラント（殊）、東京芝浦電気（株）・原子力本部、主菱、
原子力工業（株）GE●敦賀および福勘建設所、W慕・簡浜建設所、臼本シールオール〈株）、総和テノキ（株〉
（研究施設開係〉 瓢本原子力研究瞬・東海・大洗・高崎各研究所、理化学研究所・大和研究所、
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原子力産業基盤強化を
確実性ある開発計画ふまえ

初の定検終え

浜岡二号機
が運転再開

穰機器の点検と機能試験を終了︑

月十一臼︑原子炉本体をはじめ各

これによりわが国の原発は﹁ふ

運転蕩開となった︒

一︑研究本務蕎一人当たりの研

で三％の増加︒

一手哲ご万円から七・源％増︒研

究興は千齎八十五万円で︑前聞度

馨機︵BWR︑出力八十照万ち
K︑十七鼠現在︑九基が定検中と

機関が千九颪五十一万円で＝二・

颪五十一万円で九・O％増︑研究

は大学と研究機関の坤びが高く・

一︑昭和五十三鋸麗の科学技術

︿研究喪﹀

について国の助成が必要﹂として

にあたっては制度的条件整備など

金体の研究費の四二・五％を占め

傭びを示している︒とくに︑会社等

機智は一四・O％といずれも高い

・四二催から七・三七悩︑落丁が

六倍から九・四〇癌に︑英は一〇

河をみると︑米は餉年度一三二

年に三十万菌錫以上の癌が節約で

がれば︑優に六百万詩拐の類が節

下したのに対し︑大学は二七・七

前黛刈菰七・八％から一・二％低

齊四十四懸円に︑イランが四十一

む︶からの受取額が六十八億から

悪を繭提とする﹂としている︒

ントをもとに関係雌域佳民との倉

る厳格な安全霧査と禦境アセスメ

については﹁民主的な手続きによ

単急に行う﹂と指摘︑さらに建設

づいて必要な改翻と舗慶の改革を

う﹂としたあと﹁その結累にもと

を確立し︑安全性の再点検を行

た原子力発電については﹁讐原則

によると離籍の焦点の一つとなっ

その政策の大雪を発表した︒それ

る適倉政権﹂構想について協議︑

﹁八O隼代前半に樹立が想定され

日本社会党と公明党は十曝︑

祇公運合構想

最終態度保留

社党︑原発で

憩加を示した︒

三四十一億円へと二・八四簡もの

る︒アフリカは八十五億円から二

れぞれ増加したのが目立ってい

が六十二懸⁝門から七十二億円にそ

案下から七十四億円に・ブラジル

一・二％︑フィンランドは一︒O

本は仏なみ︒また︑ノルウェーは

％︑仏一・八％となっている︒田

ツ一∵O％︑スウェーデン一・九

引高︑次いで※二・四％︑爾ドイ

と比較すると︑スイス三・一％が

一九七七駕度の欧来諸国の捌愈

一％で︑前年度一︒七〇％と飼様︒

国昆総蛋産に対する舗愈は一・七

四％増︒全研究賢の八八︒二％︒

兆五千七凶器円︑餉搾乳面一〇︒

一︑霞然科学部門の研究疑は三

わずかだが増大した︑

一四・五％から一幽︒九％へと︑

％から二八・五％へ︑研究機関は

撃発途上園は︑中困︵台鴻を禽

それぞれ低下した︒

二三二一一八癌から一三二五簡に

一︑憂敗額に灼する支払額の越
いる︒

る葛億円未満の会社の研究賢は四

一︑会社等の研究顎の伸び率が

・0％の増煽にとど塞っている︒
研究闘は四兆四酉五十九催円︑対

にはなお多くの条件を整備しなけ

その魑強はすぐさま葱手できるこ

約できる謝鐸になり塞す︒日本の

に蒔める割禽は五六・六％となり

低かったことにより︑研究蟄全体

R；5273︐79341784；75q

前無度比一〇・八％欄︒この贈加

脅度

われわれの意欲と努力とによって

きます︒昨年上期の利用率が鰯六

ことは︑石窟火力を石炭火力や原

とです︒なるほど原子力発醒には

齪業が使う癌が隼に五齎万詩㍊︑

︵ともに七六年鹿︶︑カナダはい

％︑オーストラリア︑デンマ⁝ク

ずれもO︒九％︒
一︑研究蟹を特定闘的別にみる
と︑環蝋〃の保護は千三酉六十・五億

円で︑対前年度比六六・九％と大

率でみると︑会社等が九二・六％

幅増となった︒これを贈加の霧簿

と大部分を占めている︒そのほか

それぞれ贈撫となっている︒

いる研究本務蕎は三十四万一千人

のうち︑テーマをもって研究して

明党もこれを確認した︒

協議したい﹂との冤解を喪昭︒公

立の段階までに安金性の確認を行

は当薗これを環結し︑連合政権樹

す︒もう偽葉はいらない︒ただ実

︿研究関係従郭者数V

行あるのみ︑と私は考えます︒

麟

染色慶透探傷剤

料サイクル確立に簸大隈の努力を
払うべきだとしている︒

このあと︑今後の原子力産業発

展のための条件について︑衷ず

することが原子力産業のインセン

の定期検蛮が行われていたが︑一

W︶は昨焦九月百から岡原発墨 なった︒

︿技術交流﹀

五％増となった︒

十七万円で六・二％潮︑大学が七

ティブ昂揚の墓本﹂として原子力

究童体別には会社等が一千四百五

る﹂と指摘︑また研究開発投翼の

開発謝画明確化と翫画的推進の璽

げん﹂を含め運転中二十二基のう

巨額化と懐妊期闘の漁期化による

中都露力の浜岡原予力発躍所二

リスクも企業の大きな魚担となっ
要甕を強調したあと︑門なかでも

﹁確実性の高い原子力計画を策定

ていると分析している︒

一︑会社等の外国との技術交流

では︑技術輸出︵受取︶額が千二

蟷は潮飯渡の一〇︒一％とほとん

・一％の魑湘となり︑潮難度の三

の大猟増加となったのに対し︑技

蕩二十懸円と餉輝度比三〇・八％

界協調をすすめる必要がある﹂と

れる開発資金の慮民分担問題につ

一︑研究叢体調にみると︑会社

・九％を大きく上圏っている︒

開発雑嚢達成のだめには国民飽舎

いては﹁基礎的段階は圏家蟹金︑

さらに︑報告は受注と製造能力

に格段の努力が必要﹂と指摘︒さ

実爾段階は受益蓄負担を原則とす

鰺円︑一・一％の増発にとどまっ

術輸入︵支払︶額は千九首二十一

ど変わらないが︑実質でみると七

来性についても﹁興銀市場の繕来

発揮するために改罠︒標準化など

らに原子力発爾の経済性をフルに

に対し︑大学は一三︒七％︑研究

等の傾びが八︒六％とやや低いの

指摘︑さらに十葎聞騰兆円といわ

は相嶺厳しく︑このギャップは擾

るが︑実閣段階といえども膨大な

愈の形成が贔大の課題︒このため

期闘にわたって存在し続けるだろ

鍛金が必要となるため︑預金調達

のギャップを賄うマーケットの将

と憩する提醤をとりまとめ︑発表した︒これから中核となるべき先端二業の司能性とその発展条件を

による稼働率向上︑建設鞘聞の短

経済同及会は八田議二十一世紀への闇弱根国ビジョンを求めて⁝八つの先端痩業を手掛かりに﹂

総愈龍に分析︑これをふ濠えて一九八○︑九〇庫代の異体繭な産業構造のあり方をあきらかにしたも

噸灘入技術﹄﹃核燃料サイクルの 縮化︑膨大な璽金の低利調達など

う﹂と述べたあと﹁輸出市場も

にも強力に推逸する必要がある﹂との墓本朗認識をあきらかにしながらも﹁そのだめには原子力嶽業
未確立﹄などのハンディをもって

また・経欝基盤の強化について

研究費四兆円を超す
となつだことが明らかにされてい

環境保護関連が大幅増加
総理府の昭和五十四年科学技術

に﹁狭い溺場で激しいメーカーに

潮薙慶比穴六︒九％と大幡な増加

また屡事書では環境懸銭関係が対

た︒

の︒それによると報告は兜淵産業の一つである原子力産業について﹁第二次石油危機を打胴するため

の基盤強化が鍛大の諜題となろう﹂と強調︑このために異体的に①確実性の高い原子力計画の策定と
いる﹂と掲摘・このため嶺面コン

が璽要としている︒

実行②国樹的倉融の形成③資金調達の円滑化④鑓界間の協調の推進ーーが必要と握醜している︒

は﹁臣大な研究開発の分散・璽襖

魍蕩めている﹂と述べたあと・ 十分な対応がなしえないおそれが

ポーネント輸出に金力を傾注する

今鳳のとりまとめの中心となっ

投資を排除するようにするなど業

発推進にあたってはなによりも原

ある﹂と捲摘︒このため原子力開

子力二王の基盤強化が必璽だとし
ている︒

わが国原子力産業の経営塁盤が

は﹁メーカーの機器製造能力は六

脆弱化している原困として盛儀

注は搬鵬の薙でもおよそ三筥万K

る︒この調査は毎黛四月一日現在

気万KW程度だが︑これに対し受

N度︑総理府調査

とともに︑黒瀬技術の開発︑核燃

その理由として﹁原子力はすでに
実馬の域にたっしており︑騒朗に

たのは岡会産業構造問題プロジェ
クト・チームの下に設けられてい
も石癌への過度の依存を解決しう
る︒また核燃料はコンパクトで輸

る先端産 業 研 究 専 門 婁 員 会 ︵ 主 糞
・小坂隆造醤士る抽社長︶︒まず
送・備蓄薗で有利で︑ウラン供給

摘︑﹁原子力は電力供給源として

も薩禰國より安定している扁と指

昨黛十一 月 に お こ な っ た ア ン ケ ；

ニアリング﹂門コンピューター﹂

ト調壼で先端産業として門エンジ

としてその堕璽催を強調してい

﹁原苧力﹂など八業種を選挾した 石油に代りうる最も衛力な承段﹂

あとそれ ぞ れ に つ い て 現 状 と 発 展

研究調査によると︑わが国の昭和

で行われており︑今山は第二十七

W︒四＋二道以来ずつと低位に推

鳳目︒

る︒

鷺十九億円に達し︑研究主体別で

五十三年慶秘学研究躍は四兆四薇

条件を総 懸 的 に 分 析 ・ 今 後 の 萌 能

なっている﹂と述べたあと︑さら

は門現在の技術でも十分その対慮

れが塾盤悪化に拍肇をかけてい

減するに違いありません︒原演の

ればなり漏せんが︑原子力発酵は

子力発電に躍さかえようというこ

庖介な安全性の闇題があります︒

漁藁が六︸臼二十み洋生認といわれま

現に千五面万KWが稼働しており ％台でしたから︑これが二〇％上

将来における石癌に代わる代替

とです︒石縮火力は︑一次エネル

しかし︑この問題は︑つきつめて

ここで私が大きな輝でいいたい

エネルギーの開発が急がれること

ギーとしての石油を使って︑二次

の抽の節約は︑それだけでもきわ

は諾うまでもありませんが︑その

めて大きな悪義をもっているとい

すから︑電力における︷ハ︸田万誤認

す︒傑守運転の蔽薫化の問題であ

費えぱ技術の研究開発の問題で

ります︒寄藻の堀舎のようにむつ

一九八○無の嵩置にあたって︑
讐本は大きな選択の潮に立たされ

われわれ羅馬の決慧と実行力いか

えます︒

エネルギーとしての張力を起こす

有沢会長年頭所感

選択の前に立つ日本

んの問題であります︒地元の説得

ている︒フランスやソ適は︑すで

い︑その可盃をきめる﹂とし﹁そ

にしても︑安全性の確保の下に地

の詳言をきめた騰点であらためて

三業開発二〇︒一％︑海洋開発一
力関係蓄は︑国民に︑その覇断を

一︑研究業務従事留は五十九万

にその選択の糊置を下し︑黙々と
わけですが︑その際︑石曲エネル

さらに私は︑もっと即効的な方

所の安全性の確保︑無摺故の運転︑

誤らしめないように︑原子力発駕

七千人で︑対荊毎度比二％増︒こ

元との共存共栄の異体粟をもって

ギーの三八コ口璽力エネルギーと

子力発飛所の故繍を一網すること

策として︑現に運転しつつある原

地元罠の説得に︑一致協力して当

﹁歓会党は原発の新増設について

以上かかるでしょう︒今われわれ

なるだけで︑残り六二％のエネル

たらなければならないと思いま

また︑﹁両党確認薯項﹂として

にふりかかっている緊急な開題

ギーは大気や水に放出されます︒

によって利用率を七〇％に︑いな

して前進している︒われわれ原子

は︑今からすぐさまとりかからね

それ以上にも引き上げるように︑

説得にあたるべきです︒

ばならない短期のエネルギ⁝問題

石墨の利用としては非効率な使い

今Bのように愛鐙で高緬となった

六・四％︑彌報処理一二二％の

です︒むろん︑この問題といえど

決意と実行の80年代へ

かしい相手のある闇題ではなく︑

關発が実を結ぶまでにはなお十年

なりません︒

えることはないと覚悟しなければ

司能となる問題であり噛す︒

皿昌昌一二一畳一篇一二一一一冒＝豊＝曽＝＝層＝謬二一廟

よる競争がおこなわれており︑こ

調査結果の概要は以下の通り︒

また報告はTM王禦故について 移しており︑これが大きな 因と

このうち報告は猿早力産業につ

性をあきらかにしている︒

は可搬﹂としながらも﹁現在の原
子力薩業の総掘棊盤は脆弱であり

いて﹁イ ラ ン 政 変 を 契 機 と し て 発
生した第二次石縮危機ともいうべ

き今Bの橘況は原茅力の慮璽性を 現状のままでは性能の向上などに

われた︒

しかし他方︑石油問題はイラン

代初頭に軍くもやってきたわけで

にはいかないと思います︒石縮価

供給幽は減ることはあっても︑増
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本紙既 報 の と お り ︑ 有 沢 広 巳 臼
本原子力産業難燃会長は年頭所感

をつづけていたが︑ついに奪末に

︵四日︑名刺交換会︶の中で︑原 革命の進展に伴って無気味な動嘲

子力発醒 開 発 へ 総 力 を あ げ た 協 力
かけて︑六月の顕禦サミットの成
功を一片の仇花と化してし京うよ

を訴える な ど 八 ○ 無 代 へ の 新 た な
淡恵を表明した︒概要次の通り︒
うに︑原佃価格の大忌な爾騰と︑
原漉供給麗の深刻な不安とによっ

◇
昨年の お 蕉 月 に ︑ 私 は ︑ わ が 国

て︑第二の石油危機といわれる緊

ところ が ︑ こ の 希 墾 に 満 ち た わ

あります︒わが國は鍛初の石独癒

いわれた第二の石演儲機が八O庫

来るとすれば八○黛代後半だと

張に勉まれることになった︒

の原子力 平 和 利 胴 を と り 墓 く 社 会

的環境にも明るさがみえはじめ︑
この明るさを大きく盛り上げよう
と呼びかけました︒

れわれの 慧 気 込 み は ︑ 三 月 の ※ T

から︑第二の石縮鱈機にも上季に

MI原発の鱗故で︑いっぺんにふ 機をうまく乗り切ることができた
っとんでしまった︒私にとっては

の神話

エクルンドーA露A劉務総擬から 対処できょうと安心しているわけ
原子炉・庫

格は大憲に上りました︒一疹当た

教えられた

が︑ひとたまりもなく崩壊したこ

り三十がにもなりました︒しかも

えます︒利用率が一％上がれば︑

それこそ総力を傾注すべきだと響

藤即 夕
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皿
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実現へi来無度猿子力予算政膚案で原型蝉﹁もんじゅ﹂建設鰻として蒼三

嘱ることになった︒石油悩勢の前途に大きな隔雲がたちこめようとしている現筏だけに︑﹁もん煽

副十憾円が謝上されたことにより︑わが園のFBR閣発は一九九〇年代の山留化へ大きく蘭進す幽
曜じゅ扁の建設膨FBR実馬化路線は︑わが国がエネルギー危機緩稽に成功しうるかどうか大き副

㌔

となる︒

KWで︑完成すればわが国初の

ゆるループ型︒霰気出力は三十万

発電するFBR
﹁もんじゅ嵐の発電システムは
核分裂によって発焦した熱を一次
冷却系のナトリウムによってとり
出し︑中間熱交換器を通じて一轍
冷却系に伝達︑この熱によって蒸

組み︒

こうしたFBR關発についてわ気タービンを囲転させ発題する仕
が国では︑まず燃料や桝料の照射

中性子の二つの働き謀によ

る︒核分裂によって発生する中性

いて発識プラントとしての機能を 曇巨体︑その内部に配践されてい

施設として活胴する実験購︑つづ
炉心は︑菖九十八体の炉心燃料

ているが︑ウラン獅は遅いスピー
る十九体の制御樺︑これらの周囲

︑撫掘㎜撒

暴

鑓

敷地造成や建物墨鴬合の掘削残土

こうした発電所立地による温排

もなく︑一次ナトリウムへの二期

ため︑放射性物質が漏れ幽ること

一九九〇蕉代までに経済性を実証 をとりかこむ薦七十二体の羅二方

実義するための原型炉を開発し︑

もないという万金の体側︒さら

て︸二鳶十六体の中性子遮蔽体など

商ブランケット燃料集禽体︑そし

に係る自然環境調査報告轡﹂は

する鍵鉦炉を開発するというのが

トリウムの圧力を多少高めること

水影響について﹁高速楢殖炉計画

基本戦略︒このうち︑実験炉﹁常

で︑一次ナトリウムが二次ナトリ

約二哲万立方層は主として敷地内

ってゆ性子のスピ；ドを遅くして

ており︑申閤熱交換器で一嵩系ナ

系と磁接隣りあわないようになっ

平行な秀向で⁝・八詩摺︑沿康に

ウム系に入らないようにし︑放出

由側の丘陵︑谷部への盛立や謹灘

いたのが従来の方法︒しかし︑こ

内の埋立等により処理する計画︒

の海表画二度の上昇範臨は薩摩に

冬期偏と述べたあと︑﹁この四望

臨角な方向では一・二謎綴﹂と指

性物質が外に漏れ出ることを防ぐ

に放射性一次ナトリウムが水蒸気

陽﹂は五十二黛四月に臨界︑FB で構成︒この炉心燃科集合体はプ

荷揚げ康壁は三千ナ級船船が擾

摘︑さらに門海鼠下一綴での二度

仕総みとなっている︒

﹁その拡散範囲が巖大になるのは

の方法では中性子がムダになるこ

R発鱈書画に大きな第一歩をふみ

ってこ藻類に分け︑罵化度の高い 摩できる悪筆とし︑防波堤は敷地
前面の謹傑から︑門ケ直方颪に約

上昇範囲はこれより小さくなる﹂

こうした恩顧的な安全性を補完

と苧測している︒

また︑その漁業への影響につい

するのが多種多横な安輪舞腰︒
三百謝築造する︒発磁所冷却水は

シなどが扇面を遊泳する場禽に多

予定地に最も近いものではマイワ

に運転できるフェイル︒セーフ︒

故纏が発露しても金体として安全

﹁もんじゅ﹂には段子炉の一部に

ては門小型定躍網のうち︑放水口

敷地薗寄港湾内のカーテンウォー

少の影響が出るかもしれない﹂と

システム︑異常晴に備える多量の

Ψ蝦化をはかっている︒
また︑炉心の周囲には︸二願の半

ル方式による深煽取水︒また放水

しながらも︑岡海城での主な漁業

緊慧傾蓋装躍などが発備されてい

﹁もんじゅ﹂はこの﹁常陽﹂と将

自主開発に大きな期待

初のF8盈発電実現

今膨予鏡が認められた原型炉

出している︒

ルトニウムの盆有割合の違いによ

では中性子の速いスピードをその
まま生かしてウラン踊やプルトニ
ウム脚に衝突させ︑核分蓑反応を

おこさせることができるのが特
色・つまり・蔑速増殖炉では核分

裂でとび出した中性挙のうち︸個
を原子炉を鋤かしつづける火ダネ

蹴に衝突させプルトニウム脚に転

に使い︑残りの一〜二欄をウラン

これによってわが国はFBR実額径方向ブランケット燃料集△口体を

は前福豆康描画で放水口より嚢魍

となっている定麟網︑刺網︑馳︑

来の商用炉の中間にあたる蜘で︑

配麗し贈拝趨を翻めるようにして

放流する︒

なるよう分散配翻はさけ癩約した

設は臨然環境への影響が韻小限と

原子炉建物を中心とする鑑験旛

摘︒さらに大型窟醗網については

受けるとは考えられない﹂と指

ため蓑腰をおおう温捌水の影響を

閉している魚が対象となっている

壷については﹁主に中・低山に鑑

る︒

軽減する役蹴を興たす︒

配属︒また建物位圏についてはよ

体は構造郡材への中性子照射懸を

﹁もんじゅ﹂の建設予定立地点

り卜い耐麗性を立直させるため︑
地質地盤の調査縞累から︑中央渓

ている︒

影響はあまり警えられない﹂とし

東憶勢が緊迫の慶愈いをふかめ石

イラン︑アフガニスタンなど中

が研究開発中
一

仏はじめ各国
する布線十万平方層︒計醐による
と︑原子炉建物は汀線付近で基盤

近に設翻する︒

流右摩側で爾に延びている尾根付

抽網絵のひつ迫が不可避となって

リウムは化学的には活性であり水

しかし︑冷却材に使われるナト

た世界の共通課題︒このため四界

篁本路線は九〇年代の明輝をかけ

一番乗りをめざして激しいデッド

管を炉心より爾い籠腰に塩鱈︑原

なことはないのが特色︒また︑配

の巾に入れ︑ナトリウムの後葉は

は冷却材のナトリウムは密閉構造

のはフランス︒同國ではスタート

もんじゅ

の総建

霞本型F

の完成へ大きな期待が霧せ

FBR商業化聴代

原子力の翻訳は専門家のいる当社へ

ーパーフェニックスの建設が一九

政策を打ち

八三館臨界をめざして慰ピッチで

FBR無期延鰯

進められている︒

FBRゴー サイ

出している米国も︑研究開発面で

ンへ向け万全の態勢を整えっっあ

は横極姿勢︒

フェルミ炉︑SKFORなどの実

る︒EB飛一1︑亘︑エンリコ・

験炉をあいついで建設してきてお

り今年には実験炉FFTFが臨界

薩ドイツは一九七七母に実験炉

の予定︒

KNK⁝蚕が筆工を迎え︑原型炉

SNRI鋤をベルギーとオランダ

標に建設中︒これにつづく大型炉

との共同で一九八二鋸の臨界を霞

のSNR−2謙画が言前に控えて

としては出力蓉一瓢十万KWクラス

ソ運でも一九六九年に巨鐘炉B

いる︒

N1鋤がそれぞれ臨界︑大型原型

OR⁝50︑一九七二鋸に原型炉B

炉BN一㈱も一九八O年臨界の予

こうしたなかで︑わが国でも置

定だ︒

十二無の実験炉門常陽﹂の臨界に

大ライバルとして台頭するに藍っ

よって世界のFBR開発竸華の〜

ゅ﹂の建設によってさらに一歩実

ており︑今薗の原型炉﹁もんじ

屠化へのレ⁝ルが敷かれることに

翼依的な建設スケジュールにつ

なる︒

いては窟践の分掴聞題が昨隼末︸

癒解決︑また今年半ばころには福

井墜も魑工に鰻終的な慧度を凹凸

することになるとみられることか

なる噛込み︒

ら来年彿めには正武鍛工の還ぴと

設饗は約四千億円が兇込まれてお

円︑民潮繋抵は八潮懸鰐が予定さ

りこのうち政府負担は簗千二覆億

れている︒臨界は六十二奪度の予

また︑﹁もんじゅ偏は﹁常陽﹂

定︒

う︒

に新たな局爾をひらくことにりそ

に突入︑わが蟹のエネルギー聞題

紀後脚には

には窯証炉を計画しており︑今世

ゅ﹂以後についても︸九九〇駕代

られている︒動燃では﹁もんじ

BR

り︑原発技術の国薩化

あることに醗大の特色の一つがあ

と同横にわが国独自の當主開発で

め・旦CCSは必要としない︒ いる環在︑﹁﹂WR←FBR﹂の

にも漏れ出るようなことがあって

各圏もこの

このため︑ナトリウムが万が一

めに加圧しなくてもOK︒

の良好な場所に設け︑約九万平方

高い安全性確保
した設計構造

や空気との接触を圓冠することは

実境へ
不斑欠︒このため﹁もんじゅ﹂で

邸の原子炉
出して炉心が露出してしまうよう

も︑ナトリウムが内籏で慧激に臆

に加熱して運転するため︑冷部系

不活性のアルゴンガスでおおい︑

れにつづく出力鶯二十万KWのス

bクスがそれぞれ臨界︑い濠こ

ディ︑一九七忘年には原型炉フェ

出し︑一九六七無に実験姫ラプソ

現在のところトップを独走する

統に菖気圧前後の高い圧力をかけ

子炉三等より低い可溶にあるポン

から一麗した自爆開発鮮血を打ち

ヒートをくりひろげている︒

て水の沸点を上げなければならな

ている︒

また︑かりに蒸気発隻器でナト

窩い安全性を磯保するようになっ

セルを設けることによって︑原子

二次ナトリウムは放射性ではない

リウムと水の反応が発生しても︑

たナトリウムを受けるガードベッ

軽水炉では冷却水を三颪歴程度

一

層を遣威することになっている︒

﹁放水口の距離からみて温排水の

は︑福井県敦袈畢漏の北端に位麗

一
あるのも一つの特饒︒癌性子遮蔽

とになる︒

エネ化へ大きなステップをすすめるこ

換︑これを新しい燃料として使う
仕纏みだ︒

このためFBRの開発は

燃料簗倉体を外敵に配澱︑出力の

とが多い︒これに対し磁速増殖炉

ことから︑軽水炉では減趣桝を便

ドの中性子の方が核分裂しゃすい

子はもともと速いスピードをもっ

は

工をひかえた﹁もんじゅ﹂計爾を追ってみた︒

副なカギの一つを握ることになりそう︒﹁もんじゅ﹂はどんな炉か︑立地計画は︑など今園は癒曲
嘱

燃えないウラン蹴をも利絹の射程

これに対し鰯速増殖炉は︑この

になる︒

ウランを掘りつくしてしまうこと

できず︑石縮と岡じようにやがて

力発蹴の利燕を十分生かすことが

このため ︑ 軽 水 炉 だ け で は 原 子

九・三％は燃えないウラン鵬だ︒

ずかO・七 ％ に す ぎ ず ︑ 残 り の 九

然のなかに禽濠れるウラン踊はわ

おもな燃料はウラン獅︒しかし天

姫は︑ほとんど軽水炉だが︑その

いま田本で還転されている原子

一

ウラン有効利
用に威力発揮

ー
聞

産
内におさめ︑ウランの効灘利周を
飛躍郎に灘めることができるのが
簸大のメリット︒このため炉を動

50MW蒸気艶生器の研究

プのような機器に対しても︑もれ

炉容罷の中の液位を除熱に必要な

5

5

1

ﾔ一

夢の原子

かせば動かすほど燃料が多く生産

されることになる︒
ルギー革△卿のカギを握る存伍と

﹁もんじゅ扁は︑ナトリウム冷

〔3｝発竃機

して高い期待が越せられている︒

却の蕩釜中性子型原子炉で︑いわ
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購 といわれるゆえんだ︒

「もんじゅ」はわが国初のF8臼発蹴炉一「贈

い︒これに対して門もんじゅ﹂では

十慶のナトリウムを鑓上するため

高さ以上に保つことができるた
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を求める︒

一︑NRCの原発建設諮取引業

その作業が︑六月以降にもつれこ

務の一球戯止艦上を支持するが︑

ハンディサイズの総舎データ集

はじめとする利矯の各種等々で

N版刊行

B董懲懲

日ホ原子力産業会議は︑毎

ふまえ︑原子力の実偶を図・表

構成︒エネルギー全般の動商を

リ

原子力産業の発展に貢献する日揮の総合エンジ≒ア

髪藝ミ

糞

カーター
米大統領
まないように︑すみやかな処理を
求める︒そして︑安全のための改
藍作業が済みしだい︑外国からの

を編簗︑刊行しているが︑その

駕︑﹁原子力ポケットブック﹂

を竪慮に使い一段と亮実した内

丁巳L藁京279−5鷹4｝（＝允｛ヤ勇知）

§㍗

﹁原発は有効な選択﹂
るだけ遠く︑建設・還転許可業務

石剣依存艇を軽誠するため︑でき

昭和五十四無版が十八日刊行︑

③運転の完全自動化、辻続化が・朧。

を溝開すべきである︒われわれ

極めて少ない三期的な放射性廃液1戸

B6判上製本︑珈締︑定価三

の発生量が極めて少ない。

容となっている︒

の向きは原産・事務課まで︒

千五百円︵送糾共︶︒購入希蟹

完全に分離し、かつ廃棄物の発生が

本欝は︑内外の原峯力関係の
すべてを網羅したデータ・ブッ

しくエネルギー対策特別鎌継会も

行われるが︑とくに参識院では新

②屠イ碑｝生捜用でき窺こめ廃棄物

発売を開始した︒

クとして好評を得ているもの

日本原子力産藁会議

このため原子力差金委は憤蛋に対

処・福井県欝も徹夜の欝戒体制を

これに対し原発反対禰井県麗禽

敷いた︒

立︶︑土崩隆︵計薩科学研究所︶︑

久米均︵索大︶︑羅井農朗︵B リングは予定通り難聴萌︑終了し

批判的ながらも基本的にはその

設圏︑ここでも中・擬娚冤通しに

径1μ以下の微細な放射控クラッドを

は︑原子力のオプションの灘を閉

一︑廃藁物処理は︑原峯力にと

る︒政権発足いらいこれまで︑政

で︑原子刀に関する政策︑開発
体制︑麟際協力︑原子力発聡を

も歯切れのよいものだった︒会場

用︑投げかけられた不安や疑問戯

とになる晃込み︒

委員会メンバーは次の通り︒

議など原発批判グループは約覧胃

し弁の圧力スイッチに表示と異な

検討体制がスタートすることにな

打ち出すなど︑今圓︑題産省でも

必要性を認めるという方向︒関

①1μ以下のクラッドも分離できる。

原子力購樂本部

⑧NPMFの特長

ン系廃液）からの分離が難しかった粒

＠日揮株面面社

日揮は、従来原子炉廃水（機器ドレ

ざしてはならない︒

もなう︑もっとも深刻な問題であ

府はこの難題について︑深い関心
と施策のための分析をこころみて

ることができたという効巣があっ

くで埋まったが︑中座する人はぼ

は傍聴入︑報通陣ら総舞三乗入近

国が︑ともにその分析評価を篇え

た︒その糖果は︑一か月以内に発

処する錨揺的な法案を議禽に提出

表されよう︒恵覧の相違がのこっ

きた︒ちかく︑この闇題に慮接対

一︑運邦繁急難理庁に対し六月

韓明けいらいの︑核廃爽物象理の

する︒この法案は︑原争力蒔代の

命する︒

闇︑アハーン現NRC聾員畏を任

次の二期に任命する︒それ蒙での

農長の任命は︑委員が空朧となる

提出する︒NRC以外からの新豪

石炭の積極利用も鮮明に
カーター米大統領は二十一属︑恒例の︑ことし一駕の内政外交政策の墓本方針をあきらかにした一
般教盛を議会に送った︒教繍のなかでカーター大統領は︑エネルギー問題にふれ︑﹁原血膿はわれわ
れが持続すべき璽要なひとつのオプションである駄と︑原子力携進へ向け︑その積極的な利用を鮮明
にうちだした︒また︑こん︸．﹂とるべき発畿形態として︑﹁輸入石弓に依存していることが︑※圏のか

﹁八O奪代︑九〇年代の発電プラントは︑石西よりも石艇発懸に力を入れるべきだ扁と︑磁力三社の

かえている究極的かつ深刻な解題一との分析をもとに︑大統領として祈めて門石炭の拡大扁を採用︑

までに︑還転申のすべての原子力

さ︑メモを片手に壇上の旛筈に麟

とんどなくヤジも飛ばない平穏
ているとはいえ︑INFCEは︑

視︑今後の贔質保羅のあり方につ
いて本格的な検討にのり出すこと

過激派による阻止行動が懸念︑

エネルギーと核不拡敬を両並する

頷域に鰹大な潮遜をもたらすもの

るよう懸添する︒また︑NRCにとなろう︒

﹁︑原子力規制婁卸量︵NRC︶尊爵所の葬難題態計腰を再検回す

一︑国際核燃料サイクル評価

一般下編のエネルギ1政簾のな については︑緊急購の委員会椹隈

した︒

石炭使矯援助の法案も︑ちかく識会に送ることをあきらかにした︒
カーター大統領は︑そのエネル

灼し︑すべての原子圏発醗蕨に騙

︵王NFCE︶は︑供給國と利立
用に欝等した︒

ギー政策のなかで﹁今日のエネル
の明確化と翼翼長職権の強化をも

事検蓋蜜を常駐させる男工の四悪

心に耳を傾けていた︒

かでの原子力政簾はつぎのとおり
りこんだ改革案を︑ちかく議会に

ための︑広範な国際的な基礎の確

ギー危機を救う特効繋はない扁と
である︒

科余を設聾した︒
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不注意事故の防止へ

隅婁饅金が設罵されたのは昨薙

浅田忠

たが︑さしたる混乱もなく︑ヒア

人を動質︑会場周辺をデモ行進し

る門にせ部甜﹂がっかわれていたた

︵田本電気協会︶︑魏原
悦朗︵東芝︶︑安藤良炎︵粟大︶︑

▽石川馨︑欝木成文︵榮工大︶︑

では壌故発盈後︑転質擬誼活動の

梅暴政爽︵田本贔蟹簿理学会︶︑

関薦電力のPWRで発生した贔質になったもの︒すでに︑関西樋力
屋諮ミスに超鰹する聯故がキツカ

総点検を行い︑酪質保誠籔理担遜

する禦故が発生していることから

めに繋争スイッチが誤作動すると

品質保証で委員会設置

諜長を新設して適しい管理体制を

こうした恥故の揖発を未然に防止

適慶露

ケ︒七月には大飯一弩で主蒸気逃
逓薩省慮漂エネルギー庁と機械

するための翻質保読のあり方を総

議再開へ

第91逼常國会

六歳の主婦から七十︸歳の老人家

係筋も指簡する通り﹁各慮がそ

ブイルター）です、

策京都千代田区大手町2−2−1〈新大手町ヒル〉

④保守が容易。

ムスタノカフルブレートとメンブレンカセノト

まえおきしたあと︑﹁われわれは
石炭︑石癌︑天然ガス︑太陽エネ

エネルギーの多様化をおしすすめ

ルギー︑原子力︑合成燃料など︑

なければならない﹂と︑来麟のお
かれている厳しい環境の翻識を強
く訴え︑とくに来国内に盤窟に存
在する石炭については︑その繊樽
﹁原子力

工︶︑三妊滋︵日取非破壌検蕉協

日から再開︑五月十八日まで会期

第九十一逓常国会はこの一一十五

た︒

構報暴騰周は二歩一斗︑

酌利飛をうち嵐し︑﹁米騒は︑世
発融斯鵡鱒保証検討蚤員皇院︵婁

界のエネルギー安定化のため︑石

罐︶︑花形澄︵電犠連︶︑浜口俊

委舞食は︑約︻焦聞かけて結累

会︶︑簗瀬文雄︵日本鱈機工業

一︵関電︶︑藤原薦男︵三菱囎

をとりまとめるが︑その間︑半黛

会︶︑湯川譲︵中部霞力︶︒

にどう茂映したか﹂といった闇題

懸子力関係では荊国会で籍議未

をはじめ︑駕CCSの機能と儲頼る︒

＝＝備一隔＝一嘗＝＝p＝一≡＝篇＝＝一一＝＝一輔需嚇≡＝一＝＝＝＝一：＝鵠＝コ

転時の被礫評樋︑各樫の禦故辞

了・廃案となった繊麗原子力協定

一二圏

程展でゆ間的とりまとめを行うこ

冾ｩら審
舐体制は豊州へ大きく動き出すこ

冬扇が発生︑抜本的な対策の確立

ったことにより︑わが国の繍質保 都曜泰正︵東大︶︑麗齢正敏︵東

いう蘂故が趨こったのをはじめ十

穏長・石期馨瓜戯工業大学学畏︶

月には大飯一・二号︑十一月には

を設騰した︒叢近︑原子力発離駈

舎的に検討するのがねらい◎岡田

炭の強力な輸出麟となろう﹂と︑

第一鰯の会禽をもち︑瑠故・放障

原子力とならぶ︑向こう二〇〇〇

とになった︒

分越会︑産叢界の贔雛探証のあり

が急がれていた︒

︒異常購象について検謝する第一

方について検認ずる第二分科会・

このため︑通産雀では瓢態を璽

極︑立地評樋のための想避蟹故解

性︑耐震性︑品質保証︑環境放射

百五十臼間の日程で審議入りす

析を中心に︑スライドを使いなが

一＝篇＝一≡＝冊＝一＝＝一一＝二一＝＝＝二二＝一膳＝＝二一圏＝＝補＝≡二鱒＝一一鱒＝一＝＝榊二﹇≡＝≡一＝増＝一三帽詳⁝圏鴛二二＝二二﹇一一陣

国の役鞘について検討する第三分

高浜炉増設で公開ヒアリング

幅広く︑意見続出

原子力船開発窮業団法および原子

件のほか放熱線隔密防止法︑購本

改逢議窟購および廃棄物海洋投棄

々金般にわたり︑原子力発電安金

線と怯撮健康︑従業農被曝の低誠

に関する国と霞継体の遮携や公開

の提出が予定されている︒衆参爾

炉等規制法それぞれ一部改正法案

門安全性は十分に確保さ

この中で︑代替エネルギーとして

ヒアリングのあり方についての要

ら概説︑

原子力の役矧が活着なことを強

望も融点の一つとなった︒極端な

規制条約批准の二つの条約承認案
できたと思っている︒ここで二型

調︑これにとり綴む岡省の横極的

心対策︑放射性廃藁物対策︑撫中

されたさ濠ざまな慧見︑疑闇︑問

姿勢と決恵を表明した︒

立地︑澱排水の影響︑防災対策日
原子力安全婁鍛会が醐浜三︑美

題点などは精ち懸って整理し︑必

玉勝醗資源エネルギー庁蟹議富は

醜炉増設に俸う義金審査︵ダブル

要な点は原子炉安全埋門審査会に

れる﹂と計画の妥当性を主彊︒児

チェック︶に関し地元夢合から照

ﾒ安全委が初の試み

照を避くため十七葭福井県・醐浜

で纒広い綴からさまざまな葱蜀が

が行われることになりそう︒

立つた原子力行政等について霧議

簾特別婁総会を舞台に簗中審議が
この繊︑公開ヒアリングは・北

述べられたが︑そこで中心になっ

れなりに聾心をもち勉強してい

院の外務委員会︑科学技術振興対

風にあおられ懸澱粉鱈が舞う空模

たのは安全確保の問題︒﹁与国ス

で︑十分間の持ち時闇をフルに活

た﹂ため︑態兇はいずれも明確

く︑大半が条件つき︑あるいは
想された混乱もなく︑細裂に終

様の中で定刻の午前九蒔半から開

リーマイルアイランド原発襲故の

原子力発電喬定や爾定論は少な

了︒金闘程終了後認薔会馨した御

会︒午繭中は通醗省側から増設に

教訓を高浜三︑四脚炉の安全審査

午後は︑地霊住民からの葱毘陳
どと繋った︒

検討を指示することになろう扁な

國生汁輔原子力安価委資長代理は

俸う安金分資の結渠が︑立地条件

述︒霧円鯉晒氏を皮切りに︑二十

委農食初の公鰐ヒアリングは︑予

﹁平穏な公署気の中で蟷広い意見

や原子炉施設の蜜全設謝︑平常運

除去装置を開発

54

25
を賢くことができ幸いだった︒公

が襲PMF（ニュークリポアメンブレン

R粟

開ヒアリングの醐朗は一応︑達成

画期的な機器ドレン系クラッドの

棄膿

葛浜二野でも晶質保証ミスによる

で晶質保認日動の不適切さに趨撃

安全襲初の銀元公開ヒアリングー傍聴人はメモを

年までのエネルギー戦略を明確化

v︑灘

一罫禽瞬

片手に熱心に耳を傾ける（高浜・中央センターで）

ノト

過装置の実剛化に成功しました。それ

（機器ドレシ系クラッドの処理と日揮）

興

一般教書を
議会に送付
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1颪所報の通り高浜三︑四号炉繕設に伴う公關ヒアリングでは地元住畏から輔広くさまざまな
悪見が出された︒増金審査の璽点はどこにあったのかなど工学的安金性を求めたものから台風や

蟹等霞然口口対策︑τV映像への膨響といった生活に密識した累朴なものまで︑そこで問題提起

された諸々に密度の濃淡はあったものの︑その内容はいずれもが︑原発という臣大かつ複雑な技

術に対する不安と二間だった︒ECCSは萄効に作動するのか︑耐膿性は十分か︑贔麗日理にぬ

かりはないか︑酵容被曝線二五沸レムとはどんな憲味をもつものか︑ムラサキツユクサによる鍵然

変異説の醤頼性は︑廃棄物対策は︑温排水の影響は科単的に究明されているのか︑防災対策はも
っと包橘的なものにすべきだ︑等々と︒麹該炉のもつ固蕎の安全性にとどまらず︑これらはその

安全設計関係

もつよう設醗されている︒耐野性

で窺められた塁瑠の露儲の強魔を

用纒源にもつながっている︒アイ

蟹等からなり︑多璽系統で︑非常

注入の各系のタンク︑ポンプ︑配

とにしたが︑これは同罪がアイス
の低減が司能となっている︒

り︑従来に比べ一一〇〜三Q％程度

大飯炉は別にUHIをつけるこ化︑作灘スペースの拡大等によ
コンデンサ⁝方式を採用した大

会場外では
抗議のデモ
一昨鋸十月︑原子力安全規制行

興警は蝿例の警戒体潮

政改藁により紙発肥した原子力安

気体︑液

HIは早期に冷部効興をもたせる 体廃懸物鵬は一〜四日黒漆計で一
全婆農会一その初の試みとなっ

▽放鮒性廃藁物対策

・五︑ゾレム／鋸と試算される︒こ

型︑特殊な原子炉範設だからで︑U

ため付けたものだ︒蕩浜三︑緊密

た原発公開ヒアリングは門成功襲

機はその他PWRと難じで従来のれは線駅國標憾の約葱分の一だ︒
タイプのECCSがつけられる︒固体廃棄物はアスファルト固化等
HCCSは多麺性︑独立性をも
により減容化を進める︒これら廃
総評︑原水禁などを中心とした原

安全審蛮では

うのが前提で︑経済的でもある・

過出力で辞価し︑運転は定格で行

▽出力抑制運転

動︒薗臼小浜市でセミナーを開き

叫んで︑この濁も蝦腰から抗議行

に終了漏したが︑他窃︑社会党︑

棄物のドラム犠圏騰は露︑四暑炉

発反灼禰井県寒心識は門原発増設

ち罪常絹醒源にも接続されてお

反対﹂門公開ヒアリング粉砕﹂を

二十〜三十詩㌶

分を貯蔵できる能力をもつ︒

▽放鉗線監視

聯用で一万ホ︑つまり理開後七年

確認済みだ︒

り︑その有効性については突験で

▽TM五原発薯故教訓の反映

らによって網羅できよう︒

も騨門寡が派適されるなど︑これ

には鑑定膨が活動︑さらに国から

は︑技術的にないと思う︒事故階

審資に際しTMI蟹故の教醐を反地点までモニタリングする必要
映させた興体的な例としては︑炉
心冷却状繊監視設備の遡加︵サブ
クール計︶︑放射能監視設簾の増
強︑格納容器内ガスや一次冷却系

気勢をあげた余波も受け約狂颪人

厩過ぎには解散︑混乱は全くなか

醐道二十七穆線をデモ行進したが

機器の国産化比率は一拳炉は七

ームも新しく社内に設重した︒

課題を残した︒

グのあり方を問い臨すもう一つの

うらはらに︑外は︑公開ヒアリン

いするなど︑禽場内の熱心さとは

店街もシャッタ⁝をおろし通じま

の爾瀕小・中学校は臨時休校︑商

するなど徹夜でパトロール︒近く

き︑前闘から会場周辺を劉潮検養

も送り込む特例の瀞戒臣事を敷

伝えられたため福井陰日は機動隊

過激派学生らによる阻止行動も

った︒

が動彌︑午繭八階前から会場近く
の駐夏場で簗禽を開きひきつづき

爽例はないが︑評価は司能だ︒

留し減衰させるが︑放鵬に際して

し︑希ガスはガス電環タンクに貯

冷却難中の放射性物恥は︑ろ過

産羅は国際レベルにあり︑贔質管

九五％以上になろう︒技術的に礪

三︑四達炉は磯富していないが︑

三％︑二弩蝉は九五％だった︒

出力を下げている例はあるが︑一

放射性廃棄物処理

般的に霊力を下げたから安全姓が

W

蝿モニタによって年閣五︑︑掛レム／璋

理が今後の繰題になる︒

ては︑原子力婁が︑瞳地処分と海

十のマイナス呂調〜十一乗犠に相

り︑昨年十一月には原子力安全婁

て本格投棄へ逸むことになってお

生塵水

そうした一環となるものだ︒

酎され防災体制を確認したのも︑

組織︑動翻体制︑医療体制等が検

法に蘂つく二面の緊急晴技術三二

側を兇臥す︒昨鎌︑災蜜頬紅基本

ているが︑これらの結果をみて体

て技術面を中心に検酎が加えられ

筏︑原子力安全射影会でも主とし

には万全苅処していく警えだ︒現

が︑国としては︑今後も防災体制

した上で理状のようになっている

運絡体制や派遡体制等をレビュー

して計画をもつ義務がある︒緊急

ているが︑関醒も指窟公共機関と

府県や市町村は防災計醐をもっ

防災対策

は排気簡モニタで監視しながら︑

が︑年間放出魏に墓つく被曝線鍮

ように行う︒洗たく排水などは原

は︑当然︑許容線蟹霞霊殿を下ま

異常憂欝があれば︑監視設備によ

ムラサキツユクサは種々塵境条

発内での萬使幣を原則に放出する

件の商いによっても影響を受ける

洋処分の縄禽せで行うことを決

放射牲廃簗物の巖終処分につい

わる︒

の放射線をかけたとき︑農然の二

よると︑四×十のマイナス九五犠

窟︒うち海洋処分については欝欝

当する︒原発では周辺公衆被曝を

ている︒漁簗閲係養の十分な理解

への影響は小さいことが指摘され

圏禽から検討報告も出され︑環境

は岡空気申濃度十のマイナス十匹

を響た上で実施することになる︒

は承知しているが︑このことにつ

海霧土とサザエに検樹されたこと

している︒この計画については︑

する区画で︑深魍放水方式を採吹

の一︑二暑機の排水口付近に排出

整︑盛観炉からの温排水は既設

畷
れない︒摂氏二度の湿度変化でも

からのヨウ素による影響とは思わ

いては︑狭い湾内へ放水したとい

内浦濾海域調蛮でコバルト60が

岡じ変化をする︒

差があるわけで︑したがって原発

乗箆に相妾する︒つまり約手簡の

出ヨウ素を衡理しているが︑それ

十五︑︑獅レム以下におさえるよう放

これは︑一CC当たり空気中濃度 の安全騨価︑試験投爽の騨価を経

塁の変化が生じたといわれるが︑

て行う必褻がある︒一部実験例に

ので︑寅験は環境条件を一定にし

り検出が司能だ︒

線羅隠標櫨に関する翌翌を下灘る

く︑遮続監視設鯖も備えるなど各

放法線︵年閤平均頁︑ゾレム︶や醒療

未来を選取りする詣かと懸うと

ーーこれまで石炭火力ゼロだっ
たのになぜ？

W

向上するというものではない︒

獄放射線被曝管理

以下を蟹理していく︒

の試料採取︑ECCS霞動趨動強三︑四壁炉ではTLDだけでな ガス炉で腐食防止対策等のため︑
化のための原子炉水僚異常低によ

るが︑ほかに気樽部を含む中小鐵
径破断をカバーした評価を実施︑
炉内温度翫の灘定範駆拡大等も検
酎した︒

と非常用ディーゼルニ系統を諾え

一方の旗がしらとして︑サンフ

﹁どう著えてみても︑一九九一

きわめて現爽的な詣にもどる︒

位属する世界簸大の地熱発電所・

蕉までには︑巌低二世の石炭の発

ランシスコから北へ九十マイルに

とに︑手足となってかけめぐる︒

ガイザーの奨潮騒︒拡大がある︒

らうみだされる鰍力は九十芳K
W︒八三鉱までに六塾が完成︑総

う理由だけでなく︑潮流や海鷹地
別なく︑翫画被曝線鰍の設定等を

ちなみに評樋擶針に従い液体廃藁

形等種々の理由が薯えられよう︒

を難き霧齎をして︑その結渠を関

意艶を闘き︑さらに騨篠懸の悪婦

環境影響調査鐙を地死で公難して

▽従壌暫対策典麗︑下講の区
一月八B︑バラェニ博士は︑薦 は海外からのもの︒この石油は鰐

行い箇窪している︒ポケット線羅

製した線壁は四国でO・一ドレム／

物による周辺公衆の被曝線装を評

﹁州内で利用される石癌の半分

上りの違続︒逆に國内には︑ワイ

の礁認のほか︑国からはとくに定

計やホールボディーカウンタ等で

出力は箇六十万KWにたつする︒

︵AAAオミング州のように︑麗天掘りが

カータ⁝大統領と岡じ海躍アカ

制魑を超えた習はいない︒職堀

五レム来濁︑二％が二〜三．ムで︑規

と本綴・下講全体の七九％が○・

昨年度の萬圏発踏所の爽緻による

検蒔の被曝低減で掴灘している︒

関電の晶圏管理に関しては︑総

いうことになる︒

響は三〜四桁上っても問題ないと

ザエに異義された値の人倣への影

年となる︒これからみる限り︑サ

しかし︑海産鑑物の邊跡等調盤は

すものではないと覇濡している︒

するが︑漁業へ大きな影響を及ぼ

ついては︑海域総体としてみた煽

諮って了承されている︒温携水に

係欝庁に提示して調艶︑欝欝審に

墾のための金米協会﹂

蕊±奪の伝統をもつ﹁科学の進

s︶の百工＋六回総会で・この できるほどの墨瑠な石炭がある﹂

デミーで学土野︒その後︑パシフ

を変えた蓄に対する蟹理について

点検と体制糊塗等を指墨︑爽施さ

ひきつづき行うよう劉響を捲秘

を発表︑関係看の支持と理解をう
ったえた︒

しいヨ本に理解をしめす︒

このとき︑はじめて︑資源に乏

そのなかで︑薄士は︑カリフォ

ィック大学のマクジョージ︒ロー

も申央登録センターが設立︑そこ

せた︒こうしたこともあり同社で

していく考えだQ

﹁カリフォルニア︒アプローチ﹂

三百五十万KW︑小規模な水力発 ・スク⁝ルに学ぶ︒趣味は歴史

で箇理されている︒被曝の片霧り

は︑鋼えば品質管理宮任の諜長を

暦炉増設で湾内の流弾は蓉干増議

ひきつづき蟹悪していく︒三︑四

いるが︑さらに環蠣保全の点から

合︑大きな膨響はないと判断して

認百照十五万KW︑風力闘万KW
で︑海羅︑政治など幡広い歴史に

については︑保膨要員等が高くな

圏き︑最上管理のプロジェクトチ

強弾管理・国産化
太陽＋鴎万KWと控醜している︒ 興味をもつ︒その政治の歴史に︑

ルエア州のうみだす地熱発耀懸は

ブラウン知薯が︑第鰹十代の米國

場によっては低い︒内部被曝は︑

るのはやむを得ない︒下講でも職

V

﹁むろん︑これらのエネルギー

サクラメントで︑飯高季雄詑者︶

大統領となることを獺う︒︵頻都

気

どれもが康子力闘発全般につながる問題でもある︒通産鶴翼源エネルギー庁の逢坂国一原子力発
郎原子

力晃鱈翻長および冨永一郎︵原研大洗研究所擬︶︑石川遣吏︵原研藁海星二選工学部反応麗研究

露安金審査課擬︑腐隔進周統揺安金審七宮︑向準一郎原子力発躍細金箇理誤擬︑西申翼一

∬

安全性をはじめ各区の条件を満罷
はさらに建設段階でも確認︒検知
ダホでの実験は薔圧注入廷のみで

容認︑ECCSなどは建築獲麟法 ▽HCCS︑薔圧︑商駈︑低る
圧船号園路の付加などがあげられ

領している︒とくに原子炉や格納

睡動を最強地睡︑限界地温から評

窒擾︶両原子力発電技術顧問会婁蝸による説明から︑難題点を七つに簗約整理しその概要を拾っ

立地関係

てみると一︒

1
立地の選定は︑本来は電力金社

している︒獺中化に伴う安全性に
器も一躍される︒

と地元との問題だが︑当該地は

ついては︑軍常鋳被曝線麗の璽鰻
あり︑目的は謝騨コードの実配に

▽箕ザ．ムの愈味五︑ゾ．ムは自然

あった︒鰻近の爽罵燃料を優った

外部羅源三系統

台風に灼しては舞鶴の観測デー

▽鰯電階対策

タをもとに整戸台風級にも耐える

等に伝いる人工放射線に比べても

配慮をしている︒

緬結繋からよい結果が出ている︒

大型一一 ︵ L O F T 計 画 ︶ で は 翻
ており鰹蹴時にも十分対憾できる

効果簿も櫨酎騨価するなど牽金の

だけの余裕をみて設計︒講演につ

▽ムラサキツユクサ論ムラサ

十分に小さく︑微鐙だ︒

いては内浦湾の醗腐潮位に加鐘し

耐羅種で は ど の よ う な 地 盤 に 際

設計となっている︒さらに︑外部

しても周辺公衆に被轡を蒜えない
ても大丈夫なよう︑発醗所主璽施

キツユクサは放射線のみでなく︑

要もあるσ原発からの放嵐暴は少

われており︑その欝蕊を分ける必

く︑放射線の影響説は疑わしい︒

熱雲暫被

容賜化︑露悪擬作田︑弁の無漏洩

▽従薯港被曝の低減

ついても解桁しており︑雲鶴止︑

システムは同じ脅え方を基ホとし

一一︑匹弩機の 鱈源鍵失蒔の諸多炉のふるまいに

設は三︒五層の敷地レベルが椎持
ており︑本質的な相違点はない︒

孚M1原発と高浜

という大方針のもとに︑このため
荷史以来の地本歴や活断腰を調査
されており朗題はない︒落懸に灼
しかし蒸気発生器等原子炉纐設は

温慶︑湿度等の美麗に敏感だと購

し設謝に反映させている︒輿体附
処し建物には避選針を︑送電線に

異なっており︑瑠箋︑TM■原発で 曝の低減では︑例えば定横作業の

除熱等も問題はない︒

には國饗度に応じ分類を行い︑そ
は遮蔽線をつける計画だ︒

は撃故賠に逃し弁が旨く墳いた︒

れぞれ適切な静的解析を行うとと
もに︑動的解析では設謝用塾準地

そのカリフォルーヲの明臼のエ

一月十日現筏︑十五基の翠嵐所か 電所が必要です﹂

いらい︑バラ一ご一蹴士は︑ブラ

のスタッフが︑各婁薦の指環のも

の菰人の婁彌のもと︑四四五十名
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そうだろうか︒わたしたちは︑そ

ネルギー政策に関与するエミリオ

反対硬鶏らは「増設反対」「ヒアリン
グ粉砕」を叫んで会場葡をデモ行進

できません︒当然なことです﹂

ハ

〜㌔

だけで︑すべてをまかなうことは

防水麗、追

藤灘遍麗

産

力

原
﹁カリフォルニア︒アブqーチ扁を試b
みるブラウン大統領換禰のブレーン

二博士

ウン知窮のプレーンとして活躍︑
雀エネルギー︑地熱︑太陽エネル

人口二千二酉露十万︒全来五十

また︑欝欝物の問題も解決されて

﹁﹇・E・バラニ
能弁な人である︒ひとつの劉問

州のなかで︑最大の人欝を擁する

ギー︑風力︑混倉発躍︑バイオマ

えがかえってくる︒おまけに︑こ

いない﹂

みいった数箏がポンポンと口から

カリフォルニア︒全米の台所とも

をすると︑十から二十くらいの管

でてくるので︑外国からきた配春

挙機器︑コンピュータ産業など︑

いわれる腰難物︑航欝欝匿業︑照

﹁環境の藏からみても︑経済上

にとってはいささか当感ずる︒

いまもって維持している※国の中

﹁ゴールデン・ステイト﹂の名を

ルギー源よりもすぐれていると︑

の﹁米国﹂︑カリフォルニア︒

からみても︑原子力は︑他のエネ

原子力推欝欝はいうが︑はたして

うは思わない﹂︒原子力の謡にな

スといった撫しいエネルギー政籏

その成聚として︑ロザリン大統

を次々とうちだす︒

ルギー冠絶禽が設關されたのにと

籏爽入が︑熱心に希蟄して訪問し

五年潮︑カリフォルエア州エネ

・E︒バラニニ博士︒

﹁安いと思って建設しても︑途

もない︑ブラウン知賜の強いはた

ービスが開花する︒

たという︑備エネルギ⁝都南︒デ

がる︒

ると︑より一鞭︑齢すトーンが上

中からどんどん蟹縮がかさむ︒そ

にすわることになった︒いま︑こ

らきかけで︑五つの椅子のひとつ

まいりました。

種

〃

，
ひb

れに技術が︑まだ夫完成︒故陣︑

ノチ、ボ

各種放垂線漣

今、こうした経験を生かし、原子力の各施設に
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故瞳で︑結局︑腐いものにつく︒

脅
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㊥金庫つくりの豊かな経験が、原子力事業にも生きております。

フシセイコーは永年金融機関に対し、金庫室

を納めております。

り

聞

業

力

な応力③構造物巾に弱体締斑一が
存筏する堀台に︑はじめて発生す
るとみられていた︒フラマト！ム

祉の場景は︑ステンレス鋼藤たは
爾ニッケル合金綱の不饒性被覆材

原発三鷹の運

開遅れるi仏
バルブに異常
︻パリ松本駐在皿︼フランスの

月十五日〜二十臼︶の三原発︵各

った鵬翼に冷却園路を傑額する役

漏洩した︒現在ルナルディエ⁝ル

ったので︑冷都用の一次系液体が

完全に開いたが︑正常閉鎖しなか

九十二万五千KW︑PWR︶の割
運をもつこのバルブは︑テストで
転關始翻可は︑一部の型のバルブ
作動の欠陥が解決されるまで与え

ム社︑国荷電力公社︵EDF︶とFでは近く解決ができるといって

性についてメーカーのフラマト⁝

ブに問題があったからで︑その特
CSIN︶は三臼︑核燃料装荷を

叢論時冷却回路上のRRAバルのEDF試験所でテスト串だが︑

ないことを明らかにした︒

終わっているグラブリーヌ原発一

中央原子力施設安全性本部︵S

力によって発生したものと説明さ

野機︵核燃料馬荷十月二十田〜十

るところまでいっていない︒ED

まだ完全に山臥がいくよう作動す

鷹さが七︑ゾ屠から十二丞摺︒亀裂

れている︒被調材は箇所によって

力薩業界も︑WIPP施設の建設
を溶接する場合に基材が受ける応
促進に蟹成だ︒とくに︑廃藁物処

子力開発の大きな豊艶となってい

分間題に対する公衆の懸念が︑原

ると揺摘︑廃藁物処分の実家が急

ころ認司を鋳重している︒

げ︶を決めた︒膨正雀の工程で製

加熱の復活②聯葭加熱の温度引上

も熱サイクルで応力がかかるから

は拡大していく︒蟹材も炉出入口

のだ︒しかし応力がかかると確裂

七ド綴︶にくらべれば微々たるも

り理想的な膿発日転法を研究開発

トーム社は︑EDFと協力してよ

い︒

しないと晃極めることはできな

下の基材に発生するので︑これを

言忌が灘さ約一構耕の被覆材の

までには︑四十年はかかるとみら

わけだ︒それが被擾材を穿孔する

理は放射能艘境申で行われるため

も研究關発を逸めている︒この膨

孔があった鵬合の驚理法について

巾だ︒また︑CEAと協力して穿

騨需一縣＝騨瓢＝輔鶉＝一一＝襯篇

分れていることを示している︒ま

三六％と市民の葱見がほぼ黙々に

った︶は︑蟹成一瓢六・七％︑反対

ついて十二月十七日i二十一圏行

ブル市︑周辺住民千百八十九人に

が掲げている世論調査︵グルノー

チュアリテ・ドーフィネ誌︵月刊︶

齢＝一幣ロ一＝一雪＝一一冨＝國一需＝卿彌脚＝騨一騨謬＝二三齢騨＝＝＝

︑

ウラン訴訟でW
Hと二電力和解

ル原子力研究駈に対しては五三・

半々に分れた︒しかしグルノーブ

があるとし︑そこでも巨霊がほぼ

が危険はない︑一讐冬尺％が危険

蜜全性については︑三鵬四六％

めるべきだと胴塾している︒

ウエスチングハウス︵WH︶社 た七六％が住民投票に付託して決
とカンサス︒ガス＆エレクトリッ
ク社︑カンサス・シティ・パワー

訴訟問題は一月十四日︑和解が成

＆ライト社の間のウラン供給契約

この和解により︑一九七五年電

立した︒

○その他、特殊機器設計製作

欝︑趨簿︑

灘

大統領予算法案に署名
カーター大統領はこのほど︑廃棄物隔離パイロットプラント︵WIPP︶の建設を盛り込んだエネ

ヌでテスト中にバルブの欠陥が

SCSI蕪が協議中︒グラブリー
いるが︑SCS王Nではいまのと
あきらかになった︒議了加圧があ

一月三頗︶︑トリカスタン原発一
帯機︵岡十一月七日〜十四臼︶︑

はその下の棊材上に発生するので
発兇が難しい︒フラマトーム社の

ダンピエール原発一号機︵岡十一

がれると強調している︒

工塀で一九七八黛五月発見された

ルギー省の一九八O年度原子刀国防麗係醗画田舞豊麗法案︵S・六七三︶に騒犠したが︑同憂に門法

纂には霧僻するものの︑WIPP翫画のアブ鴇iチは承認しない︒近く総禽的な廃藁物讐理政策を明 カーター大統領が蟹名した八Q
のは︑溶接の不備があったので被

遊された部錨にはいかなる冷間劉

墓材に亀裂があると発展していく

探知する非破壌探知法の硬究鯛発

趨こることも想定される︒この期

れているが︑条件が葱いと六鋸で

＝願一唱一一一一罵＝一

ロボットが使われる︒

と銀師波の嬉性を応編する探知法

クロンから養分の一︑ゾ摺ときわめ

閣は輿際に鍵裂の進展状況を測定

が進められている︒フーコ⁝爾流

穂裂の遊展を防ぐため︑フラマ

れも認められなかった︒

曽一一＝働一一2＝一一＝＝暫至印＝一馬韓一一騨＝覧＝一鼎一覧一一甲一■猛一＝＝蚤器＝鼎一雪＝凶猛柳二二瓢＝一＝一

らかにする﹂旨の閏明を発表した︒議会や産業界はWIPP誹画の放爽に反対しており︑※国で最柳年麗原子力国防関係謝画予算権限
が認められたという偶然によっ

覆材をはがしたところ墓材に醗裂

三千八欝万が︑海月原争炉に二億

法案の内訳は︑核融禽研究に一二

た︒

現薇までの研究によると︑魑裂

七千八巨万が︑一図羅開発に十七

下院 筋 は ︑ W I P P 翫 画 の 棚 上
億が︑凶日廃棄物籔理に二億九千

い鵬會でも︑一一つの条件がきわめ

は︑前記の二つの条件がそろわな

可能性がある︒

齋万班︒國防廃訴訟蟹三国のうち

げに対して︑早くも反対を表明︑

属を付表した基材は冷却時にきわ

に原子炉出入口の穂裂は︑溶接金

ことが明らかにされている︒こと

て強力に働くときには︑発蛋する

あくま で W I P P 施 設 の 建 設 を 押
三千六薫万炉がカールスバッド計
し進めていく日向だ︒また︑原子
画のためのもの︒

すすむ亀裂対雛難儀

に纂ついて︑フラマトーム社は︑

て小さいものである︒基材と被覆

ス政府は軽水炉安全に嫁する数

エネルギー源としては太陽熱︵二

〇・六％︶︑塵埃処理熱︵一九・

O3（377＞8111

r￡L

8一玉0

蛙〔》k者1≦窯万を霞1×i∫q＊斤量飯4

の腐レベル廃藁物処分堀となるW王PP施毅建設の行方が注目されている︒

近く総合政策 ⁝ 発 表 へ
W王PPは・原子力圏防蕪⁝で で︑はじめて解決されるべきだ﹂
と述べ︑近く総門豊門物政策を発

︸九七八隼三月に設躍された王

発生した画レベル放射控麗棄物の

発施設︒ニューメキシコ州購索部

RG︵十四雀庁で構成︶は︑昨年

表することを明らかにした︒

のカールスバッドに建設が予驚さ

安全処分を箋醗するための研究開

れている︒

について開発が行われている︒運

部酪製遡工程の修正︵①応力の強

ニド溺︑炉出入口二薫五十雰二十

材の醐さ︵箇桝五臓三十︑ザ層千十

年潮からの横討衡料も愈わせて

十四件︵ウラン契約騒では八五

九％︶︑石炭︵一二・八％︶の順

蘭が原子力賠償
責任条約に加盟

オランダ政府はこのほど︑原

画力分野における第三二合任に貢

するパリ条約とブラッセル補足条

への加盟国はそれぞれ十漏か国︑

約を挑高した︒これにより両条約

雨条約は︑陸上漂子炉施設に閲

十か国になった︵田本は未加盟︶︒

する再審賠熱雷伍について述べて

の特任纂中︑一億二千万欧州単位

おり︑無過失澱任と旛設遍鴬巻へ

の澱任限度額などを規定︒

総重量（外枠含み）：約14，000kg

で︑製造中の墓材と運転中の塗材

めて閣鹿の熱濾力を受け︑しかも

めていた被樋材溶接階の基材階前

蔑を引下げるため二騒冒からは止

三千万がからトーネスでは十騰

ある︒いずれにせよ︑PWRはを欝いたのは︑軽水炉の安全に

グルノ⁝プルが蒋来利用すべき

力会社がW登社に対しウラン供絵 五％が気血感を表明した︒

路線に止めを刺した︒とはいえ

問題で訴えた十七件の訴訟のうち

の建設を決定し︵トーネス発電

％︶が解決したことになる︒

仏グルノーブル市
︻パリ松本駐在厩︼フランスの

軒忍用小型張子炉の建設を握案し

グルノーブル原子力研究所は都南

ているが︵昨葎十二月初頭︶︑同

この提案に疑してこのほどアク

工は態渡を保留している︒

藩論躍期作断

シャッター厚：鉛50

九月のオプション︒ペーパーで

製造工程もすでに修正

尚書の堀食は︑驚裂の存在の探知

﹁廃洗物処分方法を決定する前

特定の堀合に門訴が発生するので

象も必硬だ︒

だけではなく︑叢話逓展状況の自

カータ⁝大統領は︑画明の中で

この二つの条件の総△隠せだけで爾

に︑種々の地顯媒体と処分堀サイ

裂が生じたという公騨も大きい︒

﹁雀庁闇放射性廃棄物蟹理検討グ

フラマトーム社は原子力庁︵CE このためすでに薩接支翻した蟹鯛

ループ︵IRG︶の作藁で明らかトを愼璽に調査する﹂よう穴統領
研究聡発を二極的に進めている︒

に勧告︑大統領は︑この勧告を受

この理論的研究の応蘭試験縮梁

力して︑九十万KW級加班水型炉 いるが︑それを誰が負担するかは

︻パリ松本織在凪︼フランスの

なように︑遡邦政府は廃蘂物の安

け入れ︑WIPP謙颪を放棄する
A︶︑ 仏 出 力 公 社 ︵ E D F ︶ と 協
が一懸漏︵約六十懸円︶に達して
ものとみられている︒近く発表予

で︑岡時に①水棄②きわめて強力

維裂は平均深さ五が癖︑日数ミ

全衝理を公綿する︒国防叢務およ
び商藁利用で発生した廃蘂物の安

まだ決まっていないQ

の蒸気発生器籔縁と圧力容器出入

発汗された驚裂は

定の廃爽物政策では︑カ⁝ルスバ

口直上で発箆された雄裂の発生口

金蟹理について多くの方法を検罰

囲転院と予防︒探知・膨理技術の

冷間翻れ

分堀ツイトの一つにすぎなくなる

的な廃儲物蟹漣劃策の関遼のなか

億七千万炉︵KW撮り縫千函が︑ ろう﹂という︒つまりいずれは

公表した︒いろいろな曲折はあ

今園の淡定にさいし︑イギリ

ったとみていいだろう︒AGR
ハウスに決塞つた︒
GBによると︑﹁多分PWR︑

り返した︒中央磁力庁︵CEG月︶で・PWR聯入はほぼ決ま号炉以降の炉型は未定で︑CE ていたが︑縮局︑ウエスチング
B︶をはじめ産業界︑労粗から

AGR二基︑PWR一基の建
の設
建設籔がダンジネスBの七二 AGRの双方が選ばれる扁が︑
政府は決断を迫られた︒七八年

が提案され︑その圧力のなかで

巖終選択があるが︑今選択する

﹁数無爵には共存はなくなるだ

一月︑政府はスコットランドに 金利讐の資本駿を含塞ず︶と高

のはまだ早すぎるという判断で

かせたのは一九七四隼のことで

AGRとの経済競争のレ⁝ルに ついて納得できるまで検酎を続

︵K・K︶

●

によるW難社のコストは約閥三七 になっている︒

今回のカンサス州二社との和解

今圏の決驚までの政府の運び

けた点であろう︒その自主的態

所︶︑国産躇線を維重しながら

乗ったわけで︑

百万ドル︵税引き醜︶と予想され
ている︒現金のほかウラン︑機器

悪用故があっても登戸しなかつ

だ︒原子力旛設検蕉機関︵N︷

およびサービスという形で両歓に

度があったから︑スリーマイル

王︶の報告は︑門この蟹故はP

提供されるもよう︒

今後のその袴利

い︒

今鷹の決定に
ともなって︑国

1報告が

﹇英国の許認司︑建設︑運転の

滋原子力会社︵NNC︶も改綴な欠陥を承したものではない﹂
されることになったQこれまで

の英国GE︵GEC︶による組隠
織は︑すでにケメ一

隠管理が廃建され︑嚢瀬PWR勧刑している通りのものだしと

者には繭独KWUの名もあがっ

原子力暖房
に賛否半々

WRの概念ないし設計の本騨鮒

さは否定できな

ある︒政府の主席科栄顧問だつ

っだが︑イギリスがひとつの筋

R︶の採用を発表して世界を驚含R二憂︵讐三＋万KW︶ 騰したことも︑イギリスの国産

︑／

中であり︑WlPPの以来は総台ッドは︑いくつかの調蕉すべき処

煙︑夢
イギリスが久しぶりに原子力

発蟷謝画︵一九△了九一 年 ︶
を発表し︑嗣蒔にウエスチング

が︑軽水炉圧力

容舘の安金性に

は︑スリーマイル講喰故が起き

罎難癖縫討喩

ハウス製加圧水型炉︵PWR︶ たコットレル卿
の建設を承認した︒一九七一隼
のヘイシャム発電所︵改痩型ガ

も︑安全幌とサイトの受容性を

評蒸するという名目で︑PWRたこともあり︑世論に配慮して

ハウエル・エネルギー帽の究

きわめて慎璽だったといえる︒

英国はそうした血塗に基づい

軽水炉への突破照が開けたわけ

て︑十年ぶりの原子刀発電計薩

用化するとなるとなお開発課題

しかし︑SGHWRはいざ実一塁の設謝をはじめて認めた︒

に新しい︒

識して論象を呼んだことは露営

Rの有利さを騰

力雛型SGHW

ス冷却嬉︑A否R︶の発注以疑闇を投げ︑圧
来︑試行錯誤を露ねたイギリス
の雛型決定である︒

イギリスは本欄にもほとんど
登堀していないが︑それほどこ
の国の原子力は悌燃していた︒
聡懸鯛要が低迷し︑北海湘圏開

将来は輸出能力をもち︑非原子

一弩炉の金灘任を負うとともに 断じている︒

力部門も担当する強力な設計・

蓑では︑イギリスは一九八二無
以降毎年

である︒

ネスを含めて十矩聞に約千五西

が多いことや︑鷹藁界の逡巡で

その後︑石繍危機の深塞りで

発が成功するなかで︑イギリス

イギリスの振子力への傾斜は強

基づつ魑工し︑トー
炉の安全性の損酎が続けられ︑

はAGRのコスト高に悩み︑次結濁陽の鶯を晃なかった︒軽水

万KWの新設をめざす︒PW
建R
設金社をめざす︒技術の供与

期炉型の模索をつづけた︒労働

まった︒総選挙で傑守党が政権

はその一野炉に選ばれたが︑二

に取り繕もうとしているQ

難燃点がクリアされるにともな

党政権が登耀し︑イギリス国産

の蒸戴発生璽水炉︵SGHWって︑軽水炉が次第に勢いを盛 に返り朕いた購点︵七九年五

○サンプリングフード

さ：1000％

○各種遮蔽機器

コールドサイズ：38酬％

○照射装置

ホットサイズ：730口％

○フォークリフト用遮蔽窓

厚：1600％

壁

鉛ガラス と遮蔽機器

様

四

臣（螢

〒160

．頻騨燭騨鱗繹一
コバルト照射室シャッター付選蔽窓

〈110＞

○大小遮蔽覗窓

厚
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TM王タイプの小破断事 故 実 験

炉心冷却機能を確証

のない州の原子力発聰所は傾止し

蕪RCが承認した緊急階対応計藤

との詳細な比較を含め︑実験の総

はっかネズミに

なければならない︒

コンピューター・モデルの予測

台的な解析結果をまとめるには︑

遺伝的影響なし

数か月かかるだろう︑と層RCは
述べている︒今後︑さらに続けて

NRCがしOFT炉で

放射性廃棄物

雄ねずみの受けた線盤は︑欝命

放監製は避伝に懇影響を与えない

つからなかった︒致死線羅以下の

リーガン氏はしかし﹁原子力を

モラトリアム

オクラホマ州

オクラホマ州の原子力批判派に

よるモラトリアム発議は︑失敗に

モラトリアム調願の受諾から九

終わった︒

放射性汚染防護用コム手袋

め｛図画のおける薄コム手袋を手にはめておいてからGLOVLSを装着することが鑑奨されています。

傷を防ぐことができて長時間の御使絹に耐えます。

種種・寸法

ることは明らかだ﹂と述べた︒

ステリーのため難機し︑その開発

開拓した国が︑全国的な原子力ヒ

ネバダ姐では︑保健婁綴会が︑

ビーティ・サイトの永久閉鎖を求

と指摘して︑﹁来三民のエネルギ

短縮などの身体的影響をもたらし

を畏めなければならなかったが︑

十日以内に六万二千票の禰効羅犠

わずか三万禦しか簗まらなかった

﹁原子力の安全を求めるオクラ

ため︒

こすと述べている︒

：

・・

ホマ人扁は︑今年︑再び運動を趨

西独縫藁界

φ防御から徹底・

：・◆原罷建殴促進へ

攻撃に転じる

西独の塵業界と社翁民主党︵S

PD︶内の原子力推断派の代表

1．GLOVESに万一機械的損傷なとによる破損がみられたとき、素丁のままでは汚染事故の危険を生じます。従って、予

操業再開を許可した︒

めるロバート・リスト知禦の要講

の埋設︑再開
米ハンフォードとビ；ティ

を︑金綴一致で哲訳した︒七人か

が遅れていることは皮肉である扁

ワシントン州ハンフォードとネ

ディキシー・り一・レイ・ワシ

ング︵N鷺CO︶社提出の対策を

始められた︒スポールディング氏

と謡えられる扁と︑スポールディ

命的であるが︑将来の撹代には褐

スポールディング氏は︑彼の実

威とならない﹂と説明している︒

験を人間について行うと想定す

究を始めなければならなかったで
あろう︑と述べている︒研究結粟

が人闇にも適用できるとすると
十

は︑原子力発電駈の建設をほぼ郷

︵スポールディング氏は︑ねずみ

は人闇と岡じ遡伝性質をもってい

止状態に趨い込んだ園内環境主義

るので︑適用できると薯えてい

を

十一月はじめ︑ルール地域の二

蓄に対する闘いを強化させたQ

大都市の商工象議所は︑西独の全

ゴ

ク

は米原手 力 産 業 会 議 ︵ A − F ︶

︒アンド・インフォーメーショ

が︑パブリック︒アフェァーズ

ン︒プログラムの㎜環として︑

険となったことは

ー醗硬と縄縮を満たすためには︑

22隼間の研究結果
爾サイトの一時閉鎖中︑とくに

らなる委員会のソーン・バトラ心

小破断試験が計繭されており︑次

病院では︑研究・震幅で発生した

驕員畏は︑﹁これまで︑ビーティ

圃は一月ギ旬の予定︒次の試験で
アイダホ州にある㌶RCのLOったが︑その後は駕CCSの作動
ニューメキシコ州の研究蓄が二

バダ州ビーティの低レベル廃棄物

原子力に関する儲報を収簗︑分

十二鋸間にわたって研究した繕果

塊設サイトが︑起業を再開した︒

析︑騨価し︑その結果にもとづ
は︑小破断後︑運転饗が圧力を下

る以外に方法はないと響える︒鷹

げるのに失敗した煽禽を想憲して

原子力発電所を運転・建設し続け

始︑十分な冷却状慧にあり︑燃料

により元に炭つた︒燃料は︑終
＋日︑TMI

子力は︑今後二︑三十奪にわたる

度もないQ問

のような小破断鵬故の笑験が行わ

F？炉で︑十一月一

題の多くは︑不適切な輔送と梱創

ントン愛知蟹は︑彼女が閉鎖命令

実施するよう勧告した︒

は︑現在退職して︑コンサルタン

ング氏は述べているQ﹁放資線が

四闘間は︑有効放送購闇の二二％
が原子力報道であった︒

の各世代が致死線騒の三分の

る︶︑紀元鯖照八○隼以来︑人類

被曝し続けたとしても︑現在の人
閣には︑纈署な影響はまったく騨

ついての口論をやめ︑鯵滞してい

政党に対し︑原峯力エネルギーに

る原発建設計画を促進するよう呼

びかけた︒諏独では一九七五駕以

GLOVESの損

2．G！、OVESの指先部分の保護のた：めにG王、OVESのしに、更に薄コム予袋を重ねて使用しますと、

・サイトが公衆の健康に対して鴛

ョンとパブりソク・アクセプタ

いて︑全國的な凝ミュニケーシ

低レベル廃棄物の貯蔵能力が隈定

エネルギー問題解決の澱大のホー

によると︑はつかねずみの放射線

に密来する﹂と述べた︒保健婁員

行われる︒

会は︑州に苅して︑サイトを運慰

の温度は謡しく上昇しなかった﹂

されているため︑全国の病院は蕃

れたが︑成功襲に終わった︒

境に陥った︒

研究は︑八±篇世代にわたるは

を出してから六週盆点の十一月二

プである﹂と強調した︒

膨響は認められなかった︒

つかねずみを取扱っており︑この

十七田︑ハンフォード・サイトの

とつがわせたQ難ねずみは︑照射 題は週伝影響の謎合にあると慰っ

しては︑運転認鰐を越えないとい

たかもしれない︑と注釈しながら

引き趨こす突然変異は︑初期の細

八十分︶︑次いでNBCテレビ ついて︑報滋協会は︑次のような

が韻も少ない︒

一︑原子力報道の二％だけが︑

M王劉故以前はわずか一分強であ

発議は不成立

種の研究としては︑爽気期聞の鹸

するニュークリア・エンジニアリ

被曝による長期的に膏慰な避伝的

ンスの輪をひろげるために溌行

OFT炉を用いるNRC安全研究

TMI璽故が趨こる蕊では︑L
と述べた︒

は︑原子力をめぐる月間の動き
計画の中心は︑炉心に冷却水を供

しているものです︒この悔報に

がたんねんにまとめられていま
給する配蟹の瞬蹄大破断実験にお

融上院との法案調整を

許認可凍結を否決

ず︒

かれていた︒しかし︑十一月二十
九

された爾親の子孫を驚いた・

五六隼︑ジ器ン・R・スポールデ
ィング氏︵当職はロスアラモス研

も長いものである︒研究は︑

究所の放射線生物学者︶によって

う内容︶を撤硬した︒これら彌鷹

ていた︒しかし︑まったく何も冤

︵運邦醸府が承認した繁急騰対応

鰯の実験︵実際の核分裂炉心を凹

毒明の発表にさきだって︑下院は
訓蠣のない州の原子力発題号に対

いるLOF？炉での籏﹇蕃圏の実 ヶメご1報告に対するカ⁝ター 党︶は︑彼圏身が提出した法築
験︶では︑配蟹の小破断購故を横

問題を審議した︒

擬して行われた︒﹁7MIで凹き再び︑原子力発題所の許認硝凍結
たような關題を研究するのが闘

的﹂と︑NRCの欝ナルト・マク 下院は︑十〜月二十九磁︑エド

スポールディング氏は︑﹁研究の

トとして活躍申︒科学雑誌やその

案は︑三省九十八票対九票で通過

唯一の圏的は︑遺伝影響を調査す

めの鵬翼を進めている︒

したNRCの一九八O過度予騨権
他出版物に研究結果を発表するた

﹁わたしが実験を始めた賭︑何

胞の発達の段階では︑ほとんど致

限法難に対する修正鐙として︑提

ずみに二十万︑ザラドの放漫線︵ね

らかの週伝膨響が晃つかるものと

万匹のねずみが試験された︒

今後︑下院の法粟は︑七月に上

る線鰍︶を照射した︒この雄ねず

ずみの致死線盤の三分の〜に当た

実験では︑あらゆる世代の雄ね

ることであった﹂と述べた︒約齎

三十五票で否決した︒岡法纂は︑

て原子力発鰭所の碓設許司の発行

院を通過した手躍との調整をしな

﹁九七九隼十月︸田にさかのぼっ 出されていた︒

提出の法案を︑二蕩五十四禦対流

ファーソンLOF？プロジゴクトワード・マーキイ議澱︵出雲党︶

﹁一晴聞単続いた試験は︑本聡

部下は述べた︒

的に計画髄りに進行した﹂とNR
Cは指摘し︑﹁至悪炉心冷却装醗

ければならない︒上院の法案によ

マーキイ法環が齎決されたため

︵HCCS︶は設計通りに作を動
六カ月間傾止するというもの︒
し︑炉心賃料の露出を防いだ︒炉

ると︑⁝九八○卑︸月一田以降︑

かなり確験していた︒そして︑闘

ジェームズ・ウィーバ議鏑︵民生

みを︑照射されていない雌ねずみ

内の水位は最初は破断のため下が

報通協金は︑ワシントン市にあ
る非笠利の財醐で︑ビジネスや経

容は釣禽の欠けた一方的なもので

︑S
西歴
前＄
㎎八
Q8◇8幽0▼3ウSO8合￥＄︷O▼30◇◇Oε◇◇◇◇◇Q員川Vε合▼S良9◇0◇3良nU署＄Oε◇O◇◇S轟？O◇︽る
Uと7
O紀
8八0
︽○奪から研

あった︒﹁過糞十琿聞︑もっと正

済問題のより窺い報道を追求する

三大テレビ・ネットワークのイ
ブニング︒ニュース番組は︑原子

しい原子力報道が行われていた

一︑一環当たりの原子力報道の

講査縞累を得た︒
︵蒼闘件︑薫六ナニ分︶︒ABC

力について理性的な判断が下せる

ら︑視聰蕎はTM王箏故の悪味を のが農的︒門テレビのイブニング・

原子力のリスクとべニフィットを

放送蹄間が約厩分に翻大した︵？

一︑TMI蟹故の発生から一

ような十分な滴報を視聴者に提供

適切に判断できたであろう︑と思

駕の総鋤扁と毒する報衝禰は︑一

公販に恨えていた︒それとは対照

テレビ︵九十五件︑否三十﹇分︶

していない一⁝昨隼十二月三田に

われる﹂とセバージ氏は語ってい

九六八無八月から七九銀四月まで

的に︑一五％以上の原子力報道

一︑原子力報道の五蕪％には︑

った︶︒

の闇に放送されたイブニング・ニ

ニュースにおける原子力報道i十

報道協会︵メディア・インスティ
る︒

報籔翻は︑その次に璽塾な結論

チュート︶が発表した調薫報告轡
は︑こう述べている︒

拙来館を中心にとりあげている︒

ュース番粗のビデオテープと写し は︑抗議行動や示威行動のような
を︑六か月華にわたり調査した結

われなかったであろう︑と説明し
ている︒

原子力発電の積
極利用訴える

東京都千代闘区神鼠野山町25

85

として︑﹁原子力報避では︑客観

備擁のある認藥が禽まれている

︵原子力反対四七％︑蟹成六
％︶︒顯七・七％は偏毘のある字
羅で締めくくっている︵原子力反

メ⁝ヵは︑大尉のレイオフ︵一時

績状態で︑そのため︑原子炉製造

ロ︑海外からの受注もほとんど凍

来︑国内での原発の新規受注はゼ

ロナルド・りーガン氏は︑十一

りーガン大統領爆補

月の大統領選挙立挨補愛妻で︑厳

一︑原子力報遊に登編︑あるい

対購六・四％︑翼成一・二％︶︒

﹁外部﹂の腰縄廉は︑原子力施設

は引用・謬照されるほとんどの

醐じ週︑西独醗大の電力会社R

解魑︶を余鍍なくされている︒

株式会社コ

8

報告錨によると︑スリーマイル

慣原子力報濾の一八︒四％に

電の堅塁利馬を訴えた︒

しい安金規則のもとでの原子力発
る︵原子力反灼一七％︑蟹成一・

報道協聾は︑原子力発躍に対し

の安全手続きを翼翼した︒

ついての調査纏果の主な内容は次

アで開かれたエネルギー関係の産

WEのスポ⁝クスマンは・ババリ

防御の姿勢をとることをやめ︑環

業界の警臓で︑﹁原子刀産業界は

りーガン選滋遜動璽霧所から入

ン氏は︑原子力について﹁安全問

境派に照間攻勢をかけるべきだ︒

手した選嶺政策によると︑りーガ
ける爽際の閥違いを見つけること

の問題は︑多くの婁蝋会によって

題を解決しなければならない︒こ

て蟹成︑反対いずれの立場もとっ

も翠蔓ではない︒報濫協会は︑主

ていない︒また︑原子力報道にお

反対二・七％︑翼成∵五％︶︒

として︑原子力報道の正確さより

先鋒であるエアハルト・エプラー

まず︑SPD内の原畢刀反対の急

四％︶︒一蕊・三％は偏兇のある

一︑原子力報滋に登赦する︑あ

現筏検討されている︒いかなる山

字幣で締めくくっている︵原子力

一︑原子力報道は︑有効放送二

天％にすきない

るいは原子力報道の申で引用︑謡

もむしろ︑視聴暫に提供される悩

のとおり︒

TM王劉故以前の原子力報道に は︑偏兇のある謬蘂が羨まれてい

集をとりまとめたもの︒

報道協会︑テレビのニュ⁝ス番組を調査

視聴者は理盤的判断できず

偏見多い原子力報道

アイランド原子力発電所︵TM 的に報道すべき駈に︑偏艶がしば
I︶禦故の十無前︑これらのニ
ュース番粗は︑原子力を﹁巖小
限﹂しか取扱っていない︒その十
薙間に︑発鰍に占める原子力の二
合が︸驚から﹁二︒六％に増大し
たにもかかわらず︑それらのニュ

いる︒﹁ほとんど無悪識的であ

しば持ち込家れた一ことをあげて

るが︑原子力関係のニュースには

していた︒

ース番粗はほとんど原子力を無視

レオナルド・﹂・セバ⁝ジ報道

じっている﹂と撮摘︑これらの蠣

間のわずかO・

︵地際のニュースの放送騒擾十八

及される大多数の欄人や團体が︑

を攻略しよう﹂と訴えた︒

勢結果が鳩ても︑われわれ皆が騒
大限農の安全防護装縢を孕んでい

報の妥当性に関心をもっている︒

TM王螺故関運の原子力報道に

発売発

360双入

0，20〜035

7．5

力

原

A猛ド が ﹁ ニ ュ ー ク リ ア ︒ イ

協蕪聯務運珊は︑ ﹁イブニング・

ンフォ﹂を発行した背鰻には︑

鋭化ずるにつれて︑一方的な見

原子力關勢への批判や反対が先

から原子力のリスクやベエフィッ

蝿は︑興体的には﹁胤ユースの中

解や不正確な構報が増加し︑大
粟の原子力に対する純粋な疑闘

トを理性的に詳価できたかどう

で引用されたり︑ニュースに登鵬

ニュース番粗の視聴養は︑同番緯 たいてい反原子力という偏見が混

や馨な不寮を繕った方向へ堰

する外部の惣門象の選定だけでな

万二千六衙八十八分のうち四薦七

ると説明︑門われわれの調藪紬累

か﹂を調べるのが調査の国的であ

＋二分︶︒

かがえます︒この傭報は総懸以

く︑ニュースの初めと終わりの謡

幡させかねないという総総もう

によると︑その鍛えは﹃ノー﹄で

がもっとも多く︵蕩四十九件︑百

一︑CBSテレビの原子力報避原子力に反要していた︒

来︑原子力関孫番のみならず職

べている︒

い議しの中に現われている﹂と述
原子力報道に灘された鱒聞︑内

ある﹂と述べた︒

どからも注鶏されています︒

会︑漣弗・麟敢府︑マス聴ミな

三興化学工業株式会社

290以上
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業
産

力

毎洋開発

︑

ノ も

蒙謬ン田

審議会

ワ

N代実用臨めざす
まずモデルプラント建設

二九九〇川代には薙産月颪〜千ナの海水ウラン測収プラント建設を扁；一海洋開発審識金は二
十二欝︑海水溶存ウラン畷新技術開発の墨体的戦略のあり方を明らかにした︒﹁長期的三蓋にたつ海

▼盆

応ポンプカラム方式が有利との講
る︒

しながらわかりやすくその流れを

﹁霊夢

常燃料隔﹁贈源開発の推遮﹂﹁徳

﹁総論﹂と﹁璽力綱給﹂

霧業︒発電設備の大部分が石縮火

陽子線の線懸分布は鍛も着れ︑鮮

エーデン︑ソビエト︑米国で便閑 も治療上に碍失がある︒すなわち

ているか沓かを外部からモニター

に︑ビームが正確に患部に簗印し

撰上必要な能力が備わっている上

今後は︑とくに研究開発体舗や蟹

をはかるために︑例えば受益蓄負

遼の多横化︑国際化をすすめると

が上昇鹸岡を宣したため動産︑調

ループニ次側冷却系の放射能濃度

の鰻終段階である調整雪転巾にB

卜緊

縮ン

叢叢

蕎誠

ともに︑資金調違の一腰の円滑化

葵浜二弩機は蒸気発生器対策の

蓋が行われていた︒

実をはかる﹂としている︒

ルギー懐などについても検温す

担の袴え方を纒話した新しいエネ

理還控書銚などソフト面の強化充

また︑二〇〇〇隼の原子力開発

り︑隅宋から運転罵閥の段どり

実樋後︑一一月上旬には調整運娠入

∵耀︑諺

癌

藩

臣

さ
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撫
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驚盤灘繍餅糊響

敷
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ぜ
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隅
越︑
騨

ミセセ

よ＼

ミち

蔦灘懸︑

〜 N
弾麟・誌

室

最大6繊

遍っている︒

力に頼っていただけにその衝撃は

はじめとする低酸暴癌細胞に強力

が試みられ︑日本では簸近になり

明な陽子撮影によって癌と診断す

國標を達成するためには五〜六地

る扁としている︒

だ︒岡庁および関電はこれと並

獲騨

接続探触子数

癖︐糠欝

轟甥譲

超績

10mm〜100mm

なかでも躊繋を受けたのが撫気

激動したこの六隼間の動

−⁝など八踊構成︑原子力につい

力施謹﹁三二三業の三際協力﹂

に作屠する粒子線による治療が脚

放曝研で陽子線治療の確備が整っ

できる利点が加わる︒実用上︑賑

点の立地を確保することが必褻と
なることから﹁今後は多様な立地

を防ぐため管板クレビス部をなく

行︑初期炉のこうした故随の丙発

すことも検里中で︑躍備ができ次

・王

欝 麹八
窪3．
D麹
︐

痛丙︸蕪

藤

25mm−250mm（2280m鵬）

鷺待謡鮪灘蛎
きを中心に特簗︑このなかで歩ん

﹁電気事業

大きく︑電気窮業をめぐる環擁は

レビス部の遊離アルカリを除表す

化学療法︑手術ともう一つ︑癌

光をあびることになった︒これら

ることができ︑ビームをコントロ

粒子線治療には炭素粒子︑または

なろう︒

理のため二次側冷却水に寒入して
いたリン酸ナトリウムが︸︐︸くわず

ていくとしている︒

第︑次國定期以降︑逐次︑実施し

響

一

ルク管理方式に代り、粘度の高い￡XTENSO確TER

，目1定可能ボルト長さ

論が出されている偏と指摘︒さら
に今後の爽用化の問題点について

できた電気常業の姿を克明に追っ

7

は︑プラント建設単価の低減︑吸

ている︒

し

譲効果の向上など経済性の検酎

浄

が璽要な諜題になろうとしてい

電力庫報婆員聖書︑遡商産業雀

している︒

﹁核燃料漏などの項圏を設け総揺

ても﹁原峯力発議鮒発の歩み﹂

の工学的確証とウラン税収の経済
昭秘二十ぬハ痒に飼刊以旧訳庫刊

る︒

躍力親筆婁鰻葉箒

の現状﹂

控について予備的騨価を行うのが
とくに︑実用規模プラントにつ

昭和煕十八年︒この年はまたOP

行されてきた岡轡が休刊したのは

霞的︒すでに騨細設議に入ってお
いては﹁ウラン回収コストに占め

資源エネルギー庁公益壌業部監

り︑五十五重度上期までにこれを

一変した︒

百円︒闇舎わせ︑乏し込みは田本

修︒A5覇︒蹴ぐ︒謹選二千二

界を石油ショックのうずにまきこ

本望は︑こうした燭際環境の変

ECが初めて石縮戦略を発動︑世

ぼう︑これに対する醗気劉業の対

るプラント建設闘蟹却のウェイト

簡上大国から資源

んだ衝撃の年でもある︒この年を

五一︶まで︒

電気協会︵〇三⁝二一六−〇五

が遣分の二をこえるものと試算さ

契機に日添も

ラフ︑表など鯉寵なデータを駆優

癒などについて総合朗に分析︑グ

る︒推進機関は金属鉱業購業腰︒

小国

完成︑同下期から建設に糠季す

ため爵号方式︑浮体構造方式など

れている﹂とのべたあと︑﹁この

いうイバラの道をあゆむことにな

十憾円が見

込まれている︒建設完了後︑工学

所要澱金としては約一

設費の削減も検討する必嚢があ

新型海洋構追物の採用．による建

る扁と指摘︒さらに﹁波力発躍プ

に転落︑石演高価縮織代と

的確舐試験を約三年間寅存する予

また︑実用プラントのウラン圃

定︒

るなど自已金融能力を強化する必

同炉は昨犀慧月二十檬から第五

る⁝⁝といった対策を実樋する︒

一部連続入れ薔えを行い︑管板ク

要がある﹂と指摘︒さらに︑外部

治療に有力な孚段となるものに放

の粒子線は︑高しET︵リニア︒ た︒パイ申間子による治療は︑来

ールして癌組織に形どうりに線騒

ネオンの粒子が利用されることに
物効果は︑従来の放射線とはほと

しかし︑癌の治療は放財線だけ

水処理剤に起
因しひび割れ
葵浜篇丹︒放射能漏れ
通鷹欝資源エネルギー庁は二十

グ〃／彰

一の一の一︷工〇四電謡二七

同庁の発表によると︑故瞳は︑

軸力計蟻EXTENSOME：TE：R3の
機器の信頼性向上を〃

イ

03−470−6741（イk）

03−404一一4894（争誇架．μ｝り垂）

洋開発の推逸方策について﹂と題する第一淡筈申のなかで明らかにしたもので︑まず八○試薬半ばま
でに焦産十詩鰯程度のモデルプラントを建設︑これをふまえて酸終的に瓢OOO鋸時点で二〜⁝二千漣
ウラン／隼の商藁プラントを軌道に乗せようというのがそのねらい︒このうち︑第一のステップとな
るモデルプラントについてはすでに群細設謝に入っており︑来隼塵には建設に熟手する計画だ︒

の改良︑吸魑方式の比較検討③環

ス部に遊離アルカリの形で濃縮さ

ラント︑温慶差発電プラントなど

かだが残存し︑これが管板クレビ

収システムのあり方について筈晦

方策を展開する﹂ものとし︑他羅

明確な判断は行えない﹂としなが

は﹁残された開発要爽があるため

れていたことによる主力腐食捌れ

門二〇〇〇無蒔点で二〜三千ナウ

地下︑海上︑離漏などでの立地に

ラン／年のプラント建設を目標と

題︒また︑筈嘩は千ゾ規模の商業

安定度の幽い原子力利粥をめざ

このため岡庁は︑嶺該蒸気発生

境インパクトの検討IIなどが諜 力との共岡立地方式や長期的には

すわが国としては︑海水ウラン開

このほか︑実用化プログラムで

との蕎えをあきらかにしている︒

ト低減についても横臆すべきだ﹂

わが國の 原 子 力 発 電 開 発 に 必 要

らも﹁ポンプカラム方式︑海流利

とのコンビネーションによるコス

なウラン澱 源 は 撲 期 契 約 や 海 外 擬

払多厨雨龍︑加圧浮上方式︑浮体

二本と︑その後実範した渦醒癒探

器に対し①ひび謝れのあった細管

響二十三水の合盛二十五本に栓を

韻検査で異常儒弩の認められた細

また︑こうした電源開発のだめ

方針だ︒

であることがわかった︒

このうち︑モデルプラントの建

は①機雛・設備の大型化②吸漣剤

ついても検討︑さらに地元との共

する﹂としている︒

方式などについて検討したが︑一

の質金調達問題については﹁今後

する②運転摩撮申に管板クレビス

はエネルギー転換への対応など電

十四懸KWHから五九％・千三薦力特萄の資金購蟹が触速化し︑

次側冷却水の張暫えを行うととも

部の減圧沸騰による洗浄および二

電力騒も七八痒の二〇％・篇七

弓場の伸びを大きく上圏る司能性

百八十二懸KWHを大きく上園るを内嫁している﹂と述べ︑﹁この

に︑還転開始後に二次側冷知水の

＋九万KWの原発を二〇〇〇隼に 三門KWHにアップ︑石面︑Lそ
Nの調達規換の匝額化は一般金融

画︒これによって総発電設鮪容騒

は二千葛八＋秀KWにする計G︑石炭をあわせた火力禽馴の六

最体的には一九七八薙で四酉照

る建込み︒

存共栄に無極的に取りくんでいく

発による国産ウラン確評の濫をひ

設は海水ウラン園収技術システム

〇〇葎の鍛大電力翻要は四千八筥

﹁ごOOO奪には金発電設備に均㎎・五％と想定した場合︑二〇
占める原発の厚編は四〇％以上﹂

らかにしている︒

ー多様化を図る﹂との和え方を明

@盤二〇〇〇年の秀策定

原発の割合40％超す

円を兇込んでいる︒

らくことが極めて璽饗扁と強調︑

九九〇鋸

繼縺Z年代には実用化を図る

必蟹がある﹂との基本戦略をあき

かし︑ウラン壷源は㈱在しており
とくに巖近ではウラン供給腱の核

これによると︑まず一九八○年

らかにしている︒

に対する制約が強められつつある
賦以降︑年産十詩修ウラン穆慶の

不拡敵政策を反映してウラン腿用

のも窮爽︒さらに︑︸九七四璋以

マ⁝シャルプラントの建設に移り

量産理乱〜数十沙ウランのセミコ

モデルプラントを建設︑このあと

ったことが承すように近い将軍ふ

降三年聞に約六悩の価格急騰があ

たたびウラン価格が高騰するとの

蟹金蔓選についても﹁擾期低利の

ため︑まず内部留保の贈官をはか

NG︑石炭をあわせた火力二千二 働率の向上対策を強力に描進︑さ

射線法があるが︑この治療にとっ

島のロスアラモスで︑また放射線

を集中で選る利点が加わるが︑生

璽粒子線による治療は米国のバー

んど変わらない点に一つの弱点が

このため︑軽水炉の儒頼監︑稼

酉＋四万KWとほぼ岡レベルにな らに原子力発羅の圏主技術を確立

約五千五頁万KWと想定︒こうし 力は約躍O％となり︑石魏︑L
た供給計薩の墓本的認識について

紀を貫流した﹁長期総舎袴下ビジ

千ゾウランの商業プラントを建設

は﹁原子力を中軸とするエネルギ

一九九〇隼ころまでに庫石数百〜 11蘭繭資力は十四鶏︑二十一撹 万KW︑これに対する供給設鮪は 五手四酉八十五万KWのうち原子 ことになる酒量だ︒

こうしたなかで︑鯉山は海水ウ

それによると︑経済成長率を平

ョン﹂を策定した︒

て簸も大切なことは︑周囲の驚常
エナジー・トランスファ︶放射線

治療の究極の姿と心えられている

クレイ研究所で避められるなど︑

でなく︑補間︑癌の化学療法︑癌

圓定検ゆだが︑十月ニナ四闘︑そ

ル︒こうした研究聡発をふまえて

組織を掘わずに十分な殺癌線騒を
と呼ばれ︑蛋体内における磁離作

速申盤子線による治療は︑線璽

ある︒パイ中翻転線には線鵬分布

外綴︑転換紘債の発行など資金調

するというのが零本的スケジュー

癌の組織に繕えることだ︒禦実︑
用がはるかに大きいのが特徴︒

線騒分布の 改 藩 を 基 盤 と す る 放 財

世界中の研究醤の手によって検討

こそ発展し︑水躍が向上すること

免擬など︑騒薪の技術を簗中して

分布が従来の放射線とまったく同

ているが︑パイ中間子による癌診

このように︑癌を簗中的に治療

が予測できる︒

する上で放射線治療の技術を陶上

一日︑原子力安全婆鍛会に関照電

子を標的物体に衝突させて発生す

生器の故障の原盤と今後の対策に

力美浜原子力発電所一

子は陽子︑聰子などの一次籏遼粒

断は不司能だ︒そして︑パイ申間

と盗物効累の二つの利点が備わっ

線物理学の濫歩によって︑発展を
放医研

癌診療の将来占う重要課題

脚光浴びる粒子線利用

一方︑瘤 放 射 線 治 療 水 翻 が 向 上

とげてきた︒

の放射線では根絶することが困難

するにつれ ︑ X 線 ︑ γ 線 な ど 従 来

な種類の癌の存在も明らかになっ

きわめて璽要な課題であり︑十奪

させることは︑癌診綴にとっても

黶Z一一五一

讐機蒸気発

を患部に難中させるシステム工学

る二次粒子なので︑出力やビーム
じなので︑正常組織に与える損騒

B蒸気発生機中の二水の細蟹の全

が進められている︒

感受性が低 い 癌 で ︑ 悪 性 黒 色 腫 や

島クレビス部︵細蟹と細管を支持

原薩に入会

実用化の研究を進めなければなら

住所申央区束橋

ない︒とくに︑蚤粒子をはじめと

ラサ工粟︵株︶
これらの次代を担う嵩エネルギ

一方︑重粒子線治療に必要なシ

社養関水和武氏
ーの粒子線を使うことによって︑

ンクロトロンを製作するには︑親

ついて報告︑了承を欝た︒

中性子線にみられた治療効果をよ

は無視できない︒したがって︑速

生体内の魑組織に限局して︑放射

術の改養につとめ︑粒子線治療の

骨肉腫︑および②局藤進行腫とい

線を与えることが町能となり︑速

オーシャンキャスクリース︵株︶

︻丹機

工〇三

住鷹表恭変更新表示は中央区日

醐へ一葵浜

本橋小斑町四の︸

する籔板の振戦部︶にひび割れが

劉れは原子炉運転の初期に水質籔

一茨系に漏れたものと判明︒ヒビ 故瞳修復を終え篇月末には運転再

一九八O庫代における癌診療の簸あり︑これに趨困︑一次冷却水が

いる︒

も鐙要な課題の一つと袴えられて

する粒子線利用に関する研究は︑

先の癌発生頻度を予測して治療技

う早期であれば放粥線で根治司能

り確実にするためには線墨分布の

されている︒

在の技術水準で十分対応できると

がある︒

にもかかわらず︑発晃時購が遅れ

申性子線によって得られている治

生物効粟︑診断の三樋の放射線治

璽粒子線には優れた線懸分布︑

上に解決しなければならない問魑

たため治癒が劔難となった癌⁝1 より優れた粒子線の採用が不可欠

療成績をさらに岡上できるものと

てきた︒それは①本質的に総総線

するために﹁ハード蕨はもちろん

ラン回収謝画について﹁自立的な

放射線治療は︑装麟を近代化した

需＝一一＝翼一＝＝営一雛一一＝識認＝一一二備コ雪＝一＝＝＝＝一一潔一一備偏＝＝一＝一罵＝一議一一篇聯＝一一嵩＝＝騨篇篇一一一＝圃＝一輔＝一一一＝隔襯認一一＝＝鱒＝一麟＝隔＝＝一一：騨備＝一一一＝＝＝＝凹一一■雛輔＝雛喘襯一：一＝一＝一＝獄二＝＝鴨＝禰コ＝雛瓢鼎＝一一齢＝雛＝鴬御＝脚輔凹一＝＝＝一＝一帥一＝＝贈＝一＝榊＝一脚轍

核燃料サイクル確立を通じ︑より

懸念も強い︒

プラントの建設籔として約五千億

ごろまでの所要醗は確保ずみ︒し

鉱の努力などによって

∠L

しかし︑これら蕪つの粒子線に

予測された︒

東京都渋谷1）Gl揮、前3−29一玉奈良ピル

㊥150

≡

で︑その開発研究が︑将来の放射

すでに陽子線については︑スウ

なっている︒

ニュークリア・エンバイ鳳メンツ株式会社

」
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線治簾の行方を占う璽要な誤題と

これらの 難 治 牲 繊 の 主 役 を 演 じ

である︒

ているのが低酸素癌細胞であろう
と推定できたため︑速中性子線を

叡tensometerの資料請求は下記へ一

灘灘
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1

三〇鼓曾
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｝

も／
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量
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±2％以上
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米国ではすでに航空機やロケットはもちろん原発プラ
ントの電要配管、機器締付ホルトやRPV据付ボルト等の
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灘
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MET￡Rかイ史用されております。誤差の大きい従来のト

による超音波軸力測定ブ∫式の採用か原」な力業界で急速
に広まりつつあります。

W
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麗
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新
子

原
（第三種郵便物認可
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○

高

高

＝騨

ATR原型炉・
﹁かげん

冒8︒＝・．．燗﹂

騨8菖・惇β曾順ご︒・・

炉．・・；・

．噸．＝・魯曹慮﹃・・︒﹄⁝曹・

事噛

騨

響曹＝：曝．．．轄・噂．

わが国初の国産動力炉︑新型転換炉原型炉﹁ふげん﹂が一昨無十一月十三鐵雫前九時引分に

．

その後︑誠運転を経て︑このニ

四飼もあったならばプラント運転
がいかに難しいものになったか︑

生産ラインとして製造することが
ループニドラム設計への合理化の

いや︑運転は一体司能であったか

できるという見通しも偲られた︒

ということなのである︒

予算と見積り提恭謹の大きなギ

悪翻していることがわかった︒起
動︑停止︑過渡的変動︑出力変璽

ャップのために︑絶体絶命に追い

決断が︑もうひとつ重大なことを

などの脂に︑プラント運転にとっ

込まれた時の決断が︑今臓の運転

カータ〜大統領が核拡散を恐

全確保のための有用な特性をもつ

役立てるべく研究してみると︑安

て蒸気ドラムの水位制御がいかに

れるプルトニウムが︑平和利用に

換炉ATRの原子炉特性を安全な主要なポイントで︑かつ詳細な配

ことがわかり︑わが国では新型転

を配らねばならない蒸気ドラムが

慮を必要とするか︑もし同蒔に気

つ︑ニループニトラムという設謝

から並行して検討を進めていた動

合理化が達成された︒また︑以前

いるのは皮肉である︒

ものにする重要な役割を粟たして

材ジルコ愚詠ブムロ金の中性子照射

る冷却樗喪失瑠故の発生を袴亡し

原子炉冷却系統配曹の破損によ

も好ましい特性であろうと考えて

いばかりでなく︑燃料材にとって

とがわかった︒これは︑運転し酬

証の道を開いたのであった︒

による特性変化を実炉で照射しつ

て設置している葬常用炉心冷却系

⁝

イクルの特徴

︑
⁝

ATR燃料サイクルには①冒

︑匿；露⁝﹁⁝A→R燃醗サ⁝；︐．⁝♂

⁝

⁝その笛済み燃醤に磐ウ⁝

⁝ラン鰯が・ウラン羅プラン⁝

u櫓野鶴⁝

下になるまでウラン獅が有効
⁝に利用される②軽水炉の使胴
⁝
済み燃料の減損ウランには︑

⁝
と︑この申性子吸収性のウラ．

として濃縮ウランを製造する⁝

混在していて︑これを康材料

諜雛曜莚⁝

の成功︑そしてプル・バーナー実

ルトニウム冨化混命酸化物燃料を

燃の核燃料部門菓海醜業所で︑プ

世界一丈夫な
つ︑適時に取り出して材料試験に

▽停止後の余熱原子炉停止後

いる︒

ンマ線の形で燃料外に出てから熱

の崩壊熱の一部は︑中性子線がガ

いる︒原子炉冷却系統の大口径聞
継は下部ヘッダーまでで︑下部ヘ

になる︒軽水炉の場台︑それが慮

統の設計が︑強制循環型になって

ッダー以後は二κ径の細い管で各

一などといった特徴があ⁝

ン蹴が濃縮度の高いウランほ⁝
⁝
ど多く混在することになって⁝
しまうため︑減損ウランはプ⁝
ルトニウムを欝化してAT︸R
⁝
で使用するのが最も望ましい⁝

に置いて︑なるべく高レベルの中
性子束があたる送別をした特殊燃

圧力管に連絡していて︑下部ヘッ

炉冷却栃を介して除熱する必要が

接冷却材中で熱になっても︑原子

供するように照射試験片を中心部

料体で︑これも軽水炉に範をとっ

ダー自体は容器の基隼で設計・製

安全設翫のいろいろ

原型炉﹁ふげん一の設計・建設

たわが国独自の弩え方で︑圧力讐

作している︒大口径配管の下部ヘ

・

の仕窮は︑わが国の安全棊攣にも

の健金性を確認しながら炉の運転

燃料集合体

とつく安全設計と︑それを蕉しく

を進めていく仕纒みになってい

び

一

一

といっても職人ではないかもしれ

結

立にひと役

エネルギー自

る︒

実施する心嚢管理の津料であった

いこと︑さらに︑圧力蟹から重水

に璽要かつ腫留なものであった︒

運転を通じて得られた知見は︑実

ATR﹁ふげん﹂の設計︑建設︑
遮蔽体への伝熱のために顔子炉鯵

への放熱と圧力管延長部から酒水

止後冷却系統︵余熱除表系統な

とがわかった︒

負荷喪失︑

も得恵になる誘ばかりではなかっ

訂正を行ったが︑それらが必ずし

いうことのために︑多くの変更︑

ど︶の負握が蕊O％程度少ないこ 初めてのものを設計︑建設すると

▽過渡時圧力変動

タービントリップ︑所内當雨霞源

現在︑この原型炉﹁ふげん﹂の

たことはもちろんである︒

喪失︑給水喪失︑隔離弁急追など

よって褥られた知見を反映して︑

設計の畏駈を生かし︑その運転に

の通常運転中に考えられる各種過

炉燃糟部に流れ込む構造となって

渡現象発生時の原子炉系の脳力上

いる︒

﹁ふげん﹂計画を

機器の開発

WRの基蘂値に一致させてMC理
Hプラントのプロダクトとして一

R︶

だ︑いわゆる減損ウランが得ら

このことは︑原子炉がその雪除

入燃料でなく﹃国内において発生

源を蔵ちに通用すべく努力し︑輸

を備えているものである︒この資

等

懸獣

ζ

傷馨

糞

舞撃馬

獲麟灘

−

瀬瀬懲懲裾

継

⑬

（送料300円）

㌧・；3 ：ち＝＝・幽齢；︒＝書．＝●・・⁝ ．．・9竃・．33・︒・

岬

晦福井県敦賀暴鵬で一〇〇％欝気出力を達成︑うぶ声をあげてから一興余が経過した︒張力十六副

一

酬

畑万五千KWの同炉は︑この間︑さしたるトラブルもなく順調に運転︵送電︶し︑数々の性能試㍉
験を濁足に終了した︒多くの特色をもつこの炉だが︑果たしてそれらは十分に生かされたの

トダウンが司能になる︒

ラム設計とすると︑かなりのコス

㌦か︒動燃窮業団の服部禎男氏に成果の︸端をご披露願った︒

漕

考え方・設計・傑守・運転管理に

ところがここに安全性の問題が

糊するわが国特荷の厳しい安全墓

あった︒日︑米︑西独などでの原

華に適倉させて︑臼本人技術灌特

験データや軽水炉の経験を反映さ

有の詳細な気の配り方により・実

子炉冷却系統の最大山径配管が瞬

子力発電所賃金設計の棊本に︑原

時に破断することを考磁し︑この

せたものであるということであ
る︒

十分確保されているという条件が

冷却秘喪失唄故に対する安全性が

ッダー入口部に逆止弁を設け非常

あるが︑AりPRでは申性子線やガ

る︒

ンマ線によって運び出されたかな

ない︒あらゆる実験︑解析︑試

用炉心冷却系統の水を下部ヘッダ

およびプルトニウムの崩壊熱はウ

りの熱が重水中に発生すること︑

ある︒天然ウランまたは微濃縮ウ

醸力管型璽水減速炉

口に向かうことなく強制的に原子

ーに注入するため︑水は臨接破断

炉心素姓

の設計で︑その冷却材中の蒸気体

験︑検量︑設計検討︑設計変璽な

積︵ボイドと呼ぶ︶の贈加によっ

するかという︑原子炉自体の特性
を定める問題がある︒このボイド

ラン麟の核分裂の場禽よりも少な

ど︑そのほとんどが安全確保のた

男

めの努力であった︒以下︑自製開

ラン燃繕の場合︑この冷却材喪失

羅蝶輪論士雛塑

β
虚獅

禎

資源リサイクルの無力炉
厩幌

運転順調︑知見も数多く
動力炉・核燃料開発室簗

団新型転換炉醐発本部緊鱒

的なものをあげてみると；⁝︒

発ATRの安全設計癒のトピックて原子炉の反感が増加するか減少

ペレットと聡警籔の相互

ったQこの理由は︑ボイド反応膜 電気出力六十万KWのA？R実証

軽水炉が濃縮ウランを輸入して

炉の設計が進められている︒

閉度の高い主蒸気隔離弁等があ

長薄命インコアモニタ︑および密

れ︑若干のプルトニウムが得られ

るプラント︑つまり便用済み燃料

トを適当に混含して燃料に縫用す

査の面で︑定常運転時にも︑また

するもの﹄によってエネルギー源

とし︑エネルギー自立に一役を果

予100東簑都千代田区大手町1−5−4／電話（03）201−2171（代）

日本技術の集
その特徴−

大成ぶげん﹂⁝
昭和四十二年︑動燃瑠業団の設

立に際し︑当聴の原子力委員会
ん﹂の設計に際し・昭和四十五無

さて﹁ふげ

に非常に大きなできごとがあっ

苦難から成功へ

求めてなるべく濃縮ウランを必要

た︒それは︑三四八十億円という

は︑高速憩殖炉に先行する炉型を

理して得られる減損ウランとプル

としないで︑使用済み燃料を再処

二十億円︶に対しメーカーから握

予算認可額︵うち機械装躍費二酉

出された機械袋置兇積り総額が予

団は︑何が何でも契約を成立させ

︵正のボイド係数︶︑四ループに

がより猶大していく効果が激しく

燃料

国産技術で成し遂げるという基本

して冷却材喪失箏故の影響範囲を

昇が︑予想外に少ないことがわか
方針から︑従来輸入されていたも

が少ないことである︒

係数がゼロ近辺であることと余熟

合︑正のフィードバック効渠の激

のを国産化した主なものに︑原子

反応度係数が大きな正の値の場

炉再循環ポンプ︑制御棒駆動機

プを大きく︑被覆管を謡講にする

る︒すでにふれたように︑プルト

しい炉になって制郷が困難にな

干渉を避けるために︑そのギャッ

ため肉陣は大きく︑燃料棒の曲が

たり︑濃縮度の高いウランを幽閑
しないと︑呂力の異常上昇のため

ッドの数は多く︑そのグリッドを

りを生じないようスペーサ・グリ

炉心部の四分の︸の領域に限定し

に︑燃料の温魔がその基準値を超

から︑その採用を決定した︒

度係数を負にする精性のあること

としていだが︑試運転での各種過

なく︑全出力運転時にも設計値を

過渡現象はほとんどないばかりで

子減速機能が静かな璽水によって

過渡現象発生時にも大きな安全余
▽炉内出力分布︑炉内全ピーキ

ある︒

安田火災大手町ビル7F

トニウムを使用して運転できる
等︑燃料サイクル特性の鰹れた炉

算の二倍以上になっていたことで

として璽水減速沸騰軽水冷却炉に
よる獄接サイクル原子力発電所の
ある︒しかし︑このプロジェクト

ねばならなかった︒この常識を照

を推進する璽務を賃つた動燃薯業

率よく燃焼させる璽水減速炉であ

この型の 魅 力 は ・ ① 核 燃 料 を 効

開発を決めた︒

る②途中に蒸気発生器を介するこ
えた設謝合理化の作業の中に次の

すなわち︑麗麗り仕横の設計で

事項が含まれていた︒

となく︑シンプルである③駈要璽

は蒸気ドラムが四個あって︑原子

水回が少なく︑しかも加圧された
系で璽水を使旧しないため︑その

れぞれル⁝プは互いに独立した原

炉冷却系統は四ループに分れ︑そ

漏洩璽が極めて少ない④軽水炉技

リスクが少なく︑皐期に開発でき

術の活用できる部分が多いため・

子炉冷郊材圧力パウンダリーを形

まとめて︑圧力蟹流路百十二本を
一つのループとするニループニド

バネ特性など耐久性を鍵くするた

﹁ふげん﹂の設計では︑B を国内で再処理すれば︑その再処
めにインコネル製とするなど︑こ

▽最小限界熱長束比︵MCHF
醒気をつくり︑その使嗣済み燃獅
ちょうどその頃︑プルトニウム

ニウム混合燃料がこのボイド反旛 構︑希ガスホールドアップ装置︑
えてし濠う︒

混台燃料を便用すると炉心のボイ

の燃料樂合体は︑イギリスのある

渡現象試験の結渠︑この原子炉の

心箱効利用率が高く︑燃料燃焼が

約一年間の﹁ふげん﹂の運転に

確保され︑かつボイド反例度係数

裕をもっていることを示すもので

る原子力発電所として鍛適の稲垣
ルコニウムとニオブの禽金︶を便

よって︑数多くの知兇が得られた

がゼロ近くであるため︑核反応が

七となった︒

大器に上團り︑MCHFR11と
二い
・う﹃国内資源﹄で電気をつく
用しているばかりでなく︑その延

が︑以下︑特微的なものを列挙し

静かに維持され︑定常運転時の炉

▽炉心出力動揺原子炉の中性

がわかる︒

均一に得られる原子炉であること

O以下になる︒このことから︑炉 特徴としてMCRFRが低下する
る︒ATRはこの翼処理プロダク

グ︶の全凶子を考慮した値が一∵

F冠が一︒九よりも大きいか同等 ％弱の燃え残りのウラン勝を含ん

ト憩によって反癒豊熟となる現象

燃秘轡門家が世界各炉の燃料仕撮

圧力管圧力籔の鼓舞・製作に

遷転特性

・い圧力変動

⁝予想外に少な
のボイド反応度係累が負で︑出力

は特に詳細な配懸をして︑残留応

る︒

の掴制されることが計舞および実

ると評したものである︒

を比較して世界一丈夫な燃料であ

強制徳環型葬常矯炉心冷却系統

ム混合の場△﹃冷却材喪失薯故時

験から確かめられた︒プルトニウ

の上昇を発生しないことがわかっ

力を除くため黙処理したもの︵ジ

格低価をどうしても実競させねば

長部ステンレス材とのロールジョ

てみよう︒

こうして︑契約成立のための価

た︒

ならない絶対絶命の要照から︑発

イントの方法には特に細かな配懸

スマイナス○・八％以下であるこ

心中性子束動揺︵ゆらぎ︶がプラ

ニウムを窟化した混禽燃料を使用 をし︑ロールジョイント部には応

電用原子炉で世界に先んじプルト

ング係数︵軸方同ピ⁝キング︑拳

たしたいものである︒

径方向ピーキング︑局所ピーキン

定価2，700円

Bの

二十四本中四本の燃料は︑圧力管

A5判・約550頁

…締

力除去作業を遠加している︒一一養

美装本

一
一

氏

部

によって︑十分安全性を確保しつ

生年、最終出身校、出身地
☆組織については、本祉（部）、工場、営業
所等の支所の所在地と電話番号
☆個人、組織の両面から引ける完全索引つき

☆500組織、10，000名にのぼる総合無名録
☆企業、団体、委員会、学界、官庁、研究所
開発機関、国会、自治体、大使館、報道等
☆個人については、その読みがな、所属肩書

力

原
る⁝一などだが︑こうした魅力を

計を特徴づけることは︑それがわ

もつATR原型炉﹁ふげん﹂の設成していた︒これをニループずつ

が国特有の環境安全対策の厳しい

観︑
ノ鉱

轟轟

筆熱

奪餐
嚇回避黛

わが國初の霞主開発動力炉「ふげん」

服
するという決断が下された︒これ

わが国初のコンピューター編集による〃

好評発売中

日本原子力産業会議

ごノ主文・お問合せ先

繋

（6）

第1012号
（第三種郵便物認可）

高

高
子
昭和55年葉月24B

一第盤013号一
昭和55年1月31日
毎遇木山El壁行

購醗料1庫分薗金4500円

1邸100F…（送料共）
会

力

臼

専門部会 を 設 置
原子力委

の協定偏が今年宋で瀧期になるた

藁林輩潤段︵幾祉党中央執行委

る﹂として従来の楽観論を撤回︒

論器にはハ。ゲン囎鞭臨フィルターにより巫
器にはハ。ゲン囎鞭臨フイ、レターにより〔魎ア瞬沸株式金牲

炉に関する偶報交換と協力のため

め︑協定の期限をさらに五鎌間延

擬する②協力を宵効にするために

を強力に推進するとともに︑蟹源

鴎§シリーズ

は︑すでに得られた惜報から順次︑

日英高速炉協
力協定延長へ
第六醐臼葵轟速炉会議が一一十一

外交を稠梅化する必璽がある︒ま

顧

於臓軸

札幌（0屑）72り一6604、盤1台（0222）62−7／8窪．名着屡i（052）203−057窪、大阪（06）344−539／、福岡（092）4りり一5735

分科会も設け︑騨価検討を餓えて
いくことになる︒このうち﹁実用

〜二十九Bの約一趨間︑更漿︒赤 噂門家翁議を設翻︑鰯報交換誉緊

化の悪義﹂については昨隼八月に
原子力委員金が新型動力蝉開発懇

締結している﹁液体金鯛冷却高速

坂の動燃水社で關かれ①臼英間で

︵宙蔑党螢源エネルギー調査会

密にする⁝1ことで合画した︒

談会からの報欝を受け決定したゆ

§

間炉戦略の発隠しが中心になるも
ようで・﹁技術評価﹂ではその性

長︶が﹁かりに世界の石癌消費が

に減塵で灼応ずるため︑将来にわ

減少したとしてもOPECはこれ

討論宗では・塞ず鶏金の生霞麗

れた︒

朗践︵野戦エネルギー経済研究所

﹁経済性﹂では実証炉富体の建設

能︑安全牲︑運転保守性など︑

蟹や運転維持蟹というだけでなく

たり石抽がだぶつくことはないだ

所畏︶が石癌購給について﹁獲期

啓典氏︵公明党エネルギー饗源鮒

ろう扁と指摘したのに対し・蠣出

二月一戦から約

て戦舗がおこってもおかしくない

風︶も門八○隼代は盛暑をめぐっ

の動きは厳しい方向に向かってい

策部会畏︶も﹁石癌をめぐる世界

格は九〇薙代に八十が／疹にも上

ー危機を三三するための巨体戦略

昇しよう﹂と懸告︑このエネルギ

鮒にはひつ迫が箏翻され︑その癌

軽水炉と比較した実用炉としての
評価などに熊点が躍かれそう︒

力六＋万KW・ウランとプルトニ
ふげん︑初の
ウム混焼型の実甑炉について概念
定期検査へ
殺謝を終了︑戦力業界とも協力し

経済牲など年内に結論
原子力委戯会は二十九随の委農会で︑薪型転換炉実証炉罫価検謝騨門部会の設躍について決定し
た︒同騨門部会は︑軽水炉から高速炉へとつなぐ動力炉開発墓幹路線の中開炉として新型転換炉がど
のような役割を渠たしていくのか︑実証炉を対象に実用化の恵義や技術︑経済性などで評纐を加えよ

初の定検入りをする︒燃料取廼え

は極小化すべきだ﹂と闘題握趨し

た︑エネルギー価格への政府介入

については﹁代薔・雀エネルギー

のほか︑原子炉本体︑燃剥取盤え

薪型紙換歯原型炉﹁ふげん﹂は

の繕聚も含めこれらを通じ騨煙霞

設翻を窮めているが︑原型炉遡転

機︑冷却系設備や補助系︑制御鞭

この秋九月をメドに昨琿から調整

酎に必要な偶報・資料を蓄幽して

うとするもの︒一〜二週間のうちに構成メンバーを間めてスタート︑年内をメドにできるだけ早く結

きている︒このため聯門部会で

二か藩閥の日穫で

たもの︒動燃窮業団ではすでに出

今圓の轡門部会設醗はこれを受け

さらに︑中村露光践︵社会党エ

代原基八牽が説は多少疑問漏とし

ネルギー政策婁賢擬︶も﹁九〇鉦

ながらも掻期的な隅給ひつ適論に

︵共薩党科学技術部会摂︶は﹁メ

はほぼ轟轟︒また︑瀬購博義氏

のインフレが石油輔格上昇の要岡

ジヤ⁝の不当な鶏かせぎ︑来ドル

となっており︑単純に羅給苧灘だ

けで石油の将来を論じるだけでは

一方︑沼本的な原子力職略につ

解淡にならない扁と述べた︒

いては始蘭氏が門皇子力開発に殿

大の蜀点をおく﹂と述べ︑壌鵡沃

も門原子力の安定した運転に力を

これに対し︑瀬騎乗は﹁傾斜開

発は蜜全無視につながる﹂との従

粟路線を確認︑また中林段は﹁石

漉代替については薪エネルギー︑

の醤及をさけた︒

石炭で賄う﹂とし原子力への薩接

回原子力産業懇談会を来たる二月

今團は︑公鯛党政策審議会会長

正木農明氏の﹁運盆艶麗とエネル

る︒

ギ⁝政策一と題する謂演が符われ

懸サーベイメータ

携帯に便利なポケット形

電離箱サーベイメータ

A馳海臆の定評あるサーベイメータ

齢を得る方剣︒

に決定する﹂とうたわれており︑

これに対し・まずエネルギ⁝隅

給兇通しについては始畳字軍氏

じ込めの機能︑放射線遮蔽等につ

状況になっている恥と述べた︒

討を朽い︑昭和五十隼代半ば濠で

衝︑璽水浄化系配慧および原子炉

た︒

新型転換炉は︑昭和照十二璋か

義︑立地条件︑放射線簿理︑環境

農工購も行う︒

給水系クリーンアップラインの改

報管は︑適用灼象︑用語の定 実施︑この間︑冷却材浄化系配

駆動装縢︑蕪気タ1ピンの点検を

ら動力炉核燃料開発珊業圏を中核

安全審査で基本方針

策の七項園にわたって墓塞的な考

安全・鵬界安全・その他の安全対

この報告を検酎したのち︑安全審

え方をのべており︑安全婁麗会は

核燃料施設対象に
の安金霧齎に際し︑統一的観点か

設︑再処理膳設などの核燃料施殴

社会経済圏罠会議と日本エネル

・騨門部会

原子力安全婁

原子力安全委員会の核燃料安全

核燃料安全出門部会は︑五±一

ギー経済研究駈共催の﹁エネルギ

対する考慮︶

指針6︵放射線耳糞籔理︶核

心﹂とこの響え方を支塾した︒

いて適切な対策を謂じる︒
入れる必要がある﹂と強調︑藥林
捲針18︵珊故臆に対する考懸︶ 氏も﹁申︑長追的には原子力が中

核燃料施設においては︑麟故に

指針1︵纂木的条件︶
施設の立地地点およびその周辺に

の臨騨鋸故聴に

っていること︒

管守および修理ができるようにな

瞳§シリーズ

GMサーベイメータ丁購§画羅門門

にナショナルプロジェクトとして
自主關発が進められているもの︒
昨隼三月には八鋸余︑総工費六百
八十五岬山を投入し完成した原型

基準寺門部会︵部会畏・爾瀬懸平

らの評価ができるように︑核燃料

鎌十︸月︑核燃料施設の安全基準

癖﹁ふげん﹂が定常運転入り︒塁

く順調に運転︑この聞行われた各

間はその後さしたるトラブルもな

旛設に共通した婆誤審蛮の墓園的

を審議︑とりまとめるため設麗さ

総合エネルギー
政策めぐり論議

東大教授︶は二十八臼︑﹁核燃料

考え方をとりまとめたもの︒新体

ー政策拳闘会﹂が工十四営・藁獄

査塁本方針として決定する︒

駅性能試験でも良好な成巣をあげ
施設安全審査基本方針に隔する報

制下で︑従来の原子購指鉗に薪し

れたもので︑これまで五画の騨門

・平河賜の躍本海運クラブで醐か

五大政党酎総会開く

るなど国産励力炉としての優秀さ

に報告した︒釧麩本方餅蜜照

懸盤﹂を︑同武事会の吹田細管掻

これにつづく実鉦炉については

く燃料のそれも加えて兜了し︑

部会をひらき︑結論を得だ︒
成文化した︒

る安全上懸垂な脳設は︑敷地およ

核燃料施設におけ

袴厳し︑技術的にみて想定される

びその周辺地域における過表の記

指針甦︵地盤以外の霞然口細に

いかなる堀禽でも下界を防止する

ニット樒璽閥の中性子根冨干渉を
施設においては︑放射性廃棄物の

対策が講じられていること︒

指針9︵放射線監視︶核燃料
放出の経路における放射煙物質の

をもつこと︒

れた区域に閉じ込める十分な機能

ニウム取扱い施設︑ホットラボ施

ウラン門島の加工旛設︑プルト

を示している︒

一昨隼九月策定の原画力研究開発
利用畏期計画で﹁総噸的な評価検

核燃料安金輪雌輪転部会がとり
まとめた﹁核燃料施設安全審鷺纂

濃厚箸を樋切に監視するための対

対写した懸報︑通儲遮絡︑従禦蕎

核燃科

指針12︵臨界潮騒に耐する蓄 録︑現地調査等を参照して︑予想

巨峯5︵放射線遮蔽︶

施設においては︑二二暫讐の作業

策が講じられていること︒

の退避箸のための適切な対策が講

次の遡り︒

本方甜に関する報告轡﹂の概要は

条件を考製して︑十分な放射線遮

される地霞以外の艶然現象のうち

じられていること︒

◇

麟︶

最も苛酷と蓄えられる謝然力を弩

核燃料

においては︑万

発生するおそれのある核燃料腿設

誤櫟作等により編界購故の
性に鳳じ︑周辺環境における放射

施設は︑共用によってその安金機

対する適切な対策が謂じられてい

能を失うおそれのある場合には︑

また︑放射性物蟹の放幽の可能

に監視するための対策が欝じられ

線賊︑放射性物質の濃度等を適切

蔽がなされていること︒

燃料施設においては︑従禦蕎等の

懸樋玲︵共矯に対する湾懸︶
放射線被曝を十分に監視し︑櫨凝

瞳した設計であること︒

故の誘臨となる懸樋が趨こるとは

おいては︑核燃料町触の大きな塾

罎︶

共用しない設謝であること︒

揺針15︵火災︒爆発に対する考 核燃料施設における蜜殿上環饗な
するための対策が講じられている

を防止し︑かっ︑万一の火災・爆

核燃料施設においては︑その発生

火災・爆発のおそれのある

湾えられないこと︒また︑万一禦

こと︒

揺針7︵放射性廃棄物の放出管

故が発生した場禽において災審を

核燃料施毅における安金上癬麗

掴針20︵準拠規格および墓雌︶

する篶鰹︶

臼本原子力開業会議は第七十山ハ

﹁辮難﹈
発聴には︑その拡大を防止すると

核燃料施設においては︑そ

な樋設の設計︑工禦および検査に

理︶

放墨が過大とならないための適切

ついては︑適切と門認められる規

は︑放射性物麗の移動に際し︑閉

毒針17︵放射性物質の移動に対 じ︑適切な方法により検蛋︑誠験
て巖も適切と伴えられる設副地震

倶楽部で關く︒

毛針21︵検蛮︑修理箸に対する 十二艮・葉策・丸ノ内の丁目工業
薯懸︶

核燃料施設においては︑外
部醗源系の機能喪失に対慰した魑

慰︶

撮針16︵躍源嚢失に対する考 格︑茎雌によるものであること︒

な対策が講じられていること︒

ともに︑施設外への放射性物質の
ること︒

核燃料施設における安全上璽饗な

指針10︵単一ユニットの臨界管 指針13︵地合に対する薯慮︶

の運転に伴い発生する放射性廃棄
ていること︒

エネルギー政策酎論会

馬181東奈都鼠鷹南牟礼6丁目22番1号費（G422）45一鰍1
馬181

ルギー特性をよくしてあります。
エネルギー特性をよくしてあります。

＼

拡大するような襲象も少ないこ
と︒

核燃料

物を趨切に処理する等により︑周

指針2︵平常購条件︶

旛設の平常時における一般公衆の

辺環境へ放出する放射性物質の濃
度等を実用可能な堪り低くできる

被曝線鰍が︑爽駕胸懸な眼り低い
ものであること︒

核燃料施設における滋一ユ

謝上の区分がなされるとともに︑

ニットは︑技術的にみて想定され 旛設は︑その螢要度により醗麗設

理︶

るいかなる腸禽でも騙興を防止す

上璽要な旛設は︑その盤要度に応

指針3︵遡総噸条件︶核燃料 ようになっていること︒
指針8︵欝藏等に対する袴慰︶

切な対策が講じられていること︒

核燃料施設における安金

施設に鍛大鑑建藥故が発生すると

敷地およびその周辺地域における

力に十分耐える設謝であること︒

隠針11︵纒数ユエットの臨界蟹 過張の記録︑露地調戴等を滲照し

る鯉策が講じられていること︒

が二つ以上存在ずる堀愈には︑畠

理︶

核燃料旛毅において

射線躁を実用可能な限り低くでき

核燃料施設に単一ユエット
るようになっていること︒

物質の貯藏等による敷地周辺の放

核燃料施設においては︑放射姓

核

の放紺線被曝を及ぼさないこと︒

した鵬禽︑一般公衆に対し︑過厩

羅針4︵閥じ込めの機能︶

燃料施設は︑放射性物質を隈慧さ

㌧

O

放射線作業に従事する人が作業衣のポケットに入れ（：作業ができる
シンチレーシ纂ンサーベイメータ
よう、特に／j、形軽壁に設謝したポケットサイズの（3Mサーベイメー
鶴騒シリーズ
タです。測定範囲は○〜／00mR／hと広範棚にわたって測定でき、特
謬率のチェックにはイヤホンが用意されて、お求めやすい漁
上舘の他に3HがC爾サーベイメータもあり幽す。
に低回鑛率のチェックにはイヤホンが用意されて、お求めやすい難
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繭立 地 基 準 も 提 案

月十七日︒

﹁原子動力で航行扁

航海に出たのは︑︸九五五年﹁

釈し︑﹇われわれは︑ようやく

金︑運転︑訓練の騨門家﹂と庄

子力巡洋艦ロングビーチの指揮

時代のあと︑来国海軍最初の原

究︒三隼半のノーテラス号艦長

で化学工学︵大学院課程︶を研

世界中の艦船と梅軍を翼薦さ

二十五隼︒海蟹中将ユージンヌ

せた畠発進行の暑令の臼から約

彼をさがしあてた︒この璽要な

このあと︑バージニア州ノー

窃を四年間つとめる︒

フォークの大癒洋艦隊潜水艦部

運営局の麟水艦計画を監囑し︑

半にわたり指揮︒さらに︑海軍

最後の海蟹申揺時代には︑海罵

あり︑金蟷の悟頼がよせられ︑

であるQ彼は︑高潔の持ち主で 隊︵二万五千人︑蕩隻︶を二年

れは︑儒頼が典常に大切な分野

ある︑と納得してもらったQこ

ギーの将来に対する彼の轟務で

INPO所長の名前は︑昨年
役につくことは︑来国のエネル
十二月二十七日︑ウィリアム︒

と弩令した︒

・P・ウィルキンソン︵瑚在退
役︶は︑いま原子力発電還転訓

メサ

ぶ ゑぐ
藩騨

擁翠︑．漣

︑驚ぜ

れている﹂と述べた︒

運営局次長として潜水艦戦部門

その専門知識は並みはずれて帰

七七年六月以来︑ウィルキン

・ラボラトリーズの製品・シス

ス暑に便用される炉心特性の二

子力委員ムムに出岡し︑ノーテラ

一九四八年〜五一黛には︑原

を担嶺する︒

練研究所︵INPO︶の所長S
と・り；会鐸によって発表され

モンガにあるデザイン・データ

ソンはカリフォルニア州キュカ

階制を止め︑一段階制に改める︒

テム撹当の副社長をつとめる︒

いるが︑すでに確認︵され実施︶

これらは︑詳細な分析が必要であ

の窃僚機購の改藁に触れている︒

信頼性をテスト中だが︑イランに

亀裂自動探知および進展澗定法の

リカスタン原発一暑機の臨界は︑

る︒

少なくするため扁と説明してい

性﹄から医料暫と株霊のリスクを

られない﹂ことを指摘︑﹁まだ建

憩し︑建設コストの見通しがたて

ですでにきわめて微小といえる︒

鋼管の被縷材下の亀裂宙動探知お

蒸気発鑑食管材と圧力容器出入口

安全性と倥属に対する偶報につい

と満尾のいく対話が必要である︒

た原発建設について︑倥民や議会

に引下げる︒

！ムだが︑二十八サンチーム程度

の低圧電力料金は約ゴ

を確認︶︒現在︑一KWH当たり認可しないことを明らかにした︒

獅

灘無

には︑

されていないような緊惣対策は一

トリー誌から︶

︵ニュークリア・インダス

三男一女の父親︒

二に携わる︒

海蟹を還役したのは七四隼︒

褥︒サザンカリフォルニア大学

エゴ大学で化学の学士号を取

現在六十一歳︒州立サンディ

ィルキンソン︵友人同士の聞で
はデニスと呼ばれている︶の名

た︒金国から人選した結果︑ウ

前が浮上してきた︒

※國海軍最初の原子力潜水艦

ィルキンソン中佐がコネチカッ

ノーテラス号の艦長として︑ウ

いう新しい切図密に就任する︒

繁利用︒公衆相談局の設置︒介入

ト州ニューロンドン蕎から処女

実施するため規則作成手続きの頻

暫への資金供与など︒

﹁彼は原子力安

チを補強するため︑司能性ある薯

り︑実施までにはかなりの晴間が
つも含まれていない︒TMI蟻故

設計基本頭故潅アプロー

コンソーシャム︵全国運転会社︶

故シーケンスに対して定墨的リス

も臨界準備中だが︑臨界認可は八

また︑ダンピエール原発一曲機

は︑あと数週闇を要するもよう︒

いる︒儒頼性を確立するまでに

諸橿の検糞を行って結論を急いで

送られる予定だった管材と鋼管で

該担当部局を強化する︒運転経験
を設立する︒これは︑小さな霞力

＆舞

ロゴビン報告轡は総論編の第一
を罫価し︑必要な変更が規制プロ

に対する見解も新味なものは兇当

舞臣

巻と技術・資料編の第二巻からな
ク評価手法の採胴が含まれる︒

かかろう︒規制縄織の轟轟にあた

会批の人材山鼠への有効な解決策

たらない︒

グラムの中で履行されるようにす

仏フラマトーム社

ってNRCは︑原子力を含む国内
輸出強化のた
め子会社設立
ロゴビン報儀は︑TMI事故経のエネルギー資源に損審を与えな

いよう配慮すべきだ︒

ロゴビン達は︑原子力が﹁どの

過を巖も強く表現し︑事故原因の

くらい安全ならば十分か﹂につい

四隣の建設中止

米国の電力㌶

︻パリ松本駐在風Mフランスの 割性確立後に持ち越されようQ

解析もかなりしっかりしているが

A−Fがコメント

改薔対策の点が最も弱い︒指摘さ

◇

る︒第 巻は金百八±エい一︑﹁T

となり︑原子力産業の安全レベル

一︑将来の原子炉の立地点は︑

の勲爵に寄与する︒

重要な入口中心から少なくとも十

一︑電力会社の原子力発露所で
の技術・管理能力の強化︵運転員

塀以上離すべきだ︒発電所周辺

の二牽で構成されている︒

商業炉の建設・運転・規制にお

フィーと計画を禽む︶︒プラント

フラマトーム社は︑外国における

は︑ロゴビン報告に対して次のよ

訓練改講のための新しいフィロソ

て結論を灘くのを避けている︒緊

に︑地域の特性︵人口密度︑人口

いてロゴビン報告憲が勧告してい

急時対策や避難墓準に関する問題

一︑NRCを長官制機関に改組に糟通した萄資格の技術監翻者を

とNRCによって確認され︑改薔は︑NRCが現在検討しており︑ 纂申するため︑子会社フラマトー

し︑独立の原子炉安全会議を設置

うにコメントしている︒

寒国のオハイオ州とペンシルベ

規捌が不確案なため

ニア州の電力会社グループ︵CA

X︶を設立した︒資本金五十万錫

ム・エキスポール︵FRAME

中心︑避難経路︑発電所周辺の届

ロゴビン報鑑は︑襖雑なNRCかった︒

面白半分に取り上げるべきではな

注規制など︶を蓄乱した鍛小避難

する︒聾RC内の既成戦力のバ ラ 新 し い N R C 規 則 を 設 け る ︒
謝画区域を定める特別纂躍を公布

蟹理面で多くの改諺策を提案して

の株式会社で︑海外における原発
；・

建設の研究︑製造︑建設︑組立

︐︐多多一︐︐多

四這の原子力発電所の建設中止

PCO︶は二十三臼︑設計段階の

二︐多多

原子力発電ではい象濠で死蕾が

て︑試験︑メンテナンス作業・加

︐︐多 ⁝ 多多

発電しかないことを認めているの

でた例はなく︑石炭や水力︵炭鉱

三多三二多

一︑フランスの謬論は原子力支

である︒労働し︑職場をもち︑暖

孝

だけで琶界の埋藏騒の六％︵十万

持に変わってきている︒五璋前に

〜一

ゾ︶をもつ︒さらにフランスの会

多
多ち 三

一︑契約等により躍力会社の原

一

ンスを︑設計炉の評価から運転炉

二多多

し︑これを運転認可の条件とすべ

多多

子炉を運転する能力を備えた週転

⁝

の監視の方向に窺ちに移動し︑当

一多多

吻ノ綴フ毎ノスと獲多力

工︑サービスを実施する︒社長は

と︑建設中の原子力発電所三基の

ジャン・クロード・レニ社長が兼

完成期日の繰り延べを発表した︒

やダム︶とは異なる︒原発の場合

務する︒

の危険は放射性物資を使塾するか

らである︒放射能が漏洩する危

ついて︑﹁TMI事故以来︑原子

CAPCOは︑建設申止理由に

スでは原子力発霞によってしか供

険があるからである︒しかし現瓶

っていたはずである︒フランス人

給されないことを理解しているの

ネルギーが必要で︑それはフラン

ークの一九九〇隼には一万樋弱と

家庭の六二の電球のうち一病は原

房があり︑生産するためには︑エ

り割安だ︒つ家り設備投資として

なろう︒

放射能の危険はきわめて限定され

門パり松本駐在凪ロフランス工

力政策と規制の不確実性が一段と
ている︒二〇〇〇無に原発周辺に

一︑原発周辺住罠に対しては重

仏工築識発衷

一︑フランスは工業力とサイト

住む蓄がそれ象でに原発から受け

の安金性条件はきわめて厳格で︑
である︒

多くの国の原子力計函は緩慢化

の整備・造成の制

原発三基の臨界
は亀裂対策待ち
重力発醒による︒

原子力計翻促進措麗をとらなかっ

︻パリ松本駐在展︼フランスの
きわめて効率的だ︒一九八○年に

越殖炉を王入すればウラン資源

たならば︑いま頻繁に停電が超こ

ジスカールデスタン大統領は十八
は原発建設費として百六十億湯が

を六十倍に拡大して使用できる︒

る︒現在の消費量は年六千誘︒ピ

露︑欧州第一放送局︵フランスの

投資される︒この投資は堰糊して

社は海外で十四万ゾを保有してい

民間放送局︶のインタビューで

約があるから︑こ

課題はこの原子力

力料金を一五％引下げる︵昨年十

ピークの年には二

を放棄することにより︑﹃不確実

設に着手していない原子力発電所

る︒建設麗や見穂りがムヤミに膨

発電計画を成功させることであ

フランスと原耐力 というテー

卦薄いエネルギー認識

業省のフランソワ・コシュスコ・

して遅れてきている︒欧州のり；

蔚億ないし二芭＋

る放直線塞は︑スキー場で八臼間

モリゼ工業品質安全局長は二十一

ダーは皆フランスをうらやましが

マをとりあげて︑次の通りフラン

れ以上原子力計画

に受ける宇宙線璽よりもはるかに

設備投資の総額に

フランスのウラン保有暴は堰殖炉

億湯に達しよう︒

少ない︒原発の危険は現在の技術

くらべれば比較的

を装入すればサウジアラビアの石

スのエネルギー独立のため原子力

できない︒現在の

を加速することは

一︑フランスは今後目無石油換

小さい︒票気を支えていかなけれ

原発周辺は電気料金引き下げへ

算で二鰹四千万ナから二億五千万

ばならないこの時期に︑原発建設

これはフランスの

臼︑グラプリーヌ原発一個機︑ト

ジの一次エネルギーを消費する︒

る︒どうしてうまくいっているか

聞題であり︑フランス人の知性の

ては︑手のうちをすべて明かさな

ー一︑二弩︒これら四墓の建設コ

デービス︒ベツセニ︑三号とエリ

建設が取り止められた発露所は

現在急速に供給できるエネルギー

油資源と岡騒のエネルギー源をも

高さを示すものと答えている︒フ

ければならない︒

一月十七日国有戦力公社総裁発謡 よび進展測定法が開発されるまで
る璽要な慰味をもつ〇

のための支出は経済騒動を織持す

資源とフランスの選んだ増殖炉技

ランス人は重要なエネルギー資源

張することがないよう配慮し・ま

としては原子力発電しかないし︑

術を軍費わせれば︑フランスのエ

をもたないことを理解し︑原子力

る︒メーカーのフラマトーム社は

準備の諸種のテストを完了してい

炉︶は核燃料装荷を終わり︑臨界

⊥再︒

ペリー一︑二弩︑ビーバー・バレ

完成心臓が延期された発電所は

両原発︵九＋万KW級潴圧水型 ストは推定で七十三億が︒
ネルギー供給の安全性は大きく保

十三サンチ

原争力発電は一KWH嶺たり十ネルギー独立を強化する︒フラン

証される︒

一︑原子力発鱈はフランスのエ

スは石炭も石油もうずかしか保有

は変わらないだろう︒

していない︒しかしウランは本土

っていることを悪嘉する︒ウラン とよく聞かれるが︑それは農識の

今後二十隼から三十年︑その甥態

計画推進の必要性を強調した︒

ロゴビン報告は︑NRCに対しされてきている︒

運転シフトごとに絹み込むための

る主な内容は次のとおり︒

問題は︑響故醸すばやく︑産業界

来原子力産業会議︵AIF︶れているような管理システム上の

同社の地位を明確にし輸出努力を

新しい内容は
ほとんどない

る︒

ベースを実質的に変更する︒これ

一︑原子炉設計の安全性評価の

り！会長は︑

標準化の促進︒安全政策や墓準を

までの建設許可と運転認司の一霞

︸︑新規許認司手続きは︑これ

簿止されるべきだ︒

大統領が決定する場含一以外は

の運転が国益偉きわめて璽要だと

全システムを取り付ける②原子炉

は①事故を軽減するために追加安

きだ︒新基準を満たさない在来炉

着鯉澗魍騒

TM亙でロゴビン報告
※国原子力規制委員会︵KRC︶の特別調査グループ︵ミッチェル・ロゴビン委員長︶は﹁スリーマ

イルアイランドー委艮と国罵への報告霧﹂をとりまとめ︑二十四瞬︑NRCに提出した︒報告書
は︑﹁今期の商業原子炉の安全性における霊要な欠陥は︑ハードウェアの問題ではなく管理の問題であ

る︒このうち特に璽要な問題は︑産業界とNRCの根本的改革によってのみ解決される﹂と結論︑そ
のため︑NRCの組織強化︑原子力発電所の技術・総理能力の強化︑新しい許認可手続きの採用など
十一項目にわたる勧告を行っている︒この中には﹁絡来の原子炉は人口中心地から少なくとも十三以
上離れたところに立地されるべきだ﹂との新立地慕準の提案も禽まれている︒そして︑﹁これらの措

圏が施されなければ︑スリーマイルアイランド︵TMI︶と同様︑ないしはもっと厳しい蟹故が起こ

睡

MIの薯故経過扁と﹁絡論と勧告﹂

る可能性がある﹂と響告し︑改善勧告の完全実施を強く要求している︒

INPO所長になる

閥〜一 十五サンチ⁝ムよりもかな
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び安全性の追求等により信頼を独占し、世界120ケ国の
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○

三

二

力

原

鎌継核融含

協力協定

蓮
華

行勲する若い頭脳集団
麟でG自主的研究で好成果
雨国独国の研究システムを縣璽するという︑わが国の畏い圏際協力のなかでも︑画期的な研究協力
協定としてスタートした日米核円陣協力協定︒昨黛八月二十八磁に締結後︑ただちに研究先のカリフ

ベータ湿田％以上

を得

いう分野では︑強じんな脳力と柔

︵三十五歳︶はいう︒門核融舎と

翼験りーダ⁝の狐嫡贔雄博士

蓄﹂の姿は変わっていない︒

干渉を受けない国際協力冒頭

由に実験が行えるということだ︒

て利用するようになる︒

食のためである︒

度以下で︑漏洩による作業員への

連絡不十分のまま︑予竃より憂く

餐食は︑GA社内にある食鍵か 影響はなかった︒漏洩の匿は︑
あるいは庫でいったん家にかえ

その後︑原子炉再循環系工瓢を終

補給水蟹の孔開け工瑠を実施し︑

﹁なんとなく︑みんながこのた

る︒家は︑車で五分から十五分て

まり場に蘂罵り︑コーヒーを飲み

いどの距離にあるから︑一聴間以

それだけに︑研究蕎ひとりひと

ながらダベリだす︒このダベリの

内で瑠罵りる︒

りの姿勢によるところが大きい︒
データを季ぎわよくとりまとめ︑

ントが生まれる︒チームワークも

なかから︑実験へのすばらしいヒ

が︑かれらのよりよき研究生濤環

この喪方の︑よりよき理解と協力

とることにした︒

掲題する等作業管理上の改遡策を

実施の際には作業蔚司証を鏡場に

のため︑既設装躍との取合工薯等

ら補給水が漏れたものと判明︒こ

塊を支えているということも︑忘

を開いたため︑さきに開けた孔か

から生まれたのではないかと感じ

れてはならない顯実だ︒

身体が勝負のこの世界︒どの奥

了して嶺該補給水蟹に遡結する弁

製本側に報簿︑そして︑その指示

読まれる︒これまで︑予想以上の

を受ける︒

研究のたまり塒当初︑七人の

るんです﹂と狐崎博士は︑※国に

方も︑良入のために腕をふるう︒

だが︑実験を行っていくうちに

きて︑この臼ホ式の研究額づくり

愈外と︑この︑臼本流のたまり場

闘本独自の懲研究塞づくり﹂に衣

笙輪に腰をすえた︒

究管理﹂のもとに︑ジェネラル・

更えをしていく︒研究者がその

にのべたように︑このB米核融合 欝は︑GA社から与えられた﹁僧 成累を上げることができたのは︑

アトミック社のダブレット巫の実

協定の最大の特徴は︑﹁譲本の研

験装躍を使えるという点だ︒

の効粟に︑あらためて蟹を大きく

畏

輪雛

で︑飯高挙雄記餐

ど例示しながら︑この盤大さは原

KW︶が二＋五星後四階から運

讐機︵PWR︑出力八士芳六千

質疑に応え①原子力発霞がなくて

同沃は講淡の後︑記蓄懲からの

漏洩︑このため炉を黙止︑修擬︒

十一月調整運転中に一次冷却水が

闘の窺襖が実施されていたが︑同

岡浜一落機は咋隼二月から三岡

転を再開︑戦列に復生した︒

も例えばエネルギーの節約努力で

の懸念など問顯を投げかけた︒

放射性廃棄物からの影響や核粛白

芋力の危険とも比較しうるとし︑

関西醒力の蕎浜原子力発常所長

が戦列復帰

高浜二号機

いずれも外部への影響はない︒

する︒

巨ジェネラル・アトミック社

つはいっていた部屋は︑瓢人の研

こ加わったこともあるが︑一人ず

金鍛が城塁を持属し

ている︒副食のためではない︒夜

愛嚢弁当

このような国際協力は︑わが国

究養が岡罎するようになり︑その

にとって︑初めてのケースといっ
てもよい︒つまり︑原研の研究プ
あまった部屋を門たまり場扁とし

なか

鴫森
ばくとしている︒

騨

至隔二瓢聾＝＝鼎至一輔＝用量一＝一一覧＝曹＝墜＝＝榊軽罰；二獲一一＝補蚤＝＝讐至＝︻需隻闇＝＝覧篇嘗＝蚤回診＝玉輔＝＝隻脚ココ猛隔篇二隻＝一＝隻二扁＝

ログラム︑管理にもとづいて︑虜

米国でバルブ生産へ

ブにいたっては︑一〇〇％︑この

ASM鉦の許可取得

イーグル工業︵森野偶社長︶は

イーグルバルブが使用されてい

イーグ
ルエ集

二十九日︑来国のメカニカルシー

ルメーカー︑EG＆Gシールオーる︒

た︒

懸れから調整運転を再開してい

設立したと発表した︒

シールオールイーグル﹂を来国に

Tスタンプ認定を受け︑米圏での

開く◎漸増する放射線類業所の労

鮒線麟業所労務蟹理蓄研修会﹂を

ｪ⁝ニー＝一一一︶まで︒

人︒詳細は同研修所︵素語〇二九

もの︒参加蟹三万円︒定員四十

統的に修鰐させる圏的で開かれる

射線騒理に関する轡門醜知識を系

務管理蓄︑実務撹当者を対象に放

ター・渠京樽闘主催のB独シンポ 手町のサンケイ会館で第一園﹁放

に漏えいの疑い
通慶街が定検朝議発表

から一月二十二日までの燃料体漏

〃〃／彰〃

住所滋闘日商

一一i；二四五

じ

㈱膿

遥

ム嚇

日本原子力産業会議藷1￡o酪畷さ翻1樹細火災大手町ビル

ォルニア州サンディエゴ市のジェネラル・アトミック社入りした賦本論研究チームは︑これまでの五
か月關で︑同社の核融盆試験装國ダブレット照を利用して︑早くも︑陰野の

るための初期の実験囲的を遠成︑まもなくはじまる第二段加熱装齪︵NBI︶をまえに︑さらに良好な
巽験デ⁝タを得るための雌備に追われているQこの編競的ともいえる研究協力のあり方と爽態はi︒

軟な顕脳が要求されます︒決して

から木曜までの四日間︒このあい

一躇までの勤務体捌がつづいてい だは︑競八隠から午後 二購と午後

十五時澗体制

つのチームを編成し︑実験にあた

三時から十一賭での瓢人一組の二

朝八蒔から夜十

に行われる︒実験を行う日は月曜

る︒箋験は︑週単位で︑臼※交互

その若さが︑この九五晴闘勤務

償い方ではありません偏

る︒原子力発鍛はすぐに比めるの

現在の生酒レベルには維持でき
ふつう︑蕩万KW級の原発一基

ティブにかりたてている力は︑な

で罵声されるバルブの数は約三千

森野社長は詑蓄会見の繕上で︑

ル社︵ロ⁝ドアイランド州︶と禽

新余社の抱負についてふれ﹁イー

弁で︑原子力牌バルブの製造・販

これによりわが国の原発は運転

ていることは︑厳然たる罷工︒

でなく︑徐々に廃止していく方向

は八基となった︒

中二十二基のうち定検等で郷止中

を劇壇にするひとつの要職となっ

グルバルブは原子力のみならず︑

が必要だ②広が使贋済み気分再処

臨識しているため︑そのデ；タは

売を六指とする新会社﹁HG＆G個といわれ︑その蜜全遡転に占め

理を引き受けているが︑今後の保

んといっても門時間とのたたか

かれらの行動を︑もっともアク

なので︑広大な離農をもつ来園を

化学工場など︑編広い慮用が可能

このため︑年前八騰から契験に

はHG＆G五一％︑イーグル工業けで︑その愈味からも今回イーグ

きだされてくる︒

バルブの品質向上が︑即︑安全へ

る橋懸は︑極端に論い︑いわば︑

とりくんだものは︑午後の交薔と

い﹂だ︒磯際協力といっても︑

生灘体制に入った惑義は大きい︒

西独のジャーナリスト︑ロベル

ジウム﹁都市と人間﹂に出席のた

臼本原子力発爾会社東海研修所

原躍︒策海研纏所

初の研修会

放射線管理で
反対された例もある③轟轟的な代

証はない︒輸送響用船が瀕民から

米︑ソ︑日といった核融台先進国

替エネルギー問題で臼本が阿の役

る﹂と藷つた︒

同線に各自の部屋にもどり︑その

四九％︒社畏には︑EG＆G側かル工業の開発したバルブが︑AS

割も累たしていないことに驚いて
イーグル工業は一九六四無に設

すでに︑米国から︑二億五千万

ト・ユンク氏は二十四臼︑東京・

め来醸︒この賑は瞬水新聞上金の

険性突く
立された比較的新しいメーカーだ

円にのぼる注文がきており︑新エ

内幸町のプレスセンターでコ〜十

M￡︵※国機械学会︶のN・NP

のバ窃メーターと麹結しているわ

分析にあたる︒年後十一階まで実
がしのぎをけずっているだけに︑

一刻のムダもできないという籠命 らジェーン・エカブ氏が就任︒

資本金は筥万ドルで︑出資比率

験したグループは︑翌日単々︑分

析にはいるQ

が︑そのバルブは定艀のあるとこ

場がオープン︵来琿以降︑テネシ

若き七人の侮当初︑碍添側の

継いだこの遺薩をわれわれは大切

使い尽くしている︒兜人から受け

大飯一号︑燃料

一世紀への遜境問題﹂と題して講 招きに応じ講演したものQ
演︑その中で﹁人類は過表三十〜

ては︑公設防止技術︑燃焼技術を

対策およびエネルギー圓眼につい

は二月十九︑二十両田︑東奈・大

実験開始いらい七人だった研究

ろ︒イーグルが独自に開発したべ

ー州が無力︶するまでのあいだは

ユンク氏は藁京ドイツ文化セン

陣に︑藁大︑欝立︑策芝といった

ローバルブ︵通称イーグルバルブ︶

国内工場でフル隻冠し︑注文をさ

いるiIなどと語った︒

原研以外からの研究蕎もこれまで

は︑環本の原子力網織所で数多く

十歳という着さ︒

西独・ユンク氏

加わり︑げんざいは十一名︒平均

使われており︑玄海発三所のバル

感に燃えての毎臼だ︒

全爲が︑それぞれのデ；タをもち

薙齢も警語困歳と四歳門アップ﹂

で︑実験はできないQこの日は︑

よりその解析にあたる︒

したものの︑この﹁行動する研究

金曜欝はメインテナンスの冒

原子力の危

考えるとき︑かなりの期待ができ

ただちにプリンターを通してたた

実験は︑すべてコンピュータと

る︒

との闘い﹂を繰り広げるGA社

今日もB本の研究チームが﹁時間 研究陳は総勢七四︒平均隼齢は蕊

報告は︑このような点をふまえ

八日︑新たに判明したことなどそ

っているこれらの焼都エネルギー

もなくば︑来世紀︑地球の貧磁は

通産省資源エネルギー庁は二十

できる扁と分析︒発電規趣の拡

に使っていかなければならず︑さ
施設の︑全国的な袴効利用の推進

について次の通り発表した︒

羅郡安羅川町大字西万木九一離五番

表取締役桑原勇氏

の後の原子力発霞所定購検葦状況

とくに環境汚染の問題について

ろう﹂と強調︑環境汚染も大きな
質の磁力として︑適正な価格で電

ユンク氏は︑来国の社会学霜エピ 洩横鑑等の縮果︑藩論取り出し予

〇三

地子五二〇i一二蘭語〇七瑚

鶴要な課題を提議しうることにな
報告は︑焼卸・発磁方式による

気勲業蕎へ売勲することができる

漏洩の疑いのあることが発兇され

定の燃料体のうち一体の馬料棒に

大︑熱効率の尚上などによって︑

発躍の経済性についての評瓠も試

と︑その普及拡大を訴えている︒

シュタイン函が﹃問題はガンだ﹄

発生霞力の安定化をはかれば︑良

般廃

としていることに同調︑門ガンは

︵株︶桑原組原薩に入会 代
みているが︑それによると︑

わが国では︑札幌畜が獣供給窪

聴路十二月五臼

棄物処理能力隼間十八万ナ︵︸臼

体の代表例だが︑藁京・七二清掻

二月十二臓から新住所は

︵株︶鵬津製作所藁察支社住

拝ビル内私繍箱第二〇漸落

新宿区西新宿二の一の一︑新宿三

所変萸
た司燃性ガス藻痩制御装躍設題工

一月置田実施し

まれる先高は単均︸万KWで︑驚 い﹂と述べながら︑この特色は現

蟹の際︑格納容器スプレー籔洗麟

▽浜閥一言機

た︒

在の原子力漁業にも麗受けられる

漏洩水の放射性物質山山は許容艘

照補給水が約一宣方摺漏洩した︒

っても圏に見えず対応もできな

▽大飯一讐機

六器ジー−人口五十万〜六十万︶焼

晩発陳密も懸念されるが︑何とい

課題になるなどと指摘した︒

却するときの発露単価は︑発懸所

工場は︑発蛾憲体の︑本格的なも

と指摘︒岡氏はさらに︑野隻動物

一工

罰近くを圏鎌用に︑残りは藁崇電

の根絶︑アマゾン澗流城の破媛な

六〇
力へ売躍されている︒

一KWHあたり五円七十銭と︑璽
の︒一田︑千二酉ナの廃棄物から生

の隼経欝率を一五％とした二食︑

を訴えている︒

ふくめ︑既存技術の延長線で離職

KWの粗薦プラント一璽分という 畷璽・中部・関藺の大都宿に煽よ

WR︒つまり︑年箪均︑八十九万

璋閣
地0
球の
財6
産︵
源︶を
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石油の澗渇が懸念され︑各国はいま代替エネルギー酎策で四茜
八蕾︑一つのムダもないよう懸命に努力中︒資源の乏しいわが国

だが︑五十蕊年度末現在で︑一

ことになる︒

ーの熱水および発言への利用は︑

般廃翼物の内蔵しているエネルギ

全国で二十五か所しかなく︑その

また︑その技術的繰題として
は︑﹁大気内染の防止などの公密

＼

は、この現状を適確にとらえ、現在と

＼

／

B6上製本・500ページ・定価3，500円（送料共）

将来の原審力の実情を図・表により
記述している。利用しやすく携帯便
利なデータ・ブック。本隼も皆様の
座右の書としてご利用願いたい。

吻

縮火力並みの轡料幾に楓督すると

チリも積れば89万KW

三千四百万ゾ︒この廃棄物のもつ

る︒いくつかをシリーズで退ってみると一︒

はなおさら︑陸に︑侮に︑新しい資源を求め知態をしぼってい

ゴミが 農 業 を 救 う 一 i ︒
本嶺の話である︒むろん︑前提
がつく︒﹁家庭から排出される一

般廃粟物をすべて焼却発罪した場

黛間馬石盤は︑覧十年度に携出さ

ゴミ発薦屯へ︑調⁝査ムムが露量口
エネルギー醗は︑石油換舞で玉薫

科学技術庁資源調査会は二十九

愈﹂である︒

万計鰐となるとしている︒

れているのが実情︒

ルギー源縣のワク外と位蔽づけら

なショックを与えた。本：ポケットブック

ホ○ケヅトブヅク

＼

米田では、スリーマイルアイランド
原発の大事故が発生し、三界に深刻

鵬麟

月、1，492万KWを占めるに至った。

自

力約七乃KWと︑まだまだ﹁エネ している︒

れた一般廃棄物の一五％︑発羅鵠

日︑焼却発電を小心とする﹁一般

これは︑上士〜丁重︑田本の羅

また︑焼却発鱈の熱効率を加味

わが国の原子力発電は、第2次石
油危機の緊邉のなかで、昭和54年12

科学技術庁原子力局監修

＊信頼できる
データ・バンク〃

ノ3」

廃藁物・下水湾泥からのエネルギ

ー回収利己に濁する調査報告﹂を

した発魑勢力璽換算で七十八億K

業が消翻した石油に匹敵する騰︒

報鋸によると︑わが團の五十年

とりまとめ擬照長嘗に提出した︒

度に排出された一般騒騒物は隼間

Q

一一

昭和55年窮月31臼
新

二
子
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聞

米国原子力産業会議︵AIF︶はこのほど︑スリーマイルアイランド原子力発電所窮故とイ

発の一時環結︵モラトリアム︶を
求める六件の試みは︑カータ⁝大

大統領に提出された︑いわゆる雀

羅間検討グループ︵IRG︶報告
讃の鍛編綴は︑門廃棄物処分場計
画を実施に移すための十分な技術

回しているQ巖終案は︑廃棄物処

が存在する﹂との当初の結論を撤

分について一つの禰蟹な技術を淡

場サイトを気擾に調査ずることを

︷

．懲欝謹

麟齢

推

進

一

㌦

は原子力をもっと主査にみつめざ

九七九年の出来事のため︑※国人

窒要な要素は︑原子炉の長期停比

産業界の新しい顔のもう一つの

隊山水艦部隊を掴揮していだ︒

以上の潜水艦をかかえる大西洋艦

・五％を占め︑四璽一千五百万裕

原子力発電所の設備利田川箪も当

の石油の節約につながった︒

子炉の

月から九月までのDOE

労務管理者

放射線事業断

然ダウンしたQTMIを認む全原

統計によると︑設備利絹率は︑前

隼同期の六七％に比べて︑六〇％

一九七九年の設備利用率は︑ベー

であった︒それにもかかわらず︑

っている︵一九七九庫第1四半期

ス︒ロード罵石炭火力よりも上回

NRCは︑TMI関還問題への

司︵一月初め︶がおりただけで︑

われたため︑昨葎は一望の建設許

点で︑九十一墓が建設中︑このう

運転認可はゼロだったQ昨無宋時

ち四基は畢実上︑建設が完了し︑

運転認司待ちの状況にある︒これ

ら九十一基がすべて運開すれば︑

※国の原子力発電による石油の節

約騒は四百五十万疹／日になる︒

TMI覇故後の玉璽な原子炉運時である﹂との去冬を表明した︒

ご案内

2月⑲日︵火︶

2月20日︵水︶

定員四十名︵先着順︶

サンケイ会館

一−七⁝二

東京都千代田区大手町

○二九二八⁝輔

白方一−
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に︑下院で哲淡された︒

れた︒ウィルキンソン氏︵六十一
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成されだ︑かなり楽天的な報告書

力麟水艦USSノーテラス号の初
没頭とNRC自身の体制整備にお

る論争点のいくつかについてコン
を及ぼさない﹂と重星︑科学界の

健康・教育・福祉雀は︑七つの

大多数の見解を支持した︒

散に役立つ核燃料サイクルを考案

歳︶は︑一九七四年に来外海蟹を

すなわち︑一九七七無︑核不拡

センサスが芽生えだしだ︒

ス・リリ⁝ス﹂からその概要を紹介しよう︒

括

論争点︑合意
へ新しい芽も
総

た︒

勇気

＋分気づいているとの確証があ

て︑来国は︑途方もない技術的遡

閲適している︒TM王の結果とし 各撃力会社は︑それぞれの原子力

米国の世論に与えた影響において

れることになろう︒

止期間中の代粥鱈力勝籔が軽減さ

逆境の中にも新しい息吹き

﹁ハリスバーグとテヘランは︑

る︒

一九七九年は︑原子力に対する 統領の出潮よりも強烈に公衆の心

ハリスバーグとテヘラン・

退役する前は︑ご万五千人と百隻

できるとの僑念に由来している﹂

研究結果をうけて﹁職業人の放射

ション・ペーパーとしてカーター

線被曝による健康影響は︑他の塵

達邦機関の科学者による一年間の

る見方の大きなギャップii過度 びかけで集まった五十か国以上の

業で一般に安全とみなされている

れる国際核燃料サイクル評価︵I

衝撃・思考 ・

しようというカーター大統領の呼

の自儲と不当な恐怖ilが︑スリ 国々は︑①核不拡散の万能薬はな

一九七九奪は原子力発霞に対す

い②使用済み燃料の再処理︑プル

ーマイルアイランド原子力発霞所

原子力産業界と電力業界は︑了

た︒

範囲のリスクと同程慶﹂と発表し

料装荷高速増殖炉の開発を含む従

M工襲故で明らかになった欠点を

︵孚MI︶襲故という異當な影響トニウムの回収︑プルトニウム燃
のもとに︑狭まり始めた隼であっ

国における将来利用の大勢③こ

来の燃料サイクルが︑多くの先進

れらの核燃料サイクルの保瞳描置
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