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新関原子力婁と吹田︑

子力委員は十五日︑原子力安全蚕

することを承離した︒任命は︑原

中部露髄取締役常任梱談役を任命

委麟︵非常勤︶の後任に渡都蒋也

再任とあわせて︑富謡竜興原子力

垂輔爾原子力安金婁蝋︵常勤︶の

放射鑑廃藁物の海洋処分に際して

懸るように努めること③低レベル

分に詣禽いを行い︑一戦の理解を

については︑水薩業関係艦隊と十

ル放麟性廃棄物の試験的海洋処分

の確保に万全を期すこと②低レベ

新原子力委

御園生両安全婁は再任へ

員に渡部氏

衆議院と参議院はこのほど︑厳

の技術的とりまとめ組織としてF

の防止をより篇効なものとするた

と④放購性廃棄物による海洋汚染

め︑擾簿命のアルファ核樋につい

は︑明治四十四無十月十九日生ま

学科卒業︒資源庁電力局開発第二

▽放射線騨憲防止法の一部を改

ては︑その低減化に努めること︒

対論を展開した︒

政府は︑本法施行に当たり︑放

射性同位元累等の利胴の多様化と

拡大にともなう障憲防止と安金の

て適切な措麟を講ずべきである◎

確保を図るため︑次の諸点につい

①放射線陣審防止に関する諸法令

続いて申林佳編氏︵共︶は﹁深

正する法律黙に対する付帯凝議︒

に入社︑取締役︑取締役副社長︑
五十二隼から現職︒

課長などを経て二十六隼中部鱈力

れの六十八歳︒菓大工学部土木工

で︑国際協調の下にこれを行うこ

は︑効渠的な国際監視機構の中

BRエンジニアリング薯務所を設

ヒートをくりひろげているが︑今

新岡となる渡部時也原子力委員

員は二十一臼の予窟︒

期満了にともなう新関欽哉原子力
委員︵常勤︶︑吹田徳雄︑御園生

高輪炉エンジニアリング鎌武会社が鰯月一日置疑した︒隅家プロジェクトとして推進されているF

躍するなどして計画に協力してき

・垂

BR原型炉とこれに続く実灘炉以降の開発を効率擬く円滑に実施するため従来の門瑠務所﹂を発展

たが︑学籍度予簾で﹁もんじゅ﹂

の爽現に向け激しいデッド 望蕨岱劇の域を鐵ていない﹂と反

的に解消することになったもので︑東芝︑B立︑窟士︑三菱蚤二四社の共問嵐資︒資水金は三億円︒

回新たな体制が確立されたことに

夢

社長には石原栄太郎氏︵一二出原歪力工業梱談役︶が就任した︒FBR關発計画については︑﹁もんじ
の建設擬醤三牽懸円が認められ︑

ほとんどといってよいくらい解明

一段階へより︑わが国のFBR開発針爾も海の科学的挙動については︑まだ

料や紡料の照射施設として活用す
となる実験炉﹁鴬陽﹂は五十二葎

翼体化へ向け款たな周面を迎える

とこまを進めることになったこと

わが国のFB8計画が第

における規制墓準の整禽性につい
ことになる︒

処分を行うにあたっては︑出前に

性連窓元素使用凶猛所等における

て侍講続き検討を行うこと②放射

されていない﹂と︑今賑の海洋科

四月置臨界︑FBR開発計画に大から囎社も﹁新会社を設立して今

ジニアリング②現地建設工瑠の蟹

放射線瞳憲防止および被ばく蟹理

新会祇は①FBRの設翫とエン学の実態をふまえ︑﹁試験的海洋

く必要がある﹂と判断︑今團の発

十分な安金評掘を行うこと︑処分

アリング総務所長が就任した︒

規制法︶︑および放射性岡位元素

昏蒙︑﹁断熱縁を利用するだけで

法律の整備をはかる﹁放射性岡位
元緊等による放射線瞳轡の防止に

社金党をのぞく螢成多数で転職し

この後︑ただちに採決に入り︑

どを潮提に蟹成酎論を展開した︒

については︑厳正な業務実施が確

おける管理体制の充実について十

もに︑各禦業所および逮搬途上に

窟︑国の艦影体制を強化するとと

うこと④放鮒性廃棄物の蜜全かつ

保されるよう十分湿糠︑薫習を行

分指遜すること③指定検査機関等

らなる付帯決議が金会一致で採択

正興は︑ひきつづき行われた質疑

のための体舗の整儲に努めるこ

らに検討を進め︑その円滑な実施

た︒

海洋処分に伴う外交集件である

係船︑ドック入

り契約締結へ

原畢力船﹁むつ﹂

慮民党の安傍政調会畏は二醤︑

懇談し・原子力船門むつ﹂改修工

ック使用契約扁を単急に締結する

鴇の繭提となっている門係船︑ド

よう頭謂︑痺内社授もこれに協力

て契約もないまま佐世保璽工の彫

することを約束した︒これによっ

船問題は五±一

隼十月に佐世保港

壁につながれていた﹁むつ﹂の係

に補弼して以来一儲慧か月ぶりに

解淡・改修工瓢へと大きく動き出

に︑三菱醗工︑石川錨播磨題工と

原船罰では岡契約のッメと腎助

す見通しとなった︒

の遮蔽改修工聯契約の綿繕交渉を

工鋸に入りたい湾え︒

急ぎ︑できるだけ攣い階期に本格

物の海洋処分については︑その安

の上に立って慎癒に爽施し︑安全

るとともに︑十分な安全性の評価

全性に関する調査研究を発実させ

きである︒①低レベル放習性廃藁

諸点について適切な措置を講ずべ

政膚は︑本法施行に関連し次の

対する付帯決議︒

防止法の一部を改正する法律案に

▽原子炉等規制法と放射線瞳憲

瓢法薬の付帯決議は次の通り︒

定も八臼︑採決の予定︒

られる兇通し・日加原子力協力協

十一鰭の本会議を経て衆議院へ送

れており︑八二の委舞会で採決︑

務臨終会で趣鷺解明と蝦疑が行わ

いては︑滲議院で兜議︑一Bの外 党本部で坪内佐願解獅1業社長と

ロンドン条約の承認︵批准︶につ

と︒

を経て午後三時二十五分︑金心門

一方︑実態に即したR1法の改 金理的な処理処分方法についてさ

された︒

た︒次いで︑宮民︑公明︑小山︑

に万全を期すため︑放射線検蕊

理⁝⁝が霊な聯業内容︒常務取締

をかけた簸重要課題として各国と

も集約した研究開発体制を整え

すめていくか﹂として酋楢の箆解
低レベル放射性廃棄物海洋処分

民社四党藁同戸籍による四項尉か

FB鼠の開発は九〇年代の曙鰹 役には門守利夫前FBRエンジエ後の壁跡調査を実施すること﹂な

足となったたもの︒

後の計画に積極的に取りくんでい

る実験炉︑つづいて発電プラント

こうしたなかで罠聞違でも五十

きな第一歩をふみ出している︒

二駕八月に凝縮芝浦醗気︑日立製

型姻を開発し︑一九九〇無代まで

としての機饒を実翻するための原

に経済性を箋証する実謹炉を開発
作所︑蕪菱璽工業︑竃士電機製造

だした︒

家た︑スウェーデンでの原発覇

﹁原発推進へ向け︑国展的コンセ

民投票についてふれ︑和照氏が

衆院科技騎で可決影堂

の照社が蕎速増殖炉のメーカー側

するというのが茎本戦略︒このう

一仁氏︵民社︶の質問にこたえ・

﹁粟京サミットで命意されたよう
に︑原発の推進は︑先進国の共通

の難題となっている﹂と醤㎎︑

燃料サイクルを高めるため︑商遜

をただしたのに対し︑大平薗櫓

海洋処分︑R一規制の二法案

会議で︑﹁五十四鋸度新規着工ゼ

繕殖炉︑新型転換嫡などの開発を

﹁安全控を確保しつつ︑衡効な咳 ンサスづくりをどのようにおしす

ロというありさまで・磁和穴＋年

等による放射線障霧の防止に関す

致で可決︒農民︑社会︑公明︑共

る法律︵いわゆる放射線瞳蜜防止

薩︑罠社五党から共周提案された

に道をひらこうとする門核原料物

法︶の一部を改驚する法律案﹂と︑

質︑核燃料物質及び原子炉の規制
に関する法喜︵いわゆる原子炉等

は︑﹁穂極的な広報誘動を展開

子力開発へ向けての︑政府として

きたい﹂とこたえた︒

し・國鼠の理解と協力を求めてい

翫颪は達成できるのか﹂と・原子

の強い姿勢をあらためて強くうち

ギー収支を考え禽わせると︑必ず

きる﹂と︑生酒水棲を下げずにエ

も四〜六麟のエネルギ⁝を節約で

関する法穣の一部を改正する法律
評価︑﹁エネルギーをとり出すた

しも有効な技術とはいえない﹂と

察﹂の二法集が二闘の衆議院科学

のぞく蟹成多数︑後蕎は全金一致

次郎委員長︶で︑萌暫は社会党を

技術振翼対策特潮委員会︵瀬野栄
できる﹁ソフト・エネルギー・パ

ネルギーの効率化をはかることの

ス﹂の禰効性を展開︑石炭・原子

うエネルギー経済効率を強調し

力を勲エネルギーとしてとり出

めには︑エネルギーが必要駄とい

た︒そして︑﹁一詩紹の※を得る

エネルギー開発のあり方について

ために三盆留のエネルギーを便っ

蜀解を述べた︒

このなかで牧野浅は︑エネルギ

で︑それぞれ司淡された︒

はまず︑三月二十七日に行われた

午前十購から開会した岡委員会
て︑璽大な局薦に立たされること

試験的海洋処分にかかわる原峯炉
箸規制法と放躬線擁警防止法改正

になろうと指摘した︒

環境汚染︑廃習物の増大によっ

し︑樋力に変えるという技術は︑

ー研究閣発をおしすすめていく上

﹁原エ翌刀定着へ総監刀を﹂
縮縫専門家招き意見聴取

〜方︑大島氏は︑懲料としての

まず社会党の上坂昇氏が門この

の質疑をふまえ︑討論に入った︒

法案はわが国の鍛獺なタンパク源

﹁い家や︑原チカは︑淳業技術と

原子力の経済性︑蜜定性をふまえ

となっている水煎物への解明が十

ている﹂エネルギー経済野禽の既

して確宣すべき膳期にきている﹂

存の技術闘発のあり方にも︑批判

と分折︑その定款化のため︑冨学

の利溢を守るため︑大々的な処分

分に行われないまま︑醒気覇業蓄

で︑基本的に著得しておかなけれ

寮で積極的に力をそそぐべきだと

ばならないこととして︑﹁トータ

これに対し槌屋氏は﹁生濡の向

述べ︑その実現に向けての困の施

源開発問題特別委員金幹覇︑大鵬

上のためにはエネルギーの増大が

篤之助臼木学術会議エネルギー蟹

必要﹂とする今欝の霊流を占めて

を下した︒

牧野氏は︑さいきん洪儒されて

えた︒

きている﹁ソフト・エネルギー︒

ル・システムの窟潜化扁を強く訴

石炭技術研究所顧問︑古預和男醸

憲一東東大学教授︑佐々太憲義藁

本原子力研究所霊任研究聡︑野田

判︑今團の試験的海洋処分は﹁希

へ手を貸すものだ扁と孚厳しく批
策の璽要性を撫製した︒

東水産大学名嶺教授︑野村礼次郎

照暴露池島新蝿料研究所獲︑中島

屋治紀システム技術研究所長︑池

牧野罫鶯菱総倉研究所副妊長︑槌

同鍵盤弩入として出鷹したのは

縁懸を聴取しだ︒

三ネルギー碩究闘発﹂について

は二十六醸︑各專門蒙を招いて︑

委農会︵麟野栄次郎委員畏薩公︶

衆議院・科学技術振興対策特別
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へぶり 付帯淡議も︑全会一致で採択され

力開発の穣極灘入を童張する和照

三千万KW開発という政府の原発 強力に推違していきたい扁と︑原

大平蒼相は二十八臼︑搬議院本

菖獺︑原子力關発て

姿勢を強調

政府の積極

わが国のFB只開発は︑まず燃 ち将来の実用化への第一ステップ

◇／

り︑わが国のFBR開発欄間は一九九〇矩代の実嗣化へ向け大きく前進することになった︒

ゅ﹂の建設予鉱化を契機に興体化への鋤きが酒面化しており︑今回民聞の即鳳体勢が整ったことによ

轟然螺翫長に石原氏就任
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曝露廃棄物しに焦点
罫影耐圧試験装置据付けへ
電力中央研究所は三月十七鼠開いた理鶉会で昭和五十五隼度講業計画を決めた︒それによると︑今

いる廃炉研究とも船接な連携をと
りながら︑主として経硝的︑祉会

ことを示している﹂と述べ︑﹁今
任だ扁と遮った︒

蔓あたり数名で︑これでは無費

あり︑今後も努力をつづけたい﹂

際低減化のための薄策を講じつつ

の被曝は個人被曝で一レムくらい

と述べた︒さらに高木氏は﹁現在

リップ後二十三〜一二十八秒である

つづいて対談﹁原子力開発の問

物理学会のインフ牙ーマルミー

後の対策では炉がスクラムしない

ティング﹁スリーマイル島原発事
故一周隼扁が二十七日︑繋束の早

にセンシティブな技術が流れてい

て質問したのに対し森氏は﹁外国

また︑高木氏が公開問題につい

きらかにした︒

つづくのではないか扁と疑問をな

ってきており・今後もこの傾向は

ついて伸しだいに稼働率は悪くな

︵プルトニウム研︶が稼働率問題に に抑えるべきだ扁との蓄え方をあ

題点﹂では︑まず高木仁三郎氏

独自の論理を展開︒さらに﹁当言

ことも考慮すべきではないか﹂と

会場で門スリーマイル島原発事

稲田大学で開かれた︒

故と調査報告﹂と題して講演した
のオペレーターは再臨界を考え・

について田本の認識も不＋分では

げかけたのに冒し︑森一詳説︵原

荻野晃也氏︵京大︶は︑まずm⊥腋 その対応に藩諭している◎この点
−炉のスクラムについて﹁政府の
ないか﹂と述べた︒

的な側面から外国での検討結累の
レビューをふまえて︑望ましい廃
報告ではタービントリップから数

安全性めぐり論議

るとの飼え方で検討を行った︒い

手続きと佳組みをつくる必要があ

こうした仕組のなかで公開が保証

たずらに非公開にするのではなく

されるべきだと蕎えている﹂と説

力SCC試験設備﹂を新設し︑P

ある扁とし︑放射能の放出につい

十倍以上放出されている可能性が

能放出について﹁爽際は発表の二

ついては﹁最近︑BWR︑Pス
Wや
RFBRエンジニアリング会社

れない漏と述べながらも︑今後に

たことが一因となっているかもし

TM一対策課題に

性を確認しょうとするのがねら

れ︶SCC感受性と腐食疲労の実

WR横窓環境下での︵応力腐食由

物理学会

かないようにするためにも公開の

十秒後で炉がスクラムしたとされ

が記録したメモリー・トリップ︒

また︑同氏はTM王による放射 産︶は﹁開発当初導入技術に頼っ

問題︑法制︑行政闇題などを分

炉計画のあり方︑廃炉費用の負担

また︑来年農期画のうち﹁運転
レビューはスクラムがタービント

ているが︑当時のコンピューター

儒頼性・安全挫研究臨で燦点とな
・磁灘

析︑わが国の対応策を探る︒

棄物対策﹂を大型プロジェクトに指定︑将来日本への返還が予定されている侮外力処理委託廃棄物の
るのは機器・配管類の憲力腐食醗
＼べい蟻

年度は︑すでにスタートしている便嗣済み燃料輸送容器の僑頼性実証試験とともに︑新たに﹁返還廃

取りあつかいについての検討を璽点的にすすめ︑﹁廃炉問題﹂についても長期戦略としてくりあげ︑
れ対策︒﹁改良型蕩編水中変動応
容器︑中間・長期貯蔵︑輸送と極

ついて昨年度実施した落下衝繋試

い︒今隼度は五十ゾ級キャスクに

＼

将来に備えていく計懸だ︒

めて広範囲にわたっているのが現

いたが︑将来緊急の問題として解

向などについて調査活動を行って

高レベル廃棄物処理処分の海外動

る短期的課題と︑実証的研究・解

タディ調査と安全評価を中心とす

棄物に関するフィージビリティス

急にとりまとめたが必要な返還廃

に設計解析手法の余裕度について

し︑その健全性を評齢するととも

の遮へい性能︑密封性能を確認

どの事故時試験に移行︑キャスク

験に引続き︑耐火︑漫潰︑伝熱な

レス鋼管の外資での微騒塩化物イ

もあきらかにする︒また︑ステン

るため︑隔れに及ぼす水素の作用

って水素を溶存する講元環境にあ

にPWR一次系はBWR環境と違

験検討を璽点的にすすめる︒とく

﹁むしろ嗣本の場禽︑主任番は一

格看も多く︑優秀だった﹂とし

の外部への放出を恵味している﹂

出されており︑これは〜次冷卸水

ても﹁近くでセシウム醍が多く検

題になる﹂と闇題提起したのに対

ては﹁？MIの場合︑運転員は資 策によって労働蕎被曝の増加が問

と指摘︑さらに運転員問題につい

し森氏は﹁自動機器の開発など鍔

つづいて高木氏が﹁そうした対

う﹂と述べた︒

あり︑改善の方岡に向かうだろ

とも根本的な対策が講じられつつ

て弊害がおこらないようにしてい

について難語は﹁國面規制によっ

のではないか﹂と抵摘︑この問題

に資金がかかっても︑それがすべ

は独占的性格が強く︑いくら開発

つづいて高木氏は¶原燃サービ

﹁返還廃棄物問題﹂については

状︒このため︑今後の研究では緊

明した︒

などしてこの問題に関する状況︑

昨矩社内に調葦検討会を設置する

決をせまられていると響えられる
析をすすめる長期的課題に二分し
も横討を行う︒このほか︑今薙度

また︑五十二無からスタ⁝トし
らに五十ゾキャスクニ体の製作︑

は耐圧試験装躍据付けを完了︑さ

かる︒

擬し︑羅宇蟹理方式への反映をは

感受控に及ぼす濃度限界条件を把

オンによる舐れについては︑謝れ

転時に︑定常還転横擬試験躊に比

っ︒これは実プラント起動停止運

には金離研との共同研究で儒弩の

出しようとするもの︒五十四年度

を試みるとともに︑構造梅料のA 説明をつけ加えている︒

バックグランドノイズの実態摺握

十ご語と約四頁語塔やし︑これに

く必要があろう鳳と述べた︒

原子力局技術振

原子力産業新聞はこの四年

岬詑の通り頒価を改訂させてい鞠

己

㌔あげます︒

一了承とあわせひきつづきご四相

㌔ただくことになりました︒噛．﹂舶

卍

漏p凹ロ

・

㌦

AS礪旺

原子炉と同様に圧力容器として重要機器に

1．・，

・

指定されている原子力バルブは原子力発電
の効率を左右するコンポーネントの1つで

て国民のツケとなる弊害が生じる

ことから﹁短期間に集申的に検討
て推進する︒

度から大型プロジェクト研究に捲
ている嘆用済み燃料輸送容器の信

また︑今葎慶から新規にとりあ

百ナキャスク一体の設計を行う︒

対談する森︵右︶︑萬木両氏

を行う必要がある﹂と判断・今卑

定し︑墾点的な検討を行うことに
頼性実証試験も今奪度計画のハイ

原薬は規格協会から工技院に報

︵武田栄︸部会長︶による審査を

告︑工業標準調査会︒猿子力部会

経てJIS化されることになる︒

S化は十二駕ぶり︒

▽科学技士庁

人事発令︵四月一臼付︶

務部研究開発窟︶鍵本潔︑通商産

興課長に醗置換え︵工業技術院総

業省に出潮︵原子力局技術振興課

るもの︒原案は︑原産のJIS原長︶三原康︒

いわゆる工業規格化を図ろうとす

睡常使われている原子力豪語の

告蕾を同協会に提出した︒

が︑このほど原案づくりを終え報

昨無七月から検討を進めていた

から日本規格協会を遇じ受託︑一

語のJIS化について工業技術院原子力用語の見薩しと新しい﹂1

化などの影響の検討を進める︒

E特性に及ぼす高温脆化︑環境脆

ライトの一つ︒この計画は科学技

しかし︑ 返 還 廃 藁 物 間 題 は ︑ 高

衆院科鶴瀬が

今年度は原子カプラント内のAE

生する現象を利期してSCCを検めの基礎的成集が得られており︑

▽国際協力の推進核不拡散の

こ＝＝＝︐恥﹁こ鯖

ための国際的努力には積極的に貢

ここ﹁識究

た︑高速腿殖炉が実用化する象で

献する︒また︑核融含に関する日

．二嫡竃需陶￡鞠言一言軸噂魔一駒＝陶﹁こ笥嚇鴫﹁言

の中等段階に︑新型転換炉に關す

．殉鳶＝＝殉噸吻＝﹁＝＝

る技術的︑経済的軽輩等を行う︒

次期騒会からスタート

常任委に昇格
衆議院に科学技術︑環境繭常任

米協力など⊃一国間︑多国間の国

委員会を設置するための国会法改

際協力を推進する︒

▽傑隔描鷹および核物質防護対

正法案が︑三月三十一日の参議院

炉の詳細設誹に篭手する︒さらに
軽水炉の改良・標準化を進め︑国

策の強化巖近の国際的な核不拡

本会議で全会一致で可決︑成立し

また︑多自的高温ガス炉は︑実験

曹こ笥陶言唖り二＝＝竃

よる供用期睡中検査も高点の一

SCC対策についてはAE法較に
し︑数倍の振幅のAE儒号が発 発生が確認され︑実用化研究のた

なったもの︒

げられた門廃炉闇題﹂では︑科学

こ殉扁鞠＝＝噸︒二鴨＝＝

破獄の婁託を受けて︑大型使用

竃こ＝嚇＝

レベルガラス固化体︑中低レベ

殉重罪鞠＝璽亀卿箕﹁輪﹁＝レ竃二＝殉㌃

技術庁・通産省などで進められて

こ嵩噛輪＝吻こ＝＝﹁こ

済み燃料輸送容器の事故晴の安全
ζ唖鱒一＝噂︐飾二＝＝＝

ル廃粟物固化体︑キャニスター・
一＝唱﹁輪．二隔二一＝●陶二一噛需駒鴨●梱＝置言胸；嶋コ＝潮吟鴨二雪＝鞠﹁￡こ喚＝＝

N度開発利用計画決まる

原樂の安全強化に重点

選に適した軽水炉技術を確立す

疑措置体制および核物質防護体制

散強化の動向を踏まえて︑国内懐

▽核融倉の研究開発臨界プラ

る︒

田栄一藥工大名爵教授︶が五十二

頒価改定につ
爾委員会は現在の科学技術振興

年七月から約一語をかけた用語だ

μ闇頒価を据え置いて参りまし画

子力用語検討委員会︵委員長︒武

対策︑公議・環境無策の両特別委

二年近くにわたって検討︑とりま

けの検討につづき一昨年七月から

た︒

させ

一伴い不本恵ながら四月以降左卍

嘱たが印刷費等諸物価の高騰にh

ズマ試験装躍︵﹂？160︶の建設の一魎の拡充︒強化を図る︒

費会を欝任委員会に

とめた︒文部省制定の学術用語・

旧

▽国民の理解と協力を得るため

ようとするもので︑十八購の衆議

原子力工業編に準拠しており︑用
憲舶用炉の研究を行う︒

いてお願い
の施策の推進安全確儂対策に万

院本会議で可決︑参議院に送られ

語の意味とともに参響として対癒

を強力に進めるとともに国際協力

び一般国罠との意思疎遡や意見交

全を期すとともに︑地元往詣およ

スト︑所管立項などについては新

ていた︒それぞれ定数︑委員擬ポ

する英語も付されている︒

M

五千覧石盛

曲頒価︵送料とも︶

岬

理・化学︑生物︒医学・放射線防

子力用語を原子力一般・安金︑物

㍉︸隼聞

百二十円

護および工学に四分類︑その後の

@

一一部

㌦

開発の進展にあわせ従来のそれを

もに新しい用語も追加して九蓄九

B本原子力産藁会議

見賦しさらに細かく区分するとと
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力

原
門防災対策の充実L新項目に

▽安全確保対策の総合的強化

呼

知識の普及の強化︑国民の意見の

換に努め︑また︑原子力に関する

しい規定で定められるが︑いずれ

の確立︑新型動力炉の開発︑核融禽の研究等実用化を推進するため一白の努力を傾注する②？M王襲

原子力安全委員会機能の充爽︑安

㍉
▽原子力船の研究開発田本原

吸収を図る︒地元住民の福祉向上

も現在の形がそのまま受けつがれ

魑実に原子力発電を拡大していくためには︑一暦の努力が必要﹂と強調︑興体的に①核燃料サイクル

今薙度施策は①安全確傑対策の

を含め︑研究開発を行う︒

子力船開発忍業団を日本原子力船

に役立てるため︑電源立地促進対

に用語だけ六趣十九語がJIS化 曲読下さいますようお願い串し㌦

ネルギー政策上の簸壁要課題として推進していく気嚢がある﹂との墓本方針を凝したあと︑熟今後︑

つ﹂の改造を進めるとともに︑改

研究開発繋業団に改過し︑

策交付金について交付簸間の延

されているが︑今回の原案は︑原

原巖・蓋会で二奪ぶり

昇格

▽放射線利用の推進医療︑工

らスタートする︒

ることになるもよう︒次期国会か

門む

業︑農業等︑多くの分野における

うとともに︑広報対策交付金に代

長︑交付限度額の引き上げ等を行

え︑新たに広報・安全等対策交付

﹂一S原子力用菖
語原案まとまる
工技院に報告へ
﹇口本原子力産業会議は原子力用

原子力屠藷については四十三年

急医療体制の整備︑関連研究の推

化を図るため︑緊態時運絡網︑緊

放射線利用の多様化︑高度化を偲

金を創設し︑予算も贈額してい

海外

▽原子力開発利用の墓盤強化

▽核燃料サイクルの確立

認を図る︒

故の教訓を生かし原子力の安全確保には万全を期す③圏主的核燃料サイクルの確立に努め︑新秩彫の

総含的強化②核燃料サイクルの確

全墓準の整備・充実︑原子力施設

形成に稠極的に貢鰍していく⁝1などの考えを明らかにしている︒

立③動力炉の開発④国際協力の推

基礎研究は︑原研︑理研︑国立試

進11などを中心に︑原子力開発 の安全審糞︑放射性岡位元素等の

ン濃縮技術開発の爆口︑国内再処

ウラン調竃探鉱活動の強化︑ウラ

る︒また︑防災対策を充実するた

規制の整備充窯等︑原子力安全規

験研究機関で︑大学と緊密な遡携

め︑原子力発電施設等緊急晴安全

など運転員の資質尚上を図る︒

の下にその描逸を懸る︒また原子

利用の総含的推進を図る方針︒特

▽動力炉の開発昭和五十五年

対策交付金を新設する︒

制行政の充実を図る︒さらに︑核

の開発箸︑技術開発の進展に即応

慶に原型炉の建設に着手する︒ま

力発電所等の運転員の養成を図る

に︑安全対策では︑※スリーマイ

理聯業確立のための施策の推進等

し︑安全確保にナ分配慮する︒緊

ルアイランド︵TMI︶原発薯故燃料サイクルの確立︑薪型動力炉

を反映し︑﹁防災対策の充実﹂が

急時における防災対策の充実・強

を行う︒

異体的施策は次のとおり︒

一

進ずる︒

を決定した︒それによると﹁石縮代替エネルギーとして最も期待される原子力の開発および利用をエ

原子力委員会と原子力安全委員会は︑三月二十八日︑﹁昭和五十五年度原子力開発利用雨蓋計画﹂

〈原手力委安全委〉

蝉

灘劉

輪搬掛て灘と細れた
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エネルギー革命を展開する鯉のバルブ

原子力バルブは

核流体制御精機の領域です

0

転︑認．・纈

原子力の火は永久にともらないのか：・

オーストリア

一昨庫十一月五田の国民投漂で

能性に難点がある︑としている︒

換についても︑供給問題や利用笏

子力に対する国民の態慶が変わる

その結累︑GKT祇は︑絡来︑原

運転入りにストップがかかっだオ
ーストリアのツルナーフェルト原

可能性に期待を込めて︑密鷹管理

子力発鰍所は︑八隅蕉まで密閉管
理︵モスボーリング︶されること

ツルナーフェルト原子力発田所

を当分の闇続けることを決めたQ

羅

㌧

鳳

ノ

ぐ

同原発の所有︑還転会社である

鰻︑・融・

盤轟

w灘灘饗

馨︑︑

TεX

になった︒

のKWU社製BWR︒七隼の歳月

GK7枇は︑今後の対策として︑ は︑餓気出力六十九万二千KW
①他の火力発鰍への転換②即購解

たが︑七八鋸十一月以来閣鎖され

たま濠︒当初二着入いた従纂員も

と七回がの贈物をかけて建設され

現在は薦人減︑将来は㈱十人程穫

体雨気③麿閉箇理一1の三鐙を検

理﹂案に落ち近いた︒石炭火力発

討したが︑簸終的には﹁二二管

罐への転換については︑輸入石炭

に醐滅されるという◎密鵬蟹理の

ない将莱は半分程慶ですむとみら

ているが︑従講魔数の醜減にとも

曲蟹田⁝は︑年⁝間山ハ百万がと毘繊られ

の価格が石抽や果然ガスよりも爾
く︑設備の転換蟹用が薪たに石炭

高くつくため無慰味と判断︒石湘

火力発躍所を建設する鰯命よりも

れている︒

▼

や天然ガス焚きの火力発電への転

翌日は給料賦だったが︑受取っ

の撫一水型炉困塁︑ラアーグ萬処

肇

懲

（03）54！一2｝9

政策改訂に他雀庁の援助︒協力を

露IS政策が実旛されることはほ

歓迎する﹂と述べている︒新しい

黛噺

た額が平均三千五落湯で他原発工

理工場繭部︶建設環場では︑蕊多

︻パリ松本駐在風︼英国のBN

灘蝋・

丁駐L

ヂ

9⑱
ぼ確実で︑近く許認司が予定され
ているサマー一騎︑サンオノフレ
ニ︑三弩︑サスケハナ一︑二弩︑

フェルミニ弩およびWPPSS二
号に対する駕ISが膨響をうける

クラス9禦故に対する湾え方が蓉

V8ムサ◇◇0303爵9＄ウ◇◇O◇◇▲9Sφ◇◇030809◇＄φ◇◇う＄真V＄凸▼8φ8ウ
ソン部長︶は︑とくにスリーマイ

劉現場ごとの墓雌になっているグ

ったもの︒グラン・トラボー・ド

の紙芝署はやめてほしいと激しい

調子で経営蓄に迫っている︒

今世紀の電力供給

は水力︑火力で十分

ノルウェー

︻パリ松本駐在風︼ノルウェー

エンジニアリング部︵リチャー

ボー・ピュブリック社の一出機コ

FL︵核燃料公社︶はバーロー港

櫨︑・

TEX 524−8059
TEX 523−6862

も

炉心溶融も考慮へ
産業界には時期尚早論も
※国原子力規制委誤算︵NRC︶は︑今後の原子刀発電所評認可に際しとくに環境影響については
クラス9璽故︵唱酬溶融畢故︶の影翻も考慰ずることになるもようだ︒一ご月ごや思には大日領府の環
ことになろう︒

しないことは国鑑環境政策法の慕
干変化してきた︒禦故の発生も撃

の恵冤もある︒丁瓢−藥故以降︑

を露ISに盗めるのは蒔期尚畢と

境審議会︵CEQ︶がNRCに対しクラス9購故を環麗影響醐明円︵EIS︶に含める﹁覇E王薩
S業政
界の中には︑クラス9購故
策﹂の確立を腰璽︑一方︑NRCスタッフも以嗣から同趣旨の勧告を行い胆嚢の検討修簗を濫めてい

までの原子炉聯故解析はおざなり
で︑薯しく規格化され︑無益なも

本糊神に反する﹂と述べている︒

るなど︑クラス9璽故はいよいよ︑安全解析の憩上にのせられる可能性もでてきた︒

米国では ︑ 原 子 力 施 設 の 想 定 甥
故は︑クラスー購故︵格納容認内

力施設の繋慧踊の指揮権を婁籔長

ルアイランド原発禦故後ヶメニー

書て︑この新しいEIS政策 茎と結累の大きさではなく︑TM る︒しかし︑その他の購項︑たと

婁員会によって墾要塗桶と確認さ

る︒

人間工学部︵ステファン・ハノ

NRC二三の多くは︑婁賢三権ことになる︒

⁝ア部畏︶は︑原挙昌運紙に対す

なる︒

の縮少︶というカーター提璽に強

阪の拡大︵逆にいえば婁興会権隈

トに遍隠しており︑ことに共産党

周長とエドソン・ケース岡次長は

蟹があるので不満としてストに入
さらに︑委員擬の人撃種限も大

に︑﹁人間と機械の接点﹂の聞題

る貰RCの知識を灘めるととも ・マルセイユ社の＝晋五十入もス

平均閥率五酉塀にくらべて引湯も

ス9簸故がE王Sに取入れられるは︑正武の規則悸成手順にしたが I禦故のように丁張璽醸製糖以外 えば︑鉱慶予騨︑NRC内の改に蚕ねている︒器質擬は︑緊急塒
って確立するよう︑璽翻してい のものをクラス9鱗故と定義する
の権限を行使できない堀倉には他
組︑庫聞藁覇翫画などの策定︒提

の少鰍の漏洩購故︶からクラス9 のとなっている﹂と批判︑﹁クラ
溺故︵炉心溶融購故︶の九樫類に

している︒環塊審議会は︑警認司

一分類されているQNRCは︑一ま
九で許認司を凍結する﹂よう勧告
七一庫のカルバートクリフス判決

ばクラス8聯故の範ちゅうに入

の委興に委圧することができる︒

ラプリーヌ︵ダンケルク郊外︶の

麗審議象襲謂を垂心に響麟する﹂

アハーンNRC霞賢擾は︑﹁環は︑確箪と紬桑だけから判断すれ

傾向にある︒郵実︑TMI旧故出権限は︑委員擾に鰯することに

れた一山安全間題を解決していく

再閣までに二年間かかるとして螂

以来︑原子力発電所のEISを作環縮の勧告を実施すれば︑群認司
成しているが︑発生確率が非常に

蝋に拡大︑運嘗総局擾︑基躍開発

く反観している︒カ；ター提渠
筒獲︑原子力規制研究局畏︑検査

は︑議会が習決しなければ六十田

実施周擬の任愈・解職罹をもつ︒

系総同鍛︵CGτ︶支部は窒約束
鼠に発効する︒

を取扱う︒

委澱会による灘講が必粋な周長

ていた原子力輔出酔司権限を行政

NRC改粗の復権の一つとなっ ハロルド・デントン原子炉規制
・保瞳描熱田長だけ︒原助力安全

留佃︒

の一環として︑N飛C内にスリー
マイルアイランド計勝局が創設さ
れた︒

政府がこのほど公表した霜力由欝

によると︑闘国の電力供給は水力

と蟹繊火力によって保酊され︑今

としない︒一九七九無の水力発電

後二十薙間は原子力発雌所を必要

麗は七八葺比九・七％増で八十九

億KWHにのぼっだ︒八O鋸代の

を供給する水力発魑所を建設ずる

ド・ボルマー部畏︶は︑機器・構

ンフリート工類に従窮している労

に近いウォルキントン溢を外国の

よりもウィンズケール再処理工場

鍵

終わりまでに早計菖困十億KWH

計画だ︒

ウォルキントン港

イニシアティブ運動が今鎮藥霊

を憂けもつ︒

造工学︑材料工学︑環境技術など

務蕎三語八十人がスト︑ピケ隊を

を燃料陸揚げ港に
的に繰り広げられているのは︑大

システム総監部︵デンウッド・

配隠して他の労務番︵自計約千

フラマンビル原発︵齎三十万KW

︻パリ松本駐在綴︼フランスの

フラマンビル原発

で工事中断

賃上げスト

露距

来原子力規制婁貨金︵NRC︶

の原子炉規制筒︵ハ切ルド︒デン

テム解析と安金問題解決を蜀比し
ていくことになった︒

新設された各部の叢務内容と部

讃画管理部︵ダレル・アイゼン

長は次のとおり︒

これが実施されれば︑猿子力発電

から運転中にいたる原子力発鱈所

ハット部畏︶は︑許認瑚プロセス
鉱・製錬活動の許認司は︑その都

所の建設のみならず︑すべての採

隈を州民に委ねるというもので︑

家た︑今圓の原子炉規総局三縄

簡︵国務雀など︶に移すか蒼かに

システム解析と
安全問題を重視

ついては︑晃送られた︒

NRCの籔理依制の改鐡・効率化許瑚会議パネル︑岡越訴パネルお

効楊蜘NRC改組案を発表 は︑原子炉規制燭擾と核物質安登

る︒

と約束し︑﹁並在進行中の￡IS

下しだが︑その他の項困について

小さいと い う 理 由 で ︑ ク ラ ス 9 第

すなわち︑環麗審議会は︑NR

委員長権限拡大へ

外されていた︒しかし︑ラスムッ

Cに対して︑①今後はすべての獄

故は︑E王Sの検討の対象から除 は受け入れた︒

セン・レポートやスリ⁝マイルア

ISの申でクラス9甥故の影響を

カータ⁝大統領は三月二十五轡

ス9撃故の影響の補題的解析を行 NRC蚕員擾に大幡な行政権限との鋤儀をうけて得われたもの︒

の原子力発電所については︑クラ

ス9購故の安全解析を求める動き ヤ分著黙する②鏡在すでに運転中

イランド原発瑠故を契機に︑クラ

その一つ︑環境法研究協会は環

が隅家っていた︒

蜜長などの任命は︑従来どおり委

ンバーや政策翻価二三︑査察二塁
全婁員は︑政簾機能︑規劉作成︑

員会で決定される︒

よび原亭炉安全諮問勝義会の各メ

許認可決定などの裁決鵬項につい

うi⁝の二点を要嚇することにな 疑二時の指揮権を付与するNRC カーター握案によると︑五人の
った︒要講の中で︑グスタフ︒ス 改組纂を識会に提出した︒
この提璽は︑ケメニー報銭やそ

さらに︑カーター提案は︑原子

N飛Cが原子蝉規制局改組

の他のTMI勝星調査報儀によるては従来どおり藁脇灘揺を僚持す

トン垂髪︶は︑これまでの四部構

しないというもの︒

＆象
成を五部構成に改緻︑とくにシス

サウスダコタ州では︑ウランを

いる︒

プルトニウムの処理を含む業覇を

メーン・メンキi原子力発電藤 鱗鋤任②原子鱒施設の除染・解体

アリゾナ殉とオクラホマ州のイ

は︑電気出力七牽九刀KWのコン のための憤概③フェール・セーフ

いくことになりそう︒

なっている︒法築は︑州議会では

バスチョン・エンジニアリング社

の闇鎖を求める運動が展開されて

否決される可能性が強いため︑運

民PWR︒一九七二年に運鮒︑メされなければ︑原子力施設を詐司

ニシアティブは︑①無期限擬審賠 止めて他の業覇を行うよう求めて

転中の原子力嘱望所を閉鎖するか

ーン州の鱈力の約三分の一を供給

の廃麺物管理システムーiが確立 澱むあらゆる活動の簸終許認両腰

蓋かについて米国で最初の州民投

運転中原発の閉鎖も要求

の計画管理を楓嶺︒

統鑛選挙が行われるので︑多数の

ロス部畏︶は︑プラント・システ

なる︒

度︑贈罠投漿で決められることに

有権薔が投票するものと期待され

ム︑放射線防護︑原子炉蜜全を担

メーン州秋の州民投票で決着へ
オレゴン州では蕪つのイニシア

ているため︒一九七六隼の大統領

8NFL︑調査始める
は三百三＋億KW琶で︑単均設備 ティブが進行中︒このうち一番ゆ

している︒これまでの累横発貫穿

るやかなものは︑十分な廃闇物

選挙の晴には︑七件の法璽が州民

摩謀からドラガージュ︒エ・トラ
れまでの他の州のイニシアティブ

票が実施されることになろう︒こ

利用率は六五％︒メーン・ヤンキ

子力発進所の累加建設を認めない

処分計顯が軌道にのるまで︑原

大阪本部
東京支店

（06）345−626

三三発環境影響調輩で新駅策か一

間

力
塊審議会の委託を受けて︑巖近︑

過去に発 表 さ れ た 百 饅 十 九 件 の E

融黎故のような璽大な事故を検酎

ーー

ISについての調査結果をまとめ ペス環境霧議会委籔擬は﹁炉心溶
た︒同研究協会の報告轡は﹁これ

藥
米圏では︑今秋の大統領選挙を

機会に反原子力州民投票の実施を

求める運動︵イぞンアティブ︶が

少なくとも六州で展開中だ︒いず

れも︑原子力発電駈の建設︑運転

を禁止あるいは厳しく制限する法
律の制定を呂指している︒

メーン州のイニシアティブは︑

原子力発蟷所の禁止と遜転中のメ

ーン・ヤンキー原子力発醒翫の閉

ー原子力発蟷会社は︑﹁原子力発

一万八千票超す五万五千票の慰名 は︑運難中の原子力発題所を法案

磁器が閉鎖されれば︑より覇価な

の対象から除外し︑新規建設の凍

でフィージビリティ・スタディを
る︒

始めた︒

照射済み燃料陸揚げ港とすること

蜜金技術部︵ロジャー・マット

当︑NRC内の技術醗な安全闇題人︶のサイト入りを妨げているた

ッキーフラッッの核兵離工場が︑

コロラド州の請願養たちは︑ロ

投票に付されたが︑いずれも蕾決

結を求めるという内容が中心だつ

た︒講瀬は︑まず︑州議禽に法案

火力への転換はコスト高

蜜︒

石癌に頼らねばならなくなるだろ

が簗まり︑弼当局は講願を受理し

84年まで轡閉管理

め工蛮は完盒にストップしてい

た︒メーン州のイニシアティブを

成立を要求し︑もし州議会が法難

騨
検討の調整を行う︒

を期待している︒

う﹂と述べ︑州民の多識ある判断

投票で決魑をつけるという手順に

を哲決すれば︑岡法案は秋の州民

いています。

252−2334

（06）488−25〔｝

τεし

兵庫県尼崎市杭瀬字上島1の

⑭原子炉関係各種機器、装置
翻核燃料施設の諸装置
働核燃料取扱、交換、輸送装置
働放射性廃棄物処理及固化装置

木村化工機

メ
された︒

略として︑運転中の原子力発羅所

契機に今後は︑反対運動の地域戦

鎖を求めている︒すでに必嚢数を

懸

轟嚢

TE：L

1一死

i養i

本社・工場

三

の

1奪霧

原子力関係営業種目

獣．

豪勇

（下記装置の計画、設計、製作、据骨）

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

l／嚢

文

ゴ

未来に躍進する 窮益謬！

原子力機器への実績は高く評価されています。

叫馳

昭和55年4月3日

二

業
産

子
原
（第三種郵便物認可1

第1022号
（3）

聞

産

力

石炭と原子力に期待
今後︑需要の伸びは鈍化

④エネルギーは腿用拡大に必要

中︑発注申の全原発に相当する︶

と︑可能な最大の個人被曝線墨は

でさえも︑ケ開園ー報鰹による

る︒※國人は︑一生のうちに累計

影響は躍学的には検趨不司能であ

※国民の庫間話均被騰繋馬は約

康膨響は︑敵性被曝︵二田以内に

間変わっていない︶︒これらの健

公衆衛生局工高が誘明している

ている︒

イ

ども︑間遷った欄報や原子力﹁神

力に対する不安感を増書したけれ

ム燃料被覆蟹の高温反応により圧

出されなかった▽水とジルコニウ

発電所外部でヨー繁はほとんど検

の核分裂生成物は漏れなかった▽

ラントの改薔︵期限つき︶を命じ

クフォースの勧告にもとづき︑プ

に︑す早く︑総命的であった︒

示露︶▽他の欝三三圏追加の必要

ング表示麗︑加圧器逃し弁開開表

RCなどの対応は以下に示すよう 練計画を定める組織で︑アトラン

のス
趨獺︵加圧器水位︑サプク⁝リ
▽NRCはTMI購故教訓タ

＼

○その他、特殊機器設計製作

減少につれ︑より多くの璽力が必

で約一万五千ブ．ムを被曝する︒こ
の生涯被曝線羅が五万︑野．ムを超え

︑ゾレム︑また鍛大平均線騒は

ると︑その個人がガンで死亡する

七±一

リスバーグからデンバーに引越し

二酉︑ゾ．ムであり︑このうち原子力

︵擬時間にわたる被害︶の場合︑

被曝︶によるもので︑慢性被曝

︵平均死亡率一七％は過表五牽無

確率は一％増えて一八％になる

TMIによる平均 三︑ゾ．ムとされている︒これは︑ハ
最大線盤は3︑︑︑り．ム
た堀禽に余分に受ける被曝線騒に

放窮線を受けている︒われわれの

は土壌︑住宅︑野菜︑水などから

である︒原子力発電所周辺の年間

産業に趨國するものはごくわずか

等しい︒

体も放耐能をおびている︑しか

影響についてである︒

語扁が横行していることも確か︒

力容器内に水素ガスが発生した▽

ンプ水位︶▽技術擾助センター構

た▽運転麗の酬練の改善︒TMー 性についての騨価︵水素薩度︑サ

／t

○サンプリングフード

蟹になると指摘して︑石炭と原子

二〇〇〇野心傭⁝二千六哲二十万

續ｪ○隼九千六百七十万人←

人︶⑤所幣数の鱒加︵同七壬ハ蕎

力による発電をバランスよく開発

的にも好ましいと精んでいる︒

していくことが︑環境的にも経済

人間は︑常に自然放射線にさら

のエネルギー源の利用を拡大する

DOH予測は︑年間伸び率二︒供給團標が違成されなければ︑他

し︑今臼︑人々が心配しているの

されている︒太陽︑宇笛︑あるい

二％の中門畏シナリオを表わして

を君思するかのいずれかである︒

か︑さもなければエネルギー不罷

ネルギーが必要⑥これらの個々の

図は︑DOEとWH枇の二〇万
〇戸←一億二首万戸︶にさらにエ

いる○その特徴は︑①水力を盒む

〇駕予測を示す︒

全米科学アカデミーは︑短期

太陽エネルギ⁝が全体の二〇％②

る︒

︵二〇〇〇庫まで︶に石癌と天然

巖近発衰 さ れ た エ ネ ル ギ ー 解 析

ガスに代わって大規模利胴できる

リソ⁝シーズ︒フォー︒ザ︒フユ

研究所︑エネルギー雀︵DOE︶︑

ーチャ；︑全米科学アカデミーの
合成燃料は歪体の近％③原子力は
に簿えている︒①新規供給分のほ

ように︑他の汚染物質に比べれ

影響はもっと小さくなる︒

のは石炭と原子力だけである︑と

残りを賄う︵現在運転申︑建設

被曝線蟹は五ド．ム以下に抑えられ

研究結果は︑いずれも︑﹁今後の
述べている︒さらに︑流体燃料の
実際に︑原争力発電所の草常運

購
％被

緻撮

こうした状況の中で︑購実に墓づ

発電所外での放課線磁は︑州︑罐

RCの間の運絡強化︒全原発への きるようにする︶▽原子炉メーカ

7M王璽故を徹底的に調査検討

繁爆発は起こり傅なかった︒

︵ロゴビン報告︶と大統領蒋別調

したNRC特別事訳グループ報告

一︑三囲と解析の薫習から・蒸

破周的なものにはならない︒

／

︾㌧

T王3LO3（377）81王1

蛙（勇者【〜肇二尊畢【〜く戸晦辛斤を〜；4−8−10

これに酎し︑WH社は次のよう は︑原子力発註に関撮した放射線

米国のエネルギー購要の年間伸び

転による公衆の被曝線騒は︑限常
生活において受ける放射線蟹に比

に影響を及ぼす環擁規制の緩和を

べてはるかに少ない︒これまでに

ば︑放射線に関する知識は多い︒

期待③たなぼ把武超過利観税の一

経験した申で凶悪のTM王購故時 に広範な実験で︑八十二世代にわ

／

料金支払い者保険プールの設躍︒

き論理的なエネルギー政策をもつ

力会社︑NRCにより二十地点でタイプの珊故がシミュレータのプ

ームがプラント・データを利用で

想︵陽報の優先順位づけ︑援助チ

TMI蠣故に対する産臨界︑聾INPOは︑翻転纂準や珊故塁訓

ことが大切との認識のもとに︑こ

ログラムに縄込躍れた︒毎庫の運

タに本部がある▽新しい醗測装畷

の小陽子は作成された︒

転翼格免瀞更新制▽躍力会社とN

測定された︒

融温度にはならなかった︒ごく少

告した▽NRCスタッフ︑ケメニ
転穴抜研究所︵IKPO︶︑原子力

常駐検萱寝の配躍▽原子力発購運

起こらなかったこと▽燃料の溶

思MI購故にもかかわらず国属の
霧隠数が原子力隻持を表明している

踊の核分裂生成物が燃料から放出

ることが大切である︒

きなかったかを︑はっきり区別す

ーは︑遡転手順の改血をす皐く勧
した▽格納容器は腰れず︑気密状

との巖近の世論調査から︑WH社は︑
公衆が正しい判断を下すことは司能と期

﹁メトロポリタン・エジソン社と

態が傑たれた▽圧力容課内での水

識している︒小冊子からエネルギー・TM
王︑放射線︑経済性の概璽を紹介する︒

スリーマイルアイランド︵TM たが︑それは︑﹁公衆の健康に対

ペンシルベニア州申部の消誉者に

は︑①炉内で発生した水繋気泡が

一︑蒸気爆発による格納容器の

気爆発は趨こりそうもない︒

一︑ラスムッセン・レポートは

→M一二号の舗御鍵横型Q麟故時の遼転皿の対応︵心理状態

など︶を調べるためにqゴビン調壷グループがつくったもの︒

鉛ガラス と遮蔽機器

000

500，

安全解析センター︵NSAC︶︑

○〜一冬尺モ︑野．ムの被曝による

いう報告がなされている︒

著な遡伝影響はみられなかったと

たりねずみを照射してきたが・顕

一九四五庫から七五奪までの非常

節約の璽視︒

米国のウエスチングハウス︵WH︶社はこの
ほど門エネルギー・ご○○○隼﹂と題する

ミリレム

＊自問被曝線鍵を示す
する司能性は︑難解象が耀えてい

米国では︑エネルギー聞題が現在ジレ

普及啓逆用の小冊子を発行した︒

Kン死亡率

れた▽漏れ出た放射能は︑比較的

1ノ

ンマに立たされており︑将来の進路

インドのケララ地方＊

2009000

50，000

15，000

ｪ1％増加

：職業人の詐容限度＊

症

葎

鱗瘡

公衆の法定許気心壌：＊

るよりも︑ずっと少ない︒

放射線被曝の評価
ン︑キセノン︑ヨー素︶で︑固体

撫鯖鰐饗灘
短半減期の放射性ガス︵クリプト

！670％＼

M1鶏故は明らかに来国民に原子

ハノクグラウノト

を巡って議論が面出している︒㌘

建物

10，000

5，000

部を新エネルギー開発にあてる④

◎
◎
○

購

と予測し︑ 二 〇 〇 〇 年 の エ ネ ル ギ

電コストを上圓っている︒

力の堀合︑燃料盟だけで原子力発

これらの原子力発爾の優位性は
電気料金にも反映されている︒嚢

虐める翻盆の大きい電力会社では

り小さい︒

電気料金の値上げ率は全国平均よ

を弩鰹することは大切だが︑かと

門弟KWの原子力発電所一命の I︶覇故が圏民感偶に与えた彫響 する爾威の大きさ扁ではなく︑

いって︑閣違った﹁神謡﹂を放吟

査婁員会報告︵ケメニー報告︶は

運転による燃料蟹の節約効渠も無

次のように述べている︒

一︑たとえTMIが炉心溶融を

与えた財政的影纒の大きさ﹂の点

視できない︒燃料覆の節約額は︑

一九七Q年には二万〜五万斌／田しておけば︑米国のエネルギー自

爆発していたであろう②炉心が溶

起こったこと▽機械の故瞳と運

TMI購故で何が趨き︑何が鰹趨こしたとしても︑その影響は︑

においてである︒

将来の難燃コスト︵一九九〇無

転員の諏操作が麩なった▽安全系

TMI瑠故をとりまく﹁神謡﹂

立昌標の達成は難しくなる︒

運転予建︶についての縷縷結累に

融し︑格納容器を璽通して地下水

統はすべて設謙どおりに作動︒運

十万が／日に上灘した︒

だったが︑七八年には二十万〜五

よると︑原子力は︑西部の︸部地

に触れ︑爆発していたであろう一

破腰は︑きわめて超こり難いと考

というもの︒いずれも翼実ではな

えられる︒

原子炉黎故の確率を現実的に騨価

転瞬が計測装翻の読み魑を誤解し

に記して二四〜四四％安樋であ

い︒

域を除く全地域の石炭火力篠懸所

る︒騒近のカリフォルニア州PG

て安全注入系を止めた▽攣故は︑

しているようだが︑瑠故結果につ

﹁チャイナ・シンドローム﹂は

＆E社の調査では︑一九九〇年運

におかれた︒この聞に逆心が掻翻

発生から十六賠間後に︑籔理状態

M工瀬瀬を混同して比較するのは

開の石漢火力のKW当たりの建設 あくまでも映懸であり︑映画と？

いてはかなり悲観的である︒

一︑破局醜な原子炉薯故の発生

した▽写譜瓢湖染水を補助建屋に

確かにTMI鵬故は深濠であっ移した蒔に︑環境申に放酎能が漏

話しくない︒

1壌

ー購硬を百十一〜百十四クァズと

発電コストは︑原子力一・四七膨︑

緕ｵ七年︶︒

石炭一︒七三壌

原子力発電駈
の建設蟹は︑石
炭火力に比べて
五〇％謝縄であ
るが燃料籔と運

ると︑原子力の

転維持蟹を含め

発電コストは石
炭よりも安価に
なる︒また︑大
気湾藥防止のた
め︑石炭火力に
スクラバー設躍
が霧務づけられ

るようになる 籔は二千十がで︑原子力︵岡三九
出ている︒

個人の平均被曝線麗：

30日以内に辞意

生涯：累積被曝線購一
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とんどは石炭と原子力②石炭利用
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／0
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わが国原子力発電所の昭和54年度の運転実績

た︒

蒸気発生二藍箇の衝重をひきおこ

じ︑当該部が周部的に腐食され︑

南面霊室は︑○︒〇三g而に低下︑

高憾約○︒一二箆あったリン酸

ダの暴露を行った︒このため︑最

転と温水洗浄を実施︑リン酸ソー

イクリング運転中のリン酸とナト

めて︑約O・七詩修除去され・サ

止時の水張薔による除ま分をふく

その結果︑リン酸塩は︑運転鯵

の運転再開﹁ゴー扁の絃論を下し

十分に確撮されるとして︑今園

おり︑順調にいけば︑三か月の調

聴期に調整遜転に入りたいとして

またナトリウム暴露灘度もO・〇 リウム平均濃度は︑ともにO・〇 愈がつきしだい︑できるだけ匿い

関西電力としては︑羅側との認

た︒

す結菓となった︒

この対策として︑二次側の水処

一P昆以下となった︒

理を︑減肉をひきおこすリン酸ソ
一9畠に低下した︒

整運転・その後の健金性の確認を

ーダ処理から揮発挫藍碧処理に変

経て︑今秋から鴬業運転再開にも

安金委員金としても︑この点を

では︑リン酸ソーダによる口幅発

璽点的に審議︑﹁この程度の濃度

生の可能性は︑ほとんどない﹂と

しかし・畏期間にわたって運転

庫十二月から今奪二月まで︑さら

覇断︑調整運転をしても︑安全は

を爆醸したことを考麟し︑五ナ四

また︑蒸気発生羅に残撫してい

に三スチップのサイクリング運転

型した︒

たリン酸ソーダを除芸するため︑

を行った︒

原閣は・蒸気発生麗細腰の上部

いわゆる乾湿硯象が生じたため︒

で︑九ステップのサイクリング遡

五十三年十月から五十四無五月ま

支持板にはさまれた二次働衷面で

このため︑二次側水処理に駆絹さ

簗中︑このため定検も長期化晃込

十鷺庫度には応力繍食翻れ対策が

いて照間があり︑関係蕎がそれぞ

大学における原子力教膏などにつ

ポーネントの現状と今後の計画︑

それに比べ一〜一⁝か月間延長とな

した諸対策から定検期聞が本来の

七格子鑛禽体に変え︑さらに︑先

子力発電所として一九七七無にロ

ソ逮の援助のもとに︑岡国初の原

フィンランドの原子力発蹴は︑

れ現状を報告した︒

みで︑還転実繍も落ち込みそう︒

行き八×八型にもっていくが︑こ

った︒贔質撮註に関したものや加 藥電はこの黛︑燃籾も改良型七×

るなど瞬並み獲購化︑不調に終わ

題あるいは7M王原発嚢故に闘旨 過去最縄を認録した︒しかし︑五

瓢＝＝器一＝＝＝榊開＝讐篇＝＝篇一＝ニ＝一﹇＝＝＝灘＝二一鱒一一＝＝鱒＝＝＝二三＝階＝＝＝＝■一＝解同＝＝＝鷲＝＝＝＝一日獄需＝＝＝＝一胴一＝＝＝＝輔鷲篇＝濡需一＝＝＝篇＝＝＝鷲＝幽騨＝＝罵隔幽一篇囲冊＝冊＝冊鷲一冊＝層

っていきたい考え︒

れていたリン酸ソ⁝ダの濃縮が生
＝一層一階＝騨一＝鱒一一＝鱒＝岡目＝漏一一＝＝謄＝＝雛コ篇＝コ＝＝＝竃＝篇

わが国原発の運転状況

まずまずの実績残す
跡畔での不調だったPWR

ルも︑この年︑冒立った︒しか

R︶が商業還転を開始したのに始

ビーサ一弩︵幽十照万KW︑PW

圧雛逃がし弁の不貝禽などトラブ

・調整はスピードアップ︑設備利

れにより出力上鉾︑パターン変翼

鋳間稼働率践九・七％︑設鯖山雨

し︑これらについてはそれぞれ修

蔚本原子力薩頭金議が調べたわ

復あるいは対策が講ぜられ︑いず

2
2

七月以降傾止し蒸気発生器対策等
が進められていた美浜一幅もサイ
クリング運転を経て調整運転へと

千KW︑BWR︶

オルキルオトニ屠︵六十九万一千

サニ屠︵四十四万KW︑PWR︶︑

が運転を開始した︒親在︑ロビー

轡︵六十九万

にかけ行われた二十基に対する簸

定検擾期化が運転実綾に影響し

検のうち三か月以内で済んだのは

颯墓が計画中︒

KW︑BWR︶が建設中のほか︑

ているが︑ちなみに昨年から今年

のでもあり︑今嚥簗翫の特色の一

のことは大型輝の好調さを示すも

月を超している︒

わずか二基にすぎず︑四璽が十か

禰翻第一原発は六璽がそろい

が︑これは︑新規戦列入りした福

外転実繍は﹁まず家ず扁だった

と繊雲関係餐との懇談会︵写爽︶

0・チアイネン慶長以下十穴名︶

エネルギー婁員会原子力轡門富の

する原子力視察囲︵ヘルシンキ・

聴したが︑今無は二〇％︑来奪は

Z％になると期待している扁と

禽

照隠擾密田節詩評住所茨城

〒三一九1一一

代表暫・仁

璽謡○ご九一一八

累那珂郡転職村白方字白根二の四

アトム工房︵株︶

⁝〜一i五Q六〜ニ

所変翼新代表暫は代表取締役岡

本正同氏新控崩は千代田区神田

二i八八三五

紺屋町二十︑岡本ビル羅謡二五

◆口羽協資料塞休館：
帰と移転のお知らせ・

原子力安金研究協会は資料

資糾塾を休館します︒

原子力開発計画について述べた︒

︵財︶原子力弘済会

OO8臨幸◇◇▲凸M署80Sφ◇◇08L9＄轟AM﹁◇ム順6

踏み︑設備⁝利薦率も軍均六五％と

フィンランド原子力筏窺団一

地域暖房に原

子炉利用へ
原麿関係春と懇談

鵬六弩と大飯二穆は別に︑策海︑

が三鷹一罪︑原産会議蜜で行われ

原塵に入⁝

つともなっている︒

いる︒三月の運転実景は設備利用

まり︑七八鎌にはオルキルオト一

率五四・八％と・まず濠ずの成蔽

01
つ轟2

霧海第二︑教賀︑裡照臨弩・岡王

フィンランド猿芋力学会の編成

臣︑浜岡二暑︑齢方︑島根各炉と

た︒

たち上がり態勢︒

新型転換炉ふげんがいずれも六〇

まずあいさつで一本松珠磯原塵

フィンランドの絡来の原偶力発

なお︑五月二日︵金︶から

整移転のため左詑の期闇中︑

ったのに対し︑PWRは・舗御樺
碍本のエネルギー劉樹や原子力発

一

案内管の支持ピン︒たわみピン問

電酎趣のなかで注轡をひいている

麓詔薪耳門︵環瞬宏ビル潮館

とによる︒総じてBWRが好調だ副会長︵原璽取締役強談役︶は︑

％を解す設備利用類を集録したこ

用誰圃上も櫻られることになるQ

だった︒この数週をみてみると︑

十二基となり設備容蟹は千蜀酉十

薬が購間稼働率を上囲ったが︑こ

れも︑これからに慎臆が期されて

腰の運転実繊は溺嚢の通り平均で

〜

まあまあ〃

の運転状況を維持していることが

定検擬期化の中にも

隼を除きいずれも五〇％を超し︑

設備利照率は五十一二度以降一昨

が翻原挙力発電所の昭和五十四礒

︶︶導通

ま

卵

再開したが四十九年七月︑ふたた

︶

〜製〜

〜図〜〜〜η〜馴

U︶篭義54哺︶7︶

∩0／
80︶
11
11

箆傑第馴第秋聖旨篤針第一54甥

3安1奄5彗623藺4纐1り一万七千KWに達した︒四十九隼

竃紘鍵5学匠建罵建嵐鼻嵐7震
圃檸團2四二㊥鴎璽爆㊥檸2鱒

444醐49544︵5っ5
65
て運転中原子力発電所は愈謝二
暫現説灘雛欝︶瓢

21栂2礎33243
2しく戦列入り︑これによ
二辱2
が新

れも濃霧KW級の福翻六讐と大飯
24
〜欝3〜2り1028229〜つ
ね

この一年間に︑わが国ではいず

20︶1052 ︑ 承されている︒
㌔j
6％
99姻8

︶

ぴ同じ嚇故が発生︑運転壱鯵止し

GG

GO

00

＝

＝

00＝

00

00
00

電開発の概賂を述べ︑門軽水炉の

・クーシ氏は︑﹁第一次石縮ショ

地城暖房について︑同研究所の﹂

隣り︶で開館いたしますので

お知らせします︒

ック後︑スウェーデンと地域暖房
プロジェクトを作った︒現在︑運

四月二十一鼠

藁東都港区新橋

干一〇五

原子力安全研究協会

▽新住勝

◆

Phone：0423−91−5155

近く調整運転入りへ
蒸気発生器性能など確認
原子力安全婁幽会︵吹田徳雄委爵畏︶は三月三十一日目蕊月凹田付け通産省から報告された墨髭躍

力前浜毒機︵PWR・三＋四丁W︶のツイクリング運転の継果および調整遜転について検罰した
結累︑通産省の処理方針にもとづき山院遜転を爽施することは︑妥当であると翻めた︒この原子力安
全婁屡禽の決定により︑灘浜一弩機は︑定格出力まで段階附に出力を上げ︑それぞれの段階で︑購故

原函となった蒸気発生器の性能などの確翻を行う調塾運転に入ることになる︒早ければ・四月即に
も約三か月問にわたる調麗運騒に入る予建で︑四十九年七月︑蒸気発生器細管漏洩翠故によって炉が
停止されて以来︑五年九か月ぶりの還転再開となる︒

00

00 00

oG

GG
GG
00

Go
GG

コ
二

ルの確立が今後の大きな課題だ扁

完全な技術の確立と核燃料サイク

など︑今後の計覇︑團漏している

配

問題点などについて述べた︒

▽休館期間
さきに認められた安全性の分析と

を行っており︑これが完成すれば

あわせ︑このプロジエクトは完成

一丁欝十八番一再明日ビル

転するにあたっての経済姓の分析

ィンランドは︑日本と岡様にエネ

する﹂と述べ︑政癌自身が力を入れ

．本館六階

これをうけ︑フィンランド技術

ルギー資源が非常に少なく︑利薦

て研究を選めていることを強調︒

研究所のP・ヒースメキ氏は﹁フ

可能な水力資源はすでに開発しつ

ひきつづき︑フィンランド側か

︵月︶〜五月一日︵木︶

くした感がある﹂など原子力利用

ら︑日本のP・A問題の状況やコン

〒189東京都東村山市恩多町5−15一肇O

帆

724
744注22

葎048667

暑]鮭縫鑓顯朦二三璽謬製

00

00
00

00 00
00
00

00
00
00
00
00

00
00

2

20〜55

3

第5◎鍵検（54

13、

癖馬醗麻論朧雛51227〜55329）

＝

二

oG
00
o︵︸ ︵︸G

OG

＝

51

に踏みきった経緯や︑門昨奪は全

奪＼難

GG
Go

（葎農）

53

＝

＝＝

（脳）

00
00
00
00
00
00

〈鰹l1597＞
一鱒閲稼働聡
…設樋利絹墨

GG；

サ

ぴ

30〜）
第3［甕］知竃検（54

歪0
6、

00
00
00

馨：難鍵盤lli
↑G）
8
歪〜5司
雫2

殊鵜灘灘も1蟹㌶甑畠29供入）

魎 難東東灘衛翻訳センター

鍛門門千代田匿有楽町H−1郵硬爵辱loo

25

55

繍畿編鍛は瀾騰旗下閾繍磁講欝1翠親11§1

注17謝
＝

4、第7團燈横（5心127〜）

第3圃角裂検（53

GO
00
00
Oo
OG

傑8）
個22｝

52
50
G

D愈、｛16賑ゐ・5・8・
（義87）

50

働）
〔凡
（％）

28）

12、第4圃疋横（5G 7壕〜）
サイクリング翻転父施

5、

00＝

わが暮冬子力発酒所の過去5年閻
の時閻稼働率、一季鴉閑率の推移
1GO

（広綴謙）

電譲03つOアー50ア1

65976996
愈謝または耳z均

品質と実績で知られる

チャレンジする化学

597
bS8
108939711（ア995299）
10998）

604 741 713
T26 V12 V01

672（

G）
653轟0（
O）

04
O2
X81

i54320）

第1唖］震襖（549鷹〜5纏り1つ

第1圃蕉検（5峰96〜55窪18）
3、3難G圓簸検（54323〜54725）

閧nG

S23 X90

692 窪oo 嘆oo 窪OG
U30 X98 W87 X97
426 4歪0
583 705 597 680
15鱒7 R84 R42 i29 T51 U34 S91 T58

X99
65G
U49
536
S66
ア58
V4雫
46ア

1GO

EGG

559

i501015）

9、541024に羅謄

。発二等關の劇立はH、発蹴鍛乃購の単｛血はKWH。

窪GO
ノノ

蒲

窯

躍0、中閥点極こ（5459〜54519）

注1：羅朧離罐認。ζ7）

母oo

5？3

10G

りOG

567 窪GG
S38 X99

X99 X99 X99
撃fO

R71

0（

遡器2

1GG

F）WR

ア88 100
V63 P00

2753725

肇oo
撃fO

i52930）

100

研3
630注20

喋GO

100
根

フう

窪65 PGO

ATR
ん

げ

心

3G6006P ・士1gl器

矧3
1e（｝

3G魂ア345

柵14211総15536
8臓3／5綿 5網
X98

膜観謝
X55 X62 X94

3298060 注181 ｮ1
873900）
（
283210◎
7願）
（
100

100

100
1GO
100
6ア6 100
T93 X7窪 閧盾
X5葎 P00
1eo
100
5ア0 10G

U56 X59

8召8 100

460
566
8W臼
i49329）
麟

伊

826

1GO

35喋53尋7

521

514

S8歪

i54327）

ノノ

一二

発餓電力羅の一八％を原子力で生

Q

2醐

窪GG

2702 2062562 鮒6妻顯

826
3（5窪42環）

X94 X85 X86
2（54125）
飯
大

ノノ

窪oo

1銘716葎P翻
826
ノノ

i5011i4）

500
〃

i45鯛28）
芙
巌 2
i有7725）

1鐸75
ノノ

窪

飯

穴

34G

PWR
り

浜

1175
ノノ

5／6808）

窪GO
発oo

100

813187
1

4G

窪GO

鷹oo

91魂

P2

8！
S36 W62 X94 X79 R30

斧§馨

X39（

100
100
100
100
100
W9ア X79 X7歪 Xア9 P00
293 ノ5 332 100 100
U7 Qア1 X78 X33
E／2

瀟3二
6224轟0

83

8

100

窪32 100

男8

窪418

Gg
f4

X43（
969（

Q1

35
89．噸2

^2

1（｝3ア50

612294）

X8G（

527
Q09

W55

EGG

喋97

780

S8 X42 X79 X79 X80 X86
85

湘暮褐
5890 頭訂523塑

【

5792麟）
72わ

4466 3b398ア3 崖14暑9§
4430 3召962〔＞8 m5舞鎚
浜

Q56252 注10器8
W9ア

ノノ

10G

X96
999
W87
鷹oo

644 100 窪GG 100
5β0 X27 S75 X29 X29
W召5
10G
100
551 窪GO 1GO
840 X28 X召4 p75
Wア8 X51
浜
醐 2
i53屑29）

ノノ

騰
黄
1
i49鱗 轟）

岬㌍

90ア（
T／4（
93培 100 （

535
R25

窪GG

1鋸317％儲
100

G（
0）
O（
0）
1CG （
744）
X97（ 3／0949）
972（
723）
簾

4

X66 X93

100
Xア7

りoo

1GG

ノノ

福鵬第一 5
i534肇8）

5561
凱

2

＝ EOG

ノノ

注7器1
〃

i5310鷹2）

福鶴鷹一

00 00

ノノ

00 00

i46326）

1100
24）

744）
ノノ

i看97↑8）

福醗第一

10G

675）
230528）
744）

二

3（51327）
懲鶴第一

乙鯛

35ア

ノノ

翼

葎00

ノノ

り

鐸GG

1（5喋3歪7）
岡
浜

6（541G
禰鵬蠣一

6062 1975457

i53鱒28）

23
O4

7鮒9 β884082 注8夢δ1
3840 4鷹37760 蕊9囎。
10（｝

ア74

508

503（｝

657

469622＞

6937 4522035

573注6

3499瑠0
6035 4096932
X／0（ 565730）
100 （
7願）
W34（ 486召53）

X63 W88 U77 W36

5827 2357671 浅4麗§
0）
0）

79G注5

0）
0）
7轟4）

532
ハ0
R03 X73 T27

7GO）

227432）

747 筆oo 窪OG
94G（
U56 X38 X38
W56（
194
G（
8
f（
X窪9 P72
790 100 100 10G 100 （
U22 W92 W20 W82 W05（
100
X2奄

1G（｝

窪oo
838
X38 ^40 X38
940 鷹oo でoo
828
硲0 X26 W39
V55 X15 W97 U62
840 888 976 100
9／8
784
T74 V96 W24 W30 W29
100
窪00
922 1GO 100
935
784 100
W18 X57 X轟2 A81 X2司 W10 W50
100
100
窪GG
980
784 100
W2｛｝
XG 1
W88 W94 W39
954 窪OG 100 100 嘩oo
784
U92 X62 W43 X56 W62

９4

00 00

i41725）

100

615

630

20（｝

100
X窪9
第二二

繍

藁

10G

663注2

690ん塾3

i4531の

禰鵬驚一

7耀3
166 V96 T65

GCR
BWR
瀞
榮

0（
f（
100 （

5824 5943615
籔

100

100

ア44）

78602G）

（

105

窪GO

36（
窄oo
933
W36 W34 W30 W39 W37 W08 ^39

T曙7

100

100

626

10G
X歪1

1GO

X6G（

U1 X82 X56

Q6（
100

100

54 無 嘆 翫
（％）
発鍛脇簡 発鱈鑓，り鰹
27）
926278 ま窪乙峯琶
6808
3256）
型

発躍斬名
i遜鋼驚…縄8）

705
鱈OG X28 X09 U24 94魂
W48

畷舞暴羅1

2周
1用
12虜
11局

1GO

100

100

100

1GO

10隅

9絹
8罵
7罵
6用
5周
4月
式 認句出力
ﾐ5KW）

昭和55年4月3B
二
業
産

子
原
館三種郵便物認可［

第壌022号
（5）

原子力の翻訳は専門家のいる当社へ

聞

力

原

第77回原
産懇から

戦薗⁝丁llーム＝≡累朧一⁝肝1≡≡≡⁝＝一董蓬≡幽戸三−藁幽﹁冊≡圏基咽1＝冨憲ヨF＝需−三曽需≡導籠階−唱冊嘗≡露頭露量！≡≡一5霞

ヨナルな報通綴織が珊故の社会的反応に与えた影羅ははかりしれない︒高度化された帯代社禽にと⁝
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ヤーナリストと原子力﹂と題する鰐演からその国璽を紹介する︒

獺

州

一霞漏蹴転醜諜灘帥磯流造翻製麺藻網羅嚇証

⁝

夜ウチ

などをやったり︑政治の

り瑠実とは何であるかを追求する

だきたい︒

襲実を遇求することのむずかし

いまこそ現実
原発論争

的な論議を
・

さ︑厳しさを承知の上で︑原子力

あがってしまっている︒これは非

し︑魍実と違ったイメージができ

感され︑瑠実と離れたものが先行

価もできる段階にきており︑安全

年がたち︑郵故に対する冷静な評

うのではなく︑TMI製故から一 供給可能墨を詰めなければならな

ように︑同じことを選択しろとい

が︑もう一つ︑国入エネルギ⁝の

土俵をつくることが今日ほど必要

常に危険ではないかと思う︒

鍛近︑原子力に関してもノンフ

幻想とか空想とかからは︑團民

性の問い蔭しもすすめられつつあ

いての毘通しはエネルギー調参会

炭︑地熱などである︒国内炭につ

が約二千万ジ︑枇会党二千五百万

るので︑そういうものを反映し︑

千芳鏑︒地響についてはエネルギ

五百万ジ︑民祉・新宙由クラブニ
まり文句だが︑それが困難な状況

ー調齎会が現状維持ケースで五十

が来るということについて共遡認

エネルギー閣題が深灘化し︑危機

には︑一九八五駕から九〇年代は

ージビリティ調壷されているはず

供給欝能醗についてはもっとフィ

濫んでいるわけだから︑八五無の

ギー資源について︑かなり調査も

各政党問に供給兇癒しについて差

を蟹玉しょう﹂という第二案のス

した方向を出さないと︑各論反対

分担させるかだった︒

もってくることはできないが︑薯

康子力︑石炭︑LNGなどにどう 西独のケースを短絡的に串本に

にもとづいた議論が必要だ◎

それは雑畜である︒ただ態憲淡定

でなければならないことは麟実だ

ろうと思う︒原発計画がステディ

⑳既刊婚評発財団由−

宮

A5判飯二八○○毘

健三・矢川元基

国原子炉構造工学

圃原子炉燃料

安藤良夫・岡林邦夫

内藤変難

内藤套爾

壁原子炉化学下

秋蜘

守

囹原子力熱工学

珊畑米穂

栞

傷

図放射線化学

石野

固照 射 損

関口

晃

十

ﾜ〇〇円

患蕊

ｪ○○円

二八○○円

二五〇〇円

二五〇〇円

二五〇〇円

團原子カプラントの構造設

菅野贔義

二玉○○円

化原子炉の鋼御摂動論原子炉の設計

論 葬均質炉の理論 多群方程式と群定数
原子炉の動特性 原子炉における反応度の変

る中姓子の言動均質原子炉の解析輸送理

中性子とその核反応 原子核分裂 原子炉
媒質中における中性子の挙動媒質内におけ

︿主要目次﹀

方には座右の書となろう︒

んでいる高速増殖炉との関連から︑高速
中性子炉に関する記述に重点がおかれて
いることなど︑類書にはみられない最新
のものである︒学部学生を対象として記
述されており︑薪エネルギー技術を志す

と︑第二に︑⁝挽在︑先進諸国で開発が進

本書は︑まず第一に︑原子炉の設計への
適用や具体的な設立例を引用しながら︑
原子炉の理論を判り易く展開しているこ

書成弘

圃原子炉の理論と設計
が現実にある︒というのは︑昭和

W︒社会党は一薔万KW・公明党

と共薩党は頁万KW︑民社党五十

万KW︑対策促逸ケースで百万K

九八五琿のエネルギー禰給予測を

芳KW・薪自由クラブ七＋万XW

五十二鎌の麗ころだったが︑各政

どう響えるかについて詣を間き政

識があった︒また縄購を確傑し︑

だと思うが︑競実は倍もの開きが

つまり︑自分の国にあるエネル

である︒

国民生濤水墨を維持するためには

ついて開きがあることが︑多分

ある︒しかも︑国内エネルギーに

較褒を作ってみたところ︑各政党

経済成畏率六％︵論旨︶前後が必

に原発の規横と関運して動いてい

饗で︑石油の輪入国はエネルギー

︵当時︶ぐらいが隈度であろうとい る︒これでは︑エネルギーバラン

調査会見卜しの四懸三千万柵下

がみられず︑足りないエネルギー

図解︑西独のエネルギー議論は

スの比較はできない︒

省エネルギー率と︑必要なエネル

をまかなうために︑原峯力発羅を

ローガン的なものが大勢を制した

渡篭堂かという発券が一つある

海外炭とLNGの輸入がどの樫実に立脚した計画が示され︑それ
は︑スウェーデン国民が選択した

の報道がなされるようにしたいと

れにもとづいて民心を適賦する形

がプラスの方向にいくかマイナス

・囚原子炉化学上

党間のエネルギー隅給晃遍しの比

党のエネルギー政策撮嶺暫から一

沸︑公明党二千万沙︑共産党三千

原発計画を見窟すべきだと思う︒

向からみて至難と鱈わなければな

﹁七千万KWくらいの発電規模のはやこれは達成することはできな

エネルギー全体の中での原子力

い︒窺想は窪想を呼び︑原爆力の

をする︑そういう土俵の中で実競

る道であろう︒

ということを指摘した︒そして︑

いるので︑それだけの発醒規模を

らないとも述べていた︒

もう一つは︑スウェーデンの選

中で・すでに二千八勇KWは運 いが︑これから原発計画をすすめ

対ではどうにもならないところに

の僚圏づけを明確にすることは決

的な共融の土俵は絶対に蛋まれな

あるさというような論にまで発展

かわりにソフトエネルギーパスが

ィクションものが葬常に多く︑怪

だ︒例えばフォ；ツイスの小説

退部︑極部を実にうまく採り入れ

司能な選択を弩えるということ

Wという懇定がでているが︑ただ

ある︒こういうフィクションに粗

ョンであって薯実ではないわけで が︑原子力について合愈を形成す

ている︒しかし︑これはフィクシ

門悪魔の選択﹂をみると︑現象面の してしまう︒瓢実に立脚した議論

末の悪いのが︑ノンフィクション

情報がみだれ飛んでいる︒特に始

国産エネルギ1は︑水力︑国内

いという問題もある︒

ことだ︒

なことはないのではないかという

婁にもとづ窄麗的な蓋の

一に︑覇実に立脚して議論する︑

について書しあげたいことは︑第

えた︑ギリギリの選択だった︒だ

遡成するためには︑ここ数隼の闘

私は軍門寡ではないが︑実感と

こういうことは巖近法長の海山動

がなくても太陽エネルギーや石炭

に新しい立地を行わなければなら

リードタイムが非常に長くなって

で生濡水雌は維持できる﹂という

ない﹂と強調し︑これに関連して

から反対派の人々がいった﹁原発

ことでは︑二二に灼して説得力が

択は無条件の原発推進ではなかっ

なかったということであろう︒

して︑そういう危険感が強い︒も

盤要かを示す一例としてスウェー

購実にもとついた選択がいかに

デンの原発國属投票がある︒この
たということだ︒﹁巨大限の安全

数百万KW程魔は既設地サイトで

転中・建設醸備中である︒また千

国事投粟のわが国における受けと
災をとりながら︑注口深く原子力

ていくためには︑総論一頻各論反

め方は︑それぞれの立場で違った

うことについても共通していた︒

闘本のそのころのエネルギー翫画

しの石癌換騨七億四千万詩論から

ギーのうちエネルギー調査会冤適

こういう状況だとするならば︑

きている︒

について︑もっと厳しい現実に立

各覚間でパラパラだったのは︑

脚した針画が示され︑議論がなさ

いつまでにどの程慶やる必要があ

兇方があるわけだが︑私は︑エネ

のではないかと思う︒TMI蘂故点は︑現在原発のない処女飽に立

は消えないと思う︒そのために

るかという議論になっていた︒

輸入石油分を差し引いた残り約二

れ︑国全体としていったいどうや

ルギー供給構遺も違い︑経済機構

地しなければならない︒それも数

ってエネルギーを塞かなっていく 億詩拐前後のエネルギー供給を︑

もケタ違いに違い︑政治制度も避

から一掴閣安全性の兇評しとか︑

嫌の闇に決めなければならない﹂

民的コンセンサスを得る道だろう

思う︒

摩擦の流行語で﹁ステディ＆シ

また︑蛇澄だが︑第三点とし

グニフィカントリー﹂というのが

のデントン氏の認亀目翼の一側一

漫購※国では滴報混乱のあとに

望まれる正確

ニューヨ⁝クタイムズが︑NRC
と思う︒

三千五酉万〜四千万KW︑数十地 のかということについてはっきり

うスウェーデンの投蟹の結漿自体

ン国争としての選択をそこに出し

のにさらされながら︑スウェーデ

たということが非常に大義だと思

厳しいエネルギー悩勢とかいうも

題は︑そういう選択をスウェーデ

う〇

についてどうこういうのは的をえ

ン國民がしたということ︒スウェ

ていないのではないかと思う︒間

の増設でまかなえる︒しかし残り

現実的選択に不可欠の条件

事実 の土俵で議論を

ったが︑取材にまわっても︑やは

デスクを五年︑そのあと論説に移

朝ガケ

襖雑な政治纒界の取材に

鍵営のころ菓張に継勤してきた︒

池照内閣誌代︑大平さんが蜜騰

を約十薙やっていた︒

福岡の本社晴代は整理部のデスク
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輔
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あくなき事実・
の追求が使命．
・ ・ ：・・新醐の役劉

新蘭認者は︑鵬実は何であった

かを︑いろいろな形で適い求めて
いる︒

今無の 原 産 鋸 次 大 禽 の パ ネ ル 討

るのは︑どうも世の中の動きとい

家に帰って酒を飲みながら考え

れたりし︑さんざん泣かされた︒

いって︑愈函的なニュースが流さ

政治の世界ではバロンデッセーと

との戦い偏だつた︒とくに襖雑な

ことに変わりなく︑まさに﹁誤報
﹁王NFCEは﹃群凄︑象をなで

諭で︑来 国 覇 雀 の サ ー モ ン 氏 か ら

る﹄ようなものだ﹂という皮肉た
っぷりの臨があったが︑私などは
原子力という巨大な象の轟をなで
てみたり尻をつついてみたりして
﹁私たちにとって原子力とはいっ

たい何な の か ﹂ と い う 閣 魑 を ︑ 試
うのは︑本当は︑膚分がこうだと

いているのではないだろうかとか

思っているのとは違った闇商に動

行鎧誤し な が ら そ の 麟 爽 を 追 い 求
めてきているというのが状況だ︒

襲爽を追求するむずかしさ︑厳

鎖の中をかすめる︒

いかとか︑そういう不安が絶えず

私の知らない慰事があるのではな

その中で︑それなりに覇奨を追い

求めるこ と の む ず か し さ ︑ 厳 し さ

を︑いやというほど味あわされ
た︒その一つがスリーマイルアイ
ランド原発麟故だった︒

しさ︑そういう戦いの中で︑出羽

「原登針画が顕著なものになるかどうかは事翼にもと
づいた議論から始まる。 」原遼懇て講漉する山繊氏

鑛

回放射線計測技術

二八○○円

二八○○円

▼

総鋒録口王

＝三東京都文京区本郷七⁝三⁝一

振替東山難論ハi五九九ゐハ撤回

鯉

ψ
私は勤 学 認 考 で は な い ︒ 新 闘 認
ができていることを理解していた

ーデンは非常に原発依存度が爾

りあげてみたい︒一般に傭報とい

て︑摘報の鱈頼性という聞題をと

な情報提供⁝

雷まで霧常にくわしく︑一ページ

ある︒これは米国務雀のブラウン

一方︑謡本はどうなっている

をさいて報道したということを聞

氏から爲本が一喝された富葉だ

の霧海は特にそうだが︑システム

課題⁝

うのは︑ある事柄について知らせ

を作っておかないと大変なことに

・

がもたらされて︑それを知った入

かQ確かに？MI二河に零する調

いた︒やはり芝露できる醐蝦上を

も石漉が出ないので爾鷲する輸入

冤出し︑その橘報源に嬢って報道

く︑世界で鍛も隅福祉の國︒しか

しかし︑第ご点として︑何が原

査や分析も行われ︑発電羅の改定

子力の解織であるかについて︑偶

石繍のために難壁赤字が年々拡大

報蘇陽代といわれる今ほど︑見定

が︑日本にとっては防衛劉憎額品

描園もとられ︑蜜全規制も強化さ

たちの悪志決定に簡らかの影響を

れた︒しかし︑原発謝画全体とし

しなければ︑この混乱は抜け馳せ

してきており︑このままでは経済

めることがむずかしい階代はない

にはできないという覇気もあるだ

題は老実にはできるけれども顕著

てどうするかについては何ら方陶

与えるものである︒したがって︑

簡が購実であるか的確につかむ

になるかどうかは︑襲実にもとつ

ろうと思うが︑それが顕署なもの

したがって︑エマージェンシー

ためには︑必要にして十分な選鉱

そういう悔報は︑雛型性の高い

なる︒このことは︑何もTM1のの方向にいくかは無闇題だが⁝︒

ンフィクションとかが㊥然に排除

が非常に大切だと思う︒

されて︑土俵の限られてくること

いた議論から始まるQ幻想とかノ

観性︑中立姓が要求されるわけで

そういう葱味では新闘の報答の客
報を新闘記者に提供していただい

ていき︑必要にして十分な欄報が

ある︒儲工高係を田ころから築い

とにかく︑必要にして十分な彌

ショックの時もそうだった︒

は︑TM王原発聯故の経験からも 聴が初めてではなく︑第一次石癌
明らかである︒当聴︑新公社でも

しており︑おそらく整理部のデス

て︑その区報にもとづいて判断に

不必要にして不十分な誤報が氾濫

クは困尽し当継して︑その結巣︑

誤報提供が餉提になると思う︒

がなければできないということ

と思う︒

知らせるだけでは憐報ではなく︑

という現実がある︒なおかつスウ

ネルギー調査会の艦影兇通しも運

ないのではないかと思う︒

成長も縮めないし︑失業も掴える

ェーデンは︑環環還動の激しい国 が出されていない︒つまり︑新し

から一庫間︑悩み悩んだ宋の葬常

の濠ま放圏されているということ

成できそうもないという状況がそ

でもある︒τMI珊故という経験 い原発立地が行き薄舞り︑総量エ

にすぐれた現実的な選択だったと

原論矩次大会で日大生産工学部

した原発論議は囚難だと思う︒

だ︒こういう状況では瓢実に立脚

思う︒

その非常にすぐれた選択のプロ
セスを︑私たちは参響にすべきだ
ろうと思う︒

の笹生仁教授は二九九五隼の兇
通しとして︑あるいは原発規模が

一つは︑スウェ⁝デンという国

一

〉ゾ

自身のエネルギー供給構造なり︑

御られた場合には︑できるだけそ

静まりない写実を追求することが
できるようにする︒そのことが国

判断をかなり逸えたのではないか

四

疑
囲
山

で
｝砺

欄
ど／

珊照〉

七千煕雪解KWから七千八百胃Kという感じがする︒

J鼎

蕊謹

経済規模なり︑国罠性なりを踏ま

嚇鱒

」鱒

者になって蕊十有余銀になるが︑

＼
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親規に嚢子六百万Kw
りするのは水︑火力のみわずか千

原子力は千九百万Kw
電力九社の五や五繊度施設計画が出揃ったが︑これによると︑餐社は五十五︑五十六美嚢度に西瞑

このため︑施設計麺では︑五ナ

電源開発はこのところ立地難か

フィンランド原子力

視察団長らと懇談

原塵

籔本原子力産叢会議は七日︑来

直中のフィンランド原子力視察団

は︑都市近郊に特別に安々に設計

日槽∫力研究所矢部明
爵欝発亮申！

R︑ECのJE？︑ソ達のTi

ろうとするもので︑ソ運︑米国︑

のチアイネン団長︵ヘルシンキ

窟︶︑クーシ氏︵岡圏技術研究所

・エネルギー婁鍋会原子力専門

原子炉研究所所長︶を招き︑原子

炉多旨的利用閣題について懇談し

懇談でフィンランド側は︑﹁原

た︒︵到写爽︶

受けることは︑国際慣符上できる

る方法を採用している﹂と指摘︑

された炉を建設︑その熟を利溺す

スとして︑﹁フィンランドの場禽

子炉を使って地域暖騰を行うケー

ふれ﹁票前協議の対象が大鰯に拡

ことではない﹂と︑条約の有贋性

翼体的には都塵近郊の地下に申小

癩

隆

15︶に関し︑装躍の設翫︒試作開
発︑製作状況︑捜術的学術的成果

フランスに次いで田本は四望目の

核廃蘂物の国際管理へ向け︑興体

﹁しかし︑これはわが国の政策で

大することによって︑わが國の原

を訴えた︒そして岡氏は︑原子力

あって︑わが国だけが特別扱いを

子力平和利用推逸に不都禽はない

型姫を立地し︑その熱を地域暖房

痛

第四回大型蕩装
置技術委開催へ

IAεA︑爽京で 等について︑報告︑討論を行い︑
トカマク装躍技術委爆会が︑四月

開催地となる︒

IAEA主催による第四回大型
それぞれ計画の効率的推進をはか

会館で閣かれる︒

め︑関係各国からの参加が予定さ

王A露Aの垣花事務次長をはじ

十四〜十八日まで大手町︒経団遮

この会議は︑大型トカマク装躍

の建設をめざす世界の四大計懸

る︒
︵叢々のJT⁝60︑米国のれ
Tて
FいT

その健逸あるいは畢期旙工へ金力

十九基千四百四十万KW︶も含め 田印祠国が核不拡散防止のため︑

続いて質聞に立つた中村利次氏

をあきらかにした︒

的に俘業をおしすすめていること

計画が予定遡り進んだ場合︑六

投入の害えだ︒

百九万KWに薯ず︑残り千斎

︵民︶は︑臼趣条約の購前岡悪の

＋五心KW・原子力二千七百八＋ 拡大について︑﹁非籔二原則をも

二十四万KW︑火力一億千二百六

座KWはいずれも六十一年度以 十無度末電源構成は水力露千九藤

十墓四千六薦十九万KWの新規電源開発に磁手する計画だ︒うち原子力は十九基千九颪六万KW︒脱
石癌︑電源多様化の申継として原子力には主力を傾注︑これらによって兜行きの電力講給逼迫を回
絵はおおむね確傑される﹂として

八万KWとなり擾斜照給暫定毘通 つわが国に︑頭前岡葱の拡大を求

降︒計画が順調に進めば﹁土竃供

いるものの︑﹁遅れが生じた場合

ら儒頓されていないことか扁と政
比では原子力︑石炭︑LNG︑L

しにほぼ沿ったものとなる︒構成

Wから六十年度未二千七百八十八万KWに増加︑比率も一二％から一五・五％にアップする︒

は︑醤来の講震動商によっては電

蜜は﹁非核蕊原則は諸外国に知ら

PG︑地熱がいずれもアップ︑水 府に迫ったのに対し︑矢田部審議

避︑鱈力安定供給に寄与していく考え︒電源構成でとくに原子力は五十㈱琿腱末の千四罵九十五万K

力鰯給に麩頑な支擁の生ずる恐れ

力は横遣い︑石油火力は照六・九

もののうち六十七度以劇に運転入

めてくるということは︑外国か

もある﹂のが実鰺︒このため通産

四国の五爾力︶の士璽︒

総照要電力羅は五十三痒度実績五

雀としては︑今園計懸の実現はも

れているが﹂と前耀きしたあと︑

力賜給は逼迫する︒

千匹＋三億KWHに対し一・四倍五黛慶に七十二基二千六百九万K ら遅々として進まず︑りードタイ

％から三照・九％に大蝋ダウンと

政暦試籏によると︑六十奪度の

強の七千二筥五十八億KWK程度W︑五十六隼度に六十八基二千十 ムも擾期化しており︑ちなみに今

ちろん︑建設中︵七十九墓二千八颪

源開発計画に絹み込んでいく方

一原子炉等規鋼法︑放射線瞳審防止法⁝⁝

改正法案を可決

平和利閑が拡大しているのと同時

二十六万KW︶︑魑工準備申︵照 なる︒

万KWの電源を醒調審に上程・電 圃計画で電調審上程が予定された

︵薙平均紳び率五・三％程慶︶︑

八月醗大電力は同じく一昨薙の実

繍八千八百六十二万KWに対し一 針︒とくに原子力については各社

潔下歯七＋四万KW︑璽⊥ハ隼度

して主力を傾注︑五十五隼慶に廉

・六癌弱の一億三千九筥万KW程 とも脱石演︑電源多様化の木節と
度と予想されている︒

これに対し囎力各社は適証予備

に︑七四年のインドの核実験いら

ナルなものとして二十万KWのも

炉の規模については﹁現在ノミ

のか﹂とただしたのに対し︑矢田

の平和利絹と核碁敵防止との関係

点を指値︑

部摩彦外務省科学三橋審議宮は︑

劉前岡愈は︑核不拡散が国際的動

O％維持を自標に禰要磁 に十二基薫奮三十二万KWの新

商となっている今日では︑世界的

率八〜
規魑手を計画している︒原子力の

止に闘する法律︵放射線瞳密防止

同位元素等による放射線騰憲の防

鑛艶日加協定︑男条約も

力をカバーしていく響えだが︑新

衆議院は八臼年切にひらいた本

に藷粥していく計薗だと述べた︒

五十五薬圃電調讐上程希望は品薄

会議で︑低レベル放射性廃縞物の

い︑核拡敬危険性も磁大している

規立地がなく環状のままこれまで

弩︑玄海三署︑岡四面と符弩地点

・油︑巻︑柏騎・刈羽二暑︑四五

門妥麹な癒囲内での︑供給国への

の電源開発調整審議会で承認済み

のを購えている﹂と指摘︑まだ︑

﹁だからこそ︑原子力

の躍源のみだと︑予備率は五十八

るINFCEが行われたのだ﹂こ
との炉による供給能力については

また︑この計獺に対する反対運

との蕎え方をあきらかにした︒

鯛照の温水が供給できるだろう﹂

﹁十万人程度が必硬とする地域懸

を︑長徳的︒分析的に評価を撫え

ない﹁範覇内﹂での︑ある二度

強調︑平秘絵絹の挫進をさまたげ

な励向である臨とこだえ︑軍箱利

また転落は︑国際核燃料サイク

での規制であることを強調した︒

RIの普及にともない︑二十年ぶ 用のさまたげにはならない範囲内
の整備を行う門核原料物質︑核燃

春潮防止法の一部を改正する法律

りの法律の整備をはかる門並藁線

法︶の一部を改正する法律案一と︑

五十山ハ濃度分は援江・小高︑能

法雛︵原子炉等規制法︶と放射性

料物籔及び原子炉の規欄に関する

一墓︵中国霞力︶の盆計七纂で︑ 試験的海洋処分にともなう国内法

を下圃り︑五十九︑六十年度には

八基︵藁北︑璽京︑申部︑闘西︑

登︑丸字一腹︑岡瓢弩と符穆地点

無度で六・九％とすでに適正水輩

それぞれ五︒四％︑○・三％と落

ル騨価︵王NFCE︶の高論をふ
の﹁規制﹂は︑今後の原子力協

すべてを網羅

⑲システムの計画︑ 設計︑運転：⁝など

ｻ

編纂委曲擾 早稲田火学 卸醸二郎

ンステ

定価二八︑OOO円︵㎜丁伽円︶

電熱︵〇三︶ご六三−二三︸㎜︵代︶

東京都千代田区九段北一一八一十

日刊工業新聞社出版局

である︒

ムの計画︑設計︑建設︑運転：．なとを行な
うに当って︑必要とされる手法︑要素機器お
よび応用例について基礎的象項を加え最新技
術を解説している︒また解説は綴織を6的と
して︑現場て実際に使えるデータを集録して
いる︒このため︑本便覧は現場てンステム技
術を担当している方々の座宿の爵として最適

本便覧は生産システムを主対象に︑

A5絹

翼用システム機器便覧編纂委員会編

一一一

ち込み一部地域を除き全国的に聡

璽﹂を︑離暫は起立多数で︑後蕎

目弾イカ研究所平田実穂

一韓

一鱒一目騨騨

に約二週開にわたり実施された入

ができていないこともあって︑と

動については﹁まだ面体的な謝画

くに顕著ではない﹂と指摘しな

9

H

一﹁一一騨
一卿
P
一麟
﹁
哺一
一
朝

勢にあることを添唆した︒

定にも反映せざるを摺ない国際悩

このあとただちに採淡に入り︑

配していない﹂と述べた︒

盛んな国がらではなく︑あまり心

門エネルギー・資源闇題特別委賢

会﹂の共催︒講演門アメリカにお

会﹂と﹁原子力軍箱問題特別委願

ける原峯力の法制度﹂︵磯野弥生

政策科締究所竹下寿英

ホ総ては、昨年こ婦騨をいただきました「これだけは知っておき
たい一放射線敢扱い主任暫獣験突破への要点」の80年度版を7月暑
（6月io欝瞬発）て特別企画として掲戴します。法令、化攣、生物、
讐理・，劉定技術、物理の5項目について、これまでの獣験筒題の傾
向とその解説を各々の専門寒が配述します。こ期幅下さい。

アメリカの指導力低下と原子力新秩序形成上のリスク

㊥7月暑特別企画のお知らせ

動力炉核燃棚機事藁隣雌松邦彦／幽艶禽鰯秋元勢巳
アメリカからみた珊FCEと原子力新秩序の形成

襲爵価！000円

測『日」25周年舞踊念4月特男q増大・羅｝

外務省金子熊火

▼

ρ鱒一冒一P

日米原子力協定の改定作業で︑米

まえ︑①第二次臼※再処理交渉︑

牛朗十一時丑十八分︑両条約はと

がらも﹁実際に興体化してもスウ

した︒

は全金一致で採択︑参議院に送付

②使用済み燃料に関し︑田来共同

国はどのような要求をしてきたか

もに蟹成多数で可決︒いずれも十

◇

による貯蔵センターについて︑ど

八日にひらかれた参議院︒外覇

のような対応をしているか︑につ

られる毘瀬し︒

﹁原子力と法﹂テー

ェーデンなどのように反対運鋤が

委員会︵玉込二朗委興擬︶は︑紹

いて︑政騰側の考え方をただし

は︑四月三十臼求での期限切れを

一日の本会議を経て︑衆議院に送

和五十三卑八月二十二日の調印い

た︒これに対し︑矢田部審議窟

まえに︑一年閣閃耀する方向で誘

マにシンポジウム

力訴訟の動潮﹂︵塩野宏索大教

外務省矢田都彫彦

一岡村日二二氏の「原了力施設従事者の体内被騨」を航んで一

ポスト1NFCEとわが爵の療子力就業
1レ凹凹サーヒス田園茂文

山田大三郎

TM王事象とWAS｝｛一1400
体内被曝線量算定の過程での誤りや問題点

INFCE：の提起したこと

晒糟イカ琵徽今井隆吉

どこへ行くアメリカの原子力

麟主当為嚇

ポスト刑FC薮へ始動する
原子・力業秩序

原発立地政策の問題点隙予力簡題全国憾報七！ター村上

特藥

日本原子力開発一酷覗往・未来一

く乱騰〉「核燃料サイクル」に変更はあるか

5

・

厘髄一一鴨一甲

五十六庫十月をメドに改修工響を

されてきた﹁原子力の軍和的利用

らい︑国会の承認案件として窟議

とカナダ政麿との間の協定を改定

重いを行っている︒また欝米協定

田本学術禽議は二十一環午後一

授︶︑﹁原子力擬霧賠償制度﹂︵星

索餅大講師︶︑﹁西ドイツの原子

時から五欝欝まで︑濃霧・六本木

野英一藁大教授︶︑﹁総禽争論﹂

学術会議︑21Bに

の岡会議で﹁原子力と法に関する

霞由︒

ーーなどが電なプログラム︒謬加

騨

■隅一＝璽︐7

渠工壌等については九千芳円で△口

長との会談がキッカケ︒この会談

進める方針︒

する議驚欝︵いわゆる日加原子

ついては︑昨蕉︑米側から箪旙的

ところだ縣と説明︑賠藏センター

シンポジウムーー原子力発四所顯

漏

J

備一服＝一儒

むつ係留契約を締結

悪した︒原船図は今後︑石川島播
磨落窪業︑三菱璽エ業との改修工

で安催会長が卑急に契約を締結す

甑噸阯改修へ大きく前進
講本原子力船蘭発禦業団は財

るよう要卑したのに対し煙内社長

力協定議定窃︶と﹁廃棄物その他

な協議を行いたい断想し入れがあ

は︑﹁闘来再処理交渉について

の物の投蘂による海洋汚染の防止

における協力のための臼水隈政府

に関する条約﹂︵いわゆるロンド

については門どのような構想が成

故に関連して偏を開く︒同食議の

ったので︑その金含を術っている

り立つか︑米側と︑内容について

ン条約︶の二法案を︑饗成多数で

採決に先立つ質疑で︑質間に宣

誕震いをしているところだ駄と︑

可決した︒

った立木洋践︵共︶が︑臼加原子

編

弱、56両年
度電羅刹へ
〈衆院〉

力協力協定改定議定慰について

9

㌔ご

雛

滋 灘鍵馨蓼晦錨礁難繋灘羅灘雛灘論麟灘i議灘
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田︑原子力船﹁むつ﹂係留に闘う

遮厳改膨をまつ﹁むつ﹂

尋

覇の本契約を一葦も早く締髄し︑

甲岸壁施設の使罵および役務提供

もこれに協力することを約束︑そ
の後醜体約なッメの作業に入って

に関する契約を佐盤擬勢工業︵坪
内欝夫社長︶と締結した︒契約の

いた︒

今圓締結された契約によると佐

締結は門むつ﹂が昭和五十三隼十
月に俊詔旨港に入港して以来一年

甲彫壁︑曙常蟹敷地︑クレーン等

世保璽工は潤むつ偏改修讐のため

を提供する⁝などが主な内容︒契

畢ぶり︒これによって遮蔽改修工

はすべて解決することになり︑改

約期聞は五十三薙十月引臼から五

瑠契約の前提となっていたネック

修工漿契約へ大きく動き出す兇遡

の後も更新される︒また︑契約金

十五無三墨二十一田に曲る間でそ
今園契約締結は二醸の安傍畠民

額は︑月額㎎千万円で︑昨璋七月

しとなった︒

党政調会長と坪内佐世保璽工業社
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総合樽誘供給讐に脚光
新局面迎えるプロセス利用
一巻エネルギ

﹁多琶的轟温ガス炉を広鑓囲な総総エネルギー供給センターに﹂一1多厨的自益ガスがを単に原子
力製鉄だけに利用するのではなく︑石炭ガス化︑石抽化学など多様な産業に利用する

この購故は︑昨隼五月十B頃か を聞き︑今月宋ごろ処分を決定す

くのは四十六無の申圏エックス線

無比二六・四％繕と五二ぶりの大

などから黎故に関する弁明︑愈兇

射線安全の騨門家として︑※議会

に詣し合った︒ウォーリス氏は放

〒io4東猷都中央i×封｛呼7−13−8第2丸晶ビル費（03＞543−8831

ら二十八日までの間︑コバルト60 る︒論法趣反によって聴閣議を開
ガンマ線照射嚢躍の線源の脱落に

より︑コバルト60線源を照射管ま 会社の線源紛失瑠故以来︑二囲

取締役社長と大阪麟業所撰を璽迭

問社では四月一鼠付で建立伝元

窟︒

し︑放射線主任暫を解任したほか

急な増煽となっているのをはじめ

には非常に効果的です。

放射線被曝事
故で聴聞会

たは伝送蟹内に放齪したまま線源

二人が醸低牽︑ゾレムから巖蕎千二

のか︑あるいはその他の型でやる

ショウなどでの解説︑討論のほか

や薬掛の公聴会での蔽醤︑テレビ

のレベルを音

実験室、プラントおよびガラス、金属、プラスチック製品等の放射能汚染は容易に
バックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄

方法に便えるほか︑石旋ガス化︑

マルチ利用〃が
科技庁︑16βに

百五士ゾレムの被曝をうけた︒

二次エネルギーセ

かをめぐって論議をよぶことにな

罐力を除く非製造業も四兆六齎十

管理体制を一新した︒

めているが︑
に沿った線でまとま

りそう︒

ｦ∴繍つい

〃毘えない放射線

手におさまる小型測定器を試作︑

とメータ⁝で示しながら説明や解

岡氏はこの測定器とともに︑小

説を行って効菜をあげている︒

翼を携帯︑それらがもつ放射能を

石や磁器食離︑メガネなどの小通

酒で受けている放射線羅に比べ

実際に示して︑われわれが日常生

スリ⁝マイルアイランド原発事故

て︑原子力発鷹所の放射線棊準や

での放出購がどのようなものかを

岡氏が実際に測ったところによ

説明しているという︒

ると︑かの有名なバチカンはきわ

めて放射線が強く︑ちなみに︑ミ

セ智堀廃抗のなかの方が低い魑を

ケランジェロの絵の下よりもアッ

示したという︒このあと︑岡氏は

﹁箪甥なことばとわかりやすい

森専務理類簗も測定した︒

スを進めるうえでもいい季本にな

トL・R︒ウォーリス氏が七二︑ が隅のパブリック︒アクセプタン

面s量⑪翻翻y〜§翻臆㊧鍵髄翻舗v㊧電⑪c隔騨⑪璽踊藍◎趣◎蕾｛翻

石癌糟製︑水の熱分解によるアン
モニア生産など
可能になるのが特色︒また︑立地
については炉からある程魔の距離

破滅検査会社︒大阪駆業駈桜騰作

容器内に収納しなかったため二牽

業駈︵森山悦郎社摂︶の被懸事故

科学技術庁は七日︑β立造船非

通産雀工業技術院では原研実験

をおいて設躍される予定︒

炉にドッキングさせる利用系の建
について︑放射線肩凝防止法に墓

検討の鋤きとなったもの︒
異体的には原子力製鉄技術研究

づき聴聞会を開くことを決めた︒

想

絡禽が今秋十月をメドに︑当面原

画のすすめ方について検討をすす

設を臨接の霞標においた第一顛計

ンタ⁝構想

新たに安金担当の役員を配躍し︑

研の多賞的斑温ガス炉実験炉に接

うした点を著懸した第二次概念医

るのはほぼ確実︒

十六田の聴聞会では︑岡社社撰

続する製鉄システムについて︑こ

高混ガス炉にスチームリフォーマ

しかし︑今後に残された課題も

籍を行う︒これによると︑多冒的

ーとスチ⁝ムヒーターをとりつけ

の実現する兇通しが強くなった︒多葭的蔑温ガス下立地点から離れた地域に核熟利

⁝センター樹想

市蔑グループの酒動や反対派の簗

エネルギーセンタ

三懸円︑餉矩毘二〇％繕とこ年連

また︑この

会にも飛び込んでいくいわゆるパ

多い︒第二期略画の二重的な進め

魯︒また︑五十三生塵に政策的要

続の多いのびとなっているのが特

原子力発蹴にかかわる放射線安全

ブリック・スピーカーだ︒同氏は

三熱を供給しようというのが現在

講もあって投資を急いだ電力は五

用センターを設賢し︑この地域に襖数の嬉からプロセスヒートを供給しようとするのがその構想︒京

十閥隼鹿は臨兆六百八十四億円と

ー構想βでは単に製鉄だけでなく

てくるため︑こうした協力体舗を

﹁C三﹂計画が今秋十一月からス 蟷広い産業の結簗が二丁欠となっ

どう確立していくかも今後の大き

方もその一つ︒大型プロジェクト

タートするため﹁猿子力製鉄﹂と

ォ⁝マーはシャフト炉に使い︑ス

しての第一期大型プロジェクトは

の構想︒このうち︑スチームリフ

チームヒーターは八罵五十度の水

めには︑身近にある腹庄島との比

問題を人びとに理解してもらうた

蒸気を供絵︑プロセスヒータとし

ず原子力製鉄技術研究絹禽が今秋十月をメドにこ︸εた構想を蘭提とした薩接製鉄パイロットプラン

エネルギーセンタ⁝構想

ト第二次概念設計をまとめる︒原子力製鉄計画については来凹凹からスタートが予定されている第二
期計画の異体的進め方が大きな焦点となっており︑今後多図凹凹粥計画は

較を鶯で確かめることが必饗だと

爾水準の投資を維持するものの原
発魑工繰り延べなどにより伸び率

これに戴し五牽五識慶は十二兆

た︒

二千二璽二十四憾円︑繭年銘一鰹

示す塗込み︒こうしたなかで電力

・一％懲と引きつづき高い伸びを

も前転毘一一六︒七％とふたたび大

る︒これによって電力の占めるシ

きな伸びを示す誹画となってい

ェアも今年度はふたたび一二〇％台

を闘復︑今奪度の設備投資をりー
ドする形になることが予想されて

エネルギー

が大きく進展する計画とな

リス氏が来訪

G痘社ウォー

なっている︒

ではほぼ蹟額修正はしない計画と

繕螢等の剛減により対徳し︑現状

収が見込まれるものの︑経費︑膨

圧雪圧縮により当初翫画に比べ減

三％と大隅に即自︑料金値上げ申

源工廓部門を中心に前隼比一駕ハ・

とくに糞力は原子力発蹴所等の蟷

とほぼ同様の動向を示しており︑

一方︑長銀の量込も興銀の調葦

っている︒

転換

工蝦が増加するなど

G︑石炭を輩燃料とする発電設備

の属い簿びに加え︑LNG︑LP

いる︒内容的には原子一発鱈設備

熱藤

して︑機器メーカー2協力して片

な諜題となってくるものとみられ

排他的ではないとの指摘もあった

は五十蹉隼度の三二・七％から昨

十月で︸応終了することになって

ている︒

が︑ソフト側の方が︑ハードに対

鑓度は二︒七％と微増にとどまっ

て利粥される︒

おり︑今後︑第一顛自動を引きつ

今春の調壷のうち興銀の調査で

今回の構想は︑こうしたシステ

は五＋四庫鹿の工駆ベース設備投

象としたFM50議画の概念設謝を
けでなく纒広い利用が可能﹂と判

六％と堅調な伸びを添しているの

資はナ兆七千二百十三億円︑潮黛

づき大型プロジェクトで推進する

断︑今回の

が特色︒題力も昨奪度は原発紙工

ムによって︑原子力製鉄も各種の

しかし︑これまでの検欝では原

行っている︒

繰り延べなどにより前週比一一・七

二次エネルギー欄

をめぐって薪たな論議をよぶことになりそう︒

﹁爾温選 元 ガ ス 利 用 に よ る 臨 接

八年スタートした国の大型プロジ

製鉄技術の 研 究 驕 発 ﹂ は 煤 煙 四 十

電力︑大幅に増加へ

比一六︒五％魍と石油危機後で韻

これを製遮業︑贈力を除く非製

高の捧びを示した︒

％〜三︒一％と微増にとどまった
ものの︑今隼は二六・三％〜二六

・七％と職樋的な設備投資を謝

うな気がする︒風力がよくて︑原

さて︑ここで提案だが︑ハ⁝ド

してむしろ騨い壁をはりめぐらし

慶
けていくのは塞ちがいだと慰う︒

ろう﹂と森韓務は述べている︒

無リン酸洗剤

漉圏醐 珊⑧

粛◎スで・コヲウ⊃蘇式念就アイソトープ吝猛

※説明書、見本をお送りします。

子力製鉄利嗣だけだと原子炉が定

た鵬合大きな影響をうけることに

験に入り︑核熱の供給が鯵止され

ると産叢全体でば昨測度の伸びが

韻認設備投資動向で調査
限本興業銀行と日本長期信用銀

造業︑感力別にみると︑まず︑こ

百万KWの電力をつくるのに四十 ードが共存できないとはいってい

発はいらないというのも︑熔解で

い︒やはり︑相当の期間を要しよ

や臼本はソフトに不利で︑これら

に対する政府の補助や擾助をやめ

原

るウォーリス氏

ェクト︒現在︑原研が建設を予定

にドッキングさせる臨接製鉄シス

めには︑襖数の炉を建設する必婆

なり︑こうした肇態を回避するた

している多呂的高温ガス炉寅験炉

テムを完成させるというのがのが
そのねらい︒一昨年には第一期計

画のカギを握る一︒五MWヘリウ がある︒ところが︑捜数の炉を建

れまで投籔葎縮をつづけてきた製

行は七癬︑それぞれ昭租五十四︑五

離隠態勢に入ろうとしている姿が

十五卑度設備投資動向の調査結渠

輻︑題力安定供給へ漉けふたたび

なく他の利用にも供給できる余熱

設する場命だと原子力製鉄だけで

対餉年並比一三％〜一六％へと大

ム・テストル⁝プなどの大型異験

きく増加したのをはじめ︑今四度

設儲が完成︑試験運転に入ってお

謝頗も前隼比一四・一％〜一五・

といった点で共存が妨げられてい

一㎜密繍

また︑ソフトの方がハードより

一羅瓢㎜一︸憲一＝瓢＝一観藁一一一一一一躍毒一駆薫一藁一一瓢箪一三⁝一廓謹︻需≡︻⁝⁝羅一篇雪︻︻篇篇

遣業が三兆五千九颪十六億円︑必剛

をとりまとめ発表した︒それによ

ばならない︒

一篇︻︻︻ヨ一一鰹憂

浮きぼりにされている︒

が嵐てくるため︑﹁原子力製鉄だ

り︑昨年に は 原 子 力 製 鉄 の み を 対
一簑一篇憲憲篇一一雛一一簗憲驕＝一蕊一簗一一︸一︻＝馨整密識繍§一藁匪簗篇一無＝遷一︻羅藁一一一一︻≡塁︻一翻冨箋＝躍魑藁鷲瓢㎜瓢薫盃＝一︻藁

座痩︶の概要はll︒

る︒

れば原子力といったハードをおし

モール︒イズ・ビューティフル

単に現無の大騒消粉文明に轡鐘 油︑石炭︑原子力といったいわゆ

も︑解決しやすい︒石癌がなくな

生野ソフトエネルギ⁝・パス

は︑﹁エネルギーは土地利用闇題

すすめていくとどうなるかを分析

ロビンス氏のソフト論で

るハードエネルギーに批判の欝を

の考え方は︑分析︑政策逸事の上

だ﹂という璽炎認識が︑署しく欠

︵小さいことはいいことだ︶﹂と

今井

を鳴らすのみならずもう一つのエ
向けている︒四日︑東灘・虎ノ門

で︑それほど華命的なものではな

したのが︑わたしのソフトエネル

ロビンス氏の論理は﹁ス

ネルギー消闘の道を求めたエイモ

の慶海大学校友金館で開かれた

落している︒太陽黙利馬のすばら

今井

リー・ロビンス氏の﹁ソフトエネ

いQ蕾からあったものだ︒

ない︒原子力は雰経済といったま

きない︒

いう薯え方が︑まず繭提にあるよ

欠落しているのは︑時間の概念が

平方請厨もの広大な土地を必璽

でだ︒

ギー・パスであって︑ソフトとハ

今臼の経済のアウトプットは現在

反映されていない点だ︒つまり︑

とする︒その点︑原発の敷地は︑

しさは誰しも認めるところだが︑

の消費電力の畢分ですむ︒それは

現在の断面と繕来の断画をどう調

ロビンス氏の提嘱の中で︑最も

水力と地熱だけで購要をカバーで

生園ソフトが︑従来の技術で

比較にならないぼど小さくて済

ような︑薪しい技術と︑長いリー

う︒つまり過渡期の問題であり︑

っていけるもので︑生田氏のいう 術えるというのは合点がいかな

ドタイムを必要とする心え方には

電は自分の家でつくれるし︑蔚K 合うものでなければならないとい

ソ

W級でも経済的に成り立つ︒

蟹成できない︒数十KWの入力発 ソフトとハードは相互に補建的し
が欠如している︒ソフトとハード

りエネルギー密度の爾いイギリス

む︒この視点からみると︑つま

罵すればハ；ドはいらないとする

るべきだと思う︒これらによっ

ている︒

にならざるを斜ない︒

て︑一冤︑ハードは﹁安い﹂とい

の国のソフト灘入は離轟や過疎地
ところで︑一般に︑ソフトは経

ソフトが全てにわた

論理には反対だ︒

うことだろう︒ソフトとハードは

は興存すべきもので︑ソフトを採

フト・パスめぐり討論

ソフトは︑既存の捜術で＋分や

整し分析していくか︑ということ

必要ということになる﹂などと述
べ︑各橿ソフトエネルギーへの転

換志向がよりベタ⁝なことを示唆
するとともにそのメリットを指摘
した︒

しかし︑菓たしてそれで燈・

ルギー安定供給が確保できるの

〜〜か︒一方で︑同氏の提唱するソフ

鐵ビンス

ソフトとハードは①相手の世界

両翼を△口わせた﹁フ︑レキシビリテ

ック・アクセプタンス間題を中心

原産に森尊務理事を訪ね︑パブリ

済的といわれているが︑エネルギ

はない︒やらないよりやった方が

を知ろうとしない文化的なもの②

ィ︵弾力的な︶︒エネルギー・パ

トエネルギー論には時間の概念が

芝︑♂ノ〆の
欠点
如も
し疑
て間
おな
りど
︑と
経い
済っ
盗た
や悪
土兇
地も
利あ
用 ーバランスから霧えると︑必ずし
も安くはない︒また︑ソフトを蕩

良いといっているのだ︒プルトニ

両者は凄い壁をつくっている③両

︵GE︶の保健物理コンサルタン道翼を便ったこうした方法は︑わ
える場合︑画一的にわり切るので

ウムを舞うより断熱材を俺うこと

米ゼネラル・エレクトリック社

はなく︑その園の経済状態やエネ

ス﹂を提囑したい︒

わたしは︑ソフトとハードを分

生田盤朗︑今井薩吉︑ロビンス

奮は︑資源を求めて竸曝するーー

る︒

三民による岡Bの討論︵照鰯敏弘

の方が︑舗輿に決まっている︒

って贋れているといっているので う印象を与えるからだ︒

ぶミがあみタぐマもボ

ヒ

ミ

放射能除染剤

デ羅ン9⑪

轟

醸と拶・A問題に

ルギ⁝問題の特性も宇戸しなけれ

る酎論︒左がら田轟四座畏︑ロビン

ス︑生田︑今井の賭氏

ハードパ スと量@ ハ存可能

き︑石油・石炭火力や原予力は不

ンス氏は﹁試糞によると︑日本の

原産叢催の講演と討論の会でロビ

や岬厚

⁝懸魚イ喜薯に＋分でタイムマ埜ネ
離離儀藻

＼

ルギー・パス﹂論︑ここでは石

驚︑︑

欝写；

撃

／

ソフトエネルギー︒パスをめぐ

／

@
@
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ション・システムはいかにあるべきか︒今回は滞難中の根本和泰エール大学政策研究所客員助教授⁝

の再評価を行った︒まず︑彼らが
縫忙したことは︑例えばタービン

紙の方が︑ニュース・メディアと
しての住民の信頼性は高いにもか

たときは﹁警戒体制﹂をとる必要

中︵今年の五月には検査完了の兇

があり︑冷卸秘喪失事故︵LOC込み︶だが︑この総点検の主眼

人命や財産への悪影響を回避した

る︒また︑門危機﹂と﹁惨事﹂は

イト計蘭のみならず︑オフ・サイ

ーション対策に置かれ︑オン・サ

A︶は︑まさに﹁非常事態﹂とな は︑広報濡動を禽めたコミュニケ

この面での特別の配慮を行うべき

は劣るので︑行器当局や企業側は

ト計蘭をも含めた総合評価がなさ

生したペンシルベニア州政肩の担

C︑DOE︵エネルギー雀︶︑H

謬

母

馨

1へ

／

禽

懇雛

が ゲ

％叉

気∴

︐裳

／

一．2

︒トリップ︑ミリ︒レム︑勲功容 かわらず︑情報収簗や分析の能力

却系など︑原子力発電に関しては

器︑蒸気発生器︑加圧弁︑二次冷

れようとしていることが︑反論の

第二点である︒そして第三点は︑

り低減したりするための手だてが

以上のような緊急時対策計画の

下における緊慈放送システムの機

連邦コミュニケーション委員会の

だ︑という点であり︑第二は︑一

理論的側面の検討のほかに︑本大

般にジャ1ナリズムに対する批判 存在するかどうかで区別される︒
として︑テレビ︑ラジオや新聞は

会では数人の主監州政府の担当官

たため︑事塞関係の究明に困難を

られていなかった②災害時のPR きわめたこと︑そして事実関係の

いニュースばかりを強調するとい

ネガティブ︵否定的︶ないしは悪

あまりにも難解なことばが多すぎ

究明が不ナ分なまま報道せざるを

者であった﹂と述べ︑その理密と

についてその専門家がおらず︑ま

して︑①門糸柳一広報計画が定め

た︑どこが責伍をもってそのPR 得なかったため︑この不確実で錯

原子炉および核燃料サイクル施

能の拡充・強化であるり
が招講され︑彼らによって緊急時

ニュースとしての価慎︵ニュース 対策計画の実際的な問題点が指摘

うことがあるが︑これはそもそも

雑した情報を受け取った住罠は罪

った③難解な原子力技術難語に薄 常な不安感にかられ︑擬似パニッ

を実施すべきか責任沐制が不明だ

というジャーナリズムの本質から

経験から得たさまざまな教訓を語

二宮は︑そのTMI事故への対応態に対しては︑FEMA︑NR

辺地域の放射線事故に係る緊急事

された︒例えば︑TMI事故が発設のサイト内およびサイト外の周

らが提纂したことは︑第一にテレ

政当局や企業の広報担当春は十分

きていることであり︑この点を行

・

瓢警

陶瀕

⁝万人にのぼったともいわれる︒平穏のうちに退避が行われたとはいえ︑勧告の鬼非︑緊急時コミュ

㎜

ども︑本大会の開催理由となって

バリュー︶の大きいものを求める

クよりもローカル局の方が︑また

ど︑ラジオに関してはネットワー

EW︵保健教簿福祉省︶︑EPA

クを起こしたことなどだ︒また彼

この後︑出教授は︑分科会レポ

り︑また︑州や地方の諸機関の代

た⁝一などを指摘しているG

する説明が︑まったく不足してい

ートの詳細な紹介をし︑これに対

に知っておくべきだという点だ︒

省︶などのさまざまな運邦機関

︵環境保護庁︶︑DOτ︵運輸

新聞に関しては全醐紙よりも地方

＼

し︑数人のジャーナリストがこれ

時対策計画関係者会議の議獲を務

表で言成された放射線事故の緊急

定しなければならず︑また︑第四

組すべき対策の種類と壁を意思決

与している︒このうちFEMA

が︑それぞれの立場から認諾に関

た・新機関だ︒

部局を吸収︑倉併して設立され

対策庁︑その他の運邦機関の閲連

整理し︑それらの回答をNRCに備紺策庁︑災蜜援助局︑民間防衛
求めた結果を紹介している︒

これらの州政府の担嶺窟が指摘

ものは︑連邦政府︑とくにNRC また︑州︑地方政府によるオフ

した問題点のうちで︑その簸たる

ζッ轟

一難難犠羅嚢欝欝辱麺鞭購を．ア1マに開
も︑電気事業番による発電所敷地
いる︒

しろ州︑地方政府による発電所外

内のオン︒サイト誹編よりも︑む

TMI原発事故に対するコミュ

適痙︑その修正を行う⁝一といっ

計画の弱点や欠点を毘つけ出し︑

邦︑州︑地方という三蓄間の関係

めるコロラド州政肩からは︑連

た過程である︒

に︑もしそれらの対策の適用が困

根強いNRCの

ニケーション論的な観点からの総
括評価のうちで︑もっとも説得力

の周辺地域のオフ・サイト計晒に

対応への不信

焦点があてられ︑その緊急時対策
のあるものは︑ケメニー委員会の

﹁緊急時﹂ないしは﹁緊急事
態﹂の定義だが︑一般にその﹁状

糖、、萌撫
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残された報
道対策問題
鰭臨故時目
計画の構成と実樋といった理論的

原子力発露所の緊急聴対策計画

応の計画相互間の統一挫を保つた

は①連邦各機関による緊急窮態対

は︑米国では電気額業蓄がこれを

の中でのさ家ざまな問題点を掴摘

闘り自治体−一・

難な場禽は︑﹁荒療治﹂が可能か

門公衆の知る櫃利﹂に蘭するタス

緊急騰対策計画の墓本的な計画

側面の検討︑州政府担峯窟の経験

初に原子力樋設を対象とした田下

している︒そじて︑全米諸州で巖

策定することが︑原子力規制委員

ない︒

どうかを静思決定しなければなら

め︑そして②州︑地方政騰および

要素としては︑事故評価︑通鑑と

一貫させるため︑これらの総△口調

産業界に対する運邦の行政指導を

伝達︑指令と調整︑防護対策︑お

さらには州︑地方政府のオフ・サ

時対策計画を策定したイリノイ州

州および地方の緊急時対策計画

イト計画の適邦規制に責任を負う

政府の抵当窟は︑放射線事故関係

の賛成は︑通常︑まず基本的な概

件となっている︒しかし︑これは

薪設の緊急事態管理庁︵FEM

ートだろう︒大会の講演蓄として

発電所内の緊急事態に隈定された

A︶の紹介など行うことが︑本大

ク・フォース︵広報分科会︶レポ

オン・サイト計画であり︑発電所

会︵NRC︶の運転認可発行の要を通じた実際的な問題点の指摘︑

外のサイト周辺地城での緊慧の事
会の主目的とされだ︒しかも・こ

﹁知る権利﹂でも問題提起
き対策の五つがある︒このうちの

よびそれに並行して実施されるべ

整を行うべき機関として従来の準

態については︑州政府および地方
の大会は︑いわゆるヶメニー委農

︒ルービンニューヨーク大学教授 的︑私的な手当てを行う実施計画

招請された同分科会座長のD・M 念計画を設計︑開発し︑次に資金

の緊急時対策計画に固育の問題を

政府が︑オフ・サイトの緊急時対

する各方面の総績︑評価が一段落

会報告などのTMI原発寓故に対

緊急時体剃整備進む

る︒ところが︑現実には︑いくつ

策計画を策定する認任を負ってい

たがって︑これらの各方面による

したところで開催されており︑し

急医療サービス︑放射線被曝脚

考麟されている︒

いった発謡をNRCがしばしば行急時対策計画は︑サイトの内外を

︵A
筆看は電力中央研究所・躍力
である︒また︑NRCはFEM

2−1775㈹

（02928）

＄、

緑深い高台に立つ東海村唯一の純洋風ホテル

葬劉郵聴雛糠謬諜痴 勃 簾 難 聴 謎 繊 雛 齢 講 義 秘 湯

聞

産

ては︑大部分が︑原子力発醒所を

金︑人員︑設備の新旧とその充足

疵の袴無とその進行︑訓練︑資

ては︑FEMAがその手続きの畷
効果的な計画を作成︑実熱する能

・サイトの緊急躇対策計画につい

力が︑動畏力︑資金力︑技術力

いるのに対し︑電気勲業蓄による

状況などを審漉することになって

よう︒例えば︑州︑地方政將には
前もって響麟されていたような場

︵知識的な面での能力︶︑その他

に対する深刻な不儘感があげられ

命と︑その﹁状態﹂をひき起こし

あらゆる面で欠けているとか︑あ

ついてはNRCが・遼転認可発行

オン︒サイトの緊急蒔対策計画に

ば設計ベースのトラブルのごとく

た事故そのものの発生をまったく

るいはまだ︑露気農業者から州︑

の要件としては同様の内容を審査

態﹂におけるトラブルが︑たとえ

予知することができなかったよう

地方諸口への薯故発生の還告は︑

防護対策というのは︑退去・避難

な場合とに分けて定義される︒潮

公衆に無用の不安を与えないよう

することになっている︒しかし7

をこれに加えて︑関係各方亜の意

は︑﹁籔戒体舗﹂と﹁非常事態﹂

蓄の﹁予期されていた状態﹂で

︵兼ね合い︶で決めればよい︑と

にすることとのトレード．オフ

は︑﹁今回の環故時ほど︑公衆の

が考えられ︑後膨の﹁予期されて

評緬結巣に対するコミュニケーシ

かの州あるいは地方︵郡︶を除い

対象としたオフ・サイトの緊慧時

いなかった状態﹂では﹁危機の状

所への疎開︑立入り制限︑および

ービス︑汚染地への再突入などが

継︑総安維持・犯罪防止︑社会サ

態﹂と﹁惨薯の状態﹂とがある︒

見調整を経て︑総禽計画としてこ

緊急時対策計画で想定されてい

いうことで︑現在は〜方が他方の

あわせて総禽的に評価すべきだと

ば﹁相亙乗入れ﹂の形になってい

審査に助雷を与えるという︑いわ

ったことなどである︒

に基づいて︑原子力発露所の緊慈

九七九年十二月七日の大統領決定

Aが中心となって実行し︑NRC
は︑原子力発八議の緊急三態対応

でいる︒例えば︑退避一瞬に関す

を守るというNRC本来の旧任にる調葦︑緊愚時対策の技術指針の

いく上で︑﹁公衆の健康と安全﹂

に関しいろいろな共同体制を経ん
はFEMAがこの役翔を果たして

ジャーナリストたちは︑政府当局

いう体制が新たにつくられたこと

作成︑広報計画あるいは担嶺者の
基づいて︑FEMAを支援すると

さらに第蕪に︑もしそれらの対

判をしているが︑これに対し︑政

の緊急鷲対策誹画の総点検を実旛

の協力を得て︑個々の発爾所ごと

お仕事やご静養、会合などに是非ご利用下さい

悔

二才纒

痴態での一切の広報濡動はFEMる︒このほか︑FEMAとNRC

FEMA中心に
政府目

MI婁故以降︑原子力発躍所の緊
るこの計画翻身の実施︑つまり︑

の計画に定められだ最高磯隔番
︵通常は州知事︶が︑第一に︑現
に生起している︵と想定される︶
﹁状態漏が︑あらかじめ定義され

たどのレベルに相当するのかを確

認し︑第二に︑確認された﹁状

の薯故時のコミュニケーションの

このように︑ケメニi委員会や
め計画された防護劃策を適馬する

まずさに対し︑揺当に手厳しい批
策の適用が司異な鵬命には︑これ

を行っている︒その第一点は︑一

府側もいくつかの点で衛力な反論

経済部立地環境研究塞出董︶
た各ゾーン︵影翻圏域︶ことに適

もあらかじめ計画の中で決められ

教膏研修などである︒

ことが司能かどうかを判断する︒

態﹂に対応して︑これもあらかじ

緊急時広報は

例えばタービン・トリップが生じ

知る権利が侵審された例はない︒

根本氏
緊急時対策の発動については︑そ

ョン論的な観点からの再評価や︑

不明

灘

東海ク ラブ

ホテル

対策計画をもっていない︒

存在しない

食料・水・ミルクの管理などから
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れを完成する︒そして︑テスト・

るか，

こうした実簡の中で︑TM王原 τM正原発の事故処理に関し︑こ しかも︑これを侵写したのはほか
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実施されるべき対策としては︑救

（彌レベルの例）

成っており︑またこれと並行して

緊急時の意思決定過程

シナリオや机上演習︑あるいは実
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とする﹂擾期約展銀を明承︑その

仏ニナ脇憾円の経石をかけた﹁む

遊展は期衛できない扁と規定し二

は︑わが国の原子力船研究開発の

豪レンジャー鉱

磁禮愈颯塾

︒ゾ／鉱が︑日本側引き取り分と らここ一〜二か月が交渉のヤマに

レンジャー鉱山がEZ役とペコ

なるものとみられている︒

ウォルセンド社によって発冤され

ト⁝ル︶修業部食の第一段階の検

TOR︵毛際トカマク型炉ーーイン

討会︵第〜図︶が三月末︑IAE

りまとめ作業に入った︒概念設計

A本部でひらかれ︑概念設鍬のと

これにより︑三際的な大型トカマ

は来郭六月置メドになっており︑

ク装燃は︑実験蝉建設へ向け︑大

各醐は︑D−丁燃幾による翻己

きな一歩を踏みだした︒

上のデューティサイクルなど︑〜

点火︑蕊秒以上の燃焼︑七〇％以

高速のスーパーコンビ識一夕CRAY−iを核に、異機種の超

なる︒

府が昨母レンジャー鉱山の面謝の

の敵府が﹇開発資金の七二・五％

たのは一九六九琿Qこのあと当時

会議は十八田まで行われるが︑
今後の酎議では大型トカマク関係

乗毎補職勘一》二31窪ほ茨城翻王む郡物欄脳61腱ヒノレ

今回の動きはオーストラリア政

二五％を外国ユーザ⁝に譲渡する

山開発に参加へ

ことを呼びかけたのがキッカケ︒

発権門の五〇％を取凝したものの

を政府が負担する﹂との条件で開

関蹴など田螺

関醤罐力︑九州餓力︑騰圏電

ストラリア政臆と交渉に入ってい

これに対し︑わが国も憾じ︑オ⁝

ット滴勢などから昨黛路線を変麗

七五奪に登催した新政権はマーケ

ラリアのレンジャー鉱出の開発に

の楓溢のうち一〇％を田本が厳簿

たが︑これまでの交渉では門全体

力︑揮藤恕商購の囑袖はオースト

に達した︒翼鉱的にはレンジャー

質末墾加することで墓本的な台恵

その後レンジャー鉱出は政肩・泡

して﹁政府桓益﹂の放出を決定︑
する﹂方向で基本的に食違に達し

Z社・ペコウォルセンド社共同に

鉱由を伊欝するオーストラリアエ

階︒まだ︑オ⁝ストラリア政府の

れることになっている︒このため

式の一〇％を㈱社が取得すること

ネルギー資源禽社︵且RA︶の株 ており︑現在ッメに入っている段

ていないなど契約のための条件が

よるERAによって閣発が逸めら

漆生蔑鰻のうち一九八二隼七薦五

蕨有する権叢が鷺翫Aに移蟹され

めるにあたって︑不可欠のことで

る霞込み︒

今園の契約もERAとの契約にな

になる莞込み︒契約が成宣すれば

ある駄と明確な位照づけを行って

きな障轡は残されていないことか

艶っていない面もあるものの︑大

は︑従来D−T現象に璽点をおき

C︵欧州共岡体︶を中心とする麟

核融跡先逸気の田︒※・ソ・E

作善部会趣く

概念設計へ

一コ口⑪R

国際トカマク型炉

ート・ナ︑八四無以降千シ報ート
八十二隅会いらい︵V原着帯業団の

まだ︑第八十二国会で審議され

いる︒

た離京原子力乱開発軽業団法の一

すぎていたため︑今後撫熱時闇の

があきらかにされた︒これは核融

長期化にも焦点をあてていく計圃

舎炉では約千秒のプラズマ持続が

あり方をめぐる論識から︑昨隼二

設醗︑研究翻発の謙題︑七二のあ

不届欠であるため︑大型トカマク

月︑原子力船研究再発騨門部会を

として活馬できることとなった段

が︑その結果が十二月二十冒提出

り方などについて諮悶してきた

制については︑﹁むつ﹂が実験船

階で︑賊船響業団を他の梅久酌な

の段階から︑こうしたパルス持続

部改正輪講に関遡する研究開発体

原子力機関と統舎させるとしてい

された︒
る︒

技術開発に力を注いでいく必鑛が
あると認諾したため︒従来の○・

羅氷方針は︑この報笥を棊に審
議︑とりまとめられたもの︒

閲が一︒薫秒に強化される︒

際原子力機蘭︵IAEA︶の更N
五秒程度のTFTRの癩熱持続聴
局謝を迎えつつあることから︑今

解法とともに高周波加州法にも十

﹂丁⁝60玉璽は中性粒子入酎船
技術セッションだけでなく︑実際

分対慈できるように装膿が改農さ

蹴の食議も従来から行われてきた

の運転計爾に大きな熊点があてら

れているのが特色︒第一三斜はT れることになった点︒これは︑こ

からT115計劉︑王聾て
TいO
る状況に対置することになっ

ての篇周波加熱法が寄子されてき

ま画
での
FTR︑3丁一60︑3ETれ計
に研究縮果から加熱法とし

一哲

ついて現状報告が行われたあと︑

どについて総會的な詰論が予定さ

R訓爾︑技術的討議︑運転計画な たもの︒

れている︒

（でt｝

G窪5§

〈代｝

41‡5

﹁国主導﹂体剃難癖に

それによると︑日ホもふくめ︑
第一歩として︑向こう五庫間で︑

十ショート・ナ・八三薙八二ショ

騨鯉互年講画で機念確立へ
原子力委員象︵餐厨長・畏照裕二科学技術管長轡︶は十一繍︑今後のわが圏原子力船即発の墓本方
針となる﹁原子力船研究蘭発の薦め方について扁を決定した︒それによると︑﹁小型軽羅で︑かつ経
済性︑儲頼性の優れた舶絹炉の開発を中心とする偏長期的腿鯉をふまえて︑岡こう五補間でこのため

欧米兜進国の原子力船の研究開発
開発頬黛として鍛適な舶用炉等の

2の活用に期待︑﹁運航試験に

催に次ぐ第四麟欝︒

大型トカマク讃醸は︑来濁のτ

定の条件のもとで嫌嫌設計を行う

このINTOR計醸が表螺化し

ことになった︒

たのは五十二奪︒この隼には︑各

核融合研究開発

の設計評備研究を行うほか︑﹁民間蛍灘偏とした従来雪線を大釜に修正︑﹁国事灘﹂による長期戦略
をあきらかにしているのが今闘決定の特色︒また︑報儀は﹁海還に対するエネルギー供給面の欄約を

が︑一蒔とくらべ郷難している現
概念の確立に必要な設計課価研究

緩租することが求められている﹂としてあらためて原畢力船開発の必硬性を再確々している︒

状を認めながらも︑﹁二十一世紀

原子力襲員会としては︑先細掻
園の原子力船開発翫薦の勤向と︑

用魂大型蕩装置技術委開く

運転計画など焦点に

核融合研究新局面へ

わが国の原子力船礪究開発をすす

よって偲られるデータ︑経験は︑

また︑経済的な原子力商船を実

を行う︑としている︒

罵化するためには︑國が中心とな

に入る頃には︑欧※諸国の原子力
商船の遡入は︑相嶺すすんでいる

って︑梱当憂期開をかけて取り絹

可能性がある﹂と分析︑そのため
﹁海外との貿甥に大きく依存し︑

で原子力船の実用化を﹂とうたわ

む必要があると懸摘︑門民闇虫濾

れた﹁むつ﹂建造計繭嶺鷲の考え

必要としているわが国は︑石下照
紛の還追化が予想される醤来にお
方を大編に膨正︑園主纒の研究開

偲来にわたる海運の響胴約発展を

いて︑海運に対するエネルギー供

ク嚢躍技術委綴金が十四田︑十八

発を全灘におしだした︒

原子力第一船﹁むつ﹂について

給面の制約を緩和することが求め

は︑﹁単急に﹃むつ隔の修理を終

臼まで五B闇の予建で東票・大手 い︒ソ達︑来濁︑フランスでの開

睡の効率的推進をはかるのがねら

られている﹂と︑原子力船研究開

町の経劇趨食鑓で両輪した︒核融

王AEA虫催による大型トカマ簸新の偶蝦を交換︑それぞれの計

発の必要性を強調︒そして︑その

こんこのわが圏の康子力船研究開

え︑遷航試験を実書することが︑

門小型︒軽羅で︑かつ経済牲︑信

ための研究闘発のあり方として︑

愈炉実現のカギを諮る大型トカマ

験︑炉物理試験︑タービン試験を

まて鼓荷されていたMOX燃糾二 新銀展の運転翻橡として︑動燃

磁場の閉じ込めなど︑各圏でのト

粒子不安定性の陶磁︑効率のよい

国際検討チームの結成を田・米・

ップが蛋まれた︵五や一二蕉︶︒

よびかけ︑INTORワークショ

5329

（0298》24

待ください。

費

原子炉配管の設計

智 （02928）2 2980 （代》
筑雄絡輔噺岬300踊糊士糞和71鈴欄3ヒル

りにレヘルアノブ、リファインされていきますのてこ期

干54駄阪融殴久六郎剛68櫛型ヒル

大騨鰍

24…

（06＞

費

（052｝582

燈

原子力溌鷺所建歴の設計

（：R（：複合システムは、今後ユーザのこ要望に応え、さ

編麗出郷一早450編齢中港揮笹鶴霞1目a躰齢笹馳ル

代叢高といわれるツールを得てさらに飛躍します。

僧（03｝6636轟Oi〈ft）

科学技徳計算、事務計算、

関脇耕鋤送容器の解析

ンンクタンクなとCR（：の幅広い情報サービスは、この現

竿103山都中央鎚本橋本温∫32晒鯨館ヒル
テレノクス2524352

本祉

原子力安全解析

大型コンピュータ（複数）をフ自ントエンド・コンピュータ

晶晶チュリ聾サーチセ設彗歯式念祉

⑱原子力蘭発

System）は、慣昇最

原子炉炉心解析

とする購報サービス体系。

発の第一歩であり︑これなくして

動燃、順調に定検すすむ

頼性の纒れた船閑炉の朋発を中心

T16⑪︑ソ達のTl焉とも︑いト
ずとなったのは米田︑EC︑臼本 O鶏関係蚕の開の慧兇調整も一つ

FτR︑ECの3罵丁︑臼氷のこ
3のうち︑第一臼日のハイライ

72％と高水準記録

Compiex

C段C複含システム（（：RC

蓄と第ニスチップにあたる王㌶T
ク番結︸播乗りをめざして︑デッ

行い︑五月中旬から毘力運転を開

の諜題となりそう︒

も︑ヨウ累撒の濃展もみられず︑

国で大型トカマク装鷹の建設が開
燃料の健金性が確認されている︒

始されたが︑岡躇に︑多額の資金

クの磯発に響け圏際的な研究協力

を要するため︑次期の大型トカマ

始︑六月下旬の螺料交換︵二十欝

動力炉︒核燃料開発壌業団︵瀬瑚

今回︑新たに装荷した三み⊥ハ体

乗り切る方鮒◎蜷鴛繊手の燃料交

のうち︑幸六体は瓢OX︵琵愈酸 程展︶を経て︑憂の麗力罵嬰期を

五〇％と黙込んでいるが︑頽調な

甥捲団は︑北陸誰力への供給力を

エネルギーが逃げやすくなる捕捉

の動きも纏縫化した︒プラズマの
績のもとに︑一再一叢から初の定

十体︑ウラン燃繕十六体の︑ちょ

E五％︶燃科︒これは︑これ 換は︑十一月の予定︒

検に入ったが︑これまでのところ︑

している︒﹁ふげんしは︑五十三

鷺tハ銘度からは︑一・五％の 場倉には六〇％A篇壱竪持︑したいと カマク研究の織しい進展も︑この

うど逆の形となる︒

綴縮ウラン燃料体から一・九％へ

年七月初送震いらい︑北陵惣力に

この動きを受け︑IAEAが・

でも異鴇がみられず︑まもなくは

と︑蕩負駒燃科を装勘︑湿命酸化

した聰力は︑＋二億五千万KW蕪 ソ・ECのトカマク研究先進国に

送灘しているが︑これ蕊で生み出

動きに拍郵をかけた︒

じまる趣転調整試験に闘け︑急ピ

から二％へ変更する予定︒

調整試験では︑格納饗器の漏洩試

と︑高い実繍をのこしている︒

物も︑フィッサイル膿を一・四％

にあたる三十六体の斯燃料交

三廻三十一田には︑炉心の六分
の

換が終了︑法た︑溢水の分析から

今月下旬に予定されている運転

ッチな撫検作業がすすんでいる︒

制御揮駆動装撚などの公議・点検

順調な逗捗状況で︑購水ポンプ︑

設備和灘率七二・四％という高実

十六力瓢千KW＞は︑ゐ十囲年度 化物︶燃料︑工十体は濃総ウラン

瞬麗原子炉﹁ふげん×藤蟹転換炉︑

プロシ﹂クトとして開発された縄

蕉男理議長︶を中核にナショナル・

れも設51から難設段階へと斬たな による戦術の報銘︒まず累脳から

ドヒートをくりひろげる世界の四
大トカマク関係蓄が一堂に玄し︑

「ふげん」の設備利用率

力

日
ダ

灘︑

ク装醗技術検酎婆て挨拶する燈花秀武一AεA轟務次畏

世界の核融合醐係麿ここに一十四ヨ開羅した大型トカマ

（一

1鯉

振蟹粟京5895番
匙謬…（20葉）2董71（代）

索京都千代田区大手町肇丁営5番4号（安国火災大手町ヒ：ル7階）
〒潤

会議
業
産

子
原

発行
鞄｛1鋼珂史物醗酵rl∫

紅fζ貌…う1驚3∫」玉21！第

Ω

昌雷園

く

︹パリ松本駐在鼠︼一九九〇年の一次エネルギーの供給比率を石繭︑原子力および石炭・天然ガス

七十万ゾから九〇蕉には五倍の千
九〇奪三〇％に引上げる︒

を現在の五％から八五年二〇％︑

水力はほ

イラ⊥﹇

六首万漣に拡大する︒このためボ

气Gネルギーのなかで九〇奪

ぼ開発ずみで多くを期待できない

再生可能エネルギー

は各蕊︑新エネルギーは一とするIーフランスは四月二日の閣議で︑ジロー工業相提案のエネルギー

に転換し・石炭転換には藩閥換算

台のうち二台は石炭焚き

舗給計画を了承︑決定した︒舗約努力の一層の強化と︑原子力などの代替エネルギーの積極的な開発
により︑輸入石癌依存率は一九七蕊奪の三分のこから︑九〇鰯には三分の一に減少する︒今後十年聞

六％︶︒新エネルギーには石曲換

一号当たり二男湯の補助金を支給

算一千万ないし千二蕾万ナを期待

の経碕成長率を無平均三・五％と予測し︑一九九〇年の一次エネルギー消費量を石細換算二億四千二

管増する︒

房︒温水酉三十万〜百五十万ゾ︑

七酉五十万〜九供与ジ︑太陽熱曖

は石撲一三〜一五％に対して天然

電蕨四十万〜五十万踏︒住宅着五
十万〜諸書万芦は薪暖房︑二百万

地熱八十万〜菅万沙︑小型水力発

毎年五百万〜六蕩万K

ガス一五〜一七％︵盒計三〇％︶

原子力

を予測︒

で大幅拡大には消極的︒九〇奪に

する︒内訳は木材などバイオマス

する︒また︑工業への電力進嵐を

り︒

供給に不安があるの

鶯万ナ︵七九蕉の約一・三倍︶に押さえている︒原子力については︑毎奪五菅万〜六蔭万KWの原子力

になるとしている

天然ガス

発電所の建設に着工︑一九七九無の石佃換算八難＋万沙から九〇隼には八倍以上の七難二百万踏に増
大させるという野心的なもの︒発墨亀力璽で原子力は七割近くを占めることになりそう︒

灰色

代替エネルギーの開発は次の通

原発毎年六百万KW開発へ

近ジ㌣藁相の舞は・第八次
そらく

は太陽熱利用︑八十万戸は地熱暖

Wの原子力発電所の建設に着工し 声は太陽熱温水装置︑薦五十万戸
て︑一次エネルギーに占める比率

フシセイコーは永年金融機関に対し、金庫室

ナリオ︵三％成長︶⁝を描いてお

石炭輸入には国際的取引き上

房とする︒フランスの中央曖房装

ノチ、ボ

割識エネル二軸会がまとめた
が︑ジロ壽工業相はその中間の三
の制約があり︑また工業や暖房用

を納めております。

！

気

甲鐸中長期エネルギー需給見通し︵三
︒五％の経済成長を予測した︒

置設備出田千頁万戸のうち二西五

防水扉、差

種

ま月ご十七晒の中央計画審議会に提
での再縫罵には強力な開発努力が
必要だ︒石炭消費量は七九璋四千

エネルギー利潮ということにな

十万戸は石炭焚き︑五山万筒は新

る︒これに発電所と工場の排熱利

歪力消費羅四国率は六〇⁝八

用が糖わる︒

O年六︒五％に対して八O一九〇

BN六〇〇が運開
この計画実施に必要な資金は無

年は五︒六％に抑える︒

ソ連世界最大の高速炉

しては世界最大規模︒ウラル中央

万KWで︑現荏運転中の高速炉と

各種放射線這

まいりました。

ハ

この圏標選成のために︑まず節

八萄七十万ナ︵うち国産千三面三

臓里ている︒同毘撫しは九〇年の輸入 約努力を三借に強化し︑九〇年に

十万ジ︶から九〇奪には五千万ナ

業の消費鍛は千五頁万沙で横ば

闇七酉億〜八颪慮滞と山脚もられ

ソ運で八日︑液体金属冷却高速

魍殖炉BN一六〇〇が運開した︒

ご万樋︶の二璽国的炉で︑一九七

五万KW︶と海水淡水化︵日産十

って霞璽な経験が得られるものと

り︑将来の高速炉路線の選択にと

本格的な商業高速炉としてのBN

期待されている︒ソ遼では現在︑

気出力蕩六十万KWで︑八十万K

扉とセキュリティ・システムを開発・納入して

今、こうした経験を生かし、原子力の各施設に

で出︶を毒に脱藩の蕎に進め

減しなければならない︒成長率に

はエネルギー消費塵を六千万沙削

︵うち国産六颪七十万ゾ︶を矛

二標を階ているが︑工蕃はさら
対するエネルギー弾性値は○・六

力石壊存嚢四〇％に引下げる二
⁝分の豪で引下げるとした︒
測︒火力発欝欝における消費暴

五十万戸︵四百万漣節約︶︑既存
い︒また家庭暖房用も現在の五百

二百五十億錫︑エネルギー生薩四

る︒内訳は貧賎ネと転換二颪慰〜

百懸〜五百億漏である︒

数十詩層離れたところにあるベロ

BNI六〇〇は︑雨気出力六十部の大都市スベルドロフスクから

炉で︑それぞれ一九六四年︑六七

十万KW︶は︑黒鉛減速軽水冷却

一辱︵十万KW︶および二弩︵二

として建設された︒ベロヤルスク

ル︵現在の能力四百ナ︶はラック

中だった︒未利用の燃料貯蔵プー

燃料が貯蔵中︒残り三酉五十誘の

三年の運開以来︑同好な運転実績

と並び世界の先頭に立っている︒

舗要は△二鎌二百二十ナ︑八五黛

貯藏能力は︑ラック改造により七

モリス

四西三十五ナ︑八九年およびそれ

を詑録︑地域の生漏と産業に大き

ループ型であるのに対し︑BN1

く貢献している︒BN⊥二五〇が

百五十ジに拡張可能︒これとは別

ニュークリア

AFR貯藏の期間は︑永久処分 に千七百沖の貯藏プールの建設が

ウェストバレー

考えられる︒

以降千ゾを予定している︒

って左右される︒たとえば︑一九

堀の開設時期や再処理の有無によ

DOEがAFR施設として考
え燃料を鯨藏中で︑八ヤ五目の
済み
重曹プールは千五貰ナまで拡張酊

余裕あり︒NFSの調査によると一一六〇〇を設計中︒これは︑電

⑳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。

舞

ギ
電に

誤た中畏期箆通しは①OPEC
となる︒このため︑①六百億湯を
は︑この問に原子力発電所が大幅

倥宅・薯務所で断熱二Q〜三〇％ 拡充されるので二千五買四十万ナ

が︑九〇年⁝二十五メ︑二〇〇〇年

事務所・商店︵二百万沖節約︶も

万沙の水準維持の努力を行う︒し

既存原発はラック改造で能力アップを

AFR貯蔵計画具体化へ
使用済み燃料貯蔵で報告

ら餓備︒一九六六鎌から再処理操

D◎蕊

業を始めたが︑七七年に改修のた

R旛設候補として残った︒

のとおり︒

Wの筆工ビン陸軍を尾いることに

している︒

能︒

スリーブ、ライニニ

放射線遮蔽扉、スリーフ煩、及びP．P．システム

●

1・濡繭謁

昭価

鴇■

鯉

︵石癌輸出国機構︶諸国と消麗園 投資して職業で六百万ゾ黙約②薪

間の議命いがついて石油価格が一
強化︵六酉万ゾ節約︶︒既存佐宅

四十二がとゆるやかに上昇する
断熱強化③新璽のガソリン消疑二

から千三百万ジに減少する︒鉄鋼

㊧嶺たり二十斌から八五隼三十二

のシナリオ︵この場合

バラ色

簗中︒目標は︑石油消費騒を大蟷

たがって石炭の面影拡大は工業に

行六窓を國標︶︒既存牽の省エネ

劇減し︑石炭消費騒を七九年二酉

設︒大統領の再処理延期政策決定

ルスク原子力発電駈に︑三号炉
︵AGNS︶社所有の再処理ヤ施

4髪う74ーノ萎4ーーン

について︑AFR羅要を予測したR照要は︑ラック改造による貯蔵 環境影響函明諮を作成し︑公臆会

一髪多7一

化を実現ーーの措羅をとる︒

三〇％削減︵九〇年には颪詩層走

には好ましい四％の経済成長が町

のシ

能︶②話禽いがつかず九〇年には
灰色

炉心分の燃料を貯藏できるだけの

能力︵FCR︶を維持するよう

め︑二十一か所の既存施設につい

七隼に八千ジのピークに達し︑以

一難

用したBN⁝六〇〇の運転によ

フユーエル・サービス︵NFS︶ 六〇〇はタンク型︒改農技術を採
用済み燃料の原峯炉闇移送は行わ

後︑減少していき二〇〇一年には

ようになれば︑AFR貯蔵蟹は九社駈有の再処理施設︒土地は州か

九三年に永久処分場が利用できる

DOEは︑罐力会社に対し︑既ールの許認可と建設に晴間がかか

ンウェル︑モリス︑ウェストバレ

て適格性を調謹したところ︑バ：

に︑見纏るべきだ︒

ない︑低ケースは︑①貯蔵能力を

ている︒

め停止︒現在︑百六十丑ゾの使用

巖大限拡大する②使用済み燃料の

経済的であり︑環境に与える影響

貯藏計画に関する一般環境影響星
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原子 力 に 主 力 を 傾 注
舶籠彫電源鼎万KW蒲描開⁝へ
中央出力協議会の昭和五十五琿慶電力擬期計飼がまとまり︑十日︑発表された︒昭租六十賜庫慶ま
で向こう十無間の羅力感社購給計画をとりまとめたもの︒これによると︑各社は︑この聞︑水︑火︑

原茅力総謝九千五菖四十四万KWを運転開始にもち込む猷画で︑このためすでに魑擁している四千十

衡は完全に破碇をきたすことにな
ると︑二藍覆では指摘している︒

庸君開発は石慈依存慶低下を最

子力はその大宗として開発に全力

大園標に多様化が検酎︑とくに原

を投入︑今後十年闇に約二千五否

演会︑展蝿会︑映画会など多彩な

騒約九十菌綜で︑鐵本での墜外実

われる振り子は擾さ三十三規︑盤

めてもらおうという薄書︒今回使

野牧男︵石播︶︒

機︶︑藤野酒彦︵川崎論議︶︑天

朗︵日立︶︑撫利達雄︵審重電

このうち︑東崇・銀座のソニー

術禦がくり広げられる︒

子力文化振興垂垂の雪催で︑この

験はこれが初めての試み︒日本原

科技序が蓑彰

砺究功労者に唐
沢︑安本の両民

科学狡術庁は十六田︑昭秘五十

五薙匿科学狡術功労轡等の表彰を

今一受鐡蓄の内訳けは・科学

行った︒

酸プルトエウム等の放射性エアロ

秋

索子六大学野球瀞のリーグ戦が

ながら

關会式で選手寛盤を受ける三

く・纏戦を落とした︒

は︑終國追い込んだが階すでに遅

う︒総長の応援もむなしく︑東大

原子力に貢献する徳田の原子力関連真空装置

◇◇

欝三

ウラン濃縮プラント用配管・トラップ及排気系

脚

属蕪簿購1瑚1 搬嘉灘護職帯封

詳細については宮業部にカタログを御晶求下さい。

科学技術週間
スタート勿團屋
証

する臣大なヲーコーの振り

子﹂が登場︑ゆきかう懇々の目を

周面を拓いた科学番の似顔︑原芋

明

﹁科学技術180無代をみんなの スクェアには地球の自転を

あつめている︒約再三十年潮にフ

力発霞について解説したパネルな

力で﹂⁝一昭秘五十五野外の科学
狡術週間が四月十四〜二十一臼の

ランス人医師フーコーが行った革

実験のほかスクェアにはアインシ

予定でスタートした︒同週聞は昭

縮的な箋験を銀座の街角に再現

ども展恭されている︒

ュタイン薄士など原子力階代に凝

もので︑今回が二十一園目︒北海

し︑科学技量に対する関心を高

和三十五年から毎鰯開かれている

道から九州京で全国津々浦々で講

十校︒原子力関係では︑研究功労

三十八犠︑耳茸工央功労鞘七二九

技術功労蕎二十一名︑研究功緻蕎

昭和五十二年の原子力発鰍ディ

サイクロトロンの立読︒製作の研

このうち魑沢疑は﹁病院用小型

彰された︒

体方武1⁝の三段階が墓本︒報告 研究新養成訓練部畏がそれぞれ表

安本正科学技徳庁放射線賑学総禽

十七犠・翻悪日爽膏成功労学校四

傾向にあり︑このため電力各社は

が国としての鑛本方針を検討して

設舗投資の効率化︑コスト低減対

クロトロン研究察副薫任研究員︑

癌として懸沢孝理化学研究駈サイ

七十万KWを運転入りさせる計画 を︑それぞれ誹画Q石油火力は将 きいうえ立地も購要地から遡隔化
来の供給羅の制約あるいは燃料転

コミッショニング研究会報艦によ

今園三論に伴う前期五語間の囎

いくことになったもの︒

容醗は約㈱酒煮＋万KWとなり総 換等を霧慮し開発は必嚢簸少限に

策に努力︑九三墓盤も強化しなが

だ︒これにより六ナ四年度来設榊備

とどめる計画で︑この語群︑先行

発電設備容麗に占める比率も現在

するものの︑総発醗設備容蟹に占

理方式②遮蔽隔離方式③撤叢・解

ると一般的な廃炉方式は①賂封管

める比率は環在の四三％から二六

供給につとめる︒

き＋隼聞に約三雲ハ＋万KW堰糊 ら︑藷問題を克服︑蹴力早期安建

加する︒石炭火力も申影藤石油代

の一二・六％から一八・九％に増

一万KWに加え新たにこの一両庫度に原子力約千九濁万KWを含む四千五哲八十六万KWに守手︑こ
れらによって先行きの禰給遡遮を回避し露力安定供給に寄与していく弩えだ︒エネルギー源多様化の
替電源の柱と位躍づけ開発を二極

講はこうしだ方法について﹁いず

運転入りさせるなど虫力を傾浅︑ちなみに発電設備容器に占める比率も猿子力は現在の一一一・六％か

中でうち原子力については脱石油の要あるいはベース電灘の中核と位圏づけ瓢千五菅七＋三障KWを

源開発︑流灘設備拡充︑環境対策強

％へと署しく低下する︒

ことがわかった﹂としている︒

れも技術的︑経廣的に可能である

化︑六十四年度宋には現在の約五

化などのための所由工事幾金︵除

ら一八・九％へと大鰯アップとなる︒

原電︶として約二十五兆円が兇込

脱石縮化とこれに必要な供給力

箇︑一⁝千百＋万KWに規模を拡大
無謀には五十八斜度以降適正予備

する︒LNG火力は始動二・四億開発実現を眼藏としながらも︑し

中粟の政憐不蜜とOP￡C諸麗電力羅を五十四年度推定実需の約

まれている︒

ら超小型サイクロトロンの設餅︑

もの︒岡氏は昭和四十七年ころか

の約鴎千二百八十万KWに︑水力 かし︑原子力をはじめ石油代替慰

性などについて総食的な検討を行

生薩に大きな璽献をはたした︒

製作にたずさわり︑病院でのRI

究﹂の業綾が認められて受養した

一︒七癌に当たる七千四面六十三 率が維持できなくなり︑さらに六

い︑醸本の実惰にあった方践につ

の廃炉を検討しているほか難中研

の業纏による受賞︒吸入による放

劉控物貿の体内汚染の解明に全力

ゾルの吸入・内部被曝灘価の研究扁

を注ぎ︑繁惣鷹療対策に新たな周

も長期的課題として研究をスター

らの検討とも密接な連けいをとり

llームーー

面をひらくことに成功した︒

鐸鰹郵
大島恵一▽委農

鵬村昭治︵工技院︶︑神山弘灘

た神宮球場で潮懸︑八週間にわた

妊炎に工まれた十二臼︑新装なっ

る熱戦の火ぶたを切ったが︑その

︵電中研︶︑武田康︵エネルギー

霰︶︑浜購俊一︵関餓︶︑浅田憲

総命工学研究所︶︑豊田正敏︵藥

扇守︵爽大︶︑鳥飼欣一︵原研︶

▽潮風長

岡委員会メンバーは次の通り︒

いく豊艶だ︒

ながら総合戦略をあきらかにして

トさせており︑同額農会ではこれ

廃炉については原研が3PDR 安本氏は﹁白ネズミを薦いた硝

いて基本方式をまとめる︒

このため︑調査誹議会ではこれ

による濃応酬あるいは璽票サミッ

・雌熱整口謝蒙塵薦万KW開発 源の開発はいずれも初期投臓が大
廃炉については昭和四十五奪に

国の廃炉技術などについて墓礎的
JRR⁝1の経験があるものの大
型長流炉については世界的にも例

な検討を開始︒さらに昨年からは

こうしたなかで︑五か奪計画の

研究鯖に委託するなど縄炉技術の
が廃炉の対象となってくるのは＋

第一蕉欝にあたる調蛮研究報衝が

五か無纏縫でエネルギー総禽工学

を開き︑昭和五十八無をメドに一

数庫後ということもあって︑本格

まとまり︑本格的検酎の基礎づく

ゼロ︒わが国初の商用炉東海一構

絶塵相の私的諮問機関﹁廃炉調

応の基本方針をまとめる謝画︒こ

的検討は未遂手のままだった︒

りができてきたことから正式に趨

がなく︑日本での経験はもちろん

十四万KWを運転朋始にもち込む
査叢騒会﹂︵委漉酌・大翻慰一雨

しかし︑通産省は︑﹁原子力に

産梱の私的諮閥錆色として﹁廃炉

らの検討もふまえ︑安金性︑経済

九傍に当たる一懸六千四首四十蕊

鰹KWH︑八月簸大蹴力を岡一・ 十薙鹿頃から隅給は逆転︑その均
芳KWと想定︵年平均傭び率はそ

の湾え方から照和五＋一奪以降外

めぐる国際偶勢は滑走に変化し騒
的舗約に加え高価格賭代に炎入︑
れぞれ五・五％︑六・五％︶︑こ

廃炉対策︑本格化

トでの輸入葭標盤設定など石漉を

このため︑石滴禰給の逼迫も︑予
れに伴う供給謝画が検酎された︒

繊除58年メドに基本方針

必要があるとし︑このため︑すで

れまで蕪蜂技術については逓薩

対するパブリック・アクセプタン

り先得き十年聞に電源九千五百四

この結累︑計画では︑別表の通

想された一九九〇隼潮後をさらに
単めてきた︒

判断のもと に ︑ 禰 給 安 定 と 脱 石 漉

に趣糊している四千十一万KWに 大教授︶が正式にスタートした︒

われてきているが︑門霊園方式﹂

雀︑原研などで墓礎的な検討が行

電力展期 計 画 は ︑ こ う し た 偶 勢

化という従来方針の加遼推進にあ

これまで通巌省内部などで行われ

スを得るためにも廃炉技術︑経済

今騒︑とくに簗中的に詣し合わ
れたのは人的交流で︑これまでの
実施状況がきわめて蒋益であった

も︒

一︵出目︶︑藤原菊男︵三上汐 開金式でちょっと珍しいシーン
工︶︑戴原悦朗︵東芝︶︑羅弁良

というのは︑今奪は榮大が当欝

M1τ︶など四項薦の協力テーマ

つ︒つづいて第一厳命︑明大一蹴

杯返遷・選手蜜醤を受け︑あいさ

なった︒門南原践以来三十奪ぶり

る向坊瞳棄大総畏

鵬運盟理灘蝿と︑円内は始馴す

◇中性子発生装置用排気系

ナトリウム機器用トラップ及排気系

営興贔臼◆爽空棚i器全般に箆る晶出・山山サーヒス

−乙玉本町ビル
5
鷺芝、06−264＿6507㈹

華541

検討をスタートさせていた︒

わせ︑将来のエネルギー覇悔や購

九万KW・五＋六照度に千九颪八 てきた基礎的な検酎結渠をふまえ

加え︑五十五焦廣に二千五颪九十

をめざした総禽的な検討は今園が

（漉）カッっ内は橘成比（％）をが・す。

士

力
がら︑その実現性を第一義に策定

十七万KWに薪規魑手︑計画達成 て︑将来予想される廃炉のあり方

炉対策は異体化へ商け大きな第一

初めて︒これにより︑わが国の廃

された︒すなわち︑短期的には既

について門霞本方式﹂の基本的職

入的交流の促
進で両国合意

うの拡穴を図ることで△口議した︒

ことを確認︑八○黛度は︑いっそ
第二三日※核融台調整婁員会が

また︑第〜園会舎で︑来側から提

については︑こんことも継続して

翻良縷氏が運無理購擬として籏勝

校でこのため同大学野球部長の三
国は︑効累的な核融合研究を図る

協議していくことで憲麗の一致を

毛︒ご存知︑一二講氏は工学部教

大戦では肉坊隆集大総長が始刷

ため︑より一騒の人的交流を二進

会談に臨んだ日本側は︑宮鵬竜

みた︒

係蕾︑来側からはエネルギー省

銭に︑山本賢三原研翻理藍瓶ら関

ことながら︑原芋力だけでやる開

の藥大総山自らによる始球もさる

と
けた今圓の会談では︑①両国の核

のJ・クラーク核融台部副部長を

原子力による幣明け

融禽配分の概蟹②人的交流③プラ

代表に︑R︒アグニューGA社社

授︑陶坊氏は前原畢力螢奥で︑さ

ズマ物理に関する共岡研究センタ

門蒙が娼鷹した︒

懸も今後四分ないでしょう﹂とい

1④非トカマク分野の共嗣計画⑤

Tプラズマ核融倉センター所畏︑

長︑8・C︒デービットソンM・ま

た︒

の人的交流i；などが謡し愈われ 大河千弘GA被翻社叢ら八名の騨

ジェクトの可能性⑦一九八○急度

ダブレット斑計闘⑥新規共岡プロ

一園調整委員会が行われたのを受 興孟子力負顔︵十五藏辞任︶を代

定にもとづいて︑昨璋十一月︑第

日※エネルギー研究閲係協力協

することで愈悪した︒

日本原子力研究駈でひらかれ︑濁 纂のあった樗料照射試験管躍︵F

十︑十一の農桑︑東票・内幸町の

蕉門核融合調整婁髄会

調査委員会﹂をスタートさせ︑わ

略をあきらかにしていこうどする

こうした開発馬標が達成されれ
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協力取決めが発効悪

臨

⁝

彩

撹界エネルギー会議参加
二

なり︑参加番酔吟にとりかかっ

参加者を募集中
曝本原子力丁重会議は︑今秋九

たる︒藝集人員二十名︑参測器は

論文が提出される◎

五鍔
の基盤の上に立って蒲圧水型炉の

炉心舐験装繊および練板炉心試験

いを明らかにするため︑大型四簡

心を含む系内の熟水力学的ふる舞

このほか特許や研究成果の利用︑機器の損失︑賠償澱任等にもついても規定されている︒有効期間は

あたる運営婁員会︑技術的調整にあたる技術調整委興会が設躍されることになっている︒取決めでは

相互に三犠京での研究員を相手国計面に参加させるなどして実施︑このため︑計画金体の管理還営に

る︒

ら本格的箋験にとりかかってい

装麗はすでに完成︑五十四二度か

に構成されている︒円簡炉心試験

半径に相墨する擬さを持つ軍板状

規横の円論難に︑後覆は同型炉心

六雑面中に完成の予定︒

模で模擬される︒試験装躍は五十

のみ模擬されるが︑金体としては

の装躍のうち炉心部は冷却樗流路

計︑製作し︑各種実験を行う︒こ

ドを開発しているが︑これらの相

ムを含む宝燈や万KW級炉が実規 西独でもそれぞれ圃褐の解析コ；

炉容器ダウンカマ⁝︑下部プレナ

亘毘較によってさらに儒頼性のあ

を進め︑両国に提供する︒原研︑

発するとともに︑門訴前の予測︑

ピース等の新型の二相流計装を開

の設計︑建設および薄霧を行うこ

の純囲︶の第一項第三暑﹁原子炉

熱水力計簾コードTRACの開発
究駈法も改正︑第二十二条︵業務

実験緒果の解析等のための三次売

﹁︵舶用炉を含む︶﹂を加え︑舶

と輪の中で︑門原子炉﹂の下に

究所と統△紛するとしている︒

十隠謬りで解散し︑鐵本原子刀研

部プレナムを中心とした系内の黙

▽米国鼠・西独両国の実験に

むつを漕網︑舶用炉叢誌も薔穰

のと期待されている︒

◇

罵原子炉の研究は︑原研でひきつ

石野氏は︑提薬理由説明のなか

づき続行するものとしている︒

で・原子力船﹁むつ﹂の原子炉は

門蒸気発生器のチューブが大羅に

議のゆ心となった原挙力船の研究

五十二璋の第八十二鍵盤でも論

の〜部を改正する法律案﹂の理曲

業団法および瞠添原子力研究所法

しての提輿門臼本原子力船開発聯

石野久窮婁員︵社︶は︑社会党と

体から切り離し︑β本原子力研究

修謙画は中止して︑原子炉等を船

炉の欠漏を懸念︑﹁遮蔽嚢躍の改

して製作したもの﹂として︑原子

社会党の提案によると︑二本原
子力船開発懸業団は今隼十〜月三

礎的研究を開始することが醸着扁

と述べた︒

におけるポスト王NFC鷺問題関

癒策の墓電に関すること②わが国

におけるポストーNFCE闇難関

連の調査研究に関すること③海外

遮鋤岡の分析および評価に関する

審議宮︶︑瀬川正男︵難燃購業団

勝臨︵資源エネルギー庁長官留腿

理︵工sFM︶︑改捜保鰺描鷹等燃サービス常務取締役︶︑豊田正

︵科技庁原子力綴金局次畏︶︑村

奪
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これにともない︑厩本原子力研

再冠水効果実謹研究協力は︑加

していくことになる︒

冷却材喪失瑠数時の安全性を実謹

装麗を設計︑製作し︑非常嗣炉心

必要な流蹴欝︑星位計︑スプール︒

▽西独購故聴爾冠水過程の上

三時の再冠水および再冠水状態下
各国の計画概論は次の通り︒

水力学的ふるまいを明らかにする

る安全評纐コードができあがるも

濃水型炉を対象に︑冷却材喪失瓢

の非常用炉心冷却材の黙水力学的
冷却装躍の効果を箋証する各趨爽

必渋難を展開︒そして︑その効累

衆議院本会議終了後ひらかれた

減肉︒破損し︑燃料棒も破損して

を一などと膿院本会議で趣鷺

衆議院科学技術振興紺策特別三農

メーカーが︑ほとんど時を岡じく

使用に耐えない美浜一弩炉と同じ

的な方法としては︑﹁むつ﹂の膨

金︵瀬野栄次郎委員畏︶では︑撰田

言明する繕言科掌技徳庁鷺宮

畏鷺による提案理由説明のあと︑

理・点検をすみやかにすすめ︑箋
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▽原研蟹故智樗冠水過程の炉

改正法案審議始まる

社党か
ら対案

原船事業団衣替えへ

ふる濠いの共同解析と実証醗究を
行おうとするもの︒かねて出勤研
究技術省︑来原子力規制婁質会と
の闇で研究協力のための交渉が進
められていたが︑この瞬︑山本原
子力研究齎が取淡めに調印したこ

必要のあることを強調した︒

験船として︑酸大隈濡用していく

現行法で定められている購業翻の

闘発紘制については︑今法案では

この事業団を催の原子力関係機関

髄脳科学技術庁型崩は︑﹁むつ﹂

﹁日本原子力船開発瑠業國法の

漿の衆議院・本会議で趣旨説明︑

の放射線漏れ覇故︑撮界袴数の遣

改正︑六十年

廃止︵五十五無十一月三十田︶を

とによって発効︑本格的な研究協

末格的な籍議に入った︒同法案は

船・海遡醐としてのわが圏の立覇

まず法律纂の趣鷺説明にたった

わが国では原研が五十一白餅か

現行の・日本原子力船開発三業圃

など指摘しながら︑門長期繭な観

部を改正する法律案﹂が︑牽血 と統ムロさせるというもの︒

ら大型再冠水効果箋班試験を︑涯

の廃止︵五十五奪十一月三十日︶

明難した︒また︑その統△口までの

他の原子力機関と統合することを

力異体化の遼びとなった︒

独では加圧水型炉実規模横擬装國

規定を改正するとともに︑従来

点にたって原子力船に関する技術

ポストー国F

漸に移し︑陸上で︑舶用原子炉の星

によって黙水力効果試験をそれぞ

を着実に薔重していくことが必要

説明を行った︒

れ異施しており︑米國では三次元

の開発業務に頽えて研究業務も行

犠称も︑研究業務も加えた﹁日本

CEで協議会
原子刀婁が殴躍
原峯力委嚴会は十八日の臨隠会

議で︑門ポストーNFC8問題協
こと④その他ポスト王NFC冠問

題に關する麗頭蟹項に関すること
議会﹂を繊麗することを決めた︒

メンバ⁝は次の懸り︒

ーーなどで︑初会禽は三十扇︒

国際原子力鵜発の新しい秩序作り

︵INFCE︶の成果を踏まえ︑新関欽哉︵原子力委屡︶︑兜玉

終えた圏際核燃料サイクル評燗

一一年四か月にわたる検討作業を

第一船﹁むつ﹂を実験船として灌

理解を求めた︒

騰していく方針であることを訴え

くことを強調︑その上で︑原子力

こんことも安全に万全を期してい

カエネルギ⁝の袴幣性と同晴に︑

難綴︑

熱水力計算コードの聞発が逸めら

う臼本原子力船研究開発購業歴と

である偏と結び︑原子力船開発の

し・譲獄舎雛

れている︒研究協力ではこれらの

し︑六十隼三月三十一脳までに︑

二月蕊十一欝までに

翫麺をそれぞれが持ちより︑共通

原子力船研究開発蟹業団﹂とする
こととし︑ひきつづき円縄な原子
力船研究開発業務を強力に推進し
ていくことをあきらかにし・法案

これに対し質疑にたった上坂昇

への理解と協力を訴えた︒

氏︵社︶は︑安長上の問題から強

また獲蚕糞窟は︑係留契約の鎌

に対処するため︑わが国としての

理嬢長︶︑閲栄次︵外務省大距窟騰

継など︑﹁むつ﹂をめぐる偶勢が
慧遼にひらかれてきている点をま

霧議官︶︑高岡敬展︵科技庁畏窟

二文字を加えただけで︑内容は・

く反発︑一この法案は﹃研究﹄の

ずあげ︑本格的な遮蔽改修など

適切な対雛策を確立することを磨

なんら変わっていない﹂と批判︑

﹁この法難はごまかしにすぎな が︑畢期に実演される状況にある

これまでの検萱によって︑圧力容

富麗審議窟︶︑賑窩茂文︵ほ本原
︵IPS︶︑国際便絹済み燃料管

的とし︑国際プルト一一ウム貯藏

器︑燃料などの健全性も確諏され

ついての蛮璽藥項を審議する︒

の照際制度に関する多難簡協議に

ことをあきらかにした︒そして︑

対論を展開︑今無十一月三二嗣を

ており︑課金士問題はないと開明︑

い﹂と決めつけ︑法案に対する反

もって聖業國を他の原子力機関に

原子力船研究開発の潜艦へ向けて

敏︵東電常携取締役︶︑窩本二郎
行うことなどを流蝋し︑政府側の

審議購項は︑①ポストーNFC照茜︵原研総懸長︶︑森一久︵原

昭和飛行機工業株式会社

大平電業株式会社
岡野バルブ製蓮株式会牡

約面二十二万円︒希華癌は国国・

世界エネルギー会議は﹁世騨の

榮務課まで︒締切りは六月十葦日︒

に︑嶺面の璽襲課題であるエネル

ためのエネルギー﹂を総括テーマ

ギ；の供給と社会の発展︑麗境

滅金との相互関運などに璽点を置

しては﹁原子力の必襲性とその課

賑まで二十陰間のB穆で︑この 定されている︒とくに原子力に関

三千名にのぼる騨門家の参籏が予

き討議が行われる計画で各圏から

間︑エネルギー塞議への出機のほ

一行は九月六日出発︑澗圓二十籔

た︒

の謬加にあわせ西欧四か国の原子

会議が聡かれるのを機に︑これへ

題﹂をテーマにした円卓会議があ

験を行う︒簡誠験装藤の炉心はそ

る︒わが国からは同会議に八編の

か︑西独︑スイス︑英麟・仏照か

臼・薩独・幽趣国による再冠水効果塞読に関する研究協力取決めが十八田から発効︑これにより︑

い︑蔚餐は颪万KW炉の五分の一 ため︑上部プレナム試験装躍を設

れぞれ約二千本の模擬燃料棒を使

視察國﹂を編成︑派漏することに

﹁世界エネルギー会議謬加原子力 国の蘭係施設を歴訪︑調査にあ

力開発現況など調憲にあたるため

ンヘンで第十一回世界エネルギー

月八臼から十二臼まで西独︒ミュ
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の遅びとなった︒研究協力は︑それぞれ自国での研究により得られた技術構報を交換するとともに︑

三国は︑軽水炉安金性研究の申心的課題の一つである再鷺水過程の研究に関し本格的な研究協力実施
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筈弁にたった大平薦相は︑原子

麗解をただした︒
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高速炉開発の

四社共同出資による高速炉

四基になったが︑これら︐各国ではさら
いったエンジニアリング会社で代表され

ーシアムやNOVA饗OME︑INBと

設あるいはそのための体制づくりも着実

協力は資金面だけでなく技術やコスト面

ことである︒開発の効率化が腰的だが︑

のもとに企業連愈を結成し推進している

るような

7？

に進められている︒とくにフランスでは

でも大きな成獣をあげているという︒

ら﹁放射線利幣研究会﹂︵大学恵

計画の〜環として昭和五十二隼か

＝一

足したことである︒すでに

スが建設途上にあるほか︑五鉦後には同

出力酉三十万KWのスーバ⁝フェニック

大洗工学センターでの窒規模嵩置試験

≡

エンジニアリング服務所を

亘号としてこ墓を誹画︑うち一答は着工

をベースに︑もちろん国際協力による糊

といった蕎え方

に︑原型炉につづく実証炉︑大型炉の建

たが︑岡炉着工が現実のものとなったの

設け猿型炉建設への協力体制を敷いてい

の段どりになろうという︒米国や薦

向についての憎報交換あるいは無

欧州は一つ

エンジニアリング会社が発

を機に︑これを法人格をもったものへ改

独︑イタリア︑インド︑ベルギー︑オラ
地にも支えられて︑わが圏の高速猶殖炉

謬・研究をつづけているが︑今隼

体制整備によせて

で︑これにより︑当函の原型炉を薦む先

粗拡充し新会社をスタートさせたもの

開発は﹁原型炉﹂という世界の一線に並

尉主開発を憲眼に動力炉核 燃 料 開

展⁝発 嚢 団 を 中 核 と し た ナシ・ナ

﹁常陽﹂は照射炉心へ移行のため出力を

聯

M

圃
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△
巫

曝本原子力産業盆議はアイソト
ープ・放射線利用分野技術蓄養成

恵欲をみるとき︑一国の︑それも醐なる

も五月から訳無四月まで一隼間︑

に原型炉については﹁昭稲七十年代の実

疏︑第三次基本計画も決まったが︑とく

で︑開発計醸がいささかの遅滞もなく前

み出したといえよう︒新しい体制のもと

これらによって新局面へ醒しい一歩を踏

わが国の濁速開脚炉開発はすなわち︑

ートはかなり萎れたが︑現在は︑実験炉

の研究開発も進展している︒西独のスタ

された課題が多いのも確かだが︑それら

である︒実証炉建設に伴う契約の問題︑

ことさら強く要濡したいのは︑このため

界︑これと並行し原型炉CKBRのため よる新体制の今後の運用で誤りなきよう

は照射を国的とした実験炉FFTFが臨 で︑新しく整瀬されたメ⁝カー︑電力に

EBRl巫は順調に稼働中で︑二月末に ことは竃明であろう︒われわれがここ

韻終的には裁判窟の良心にまかす

的な感覚に墓礎をおくしかなく︑

勢簗にとりかかった︒

会盾動を行うことになり︑区員の

用縣の二つのグループ夢話で研究

の謬え方をあきらかにした︒

しかないのが現状ではないか扁と

ず各国のアイソトープ利閑状況の

新規テーマとしてとりあげるなど

調査をそれぞれ従来のそれに加え

協力︑とくに従来の食贔照射に加

う放射線安全心理規制および国際

剃強化の一環として再処理施設の
使罵麟検蒼が制度化されたのに伴
う誠験還転︒試験運転は今回のそ
れに加え秋に再度︑それぞれ二か
月畢程慶をかけ行われる讃画でこ
の間︑還直中あるいは簿最中を逓
じ製晶の回収率など施設の性能が

それぞれ二十〜蕊十誘が用いられ

チェックされる︒使絹済み燃料は

る予定︒年末には合格謹を取得︑本

稟海再処理旛設の運転入りに閲

格薬採開始の見潤しだ︒

の圏月末までと期限が定められて

しては一昨年の日米共同決定でこ

いることから外交ルートを通じ米

胴酔

離蓄は社会党を除く蟹成多数で︑

後妻は全会一致でそれぞれ司決︒

は二十五臼に開かれる参議院本会

覇法案とも付帯決議付き︒両法環

翻・査一議

議で可決成立する兇込み︒

ロンドン条約と
日野議定書可決

開院へ送付

二十三臼開かれた滲議院本会議

は︑墾識院で先識されていた海洋

ンドン条約の承認について︑社会

処分にともなう外交案件であるロ

に送付した︒また昭租五十三蕉八

党を除く蟹成多数で可決︑衆議院

月二十二曝の調郎以来国会の承認

子力協定識定憲承認案件も社会︑

案件として審議されてきた那加原

院に送付した︒

府

共産を除く蟹成多数で採択︑衆皇

吹田︑御園生両

政

安全委員を再任

政府は二十一日付で原子力安全

委員の再任を発令した︒任期は三

委員会の吹田徳雄︑御園生圭輔両

・ゾ

獣

㌧唾

iシ

＼へ♂︾
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穣・粛

灘欝︑

欝

で吹田氏がひきつづき委属擾に互

また︑同日の原子力安全婁員会

葺︒

選された︒

寒磯ギ

灘
華

各論分野を拡大するQさらに両グ

可能性︑アイソトープ・放射線法

え新しく工業利用分野での計画が

ループは放射線障蜜防止改正に伴

以外ではできない技術の研究開発

実施に移される国際原子力機関地

通テーマとしてとりあげ台盤研究

域協力協定︵RCA︶の二つを共

会を開くなどグループ相寛の交流

一⊥二七一代表︶まで︑締切り

薩︒開発部技術課︵醗智東京二Q

参加串込みと詳細問舎わせは原

討︑利用分野闘の境騨領域および

﹁照射利用グループ﹂︵田畑

も酒発化する︒
に︑

共通問題の研究ーーを墓本方針

※穂主食︶ではエネルギー・資源

﹁一一幣一隻

は五月十二田︒参加費は四万八千

聞題に関適した放射線化学︑﹁ア

曽幽冊曹曽蚤

イソトープ利爾グループ﹂︵瑠永

隻

円︵原産非会員は七万円︶︒

陣審防止法の一部を改正する法律

はかる﹁原子炉等規制法と放射線

璽＝讐＝蚤髄二一︻猛一一＝﹁隻＝一＝蚤＝＝

洋主査︶では新技術感発のみなら

ては外国に比べ日本の方が︑被審

駕ぶりの法改正をはかる門放射線

案﹂︑RIの普及にともない二十

案﹂の二法案は︑二十三日午後五

障審防止法の一部を改正する法律

の援助が義務づけられていない間
題についても︑実際には国会が擾

さらに﹁百慰円以上について政府

蕎に待利になっている﹂と騨価︑

嘗一三 玉餉篇：覧＝一＝璽篇髄一

を克服︑自主技術を中核とした成累の基

︸幣謄昌P墨

ら高速贈殖炉に変更し異験直PECを︑

制のあり方︑横査の実選曲開のあ
り方などの検謝を行い︑贔麗保証

が︑このセミナーでは︑臨界騨門

システムの確立をめざしている

家から贔麗保証体配のあり方や現
状︑国際的アプロ⁝チについてレ
クチャ遷が行われた︒

が︑これまでのところ一年間延長

側同愈のとりつけが急がれている

でほぼ合戦︑聖廟の承認を待つ形
になっているという︒

規制法とR一法の
一部改正案を可決
露・科技特

いた︑低レベル廃山物の試験的海
洋処分にともなう国内法の整備を

振興対策特別委員会に付託されて

衆議院を経て滲議院・科学技術

時一分過岡委員会で採択された︒

助を決めることになっており︑ほ
ぼ間口はないだろう偏と述べた︒

使用前検査始まる

東海再処理施設

用除外規定︑賠鰻制隈制度につい

轡賠鰯制慶について言及し︑﹁適

また︑星野氏は田本の原子力損

インドも実験炉FBTRを︑それぞれ建 盤の上に立って︑国際語力もさらに一魍

毒

よび両蕎を組閣わせた利雪法の演

一会長︶を設け︑内外技術進展動 プ︒放射線法と他手法との比較お

の促進︑新技術の応用七二性と新

く原産〉

分野への利用の検討︑アイソトー

昭和55年度会員を募集

ル・プロジェクトとして進められている

ンダといった各国でも高速増殖炉開発に

んだ︒しかし︑海外諸国のこうした開発

望⁝わが国の高趨霧開発は自

が︑成果は魑々︒三年薗臨界した実験炉
行き将来の実証炉など受庄体制は一応整

開発に長手した米国では︑七七年のカー

は力を入れており︑ちなみに︑最も早く

ター瓢政策によって開発スケジュールに

った︒ムヱつは︑電力社商会で︑さきの
原型炉建設に対する協力窓口の整鮪につ

着干変調を来たしているものの︑実験炉

上昇︑これにつづいて︑繋駕度 申 に は
原型炉﹁もんじゅ﹂も着工の見遷しとな

りが決まったことである︒

づき︑実証炉建設へ共同の雌備機構づく

用化をメドに︑出力三十万KWの炉を︑

進し実現の運びとなるよう︑期待した

初熱中性子炉として設冠した炉を途中か

SNR圭二〇〇を建設中︒イタリアは嶺 還転・保守のための研究開発等今後に残

﹁照射利用﹂﹁アイソトープ利

るなど︑新局函を迎えた︒三月には動力

昭和六十二駕度頃臨界に至らせる扁とし

い︒と岡時に︑そのためには当然︑関係

一企業だけでタチウチできうべくもない

炉開発に関する基本方針が十二年ぶり膨

その逸め方が明確化されるとともに︑

暫による今後の運用面での十全の配慰が

研究会は︑墓礎研究実照化への

﹁民閤は建設闘の二〇％に相当する八百

研究既発に伴う官民資金分担についても

ところで︑海外では︑ソ運の高速原型

必要なことも捲糊しなければならない︒

した新しい蓄え方が打ち出された︒

億円を開発の金期にわたり拠出する﹂と

強化︑横極化していかねばならない︒決

炉B聾一六〇〇がこの八日から遡転を開

設中だ︒

研究開発の進展と開発計画の見團しに
始︑これで世界で運転中の高速原型炉は

﹁システムを外国から灘入する

回

秋には合格証収得へ
動力炉核燃料開発早業団の山海

る墓雌として﹁安全性の確瑠論を

また︑裁甥宮が安全性を判断す

と述べた︒

して閉鎖的であってはならない︒

あわせ︑わが国では︑ここへきて民間で

同じくソ運のB聾⊥一叢0︑英国のPF 炉開発で注冒されることは︑KFRsA

垂甕

裁定にとり入れ︑これを一つの判

再処理施設が十七繍から使用餉検

った︒

査のためのキャンペーン運転に入

頬し︑星野葵︹榮大法単二致授

昨任⊥ハ月に原子炉等規制法が一

冤がフロア；から握出されたのに
態への即応性と法律の安定性をど

は﹁どの極度の確率を安盒と覇断

例とすることが鞭象れる﹂との意

うかみあわせるか︑などの基本的

判では︑原子炉の許認可手続きの

ばかりでなく︑優物の風土にあっ

贔質保舐検酎蚕員会を設暫し︑

他分野の晶翼保舐の現状や国の規

部改正︑これにより新しく蜜全規

：⁝

の確立めざし一

・品質保証体制

＼臓産セミナー

ずるかという間魍については一般
あきらかになっておらず︑これら
の問題について総禽的な検討が必
要との問題提起がなされている﹂
と報告した︒

このあと幅野宏藥大法学部教授
は﹁西独の原子力訴訟の動向﹂と

公正が傑たれているかどうかを判

た贔質難解システムの確立を﹂

原子刀発躍のO・A

鼎座の安全性自体を判断する実態

断する手続き璽視型と︑原子力発

一一十三︑一一十四の羅臼行われた

つづいて渡辺洋三東大社会科学

住民謬加が一つの課題となろう﹂

﹁これまでの検討では︑どこまで か﹄といった一般的墓攣作成への

法律で規制し︑どこから行政裁量

噴〜

弗響

な湾え方が田ホの原子力規制では

で規制するか︑あるいは法律の実

あるいはSBKといった鱈力会社コンソ

とくにヨーロッパ大陸諸国の高速増殖

も新たな動きがあった︒その一つは︑こ

R︑フランスのフェニックスとあわせて

︾愈

の畷月から稟芝︑日立︑窩士︑三菱蟹工

難縣騒筆騨

学術会議
憂≡一≡疇
繭

規翻の範囲で問題梶起
損害賠償は闘本の方が有利
日本学術禽議のエネルギー︒壷源開発聞題特別委員会と原子力平和問題特別委員会共鰐の﹁原子力
と法に閲するシンポジウムーー原子力発羅所騨故に関還して﹂が二十一臼午後︑東京・六本木の同会
議どルで開かれた︒学術会議ではこれまで自然科学關係巻と人文科孕閲係者の捌けいが必ずしも十分
でなかったため︑この両看をふくめた蟷広い視野で原子力問題を審議する寮属があるとの観点から開

はもっと幅広い検討が不司欠であ

も検討を行ってきているが︑今後

題する講演のなかで︑﹁原予力裁

シンポジウムで︑まずあいさつ

原産セミナー﹁原子力発電の鹸腿

型の二種類があるが︑西独の場含

保証︵Q・A︶﹂は︑原子力隔離

り︑こうした趣旨で︑さらにシン

所欝欝鎌継の麗要性が強く認識さ

ポジウムを開いていきたい﹂と述

判断するのが特徴となっている﹂

れ︑品質保羅システムの確立が要

特別委員会婁員罠は﹁日嗣の原子

弥生東経大経済学部講師は︑※国

と指摘︒この問題に関趨して磯野

求されてきていることもあり︑会

は︑裁判窟が原発の安全性密体を

の例について﹁米国の原子力閲適

棚は︑百六十人の受講薯で超満顔

力開発は廃棄物対雛などが未解決

も﹁こうしたなかでTMI事故研究駈教授が︑これまでエネルギ

の原発国となった﹂と述べながら

ー・資源開発問題特別委員会の小

法規では手続の公正に墾点がおか

となった︒︵竃麗︶

べた︒

は︑原発に璽故がおこれば︑その

委願会で行った原子力法に關する

れているが︑今後は﹃安全とは何

のまま急成長し︑いまや世界第二

対応策がほとんどないことをあき

賞賜のヒアリングについて紹介︑

ての総禽的な再検討の必要性を強
調︑﹁このため特別委員会などで

現在︑通漢雀では︑原子力発電

らかにした﹂と原子力開発につい

一O

にたった木原正雄原子力平和問魑

かれたもので︑今回が第一欝欝︒テーマとしては︑これまでエネルギー・癒源開発問題特別委員会な

緊

どで検討が進められてきていた原子力法制度のあり方に難点があてられセ︒

原子力と法シンポジウム

茨城県岩井市鵠戸423TE：LO2973（5）57主1
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産

力

原発周辺町楓に

地域格差導入へ
ﾍ料金︶

るよう勧告している︒

ムのためと説明しているが︑GA の研究開発計礪を策定し︑寅施す
Oは︑このま象では転周の衡無を

来国は︑再処理施設に対する保
隙撫暇技術の総環象な研究揮発計

圧および中圧撃力消擬覆は︑優遇

料金の利益をえている蓄を除い

ついで報簿轡は︑再処理をめぐ

ムはまだ存在していない︒GAO

ろ︑それらの効果鮒な踊際システ

は︑門米国政府は︑再処理の無期

限延期政策のため︑これまで国際

している︒さらに︑現状では︑引

覇断ずる礁実な根拠がないと懸念

る國際動向について述べている︒

的な國際プルトニウム響理システ

画を策定︑実施し︑あわせて効果

に潮けて努力してこなかった﹂と

プルトニウム管理システムの実現

て︑一九九〇年一月一田まで︑税

瑚在九か国が再処理翫輻を進めて

引き電力籔売料金について低圧蹴
用の轟轟を発見するまでに騰闇が

の里離検査院︵GAO︶は︑この ニウムを闘収することは野司能に

力では一KWR当たりO︒〇五
ムの確立に向けて全力投球すべき

おり︑國際核燃料サイクル評価

引きする︒

ほど︑報告総﹁再処理と保陣描蹴

P．国際管理に尽力を

を開発しなければならないと断

るためには︑有効な二三描罵技術

散政策を促遷し︑影響力を行便す

最後にGAOは︑楽国が核不拡

きだ﹂と鋤告している︒

テムの確立に商けて全力投球すべ

渠的な國際プルトニウム蟹理シス

︵INFC鷺︶によれば︑プル批
ト判︑門工AEAと協力して︑効

湯︑中罷霞力ではO・〇三諦を翻 だil政府の活動を監視する議会 かかりすきて︑転用されたプルト

第二条この捌引き料金は付衷
問題﹂を発表した︒

米国政策でGA⑪が報告
ニウムは現夜の二十五ジから二〇

で︑商藁再娠理は依然として拡散

システムが実際に運罵されるま

と再処理の遍加契約︵便照済み燃

に気付いていたにもかかわらず︑

社は︑過査囚園︑尊大な安全恐山

爽施局長は︑また︑B＆W社に対

NRCのビクタ⁝・ステロ検糞

︑鍵弾傷

から耐放射線用TVカメラシステムまで

のリストに掲げた町村に適用され

来国の現在の撮瞳描躍技術は不＋

報鑑講の中で︑GAOは︑まず

る場愈には︑劉引き町村リスト

る︒今後原芋力発餓駈が建設され

近い︑と述べている︒

とプルトエウムの貯藏・使矯に閲

を検知するための国際傑雛描醗

るQこのためプルトニウムの転網 鱈︒それが開発され︑適肪な制度

とくに︑GAOは︑再処理に反〇〇〇銀には八専八十五ナに増え

の研究開発努力がおろそかにされ

にとり踊威であると結んでいる︒

リスクが醐く︑世界の平和と安全

再処理膳設に苅する保惑溺躍技術

いるにもかかわらず︑現在のとこ

する國際管理の必要性が高塞って

理工場では︑一九五五蕉以来︑愈

に対して︑総盆的な保瞳描鶴技術

料五十二鏑の再処理︶を締結した

ンの核燃料供給会社SKBFはこ
果から︑B＆W社の規鋼遜反が明

月二十三讐の国々投票に騒つい

十一月の吊定︒スウェーデンは三

のほど︑フランスのCOGEら
Mか
Aになった︒すなわち・B＆W

それから約九か月間諸樋の試験・

一弩機の燃料装荷が四月八野島ま リングハルス四弩機の欝業運転開

試遷転を行う︒蟷業運転開始は一

が撮摘している盛大な安全悔報に

NRCに報窪しなかった︒NRC
てラアーグ工場での再処理騰は舎

ことを明らかにした︒これによっ
螺に爾翻しているわけである︒

て︑鯵滞していた原峯力翫画を細
ングハルス三尋機の燃縦装荷は七

は︑①で嫉叢薄故のような緊急蒔

済み燃料再処理紅裏を完金にカバ

し︑鐙大な安金三二をタイムリー

恥璽

九八一鋸初頭の予定︒羅綾鼠のリ

った︒装葡は約十五B間で完了︑ 始はそれぞれ八一薙十月︑八二犀

一

の理由を不正確な計蟹管理システ

ムが不疑している︒DOEは︑そてきたと批判︑エネルギー雀撰窟

誹菖四十五︒五謎鰯のプルトニウ

O鷺︶所穂のサバンナリバー再処 対するカーター政策の結粟として

分で︑兵器に使用可能な核物質の

スウェーデン

は︑物価局公報に公布することと

第閥五⁝一四八三琴に照らして︑

付け特別政令︵法撫効榮をもつ︶

転罵を遡切に検知することができ

一九八○奪一月三B付け雀令第八

し︑第一鋲に掲げた謝引きは公拓

については三サンチーム︵○・二

のものに限られる◎付蓑は謎6一き 錫︶︑中小工堀︑商店濁中籏躍力

O一〇六／A弩に照らして︑およ

ない︑と強調Qエネルギー雀︵D

九九

五藩を○・二二湯︶の引下げ︵平

の鐵から実施する︒

を受ける町村のリストを掲げてい

均〜五％︶とする︒実施は

酎七癖二十四誘となる︒簸初の蕩

における還縣要領の不＋分さ②瑠

仏と再処理

の駅子炉条件下での＋分な安金解

蒸気発生器への給水などいくつか

故時の一次冷却材ポンプの髄屠や
この契約は画国政府の交換公文

＋一沙の予定︒

処理は一九八一館申に輸送する八

月初頭開始の計画︒

の追加契約
スウェゑγン

た毒言問題への灼癒の欠如︑が含

用している磁力会社から一口され

析の欠如③B＆W社製原子炉を使

で藻証される◎一聯星一十三闘の国

されることが決まったので︑追加

民投黎で二十五黛間は漂発が運転

契約は︑バッテンファル︑シドク

ーするため締結された︒契約およ

躍
び交換公文の内容は公表されてい

︵普及︶するためのシステムを確

かつ一三的に収簗︑評懸︑報働

ラフト︑OKG三躍力会社の使用まれている︒

ないが︑スウェーデン国内には︑

立するよう命じた︒

臣額の繭払い金と廃蘂物園路り義
務に対しフランス側が完全なフリ

ノース・アナ2
る︒

ーハンドをもつことに不満があ

※国の原子力規舗婁員会︵NR

番臣の欝聡可

TM一後継二

B＆W社に10号低出力試験へ
万︐ルの罰金
鰻飛Cが命令

来國の原譜力規制委員会︵NR C︶は十一臼︑バージニア︒エレ

︵九十四万二千KW︑PWR︶の

ノース・アナ原表力発電所一再機

C︶は十賦︑バプコック・アンド クトリック︒アンド・パワー社の

対し︑二二製造の日華炉に係わる

・ウィルコックス︵B＆W︶社に

これは︑昨葎のTMI箏故以来

を認瑚した︒

安曇彌報をNRCに報表しなかっ燃料装荷と五％までの低出力試験
たのは規則遡反であるとして︑十

万がの糊金を支払うよう翁令し

原子力機器及び施設監視用ペリスコープ・ファイバスコープ

フランス総隈立法︵畦﹀で実施
門パリ松霧駐在鼠Mフランスは︑熊月から︑還転轍あるいは建設中の原子力発躍駈の周辺町村佐属
に対して︑軍議一五％の電力料金を劉引くとのいわゆる﹁地域毯麟金強度﹂を実施することになっ
た︒実施期間は一九九〇薙一月一日までの十葎闘で︑その後は︑國罠全体が原子力発日訴によるコス
ト抵下の利益を均てんすることにしている︒
別の原劉に反するので︑原発反鰐

るが︑遜転中の原発と建設許可が

び︑全国物価委澱会の悪血に照ら

一方︑政蔚は困月九駅︑九︑十
響劉のフォースマルクニ轡機とリ
ングハルス困暦機の燃料装荷を認

㎜

門パリ松本駐在鼠扁スウェーデ

そのなかから一︑二の萄望サイ

久処分施設の建設という手順で

よるデモンストレーション︑榎

利矯が幽した癒荷だが︑その解

になる︒サーレムニ弩とアンカン

た︒翼RCが原子炉メーカーに罰 翼RCが出した第二番囲の許認朗

NRCスタッフによれば︑昨年サス隅隅についても︑近く岡様の

金を謡い渡すのは初めて︒

讐月に起きたTM王三婆の調査結 低出力遡転が認蒲される兇込み︒

髪

︑分

笹縁義

7（｝〜業）

5

できるのは紛象のもとと認めて町

フランスの四月一臼付け物価局

が行政裁判駈に違法越訴を行うこ

︵謬薦︶蹴力科金に関する織令

とが謬えられるQ

運動や製引きを受けない町村佐民

場があるため諸腿の制約を受ける

村は原発に近接し︑そして工襲競

周辺町栂住民の電力料金劇引きを

かどうかを規雌として選定するQ

踏八Oーニニ／A号

下りて建設中の原発に閲するもの
〇無一月一団までのナ旧聞とし︑
して︑次の省令を公布する︒

門パリ松本駐在鼠園スウェーデ

重した︒フォースマルクニ弩機と

設躍の狙いだ︒州関係囁だけの

ので︑タイムリーかつ有効な

連邦議会には今︑州の拒哲権

る︒

悪冤がまとまるか︑処分蟹任の

︐⁝新政策では︑商レベル処分堀

大和田窮2ビル

3番6号

村単位とすることにした︒周辺町
公報︵BOSP︶は︑原子力発蹴 所

ている︵四月一欝熔け田力料金に

実施する経 済 ・ 工 業 雀 令 を 公 布 し

謝引きは︑象庭用の低圧騒力に

ついては一KWHに付き丑サンチ 経済大醸および工業大箆は︑物

闘する省令第八○⁝二二／A讐︶︒

電力料金翻引きの対象となる原

発は出力が六十万KW以上の大型 ーム︵現在Q︒二八謬を○・二三 纐に関する一九四五黛六月 二十躍

である︒今後鷺設静司が下りるも

スト低下の利益を均てんすること

その後は国民全体が原発によるコ

の大型出力原子刀発諜報の建設に

ンの七号購の原発フォースマルク

ループが設羅され︑その報讐に

適言審議金は雪国でも籔例であ

トの選定︑環境評師後のサイト

は四ないし五の候補地点燈蕉@
︑

もとづいて出されたのが今園の

州︑地方の離慮を引き鐵せる行

ナル︶の問題扁といううまい義

淡定︑要すれば中間賠藏施設に一

るが︑大統領は廃棄物闇題は

ぐしはいう塞でもなく難題だ︒

現で︑讐議雲の必要性を説明し

﹁達邦というよりは國︵ナショ 政メカニズムが諮聞されてい

大統領爵明にはそのきっかけを

膨大な許認司と昏夢のための手

進められるようだP予想される
蟹議会への諮關の範綴は︑A 察が蟹臼押しだ︒もしそれらが

続き一1そのレールは審識会が

や州民投票の立法化をめざす法

年︑AECの解体︑エネルギーるが︑新政策の鍛大のポイント

FRや輸送をふくめて廃棄物聞 成立すれば廃棄物処分の通途

ている︒

は二月の大統領粛明でまたまた

研究鰺発局︵BRDA︶の発建
は州謝画審議会︵大統領諮間機

敷かねばならないーーから兇

振り沖しに漏り︑一九八五館ま

はますますむず

て︑九五隼の囲標は恐らく鰻短

審議会は法律の藤付けが必要

かしくなる◎連

式では処分は行

で︑これから議会討議の洗礼を

の理想ターゲットであろう︒

で︑ふたたびサ

処分施設︑九五年完成へ一︐一妻一萎〜毒一．︑・一．一

耀の参加を打ち出す

き論まるので︑

うけるQ原子刀発電関係ではA

邦⁝州の対立方

でのサイト選定︑九五鋸の処分

はじまり︑八五

イト︵深騨籍堀

七〇無代を通じて︑※国の処
銀が最初の処分

偲別方式よりは

冤通しは開けない︒そのほか低

﹂

州の問題もすべての州の

レベル関係︑輸送︑樋設解体と

罵黄難の厨えの讃詞藁物政策⁝
題の金般に及ぶ︒政府の絵画︑

前

間題は幽涌している︒来圏にと

っており︑その黒白がつかねば

FR謙画が議会で棚ざらしにな

そして七七庫のカーター政罹 関︶の設躍であろう︒これまで

サイト選竃や諮認可の基躍︑ガ

よう︒審議会ではたして金偏の

統領の政治的選択だったといえ

薦

金体方式で二

圃化︑十琿以内に運邦処分覇へ

の登煽︒再処理の無期延期と騨の政府の計醸はすべて州︑地方

イドライン︑規則など︵サイト

分担へ州︑地方の取りこみが成

でというのが︑カーター大

⁝⁝を打ち出したことはまだ舘

自体の適善も︶はすべて︑原案

題は

会でも地元選磁議顔の抵抗に遡

ザス州リオン郊外の渚塩鱒が処

かけられ︑彫饗をうける地域の

った︒蓮邦の誹画を地方にもち の段階で審議金のスクリーンに
ますます混迷の度を撫えた︒ニ

また州や地方豪局の役翻につい

二無後にカンザス計薩は放粟さ

ューメキシコ州の廃欝欝隔離原 こむ形では摺は進まない︒むし

分適地と冤られていた︒しかし

決がない隈り原子力発電の巻も
させ︑﹁協議と命悪﹂による前

ての勧告が求められる︒さらに

訪れそうにない︒

功するか︒カータ；政権にとっ
り︑問題を根本駒に洗い齢すた

進をはかろうというのが審議会

ては轡水の陣ともいえるQ

[ズを充分反映するような︑

ドとネバダに百年闇の串間鎌脚

めの各省スタッフによる闇闇グ

︵K・紙︶

れ︑AEC所有地のハンフォ⁝型謝画︵WIPP︶が行き詰ま
ろ謝國段睡から州︑地方を謬説

って︑今田の廃添物闇題は璽蝦

馬済み燃料の簗中貯蔵︵AF 三局の濫悪が箏りれず︑連邦議

︵AEC︶が再処理の五無後にされた︒

一九七〇年に︑原子力婁員会 場完成の欝標と

分政策は蔭まぐるしく変ったG

旛設完成︵高レベル廃棄物︶を

つかもうという善心の跡が見え

ここまでもつれた糸の解きほ

大統籏購明である︒

実際の計画携進手続きが璽要な

よって臨擾影響を受ける町秘の低

．第〜条少なくとも六十万KW

のについて は そ の 都 度 協 議 で 町 村

この翻引き制度は公共料金無差

とする︒

が捲定され る ︒ 醸 初 の 構 懇 は 原 発
周辺五詩綴 と か 十 詩 儲 と す る 内 容
だつたが︑岡一町村住民で差別が

弓r｝ジう1号々こ燃牽皐装荷

暦など︶探しが

建設が提案された︒それから三

原発計画進展へ

めざして再出発となった︒

来隅の放射性麗爪甲処分醗醐

国民投票の結果うけ

（電

旛設︵地表︑取り馨し期雛︶の
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聞

業
産

力

原

騨

メーカーでの
旧

定しなければならない︒

での錨質レベルを各工程ことに設

例をみる

普逓︑プラントの安全運転のためには︑それを欄成する機器あるいは部品が十分な品質保証︵Q

⁝

㌦

立され︑適用されている︒

その他各種の繕頼性確認技術が確

法︑加速寿命試験︑限界苛酷試験

製品開発手法︑新設器品取扱い手

この策定のための藩法として新

㌦配管︑ケーブル等によって構成されるが︑これらに対する品質保証は他産業のそれに比篇できない

ρ

一A︶の下に製作︑据付けられることが必須要件となる︒原子力発魔所は︑四万を超す機麗と膨大な副
一厳しさが要求されている︒これまで四分の一世紀︑倣界ではすでに一茜二十八基の動力炉が運転中

㌔

一 品質レベルはデザイン・レビュ

μだが︑それらによる稀有な安全灘録は︑こうした要求に国をはじめユーザー︑メーカーそれぞれが

一を展開しているのか︑今厩は同社電力薯業本部QAセンター長の黒岡清司氏をわずらわし︑とくに
ーによって審議され︑設定文書化

㌔応えてきたからでもある︒そうした一つ︑日立製作所の場合はどんな考え方でどんな酪質保証陽動

⁝

原子力発電用機

州機器の製作・据付け段階における品質保証活動について一端をご紹介願った︒

▽購入品管理
器の製造にあたっては︑霞社の製

ぜ

罫

舎

生11処

P

抄

同

含の明示と確実な排除が懸盤であ

えで璽要な役割を異たすものであ

帳票は作業を計画的に遂行するう

製作・据付けを蟹理する各種管理

例えば原子炉

り︑票前検討会の審議を完了して

る︒このための手順方法を定めて

工程的︑経済的に被害の少ない

実施している︒

▽製作手順管理

圧力容器︵RPV︶の詔命︑製作

から発行される︒

手順に従い製作孚順園を作成する

異常や︑技術的にあまり問題でな

ても軽視することなく︑慎重に検

が︑この製作手順図は︑作業指承

いと思われる異常︒不適含であっ

る︒また処鷹対策にあたっては︑

礎的な資料で︑製作着手から発送

書や生産蟹理票の作成に関する墓

討評価し処置することが大切であ

薩渡原因だけでなく︑発生の動機

までの材料と製晶の進行を蟹謁す

的原阪にまでさかのぼって再発防
止の対策をたてることが必要であ

製作箏順図の中には製作作業だ

るためのものとなる︒

けでなく︑検査試験も含めて記載

る︒

▽賦運転機羅の据付けが終〜

し︑自社管理のためのホールド・

垂

しだ時点で機器単体の運転試験を

ポイントおよび設腰蓄や宮庁の立

総

に︑所定の作業および換査試験が

実施する︒その後︑各系統ごと

︹据付︺

捲ち出しの際に︑種類轟数を確認

￡

一

記録するようにしている︒耐圧漏

︹製作W

の酷質保証体制を確立するため︑

付け工蜜に際しては工場内と同様

についても明示される︒

▽生産管理魏によるプロセス・

書引子を示すホールド・ポイント

コントロール

るため総点検を実施し︑試運転に
入る︒試運転はまず据付けを完了

いて生産管理票を作成し︑材料の

製作孚順図に基づ
を行う︒全系統の系統別機能試験

正しく完了していることを確認す

いよう明瞭な色別と取り付け外し

現地作業はメーカーの従業員の

通論票とにより確認する︒

した系統ことに︑系統別機能試験

メーカーの建設所揮の露藤下にQ 洩試験時に善用する疲醤謹の籔理

個々の作業については︑事前検

A尊任グループを麟き︑管理に専 については︑管理の赤点とならな

討時に管理の毛髪と方法を定め︑

造技術︑製造設備によることが基

ことにしている︒しかし︑特殊技

本であり︑とくに製品品質を左右

術や特殊設備を必要とするもの︑

・

製贔羅質は設計段階で計画し策

盤な活錘内容

業を徹底管理

各種帳票で作◎

される︒

い︒したがって品質保証活動でも

なければ所期の目的を選成できな

の埋門の衛機的な協同作業によら

㍗・齢二ξ⁝9⁝ξ零●●層⁝ξ⁝．⁝ξ＝︒●⁝ξ⁝︑⁝ξ＝・・ξ＝⁝＝：ξ⁝⁝f：●・三ξ⁝・⁝・・⁝噛・⁝ξ⁝・⁝ξ⁝・．骨・・⁝・・一・⁝二・量・8・：︐

一組織︑権限責一
その濡動を計画的紹織的に遂行す

定される︒製作・据付け段階で

⁝・ 品質保駈活動の蓮め方・

任の明確化を
保証計画讃を作成し︑これを周知

従させている︒

せしめて統制ある有機的跳動を有

する璽要な部贔は自社で製造する

原子力発電所の建設に際しての

るための璽璽な作業として︑贔質

酪質保証活鋤の中で︑メーカーの

での作業の各ステップことに︑基

出庫から完成機器の発送に至るま

これらを要領書︑指示轟に記載し

完了後︑ひきつづき起動試験を行

特定縣門メーカーにより高い儒頼

ほか︑多くの工譲業者の協力を得

は︑設計段階で策定された錨質璽

う︒これらの試験についても全て

本となる設計作成の図面番響のほ

て進められる︒したがって︑作業

か製作︑組立︑臨監試験などの作

て握示し︑チェック・シートによ

ップごとに結粟の確認︒認録︒評

瑠繭に試験要領窃を作成し︑ステ

の要領書︑指示欝の弓弩をこの管

業手順︑適用する腰膝および検査

性をもって生産されているものに

価を行いながら実施する︒この

の使絹前検査が実施される叩

理票で指示する︒

間︑設躍蓄の立会試験を経て蜜庁

求婚項をよく理解し︑これを製出

効に進めるようにしている︒

品質保証計画書の作成に際し塗

役翻は︑設囲者の発注仕様に基づ
き︑適用すべき法規に準拠して︑

AGl照一〇一﹁原子力発露所建

凝するものとして︑国内では﹂麓

魂のこもった作業の積上げを

贔質第一主義を最優先

設備を興体的に設計・製作・据付

設の品質藻舐手引﹂があり︑その

けて︑筋期の機能と安全性・儒頼
性をつくり込み︑これを傑証する
中に受注春の行う品質保証酒動の
実施方法についての大綱が示され

の品質藻証濡動上の璽要なキーポ

酎デザイン︒レビューは製造轡

要籏書に準拠して︑個々の作業に

するものであり︑指示識は図面と

査試験方法を翼体的に儘類で指示

管理

での作業と同様な蟹理をしてい

管理︑技劉認定と蟹理および教育

設に携わるものとしての作業蟹格

要な璽項となる︒原子力発電所建

工翼︑計測器︑各導管躍帳票︑保

順︑作業方法︑検査方法︑設備冶

切な晴期に検討会を開き︑作業手

のである︒掲示書は︑図面および

対する燗別の指示を行うためのも

生産轡理財と一運にして材料また
工場から出荷される材料や製品

これらの文憲の指示通りに遂行さ

試験の結累は認録シートに縄入︒

れるようにしてある︒作業や検壷

は部品とともに移動させ︑作業が

段階での大切なステップである︒

とは︑生薩準備および据付け準備

守点検時の作業牲などの悶題点の

▽異常︒不適合発生時の管理

早期発見︑事前対策を実施するこ

皐期発見︑早期報告と認録︑不適

る︒

製造技術・検萱試験技術などの金

実樋している︒

など︑計画表︑管理表を作成して

よび据駆け作業時にこれを確認し

日進月歩の技
術に柔軟性を

り魂のこもった作業が続けられな

み魂仕霜のうえに﹂という文字通

ある︒同時に︑システムや体舗を

実に実行することが︑まず第一で

モラルの維持向上に努めなければ

支える作業雲南者全員の︑技騒と
いつ︑いかなる賭と当所でも︑

ければならない︒

冨箋桶＝＝裏＝＝一駈養腰＝＝駁慧＝冨一己監翁關＝＝匡裁冊＝＝竪高調＝二＝冒篭ヨ幽＝＝冒黛量二＝脚高竃隅＝二鴨響β邑二＝二一：■薮

し︑環地では受入れ賭︑保管時お

て作業を実蓋しているが︑とくに

別仕様の織り込み度合いなどによ

個々の業務を遂行し︑品質を作

をたてて管理の社内基禦を定め

り︑購入品に関する革質保証計画

りあげる嚢任は︑その業務を遂行

の小口径配管については︑現地で

現地で切断曲げ加工を行う数多く

の材料受入れ︑作業中および酸終

購入昂蟹理の体系については︑
まず発注にさきだち︑選定した購

び⁝

ならない︒さらに︑管理技法︑生

結

定められたことに違反することは

・

である︒鴬に進歩発展への柔軟性

産技術︑険査技術などは日進月歩

据付け状態で︑懸々配管の材質の

絶対に許されない︒蟹理蓄は部下

確認やミル・シートとの照禽を確

以上述べてきたように︑品質保

および下諮業者への織機づけと自

しょうとする材料︑部品の認定を

で工場出荷聴講から識劉番号を一

実容易に行えるよう︑材料の段階

証は所定の翫具諮︑各地要領書︒

入先メーカーの認定︑および購入

行ったうえ︑これを資黒部に登録

定の間隔で刻印しており︑作業時

とくに原子力発電設備の製作・

ます濡力あるものとしていきた

をもち︑改着への悪妻を強くし・

する︒デザイン︒レビューを経て

据付けにおける品質保謹活動の遷

あわせて従聾者への豊幌綴誕に対

付けの実作業は毎日の慎璽な一挙

らへの自戒を含めて︑このための

している︒

手一投疑の横みあげであり・この

連繋者教育を繰返し実施すること

握確認・配慮シートなどにより湧
は︑認定登録と照含のうえ発注手

設計部から発行された購入仕様講

特別な作業を蟹する作業につい

動を遂行していくが︑挙行するの
配される︒発注後は︑購入先での

ては︑作業環境の整備についても

い︒

はそれを確認後記録に残すように

設計製作中を含め︑必要に応じ設

行に際しては︑壁上された蔓質を

発電の錨質保認﹂から黒岡氏レク

▽晶質レベルの選定製品の品
質擬証とは︑保守による品賢維持

計・製作技術の指鰹︑品質保証に

怯みあげのうえに安全性と信頼性

確保するための生産管理システム

︵本稿は原産セミナー門原子力

れらによって品質保証濡動をます

を薫製に入れて︑製品出荷後から

注意し︑特別管理区域にして仕切

が築きあげられ︑高い隠勢と高い

チャ1を叛すい︑まとめたもの︶

する動機づけに心がけるなど︑こ

供用期間中の全期閻にわたっての

関する蟹理上の指灘を行い︑中間

りを設け︑指名者以外の立入り禁

累を確認しながら所定の業務を確

や体制を確立し︑計画に従い︑結

が大切である︒

品質を確保できるようにすること

検蛮・完成検葦を経て︑舎格品が

命感をバックボ⁝ンとして︑﹁打込

稼働率が生まれる︒強い社会的使

は﹁入﹂である︒とくに製作・据

である︒このため︑まず設計段階

止など管理している︒翼翼などの

▽据付け中の麗質保翫活動据

鷹き忘れの防止のためには︑搬入

みてみると11︒

以下︑活動の霊要項閉について

らない︒

が︑常に認識されていなければな

くりあげるのではないということ

いることを確認する蓄が品質をつ

証により所定の品質が運成されて

する実旛蓄にあるのであって︑検

る︒

要を図に沖す︒

験や使胴経験の有無︑製造設備・

に灼しては︑材質︑晶名︑数蟹︑

要領書は作業方法または検

イントである︒同様に製作︑検

▽要領轡︑揖﹇蕃による作漿法

査︑嬢付けについても魑手前の適

▽製作蕪臨検附︑据付け爾離検

蓄の技騒管理は作業安全管理とと

ている︒JEAGI騰一〇一は現

もに︑現地での盤質保証業務の璽

般に設備機離製造業蕎は︑納入す

の雄藩蕎による確認など︑工場内

る作業申のチェックや作業終了隠

司

ついては脇門メーカーから購入す

三

る願主がある◎

岡

マシーン︑マテリアル︑メソッ

の中に異現化していく︒このため

黒

晶質保証活動を進めるうえで璽

ド︑マン︵四M︶を工程中の各ス

翻浮寝小鼠

純なことは︑組織を開確にし︑権

テップで規制し︑作業結累を磯酷

在︑内容を豊実するための改訂作

発電用機器は︑原子力利矯という

限と璽任を明らかにしておくこと

し︑図薦公差︑規格︑通歴仕様な

業が進められている︒

特殊性から︑プラントの安全性の

である︒また適切な品質傑証計画

る製品の品質保羅のための諸活動

確保を巖優先とし︑そのうえに稼

が確立され︑活動が正しく実施さ

用途などを記載した命格証を貼付

購入に際しては︑自社内製造経

るという墓本的考え方に立ち︑出

働率向上のための倦頼性を確保す

を農凹しているが︑とくに原子力

原子力発蹴用設備に限らず︑一

ことである︒

1な理

入荷する︒

85

83±2
86±2

8

〈
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で供用期髪剃の品質を保証するの
に必要かつ十分な製作掘付け段階
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ユ 腺∫力発屯所を始めとする、1泉チカ聞係軽作業割1｝のために開発された議コム西袋てす。
2。全晶完全検査によって汚染事故の原説となるピンホールは全くありません。

長時聞の御使用に1耐えます。

種類・寸法

聞

振等差など寺入
耐震性

バルブ実証では試験半ばへ
原子力工学誠験センターの照和五十五年臓襲藁謝画によると︑焦点となる多日津耐醗懲頼性爽翻試
験月露については今年匿中に振鋤台テ⁝ブルや油籏供給装躍など試験機賠を搬入︑五十六隼慶からの
試運転に向け建般の山堀を迎えるほか︑バルブ僑頼控実証試験では理境試験︑作励試験に蟹点をおき

らいていく断層だ︒

く謝画Q振動台テーブルは一辺十

原子力工学試

浜原発三二機でそれぞれ照射試験
を行う︒濠た・照射後試験につい

ては︑BW8は日本核燃料關発で
すでにスタートしており︑今痒慶

はPWRについても原研で照射後

⁝

王
−

⁝ 塗

6︑7月にA︑B︑C三コースで
≡5却跡
︺

違うことを指摘している︒その解

同一一十七臼︑Cコースは試験の躇

ため︑カリキュラムは︑今後ます

放財線医学総愈研究所でカウンタ

各コース台岡により千葉市穴川の

遼等について必慶な知識と技術の

謬加費はA︑Cコースが講義の

み三万二千円︑実習のみ七千円︒

Bコースが講義のみ三万円︑実習

美浜一難機織気発生羅細管から

の間︑一週聞ことに報告する②各

露細管中のリン酸濃塵などを当分

二一郎闘戸冠擾に対し①燕気発生

草太央福井県知覇は十九日︑小林

調整運転入り嗣葱にあたり中川

﹁小型底曳網︑署智網︑底刺網︑

さらに漁業への膨響についても

は少ないものと響える扁と捲摘︒

から︑温排水の拡散が与える影響

交換が農い開放型海域であること

分布しており︑この地域が海水の

環境影響調査繍はこうした山回

の一次冷却水漏洩は細醤の上部支

出力段階ごとの蒸気発生羅性能誠

深で操業されているが︑温排水は

れている漁藁は多くの場一十綴以

験とその騨価紹果を報目するi一 タコツボなど周辺灘城で主に行わ

営業運転再開の麗通しだ◎

面でいわゆる乾湿現象が生じ︑こ

持板にはさ濠れた部分の二次側表

のため二次側水処理剤として使わ

た︒

など五項欝の安全対策を串し入れ

漁業に与える影響は少ないと考え

褒懸を拡敵していくため︑これら

れていたリン酸ソーダが灘縮︑当

崎︒刈羽原子力発蟷駈二︑強弩機

で工噸が進められている︒

が岡猿発について開かれる箏定︒

グど／彰

原薩に入会

干六二九1三閥

佐所康都府久美浜

京都府久蔓浜町

町八六四の一

町長井尻武氏

電離箱サーベイメータ

膿騒シリーズ

る

放射線作業に従事する人が作業衣のポケットに入れて作業ができるよう、特に
小形軽蟹に設計したボケッドリイズのGMサーベイメータです。瀾定範囲は0
↑鶴騒シリーズ
〜100rn剛hと広範麗にわたって測定でき、特に目線羅率のチェック1こはイヤホ
上配の他に38／↑℃用サーベイメータもあり喫す。
ンが周愚されて、お求めやすい価格です。
魍検出器｛こはハOゲンGM曹を便用し、フィルターにより
エネルギー特性をよくしてあります。
三鷹市牟礼6丁國22番1書費（0422）45−51／
ξ朝81東京都三鷹市牟礼6丁國22番1書費（0422）45−5斜1

シンチレーションサーベイメータ

7目力株式会社

をめざしたもので六月二十三日〜

離︑七月七臼から同十二闘まで実

施される予窯で知識の整理を中心

いずれも環康・大手購の原産蜜議

に演習に時閥が翻かれる︒講義は

ますその璽悪性が認識される放射

Ψ函

﹇

放射線取扱い主任看試験⁝⁝今

整で行われるが︑七月±暫には

無は第一魍が八月二十︑二十一の

原産︑受講生を募集申

田試験所の建設に魑孚・昭和五十

実鉦試験については今隼塵から勝

このほか︑BW8再薇環ポンプ

試験を開始する︒

の弁を使って︑その耐久性を確認

弁を対象に︑七十種︑薫二十四欄

れるが︑田本原子力薩藁会議は︑

ーサーベイ漏定実習が行われる︒

両爲︑第一橿が同二十二Bに行わ 線取扱いの管理技術と法令との関

十四写︒今年獲は昨年趙きた？M るほか︑当馬期間中二期実翫試験

習得をめざすよう︑編成されてい

Aコースは第一憩室任蓄試験を のみ七千円︒A︑Cコースは先慧

る︒

これを機に今年も志蟹別にA︑
B︑C葱コースに分けた講習会を
開くことになり受講生を勢簗中︒

めざしたもので︑六月二B〜團六 七十名まで︒零細問舎わせと受謂

また國センターでは照月一日付

欝︑Bコースは第二極主任暫試験 希懸は重めに原漢・重三謙まで︒

隣接して柏蘭市に︑五轡機はサイ

今回はちょうど放射線陣密防止

蘭電は水処理劉をリン酸ソーダか

法の改正も避められており︑この

強い関心を示しており︑とくに米

の技術業務について属間等の婁託
試験の蟹翻︑国際協力に癒じてい

定︒冷無水の厳水篇は防波堤の静

トの北より蒲羽村に設畷される予

けで門技術部﹂を新殴︑耐鰹閲係

くことになった︒多慶灘甑験所が

ら撫発性のヒドラジンに変えると

れ試験︑安全弁逃し弁試験等を璽

画だ︒

全体翫腰の約四五％を終了する蹴

国とは﹁日米原子力安全性研究

点的に逸める︒昨奪分とあわせて

について環境試験︑作当誠験︑瀾

らBWR︑PW汽用の弁約四十の
個製傑を行う︒

I脳髄ケースをも篶懸に入れなが については黍動探醗試験用試験体

しようとするもの︒蝦大の弁は二
七年度からの試験スタートに備え

試験は︑亡子力発御駈のすべての

つ︒同試験所のバルブ儘魎欝欝舐

験センター

一方︑耐腿異験の対象となる供

今犀で全体醗画の約四五％を終了することを国標に︑原子力発罐機器の安全控爽鉦に新しい局凝をひ

多度津振 動 台 は 関 東 大 霞 災 の 約

完成すれば門耐艦﹂についてはわが

試体は丑WR︑BWRの原子購格燃料興合体長尺性実証試験では

を爽験台上

五摺の正方形で約五爵ゾ︒このた

揺れ

十悩にあたる

穏海域に設け︑深麗から取水︒放

て蒸気発生器内に残留したリン酸

納容器︑原手炉圧力容器︑炉内構

ともに︑サイクリング運転によっ

造物と P W R の 一 次 冷 却 設 備 ︑ B
後試験が中心︒このうち旦WRは になるのは確実︒このため︑※︑

同様爾防波堤の纂部付近に︑三隅

水口は二弩機については一弩機と

る︒

る︒搬入は今年八月ごろになる蹴

め陸上輸送はムリ︑船で搬送され

ソーダを除張︑漏洩を趨こした細

協力﹂翫画が衷心化してきてい

で再現︑これまでの航跡では不薄

轡にはプラグ加工をするなど美

BWRとPWR燃料の照射︑国
照が
射世界のトップを独潤すること

能だった大 型 原 子 炉 機 器 の 糞 規 模

尺は実物大から鰹分の一程度が予

WHの鱒旙聚配管系︒いずれも縮 禰鰯第一原発＝暴騰︑PWRは美仏・ソなど先遮各国もこの酎画に

ご菱璽工︑錘磯

ぞれ表陽放流する︒一調あたりの

機については北防波堤尊翁にそれ

工︑水平加振機は

園︒灘産省は︑こうした賭対策に

使用冷却水は毎秒七十八ジで︑冷

られていたが︑これらを終了︑通

に設計︒さらに発鍵用水は海水淡

却水の取水と放水の湿度藻は七度

よって腐食再発の司能性はなくな

ラグ加工したが冷却紡流離などそ

り︑また︑細管の約四分の一をプ
臼地山禰井興からも同意が得られ

る了承が響られたのに加え︑この

込み︒テーブルは石川鵬播磨蟹

定されている︒巖大田盤物はPW

略調整運転を開始
秋には戦列復帰へ

産雀および原子力安全委爵会によ

耐霞実験を可能とする画期的な装

加振機は照立製作駈がそれぞれ製

発利用︒

東電ではこの調査錨を十八段〜

られる扁と述べている︒

五月十日まで柏隔市市民会館で縦

漏する︒今回の調日経の提出によ

り五〜六月にはわが圃初の題産街

︵BWR︑王師万KW︶は五十里

四百二十万平方耕︒すでに一層機

一︒四躍層の半だ円形で広さは約

は海岸方肉約三・一〜詩層︑為術約

該部が局部的に腐食されて威肉を
ひき趨こしたのが原因︒このため

柏蘭・刈羽巖︑五丹増殴

環境影響調

査書を提出

一睡機と問様いずれもBWR︑齎

二︑五弩機はこれにつぐもので

年十二月に魑工されており︑六十

の姿は︑アワと消える講中にな

の環塊影響調責罰を提出した︒二

一次ヒアリング關催へ

ころにある熱水が利網でき︑火山

る︒

十六臼に東躍主催の説明会を棺豪

・

わらず︑遅々としてすすまない地

地帯に舗ることなく︑全圏的に開

燈産︑製林︑圏生各憲︑そして

庫九月︑運開は一一勢機六十三痒八

＋万KW︒爾機とも趣工は五＋七

月︑五障機六十葭囲二月が予定さ

騒繋シリーズ

GMサーベイメータ七隈遇囎

園︒昭和五十二鎌魔に工数に魑旧
して以来︑三月薫十一闘には建屋

R炉内構造物の五百ゾ︒このうち

来鎌度はPW汽原子炉格納容舘と

作を担嶺︒

振動台の鰻大加融雪は水平で二

がほぼ発成︑建設日戸から同セン
ターに蟹理が移されている︒

熱

水化装躍により作られた淡水を利

の性能に聞題はない⁝⁝などと判

¥照Bには混入︑送躍を開始す 断︑原子力貯金補翼会に﹁調整運

たため︑調整遡賑入りとなった︒

購入り漏を諮ったが︑岡婁員会も

による膨響について﹁プランクト

同炉は蒸戴発生需細蟹からの一

るが︑閾炉はひきつづき四か月間

題薩懲による処理方針を妥当とし

ン︑卵︑稚蚕は周辺海城に一様に

關藪電力の美浜原子力発電所一

議機︵PWR︑出力三十四万次
K冷却水漏洩丙種で四十九隼七月

をメドに五段階に分け出力を徐々

趨転再開へ﹁ゴー﹂の糖論を下し

・七G︑垂臨で一・國G︒これま BWR再箔環系配管の設計製作に
慧拳する︒また︑謝測データ処理

このため︑今紬織は別途各地で

装爾についても製作を諦め︑現地

W＞が十九磯から調整運転入りと 以降運継を簿止︑この間燃料擁折

に上職︑各段階で蒸気発生器性能

用する︒

損藥故もあり︑膨優と対簾が逸め

なった︒

ていた︒

のだが︑報笛は︑非火山性地熱資
源でも活用できる門バイナリー発

の九月にも定検を終了し六年ぶり

などをチェック︑順調にいけばこ
一簸﹁㎜一＝一一笹備二⁝鯛≡ξ蚤﹇＝一葺一一襯襲㎜一偏一鳳二■﹁儒藁﹂縣糞一閂購範二一口需﹁＝＝＝一一ξ榊㎜三7﹇㎜箋一＝・

証試験も今銀魔のハイライトの一

磯子試験所でのバルブ薄闇性爽

搬入︑据付け調整を蘭始する︒

で三界一だつた圏立防災科学技術

く上回る︒揺れ輻は水平で二十穆

センターの実験台の能力を十四近

どの実験機器を完成︑これを規地
層︑垂瞳で十聾耕︒水平︑璽窟岡

製作に入っている振鋤台テーブル

に搬入し︑五十六隼慶からの誠運
時に振働できる仕纏み︒

や細振支持装圏︑油籏供給義園な

転に鮪えることに最大の璽点をお
﹁欝一欄一

これが︑地黙発蹴の開発促進を

国立公國の申にある︒

W︶︑八丁原︵五万KW︶も阿蘇

もの︒

げんざい︑臼本で稼働している

芳KWの数欄は・④の騨価による 圏︑そして︑大謡︵一芳一千K

地熱発酒断は六か所︑△鵬謝十目ハ万

る高温轟圧の門火山性地熱

の地下に眠る摂氏四十度潮

しかない︒

五千KW︒躍源構成比のO︒一％さまたげる大きな壁となっている

資源扁ではなく︑堆漉平野

容は︑地熱発電に利周され

Q＝三三膳誉一一繭一階隔婆備三四ヨ薦瓢騨讐ξ囎＝﹁一＝ξ欄＝覧一㎜一需一﹇一一卿蕊曇騨覧＝胃幽一一二楠蕊ぎ二需藝ご一一囲

硯辱甚愚
詠・総難
の調査に璽点が麗かれてい

・後の﹁穽火山性地熱溌源﹂

原子力に匹敵する発日二日︵︸

バイナリー発蹴とは︑水燕気と

KWH当り七・五円打七五年︶︑ 電﹂の検討をうたっている︒
軍均稼働率九〇︒九％︵七八年︶

比べ︑比較的低い温慶で高籏のガ

だが︑これまでの地熱關発と同
﹁法規剃なき地熱﹂が続くと

熱発騒︒

発できるなどの利点がある︒また

礎境庁と︑襖雑にからみあった行

地元間葱︑第一次公開ヒアリング

強で開いたあと︑通産雀の審蛮︑

なると︑報窃騒のような地熱利絹

様︑

報衝鰹も掴目しているように︑

の融墾︑港湾環繕防止︑施設翻芸

地域瞬騰︑遵路・鉄避・窺港など

なリスクに反し︑臓務補導以外︑

政と︑鯛盗から開発にいたる巨大

二二による第一次公開ヒアリング

立公幽や圏定公園といった禦勝地

火山姓地熱地網のほとんどは︑国

や水工養殖など一次産業への利

奪十月の運開をめざして急ピッチ

に入る︒げんざい稼働麟の六墨も

を経て七月には電心事に上程した

的利用シス テ ム に 関 す る 調 葦 ー ー

なにひとつない免税や風成描醗が

醒臨〇七七二八！ニー○ご三二

ッドな利編形態を組禽わせること
︵五万KW︶︑大沼︵一万KW︶

謝画によると二辱機は一口機に

る騨緬⑤雨魎晃積りによる評樋⁝

地熱エネル ギ ー の 多 鷺 的 利 用 ﹂ と

柏騎︒刈羽原子力発電所の敷地

れている︒

ッポンの姿はでてこない︒

い薯え︒

︵二万五千KW︶は柔弱国定公 いた繧用が期待できる︒

は十和頒八幡平場立公園︑魏着

続くかぎり︑地熱澱源﹁大国﹂エ
今回︑調査所が鋤り幽した四千

もできるなど︑まさに地城に根づ
の五つ︒

もっとも ︑ 今 園 ︑ 発 表 さ れ た 内

粟票潮力は十七賑︑通産省に柏

騨価②宮然放熱賊による解価③地

その蒔代に呼織するかのよう 加方法とは①マグマ溜り残葎熱麗

松川︵一芳二千KW︶︑覇根鑓 用︑そして工業利絹と︑ハイブリ

難箏法によって︑その魑は大きく

熱地の面積見硬りによる騨価④火

の地下に眠る地熱発繕の稠極的開

に︑科学話術庁の資源調査所は二

山地熱地域の埋藏水騒蝿騰りによ

これだと︑地下千メートルのと

と︒

をまわそうという発墨方式のこ

った低沸点媒体を使ってタービン

スとなるアンモニアやフ切ンとい

という︑ずば抜けた異繊にもかか

駿論多目的利用の拡大を

非火曲性地熱も検討

報笛はまず︑わが国塩湖盤地熱

内容となっている︒

それでも︑発電への示唆に憲む

地中に 眠 る 四 千 万 K W l l︒ るが⁝︒
この日傭 は ︑ か な り 控 え 函 な 数

字︒しかし ︑ こ れ だ け で も ・ 世 界
でも有数な¶蟹源大前﹂の一翼に

入る︒そんな﹁資源大国﹂である
鵠ッポンが今日︑園かれている状
況は︑誰でも調めるエネルギー危
機−：・︒

そこでいま︑大きくクロ⁝ズ︒

一一

十二田︑﹁ 自 然 エ ネ ル ギ ー の 地 城

アップされてきたのが︑このB本 資源の埋藏蟹の推定値にふれ︑国

快調な選転を続ける八丁原発闇闇

出
産

力

原

沫b

魍する報告瞳を発表した︒
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﹁極報洪水﹂﹁マスコミ不儒﹂ーー高塵に情報化された現代社会にあって今Bほどマスコミ
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がおこるのは当然のことだ︒これ

ルギーをめぐっていろいろな衝突
とみるべきだろう︒

感があの署故によってふき題した

とになる︒このため何かあると

ることはなく︑不安が潜在するこ

これではみんなが本当に納得す

をうけ︑薯実とはかなりちがった

けば︑いい顔の方をみてその影響

うしたところに社会部の記者がい

エネルギーというものはふんだ

向われている︒

をめぐって起こっていることにも

それから原子力の勉強をしても遷

社両部も動賃されることになる︒

い︒しかし︑一たん蟹故となると

いて原子力のメカニズムは知らな

新聞記番はふつう科単部をのぞ

ぐろうと︑廻をふみはずすという

をやらないとマスコミも箏実をさ

て事実をすべて出すべきだ︒これ

報ではやはりマイナス錘をふくめ

爆発する要素がいつでもある︒広

グンにおもしろい︒ところが同じ

新聞社内で雑談している話はバツ

道となっている︒しかし︑認蓄が

騒ぎすぎは結工区と懸う

蟹禾現在の報道はたてまえ報

ョナリズムをのりこえる道として

まらなくなる︒今後はセンセーシ

本吝報道を考えていくのも一つの

発に大変な斑用が必要であり︑公

みたいことは︑新闘は幣に国民の

ないと思っている︒今後新聞に望

電話（433）72徽（大代）

は世界の粉争の多くがエネルギー

開発には比較的冷静に対応してい
んに供給されていれば間題ないが

ケースも出てくる︒TMIでいち記蓄でも書いた記事はトタンにつ

舞曲

審も大規模になるということも興

三石縮襲品の総合メーカー

記事が出てくることになろう︒

ると思う︒つまり︑情緒的である

ムに走りすきると批判される︒し

い︒このためセンセーショナリズ

るように︑マスコミが批判をうけ

政治とマスコミをもつ鳳といわれ

ぎではないと思う◎TMI報道に更ができない︒そのキッカケにマ

病で︑国民をりードできない︒し

さらに︑日本では広報琵豊伝と

しいということだ︒

露本はイデオロギ⁝

翻保温材

一のあり方が問い躊されているときはないだろう︒原子力報道も例外ではありえない︒難解とさ
供給が不安定になるといろいろな

と同時にプラグマティックな面も
不安感を生み出すことになる︒こ

あわせてもっているということ

て︑ある賦とつぜんふき出すこと

クラーク欧来は知性主義の傾

アプローチではないか︒

向が強いが︑日本は感性主義の傾

よってくわしくニュースが流され

対してどういう饗任を果たすべき

かし︑これは大変いいことだ︒臼

一蟹していなかったことも一つの

思っているのではないか︒つまり

体的に説明すべきだろう︒

私も新曲はそんなに悪く

ウソはいわないにしてもっこうの

膏木

また︑誤解を与えない努力も雨

悪いことはいわない慣習がある︒

とすると石炭や太陽エネルギ1開

量だ︒懇蒔異ったニュ⁝スが同じ

クラーク

コミの役割は堕要だ︒日本の戦後

ではなく感性で動いており︑マス

の新闘は璽要なムードづくりの役

割をはたし︑碍本をいい嫡嗣に進

いても今後︑客観的にアプロ⁝チ

めてきた︒その愈味で原子力につ

灘フッ素樹脂製晶

⁝

⁝れる巨大テクノロジーと国民とのコミュニケーションのあり方が原子力尾島に典型的に集約さ
ういう不安感が一般に潜在してい

がいにマスコミが騒ぎすぎたとは

だ︒象た︑新しいものに対する好

になるのだと思う︒いっかのトイ

が︑エネルギー報道では逆の不安

などについても︑国璽がパニック

もある︒たとえば日本の石油購給

う︒TM王も團じケースだと思

への不安感がふき出したのだろ が負うべき性癌のものだろう︒

と同じように重要なものだ︒こう

にみんなが不安を感じていてもだ

向がある︒たとえば日本では公審

れも何もしない︒何かキッカケが

があってもよかろう︒

が多い︒もっと葭だつような努力

TM王報道は騒ぎす ないと︑社会としてのコ⁝スの変

大きくする支えとなり一つの免罪

クラーク

ケースも考えられる︒

のことを報道しないというような

を起こすことを恐れて新聞が本堵

の報道はよく努力がはらわれてい

符となったのは確かだ︒もちろん

った︒豪紙の報道が日本の報道を たと愚う︒しかし︑眠だたないの

だんエスカレートしていってしま

う︒原子力に対する潜在的な不安

サきウきム

OO◇◎O父

な報道姿勢

望まれる冷静

した大裳なものだからこそ︑エネ

中村世の中でエネルギーは水

いえないと思う︒

かし︑﹁国民はそれにふさわしい

㌔れているといっても過書ではないからだ︒マスコミ報道の第一線で特ダネを運発するジャーナμ

グマティックな面をあわせるとま

そうなるとやはり︑影身のエネ

るとすると︑その欠陥は国振全体

奇心も旺盛だ︒感湾的な薦とプラ

ルギー源として原峯力を利用して

レットペーパー騒ぎのときも石油

一

といわれるQこういう変化によっ

いかざるをえないのではないか︒

あまあというところではないか︒

㌔

一

曲国本原子力文化振興財団主催のパネル座談会﹁エネルギー・原子力を考えるシリーズ﹂第七弾
﹁エネルギー・マスコミ・世論﹂からその概要を紹介する︒出席蕎は田申靖政氏︵学習院大︶

副リストたちはいま何を考えているのか︒原子力とマスコミのかかわりあいのあり方は︒今回は

㎞

て国民の原子力に対するイメ⁝ジ

一

㌔

が定着するヒマがなかった︒むし

曲ク︵上智大︶︑申村政雄︵読売新闇︶の各氏︒

卍を司会に︑青木彰︵筑波大学︶︑田原総一郎︵ドキュメンタリ：作家︶︑グレゴリー・クラ！

サきリウリム

重要さ増すマ
スコミの役割
かなびっくりでも原子力に頼って

少くとも安全を考えながら︑おっ

スコミのセンセーショナリズムが

ないか﹂というような疑惑を生む

会としてうまくコース変璽ができ

使われることがあるが︑すると社

u◇8直凸V9 ろ﹁灘入の翼悪は別にあるのでは

たことにより原子力の働きがよく

璃中まず・エネルギ；に関す

わかり︑このうえに客観的判断の

ってマスコミ論を︒まず︑中村さ

7MIの第一報は二十九られるが︑このうち薩後のニュー

るが︑いつまでも子供としてあつ

田中最後にマスコミは国民に
る方が比較的問題が少ないという

繊原反論したい︒まず︑原子

膏木TMーニュースは襲故薩 力のことがよくわからないとする

八十庫代は不確箋性の時代とか

申村

んから当時の様子を三体的に︒

後のものとそれ以降のものに分け

囲申つぎに︑TMIを例にと構報が混乱した聞誤も大きい︒

の一例だ︒これは必ずしも悪くな

る︒公審に対する悪識の変化はこ

いかざるをえないと思う︒

ではないか︒客観的な広報を行う

墓礎ができてかえってよかったの

一鞭となっているのが現状だ︒

と︑より安全側にだっのは当然で

マスコミもその醜虜で混乱しつ

はないかということだ︒このこと

ついてひとりずつ︒

いるが︑二十一世紀を見通して心

模索の時代とかいろいろいわれて

るニュ⁝ス︑世論に対する悪見に

つ原華力に対応したといえる︒し

阿原原子力開発は日本では大
かし︑こうした全体の混乱は結果

変不幸な生いたちをたどった︒そ

べきだとの意見にも蟹成だ︒子供

い︒

は︑より勉険を少なくいうより︑

を大人としてあつかえば大人にな

的にはよかったのではないかと思

少しオーバーでもより安全側をと

れは原子力を推進する側にとって

問い直される科学報道

う︒というのは・こうした混乱に

てくれるだろう︒広報では原子力

としてあつかえば大入の判断をし

よって原子力を考えなおそうとの

かについて︒

大変すぐれているといっておきな

ことはない︒田本のいまのマスコ

本はだれかがりードするとロクな

とだ︒一つには原子力灘入の当時

も国民にとっても共通にいえるこ

かえばなかなか大人になれない︒

がら︑薯故が起こると悪に来国は

きだ︒

のコストとリスクを＋分説明すべ

田原日本のマスコミは大変臆

ことを大前提としている︒

たいした技術をもつておらず︑日

気運が生まれることになったから

本の方がすぐれていると一転す

なぜ原子力をやるのかについて十

スは結果的に騒ぎすぎだった︒ま

また︑TMIまで米国の技術は これは盤論も同じだ︒藩論を大人

た嚢階の薪聞を読んで気がつくこ

わかりやすさへの配慮を
臼付け新聞にのった︒しかしこの

だ︒こうしたことは原子力を健全

ときは被霊も大したことはない

る︒こういうのはこ都盒主義であ

分置瞼討が行われなかったという

がけなければならないのは﹁調

り冒用できなくなる︒

ったと考えている︒

和﹂と﹁翻造﹂という二つの概念

ことだ︒もっとわかりやすく讃く

とは内容がむつかしすぎるという

に発展させるためにはむしろよか

驚木石油がはたして三十年で

だろうという程慶のうけとめ方だ

また︑原芋力に対する響え方が

枯渇するかどうかはべつにして︑

では二者択一ではなかなか問題は

だろう︒価魑感の多様化した今日

ことがある︒

不幸な箏実だ︒澱初は新しい聴代
とにかく石油欝源は有限であり︑

あとメルトダウンとか爆発とかと

れで完全に流れが変わった︒この

っていたところ︑九十五万人退避

ミは健全だと思う︒

無限に利罵することはできない︒

でも﹁A﹂と﹁B﹂のどちらかを の非常朽葉ということになり︑こ

解決できない︒環麓問題でもなん

また︑仮りに原子力を便わない

を切りひらく技術といわれ・これ

とすると代薔エネルギーの開発が

った︒これで落ちつくだろうと思

が石油購代とともにごんどは高い

必要となってくる︒

とるのではなく︑この醜悪の調和

り感性の方に訴えかけててくるこ
とになる︒人爵は理性だけでなく
感性でもできているのでこれはあ

田原原子力が本嶺に安金かは

る程慶はしょうがないだろう︒

半歩先をてらすライトであってほ

をどうはかっていくのかが今臼の

OOφ◇凸▼？

遅避勧告などはわれわれの理姓よ

あるケースでは︑自社の特派欝躍

ウきウき

紙面にのっていたことさえある︒

とAP蹴が同じ紙面にのっていた

いったすごい紙面になっていく︒

課題だ葱う︒

こうした認驕を送ってくるのは

主にワシントンの外報部の詑看

エネルギ⁝資源は有
限であり︑その慰謝で原子力の司

だ︒しかし︑彼らはふつう科学的

から当然だが︑新闇社としてはや

クラーク

能盤を軽えなければならない︒と

なものをあつかうことは少なく・

はり自社電を優先したいわけで︑

センセ⁝ショナリズムの

いのではないか・こうなると国民

た︒

田申ありがとうございまし

だ︒

っ張り出すし︑場命によっては野

思う︒当局が隠しているものは引

嫡報提供が新聞の役割と

きたといわれることはよくあるが

進側が心用できるのか︑あるいは

は本当はわからないわけだから推

原子力についても確かにこうした

いるのではなく︑これで一もうけ
しようというような人も多い︒こ

中村

一国となったようだ︒

いくらいにやるのはむつかしい︒

報道している時点ではちょうどい

ソースが何をいっているのかわか

党的にもなる︒しかし︑ニュース

していくことが必要だろう︒

また︑とくに読蓄は︑原子力報

反対派が儲周できるのかで原子力

らないのではこまるのであり・詑

こく一部の専門家を除いて解らな

道がむつかしいだけに︑晃出しだ

たとえば︑ひどい瓦餅をあらため

を判断することになる︒いわば思

者はもっと勉強することが不馴欠

あとでマスコミが騒ぎす

けで判断するケースが多く︑兜出

させるときには多少オ；バーにや

寝の顔をみて判断するわけだ︒と

中村

鷺罪について︒

田中

が︑内容は大きくちがっていた︒ 健全なマスコミ
晴間的にはAP蟷の方が後だった
づくりへ努力を

くに資源の少ない田本ではそう

おそらく原子力の取材は初めてだ

ったろう︒だから︑TMIがどの
こういう従来の習慣が原子力報道

だ︒しかし︑原子力論争について
は鐵本はオーストラリアほどでは

そこで米紙の報道のあつかい方が

くらいのものか判断がつかない︒

クタイムスがこれだけ大きくやっ

判断の墓準となった︒ニュ⁝ヨ⁝

しのっけ方は十分注委するべき

かしTMIは少しちがう︒周辺にころが現地の推逸派の顔はよくな

るしかないということもある︒し

までもち込まれて︑誤解を与える
たんにウランを輸撮するというこ

ないようだ︒オーストラリアでは

られている︒

とだけでも大きな議論がくり広げ

ているのだから大ニュースだろう

だ︒さらにいい解説は一面にの

日本人は構緒的といわれるが︑

というような感じだ︒

せ︑婦人欄にも原子力記薯をのせ

デスクもできごとの大きさがわ

に表面化した︒陸上ではOKでも からない︒しかし︑来紙がものす

面がある︒とくに﹁むつ﹂で顕宗

るなどの新しい試みも必要だろ

ったため︑正確な数字が嵐てこな
かった︒こういう窮態では当周の

い︒原子力のことを本当に考えて

ごいのはわかる︒メルトダウンな

う︒

つく︒こうして爲本の報道もだん

ナ分なモニタリングポストがなか

海上となるとダメというのはおも

どとなるとこんどは整理部がとび
一方では日本人は実際の原子力

樹齢から鋳間がたった第二段階

しろい現象だ︒

日本アスベスト株式会社

ゼネラルエレクトリノクテクニカルサービセスカンパニ

測ノ鉱」暫

希望者は懇懇履歴書を送付するかTELして下さい。

本社・東京都港区芝大門1−1−26⑳105

原子力事業部H本支ネ」、総務部 TEL405−2714
干106象京都港区六本木6y撮2−31 東日ビル16階

畢翌翼

鹸

醒
圏

勤務地・東京

翻パッキン・ガスケット

團ブレーキライニング

格・原子力工学又は関連学部卒以
上の学歴を有し、核設計、解析
における電算機使用経験者で
英語堪能な方。

翻不燃建材

資

鋪石翻紡織品

種・炉心解析エンジニアー

トンボの製最

職

あらゆる産業に貢献する

G．E．原子力事業部田本支社では
下記の人材を求めています。

力

原
エネルギー源といわれるようにな

﹁エ＊ルギー︒マス駆ミ・世論﹂パ＊ル

ことが必要だろう︒

り︑今日ではポスト石油のホープ
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