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長期基本戦略検討へ
即応体制が整ってきており︑今回

徳器実証炉蘭導体醐焦点に
電気甥業遡禽会は二十四田開いた九磁力社畏会で﹁高速増殖炉推進会議﹂を設麗することを淡めた︒

なったもの︒

を街成することが暇暇との認識に

民協力して中立的な騨門検査機衡

認案件である門日工原子力協定議
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問題などの国際惜勢の緊迫下のた
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ため︑実際の投棄は︑堅くても五
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公明党︑連合で試案
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専門検査機関設
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案嬢薬件﹂が︑思いどおりの審議
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露轟連︑定論含理化で

関設立準備会扁を設鷹することを

を求める︒

必要に癒じて政府その他から参画
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決めた︒稼働率向上のためには︑
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子力開発に讃極的な展開をこころ

隠金十型の姿勢を強めながら︑原

みることをあきらかにした︒
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議院本会議で司決︑成立されたこ

る一部住罵は二十四臼︑内閣総理
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線陳憲防止法が︑四月二十五日に

BR開発にとりくんでいるため︑

告した︒
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カナダの廃棄物管理誹画は︑処

ど変わらないため︑この作業を遜

耕︶は現在の大型商業炉とほとん

上の圧力容器の厚さ︵約二十三彗

は︑最初の﹁放射性廃棄物出師﹂

炉は麗在ワンス・スルーの燃料サ
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半画像端末機器M
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段階からなっている︒CANDグ
U技術の確立と経済性評価が各方
イクルを採用しているが︑将来︑
再処理を行う可能性も考慮して︑
処分対象となる高レベル廃棄物に
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れば︑NRCに再処理施設の許認は︑一九五七年に米圏最初の実規

言している︒

再処理技術は︑工業大国のみが行

ィコミッシ翌ニングの方法として

工事にとりかかりたい慧同だ︒デ

を上圓る大規拠なもの︒とくに二

分概念の確立︵一九△二年まで︶︑

露臣

サイトの選定︑実証処分施設の建

⑧原子力発電所は安全か⁝⁝の八

設・擬業︵一九九〇年以降︶の三

衆の原子力に対する過剃な懸念を

を発表した︒これは︑一九七八奪に

じて得られるディコミッショニン

つのテーマについてまとめてい

この中で︑報告書は︑﹁TM王

﹁安全な永久
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なくすために︑放射線無毒や各櫨

決めた廃棄物讐理の研究開発計画

DOEがB＆L祇に器MP一〇〇〇を採血することを

それぞれ繕額した︒また︑フロリ

核流体制御精機の領域です

再処理政策の転換を
米科学者ら政府に提言
料の製造と商業利用に関する国際

与を溝確つ母下する竃議を行う②核轡

える特殊技術ではなく︑※聡が再

①即隠解体・撤崇②密閉篶理③遮

DO猛は︑八三隼に同炉の運転

運転を続けている︒

管理についての※国の役離と範囲

処理反灯の態度を取り続ければ︑

これに藤本して︑ノーベル物理

計画が実施されれば︑NRCは公十五人の米国科学煮が四月二十二

ス・ユダール下院議員も・﹁改組

日︑カーター大続領に対し︑世界
を決定する大統領委員会を設ける

ゲーり一・ハート上院議員とモリ

衆の安全に係わる璽要問題を十分
平和と経籔安定のために︑効果的

ノーベル賞受賞蓄七人を含む二

に取扱うことができなくなる﹂と

点について現地調蛮を行いたいと

あるが︑今回のシッビングポート

リバー炉を解体・撤表したことが

米国は七〇年代半ばにエルク・

方法が有力視されている︒

蔽隔離が考えられているが︑①の

多くの国々が独自の道を歩み始

を記すようN魏Cに抵示する④Gしている︒

塊声明書﹂︵GESMO︶の叢く
論感じるようになるだろうと強調

﹁彪△口酸化物蝿料に関する︸軍国 め︑かえって核兵器への誘惑を強

③一九七七隼以来休止されている

よう求める書簡を提出したQこの

懸念︑連名で︑①すべてのNRCな爾処理政策をすぐにも展開する
委員は平等に情報提供を受ける②

規定されているように︑厳しい保

ESMOの結論が禰効なものであ

主張と矛庸するか④どのような教

している︒

会が任命する一を明確にするよう
改組計量の修正を大統領に要求し

訓を学んだか⑤N飛Cの対応⑥産

RC委員は委員長の﹃お付き﹄的 を修正することはできない︒この

もに︑臼常のNRC漉動に対して提供︵報艦義務︶が制限され︑N 律の規定により︑議会は改組計魎
る︒

NRC改緯計画は︑議会提出か業界の対応⑦エネルギー省の対慮

ている︒

・

と指摘︑﹁その恵味から︑TMI エネルギー源の椙対的リスクにつ

の器機状況を藤とめたもので︑廃

米国エネルギー雀︵DOE︶は淡め︑中央還転事務所の新琶代司

斯︵イタリア︶用の新世代の画像

I要故以前はそれぞれ一ザおよび

七＋穆であったが︑TMI票故後

はそれぞれ二妙および一・四がへ

と簸増した︒

渉を進めているが︑ここでも原子

︵IBEW︶の間で賃金契約の交

現筏︑電力七社と国際電力労連

してTM一二号機の浄化問題の鍛 関心が膿趨されたのは︑TMIのの精工手当が︑主旺運転員の山塞

炉運転員の給与を引き上げる傾向

員と商業航窒会社のパイロットの

原子力バルブ憶

麟甕二三機縫の形骸艦嶽薩纒
虻

産業界責任体剃確立に期待

カーター大統領が三月二十七臼に議会に提出した﹁原子力規制委員会︵NRC︶改組計画扁は︑上

の鍛終意志決窟権限をもつ③すべ

下両院やNRC委員からの反対に薩面︑一部季窟しされる可能性もある︒反対論の中心は︑NRC委委員会︵による多数決︶がN盆C 書簡は①米国は核拡散防止条約に
員擬の権限強化によってNRCが委員会としての簗団的機能が果たせなくなってしまうというもの︒

画を支持しているが︑ギリンスキ

畿象

一方︑米原産など産業界は︑大統領提璽のNRC改組計画に支持を表明︑門委員会としての機能を維 ての主要なNRCスタッフは委員障措置のもとでの咳燃料と技術供
持しながら︑委員長に必要な権限を与えることにより︑NRCの温動が改測され効率的になる扁と述

昨痒一二月のTMI署故を契機に 運鼠戸局長︑運営総局長から釜部
ー︑ケネディ︑プラッドフォード

べている︒

NRCの管理体制の欠陥が露畢︑ 局への命令系統の確荘を露指して

存在になってしまうなど︑NRCため︑議会の反鰐が強ければ︑ホ

ケメニ〜委員会︵TMI調査大統いる︒委員畏は多くのNRCスタの各委員は反対を表明︑門NRCら六＋日後の五月末までに上下海
院が沓濃しなければ発効する︒法
領特別委員会︶は︑﹁NRCを一 ッフの任命・解任権隈をもっとと スタッフからNRC委員への情報
入の長宮を長とする新しい独立の
強力な蟹理権隈をもつ︒しかし︑

事故は︑財産損蜜と安金性に対す

編広い視野からの検討が要求され

していだ︒

る公衆の懸念という点で深刻であ

処分は可能﹂
廃棄物年報を発起

いて全国的な普及啓蒙橘動が必要

カナダ原子力公祉︵AECL︶は便胴済み燃料と再処理廃藁物の

薯故は原発の安全性を高める上で

た﹂と強調している︒そして︑公

関しては深刻な事故ではなかっ

ったけれども︑公衆の健康影響に

ワイトハウスは︑改纈計画を︸部
修正した上で成立を園りたい慧岡

の機構改悪につながる﹂と非難し

τM一事故で報告書

計麺の安金性は著しく向上した偏

NRC予算の審議や原子力規制だ︒

ている︒

る政策機能︑規則作成や許認司決

行政機関に改総すべきだ﹂と勧告

一九七五 年 一 月 に 翻 原 子 力 委 員

会︵AEC︶が廃止され︑現在の定については委員会全体が従来ど

米下院エネ

きわめて紀要な役割を集たすもの

できるとの確信を表明しているQ

翼物を深部地縮に安全に永久処分
また︑安全システムに関して︑

であるとしている︒

と考えられる﹂と述べている︒

アルカテルは︑すでにEDF生難

黒化機材として使用する︒CIT・

発衷した︒

力発露所のディコミッショニング

岡省所有のシッビングポート原子

米下院のエネルギー研究墜産前

小委風会

原発安全向上に有益

アハーン蕪RC委員長は改纏計 行政に対して大きな発雪燐権をもつ

NRCが誕生︒それ以来︑すべており集醐費任を保持している︒
の意志渓定は五入の委員からなる
委員書全体で決めていたが︑多く
の問題で委員の悪毘が分かれ︑委
員会の仕嘉が混乱︑無決断︑運延
にあうことがしばしばであった︒

また︑NRCスタッフが︑運営総

ォメーション雲叢②使用済み燃料

局長を経由 し な い で 薦 接 委 員 に 報

重大な試練をうけたが︑袴効に機

大三訂であったか②安全システム

調歪報告書は︑①TMI箏故は多錘防護の概念が︑TMI西山で 隼報は︑①パブリック・インフ

調査報告書は︑﹁アポロの事故

委員会︵マイク︒マコーマック委

型炉原発刑訴蟹鍵盤岡の司視化機

局から新しい醤三十万KW舶二水

員長︶は門τMI薯故は︑宇笛計 により︑宇富計画は一年半以上遅

バーンズ・アント・ロー社に委託

に関するエンジニアリング調査を

の状熊⁝であった︒

の贈藏と輸送③使周済み燃料と再

告するなど︑管理体制がパラパラ

処理廃棄物の固化④深部地学処分

ている︒

は︑原発は安金であるとの従来の

はうまく機能したか③TM王事故 能することが実証された︑と述べ

力容器をそのまま燃料貯蔵プール

を発注した︒気象庁の発注を齎え

処理コンソル

トムも岡岬にイスプラ原子力研究

の中に入れて細かく切断する方法

縁を受注している︒一方︑ユーラ

この中で︑一九七九銀には︑オン

が可能かどうか︑についても綿密

ダ︒パワー︒アンド・ライト社で

万濯に上る︒

ると可視化機材受注総額は千三酉

収入を比較︑どちらも同程度に重

シッビングポート原子力発霞所

トリア！ド八○

ができたため︑かなりのデータが

原発運転員の

花こう岩以外の深成岩をもつ二地

得られたと述べ︑一九八O琿には に検討することにしている︒

タリオ州アチコカンでの現地二月

ジニアリング調査では︑原子炉圧

が見顧された結果︑その後︑宇宙

ソーンバーグ知事は︑クリプト

した︒契約額は約二落万が︒エン

れることになったが︑安全の確保

には︑クリプトンを放出しなけれ

る方法を勧告している︒その中

ン放出問題は︑TM王周辺性民の

に関する研究開発⑤環境・安全評

このためカーター大統領のNR 魎におけるアポロの火災蟹故にた

濾過力規制委員会︵NRC︶はトンの漏洩が起こる司能性がある

ばならない︑として早期に格納容

先頃︑TMI二号機の原子炉建屋②格納容器内に作業員が入るため
属文言を発表︑放射性希ガスであ

浄化のための環鹿評価霞とその付

で︑原子炉建屋浄化システムと水

璽大な蘭曲事項であるため︑幅広

るクリプトン85を大気中に放繊す 器内を浄化するよう訴えていた︒

素制御システムを併用すれば︑鰻

それ以来︑原子炉の主任運転員

手嶺が憩額されてきた︒

たとえば︑テネシー渓谷開発公

一聴間当たりの精別季当は︑TM

は︑霊任運転農と有資格運転農の

→MI契機に

には大きな震があると指摘してい

大な澱圧を猿っているのに︑収入

らに別途解析を行うことにした︒

来報のいくつかの電力会社では

給与が増加
知事の依頼を受けて﹁憂慮する科

いコンセンサスが必要と判断︑N

摘︒水素制御システムだけを乱用

学鬼歯盟﹂︵UCS︶がこの解析TMI肇故を契機に︑原子力発電や袴資格運転員に支払われる特別

RCと竃力会社の解析以外に︑さ

する堀禽六十日間かかるのに比べ

所の運転員の絵与が著しく増湘し

の放出は五日間で完了すると指

て︑大幅に放出期間が短縮され︑

を実施することになったが︑この

た︒

適の気象条件の場合︑クリプトン

周辺注民の心理的藷痛を軽減する

解析には一か月近くかかる莞込

た︒

と強調している︒

七十二些から一緒に︑有資格運転

社︵嬰VA︶では︑一時間嶺たり
いるメトロポリタン・エジソン社

終決定をUCSの調査結果がまと危機が簸高潮に達した頃だった︒

一方︑TMI二号機を運転してみ︒このため知事は︑NRCに対 有資格の運転員の所得に対する
リ⁝マイルアイランド原子力発電

まる︵五月中旬の予定︶まで延期

は続くものとみられる︒

所︵TM王︶二弩機の原子炉建屋 も①格納容雛が一年間無保守のま

するよう要請していた︒

米国ペンシルベニア州にあるス

価一食分野での活動成果を要約︒

C改嗣四計顧は︑NRC物置長 か ら
とえられる﹂とした調査報告露を

の技術看が入ったQ五薄にも簸終決定が予定されているTMI

まであり︑内部の機器がかなり簑

鐙

磯縮撹灘繍・

@雌年一ユ月二十八日の事故以来密封されているTM一二号機の

︑拶輪黙蟻麟麟麟灘

毒鱗命
㌦

弱しているため︑予期せぬクリプ

ユダール下院議員が︑原子炉還転 員の場台照十八惇から七十五陸ンに

一
の浄化についての最終決定は五月

中旬ごろになる毘込みだ︒

蝉

畿鍵
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認
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原子炉と同様に圧力容器として重要機器に
指定されている原子力バルブは原子力発電
の効率を左右するコンポーネントの1っで

扁
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遅転保守体融強化を
?目︑早期実現を要望

三労遡原子力問題研究会議は二十四限︑﹁当画する原子力発贈の安全確保についての提轍ぼをとり

まとめ︑關係省庁︑団体に要糊したQ来國？MI禦故の分析をふまえて原子力産業従購蕎の立場から
今後の原子力開発のあり方をあきらかにしたもの︒それによると提謡は﹁わが国ではTM玉瓢故と類
似な珊故は超こりえない﹂ことを再確認したあと︑こんこの安全磯保対策について﹁従来は建設設計

員体的には﹁絶え間ない安金性の向上をはかるとの立堀で品質保証︒被ばく低減等ハード︑ソフト両

チェックと運転維持を露点としていたが︑これからは遡転係守を警視していく必要がある偏と強調︑

︵翻四厨に概要︶

いて﹇額田に癒じて溜設する必硬

科技庁︑行政処分決定

に以下のように行政処分を淡定し
た︒

行わなかったため︑同社第二便用
施設の照射蜜に立ち入った講社作

国際会議あんない

①門核燃料サイクル管

▽醒際原子力機関︵IA￡A︶

窪催会議

業暫と関係愈神社員の計二十二名
が被懸︒うち一名は翻身被曝線轍

ル訓練コース漏ほ九月一田〜二十

理に関するインター・リージョナ

放射性岡三元素および

放鮒線発生装画の適期傾止を命ず

に換算して十ニラドに欄与すると

▽内容

る▽期間昭鵜五十五黛四月二十

躍等の便用を阻止している︒

社は瓢月八日以降翻寅的に照射装

に関するIAEA專門塚会A縢詩

九月二十二陵〜九月二十六日︑デ

▽※国原子力塵業金鉱︵AI

ンマーク・リソ研究筋で︒

F︶主催会議①﹁原子力産業の

環境規制に関する建議⁝一これか

防護︑廃炉闘題をも盆めた八O奪

る扁︵曜八％︶を課せ九八％と︑

照準化および管理援助課二級職員

律部一級職鍛一名▽保噂描麗周・

援助部二級職員一名▽鶴甲周︒法

義の﹁総理大匿が推進する原子力

きである﹂との立場から︑政府原

安全に︑また贈爵に進められるべ

野党三党は門原子力の開発は︑

税によらず︑原子力開発騙窺の現

めの財源は︑電源開発促進税の増

③新エネルギーの擬発︑事書のた

ー糧類別に瞬給率目標を明承する

ネルギーの供給測標に︑エネルギ

義から原子力を除外する②代魑エ

な意識︒こうしたなかで方針は

による資金調達能力の向上をはか
﹁原子力をはじめとする霜源立地 らなければならない﹂と強調して

ノ

農盗野

十五日間R一
使用停止命令
B立造船非破壊検査

六日︑仏・サクレ；研究駈で︒核

みられ︑補子の一購的減少という
影響がみられた甥故と︑さらにま

六檬〜葺二十磁の十五鷺嗣

この処分は岡社大阪総勢所桜島

科学技術庁は十六薦︑虫る瓢一月

燃料サイクルの現状と課題︑各岡

明らかになった国立造船非破壌三

た岡蛮故調査申の三月瀬田に岡一

があり︑また・保守の訓練を禽理
作業駈内の第二挙試施殺で︑昨薙

等について議論と認論︑見学箸が

島離業所の被曖測点について︑

線源を照射簡または伝送管内に放

内野広報室

科学技術の
﹁判科学技術﹂でアンケート・

門法御および係世間題に関する会

代の環境規制をとりあげる︒②

一巳︑サンフランシスコで︒被曝

らの十無闇扁暑五月十八臼〜二十

内閣総理大黒官需広報察は昭和

信頼性確認

の協定︑政策が箭場に与える影響

的に田園できる施設を新設すべき

黙認施設内で︑罪源の収納もれに
煮月十繊︸．﹂うから二十八黛までの
の
間︑コバルト60ガンマ線照射装躍 よる被曝という類似の事故を趨こ

ある︒②﹁軽水炉におけるPCI

糞委照会の﹁五十二項霞﹂の敬善

皇︵森山悦郎祉長︶大阪壷屋所桜
だ﹂と播摘︒また︑1PMI事故調

の線源の脱落により︑コバルト60 したことに関するもの︒なお︑同

明し︑線療容器への収納︑保管を

門放射性同位元素等による放射線

るとして聴聞会を実施︑二十四藏

随密防止に関する法律﹂に避反す

策については﹁安全性の向上に爽

えをあきらかにしたあと﹁そのな

ビつきによる実際使用不可能な体

た︒

効姓のあるものと響える﹂との筈

たるまで安全運転を保証すべく体らかとなっていないため︑畢慧に

りゆきは圏民が注圏しているとこ
ろである﹂として改魑策を攣急に
制を整えるべきだ﹂と強調︑また

これを明確化するとともに︑実質

爽旛にうっすための現実的な計瞬

業所と圏種類の災憲︑傷病は陶然

を作成し轟体籔を講じることの重 捉露は﹁原子力発電所でも一般繊的な地謡錘の定期訓練を実施しサ
要性を指摘している︒

方について﹁TMIを教訓とし泥医療体制確立の必褻性を夕霧し︑ だ﹂との装えをあきらかにしてい

面から十分な安全確保薄籏を講ずるべきだ扁との考えを打ち出している︒

防災対策について﹁麗在の対策でる︒

発生しうる扁として現場での緊急制でない繍を確認しておくべき

転臨の当転義のみに隈属すべき
質保証体制を見濾し︑部鍼籔理を

家た︑提欝は民開の鼓膜のあり

三子遼原 子 力 闇 題 研 究 会 議 は 全
だ﹂との条件を明らかにしている︒

然制をも確認することが設謝通り

門口本電機機器労働粗△口遡合会︑全 の機能︑性能とその持続性を嚢付

ト調査1を照臨二十八巳発表し ヨークで︒問い醒せは攣めに原曜

﹁秘学技術について﹂ーアンケー 議﹂三六月一臼から四臼︑ニュー

五十匹年慶麟政モエタ！報儀醤

子力船開発の門前選のための第一

麟際原争力機関︵亙AEA︶は

職員を募集

企醐塾まで︒

邊︑後退︑後退の歴史だ︒なぜそ

は避難棊準や畏体的避難方法が明

めぐり論議

た︒

調査糠梨によると︑まず﹁科学

歩扁となる法改正の穏要牲を強調

を知っている人は三三％で︑期ら

技術避閤偏が設けられていること
会では︑曲輪博義氏︵共︶が質問

た︒しかし︑科学技術一般に鮒す

ない人︵六六％︶を大幡に下圏つ

ひきつづき︑翌二十鰯晒の婆員

に立ち︑﹁﹃むつ臨にかかった経

る金額に不罵があったのか︒それ

うなったのか︒能力がなかっだの

禽め工蟹計画から作集の終了にい

むつ
団法本格審議へ
馨一己

とも技術予捌に趨鵬しているの

緯は︑これまで約二頁億円︒これ

に賢やす額が約薫億円︒新定係愚

る︒

ほとんどの入が関心を持ってい

▽技術援助および出版局・川猟

次の要領で職鍛を籔禦中︒

で︑ざっと兇績っても約三穏億円

や係船使受認・一般管理費その他

一級職貴一嶺▽研究およびアイソ

一魯︒同局開発および技術援助部

的ではあるがとして﹁技術の予測

さらに﹁科学技術の中で特に

石油効桀を一段と発揮させる﹂と

今奪を﹁石油代替エネルギー世

開発利濁群僚﹂を﹁原子力説水法

行エネルギー詩思の繕み苗えで対

難

露

トープ局・FAO／IA鷺A共同

進歩を嬬熟する分野は何か﹂との

認め︑その原困については︑燭人

のため︑SSKの黄便看を参袴人力露礁は 後退の歴史 を素薗に

興畏に要講した︒

lAεA

した︒

さらに提雷は運賑酬練旛設につ

への品質保証体制の遮加﹂を提謡
している︒

@

力船開発の根本的原票を︑政飛側

一彦騒騒鰐理禦長は︑﹁老実に反 か﹂と︑遅々としてすす謹ぬ原子

原船霊側に迫ったのに対し︑野村

か︒塒闘がなかったのか︒投入す

ける一とし︑﹁工鵬計瀕認朗頭件

国羅力労働 粗 台 運 命 会 の 三 醐 体 に

閣造船醗機 械 労 働 紹 禽 運 含 会 ・ 全

よって昭和 凶 十 九 年 九 月 に 設 圏 さ

ては﹁来路のような資格制度は本

れたもの︒勢MI騨故については 運転員のライセンス制度につい
来的に懸本になじまない﹈という
日庶原子力船開発竈業糊法改正

対旛策扁を と り ま と め て お り ︑ 今
のが蔓本的な響え方︒しかし︑提

興対策特出婁員会︵瀬野栄次郎委

法案の審議が︑衆議院科学技術振

昨痒六月に す で に ﹁ 兜 解 と 嶺 醸 の

澱任の筋在を曙確にすることで祉

露は﹁社会的に認められた資格と

回はこれにつぐ第二弾︒

それによ る と 提 誘 は 現 在 の 安 全

する﹂として︑湯山疑の上張をし

審蓋捲針に つ い て 門 園 は こ れ を 法

の資金を必需とするQいわば︑原

る関心は﹁大いに関心がある偏

二十三臼開かれた岡婁員会で

子力船一隻のために︑一千億円を

は現在の髄格になおすと五着億円

会附な不安が解消されることに通

は︑湯山勇氏︵社︶が︑門佐世保

が不削回であったためと思う︒ま

そそぐわけだQここいらで︑いま 質問では︑﹁太陽熱など新エネル

に追った︒

じるならいま持っている安全を維

た︑研究開発のやり方にも闇題点

りぞけた︒

体系のなかで明確に位鷹づけるべ

のワクに納めることについて協力 亟工業︵SSK︶とは︑競限につとして瀬兇魚取することを瀬野委

持するに十分な能力と資格を一定

一方︑太内良明氏︵公︶はわが

があったようだ縣とのべた︒そし

員長︶で本格的な審議に入った︒

きだ﹂と述べたあと︑法︑雀令︑

いての契約はしていない︑毎奪

國の原子力船開発のこれまでの歴

︵五十％︶と門少しは関心があ

告示などに つ い て は ﹁ そ れ ぞ れ の

をおしむものではない﹂と掴摘︑こ

璽進ずる形式といっているが︑実

虫的過程を圓糊し︑﹁三十幾年の

に匹敵するQそして改修・総点検

範翻を明確 に し ︑ 鮨 示 と 捲 針 と の

のため﹁この制度は圏家試験制慶

いう﹂二無間の期隈があるのでは

際には︑五十六庫十月八田までと

これに対し石渡科学技術庁原子

蘭係︑内容麺複などを避けるよ
によるものではなく︑民閤機関の

企画騒まで︒

りは五月十六臼︒問い含せは原麗

といラ付構決議も付けられだ︒

指摘︑さらに今後の対応のあり方

の技術開発をおしすすめようとす

羅﹂とし︑地鍬︑︑太陽︑石蕗など

に棊つく原子力開発利用政策﹂と
いる︒

案を提鵬︑反対にまわった︒

処するーーなどを盛り込んだ修正

幣

羅

艶七難・︐

講い

紫

零ぴ

．蘇妻達

．櫓軸

・庵∵

丁εL

本社・工場

（03）54；一2｝9

TEX 524−8059
正X 523−6862
TεX 252−2334

戦一

兵庫県尼崎市杭瀬字上島1の

このため︑湯劇氏は︑瑠実究明

うにする必 要 が あ る ﹂ と 握 摘 ︒ ま

認定による資格付与で十分で︑そ

︒漂子力安全環境保全部一級職員

箏業部上級職員一名▽技術業務局

二名︒実務縦験箸の資格制隈のほ

一度︑換えなおすべきだ扁とただ ギーの確保扁が七一％と第一位を
占め︑次いで﹁ガンなどの難病の

か︑所属機関の推薦が必要︒締切

て︑これらの反省点をふまえ・原

したのに対し︑石渡原子力局長は

畢防や治療﹂

ており︑以上三項国が他を大きく

﹁原子

力の開発利用﹂︵五〇％︶となっ

引き離している︒

繕︑結周︑慮民党が社象︑公朋︑

＝＝玉＝＝一猛曽＝；隻刷二一q雪；一二璽＝＝嘗墨＝﹁コ猛幽＝＝墾罵：需墨＝鴨一帰雪＝＝︸︸＝＝藺一

の原子力船研究開発に﹁むつ扁の

︵六七％︶︑

湧絹を展開︑二十一盤紀に爾けて

腰子力興野婁の決定いらい︑後

また﹁脱石油化謝麟の攣期化﹂に

するとしている︒

実験船としての﹁むつ﹂の長日的

ないか﹂と︑新しい構報をもとに

宣地の健進︑技術開発の新しい展

体的な推進︑共岡立地を呑む醸源

については﹁原子力発霞の信濃イ

曽髄＝﹃至

利翔は不町欠であることを強調し

自民︑原子力で
とくに︑﹁電源立地の推進﹂に

については﹁再遊エネルギー開発

る︻石油代歯エネルギーの開発及

鞘管︑翻罵が講習した︒

大規模な躍源魑手を実現しなけれ

また︑門原子力については︑本
法とは別に︑原子力纂本法による

講彰

（06）488−250
（06）345−626

▼

三

力

については ﹁ 設 計 ︑ 製 作 ︑ 据 え 付
の対象も総括能力を必要とする運

た︑工黎計 画 認 可 と 晶 質 保 読 体 制

け︑運層に い た る 墓 で の 最 質 傑 証

と酒田︑さらに︑今後の原子力開

開︑原子力を中心とした発囎設備

発で
ているOPEC総会︑王EA瑚
鱗大きな課題となると予想され

については﹁五︑六月に予定され

＝一一漏篇＝■＝一冊輔＝二＝＝＝＝二識■＝＝＝＝騨＝一一隔累層一＝＝鼎一柵一需＝一＝＝＝＝＝皿＝＝一＝＝＝篇＝＝一＝＝一唱＝二幽一一一篇ニニ一＝＝瓢＝瓢︻帽＝墜隔騨輔＝＝幽＝瓢一帰二＝鳶＝隔需二＝＝＝＝＝囲コ一一：謄＝＝窩一一＝扁＝闇＝一＝騙庸＝＝＝一嘗一一＝墜畠＝＝一富＝弊潔圏鴛禦：＝コ謄：艀＝篇酬＝

中央磁力 協 議 会 は 二 十 四 闘 ︑ 昭

ている資金四達問題については

和五十五無度運懲方針をとりまと
会︑ベネチアサミットで一段と厳

三期補修に対する広域融通の推進

めたQそれ に よ る と ︑ 方 針 は 流 動

などにより利用率構上をはかり脱

ンターバルの長鶏化︑これに伴う
とりくむ扁との考えをあきらかに

の効率的運用などに総力をあげて

している︒

﹁脱石演磁源の朋発などには多大

な設備資金が必要であり︑この確

しい方向が打ち出されて︑わが国

保のためには経営基盤の強化など

する国際エ ネ ル ギ ー 構 勢 に つ い て

況におかれる﹂というのが基本的

ついては︑原子力を中心とする脱

は︑その規模︑所要資金︑開発嬬

び面谷に関する法律案﹂は四月二

これに対し共産党は︑①周法案

叢叢慰源の燕賀を﹁脱石湘化によ

間が畏期化するため︑鷺気漆工箸

十四磁︑衆議院本再議を通過︑参

画は万難を 排 し て 遼 成 し な け れ ば

この前欝ひらかれた衆議院簡工

ものであることを特に留嘱する﹂

に楚める石細盗難エネルギーの定

度の原子力六蕾七十万KWをふく が臼らとりくむべき諜題を萌らか

る中長期の懸欝欝給安定鞭保のた

機関との協力などをはじめ︑三際

む二千六資万KWにおよぶ篇手計 するとともに政尉への要望︑二連

めの緊急課題輪と籠躍づけ﹁今確

協力についても積極的に推漱し︑

議院に送付された︒

民社三党による修欝案をのみ︑可

画は万難を酸して達成しなければ

効率的なエネルギー暴発の実踊に

決した︒

ならない﹂と強調︒このため原子

努める輪としている︒

三党修正をのむ

力を中心とする脱石抽化と電源開

﹁万難排し目標達 成 ﹂

﹁わが国は畏期にわたって石縮を は擬期にわたって極めて磁難な状

中心に極め て 苛 酷 な ︑ ま た 懸 難 な

い予測をあきらかにしたあと︑

こうした碗状をふ希えて方針は

発に関する国民的晒鯨形威︑地元

代替エネ法爽毒院へ

﹁わが国のエネルギー確保につい

灘欝原発で脱石油実現へ

ての餓気事業の羨門瀬棚を認識し

ば脱石油閉標の違成のみならず︑

かにしている︒

蚤瞬会では︑原子力をめぐって紛

．薄辮

状況におか れ る だ ろ う ﹂ と の 厳 し

こうしたなかで﹁原子力を中心と

する脱石癌 電 源 の 魑 手 は 申 侵 期 の

餓力潮給安 定 確 保 の た め の 緊 急 課

題だ﹂と強 調 ︑ ﹁ こ の た め 原 子 力

梅擬期贈力謂給の確保にも璽大な

脱石縮を霊眼とする広威運蟷の異 対策︑群塊対策などに彙力を傾注

KWにおよぶ大規模な騒源無季計 は依然として難航しており︑今薙

六甫七＋万KWを禽む二千六蒼万

影響を焦じる状況となっている﹂

ならない﹂ と の 強 い 決 憲 を あ き ら

方針によ る と ︑ エ ネ ル ギ ー 悔 勢

蝋輔
難

大阪本部 T巳L
東京支店 TEL

置

賊

奪ボ譲

村化工機

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

いています。

原子力関係営業種目

轡轟

（下記装置の計癒、設計、製作、据付）

噺誤

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

52
新

未来に躍進する

原子力機器への実績は高く評価されています。
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原

分担し対処すべきである︒しか

にTMI事故に関する原子力安全 したがって︑十分機能を発揮す

的な不安が解消され︑さらに国民

伍の所在を明確にすることで社会

し︑社会的に認められた資格と費

謝画を作成し風体策を講じるべき

皐急に実施に移すための現実的な

て︑これら五十二項圏の改善策を

確にすること︑翻憲点検すること︑

査できる機能とその位置づけを明

すために保安規定遵守を確実に澁

う軽爆がある︒

▽工事計画認可と品質保証体制

ている安全を維持するに十分な能

くについて疫学上の観点からの問

究体捌最近︑米国で低線贋被ば

フ化し国の要望する監蕉機能の任

炉主任技術鴇を可能な限りスタッ

ル化する必要がある︒また︑原子

さらに記録にとどめることをルー

原子力発電所の電気工作物に関
だ︒

三労連
るなら・現在の休断つまり今持っ

斧指形成の︸翼を担うことに通じ

提言から
する新︑贈設あるいは改良にあた

力と資格を〜定の枠に納めること

▽放射線の生物学︑疫学上の研

って工事計画認可を出す場合︑設

て設計し・国に許可串請を行う 計審査のみでは・十分に安全が保

▽産藁界の情報交換と公開

務が渠せる体制を確立すべきだ︒

性の向上を図るべくデータ蓄積お

がたい︒席業界は︑合理的な安全

の経験が活かされているとはいい

交換が十分に実施されておらずそ

り特に被ばくデータ︑墓園の情報

在産業界は一般的な情報はもとよ

現

題点について多くの論議をかもし

タルマンレムは轡勒している実態

電所の増加等に伴い当事養のトー

について協力を惜しむものではな

わけだが︑国はその内容を科 証されたとはいいがたく︑設計︑

学技術︑社会情勢肩総台顔臨地か 製作・据え付け︑運用に至るまで
の保証計画や体制および品質管理

ただし︑その前提は︑国家試験

出している︒わが国でも原芋力発

ら︑審蕉を行い︑許町すべきだ︒

手法等のいわゆる品質保証体制を

い︒

したがって︑国はこのことを︑法

にあり︑早惣に生物学的研究体

の体制を強化し︑低無闇被ばくに

制︑疫学上の研究︑データ蓄讃等

よる影響の解明を態ぎ欄間許容被

よび評価を行うためのメーカー︑

り︑その対象も総括能力を必要と

の認定による資格付与で十分であ

等によるものではなく︑民聞機関

能・性能とその持続控を襲づける

も確認することが設計逓りの機

体系のなかで︑明確に位薦づける
べきだ︒

また法体系とくに省令︑告示の ものであると考える︒したがっ

のみに限定すること︒また︑資質

する運転醤の震任者である当薩長

ばく線蟹に対する奪還を高めるべ

て︑丁事計圃認可要件に品質保証

示と指針との関係︑内容重複など 体制を追加すべきだ︒

各範囲を明確にするとともに︑告

きだ︒

検査宮制度については・目的︑任

宅原子力発電所に派遣された常駐

場を作るべきだ︒

もにこれらデータの公開の方法と

の任務役剛を明確にすべきだ︒ま

しいと蓄える︒

▽緊急医療体制の確立

まず初期応動体網として︑救命

体制の確立が必要だ︒

まず第一に現地の段階で緊慈医療

旗えて放射線事業所の特異性から

災害︑傷病は当然発生しうるし︑

発電所でも一般事業所と同種類の

原子力

な教奮を十二分に実施するには難

のチームワークを保つために必要

については現在の鰐成人数で薗内

分か冤駕す必要があろう︒臨構成

が新しい要件に対応できるのに十

つけるためには︑現編成構成内容

させ実効性のある安全確保に結び

訓練・教脅と実業務を円滑に幕臣

が増えることが予想される︒この

ど従来よりも運転監視業務外要件

の訓練︑当署長の資格認定訓練な

の運転毅の業務は資質向上のため

今後

を明確にし国民△口意形成をより積

る︒今後︑国は公開の基準と方法

務の法的根拠が不明確であると判

た︑薯故晴苅応と業務監萱を明確

入は餓が事故時対癒について従来

▽運転員の教育訓練体制

早藤を契機に地域住民はもとより

断するが社会的な不安感を除訂す

▽常駐検査富制度TMI鵠故置し情報ネットワークを作るとと

ユーザー倉同による委員会等を設

新制度を導入すべきだ︒

われわれは本

能力を維持するため︑数無鍔の更

▽運転員の資格

の改定にあたっては︑一塩性を持 来的には来園の様なライセンスは

を避ける様にすべきだ︒また︑そ

・

極的に得るべく公開制度を作るべ

るための一方策としては理解でき

TM工事故発生以来原子 故の予防措置および事故発生蒔の
防災対策にあたり国の代表として

安全礁擬対榮に反映させるべき五

格な描置をとることにあるならそ

十二項目の改藩策は︑安全性の向

に切り離すべきと考える︒

か︑また阜急に実施できるものか

体制を見慮した結果の改憩描置と

また・われわれはこの制度の導

など現時点では疑問が残ってい

まない本制度が近い将来不要にな

受けとめるが︑十分な行政になじ

時に︑公文されるものだ︒この体

備と機能がいかに整っているかで

処置や癒急処置を講ずるための設

系のなかで法令︑告示等は改訂手
続きに時間を要し捜術の進歩に対

ある︒このため想定事故例を検討

制の強化を

月歩で変わる各種データ等につい

従事者の教育・訓練等が計画約に

してマニュアル化しておくことや

し︑対応しにくい薗があり︑躍進

ては臼本電気協会規程等の民間纂

からも強く反省が求められている

安定供給を社会的責務とする立場

あり︑このことは民話墓穴の必要

の数値が盛り込まれていく傾周に

しかし︑最近は技術基準に多く

要がある︒第三には︑万一の放射

れ体制についても契約しておく必

最近の原子力

準にゆだねる方向で策定されてき

と考える︒この事故例を教訓とし

第二に地域の支援病院への受入

われわれは国民合意を考えると

▽品質保証体制

その原園が不十分な傑守体制に

発電設備の故障を分析してみると

たと理解している︒

実施されていなければならない︒

あるといえる︒電力エネルギーの

民間への要盟

品質保証体

ることを期待する︒

が庄目しているところであり・原
子力安金委員会の雲影を問われる

る︒この険討課題については国民

この改諺策がいかに興現される

上に実効性のあるものと蕩える︒

第二次報告轡に示されたわが国の

ってきたが事故調蕉特別委墨会の 地方自治体なり塵菜界を塾則︑適

力安金委員会は種々の対応策をと

き窪項

る︒しかし︑この制度の三門が事

る関心が強くなってきている︒こ

また・地方自治体は相談機関を設

▽安全確保対策に反映させるべ

きだ︒

主として地域住民を対象に放射性

のような重要な世論の流れに苅し

国民全体の放射能︑放射線に対す

って︑関謹個所について岡時に行 なじみにくいと考えている︒しか

低減化への

努力が急務
被曝対策

▽運転訓練施設の充実と総合保 物質の放出実績箸を地方自業体の

守訓練施設の設躍本来被ばく管 燐報ネットワークにより公表し︑
理は︑年間五レム以下にすべき事 正しい理解を求める必要がある︒

はいうまでもないが︑保守僅業に

置し・窟期的に地域医療施設の医

くという王C鼠Pの勧籔︑すなわ 者による懸造をするなど放射能・

が必要だ︒

▽データの公表

なかで原子力発電に関する情報は

ーへの国民の慧識が高まっている

代替エネルギ

放き
射線に対する不安に応える搭置 課題てもあると奪える︒したがっ
ち十分なALA8Aが図られて
たか︑また被ばく低減のための三
二を十分受けているのか︑データ

る︒

からみる隈り疑問があるといえ

ニュース性の小さなものがあまり

なるのはやむをえないとしても︑

ュース性のあるものが情報の主と

いえる︒マスコミリード型ではニ

また︑国はALARAの貝硯マ
化スコミリード型のものであると
方法を示し強く撮郵するとともに
被ばく低減策を奨励する興休的な

搭置をとることを求めたい︒現在

国が進めている軽水炉の改訂・

き智能な隈り設計運転に関する情

に公開されていないと薯える︒
被ばく低減化効能は期待できると

標準化の脂標達成ができた場禽︑

しても︑現育設備の運転保守は当

応策として発電設備の改農はもと

あるいは新聞紙上で問題が提起さ

きだと考える︒現段階は国会論議

報を公開し不要な誤解をなくすべ

至るまで蜜盒運転を保証すべく体

を含め工事計画から作業の終了に

画質保認体制を冤直し︑露髄管理

とともに民間幕準のあり方を含め

め産業界は儒頼の圓復に努力する

たがって︑この様な傾向を正すた

性を無視したものともいえる︒し

いて産業側は国と協力をして確立

奪門病院の受入れ体制や移送につ

る場品等を蕩署して中央レベルで

線障害の発生や発生のおそれのあ

希望者は英和履歴書を送付するかTELして下さい。

三面所報の通り三労連原論力問題研究会議は二十四臼︑﹁当面する原子力発電の安全確保につい

証・被鰻低減等ハート・ソフト両

るためには︑人華は拝任が望まし

故の例からも解るように緊急時の

る︒さらに不要な動揺と癒茜飛語

より︑各産業轡別で行っている模

制を整えることが必要だ︒

勤務地・東京

ての提言﹂をとりまとめた︒提語は門長期的に安定したエネルギーを確保するために原子力発眠は

鏡実的な選択﹂との基本的な考え方をあきらかにしたあと︑孚M工第二次報告書の五十二項霞の改
羨策について﹁安金性の向上に実効性のあるものと霧える﹂と指摘︑﹁この改善策を早急に実施に

﹁
安全審蓉に対応するための行政官

の点でまだ十分とは欝いがたいと

庁組織および争務局は︑人数︑質

し︑現状では運転保守管理および

て︑繕え間ない上盒性の向上をは

ることであると心える︒したがっ

かるとの立場で︑現在までに明ら

面から十分な安全確保対策を講ず

移すための現実的な計画を作成し異体策を講ずべきだ漏と強調している︒以下概要を紹介する︒

安全審査の
法的裏付けを
国への翼蜷−

委員会の第二次報酬︑ケメニー委
く︑そのため入襲登用のあり方の

・

原子力安全委員会︑資源エネルギ

員会報告およびわが圏の現状を踏
見直しを行うとともに落間からの

考える︒

ー庁などが︑原子力発電所の安全

まえ・ここに提書としてまとめた
人材登用︑人材の畏購安定化をは

わが国のTMI対応についてはかになった事故事象と評価︑とく

性をより高めるため︑数々の設

ものである︒

避難する事態が生じた場台は︑こ

情報伝達がいかに重要であるかは

際し︑整理的に達成できる限り低

官民の全力態勢︑いまこそ

﹁52項目﹂の実現急げ

づけ現在︑原子力発電駈の設置

▽安全審査指針等の法的な位置

きだと考える︒

かるなど︑英断をもって対処すべ

計・安全管理上の対応策を講じて
り

きたが※国 の 各 掻 調 査 委 員 会 再 論

芋力安全委員会の孚麗工事故への

原

対応は︑薯実関係の撃握能力不足

▽行政機能の充実について

いい切れず・わが国独自の運転形

に左右され る 傾 向 が な か っ た と は

態を前提と し た 叢 体 的 な 険 討 が 十
があったことは盃めないが︑より
安全を堅持するとの立場から大飯

分なされたとは醤いがたい︒

エネルギ ー 資 源 に 乏 し い わ が 国

態度は評価したい︒

発電所の雪止勧告で示した慎重な

また︑同委員会の重要出山であ

にとって︑長期的に安定したエネ

国家的課題 で あ り ︑ そ の 手 段 と し
る安全審蓋については︑第二次公

ルギーを確保することは︑鷹民的︑

てわれわれは︑当爾原子力発露は

であり︑ダブルチェック機能につ
建暦をめぐる行政訴訟において設

開ヒアリングが開催されたばかり

いては今後︑十分機能を発揮し︑

計捲針の法的位置づけが論争とな

来は︑建設設計チェックと運転維
持を重点にしていたが︑今後は・
その讃務を渠たすことを期待する

さを浮きぼりにしている︒

り・審蛮勇任と志まって︑不明確

現実的な選 択 で あ る と 薯 え る ︒ 従

還転保守重視の時代に入ったとい

ついては︑通産省および原子力安

産業界は・これらの指針に従っ

ものである︒一方︑原子力行政に

全委員会はそれぞれ役割︑任務を

える︒

その状況 に お い て 今 後 ︑ 原 子 力
発電にとって璽要なのは︑品質保

の避難に伴う補償を行うべきだと

いうまでもない︒

この娠達方法を常に広報し痔透

著える︒その制度として原子力損
憲賠償法が適当か︑また実損の解

える︒そのために︑常にその方法

させることが最も二二であると蕩

を防止するためプレスセンターを

れ︑長給の問題意識が先行したな

しておかなければならない︒また

擬訓練設備等による保守の訓練を

地籍と中央レベルの尊門医の育成

に働きかけるべきだ︒

と充実についても岡と地方麟治体

5
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具体的な基

準を明確に
防災

務営業の放棄による損失など米国

釈と避難のための支出︑さらに業

が解るように地域広報活動を行う

中央防災対

の実例をも参考に早急に検討すべ

必要がある︒また︑〜般公報につ

▽防災基華の設定

策会議の対策のなかには避難墓
きだ︒

きによる実際使用不司能な体制で

設置し︑正確な情報を提供するこ

発電設備︑機器箸の設

のあり方

▽社内自主監査機能の強化と自

それらの位置づけを明確にすべき

かで少しずつデータが発裏される

主点検のルール化より締重を期

だ︒

という後追い︑弁明方式であると

の認早強は法︑粛殺等に適舎した

計蟹僅は最新の捜術で行われ︑そ

TMI大いに謙譲を求めるところであ

いえる︒この事に対しわれわれも

▽日本電気協会規程等民間塞撫
べきだ︒

表と放射線相談窒の設麗

▽放射性物質の放出実績等の公

定理的に実旛できる旛設を設置す

一般に提供するのは姻難と考え 分続くものであり︑現実的な対

う特殊事態のなかで正確な野蚕を

いては従来の体制では緊急時とい

雌︑貝体的避難方法など重要な事

存の災害対策星本法に基づく防災

既

計画は形式のみである︒実質的な

▽実質的な防災劃練の翼施

ク化する恐れのある状態のなかで

地域錘の定期訓練を実緬し︑鋳つ

項が欠けている︒全体的にパニッ

にするためには︑これらの篁華が

璽要で不可欠のものであり早急に

ない事を確認しておくことが翼の

ンターの設置を遡課すべきだ︒

上の学歴を有し、核設計、解析

饗東京技術翻訳センター

における電算機使用経験者で

匝

英語堪能な方。

品質と実績で知られる

資

種・炉心解析エンジニァー
格・原子力工学又は関連学部卒以

職

正確にかつ怖く判断︑行動を司能

定め︑万全な防災体制とするべき

TMI事

って︑防災体制のなかにプレスセ

とは国家的責務と響える︒したが

▽緊急時の置引活鋤

指螺すべきだ︒

は実質的な訓練実施要領を作成し

地域防災体制であると考える︒国

▽避難に係わる損警の補償措鐙

だ︒

万が一︑原子力発電所の薯故に

より避難勧告に基づき地域住民が

G．E．原子力事業部二本支社では

原子力の翻訳は専門家のいる当社へ

下記の人材を求めています。
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一 三 趣︷

今後の安 全 審 査 に 反 険
霧海誤操作防止に重点
そのなかで①については︑加圧

にしている︒

から安金婁に答申のあった﹁﹃わが團の鎗金確保鮒策に反映させるべき購項﹄に対する考え方駄を受

原子力安全倭員会︵吹田徳雄委員長︶は︑兜月二十六日に原子炉安全墓準専門部余︵大山彰部象長︶

け︑六田の臨階会議で︑その内容を今後の安金慰蓋にとり入れることを決めた︒十四項墜から威る基
は︑通常運転時ばかりでなく︑運

器逃し弁︑加圧器ヒ⁝ターなど

転購の異常な過渡変化購︑嘆山隠

本方針は︑墓準関係で九項欝︑設灘関係で一漬闘︑遡転管理腿係で蕊項闘︒※τMI原発贋故をふ酬
えた今圃の基本方針であるだけに︑設謝にあたっての全体の球脚としては︑誤操作防止対策に麩点が

・

る﹂が︑昨薙五月に締糖された

ぞれ︑賞全霧査に反映すべき摘到

び切換操作の三項圏をあげ︑それ

通産省は四月三十一温︑原子力

川内二号ダブル
チェック審査へ

をあきらかにしている︒

﹁澱来エネルギー研究開発協定に

塁つく分野は除く﹂とされてい

この非エネルギー公野の協力と

る︒

これら共圃謝画の実耀︑各櫨

燃料集合体受け

装置がトラブル

御窯の制御盤は︑通常運転隠︑運

そのなかで︑②については︑制

作劇不農となった︒このため・動

簗禽体の端宋部を受けとる装躍が

は・駆動部の五絃極の固定ボルト

おしすすめるわが国として︑きわ

めコーディネーター窯を︑また︑

遵絡・調整篤の円滑化をはかるた
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火軍酋獺とカーター大統領

科学技術協定
に署名︑発効
・

して嶺面︑宇瞬︑基礎的研究︑傑

㎜賑︑ワシントンで

闘米科学狡術研究開発協力協定

安金委員会に対して︑九州磁力・
起源計画︑高性能機器を便用した

健︑農業の各分野で︑プラズマの

する安全監のダブルチェックを諮

川内原子力三輪所一一号炉増設に関

シントンで大磯総理大駆とカ；タ

中性挙散乱︑バイオマスなど二十

が五月一日︵日本野間二田︶︑ワ

ー大統領により罵名︑闘籔発効し

会含︑携報の交換等の円滑な実

軽した︒

三のプロジェクトについて協力が

は平和懸軍のために︑単箸および

施のため︑禽岡委員会が設けられ

行われる︒

楊互利議の原則に棊づき︑相互に

この協楚によると︑門満圏政府

た︒

禽葱される分野における科学技術

東海再処理施設

せん断作業をはじめた鋤力炉・核

四月＋七田から使用済み燃差の
おける放射線および放射性物質の

で六醸︑せん断作業終了後︑蝿料

燃繕開発購業団の東海再処瑚施設

る︒

潔の指示が︑測定範懸を超えてい

測定②運転員の誤操作防止対策の

研究開発の協力活動を発展させ

たという襲実をふまえ︑②では︑

なものについては﹁記録および銀

漏であること﹂とし︑さらに必要

燃では︑作業を中止した︒

がはずれたためと判明した︒この

めて蚤蟄な懲義をもつ﹂と述べ︑

原産盆員︑地方維織︑関連麓鍬な

三鷹部

する蝿込み︒
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原産事務局
の人事異勤
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二項簸をあげている︒

ること﹂と明認し︑系統や機器の

能が︑的確に発揮し得る設議であ

転階の異常な過渡変化および聯謹

門予想憂欝範囲内で藍視し響る設

よび単〜故陳②翻転聴の異籍な過

響が司政であるよう配慮するこ

直に対して運転員の配躍︑遡三軍

においても︑門期待されている機

および機器④緊懲時ゆ央司令所⑤

渡変化および解析条件︑そしてE 璽要度に㌫じた明確な鷹分の配慮

と扁と規定している︒

︹4面に内窓配講M

今幽の原子炉安金墓準騨門部金

司燃性ガス濃展制彿系⑥制御璽

CCS安金評価揺劃と︑九項黛ををうたっている︒

おかれた形となっている︒

の笛串は︑昨年の九月十三日︑米
の六項圏を︑また安定評価指針と

の果たす臆説などを蕩慮して︑そ

も書庫前から︑移行へ向けての鵬

ため︑動燃としては︑セル内で除

備をすすめることが必腰だ漏と述

れらの運転操作が円渦に遂行でき

体的にはどの雀庁の所籔する機関

隠における一次冷却材ポンプの作

業に入った︒せん断作業溝開まで
隔離に対する運罵②ECCS作働

染・保守などの膨復をはかるた
をさすのか﹂と麗したのに対し長

べ︑初めて︑五十八庫轡までには

るよう配懸した設計であること︑

田畏窟は︑昨矩十一一月に行われた

翼体的な作業に着手することをあ

め︑避隔操作で装置を分解する作

行政改輔のための閣議決定をふま

ては︑﹁これ議での箏業國の課題

きらかにした︒象た︑入材につい

運転蟹理濁係では①格納容糖の

え﹁科学技術庁の所蟹する原子力

こたえた︒

は紙蟻蕎の標胴に共演したい﹂と

を克服するためにも︑粟矩度から

機関である﹂とこたえた︒

と規定している︒

これまでの調査で︑故陣康磯

国原挙力発磁滋藤故調戯特別委員

船開発事業踊法の改蕉案﹂の豊春

一方︑設計主流では①事故時に

あげ︑その具体的施籔をあきらか

連休のため密然休会中だった国

また︑TM茎事故で︑炉心温度

して①ヒューマン・クレジットお

会は︑休みあけの七重から本格醜

醸麟統合問題めぐり論議

原船団法の審議再開

会︵村霊進婁員長︶が︑わが國の
安全確保対策に反映させるべき雛
項として指摘した五十二項霞の改

転情理についての十四項厨に︑さ

魑項目をふまえ︑基準・設計・運

らに横討を加えたもの︒

全設計審査指針および関鍵技術棊

筈串によると︑基準関係では安

鵡として①安金上唖要な系統およ

が再開され︑六名の覆員が質問に

メドを質したのに対し︑石穫科技

また・岡氏が︑続愈に向けての
そのなかで︑木内遅明氏︵公︶

庁原子力局長は﹁受け入れ機闘
のことも薔慮すると︑すくなくと

は︑﹁統軸先は︑原子力関係機閲

立った︒

な審議に入った︒

振興対策特別婁卸金では門原峯力

この田ひらかれた衆・科学技術

び機器の分類②原子炉計測制御系
およびプロセス計瀾制御系の侶頼

性③鱗故購に必要とされる系統

とだけしか明認していないが︑翼

いた畏田長宮は︑瀬川理繋累をは

東海の

腋設の気門を強調し

になった︒このため︑四月二十四
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どに関する業務を充実するため溺
りーチング麗設などを視察︑糠当

縮パイロットプラント︑ヒ1プ︒

癌からの説明を熱心に暴き入っ

曲動を行った︒
童な人箏発令は次の通り︒

原子力獲傘研究協会は︑五月︼

する津蜘鵬域振興協議会の三鵬摩
男捌艦長︵加茂町長︶が︑﹁樗来

職務燭長

田から困課一室鯛に機構を欄新し

摂と︑地元︑一南十照町村で構威

パイロット・プラントにつづく原

総務部

塞長

部長補佐石川治郎︑部付調董役荒

このあとの記欝欝漿で長田長篇

た︒

は︑視樂の随象として﹁三＋二丁

型プラントの建設が予簸されてい

井仁▽コーディネーター室

原安協︑機構
から三十五難まで︑中覆郵政周長

るが・鷲ひ岡陶域に漏と︑誘致の

を︻部改革
をしていたわたしにとって︑遜時

陳構を行った︒

麟分郷男

て訪れることができたことは感慨

新体制は︑縄長︵飯翻了︶︑次

た︒

誤

課長徳鬼康彦︑課擾補佐水野
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のような規横で行うかは︑まだ煮

鷺成を発欝した︒
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鱒傭兼鵬︶︑調整課長︵渡貫憲

また︑核燃料サイクル上におけ

長︵粕川博信︶︑総携課長︵粘測
るパイロット︒プラントの位躍づ

務婁鑓金

A企繭課長︵潮島忠邦︶︑研
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向は︑じゅうぶんに綱にとどめて
作型をすすめたい﹂とこたえた︒

けについては︑門たとえ灘は少な

いうことは︑原子力の闘霊開発を

くとも︑濃縮できる施設があると

料醐発難業団︵融川一男理惣長︶

午前十一貼すぎ︑岡箏業燐に用

の入形鯨罷業所を視回した︒
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町地裁判決

@慰優鯵N肉◎齢嬢闘
米国カリフォルニア州ロサンゼルスの連邦地方裁判藤は四月二十建議︑﹁州には原子力発電筋を規

るため︑あらゆる電源の開発が必
要な時に原子力発電が有力なオプ
ションとして復忙したことは講ば
しい﹂謡の声明を発表したが︑原

米国下院婁鼠会て採決

を可決した︒また︑科学技術委員

するクラレンス・ブラウン修正輿

全評価報告書の中で︑クラス9事

炉について︑環境影響隔明諮と安

一方︑NRCの八Q年度予算に

めている︒

会も︑DOEに︑研究等の黛的で故とその影響を評価することを求

CRBR計画は続行

バーンウェル再処理・貯蔵施設を

関連して︑上下爾院協議芸は︑緊

便周するため︑アライド・ジェネ

慧時計魎間題で會意に達した︒当

AF賦貯蔵は進展へ

と交渉を開始するようム恥じる修正

ラル︒ニュークリア・サービス社

子力計函を進めることについては

※園下院では︑エネルギー雀

降は州および地方の緊急時計画が

初の上院案は︑八○奪六月一日以

①新規原発の運転を認めない②既

蕪RCの承認を受けていない場合

原子力許認司手続選への介入轡

のは︑巡團控訴院と巖高裁で事終

案を採択した︒

慎重な態度をとっている︒という

︵NRC︶の一九八一茸慶予算審
実施経費としてNRCは八一年度 以上のようにこれまでの下院の

︵DOE︶と原子力規制委員会に資金援助するための試験的計画

委理会での採決結果は︑原子力産

﹁康子力ゴー﹂にならないだめ︒

的な判決が下りるまで︑完金な

議で︑クリンチリバー遡殖炉︵C

に五十万がの予算を要求している

最終判決には三〜四年かかる覧通

ているが︑内務・脇しょ問題委員

業界にとって好意的なものとなっ

設原発は運転を停止させる︑とい

会は︑介入蓄援助予算削除修正案

RBR︶の建設計懸続行を認めるが︑下院の内務・島しょ問題委員
など大きな進展をみせた︒

しだ︒

にからめて︑エドワード・マーキ

はそのような規定は禽まれていな

︵ジェームズ・ションソン議員提 会では︑NRCの八︸葎慶予算案う厳しい内容だったが︑下院案に

業を再開した︒変籏器は取薔えら

なっているが︑緊急圏家発鴎機の

電で供給が続けられるシステムに

りまく配電網は緊急時にも自家発

ため︑火災のため主および緊急両

畷

︑

えてくるとどうしても

過大になって申圧電力

供給旛設が翻要に癒じ

変圧器は過熱しない

切れなくなっている︒

よう毎週切り替えてい

@懸鞭たが・鍵では毎昌

り替えている︒それて

もピーク時には過熱が

みられる︒ショートは

そのため超こったもの

で︑現在の電力供給挙

設ではどうしても不十

を納めております。

豪ず科学技術釜員会は︑ハワー

分︑変電所の九＋KV変圧器二台 影響は一切なかったと強調し︑す

増強された︒

れ︑主および緊慧電力供給施設は

︵民壁労運︶は︑火災が発生した

回路とも鱒用不能になったと指摘

灘

E轟

顧

︵写翼は四月十五日

分だと主張している︒

に火災泰故のあったラ

アーグ再処理工場︶

ノチ、ボ

制する権限はない﹂として︑①カリフォルニア州の原子力蕪法は違懸②発電所立地法︵ウォーレン・

エレクトリック︵PG＆E︶社とサザン・カリフォルニア・エジソン︵SCE︶社が一昨隼カリフォ

ー議農が﹁クラス9事故﹂修正薬 かった︒モリス・ユダール議員と

た妥協案では︑既設原発に関する

ジョン・ディンゲル議員が作成し

計理廃止修正案を盃決し︑CRB 使用済み燃料の原子炉敷地外貯

外商務委員会は︑DOEにA予
F想
Rされる︒マーキー修正案は︑

8建設計醸継続のため一億五千五 蔵︵AFR︶に関して︑州際・対を提賦しており︑白熱した議論が

ド・ウォルペ議員提出のCRBR
出︶を可決した︒

した︒

べての保謳システムが順調に作動

＝＝覧＝

条項が取り除かれている︒

葎万がの予算をつけることを承認

すべての運転中および新規の原子

施設買収交渉を始める権限を付与

したと発表した︒ことに通風装鍛

＝曙覧且≡＝暫馬﹄；魑︻暫覧舞＝噌＝匡刃≡＝猶＝嘗■響︼＝コ一﹃覧毒卿≡隠﹃L毒

のうち一台がショート︑変圧器が
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火を噴き変電所が火事になった︒

ときに宰いにして溶解中の照射済

申圧電力羅要は配電網が少分の再

しているQそしていずれにしても

この事故に対して︑CFDT
始動スイッチが発電レベルにある
か︑また一部施設の除染・排水が

み燃料がなかったので大事に套ら

一部建物が汚染していないかどう

必要かどうかも検査した︒一方︑

テムの不備を掴摘して運転再開に

ないですんだとし︑電力供給シス

が数時間停止しだことによって︑

にとりかかり︑緊慧露光の供給を

電力供給再開と贈強工事も進めら

このため︑工場への中圧露力の

はかった︒その精翅︑四十五分後

れた︒これら作業が完了し︑中央

供給が止まったので︑醸ちに修理

には核分裂物質冷却緬設への懸力

処理を行うよう設計されているた
供給を再開し︑二時間後には他の

第七条にも﹁その発展を妨げな

るパブリック・サ⁝ビス・エレク

C︶は︑ニュージャージー州にあ

レム原子力発電所二号機︵否十一

トリック・アンド・ガス社のサー

と五％までの低出力運転を認司し

万五千KW︑PWR︶の燃料装荷

スリーマイルアイランド原発製

た︒

フシセイコーは永年金融機関に対し、金庫室

アルキスト法︶の原子力規制条項は無効ーーの判決を言い渡した︒パシフィック︒ガス・アンド・

ルニア州を楓手取って訴えていたもので︑州は判決を不服として︑近く控訴する見込みだ︒
は︑廃棄物処分法を畳む原子力三

ンシスコの第九回巡回控訴院に控

い﹂と特にうたわれている︒核

＆象
鯵験
サーレムニ号低

故以来︑︵低出力︶運転認可が出

スリーブ、ライニニ

放射線遮蔽扉、スリーフ類、及びP．P．システム

法全部が違懸と裁定している︒

邦面壁︵翼体的にはNRC︶の原ける権利を有する︒ロサンゼルス

訴する意慾を明らかにしている︒

ず聞違いあるま

保有への欲求はしばしば非傑有

一NFC旺後︑初の試金石⁝

南米における今後の展開を兇守

出力運転認可

まいりました。

姻は近く控訴へ

地裁の判決は州の権利を踏みにじ

昨卑︑サンディエゴ地裁はパシ

い︒薩独は積極

最初の試金石と
定の交渉が進んでいる︒当颪の

みこんでいくべきだという基本

るべきであろう︒

ニ辱に次いで三番霞︒

たのはセコイヤ一調︑ノースアナ

防水扉、遮

ハ

今、こうした経験を生かし、原子力の各施設に

カリフォルニア州は︑エドムン

力茂対派として菊名︒州エネルギ

ド・ブラウン知遡自身が大の原子

ー委員会のエミリオ・バラニニ委

された民闘による原芋力発電所開

員は︑門辮民の健康と安全を保護

中で︑門州法は︑原子力法に明示

の遂行を妨げている﹂︑﹁州法

発を促濫するとの遡邦識会の目的

カリフォルニア州の原子力三法

藍前に成立したもので︑①廃棄物

するため︑州は合理的な規則を設

は︑一九七六葎六月の住民投票の

処分方法確 立 ま で 新 規 の 原 発 建 設
は︑原子力法で規定されている運

禁ずる③地下立地の司能性を調査
子力規制慶先権隈に矛盾する﹂と
るものだ﹂と主張︑近くサンフラ

を認めない②再処理施設の建設を

するーーが 轡 子 で ︑ 蜜 実 上 の 原 子
指摘︒

フィック・りーガル・ファウンデ

的な技術移転政

縁の安全保隔問題から生まれて

して注農されていた︒

PTの精神を発展させる有力な

カ市場における両国の山嵐競翁

態慶だが︑葬加盟の両国の生張

条約︵聾PT︶に葬加盟国を包 方膚のひとつにほかならない︒

至上主義には反対で︑核不拡散

的に限る︑︵2︶トラテロルコ 拙准の約束だろう︒アルゼンチ

ルゼンチンのC・マデーロ大統 と中南米風構をよくつかんで︑

もすでに︾想されているが︑ア

難

原子力施設安全本部︵SCS反
I対を表明︒CFDTは︑工場を取め︑鍛近のように処理トン数が憎
N︶の審葦を受け︑藤晴運転再開

十二臼午後十時三十分︑再処理作
■

策で両魍の心をとらえ︑その上

いるが︑安金保障と核拡散の両
報道によると︑今回のセーフ

っている︒とくに関心を引くの ようというもの︒将来は協力範

ンは岡条約にすでに署名してい

米国N飛C
米国原子力規制委員会︵聾R

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。

）5902G

憂塗へ⑳薩跡獄鋸

霞継圏圏臨・魍

聞
力モラトリアム法︒一九七四奪成

は︑原発立地の規制機関として州

門パリ松本駐在鋤︶フランスC センシブルな半影全般に羅力供給

く霞力系統のもので放射能による

認可をえたので︑工場は四月二
COGεMAは︑この囁故はの全

OGEMA︵原子力庁一〇〇を％
再開できた︒
で︑四月十五β午蔚八時三十五

訂
ら非筋盟国とのセーフガーズ協

アルゼンチンは二号炉座札考

ブラジルの中繭米市場独占の難
両国の相互不儀がこのユニーク

て﹁市場の平衡﹂を実現すれば

のカナダ︑研究戦馬燃料の濃縮

察の方法について鰯際原子力機

︵4︶アトーチャニ讐炉と同型 アルゼンチンがもし批准にふみ

よいときわめて柔軟だ︒両国が

定にともかく成功した︒

切れば︑中郷※葬核化の大きな

を現に進めている米国とも密接

曲が報道されても︑競争を通じ

のすべての炉にも國際査察を受

前進だが︑アルゼンチンの約束

和利用を競争的に主饗すること

口を覧出せなかった︒

アルゼンチンとの間に妥協の糸

慶引き下げ︵九三％←二〇％︶

け入れるなど︑将来に潮けての

の背蟹には︑最近のアルゼンチ

な闘係がある︒しかし︑両国の

このような展開の背後に︑西

﹁非核地帯﹄の枠縄のなかで平

ければならない立場にある︒K 平租悪思を約束するという︒合

になれば︑中南※にとって原子

関︵IAEA︶に同意する︑な条約の実効監を薄めている︒

は︑﹁海外石摺依存度を減少させ

勝訴したPG＆E社とSCE
子社
会社︶のうアーグ寓処理工場

はすでに控訴中︶

︵サンディエゴ地裁判決について

立のウォーレン・アルキスト法

ーションが起こした訴訟で︑門カ

違憲﹂との判決を繊しているが︑

エネルギー資源自存開発委員会の

今園のロサンゼルス地裁の判決

リフォルニア州の廃野物処分法は

ロサンゼルス遼邦地裁のマニュ

設羅を決めたもの︒

エル︒リアル判攣は︑覇決理由の

鯉︑夢
アルゼンチンが昨秋西独クラ

ンーブラジル関係の改蕾がある

全領域セーフガーズ路線では︑

競在繭国間では原子力協力協

フトベルク・ユニオン︵KW WUの受注成功は西独側の譲歩 意の内容は関係の深い米国︑カ

力利用の理想的な形になる︒

アルゼンチンの約束︵1︶は

独の蕾心の誘導

で両国関係の改諺と独自のセ！

方を同時解決しようというのが

非核地帯については︑NPT

フガーズ政策を推進したよう

非核地帯であり︑その葱味でN

があることはま

ない︒しかし︵3︶︑︵4︶が異 協力内容はブラジルが圧力容器

平和核爆発の権利放棄を意味し

と蒸気発生器を︑アルゼンチン

だ︒西独は頑ななセーフガーズ

アルゼンチンの選択；：：

ガーズーの結累と取沙汰される

と兇られる︒

唇炉︵圖国三弩炉︶は︑その後
なかで︑両国が
どんな醗終合悪

行されれば︑実質的に全領域セ

がジルカロイ管を相互に供給し

を冤るかが了

ガーズはあくまで﹁ご弩炉﹂だ

ーフガーズに近づく可能性をも

NFCE後﹂の

けに限定されるが︑アルゼンチ

ンは西独との交換覚櫨のなか

るが︑隣国のブラジルが品名し

︵K・紙︶

条約︵門ラテン︒アメリカにお

トラテロルコ条約も擾用しなが

ける核異議の禁出に関する条

讃は対ブラジル協力に熱心で︑

各種放射線蛙
各 種 気

扉とセキュリティ・システムを開発・納入して

匪

■

藍7自一藝

鋼

魍儒

階＝

鰯

＝鵠

器 翼関

需

写

O

撃

●

照島

一週間後には運転再開

ないため批准を延ばしており︑

藁

変圧器ショートで火事：

約一︶を批准する︑︵3︶園際葦

聴

高

力

原
（116）

U︶に発注したアトーチャニ ⁝門二辱炉だけ﹂の部分セ1フ ナダにも知らされだようだ︒

両国欧瘤閤のセーフガーズ交渉
が難航していたが︑ようやく合

悪が成立し協定の運びとな っ

アルゼンチンは隣国のブラジ

た︒

ルとともに︑全領域セーフガー
ズには反対の態鹿で・平租核爆
発の舗限やセーフガーズ条件の
変更・追加は受け入れられない

ll田1
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E
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で︑︵1︶原子羅利潮は平和罠 は︑︵2︶のトラテロルコ条約 囲が拡大され︑ラテン・アメリ
︵王蕪FCE︶の堀で も 議 明 し

と︑国際核燃料サイクル 評 価

ている◎一方の西独はロンドン
供給国会議のメンバー国で︑輸
出舗限の申し撫せに拘束されて
おり︑アルゼンチンを説得しな

シ・

「

ラアーク再処理工場

@
@
@
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新
産

子
昭和55年5月8巴

十

業

ポジトロン￠囎薄霧
鰹瑚繊細診断に威力を発揮
微小な脳内晦流異常や初期の脳卒中︑脳腫郷などの病気の診断を糖密かつ迅遼に行う愁殺的な装
羅﹁頭部用ポジトロンCT︵コンピュ；ター断厨撮影︶綾麗﹂が︑科学技術庁・放射線医学総含研究

日︑詑蕎団に初公開された︒ポジトロンを利用したCτ装醗の開発に成功したのはこれがわが国で初

所︵熊取敏之所長︶と差立メヂィコ社︵甲本幸興社長︶で共周開発され︑その試作装羅が早月三十

めて︒世界的には例があるものの︑この装麗はこれまでのものに比べて解縫子が極めて高いのが特
色︒放医研では今後この装躍を用いて診断研究に移り︑これまで困難とされていた脳の機能診断に薪

局面を 開 い て い く 翫 画 だ Q

ンモニア注射液は・寒釣流蟹の大
小により脳繕織への厳り込みが変
化し︑画像上では脳甑流星の多い

低線量評価など
に一億六千万円
55年度平瀦黙劇婁駈費

︵置本アイソトープ協会︑八百三

円︶⑪短薄命RI標識化舎物製造

RIの飛散率に魅する試験研究 試験研究︵慶大︑八酉四十一一万

段九十二万六千円︶⑩がん細胞に

会︑一千八百八十四万六千円︶◎

する試験研究︵B本造船研究協

○その他、特殊機器設計製作

件︑前暫は四千七颪山岨十一万六千

対する放射線爆感剤開発に関する

み︒

緊懲鷲の放送システムとして

一石二鳥

濫用できるほか︑宮霊放送の地域

のスピーカーでうけ︑

臼に郵政雀蟷波籔理蜀の許可をう

をねらおうとするもの︒二月十八

テレビづくりを指解することによ

顯産鶴資源エネルギー庁は目

エネ庁が発嚢

大飯二号のピン
は当面問題ない

くりをめざす︒

って︑魅力あるコミュニティーづ

け︑本格了解に入っていた︒原発

ステムは今國が傘国で初めてのケ

黎故階を想定したこの種の放送シ

ース︒

五月一賦に全システムが完成し
スイッチ・オン︒賦役囑と三曲の
間が薩糖され︑猿橋鐡一大飯町畏

放送された︒システムとしてはす

らのあいさつがビデオ顧像で特鋼

陰︑関西電力・大飯原早力発電所

溶液中に漫潔し︑ひび製れの加速

○サンプリングフード

ピンについては︑フランスのフォ

繍蟻

雛 驚

一号機の制御榛クラスタ欄内蟹の

が司能

地滅テレビ放送

食齢れに関して︑現筏行っている

支持ピンリーフ部における応力腐

だが︑醤縄製作技術︑許認可の闘

ぐにも

に限定する晃込み︒

試験を行ったところ︑応力拡大係

ルX一七五〇を水酸化ナトリウム

支持どンの材料であるインコネ

試験について発表した◎

鶏などから︑当薗は膏の放送のみ

萄線放送では︑環在︑朝︑畳︑
夜と﹁町のお知らせ﹂﹁齪協ニュ

いるが︑万一瓢故となると

数がある欄以上においては︑ひび

ース漏など普遜の番線が流されて

放送システムルに皐がわり︑茶の

割れ進展速慶はほぼ一定であるこ

緊急

間に﹁學く︑正確な偶報﹂がとび

ントネ・オ・ローズ原子力中央研

現蕉運転中の大飯二弩機の支持

とが確認された︒

込んでくる仕網み︒

通産雀では原発立地地域振興対

業の促選に積極的にとりくむ方針

策の一環として有線テレビ放遜璽

凹凹

円︑後顧は三千三蕾三十∴ハ万二†

︵曝本製難所︑山ハ頁一万五千円︶

の自動化︑迅速化に関する研究

⑫核燃料施設馬高性能エアフィル

万匹手円︶⑤気依状放射性核穰の

タの安全性に関する試験研究︵田

円とつづき︑原子力開発利用の技

濃欝気体状トリチウム測定技術に

一千八薄八十四万六千円となって 会︑八否七十ご万五千円︶⑥中蕎

千円︶⑬顛両に醐載された核飼料

本窒気溺浄協婁︑一千三蕾三万二

測定と線騒騨価︵九州環麗蟹理協

関する研究︵アロカ︑七菅二十二

術予測に閲する試験研究は一件︑

いる︒以下︑研究項目︑受託暫︑

万七千円︶⑦低線懸放漿線の生物

科学技術庁は六臓︑昭和五十五
奪慶原子力平和利用研究婁託籔を

②⑥⑧⑩の四件は新規Q

婁託蟹交付額は次のとおり︒なお︑

それによると︑今四度の交付件

︵原芋継安全研究協会︑一千七百 試験研究︵三型金属︑二千四颪九

への影響評価に関する試験研究 輸送容鋸の衝撃特種騨緬に関する

発表した︒

①放銀線陣轡回復健進物質の試

p五十万円︒ちなみに昨庫塵は 験的研究︵大阪腐︑四落九十九万

数は十五件︑交億総額は一億六千

設に幽する改良保騨八勝の適用に

十二万三千円︶⑭大規模萬処理施
関する疫学駒研究︵放射線膨響研

ー︑九百六十六万一率円︶⑯原強

関する研究︵核物質管理センタ

七十七万五千円︶⑧低線騒影響に

素使耀樋設の安金談傑に関する研

究駈︑六落八十ご万︷千円︶⑨照

八千円︶②地醗蒔の放射性岡位売

試験研究項暴露にみると︑放射

究︵粟察都︑三齎一二十五万一千

十九件︑一懸九千七蔚万円︒

線擁審防止に関する試験研究が抜

射穂懸の遍伝学的安全性の研究

に関する試験研究︵原子力安全研

︵食錨薬磁安全センター︑一午八 力船の耐衝突構造の防護能力に関

円︶③被礫線懸三選のための環境

究協会︑九蕩七十四万六千円︶④

における放射性核織の分布と挙鋤

きん出て難く︑八件︑六ヂ六蕾六

で︑核燃料サイクルの確立と放射

じて︑萄線テレビシステムの概念

十七万七千円となっている︒次い

線利用の試験研究がそれぞれ三

設誹を作成︑そのビジョンをあき

る︒放医研では・今團の産調を便

な機能を明らかにするものといえ

般テレど璽波と同時に町役場など

い綿織は黒くなる︒このようにア

現在のCτ装躍はエックス線C爽13︑酸粟15︑スッ粟18などのス
よマス︵BGO︶といわれる蛍光
組繊は白くなり︑脳睡悪騒の少な

と期待されている︒

接請求は地方自治法の除外規定に

りの一助にしょうとする新しい試

受信ケーブル︒このケーブルに一

体を使用︑同時計数法という醗海
イソトープで標識した化野物の体

るとともに︑将来はさらに金身診

だ︒

として署犠運動關始に必要な﹁代

設にかかわっているか﹂などが大

あたるか扁﹁南はどこまで原発建
めたところ︑市は門原発建設は国

置は擾罫地裁が和解を勧告︑この

きな翁点となったが︑蝦蟹十二月

表暫証明轡﹂の交付を敦賀帯に求

敬義務であり地方宇治諏にはなじ

境傑全対策などの充興強化につと

として加える②帯は防災および環

会﹂を設躍し︑磯辺氏をメンバー

私的懇談会﹁原子力発装所懇談

和解の内容は①敦妻帯に市長の

の︒

たため︑臨終的な決魑となったも

ほど双方がこの和解案を受け入れ

まず︑地方慮治法の定める蔽接講
求の対象礁項にはあたらない﹂と
してこの請求を邊ぞけたのが印幡

の発端︒これに対し︑磯辺氏は
﹁代表蓄蓋明猫の交付拒哲は地方

法治法器反﹂として鷺±一蕉三月
に福舛地鍼に行政訴訟を起こして
いた︒

める③磯辺氏は提訴をとり下げる
ーーというのが三水柱︒これによ
り︑わが圏初といわれた門原発建
設を住民に間う﹂条例制定間題は
﹁箭属の意兜を懇談会の場でくみ

あげる﹂という形によって一応の

囲のケースは今後の住民運鋤にも

終止符がうたれたことになり︑今

微妙な影響を与えることになりそ
う︒

ビ受僑機でうけ︑有線僑弩は轡絹

今後︑薬の作罵など一例つつ確

法で検出︑コンピューターの二二

ロンCτで駿魅する方法は︑生き 断への道をひらいていきたい謝函

内分布やその蒔銭的変化をポジト

認できるようになるなど︑診断以

Tが中心となっているが︑この装 うな陽電子︵ポジト瞭ン︶を放出

で頭部感奮のアイソトープ懸像が

パブリック・アクセプタンスづく

する業減期が短い核極があるが︑

描き幽される︒

らかにすることによって立地前の

この陽日子は︑アイソトープから

から放送する有線儀暑をのせ︑こ

藪だと外部からエックス線をあ

放出されるとすぐに周囲の陰躍子

って診断研究を行い性能を確認す 外の生理学的な研究ができるもの

を撮影することに

のうちテレビ電波は夕蝉鷹のテレ

て︑その

行政訴訟を起こしていたのは
﹁縄速増殖炉など建設に反対する

市民の会﹂代嚢婁員の磯辺甚烹
氏︒同氏が門漂発建設の是非を住

このため︑その後の六月の公判
では﹁原発倥段投票の条例制定臨

終了後︑安全委のOKを得て四か
月聞の調整避転に入っているが︑
匹月末で五〇％出力に達し︑八月
中旬には一〇〇％三更に達する兇
込み︒

今月は繭翠黛様︑設備利用率が
時間稼働率を上回る義々象が超き

03（377）8il玉

径、E至イ

−8−10

東灘㍉者i5葉「ノτヶ占レ《1π｛を7『㌃白4

〒160

影

なるため︑腫賜など既成の陣憲の

﹁原発住民投票せず﹂

たとえば︑窒素13で櫟識したア た入聞の内部で進行している様々

と結びついて消滅︑ガンマ線にな
ってしまい︑衝鍵地点を中心に颪

診断には有利だが︑晦流など機能
診断は困難︒これに対し︑ポジト

このような特性をうまく利用した

ロンCτは脳内部に撹与されたア 八十慶反対の方向に放出される︒
イソトープからの放鮒線を外部に
のがポジトロンCτ装綴︒
この装躍は︑患者の顧の周囲に

政訴訟を超こしていた頭件は四月

塞軍 ：

民に問うとの条例舗定の臨接三三
は地方自治法で保証されている扁

ーーーーil
定検のため三月
より20％ダウン
原発の利用率

ふげんは︑二月一田から初の定
検に入っているが︑五月中旬に終

四月の稼働状況は︑購闇稼働率
四八・二％︑設備利用率五一・八

いて限界深さの単分以下であり︑

ると︑ひび翻れ深さは銀月末にお

究所の行った試験繕栗から推定す

希墾を表明している福井県高浜

蛋藏︑問題ないとしている︒そし

こうしたシステムに対し何らかの

町︑同美浜町︑岡鞍賀箭︑福覇県

で︑各説度は︑大飯町をはじめ︑

大熊町︑新湖県刈羽村の六市町村

て︑継続中の高温水申での湘速試

了の予定︒その後︑出力運転を朋

癌井県大飯町は一食︑原発郭故

に対し︑有線テレビシステムのコ

に入る九月まで運転できるかどう

験結興を冷えて︑第一園定職検査

始︑六月下旬の燃料交換︵二十日

隠にも対応できる臨画放送システ

ンサルタントを実施する方針︒こ

これは︑廻覧︑福翻二藍︑伊方の三

ムをスタートさせだ︒

れは︑蟷源三法による交付金が出

大飯町緊急放送
システムが開局

今回大飯町に完成した有線放送

るまえの段階で︑地元の華押に応

差痩︶を経て︑愛の駈力窩要期を

システムの塾礎となるのはテレビ

乗り切る方針︒

たが︑これは大型炉の好調さを恭

の難視解消をねらった一本の共同

かを判断することになっている︒
こってくる瑚象といえよう︒

総重量（外枠含み）：約！4，000kg

山ハ

すもので︑これからもたびたび趨

愚籔騒賠躍艦踊

シャッター厚：鉛5α

学診断に新周諏をひらくポジト昌ンCア装躍
％と風月より二Q％ダウンした︒

璽が霧の定検を開姶したのをはじ
めとして︑東海︑福脇一︑三二︑
高浜一画など八基が定雨中︑東海
第二︑福島六轡の二物が翼期に備
えて中富稀薄に入っていることが

美浜一腎はサイクリングテスト

原照となっている︒

○各種遮蔽機器

さ：1000

○照射装置

コールトサイズ：38び％

○フォークリフト用遮蔽窓

ホットサイズ：730u％

鉛ガラス と遮蔽機器

様

設羅された険塩引でキャッチする
ために鋤朗な機能診断も蒲能で︑
六十四個の高感度のガンマ線険出

﹁原発建設の三管は建民投票

躍麺縫懇談会設置で代替

脳腫鰯などの診断に戯力を発揮す

器をリング状に配列し︑測定中

三十日・双方が福井地裁の提派し

：：
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一

安全委

を行うこと︒

瑚︑余熱除宏量は︑放射線防護

設計であること︒また︑中央制御

運用

鄭ある︒

TMI二弩事故においては
一次冷却材ポンプの起動︑停

び切換操作

ECCSが作動

する各種の状況において︑原

蒔における一次冷却栃ポンプ

節止化問題を愈め︑簿止操作

しているので︑ECCS作動 躍まえつつ︑ECCSの自動

止が炉心の冷却に大きく影響

運転讐理で十分描置されるもので

および切換操作についての儀

子炉施設の安金上の諸問題を

あるが︑安全審査においても︑そ

の作動条件について検討して

頼性をより高めるための幅広

本項に関しては︑操作季順書等

れらの条件について配慮するもの

おく必蒙ある︒

一水素を処理するため︑水素濃噸

に対し適切な防護がなされた設計

施設の安金評価に関する審査指

と︒

行い︑十分に安金性を確認するこ

という︶の方針に従い安全評価を

針﹂︵以下﹁安売評価審董指針﹂

運転時︑運転疇の異常な過渡変化

閲および薯故の解析条件TM⁝

､運転購の異常な過渡変化一
に遂行できるよう配慰された設計

煽1二号の玉葱のような異営事㎞
象を過渡変化および事故の解副

㎞ついて︑上記の検討絡累等も悔

h析条件に加えるべきか哲かに⁝

．がある︒

旧

副反映させつつ︑検討する必要卍

よう配慮した設計であること︒

▽ヒューマン・クレジット㌔

機能の故障︑二次系異常による

一転員の練三三もさることなが㍉ 冷却能力の低下︑小破断LOCA

㌦の山脚︑繁懸時においては運沖

州および単一故障TMI二暑

副

員の誤操作︑誤判断を防頚できる

︵C︶糊御重の舗御盤は︑運転

であること︒

懸して︑それらの運転操作が円滑

配置︑運転員の果たす役翻等を蕩

時および薯故時に対して運転員の

︵B︶制御箋の制御盤は︑通常

であること︒

▽ECCSの停止羅お虹
とする︒

れらの条件について配慮するもの

あるが︑安全審蛮においても︑そ

運転管理で十分描置されるもので

本項に聾しては︑操作建山書等

一

い検討を行っていくことは必

とする︒

〜

要である︒

▽ECCS作動蒔における
一次冷却材ポンプの作動条件

運転管理で十分描置されるもので

ホ項に関しては︑操作手順書等

一

?解㎜

▽格納容器の隔離に対する

運用格納容雛の隔離方式に
ついて見瞳しする必要があ

開

る︒例えば︑格納容器サンプ
系の弁は現在常時
されているものが多いが︑放

あるが︑安全審査においても︑そ

CCS作動貼には現在の設計 れらの条件について配露するもの

撫圧水型軽水炉の露命︑E

射性物質を系外に放出するこ

⁝度制御装置が付加された︒こ⁝

とする︒

では︑美浜一︑二塁炉を除
き︑一次冷却材ポンプは二四

ドに鑑み︑緊急時において︑敷⁝

㌔たといわれている︒このこと一

㌔のことに鑑み︑水素濃度制御．

ては︑現設計においても︑かなり
の水素発生とそれに続く燃焼に耐
え得ると思われるるが︑現在の安
金性を一願向上させるため︑格納
容器は再結搬器の設置を司能なら
しめる設計であること︒

㎞し︑確実な操作を行うことが

ので︑その評価方針にしたがい安

で例示した事象で包絡されている

副内容を把握し︑安全評価上ヒ㎞

㎞考えるかについて検討する必⁝

︑ユ！マン・クレジットをどう一

⁝
また︑薯故解析に際しては卍

一三ある︒
馬

卍TMI二号の場禽の加圧器逃︷

㌔が︑評価モデルの検討の際︑︑

ハ部会で現在麗恕し中である馬

一これは︑原子炉安全基準専門ρ

サ

孫

さまでサ

懸箏・棚

CAに糖え︑気相部を含めた中小

TMI事故のような瓢故につい評価指針にしたがい︑大破断LO

ぎ

鐸

㍗・

嘱▽ECCS安全評価指針︑

性を磯認すること︒

噛れる︒このことに鑑み︑運転一 全評価をおこなって︑十分に安金

副困難な点があったように思わ㎞

賊ら︑短時闇に適確な判断を一 等については現行安全評纐審指針

︵B︶BWRの格納容器につい
ては︑現在の安金性をより一層向

︑は制御蜜内へ要員等が出入り㌦

一事実がある︒また︑事故時に州

⁝ため指揮伝達に三障を生じた一

睡および防護マスクを着用した㌦

一愈︑制御察内に放射能汚染が副

嘱 ▽最悪察TMI二二の場旧㎞員に要求される必要な操作の︷

計であること︒

上させるため︑不活性化し得る設

く

とがないよう万金の措置をと
るとの観点から弁の開閉運用

する設計となっている︒

くこと︒

▽緊急時中央司令所TM副

の改善について横討する必要

㌔

崩地内で制御墜以外の声繕な場回

一方策のあり方について検討す馬

卍Σ二号の場合︑票故時に制郷川
岬 ▽司燃性ガス濃度制御系
h
へ室に人が繁藤り混乱をきたし㌔ ・TMI二弩の場禽︑発生した一

㌔所から必要な対策の指令を門門

⁝る必要がある︒

､運転員の誤操作防止対策一
運転員の誤操作防止対策に州

︵A︶PWRの格納容器につい

がすることができる中央司令所・
・を設置し得るように︑あらか奪

へ

uじめ検討しておく必要があ一

誌・

緊急時中央司令駈については︑
必要な対策を行うことができるよ

曲

︷し弁からの漏洩といったよう㌔

一する必要がある︒

㌔な小破断事象についても留意一

破断LOCAに対して︑8CCS

軽水型動力炉の非常罵炉心冷却

ては︑より一層厳しい錨質保証や

㌧

灘

﹀

歎獅 攣

．響＼

博軸㌃

．r、鰍

決定から

三いては︑その運転が園難とな⁝ が施され︑漏洩検出の手段がとら

h
り輪︑

却系の冷却速度については︑原子

整等において日系の稼働の状態を

中に定期的な試験・検査が可能な

六︑余熱除石系は︑原子炉運転

非安全系統も重要視
︵B︶余熱真表系︵残留熱除張

⁝︑余熱三郎系は三論性の高い

系︶による冷却について

設計とし︑炉心崩壊一等を除去す

監視することができる設計である

④放射線計測系は︑非常用所内

鯛轡についても想定すべきなの㎞

⁝現指針のように安全系につい画
⁝する必要が生ずることが誓え一
㎞関し︑設計上の警え方をより㌦
一てその機能別に単一故障を想㎞
．照影にするとともに︑手段︑副 一られるので︑制御蜜への接近︷
㌔毒すれば安全評価上十分であ副
h方式等について倹落する必要触 叫可能性︑騨開閉に対する制御h
署るとするか︑または毒煙の重塙
⁝がある︒
噺 曜塵内正圧の維持等︑制御叢の一
二三灘状態の維持機能に関する⁝

制御室の制御盤は︑通常運転

運転管理等を図ることにより︑防

系については︑現行ECCS安全
時︑運転時の異常な過渡変化躊お

︵A︶制御整は︑事故時にも従

㍉か等を検討する必要がある︒副

の描醗を講じた設計であること︒

よび蟹故時に対して運転員の配

懸濁が翻御察に接近し︑または留

②放射線計灘系は︑平常晴と事

⑥原子炉冷却材および格納容器

置︑運転禺の果たす役割等を篭慰

副

故時の商口を知る観点から︑軍常

内郷囲気のサンプリングに関して

して︑それらの還転操作が円溺に

㌦事項の妥当性について確認す㌔
時と事故聴の系統を共照とするこ

ング︑核種分析等が行える設備を

は︑薯故時においても︑サンプリ

副る必要がある︒

により工合時に翫定の機能が確保

とが望ましいが︑其照とすること

って︑十分に安登性を確認するこ
と︒

騨

一一︑余熱除表ポンプ等は非常用

失時に単一故障を想定しても原子

一面駈報の通り原子力安全委農会は六滋︑原子炉安全塁葦蓉門部会からの答申を承認︑これ

を今後の安金審葦に取り入れることを決めた︒以下その概案を紹介する︒︵点線内がTMI特

所内題源に擾続され︑外部電源喪

別調査委第二次報告の欝欝総懸︑点線外が新方針︶

れることQとくに同系が原子炉格

三︑余熱除去系は漏洩防止甲西

と︒

に必要なものについては記録およ
副らないように必要な措置を検㌔
納容器外にある鵬舎には︑漏洩時

．とされる系統および機露につ一

び保存が可能であるように配慮す
噛書しておく必要がある︒特に

＝﹂：

長期冷却システムの確保は勇山 の周辺環境への影響について確認

璽である︒
乳

の観点から適切な配践あるいは

隣；鹸曹●﹂鱒；8

7

遮蔽薄策を施し︑また︑隔離等の

9●＝

長期冷却を行うにあたっては︑

操作が容易である設計であるこ

置陰乙・・；

な方法で監視しうる設計であると

じるのに必要なパラメータを適竃

急転なく行われる必要がある︒

原子炉冷却水の確保と冠水維持が

自然毛蚕による除熱を期縛する
炉冷却材圧力バウンダリの冷却速

五︑余熱除表系による原子炉冷

と︒

ともに︑さらに必要なものについ

︵A︶蒸気発生器による冷却に

転時および還転聴の異常な過渡変
場禽には︑二次冷却水の確保とあ

ついて︵加圧水型炉︶

化時においては︑炉心の中性子
度の制隈を超えないように︑これ
を抑制出来る設計であること︒

いまって︑前垂が寛障なく行われ

び流磁︑一次冷却秘の水質︑格
納奮雛内の圧力︑温度および雰囲
気︑ガス濃度等をいう︒蘂間隔に
は︑格納容器内雰囲気の圧力︑温
度︑水素ガス濃度および放射線レ
ベル︑原子炉の淳止状態︑原子炉
水位︑一次冷却系統の圧力︑温度
および流動状熊︑一次冷却材の放
射性物質農鹿等があり︑これらか

い︒

ら適切に選択することが望まし

るため独立二系統から構成され︑

一系統でも原子炉を冷却できる能 こと︒

離内エリアモニタ︑排気筒モニタ

と︒

⑤放財線計測系は︑従褻蓄の被

躍源に接続された設計であるこ

については︑事故鷲においても測

雨曝騒を玄理的に達成できる隈り

躍される外部放射線騒率監視装置

ない設謙であること︒

う︑原子力発霞草の敷地内で制醜

h

低くするため︑自動化︑遠隔化等

定範囲に十分余裕を聾する設計で

および周辺監視厳域境界近磨に設

る設計であること︒特に︑格納容

語以外の適当な場所を確得してお

R瀟

凹

鱒

▽事同時における放緊線お一

脹必要がある︒

出放射能測定方式を演討する曲

㌔気のサンプリング︑および放讐

脇放射線計測︑格納容器内雰囲㌦

一プリング︑格納容器内などの一

よび放射性物質の測定 事故㌦ あること︒
㎞時における一次冷却材のサン副

一

︑統および機器仔事故時に必襲一 力であること︒

▽事故時に必要とされる系㎞

当面の改善策を慰撫

一次冷却系統の圧力︑温度およ る設計であること︒

束︑中性子束分布︑原子炉水位︑

パラメーターとしては︑通常還

るよう配慮すること︒

ては︑記録および保存が可能であ

おいて事故の状態を知り対策を講

︵C︶計翻制御系は︑譲故時に

ること︒

ように設計されるとともに︑さら

炉の冷却が可能な設計であるこ

心．唄⁝⁝己餐

▽安全上重要な系統および騨

●9︐顧 ・じ● ．匿 9 0 魎 ●錦町暫99冒9﹂ ●卿 鷲90．の● 箏畠●匿■●． o嚇

㌔機器の分類TMI二轡の 場
一合︑炉心混度計︑加圧器ヒー噛
一ター︑加圧器逃し弁等安全系⁝
㌔に入れられていなかった系統ρ
一および機器の重要性が再認識㌔
画されている︒このことに鑑み⁝
㌔安金上舅要な系統および機器州

凹統および機器を電要度に応じ一

一の役割を検討し︑これらの系㌔

㌔

㌔て︑より一騒明確に区別する岬
副必璽がある︒

加総器逃し弁︑加圧器ヒーター

⁝については︑通常運転聴のみな

および補助建屋のヨウ素フィルタ

らず︑運転時の異常な過渡変化階
または事故蒔でも期待されている
機能が適確に発揮しうる設計であ
ること︑なお︑舳圧器逃し弁およ
びその元弁は罪常用所内晒粉に接
続し傅る設計であること︒

▽原子炉計測制御系および㌔

⁝プロセス計測制御系の僧頼性一

噛

異欝騰においても原子炉計⁝

噛測制御系およびプロセス計測㎞

凹

馳制御系の儒頼性が総含的に確卍

旧

押保しうることを確認しておく︷
嘱必要がある︒

︵A︶ 議 測 棚 御 系 は ︑ 通 常 運 転
賭および運転時の異常な過渡変化
時において原子炉の炉心︑原子炉
冷却材圧力バウンダリおよび格納
容器バウンダリならびにそれらに
関速する系統の健全性を確保する

ために必褻なパラメ⁝タ⁝が︑適

切な予想範囲に維持制御されるよ

ジットおよび単一故障について

の機能および性能の評価をおこな

なされ︑かっ換気設計によって事

は︑現行の﹁発電用軽水型原子炉

止すべきものであり︑かつ防止し
有する設計とし︑また︑事故時の

ること︒

故により放出することがあり得る

まり︑事故対策操作が町並である

できない恐れがある場倉には︑独

格納容器バウンダリの機能をサン

②制御窪の制御盤は︑運転員の

有毒ガスおよび気体状放射性物質

遂行できるよう配慮した設定であ
立な系統とした設計であること︒

プリングの実施によって影響が生

配麗した設計であること︒

誤操作︑誤判断を防止できるよう

したがって︑ヒューマン︒クレ

①異常貼に必要な放射線計測︑

③放射線計灘系は︑儲頼性の高

ること︒

ずるほど損うことがない設計であ

縛るものと袴えられる︒

サンプリング等の設備︵以下﹁放

い設計とし︑薯故晴の環境条件に

ように不燃設計および遮蔽設計が

︵B︶ 上 配 の パ ラ メ ー タ ー に つ

よってその機能が損われることの

＼

繍

八無

誘遊澱八語．織蕪

＼

c…

においても十分な測定引引を葎す

／

皷

射線計測系﹂という︶は︑事故時

彦

ま

響
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⑳

脚

緑深い高台に立つ東海村唯一の純洋風ホテル

…㎜

いては︑必要な対策を講じ繹るよ

と︒

、譜麟騨

絵鑑

妻焚

お仕事やご静養、会合などに是非ご利用下さい

〜

濾ご

東海ク ラブ

ホテル

卍

1
謹

うに予想変動範囲内で監視し得る

う十分に配慰された設計であるこ

日
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王

子
昭和55年5月8日

一第10旧号一
鍵認率日55勾三5月15鉦ヨ

毎遡水翻ヨ醗行
翁部12◎円（遜料共）
購箆艶出薯年層｝押金55◎0円

通麓雀は今慶をメドに蔑闘で﹁原子力発懸斯検蒼蝿織機閲扁︵擬称︶がスタートするのにともない
定検制度の改翻に本格的に取りくむ方鎖だ︒民闘脚門翠黛の充実にともない定検の記録チェック範闘
を兇癒すとともに︑開発に憲じて自動横癒機器の重事をすすめるなどして︑被曝低減化︑検糞の充実
をはかりながら台理的な避検体継を整えていこうとするもの︒また︑遷薦備ではこれ求で個々の原発

について検蛋のあり方を検討していたが︑原発数が贈えてきたのにともないPW飛︑BW飛の工藻類
に横葦マニュアルを標躍化していきたい考え︒

という二種類の検査が法がある
が︑影齎豊門機閣が撹書するのは

この記録作成の立台い︒このた
め︑逓塵翁では響門鰻関の充実に
ともない運転実繊をふまえながら
定量の球宴チェック項紹をふやす

は現圧塞繊︑各遡魔局をふくめ約

する脇込み︒これに対し通産雀で

た︑その第二弾としては定期検竃

遡産局への移管はその第一弾︒ま

力金津が検齋を行い︑その記録を

竃検には︑圏の立愈い検趨と臨

も検卜していく方鮮だ︒

凝

︸

凄

⁝
⁝

⁝

きつづき壌土で陽時単から懇親⁝
パーティーが開かれます︒

で︑ロンドン条約は祉金をのぞく

命

三菱原子力工業株式会社

約は臨罠︑公明︑罵社の蟹成多数

数で採択した︒

次期会畏︑軍欄外四灘会長︑白沢

えた︒

りひらくうえでも大きな影響を鎧

三菱重工業株式会社

自民︑公明︑共薩︑民祉の螢成多

東大核研で密封

藁察大学原峯核研究所︵杉本健

線源取扱いミス

三所麗︶で八欝︑同研究所内の鷲

理区域外でカリフォルニウムニ五

汚染されたのは嗣研究所空芯ベ

二による汚染が検出された︒

ータ線スペクトロメ⁝タ棟と一般

その後の調査によると︑九州大

廃姦物の焼却炉︒

施設である岡研究所空芯ベータ線

学の研究書グル1プが・共岡利照

五二の核分裂生成物の核構造研

実験蜜で︑㎎月七日から二十八田
む
にかけて︑﹁カリフォルニウムニ

究﹂のため︑三菖九十八群キュリ

周︒その際︑密封容雛に難恥して

；のカリフォルニウムニ五二を使

されたためとわかった︒

た︒そのため岡実験蜜内にあった

確立していく方針だ︒

科学庁は十三午前十一聴照十分

このほか︑改癬標準化による保

後には放鮒線険査窟を派避︑詳細

岡研究駈から報告をうけ︑岡臼蓋
る﹂と政府側に遮ったのに慰し︑

憲一郎エネルギー対策委贔長ら経

が輪講田︑簾票・新宿区の千臼谷

盈飛翫

Z＝需罵需＝＝＝開榊脚肝曽篇二＝需＝二＝＝需＝単＝冊＝＝＝瓢；コ＝＝一㎜冊＝鱒＝コ一二営幽＝冊＝篇嚇＝濡＝騨＝コ隔＝卿＝一画躊驕胴℃

︑日濤轟

工業倶楽部で
5月28日午後︑

役鑓任期満了に⁝

う定款中一部変璽の件
第四馨議薬

田本原子力濫業金議は五月工

⁝十八磁午後二階から幽時米濠で

つき選任の件

畏闘裕二科学技術庁長演舞原子⁝

岡田は議纂審識にあわせて︑

㎜東京・丸の内の臼本工業倶楽部
⁝で第二十九測題常総金を開きま
⁝す・

梱からそれぞれ集蟹挨拶が予定⁝

告Hに付議される議案は次の 力委臓長︑佐々木義武遜醐産業⁝

⁝誉・

授による特別講演門楽隣をめぐ⁝

終了後︑藁京大学の本闇長世教⁝

第一弩議案昭和五＋曜無度 されています︒また議鱗臼穆の⁝

闘業務三二ならびに収支決算鍛承

⁝

⁝認の件

⁝朧渠謝睡ならびに収支予算案承

⁝第二弩議災昭和五＋荒鋸度 る国際情勢と造水﹂があり︑ひ⁝
㎜認の件

⁝

守点換スペースの拡大︑騒動検査

臼本原子力慶藥会議

ついては個々のケースについてそ

二を同製験蜜で開封︑取り扱っ

縫聾すべきカリフォルエウムニ五

⁝第三弩議春陰務駈移娠に伴

総禽的な定検対策の一つ︒例えば

機雛妻入などによる被曝低頗化対

紙頚︑滋強を汚染︒爽験終了後︑

浦島の検簸顔を鋤醗して万金の体
騨門黛の纈広い葎成を贋的とした

検蕉方法の薄舞に即した改革も

た岡の立台い検査に対慮するとと

燃料のシッビング検査などについ

れぞれその箕施方法を横罰してい

策も顯次軌道にのせていくことに

紙類が〜般麗鍵物の焼却炉で焼却

などの検謝を行っていく方針だQ
ていく必要がある﹂と判断︑総禽
もに︑霞塞検糞の強化による儒頼

ては︑通常塒の炉水濃度の藍視に

ないPWRとBWR溺に共通し
のて
部おり︑こうした対策によって

たが︑原子力発羅駈の増大にとも

難い安全性を確漏しながら糧来の

麗裡わが團の原子力発躍駅は瓢

挫陶上のため︑禽観協力して中立

よってその蜜全性が確認できるよ

原畢力開発に即応した定検対策を

原発検蕉照門機関構想が繕えられ

また︑遜薩省では︑従来避検に

奪一門霧冊謡一瓢＝＝篇湘＝＝＝＝齢＝＝隔瓢冊需謄扁鷹二＝篇需＝扁齢凱＝酬欄＝隔幽讐＝瓢二一＝一鱒＝＝P牒＝＝＝忽＝開＝＝＝響＝調口冊＝齢瓢＝︑

力穴ナ万KW以下蝉の定横の地方 的な機関を設擁しようとするもの

十一塾千五蔚万KWだが︑これが 的な改蝕を行っていくことになっ

で︑今毅にスタートが畢驚されて

うになっているため︑燃麟の抜き

ユアルを標号化していく装え︒

分についてはできるだけ楚検マエ

制をしいているが︑最近の﹁チー

昭租六＋年には三千万KWに髄奏 たもの︒今隼三月に実施された出

いる︒

とり検蕉を業分程度にへらすこと

プガバメント方針﹂などによって

ている︒これは︑饗M互後鱒大し 遜慶備に提出しチェックを憂ける

を兇込むのは難かしくなっている

将来原発増設に応じた大輔な増員

＝冒二二＝冊＝騨＝＝¶＝需需＝闇闇＝鵬二＝欝＝■＝回田二二冊帰一閏＝冊川西＝

この沼︑離礒にひきつづき午前

指灘を行った︒

な立入演査を行うとともに必硬な

三脚＝＝一瓢瓢帰一二一二二瓢＝幣コ＝帰隔＝扁累舗冊＝＝鼎＝＝＝＝＝﹁葡冊＝＝一コニ＝榊＝＝雲

登園から審議に入った衆継院外務

出発した三二改正である点を強

大占外務大臣は︑核不拡散上から

＝冊＝一＝髄＝＝＝＝＝雛＝一コ＝＝躍一囎＝器需鱒＝瓢＝認瓢認一一帰日一日一冊謄謄写＝冊欄認＝二一鱒＝＝謄冊謄＝闇闇需＝諜冊濡一篇＝臨＝髄＝髄＝

工十二闘の調郎いらい︑際会の承

で可淡︑成算した︒五十三黛八月

蚕農金︵中尾栄一委顔挺︶で︑林

囲がひろがることに︑不満を感じ

羅案件として審議されてきた欝加

最後に質聞にたった土井たか子

土光敏夫縷難論脚長︑稲劇難魔

15︑16の織田

子力施設を視察

経団連首脳が原

原子力協懸屋欝欝は︑裏曲︑公

つ︑核拡散防止のための国際的鶏

海洋汚染防止条約も

明︑民社の賢成多数で︑低レベル

超える濃縮および一定の核物質の

特捜

騒加議定書を承認

のが実鵜だ︒また︑昨無のTMI
麟故対旛による検薙項館の憎加︑

トラブルのフィードバックなども
襖竃作業の増加に抽鰍をかける縮

他の物の投凝による灘洋汚染防止

廃羅物の海津処分にともなう外交

﹁二〇％を 調︑﹇輸羅漢側の愈岡をふまえつ

第八十七国金いらい︑響議され

条約︵いわゆる窃ンドン条約︶締

力に協力し︑ウラン資源を磯質す

﹁不平箸性一を指摘︑

保爽灰︵民︶は臼加原子力懸隔の

てきた門曙加原子力協定改建議建

諸職にわたる貯蔵には瑠前同意を

漿となっているQ
このため︑遡薩省では贋こうし

璽件であるロンドン条約は︑社会

ることは璽要なこと﹂と︑条約の

結承認號件﹂の藤承認案件が︑九

必嚢とするなど︑規制を受ける縄

聡締結承謁察件﹂と﹁廃吹物その

党をのぞく賛成多数で可決したQ

氏︵祉︶は︑ロンドン条約につい

の鱗状を視察するため︑十五︑十

団遮難燃は︑わが麟の原峯力開発

六の閥日・東象電力欝欝原発︑動

てふれ﹁汚染防止の精神からする

力炉︒核燃料開発無難隅の大洗工

力平和利用の鋤鍬難に魑鼠︒暇和

は貞越した莞識でいちはやく原子

大きな疑跡を残したほか︑終戦後

相を歴任するなど動乱の昭和史に

員︒この間昭和七難腿構︑九庫内

る予定︒

学センター︑康海勲業駈を訪問す

べきだ﹂と条約の不備を指揃・環

偲んで

故後藤文夫氏

り・年占十一時五十五分︑麟撮条

このあと︑ただちに採渓に入

対論を展開したQ

と︑核実験による湾染もふくめる

懲親を訴えた︒

臼十二壁一十三分︑衆議院本金譲

にたずさわってきた寛場から︑わ

また木下氏は︑擬駕︑造船技術

た︒

陳述入は︑鰹戸数暴馬京商船大

が燭の漂子力船技術開発のすすめ

れた︒

に対する謬驚人の懸見陳述が行わ

母数授︑木下脚韻闘立造船脚長︑

格差を縮めるためにも︑いまこ

かについて﹁欧来先選困との技術

そ︑幽閑をあげて原子力船研究開

県県議︑封選挙規原研労線婁磯

発を推進していかなければならな

繭池漢総朗むつ莇長︑遜兇暴畏購

発髄脳榮局擾の六氏︒

こと︑そして︑その﹃むつ﹄を政

樵に欠陥ある﹃むつ﹄をつくった

一方︑趣兇氏は﹁蜜金性︒儀頼

い﹂と述べた︒

艮︑中唐幹雄金園造船聾機械労爆

まず巖初の陳述にたった竹村澱

の立場から︑門馬力はスピードの

は︑原子力船工学の專門家として

三東に比例するという曝実からす

しめやかに騨鰹
十三臼午前十階五分肺炎のため

総胸に佐樫保にもってきたことに

三十一琿の摂本原子力輪業会議の

ると︑航行鞭離が長いほど︑原子

力船が菊利になるQ＋二万撃力の 今鐵の混乱がある﹂と耀しく当局

創立などわが醐の巌子力時代を切

優れた技術と品質を誇る

縛糧〆
元鐵族院︑参議院議員︶の騨鍍

逝去された滞留藤文爽氏︵96歳︒

井坂翫も﹁﹃むつ﹄の問題は密紙

会堂でしめやかにとり得われた︒

一から彪薩すべきだ﹂と述べた︒

側を批判し︑門メンツを捨てて︑

と在来船とくらべ︑三鱒円もの燃

にもどすべきだ一と述べ︑安易な

の片道を剛算すると︑原子力船だ

船として︑東京ーニューヨーク間

十四田ひらかれた漿議院科学技

統愈に批判を下した︒

昭鎖銀年から勅選の雪遊院議

費が筋約できる﹂と︑貝覆例をあ

三菱原子燃料株式会社

ています。

＝A

げて原子力船開発窃贋論を展開し

技術と経験をもとに、安全性、経済性の
高い原子力技術をお届けする努力を続け

三菱金属株式会社
三菱電機株式会社
三菱商事株式会社

三菱グループは永年にわたって積上げた

圏欝

揃振興対策特別委鷺会では︑門磁

むつ」めぐり質疑活発
本原子力船開発琴曲随無縫庶出﹂

薄考慮から意見聴取

三菱PWR燃料
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…

た実嫡に即して定襖制度を兜帰し

露囎人を招き原子力船研究關発のあり方を審議ずる漿・科狡幣

ゴ

霧雛原船団法改正薄

振轡東京5895番
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聞

業
産

力

動燃人形
峠事業所
＝

第二 一 段 階 へ

＝

︒

ゴ 亘

囲

ら︑同一のユニットとして構成さ

離性能はちがうが︑豪初の計画か

分離機の据付け作業がはじまり︑

基礎工襲を醐始︑庫明けから開心
は鉄轡工購に入る︒

などの基礎工製が終了︑六月から

に入るOP1一Bは︑昨隼町から
すめられており︑先月宋に杭打ち

このドッキング作築鐡間は︑約

に入ったもの︒

十数台でカスケードを構成︑三︒

二か月半予定されており︑この

動燃菓灘覇業駈で︑還心分離機五

五％のウ ラ ン 濃 縮 に 成 功 し た B 孚
鍍院・
外葉駅

中性粒子入射加

熱装置を完成
東茨︑わが国簸大

ものは﹁新しいエネルギーの開

に力を入れて欲しいと懸っている

家た政飛のエネルギー政策で特

主な特長は①大型磁気シールド

︵二酉ガウス︶を一ガウス以下に

どの防止偏︵各圏Q％︶︑﹁物価︑

発扁︑門便乗億上げ︑貿い占めな

をもち︑トーラスからの漏洩磁場

2︶用に開発したもの︒

八MWというわが麟最大の中性粒 いる核融禽異験騒騒︵3FT−るQ
子入射加熱袋麗を完成︑現地試験

この鼓躍は︑現筏原研が姥設中

をゆ76了した︵暖写翼︶︒

の臨界プラズマ試験装醗︵3T−

ーム柔ルギー三＋KeV・一・60︶への棊礎研究・実験に用いて シールドし︑イオン源︑プラズマ

東泉芝浦賜金はこのほど粒畢ビ
所で信頼性試験がすすめられてお

インフレ対策扁︵三九％︶で︑

﹁原子力発電の推進しは一七％と

核燃料取扱主任者
今後︑原研でプラズマ太山の上

核燃料取扱滋任蓄試験の結果を発

科学諸徳庁はこのほど第十二回

試験の合格者発表
昇︑醐じ込め晴間の延長など︑実

それによると含格響は二十一名

景化へ向け各種寅験が行われる予
定︒

表した︒

整機構をもつ︒

確実にする高精度イオン源角度調

し︑ビームのプラズマへの入射を

0・〇五度の糖度で調整碍能と 匹位になっている︒

②イオン源を天頂角二度の範罎で

およびイオンビームの乱れを防ぐ

り︑生巌設計の段階に入ってい

雑ぜ
・談塗

鐸畿孟

この一連の︑OP⁝一とOP⁝

る︒

ﾌ台命約七千台の遷心分離機が
フル稼働に入ると︑駕闇︑約六十

五ナから七十誘SWUを生熊する
ことができる︒

これは︑当所︑予定していた五

漁

策特別会計法改正飛躍﹂も︑九日

件として︑政府は︑わが圏が霞憲

養は繭無慶比一〇三％の蕩二十七

◇OOO直0▼＄合▼OOφO◇φ♂O◇φO◇◇直ハM780006Ψ80◇
0樒
8率
＾曇丁一％︒受験晦込
で◇
︑含

縮パイロットプラントで生灌され

B︑そしてOP⁝二と︑選心

わる騒だが︑OP一一AよりOP

十ナSWUより︑三〜四講うわま
⁝
分離機の控能がアップしているた

受験率七闘・八％だった︒

名だったが︑受験蓋は九十五名︑

九鰻ひらかれた衆議院外務婁費
会︵中罵栄一蚕員長︶で︑渡部一
郎委麗︵公︶は︑日艇原亭力協定
とロンドン条約の︑繭承認案件が
採択されたあと︑大平淡墨の訪日

︽閣広報童

今後の電力は
で盤賄調査

原子力が主役
街エネ

・

のさい︑カナダ側からCANDU内閣広報塞はヨ凹︑﹁雀エネル
をとりまとめ結果を発表した︒

四月二十五臼付

団︑機構を剛新

日本凍子力文化振興財鴎は四月

二十五摂付で︑より勘率麹な業務

運懲を圏るため︑部制を廃し︑機

新体欄は次の通り︒

構を糊新した︒

珊務局擾林弘︑参薯櫟方三郎︑

務︶飯野允俊︑同︵叢務︶山本康

霊頚︵総務︶桐原早掻︑同︵財

ギー・雀資源に関する世論調蛮﹂

この調査は︑雀エネルギーにつ

炉轟入の要請があったことをふま

公︑民社の養成多数で淡議した︒

いて︑今後は﹁節約に努めるとと

に入会代表戴締後鼻摂後藤溺氏

B本原燃サービス︵株︶

典︑岡︵調整︶須藤満雄︒

いての認識︑エネルギー対策や政

うと︑金鷹五千人を対療に今隼二

調写し︑今後の施策の参拷にしょ

CA聾DU炉醒入に関する件 府への要艶について国属の意識を
わが国の民窪︑薗主︑公開の三

月中旬に実施されたもの︒

原則に墓つく原子力の開発利用を
確保するため︑醤来︑かりにカナ

を轟幽する亡命には︑その前提条

ダからCANDU癖に関する狡術このなかでエネルギー対策につ

倥所千代田区内幸町二の二の二

萬逮炉エンジニアリング︵株︶

電話五八01六九一一

もに︑罵りないエネルギーは新た

干一〇〇

ジニアリング箏務所新取締役社

会員名変更旧社名はFBRエン

長は石原栄太郎氏佐所︑㎎話は

の発醒形態としては︑三三％の入

従来通り︒

一乗A墨田会が決定

に石油火力全廃

②原子力利用の拡大ーーの二点が

本に關しては①贈力の脱石油業進

き政策がまとめられ︑この中で欝

また同晴に︑笛圏別に努力すべ

餓を期待し︑他の火力︑水力︑地

N代前半まで

熱発囎を大きく引きはなしてい

が原子力発電︑二八％が太陽熱発

％と過単数を超えた︒今後の電力

に開発すべ鷺だ﹂とする人が近六

原産

緊急動議の内容は︑次の遜り︒

え︑緊急動議を提鑑︑自︑社︑

原子力文化振興財

いささかも支隠をきたさないよう

﹁石抽代替エネルギー法案扁の

できる隈りの外懐的黍段を通じて

開発する覇型転換炉箸の利用に︑

財政上の引付け法案である﹁賑源

カナダに十分確認すべきである︒

ひらかれた参議院本会議で︑自

らびに利用の推逸に資するため︑

開発促進税法改正法案扁と︑従来

◇

た濃縮燃料を︑新型転換炉﹁ふげ

国践の旙広い懇兇を反映させるよ

の霜源立地勘定に加え︑懸源多様

決︑成立しだ︒

ん扁︵十六万五千KW︶の轡料と 民︑新自暴クラブの土成多数で可

る︒

して矩うことの検討をすすめてい

なお︑すでに得られた七酉五十

め︒

壌榮団としては︑この人形峠の薩

詩修の濃縮ウランをふくめ︑動燃

一︑地方公共団体などが行う︑
いわゆるローカルエネルギーの開

一︑太隔︑地離など新エネルギ

に配慮すること〇

必要な財政湖風などについて十分

推遮を図ることとし︑そのために

発︑貫入について︑その積極胸な

CANDUで特別動議

太陽︑地熱︑石炭などの技術開
数で採択した︒

今回︑ O P l 一 A と ド ッ キング
行われる︒動燃繋業園としては︑

付帯決議は次の通り︒

ーの長期的な開発携進のため︑必

一︑倶給欝標の策定にあたって
は︑整愈性のある総愈的な検討を

開発機構扁の設立を盛りこんだ君
油代替エネルギーの開発及び醐入

発を推進する﹁新エネルギー総会

た四千台のカスケードで運転再開
とに成功 し た B T i 3 に 改 良を繕

また︑これに先だち︑九鰹ひら

う︑新機構の運欝委員会の委鍛の

化勘定を設ける﹁醗源開発健進対

こと︒

かれた参議院エネルギー対策特別

と︒

人選などについて十分配懇するこ

一︑新エネルギーの研究開発な

要な資金の安定的確撮につとめる

く噸

の法粟に対する付帯決議を籔成多

に述べた︒

キュリティーが窺要である﹂と指 高速聖遷炉騰発の悪念を次のよう

委薦会︵出邑実委員長︶では︑こ

ているOP⁝二︵三千台︶は︑0立した︒

ひられた参議院本会議で諸職︑成

十分に行うこと︒

騨・騨

響

薬銀の秋に運転入りが予定され

の捉漁に関する法徳聚﹂が十四醸

産を担当した︒

璽芝︑三菱壷工︑臼立の三社が物

えたもので︑OP⁝一Aと同横︑にもっていきたい考え︒

B船一2より五〇％アップするこ 月中旬には︑この識しく構成され

ラン厳扱い系統などの継続作業が

新⁝エネ法が成立︿難講﹀

OPl 一 A は ︑ 五 士 二 無 三月︑
今圃の︑OP⁝〜Aとの接続作業 これと草行して︑動燃四海薯業

れてきたもの︒

OPI一AとOPI一Bは一
︑期分
分のOPl一Aと岡じ質屋
P一一の建匿と隣接して畳韻がす

作業期闘に入った︒

に追加されたOP⁝一B︑三千台とドッキングするため遷転を鯵比︑九月中旬の運転再開へ向けての

で︑三・一一％濃縮の六フッ化ウラン︑七胃五十謎鰯をうみだした︒そのOPl一Aが︑十四照︑新た

ン濃縮プラント︵OP一一A︑千台︶が運転入りして阜八か月︒この間︑順調な運転を続け︑これま

いよいよ︑四千台が運転入りへ⁝一︒昨琿九月十二躊︑わが国技術陣の結了ともいえる人形練ウラ

ウラ ン国産化︑さらに一歩

〃

するOPt一Bは︑分離性能が︑その後の鎌継試験などを経て︑九

纔Z月に廓兀成した︒

12を改良︑醗塵化したもので︑ 間︑電源︑計装系及び六フッ化ウ

jL
一一

増殖炉開発の展盟i現状と今後の

一︑劇界全体のエネルギー問題
という晃地からみると︑先進工業
国・即ちウランの大消蟹国が高速
懸屋炉開発に務め︑その実用化を
急ぐことによって︑抵価格のウラ
ンの供給を安定させ︑開発途上国
の原子力利絹を容易にすることが

一︑わが国は︑先進工業魍・無

できる︒

は八︑九の両β︑パリで銀翼レベ

された︒

価格の引き上げ﹄の必要性が揺摘

国際エネルギー機関︵1鷺A︶ 強調︑米国に関しては・﹁石癌罵内
開発を進め高速増殖炉実用化の努

のための長期的構造政策を協議︑

ルの理製会を開き︑石蝋罷要抑制

資源国という立場なので︑原子力

力をすることによって︑外国の資

ネルギー資源の大消麗国として︑

脆弱性を減少し得るとともに︑エ

を禁止する11などを決めた︒

する②興銀火力発醒所の新規建設

〇隼代前半に石縮火力発電を余廃

ることになる︒

持ち婦り︑各国の政策に皮映され

理麟会に提出されたうえ︑各圏に

王EA金体の墨金として①一九九 の両田パリで開かれるIHA閣僚

これらの囲標は一三一︑二十二
源に頼らなければならないという

その消費を減少させる義務を果に

鰹㌻︑
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株主総会で反対決議案
電力会祉は冷静⁝に嘉言
※圏では三月から五月にかけて一九七九繊度の樵垂総会が開かれているが︑今隼も醗力会社を中心
とする原子力関係企叢の株主総会で︑原子力反対決議案の提躍が十数件予富されている︒キリスト教
会団体の株主が原子力反対決議環を提黙するもので︑すでにフィラデルフィア・エレクトリック社な
どの穂力会社の株主総会では︑原子力反対決議案が六〜七％しか得票できず︑善決されている︒
緊急蒔対策の欠如︑原発建設コス

膨
教会容体は倫理的な悪夢で原子
力に加判醜で︑昨犀五月には全米

臨象

ば︑M鶏社の財政窮遡はかなり緩

その留任を果たしているかどうか

め燃料調整蟹五千五百万がの上翻

一︑前項による損失補てんのた

バトリック︒E・ハガティー︵テ MI一落機を厳除く〇

露康

PUCの仮決定が爽施されれ

る︒

︵カリフォルニア大学物理学教 千六酉四十万が︶の徴収を認め
授︶︒このうち・バビットとハガ

秘されるもよう︒これにより︑一

はかなり面食らったようである
を調卸していくことになる︒

で冷却水洩れ事故
受難続きの滋

＆W製ドW尺
米国のアーカンソー州ラッセル

クリア・ワン原子力発魔所一二機

PUCが仮決定 ピルにあるアーカンソ⁝・ニュー
ペンシルベニア州公鑓事業婁農

会︵PUC︶は五月九賑︑メトロで五月十B午前〜時ゑ十分︑︸次
ポリタン・エジソン︵ME︶社に ループの原子炉冷却材ポンプのシ

キサス・インストルメンツ社長︶︑

現在︑同炉は冷態郷北中︒

にあふれる購故が趨きた︒十二騒

を十分下圓って

ト社によると︑これら二人の被曝
許容隈塵

いた︒嶺故を趨こした一叢機は出

騒は

ペ

イ

ン

ョナル・ニュークリア・コーポレ

︹パリ松本駐卿岱澱目英資のナシ

英NNC

購入交渉開始

W開と特許権

騨門家から選ばれる︒

安全性︑原子力工業︑環塊保護の

構成は議長と尋問四名で原子力

転中施設の監麟灘伍をもつ︒

運転等における査察の実施や︑運

急計薩基雌の作成︑輸送︑建設︑

やフィジカル・プロテクション緊

晩一の機関となる︒立地選定棊準

と放射線防護について権限をもつ

から独宜した機関で︑原子力安直

原子力安全審議会は︑中央政層

政令を公布した︒

安全審議会︵CSN︶を設題する

四月二十八臼付け窟報で︑原子力

︹パり松本駐筏髄冒スペインは

ス

議会を設置へ

原子力安全審

か月箪均召書KWHの電気を消費

委澱会︶のメンバーだった︒

原子力安全監視工廠会は︑原子

大統領特別委員禽︵通称ケ製品ー

教会協議会︵NCC︶の運営婁員ティーの爾氏は︑？MI雲鏡調査
二年闇に及ぶ議論の宋︑

門原子力を利絹しない国家エネル

会が︑

ギー政策﹂を要求する三明を出し

・一七が縄くなる︒

する家鷹は︑擁月の電気料金がヨ

株主総会で提慨する中心愚体とな
力の安金性改薔︑電力会社の還転

と十七のプロテスタント宗派から
が︑決議纂の提案が形式化するに

M庭社に電気料

ている︒

・管理要員の訓練陶上に関し︑原

っているのが門企業の転任を追求

する儲念センター﹂︵1CCR︶︒ 蘭留総会に原子力反対淡議案が
子力規制委員会と原峯力産業界が

なる︒霊要企業の株を取得するこ
つれ︑冷静に対処するようになっ

アーカンソー︷弩

初めて提案された蹄には︑企土船

とにより︑道徳・倫理上の問題を
ている︒淡議餐の提案番が数分間

百五十のローマ・カトリック教團

提起していくのが濡動の中心︒一

はヤ分程塵で︑何の混乱もなく終

演説するが︑決議案に関する議窮

金値上げを認可

九七七庫以前にも︑南アフリカへ

わっている︒

の企業進出の禁止︑幡蘂剤の生薩
禁止を求める運動を趨している︒

原子力安全監視委の

子力安全監視委鼠会は︑適邦︑

ジョン・デューチ︵マサチューセ

ノ◎

一β

二月

東京都港区東新橋1−2d3（川岸ビル）丁駕L（03）573−4235㈹

る◎

トの高朧などを理由にあげて︑電

仮決窺は次のとおり︒

決定を出す︒

ったが︑岡炉を還適しているア；

を遮断するため︑格納容器内に入

一︑PUCは︑厳E歓に紺し︑ 二人の作業翼が︑数か筋の圓路
ペンシルベニア州の電力会社とし

廻︑産業騨による原子力発電の蜜

てME祉の料金ベースからTカンソ⁝︒パワー・アンド・ライ

②鷹学利用以外の商用︑躍用のウ

全性改善の進展状況を大統領に助

︵WH︶から特許権を憂い入れる

交渉を始めることになった︒

漏

@帽覧

︒一︸

︐＝・︻一禰

・二日

月騎（044）233−4351名占屋（052＞962−0121大阪（06＞931−9058広励（0822）43−1532

企簗の株主総会で原子力反対決
今璋度も鷺力会歓十四歓とメ⁝

委員擾膝ブル⁝ス・バビット

議案が提案されるようになったの

物処分にともなう危険が解決され

︵アリゾナ州知襲︶︑委農膝マ⁝

五万昭︵約百七十〜首九十ゾ︶の

対し仮決定を下した︒ME社が二 ⁝ル故瞳にともない約四万五千〜

会︵SEC︶がこの年︑﹁原子力対決議案が握築される予定︒これ
るまで︑原子力発電所の建設・運

ビン・L・ゴールドバーガー︵カ て運転することを静可する︒

力会社に対し﹁原子炉運転と廃粟

まで︑フィラデルフィア︒エレク
転の停止扁を求めている︒また︑

ホワイトハウスは五月七山︑大

リフォルニア工科大学物理学蓄︶︑

カー一社の株霊総会で︑原子力反

利周は︑通常の瑠業上の問題であ

トリック社の株密総禽が六・七
メーカーとして初めてヤリ董にあ

躍が決まった﹁原階隠安全監視婁

ック︵GE︶社の国主総会では︑ 統領命令︵三月十八日︶により設

げられるジェネラル・エレクトリ

員会﹂のメンバーを発果した︒原

は一九七七年から︒証券取引委員

り︑株霊の検討および投粟に婁ね

ング社が七︒五％︑コモンウェル

％︑ロングアイランド・ライティ

①イリノイ州モリスの再処理・廃

月士ハ臼までにコメントをした

るべきものではない扁との従来の

ス・エジソン社が六・六％の得粟

瀬物施設を運邦政府に売却しない

後︑PUCは五月一エ⊥ハ碍に鍛終冷却水が原子炉格納容器建屋の鎌

判断を撤圓した︒

で︑それぞれ原子力反対決議案を

五入の委員決まる

このため 原 子 力 に 反 対 す る 湧 働

習決している︒

原子力反対決議箪の内容は︑各
ラン採鉱︑研究開発︑生産・販売

@委員長はバビ・ト氏︵アリゾナ捌知齋︶

して︑株主総会を利屠するように

家たちが・彼らの室張を遇す棚と

なった︒一九七七年と七八無に二

を禁ずるーーの二点を嚢即する決

原発礒設の発注内鍵を受けたの

二隼以降に首十万KW繍聖水型炉

央電力庁︵CEGB︶から一九八

ーション︵NNC︶はこのほど中
Hで一九七四年十二月に運闘︒

力八＋五万KWのB＆W計器PW

もので︑公瀾調査は五月六臼から

はさらに百三十万KWの四︑五号
三十万KWの二︑三面機に関する 機の建設も予定している︒

がもとめた公益旧業認司串請は頁

けている︒EDF︵仏磁力公社︶ 六月十七臼まで行われる︒EDFで︑楽国のウエスチングハウス祉

型炉︶があり︑十無余り運転を雛

せを認める︒またエネルギー不足

サイト未窺︶︒シミュレーター三

ッツ工科大学教授︑前エネルギー

によって異なるが︑おおむね︑節
言するもの︒

電力会歓の原子力への係わり程度

議案が提案される予定だ︒

には六件の淡議案が覧つの暴力会
約と代替エネルギーの開発︑放射

件の原子力反対決議案が︑七九鋸

社に提案された︒いずれも得粟率

台の撮葛は米国のスリーマイル︒

雀次宮︶︑ハロルド・L・ルイス の充当に要する蟹用︵年間推定五

総局長︑国際関係総局長︑保護安

アイランド︵TMI︶禦故で人的

メンバーは次の五人︒

線の健康影響︑廃棄物処分間隔と

全性総周長で構成︑また︑運営理

翌素がきわめて鐵蟹だということ

このような原子力反対渓議案を

は五〜一〇％で︑否決されてい

町会は・制限理挿込メンバーと必

原子力機器の浸透検査には品質の保証された

PWRもAGR

硫黄分（10P．P．m以下）

妻＝塗

非破壊検査機材（浸透・磁粉・超音波）

素材から航空機・原子力機器まで、

仏CEA改組へ
要に癒じて子会社の祉畏で構成さ

運転要員を確保するのが蟹的︒申

が明らかにされたためで︑優秀な

このほか︑子会祉理事会が設躍

れる︒

英反対派が報告盤

も共に不安全

︻パリ松本駐在蝋目スコットラ

ンドでトーネス原発︵AGR︶建

コロジー研究グル⁝プはこのほ

設反対遜鋤を展善している政治エ

ど︑米團のPW獄は亡国のAGR

のであるという報告欝を公表し

岡横安全性の観点から不瀧避なも

同報告欝は︑門政溝はAGRが

た︒

PWRよりも安金性の観点から儒

頼できる炉型だと儒じ込ませるた

グで起った禦態はAG只でも蹴り

を過小評価しているQハリスバー

め︑安全性報欝撚を秘密にし至険

鈴

うる﹂と罪難している︒エコロジ

ストがAG獄をも攻繋するのは始

めてのことで踏臼されている︒

巣進化学株式会祇

総

九総 局 の 独 立 を 確 保
エ︶︒

央原子力旛設安全性本部︵SCS

らなる原発建設認司手続きの公開

ヤ．欝

購

ベルギーとの国境にあるショー原発1署墨Q岡原髭は半塘下立

力

原
︹パリ松 本 駐 在 興 目 フ ラ ン ス 原

ックール長富は︑四月二十四日︑

される︒なお︑原子炉核燃料サイ

IN︶は瞥TMI製故は旛設の欠

冠DFはすでに九十芳KW加庄

︻パリ松本駐在艮Uフランスと
ベルギーの国境にあるショー村の

に百三十万KW加圧水型炉二四か

栂議会は四月一

設霞され︑八○矩四月一難から運

調査に反対を議決した︵八票対二

十五葭︑ショ⁝村

末までに約六着入の運転要員を養

仏海峡燦のパリュエル原発内に設

転している︒この一議で八○球に

Mτ︶社に︑颪三十万KW棚田水 EDFは︑栄転要堤訓練を徹底する予憲である︒

た一難︵三＋万五千KW艇圧水

ベルギー共顯のSENAが建設し

ショー村にはすでにフランスと

力庁︵EDF︶はこのほど︑ル・鐙され︑一九八二〜八三隼に運転

二台の発注を計画している︵設鱈

するため︑さらにシミュレーター

塊（タービンは地表部、原子嫡が地下窒澗内）として壱名。

子力庁︵CEA︶のミシェル・ペ なお︑保護安全性総局の安全性
審議窟には︑ピエール︒タンギ氏

理局に二分筆される︒

クル総局の化学局は濃縮局と再処

フェース︶の不備によるもの﹂と

接点︵マン・マシーン・インター

これら九総局の運鴬は︑制隈理

この改縄については諸勇組とも

した︵全国労使審議会︶︒

諸労紹代表にCEAの叢叢を通報 が任命された︒

肇劇通報がなかったとして不二を

陥が主要因ではなく人間と機械の

興会は長窟︑技術最高顯問︑原子

薯会と運営理禦会が行うQ制限勃

この改絶 に よ っ て ︑ 次 の 九 総 局

表明し︑十分検討してから蟹否を

が独嶽して︑総局長︵かっこ内︶

炉核燃料サイクル総局長︑箪禦望

決めるとしている︒

掲麗している︒

は︑長官の 権 限 委 譲 で は な く ︑ 鷺

粥総局擬︑行政管理総局長︑経理

水型炉原発運転シミュレτタi二

台を保荷している︵いずれもLM
T製︶︒一台は七八鋸一月一轍ビ

130万KW2基を計画
成した︒二台臨もビュシェ原発に

ュジェ原発内に設鷹され︑七九奪

村議会が反対を議決
票︑棄権一︶︒

︻パリ松本駐在展︼フランス電

八二〜八三年に運開予定

運転貿谷を発注

仏電力庁︑しMT社に

接に担当総周運脚の磁任をもつこ

暉頸利賂 ︵ ジ ャ ッ ク ・ シ ュ パ リ

とになるQ

ョルジュ・バンドリエス︶︑唖聾

エ︶・原子炉核燃料サイクル︵ジ

安全性︵アンドレ︒ゴブネ︶︑基

礎研究︵ジュル・ホロビッツ︶︑

革薪技術工業応絹︵ピエール・ジ

ャカ；ル︶︑行政蟹理︵ピエール

ショー原発建設公開調査に
は運転要員のタマゴ五酉人を訓練

型炉原発遡転シミュレーターを発

マテリエル︒テレフォニック︵L 開始の予定︒

ジスカールデスタン︶︑計画︵ア

注しだ︒このシミュレーターは英

・ペルチェ︶︑経遷︵ジャック・

︵ジャン ・ ベ ル ナ ー ル ・ ウ ブ リ

鱗

轟轟髪嚢嚢

鼈黶

130万KW

蓮

麟男望翻
i華顯琶i傷1藝

の昌

酔WF聖用

弗素分（50P・P・m以下）

低塩素分（150PP識以下〉
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テレビの原子力報道

公衆に恐怖症をまく

聞九一％︑テレビ五五％︑ラシ二

マスコミの回答者の五二％︵新

の知る潅利﹂に関する部分は六一

ている︒ヶメニー報告欝の﹁公衆

媛種類・寸法

れる︒

原子力発電駈で緊惣事態が発生

システムの改醤を図っている︒残

よび贈力会筏は︑緊急時にマスコ

いる︒また︑九五％の回答蕎は︑

％のマスコミが読んでいるけれど

る︒

影響を与えていることを示してい

反原子力団体への
政府資金援助増大

コロラド︒パブリック・サービ

ス会社のH・ピーター・メッツガ

ー広報企画部畏によれば︑反原子

る運邦政尉の資金援助が著しく増

力の消費蕎団体や環境國体に対す

新しい論文﹁政府資金援助を受

大している︒

けた行動主義⁝公衆の利益の陰に

﹁カーター政権のもと連邦政府高

隠れて﹂の中で︑メッツガーは︑

宙に任命された数醤人の撮導的活

動家は︑その個人的・観念論的目

閑している﹂との当彿の響えをさ

標を還成するため︑官優制度を利

のこの考えは︑論文﹁威圧的なユ

らに発展させている︒メッツガー

程﹂の中で初めて登場した︒

ートピアだち一その隠れた行動臼

万六千四十二炉の政府資金援助に

衆の利益調査グループ︶は六十四

長時間の御使用に1荷1えます。

機関対象のセミナーを企画するな

広い範囲にわたって行っている︒

に伝達するための産業界︑政府お

した時に正確な惰報をタイムリー

バーするスタッフ一名を指名して

三四％︶は︑原子力発躍吐出をカ

る②マスコミは︑原子力発電の基

ート用紙を送付して︑﹁公衆の知

電力会社の全回答蓄は︑﹁ケメ

電燈簿用回線の開設︑主要スポー

ニー勧告は実薫炉能﹂と薄明︒約 各機関内部および各機関相耳間の

ロックフェラー財団の援助によ

は︑こう述べている︒

行われた︒一二十万KW以士の発魑

いるコミュニティーがすべて網羅

所を境界内あるいは近隣に抱えて

原子力発電所だった︒

されている︒発霞所の四分の一は

逸話の多い調査文献や広く行き

ンに二十九隼膿みついているが︑

原子力関係軽作業用ゴム手袋

告を支持すると述べている︒ケメ

漂子力諮問委員会は︑原子力発電

り二五％は︑既存のシステムで十

での原子力開発に関連して必要な

礎技術についての記脅教育を行う

州政府の約八三％は︑緊惣山情

ニー委員会は︑①運邦︑州政府お ど︑緊急蒔コミュニケーション︒

に関する州の政策を調資し︑州内
よびマスコミの準備体制は︑りPM ミに情報を伝達する方法を確立す

分だと感じている︒

されている︒

I票故当時に比べて︑かなり改善

ミナーに参羽する意思を表明して

原子力発嘱の基礎知識に関するセ

巖後に︑報道協会は︑ケメニー

いる︒

︵建設工頭の進捗状況︶を導入す

る概利﹂の改薔に闘するケメニー

七五％はすでに︑報道機関に接す

っと流布する必要があると櫃摘し

委員会報告書をマスコミの中にも

ることをケースバイケースで考慮

た︒三月中旬現在︑颪四十九社か

委員会勧告に対する反応を調査し

八％にすぎなかった︒

も︑報告番全部を読んでいるのは

報システムの改議を実施ずみ︑あ

すべきだ③州議会は低レベル廃棄

の報道センターの設躍などが含ま

クスマンの拡充︑原子炉サイトへ

政策勧告﹂は︑テキサス州エネル

︐φ＄O◇ウφ＄◇＄▲0▼OOφ◇Oφ8φO◇φ巳A︾▼3◇80000＄O◇◇凸￥◇◇黄nuOO◇906

るいは計画中だった︒この中には

物施設の必要性を認識すべきだ④

センターを設置したり︑地方報道

る技術騨門家を指名したり︑報道

内国税収入コードを改正して︑デ
ィコミッショニングと処分の基金
を免税にすべきだ⑤高レベル廃棄
千に協力すべきだーーなど︒

るこの調査は︑ミシシッピ川以東

た︒同審議会は︑知襲と副知薯が

ぺ州医学が調盃

または近隣に発電所がある晦村の

ミュニティー・リーダーを対象に

の百の都会地域から八重以上のコ

ギー・天然資源審議会に送付され

けれども原峯力一

発電所に好意的

し幕畢TMI護は撃乱
政策を調整する権隈をもつ︒

共同議長を務め︑州のエネルギー

原子力諮問委員会の報告書﹁テ

ロの

キサス州の原子力翻童画問題点と

に のごロ ちの り ぽロ こぬ ぢコロ ちの ロぎ

ス州は︑適切なサイトをもつ他の

キニ

陣ていることが明

むかになった・

の嘉島は︑発電所の開発が︑その

渡っている亮解に反して︑本調査

RFFは︑TMI事故踏こ
行の
わ結論は︑照十以上の主要なU 指聯看は︑発電所に好葱を寄せ︑
︷れ茎国レベルおよび州レベル 世論調蓋の分析に基づいてい陣
もし機会があれば再び発霞崩を建

副

規模や燃料の種類にかかわらず︑

上圓ってい︷ 霊愚な発露所が立地している︑
RFFの調査る﹂と述べた︒㌦

廓馨支持し続けて原子力を支燦然として反二

世論簾勇発世論は依然とし支薯の数は鱒 な地域の指導者

一の調査によると

㎞フューチャー︵RFF︶の最新
に反対する公衆の砦を高め蕉

㌦り￥㌣ズ・フぞ．ザ・

据が協力を撞まない限り︑漣邦政

物処分場の宣地に関して︑テキサ

ほとんどの園答者がケメニi勧

ら着帯が奏せられた︒

一1の一薫も勧告していた︒

講細書記者教育の重要性増す

改善進む曙情報体制

十二月に設置された︒

これは︑ワシントンにある報道

立法勧告をするため︑一九七八年

協会︵メディア・インスティチュ

デュポン精神病学教授が指摘
委員会勧告の孟なものは次のと

テキサス州は原子力に賛成︒

設したいと愚っているーーペンシ

㌔

ている︒さらに︑彼女は︑﹁もっ

る・

地域社会に非常に三三的で袴籏な

㌔の多くの世論調査を綿密に検討

ルベニア州立大学の三毛調査結言

ほど諮ぎゃく的にならなくても︑

の葬常に口やかましい批判派との

でないということがまだ実証され

とも璽要なことは︑原子力が安全

発霞駈からのクリプトンガスの

ていないことだ﹂と語った︒

インタビューに基づいて書かれて

﹁われわれは原子力発電を好む﹂

次のように言うこともできよう︑

の文字をしたためたポスター︵写

と指摘している︒τMIでは︑運 いた︒現地の人々の本盗の愈覧は

せるため︑正にほとんどありとあ

転綴が︵誤って︶︑炉心を溶融さ

放出に間してはメトロポリタン︒

壌すことは心立だと述べ︑また︑

よる全国﹁反原子力ティーチ・イ

1 線∫力発竜擁を始めとする、療イ力関係軽作業瞥月」のために開発された漕ゴム丁袋てす。
2 全品完全検査によって汚染賢故の原囚となるピンホールは全くありません。
3 G瓢OV￡Sか手の／卜体に良くフィノトするためで〜業1 1が非常に良くまた優れた材質のため

門ニュークリア︒インフォ﹂

は米原 子 力 産 学 会 議 ︵ A − F ︶
が︑パヅリック︒アフェアーズ
・アンド・インフォーメーショ
ン︒プログラムの一環として︑

おり︒①逮邦政府は便用済み燃料

原子力に関する悩報を収簗︑分

ものが特にテレビ報道の支配的な

プを兇た後︑わたしは︑恐怖その

ート︶が実施した非公式の全国調

テレビのニュース報道は︑公衆

奮締果である︒約四颪の電力会

の心に原子力恐怖雁を植え付ける
の商業罵処理を奨励する政策を再

いて︑全国的なコミュニケーシ
確立すべきだ②テキサス州公益事

序するに至った﹂とデュポンは述
べている︒

一一十六人の委費からなるテキサ

業委員会は電力料金にCWI社
P︑政府︑マスコミ機関にアンケ

テーマであり︑その多くが恐怖症

析︑日直し︑その結果にもとづ

神病学と行動科学の準教授である

ョージ・ワシントン医科大学の繕 的思考の要素を形成していると確

ョンとパブリック︒アクセプタ のに貢献している⁝一これは︑ジ

しているものです︒この鰯報に
ロバート・デュポン博士の兇解で

ンスの輪をひろげるために発行

は︑原子力をめぐる月間の動拳
ある︒

︵メディア︒インスティチュー

ープは︑ワシントンの報道協会

ている︒ニュース番網のビデオテ

ニュース番組の分析結疑に基づい

十年間に放映されたイブニング︒

判齪は︑三大ネットワークで過去

原子力報道に関するデュポンの

症会議の中心的人物でもある︒

ントンで開かれる第二回金国恐怖

長を務めたことがあり︑今年ワシ

治療に関する特別セッションの座

卑の金※構神病学会で︑恐怖礁の

デュポンは︑一九七八年と七九

がたんねんにまとめられていま
す︒

陥
園
デュポンは︑原子力に反糊する

ト︶から提供してもらった︒

たり︑また︑原子力反対が誤りで

にかかってい

あるという考え方を︑断固闇闇し
ス州原子力諮問委員会の報饅霧は

恐怖痒

ている︒﹁それにもかかわらず︑

原子力關発に浅薄的な勧笛を︑綴

人々が鮨

十三躇間におよぶニュース・テー

原畢甥三菱ウた懲り勧宏搬

再認識される安全盤

麗︶を掲示した家の主婦ブレンダ

建設費と同程度のお金をかけてT

いる例として︑全米PIRG︵公

エジソン社とNRCを僑じると述 反原子力団体に税金が注がれて
簗倉体をバラバラにし︑被麗蟹の

MIを石炭火力に転換するのを望 だと教えてくれた︒

彼女の知人はすべて原子力に螢成
なかった︒すなわち︑原子炉は基

多くを酸化させる以外に何もでき

ブレンダ夫人は︑聖MIを取り べ︑最後に︑彼女は︑ミドルタウ

らゆることを実行︑数時人にわた

リチャード・マイヤーズ︵エナ

いる︒

つけた︒しかし︑運転員は︑燃繕

︒ラバックに代表されるようだ︒

年偏と題する記事の申で︑﹁公衆

85

商業再処理など勧告一州原子力諮問委

@TM⊥周年新聞論調に若干の変化一三り熱的・水力学的に原子炉を傷め

事故ではなかった﹂ことを陪承す

8

原子力開発に賛成

lI箏故の一周奪を報じた多数 によるTM王箏故の感覚的な受け

見が新聞紙上に広まりつつある︒

ンフォ﹂を発行した醤繰⁝には︑

る諭調が葭立った︒

ワシントン・ポストのジョアン

原子力醐発への批判や反対が欝

の徹籔鱒な調査研究の結果︑炉心

・オマング認蓄は︑﹁過宏一幽間

欝化するにつれて︑︻方的な欝
欝や不勝確な檎報が増加し︑大

ての︵原子力に枇判的な︶著名な科

露出が爽際に引起こす危険につい

衆の原子刀に対する純粋な疑問
や繁朴な不安を黙った方向へ増
幡させかねないという爽彌もう
かがえます︒この檎報は発行以

ことが明らかになり︑その点で︑

学・技術蕎の著えが間違っていた

する﹂と述べている︒もっとも︑

TMI薯故は原子力の勝利を三味

来︑原苧難関籐餐のみならず織

どからも注霞されています︒

会︑運邦・姻政府︑マスコミな
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安全研究で
総合発表会

ついて特別講蔽が予定され︑康た
固氏をまじえたパネル討論会も開

そのほか︑核燃料施設︑とくに

かれる︒

の動向︑運転条件の変化にともな

薄処理施設の安全性に関する内外

@日︵火︸

にスタートしたコンソーシアム︒

日本︑ウレンコなどの技術を濁比

今後︑簸州内での濃縮工場建設に

する司能性について評価を行う予

定となっている︒このため︑今後

のフェーズH謝薩のいかんは︑こ

の評緬の動商に大きな影響を受け

ることになるため︑ウラン濃縮日

られるかどうかも微妙な情勢だ︒

岡研究が日簸のみの協力ですすめ

放射線取扱主任者

科学技術庁

試験施行を公告

科学技術庁は六葛︑第一櫨放射

十一の濁日︑第二種放射線取扱魔

線取扱喪価課試験を八月二十・二

れ笑施すると公告した︒受験希隠

者は︑受験晦忌日に戸籍抄本︑写

でに︑科学技術庁原子力安金局放

希望者は英和履歴書を送付するかT建しして下さい。

26︑276︑全共連ビル
原子力安全研究協鼓は二十六︑
一午七の両顛︑東京・平河町の全 う軽水炉燃料の今後の研究の方

問題に関する評価を行う方針を打

で郵送のこと︒

射線安倉課管理係へ鋳参か︑三脚

勤務地・東京

なっている︒げんざい建設中の話

力は水力を抜き︑二〇％を占める

方原発二署機が完成すると︑原子

評価に璽要な幾学研究の進め方な

士︑さらに放射線のヒトへの影響

で地形・温展などの条件が異なっ

選れる蝿通しとなったもの︒

ち出したため︑フェーズ蛮入りが

三−五八一−五二七一︶まで︒

大︶︑鈴木弘茂︵東工大︶︑近藤

薙康︵東海大︶︑中村尚制︵東

駿介︵菓大︶︑井上敏一郎︵縄中

︵三菱重工︶︑篠田展︵蹴転︶︑

研︶︑玉井浄︵動燃︶︑森山昭

江村悟︵動燃︶︑鈴木罫二︵エネ

研︶︑由田農央︵科技庁︶︑金子

に資源エネルギ1庁の担遜賓を加

熊失︵外務省︶の斯界騨門家諸氏

えた誰師陣があたる︒最終日の六

電︑康研の施設見学を行う︒

月二十田は︑茨城県東海村の原

幽保温材

共連ビルで︑第±一算門原子力安

どについて︑五つの講演とパネル

れた署務レベルの折衝で︑藻門門

てくるため︑一律の温度規制は難

管理﹂

新たに門原子カプラントの設諭・

︵講義のみ八万薦千円︶︒希望暫

醗フッ素樹脂製晶

翻ブレーキライ巖ング

ことになる︒

今回は︑来迎原子力蜜金解析セ

5月26琵︵月︶

日量共同研究

フェーズπ

今夏以降か
U巳GAで農縮を襖酎
墜籏ウラン濃縮共同研究第二段

禽は今憂以降にズレ込む公篤が強

階︵フェーズ狂︶の両国尊門家会

日戴ウラン濃縮共同研究は一九

くなった︒

ケ︒このあと七六隼から七八琿に

七四年の両園首脳会談がキッカ

㍗・…園1蝦八郎
ハ不ル言寸論会「軽水炉6）女全鰐策の現状と課題」
1．［。セブロスヒー、他

定濃四十名︒謬上長九万五千円

醗パッキン・ガスケット

における電算機使用経験者で

二二乏

島

は原藏・妙工諏まで︒印し込み締

上の学歴を有し、核設計、解析

久系配管の岐労と破談試験」

講演5「軒間か

全研究総盆発表会扁を開く︒

三蹟費〜万三千円︒隠し込み︑

ンターのE・L・ゼブロスキー所 討論が行われる︒
長を招き︑スリーマイルアイラン

電話Q三−五〇三−置七八五︒

震い含わせは岡協食企腰課まで︒

耐性をあきらかにしょうとするも
の︒これまでにカレイ︑サケなど
冬にとれる卵・稚仔の温度謝性は
ほぼあきらかになってきており︑
今蕉度は答漁獲される卵・稚仔を
鮒象に水温が魚に与える影欝を調

ミュレーション手法の開発では︑

摂する方斜︒まだ︑濡緋水拡散シ

表厨放流についてはすでに予測手

かけて羅弼国内に工場を建設する

に詳細な研究を行うフェーズ耳の

が﹁雲州ウラン濃縮グループ﹂

しく︑サイトごとに温排水の隈境

社など民間四境によって今奪一月

にわたり︑集宗・大望町の療熊会

会﹂を今無も六月九闘から二週闘

力の規制休舗﹂の科圏を設一3︑充

実した講筏内容となっている︒講

︵束大︶︑小川繁︵原研︶︑阪元 切りは五豪雪十日︒

義は︑杉蝶蝿︵源研︶︑秋掬鱒

騒不燃建材

難訓の原発を・既存の伊方原発
の敷地内︵七＋五万平方規︶に増
設することを演織した理由につい
て瞬圏電力は︑﹁適正規模の︑ま
産業界の研究濡動と今後の対策に

庁がすすめている卵・稚仔灘度反

ド原発窮故後一葎を経過しだ米国

四醐臨力としては︑こんご︑愛

応試験は魚類︑員類︑嗣殻類の卵

霧

て新しい濾排水規制のあり方につ

をメドに︑こうした研究をふ濠え

・稚仔など微細な海雲生物の温度

媛県と伊方町との落命いをすす
め︑地充との寒露を得た上で︑具

じ

体的な作業に入っていきたい鍛
え︒
篠

からスタートした礫境庁︑農水
省︑穎産省などによる温排水影響

対簾審議会水質部会温排水分科会

法が確立されているだめ︑伊方原

可能性について基礎的な調査︵フ

進め方について両国間で検討を行

ェーズー︶が行われたあと︑さら

子力発電所などに採用されている

て︑今奪度にその手法を確立する

深憂放流拡敵予測手法に熊点をあ

夏引︒

講，寅4ヂ軽水炉轡糾の経験と今後の研究1

っていたが︑四月末に闘本で開か 任蕎試験を八月二士百にそれぞ
え来年度ころから今後の温排水規

環境庁ではこうした研究をふま

制のあり方を検討する方針だが︑

体で生まれた熟を︑暖房や給湯と

がμ73えられている︒

簡麗なものを開発憲激に建めてお

画がすすめられ︑二十五道府県で

がよせられている︒

生を募集している︒

映Ill11臼1の浦メしはゆく」

その2

地元に脇力串し入れ
六十四年三月題開めざす
四国工廠︵蜘購慣則社長︶は堺田︑愛媛県の白石春樹知磁と山田隆姦伊方町長に︑﹁伊方原子力発

鰻に︑三 弩 機 ︵ P W 鼠 ︑ 八 ＋九万KW︶を轡設しだい芝串し入れた︒こ れ は ︑ 六 差 代 手 に は
とまった麸数を立地して︑経済
性︑愈理性を発揮しようとする動

存の敷地内に増設することは︑技

摘︑発艦阪姫の抑制と三時に︑既

きは世界的なすう勢にある偏と指

ったもの︒

術的にも︑じゅうぶん安金を確保

できることをあきらかにしてい
る︒

新温排水規制を検討

％︑水力︸七％︑原子力⁝三％と

備容麗からみると︑石油火力七〇

五十四一度の贈源構成比を︑設

め愛媛県と伊方町に註し入れを行

脚力箏備粟がマイナスとなり︑供給力の不足が生じるためにとった措置で︑四望田力としては六十㎎

この施設計画窃の照星バランス

を必要としているQ

年三月には運開したいとしている◎
今圓︑愛媛県と地元伊方町に行
った酎画の幽し入れによると︑三

讐機は運転中の一弩機︵PWR︑からみると︑六十一無度は八︒六

ス四・四％と︑供給力が躍襲に追

ナス○・二％︑六十四隼度マイナ

落ち込み︑穴十三郊野からはマイ

五十六万六千KW︶と二隼後の 五 ％ ︑ 六 十 二 年 度 四 二 ％ と 大 嘱 に
十七年三月の運転入りを葭標に建
設申の二号機︵同︶の策側に増設
しようというもの︒一暑機︑二弩

機と岡じ舳圧水型炉︵PWR︶ いついていけないという璽大な月

帰環研究がとりまとめの段階に入

がとりまとめた中闇報憲が蹴一の

影響調査踏まえ来年メドに
環境庁の中央公密対簗審議食温

ってきていることから︑来年ごろ

月までに︑二十万KWの揚水発電 排水瑳準分科金は今年農から束年

め︑同鱈力としては︑六牽二間六

このマイナス分をおぎなうた

で︑出力は標準化の八＋九万K 回に謹面する︒
W︒建設 費 と し て 約 二 千 八 百 懸 円

照国電力がこの四月発表した五

を予定している︒

いて検討を行う遥遥しとなったも

れていない﹂として明確な規制方

響研究は﹁卵︒全量温度反応試

現在すすめられている澱排水影

の︒

した調査結果を総合的に整理︑こ

験篇︑門発電駈運隔潮面斑境調

一日終了するのにともない︑こう 水問題について十分な知発が碍ら

指針︒しかし︑この指差は﹁温排

の水力発電筋などの運転入りを予

所︑六十黒駕四月までに二万KW 度にかけて温排水影響調査計頭が

定しているが︑予備重量％は維持

十五年度施設計画によると︑こん
この竃源開発をおしすすめていっ

鎖が打ち轟されるにはいたらず︑

査一︑

﹁深脳

待ち﹂の状態で︑中断された形と

11などが蓮点︒このうち︑環境

放流拡散シミュレーション研究﹂

こうしたなかで︑昭和五十二年

なっていた︒

﹁魚類行動調査縣︑

その後の検認作業は門研究の進展

原子力発駅駈などから放出され

い方について検討を行う方針だ︒

脱石油の要として︑国がおしすす

五十無十二月目環境庁の巾央公害

る混排水の規制については︑昭和

れをふ霞えて濃排水纂準の取り扱

今騒の伊方原発増設計画をまと

めている原子力発鷺政策もふまえ

このため︑四国電力としては︑

できないのが塞情︒

ても︑六十無代繭半には・醒力の

り︑購絵バランスの逆転が予想さ

購要と供給力の差は極端に縮ま

ふつう︑最大鷺要電力に対する

れる︒

供給力の予備は︑鰻低︑七・八％

た間欠的なエネルギーという宿命

して使おうというのである︒

摂氏八○度が上隈︒作動液︑パッ

牙七か所あると指摘︑一発の調査

源︵落KW〜千KW︶に備えるべ
関心をもっていることが︑アンケ

しすすめ︑コミュニティへの供給

地味とはいえ︑風力発職はいま

今團は︑安金問題をはじめ︑最
近の技術邉歩に即応して軍議内容

と輸送終験」
父 渉 中
その1「実匹；ir武験のr；1幽と現状」 水倉 d

27

女全福二lri』式験

講演3「｛史縦済轡讐輸送谷器の

真を添えて六月四日から蕊十日ま
︵U鶏GA︶で今後のウラン磯縮

に加えて︑エネルギー生薩パター

発裾所のサイトはそれぞれの地域

いたエネルギーとして︑小出力な

ンと消費パターンとは︑かならず

キングを選べば︑さらに蕩温も司

謂一二一一㎜．颪響祭一齢柵闇．閉二震︻三一一三﹇﹁︻︻疑零 三一≡﹇﹇三一一茎塁︻﹇︻三一一三選＝﹇琶一三一︷讐多μ三．謄⁝ 讐﹇一一一髄幽蕊一蕗一ξp一一二謹﹇＝ξ瓶．轟︻︻︻︻寧三三藤讐︻二三．一毒欝髪﹁﹁．三二穿F鳳．一三︻︻︻一一ξ三三﹇景戸F三．槽毒鏑三三．一一三冨ξ一一一三蕪一軸一三一一叢︻二︻三F一一一一鼎選窟狂㎜㎜開．一一三一タ︻一一F三ξ﹇隔

がら注圏に値する︒風力発露にと

このため︑調査余は︑太陽など

しも一致しないという点︒

たわけだが︑コミュニティに根づ

った︒

もなう騒士︑鍛波二又などのマイ

四十四か駈あることがわか

これは︑全国六首十五の

ナスは︑これらの地点では比較的

能なのだが︑暖房などの用途には

縞

と研究開発が不可欠としている︒

きだと紬んでいる︒

その実用化へ陶け︑その一歩を踏

錦襲贔の総合メーカー

英語堪能な方。

：．

U粥GAはペコ・ウォルセント 詳細問遭せは︑岡係︵電話〇

地点に散在する気象庁の地

の他の雲譲エネルギーと組奮わせ

︸．桑

を全面的に見照し︑悪罵の効率的

結構づくめの風力発電だが︑とう

なかでも興味を引くのは︑風エ

み出したものといえようG

翻石綿紡織贔

資格・原子力工学又は関連学部卒以

あらゆる産業に貢献する

G。￡．原子力事業部巨涛支社では
下記の人材を求めています。

本社・東京都港区芝大門1−1−26翻05電話（433）7241（大代）

東llビル16階

原子力肇業部ll本支屑、総務部

容磁をきめる纏縫規制の方同など

域気象観測網を使って︑風

ゆるやかであろうし︑生態系に与

この程度の温度で十分で︑むしろ
安金・快適だ︒

整理につとめ︑講習期闘を大縮に

原産︑受講生を募集
原子力技術省へ専門的で幅広い

短縮︒とくに︑原子力発寵の安全

ぜんのことながら︑解決しなけれ

ネルギーの利用形懲としての﹁熱

ゼネラルエレクトリノクテクニカルサーピセスカンパ論

TEL405−27三4

帯106東京都港区六本木6丁臼2−3王

油圧園路を便った熱交換では︑

遮分析の解析からあきらか

る︑いわゆるハイブリッドシステ
職工禽はまた︑季節別の平均風

デンマーク︑アメリカ︑スウェ
ーデンなどの議外園で実績をもつ

逸興の調査では︑わが濁では︑

情報を⁝⁝臼木原子力産業食議は

確保︑稼働率の向上に関速して︑

風エネルギー利用︒

原子力技術捲嚢成の一環として︑

の風力発電は︑巾規模程匿が望慰

同購に︑台風の到来するわが国

の必要性も説いている︒

エネルギーの蓄積システムの開発

ムの導入をうたっているQまた︑

える影響も少ない︒

この注霞すべき継果によると︑

になったもの︒

どう生かす密度薄い礪鴛

実用地点が44か所
@

十二県で︑すでに個人や団休で笑

擁葎行っている﹁原子動力講習

の藩小牧︑関藁の銚子︑筑波山・

ばならない壁がある︒

交換システム縣の霧え方だ︒鰹転

しいとしている︒そして︑その第

篤︑徳畠などて︑異体的な利用計

一段階として︑当面は〜KW級の
用化されており︑秋田︑楯木︑群

大島︑四羅の察戸岬︑九州の上瑠や

當然エネルギ；のなかでも・エ

門品嚴保証﹂および﹁原子

種子島など全閣におよんでいる︒

ネルギー密厩がもっとも簿く・ま

︒エネルギーとして︑大きな期待 すさぶ四十四地点は︑北は北海道

資源調査 会 ︵ 藤 波 慣 雄 金 長 ︶ が

海岸︑とりわけ島︒岬が︑これ

議釜で実施することになり︑受講

このぼど発表した調蔵繍渠による

らの地域として浮かび上がってき

ート鮎粟からあきらかになった︒

と︑異用繭な風力発電が可能な︑

な︑平均風速毎秒闘綴以上が吹き

年間を通じ数十KWの発電が可能 速が毎秒四耕を超える地煎が菖四

縦

力

原

諒嘱ノ彰薩
⊥ 撃翫難
一秋来ぬと欝にはさやかに

見えねども風の曹にぞおどろか
れぬる

うつりゆ く 盛 然 の 姿 に ︑ 自 分 の

心梼を託す臼本入︒感性盤かな日
本人を培った日本の閥學︒それは
ひとえに︑日本の気象による︒
二十一世嗣を迎えようとしてい

凹
癖

毎秒照綴以 上 の 風 速 が あ る 地 点 が

るいま︑この風に︑コミュニティ

x
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米礪の原子力産業は︑TMI事故以来︑篶理︒運営の欠陥を正すため集申的に努力してき

ているが・王月九日から三日闘ワシントンて開催された米原塵のワークショップ﹁頭上剴と捜

届問響ボス岳￥モは︑・﹂うし窪轟の改歪力が︑どの考に嚢︑二葉籍よ
び公衆の信頼と支持の園復につながるのかというのが薫蟄テーマとなった︒ワ⁝クショップで
は︑産業界のイニシアティブを称賛する噺もあったが︑今後取り組むべき課題も多く指鷹され

に︑原子力エネルギーは︑飽の代

嶺局からの対応がなければ何も決

抽象的な調登にとどまり︑許認可

のはこれが初めてた︒今までは︑

つの獲い

第二は︑制御整内の逓転だ︒現
在の技術水準からみて︑少なくと
も馬丁整のディスプレイ︵衷示︶︑

安全システムの設計およびモニタ

フランプトン副転読

運転経験評価シ
ステムの確立を

より詳細な三重を罎るための新し

TMI嶺故の教訓︑重大事故やL

明した︒NSACは︑NHCが予

報告諮の僅成なとについて順次説

い報告システムの確立1⁝︵新し ERスタディ︑クリスタルリバ⁝
いフォローアップ要件つき︶を蟄

ループ︵ロゴビン・グループ︶の

だけではおそらく無理であろうと

懸導がなければ︑NRCスタッフ対応を検討している︒緊惣時計

C委員による捲揮︶からの強力な

についての規則作成に備えての癌

両やフィルタ⁝排気格納システム

タン・エジソン︵ME︶社が被る る︵発電檸止期間が半年以内の場

一差︶は・TVAのハーツビル原
た﹂と厳しく批判した︒彼は︑ケ

ブラックフォックス原発︵BWRのアプローチの開発を軽んじてき

もできないでいるQまた︑GEのCは︑首羅一貫したシステム安金

調した︒そして︑門TM王のもう 万難支出︵週平均三酉万避︶し

ソール︒レビンNUS副社長は強らの電力購入費として約七千八首

に支払う三線料金は最大補償金の

ツビルと同じNRC二重をうけて子力安全を確保するため︑十分に

アプローチを採用することによっ

ことから聡らかであるが︑閉題は

内外から繰り返し指摘されている

ないと結論する︒これはNRCの

て︑許認司システムを円滑にする

意味で︑現在のNRCの将来につ

会往から約五十墓の原像炉に対し

もある︒現在︑二十五以上の電力

プレイはさらに続けた︒原子力

ことになっている︒

てNRCと議論してきたが︑それ

DOEと産業界はこの問題につい

できることを認識しなければなら

かりであった﹂と述べた︒

は︑安金上の欠陥をつのらせるば

雛

瞳

盛暑

噛した︒彼は︑これらの新しいア

副主査をつとめたショーシ・T︒

指摘して︑﹁調蓋特別グループ

成に関して︑捜術面から涯業界の

フランプトンは︑涯業界の薩面し

NRCのTM三翼故調査特別プ
グローチの実施は︑トップ︵NR 定しているクラス9事故の規釧作

余地がたくさんあることがわかる

空分野での進歩をみれば︑改義の

ているシレンマは︑はるかに複絶

第蕊に︑りスク評価を侮らかの

制の重嚢性を強調した理由はその

が︑NRC内の強力な集中蟹三三動も行っている︒ゼブロスキーは

とくに﹁海外石油資源に過度に依

とみている︒彼は︑とくに逓転経

エネルギー源のリスクなどを総合

社金的混乱や戦争のリスク︑代替

標を国として設定する必要があ

が購入する唯一のもので︑われわ

の制度を採用する準備がで

合は支給されない︶︒ただし︑支

メニー報鑑書のシステム安金に関

ィス原子力発懸副部長は・﹁NR

DOEのシェリー︒D︒グリフ

OO践のグリフィス氏

の手法を批判

安全システム

なろう︒

原子カプラントを購入するように

るため︑電力会社の経鴬蓄は再び

ばシステムに十分な尾島がおかれ

こまれることになろう・そうすれ

認可に規律あるアプローチがもち

きている︒これにより︑原子炉許

明書

発電安盒証

﹁危機に直聾する米顯﹂

門米国では原子力のオプショ

ンは︑萎縮︑衰弱︑死滅の重大な

明︑

庵機にある﹂と述べた︒彼は︑米

日本の福島原発︵弓長のBWR・

国の状況を他国と比較し・とくに

計四百七十万KW︶を例に出し
た︒六三間で建設した福島六号
は・GEのジマー炉をモデルにし

ントだ︒われわれは

れが売ることのできる唯一のプラ

プレイは︑メーカーの立場から

G巳のプレイ副社畏

比較して指摘

日本の原発と

一︑
と強調した︒
︵EPRIの蕪SAC理事︶るは

エドウィン・﹂・ゼブロスキー

ゼブロスキi鑓SAC理事 的に考慮した︑実行司能な安金議

全目標設定を偏

エネルギー供給不足状況における

存することによるリスク︑慢性的

験を評価するための全く新しいシ

秘である︒議会がTM王事故智︑ うか偏と切りかえした︒

ている︒ジマー炉は・建設謝画か

給補贋金は予想される経費増の九

発と同じ設計であり︑しかも来贋

ら＋年たったのに︑まだ燃料装荷

ため︑エシソン罐気協会がこの保

莫大な財政負担が聡らかになった

〇％を越えないものとされてい

〇に耳を傾け︑一九七五年以爽︑

はそれ故︑麗行のNRC内には原

われわれ

険委画に着手した︒M鷺社は一九

する部分を引期した︒

⁝≡護蕊

﹁実行可能な安

ためだ﹂と述べた︒

る︒現在︑クリスタル・リバー炉

ステムの確立に関する調査特別グ

は︑いくつかの分野での総盆的な

ループの勧告を実施するために

変革が必要と述べ︑このため①N

であるが︑それは︑非常に啓示的

ことは︑プラントの安食性は︑原

入紡を簾めるため︑NRCの予算

なお象を区別し︑前著については

することを現在考寒中︒このよう

究をさらに六基のプラントに拡張

ことだ︒クリスタル︒リバーの研

OP︵工叢叢︶に大きく依存する い部局の設置②重要串象とささい

子力洪給システムだけでなく︑B RC内に新しい権限をもった新し

な調査である︒それが承している

のリスク評価プログラムを実旛申

形で適用する離備がてきつつあ

だろう︒

リングは︸番遅れている◎軍や航

替エネルギーに比べて経済約でな

・
た︒※漂産発行のニュ⁝クリア・インダストリー誌から︑ワークショップでの各界の発出悶内容

ければならない︒さらにユタ⁝ル
定てきなかった﹂と述べた︒

﹁を拾ってみるとi一︒

原発拡大許可に
二つの条件呈示
は︑議会に提出した原子力の商業
デントンは︑原子炉規制筒が︑

ユダール下院議貫

モリス・K・ユダ⁝ル下院議員 利用に関する総禽法案を説明︑同
さらに改善しなければならないと

第一に︑多くの電力会社の原子

考えている点を四つ列挙した︒

炉の運転管理体制が︑在来の化石

贈蒲を認めたが︑適当な人秘を捜

燃料発電所の運転て確立された方

な計闘から明らかになるであろう

すのは非常に園難だ︒奨学金制度

産業界の改善
努力を称賛

の三年闇凍絡であると強調した︒

︵罠蛍党・アリゾナ州︑下院内務 法案の核心部分は︑新規建設許可

工員会およびエネルギー難境小門
員会委員長︶は︑原子力問題につ
いては中道を行く︑すなわち︑梱

ことは︑おそらく最も安全なプラ

などにより︑卒業生を技術部門の

反する二つのグループの室彊を和

ントがすでに設計されているとい

職につくように前もって技術煮の

NRCデントン局畏 針に沿って成り立っていることが
蕪RCのハロルト・デントン原 基本的な誤りである︒原子炉の管

うことだとデントンは推測した︒

確保を図ることが必嚢だ︒

を翻耀した︒

子炉規制局長は︑王NPO︵原子理は︑受身的に考えるべきでな

しかし︑それは︑あちこちにある

調停蕎

彼は︑﹁軽水炉の許総構再開は︑

力発霞運 転 協 会 ︶ や N S A C ︵ 原
い︒ワシントンでの事故対策結菓
を待つことなく︑慮身の詳細な経

解させる

スが得られた後で実施すべきだ︒

子力安全解析センター︶の設立な

すべてのプラントの部贔を含めた

ユタ⁝ルは︑原子力の拡大を許

ポートの第一冊醒を愛に発表する

確率論的リスク円価を最大限に
生かすため︑薩渠界はデータ提供

原子力産業の臨画する閥題を説

全磯的な議論と国民のコンセンサ

もし原子力の拡大が許されるとす
験・知識に棊づき︑事故評価に号

デントンの野郎の主張は︑G逸

ど︑巌業界の改善努力を称賢し

れば︑これまで長期にわたりただ

プラントのDC躍源系統︑さらに 担当副社長から反論された︒プレ

社フィリップ・プレイ原子力発電

イは︑デントンに対し︑﹁もし︑

禽成晶となろう︒すなわち︑ある

させるならば︑その方がはるかに

別のプラントの捕助給水系統を採

あなたが工学士号をもつ二十二歳

た︒彼は︑﹁工NPOとNSすA
るC
設計とともに運転管理を進歩
ベターである︒電力会社の管理体

用すれば︑もっとも安全なプラン

の蓉煮で︑許認可の髪結と五無間

を進

制をみて︑誰が舞僅をもっている

トができあがるだろう︒

たら︑あなたは︑自身の専門能力

うみ

価することの現われ︒

のか︑誰が発電所のスポ⁝クスマ

産業界にとっても重要なことであ

れるにまかせていた

塞例は︑クリスタル・リバー嚢故

い︒地方政府と地方メディアへの

に間するNSACの調査結果で︑ンであるのかわからないことが多

を来国の原子力産業に捧げるだろ

の設立は︑塵業界葭簾が発装をも

すための二つの条件を墨示した︒

それは︑すべての電力禽社に適用

るが︑エンジニアリング部門の人

んで除張しなければならない﹂と

第一に︑原子炉が親爽に鍵盤かつ

連絡ルートを確立しておくべき

って原子カプラントの安金性を評

精密であるだけでなく︑知覚曲に
できる勧衝を行っている︒産裟界

だ︒

述べた︒

も安全であり︑公衆が門安全﹂と
の調蕉報告叢に勧告が誠っている

第四蕎圏は︑NRCだけでなくの原発発注ゼロの語を聞いたとし

確擁しなければならない︒第二

ロ確率解析空僅も︑ラスムッセン

NR C の ロ バ ー ト ・ M ・ バ ー ネ
予定だと述べた︒

うQ
て︑ACRS︑ヶメニi委員会︑

ロゴビン特別調査グループは︑確
率論的リスク評姫による検討を加

えたQいずれも異口同菖に﹁飛R とほぼ同横の兇解を表明し・﹁も

内でこの同種タイプの十八番囲の

トランジェント︵過渡現象︶︑小

いる︒

脅え出された総合的なシステムが
場愈で・百五十一万㎡／無・基で

ント︵査定額︶として年間保険料

停止すれば︑電力二道はアセスメ

二三開講﹂を求め︑航空会社は︑

びついていないことである︒その

これらの調査がNRCの改訂に結

に骨格会下として原子力発霞保険

よう要求︒航空業騨では︑機体の

れ︑原発の運転実績が改着されて

NPOなどの湧動成巣が生かさ製造メーカーは︑その設計の門醸

による発車停止は禽まれない︒補

とみなされてきた︒議論の継続

らはNHCによって推進派の偏鬼

止﹂は旛設の物理的撮傷︑すなわ

新保険が適用される﹁発霞傳

会社︵RE王L︶が設立された︒ 金の五倍弱での額を課される︒王

険乱頭だ︒この結果・バミューダ

プレイは︑航空機趨業と類似の

破断︑ヒューマン︒エラーに重点

ある︒もし︑原発が事故を起して

う﹂という多くの人々の慧見を紹

らくTMIは防止できたであろうことだ漏と指摘したQ

の技術の儒頼度を高めていくとい

照らして原子炉の全体的安全性を

的に取り緯んできたならば︑おそ

⁝しょうというのが新しい相互保

このため電力会社が︑NE三し ものであるにもかかわらず・ハ⁝

る︒

一董一肇棄養漏︻㎜三＝塵隠壼ヨ︻菱≡董譲一謡一瓢範璽笹≡二一︻塁髪羨譲鐵 毒一量量薯二一肇塁＝⁝＝茎≡⁝＝一≡一釜一宇量一塁＝⁝一叢≡三臨 一董﹇﹇養董一量︹一⁝＝叢蒙塁箪一﹇ 毒三一≡＝⁝≡

五〜十無以内には確立

ラスムッセンは︑今のところ確

だ﹂と勧告しているQ

率手法を成熟した科学とはみてい

一つの教講は︑N鼠Cが確率手法た︒この負擦を二蕾万メまでカバ

TM1事故をきっかけに︑確率Cはもっと確率手法を用いるべき し︑われわれがWASR⊥四〇
によってNRCに協力すべきだと七九葎下半期に︑他の電力会社か

間入りする人が購えた︒

論的リスク評価手法の繕奉者に仲

一九七五隼にラスムッセン・レ

判断するために確率季法を利期す

ポート︵WAsH⊥四〇〇︶な
がい︒したがって︑絶対的塁準に
果を予測する明法を確立した画期

発褒されたとき︑原子炉砥山の結

相互保険会社

ることはまだできないが︑誇認司

介した︒

的出来薯として歓迎されたものだ

近く業務開始

いては︑おおいに危慣する︒

NRCのリスク評価は︑①運転

すでに﹁耐空証明書﹂を取得した

った︒しかし︑それ以後︑WAS
のいくつかの欄颪においてそれを

飛行機を運転する運転士司を得る

原発の塞凱陣止に彌え

いけば︑保険料金が安くなり︑保

償金は︑発電簿止の半庫後から当

て保険加入の晦謂がでており︑近

デ⁝タのレビュ⁝②安金建標の確

ち通常の財産保険でカバ⁝される

R⁝一四〇〇を攻了したり︑その 利用することはできる︒

ものが対象となり︑NRCの命令険の適用範囲が拡大される斑能性
のスタッフは今や︑WASR⁝一め︑電力会祇が網互保険計画を進

四つの分野からなる︒バーネロ

くNE工Lは正武に保険業務を瀾府機関︶は︑原子力産業が標準化

グリフィスは︑﹁何年もの間︑

評価プログラム︵ΣR猛P︶1の 原子炉の事故停止による代用電

立③システムの比較④暫定儒頼性

ムから始め︑一上灘の経験を積

駿から澱初の蕗十二週間は最大二

該電力会社に支給される︒七か月

確率季法の公式の利用謝顧は︑

た︒また︑NRCによるルイス委まず︑プラント内の個々のシステ

僑頼性を疑問視する人々が現われ

んだ後︑パッケ⁝シ・システムに

ェルス・エジソン社のババ⁝卜・

四〇Qの聴に比べて鶯倍以上の運 めているが︑その状況をコモンウ

力購入経費の負担を軽減するた

九七七薙二月︶の仕方がまずかっ

員会報告のプレス・レリ⁝ス︵一

転データを手元に持っている︒バ

ない︒標準プラントは今田︑顧客

産業界全体︵メ；カー︑電力︑政
おそらく十奪以内には︑確鱈をも

取り組むことができよう︒そして

幽する見込みだ︒

たため︑確率手法はひじ鉄砲をく

颪万が／週︑次の五十二風間は最

詳細は日本原子力産業会議・業務課岱（201）2171代

駐
，

，脅
鞠亀

TMI塾故の義強︑メトロポリ大霞万謎／週の補償金が支給され

ン濃縮、放射性廃長物の処理・処分、原イ力発電所の設

．零

隊
亀

βに

ネクソン筆頭副社長が説明した︒

μ卜・運転管理、原子力発電の経済性、原チ力関係法規、

◎

わされた格好になり︑影が薄くな

タ︒べ⁝スを眼めたスタッフ・レ

つて原子姻全体に確率手法を利撮 ーネ情は︑リスク評価研究のデー

【、i荘原∫力動向、凛子力産；業政策

産

力

原

瀞残響恥幡

ところが︑TM1調査にあたっすることができるようになるだろ

原子力業務に携わる技術系の方を対象に原∫力工学全般にわたり
教授するユニークな講習会のご案内

Ψ
函

㎜囲

確率手法を用
いるべきとき

産業昇⑳曝露努力を蒜賛
ってしまった︒

40名

員

◎定

講義83，000円，講義見学共95，000円（原産会員）

◎参加費

6月9日（月〉〜6月20日働、見学会：原電・東海2号炉、
原研・東海研 ◎会
場 原産会議室

日

◎期

原子炉理論1，11、熱1：学、原三男の設註、原イ炉制移iI
放射線。1測、放射線遮蔽、核燃糾、原イ炉材料、原脳力
発電の安全性、保健物理、原子力発電の品質保譲．、ウラ
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二
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1部120円（送料共）
力

原子力安全委員会︵吹田惣雄蚤獄摂︶は十九田︑難生衛医務局より報告のあった﹁鷹擬機関のR王
︵放射性同位晃素︶廃棄物処理対策について﹂を了承した︒それによると︑今回の方鉛はR王医綴廃
物物対策のあり方について﹁今後︑処理施設の整備を子忌的に雄進ずる必要がある﹂との棊本的な
驚え方をあきらかにしたあと︑法規翻問題については門放麦酒纒欝防止法と整禽性をもたせるための

しい鷹梨騒でも︑門ゴミ﹂として
捨てられないのが実蠣︒

このため︑医療機関の闇から︑

増大するR更廃彙物対策につい

ここ︑一﹃三無のあいだで大きく

て蟹及してきている鷹野贔の飛1

爽物の排繊塵の推移︑廃要物処理

輌選i絡箏獅｝一〒3i9口茨城糊嗣書陳鰯村扮3躊61贈ヒル

るRI管理を重点項闘とするとと 施設の処理能力︑その地域的配躍

確i立

実麗に際しては︑重重機関におけ

もに︑特にRI使期壁の多い医療 などの諸要素を勘照して︑±地の

総創轟

今圃︑安全婁が了承した対策は

︹当面の対簗U

なお︑インビボによるRI廃棄

の整鮪の計麟的な推進について所

を蹴る︒また︑従来から爽施して

野における適正なRI管理の確保 期の検討を行う︒

テレノクス2524362

以下の瀬り︒

機衡について監視︑指響を強化す

確藻並びに保管施設及び処理施設

▽現行鋼度の適正な翼施を園る

ついて︑現行法令の遵守に努める

ための指導RI廃藁物の処理に るよう都道海黙を指補し︑医療梶
よう放射性医薬贔を便用している

R王廃棄物の禽礫的処理の問題鵯

響理などの問題及び纒低レベルの

物の処理︑RIによる治照臨暫の

▽籔療法施行規則の改正

いての検討を行う︒

問題についても︑そのあり方につ

RI その対癒に慎重な検討を要する諸

充実を図り︑医療藍視員の資質の

いる医療駿視鱗に対する講習会の

医綴機関に対して指趣の徹底を園
る︒

薩耀法では

▽匿療勝闘のR一轡理看に対ず 商上に努める︒
る数麿・研修の災施

施行規則の規定については︑処理

RI蟹理をより適切に行うた

勢

は﹁管理蕎﹂たる鷹師が行うこと

RIを盒め医撰機関における籔理 廃棄物の処理に関する現行鷹療法

▽医療機関におけるR一管理態
整禽性を襲撃しつつ︑斬要の改正

方法箸についての障憲防止法との

理は讐理蓄の指示の下に放射線科

になっており︑また現実の実務管

嚇

めには︑作業従繁轡と実務籔理篶

頭におきつつ︑その方策について

えられるので︑医療の特殊性を念

とを分離する方向が望ましいと占

を行う︒

門今後の対策回

曙療

医師等に蚕ねられている場舎が多
⁝いと冴えられるので︑これらの養

▽飛−廃棄物の処理態勢

理態勢を整備するために︑RI廃

雲晶によるRI主旨物の適切な処 今後慎奨に検酎する︒

とにより︑RI蟹理についての自 機関において使丁された放射幌黒

を対象とする講習食を専用するこ

覚を促し︑知識の向上を畷る︒

一＝一＝幽＝圏＝＝＝旧＝＝＝＝＝＝瓢＝＝階＝謄＝一＝輔＝＝＝＝＝＝＝晶＝締＝＝＝認一＝隔：μ塞一二隔＝講＝＝一＝＝需輔二営＝扁冊冊需＝謄コ一＝＝＝皿曽＝

▽湯疲監視の強化医療監視の

つづいてドネリi総裁とキャン

理解を求めた︒

動燃購業転は十六賦︑東海再処

理施設の運転を再開した︒岡施設

〔G298｝246329

核融合研究麗発

岱

待ください，

（で曳｝

0951

（G52＞582

（で紀〉

02928》22980

鶯

磯子炉配管の設計

て︑抜本的な改諺を求める残が︑

なってきている︒

数隼︑大きな閣題としてクローズ

子力船開発贋業獺法のタイムリミ
ットは十一月三十賦︒このため政

は五月六戸に発生したせん断機の

府としては︑衆・参岡鯖選挙後の

後の臨隠圏金で法案の成立を期し

學い時期に特朋剛会を召集︑その

浜縁の修理のため傳止中であっ

燃料簗禽体蝦東部受取装霞の故障

ドネリーA巴CL総裁

たい考え︒

試鹸的運転を開始したが︑作業は

十六田からせん断︑溶解工秤の

た︒

ボルトのゆるみ防止欝欝を施し

外れたため︒このため罵蟹業剛は

極を圃翻している一方のボルトが

た︒故障の原因は︑駆動部の遡粘

CANDU炉
検討を再要望
畏霞主訴へ
第三圓B瀦経済入会議に出席の
ため訪田中のドネリ！・カナダ原

子力公社︵AECL︶総戯は︑キ

毅エネ開発機構

に入った︒

部の運転を掬開︑総懸運賦の状轡

ャンベルA駕CL萌総裁︑ランキいずれも順調で︑十九臼には抽出
ン・カナダ大使とともに︑十六購
牛前︑畏臓科学技術庁長目兼原子
力擾澱長を衷敏訪問した︒糀上︑

る新エネルギー総懸開発機構の琿

政府はこのほど・＋月に発冠す

同氏はCANDU蝉闘題について理事長に綿森罠

獅長に︑綿森力編立製作所購社長

磁本側の再考を求めだ︒

長田無鴬はこれに対して︑昨鐸

の国際核桝料サイクル評価︵IN を内駕した︒

八月の原子力後気余決定︑その後

工崩遵絡繰務瞬一筆300甥拝貿憲蝉日71馴＼第3ヒル

りにレペルアノブ、リファインされていきますのでご期

医療法施行規則を改糊する必要がある偏と掴摘︑さらに巌醐の対策として﹁医療監視を強化し︑揮当

法偏対象の廃粟物灼策についてもその棊本方闘があきらかにされたことになり︑RI医学上絹の飛躍

蕎の教膏︑訓練を充実する﹂との嘱え方を打ち出している︒今圃の方針によって﹁繋駕法弊﹁医療

この三月十一環にも︑日本鷹馳

﹁放射性欝欝物対策に

鑑大姦に︑

会︵武兇太郎会長︶が野呂恭一灘

れ︑これまで五國︑霧議されてき

いテクネシウムの半減期は六・〇

ベル放射性廃雑物対策として︑各

た︒さいきんでは︑原子力船研究

摂の実情に即したものとして︑四

的進展とともにクローズアップされてきている鷹療廃棄物問題も︑その解決へ向け大きく進展する兇
趨しとなった︒

興から薬玉を繁めている︒

近年︑半誠期の短いR王を中心

ついて﹂という要理秘を出すな

ペル醜総裁は岡臼正年︑漂産菊沢

四九時閣と︑紫雲のうちには︑ほ

金長︑森專務理葛と東察・パレス

月二十五賑︑金会〜致で籍淡︑成

薩業野︑慮治体︑労働界などから

なお︑隈璽鐵は︑RI麗鳴物の 開発のあり方をめぐって︑学界︑

とした放射性機嫌贔の使用厭は爆

処理態勢︑R王蟹理などの兇聞し

してきている︒

ど︑改醤に向けての動きが漬発化

炉に関する懲興交換を行った︒

ホテルで懇談をもち︑CANDU

しまう◎

六犠の参考人を招き︑葱覧聴取を

とんど放射能のない状態になって

作業を行うため︑学識経験薔から

行っていだ︒鐸6面握照

一方︑核鷹学の進歩とあいまっ

今圓のこの報告は︑そのような

なる検討会を設闘︑今黛度宋を圏

立した︒

背禦をもとに︑隈鋸省が︑その改

え︒

標に︑その検討作業を終えたい鎧

済み放射性廃蘂物の処理は︑ここ
だが︑現行の﹁薬事法﹂﹁陵搬

薄に向けての作業を着手したこと

発的に欄大しているが︑その使用

法一だと︑いちど﹁放射性置薬

を悪味するわけで︑総愈的な低レ

捉出した原予力関連法纂十件のう

磨製立法となっている現行の原

アップされてきているのが実惰Q は︑楽滅期が数十秒ていどから四

韻﹂のレッテルを鮎られてしまう

鋼︑車輌などを輸入︑岡麟輸入総

ち︑だだひとつ未成立で︑衆議院

動燃再処理施
設が運転再開

と︑放勝能がほとんど皆無にひと

中生代にあたるもので︑薦アフリ

磯は・二〜三慰年荊の古鑑代から

か月ていどと︑きわめて短寿命の

一般に︑放射性劇物物は︑発聰

国稟鄭で行ったが︑剛結漿が得ら

れないまま︑七七蕪に打ち切っ

ザンビア共和岡は︑世界第五位

カと同じ地暦︒

の薩銅坑︒わが濾との経済関係は

しがし︑今園のシンバブエ共和

た︒

男琿漿長︶は十六購︑ザンビ 蟹に隣擾する南部州シナゾングゥ

深く︑その二〇％は︑田本に輸出

PMMウ
Cラン探査で協定調印

動力炉・核鰍秘開発廓業団︵瀬

鋤燃と

ザンビアでも探鉱へ

勝やR工購業所から出てくるもの ものが大半︒もっとも普及率の高
は門放禦線障蜜防止法偏で︑医療
磁などは﹁薬罐法照門医擬法﹂で
それぞれ規舗されている︒

このうち︑﹁放射線陳醤防止
法﹂は︑ことしの九十一国食で二
十難ぶりの改正纂が提綴され︑今

エ地区では︑すでにイタリアや西

ア県租園指定鉱物原料委員会︵P

確認されているなどの情報があっ

額の二︑三位を占めている︒

されている︒また︑田本からも鍬
グゥエ地区のウラン探査を行うた

たため︑あらためてこの地区の探

行われ︑予驚どおりスケシュール

科学技術振興対策特別婁員会で審

○

…

｝

M瓢C︶と︑騰魎融部州シナゾン 独が探聞を実旛・かなりの葎在が

めの協定禰に調印したと発表し

盈を開始︑今回の調印にこぎつけ

衆譲院は十九際午後一乗一一分︑

正案廃案へ

原船団法改

衆議院解敵

た◎これによって︑動燃はマリ繍

たもの︒

今園︑探生垣が埼えられた地区

につづく︑アフリカ大陸第二のウ

は︑イタリアのアジップ・ニュー
クリア社が探蕉をしている地区と

ラン深蒼にのりだすことになる︒

燐擾した約三千瓢薔平方﹃層の機

學ければ︑闘委三余との協力のも

の準備にとりかかる予定︒

饗の成立にともない解散した︒

十六聞に成立しだ大平内閣不二任

は辺み点原子炉木体︑思料交換機︑

議申であっだ﹁口本鱈子力械闘発

これによって︑今九十一国余に

べだが賢宰はなく︑四月ご十四露

冷麟系︑制御棒駆動照照などを飼

シナゾングゥエ地区のカルー地

長い澗部地区︒

とに︑七月にはボーリングのため

ザンビア共和国での動燃箏業主
のウラン探査は︑七三年から︑同

動燃﹁ふげん﹂

通常運転入り

藏ソ原子力協力連絡委員会等の蚕

FCE︶の結疑などをふまえて 岡氏は原疲の総禽企爾餐黒金︑
問法興は閣議決定を経て二月十

代蓑囁会議出席の際には︑講席代

水蝉・FBK路線を説明し︑曝水 で開かれた第一園藏ソ原子力協力

懸巣団法改齋法案﹂は軍議未了で

の轡料交換︵二十欄程度︶を経て︑

転に入っていたQ今後は六月下旬 廃案となつだ︒

表礪団罠をつとめた︒

から出力を段階的に上げる調整運
川正男理応長︶の新型転換炉ふげ

五臼閏会提出︑四月十七田の衆議

していくと付け加え︑カナダ側に

炉も補完炉として引きつづき検燃

動力炉・混播料開発事業麟︵瀬

ん発臨燐︵出力十六万葺千KW︶

慶の電力儒要期を乗り切り︑第三

院本余議で落懸説朋のあと・麟学

員で︑昭秘五十簗隼十一月にソ連
は︑十五日︑第一翻定期検資を終

回闘の轡料交換を牽〜月に行う予

技術振興対策特別委漁会に付謡さ

述べた︒また︑岡長坐は田本の軽

了︑約三か月￥ぶりに遜冨機転に

定︒

も・情勢の変化は来ていないと

入っだ︒この疋換は二月一日から

ソンクタンクなどCRCの幅広い騰報サービスは、この現

智

原子力発電所建屋の設計

CRC複合ノステムは、今後ユーザのこ要蒙に応え、さ

費〈06｝2414川俄｝

核鯵料輸送容器の解析

編撫眼所一〒450名占脳沖率す区笹良鋼川2戯．姓命餐鵬ヒル

代叢画といわれるツールを得てさbに飛躍します。

プ、阪営簸所一一干5酎人販「瞭川北久気品剛68伊瀞轡ル

科学技術計算、纂務計算、

とする情報サービス体系。

〒103痔唖都中央区日本1鉢町32恵難劔ヒル

大型コンピュータ（複数）をフロントエンドコンピュータ

貿｝〔03｝66364磯（で曳）

原子炉蝉心解析

・鰍

原子力安全解析

蔑速のスーパーコンピュータCRAY−1を核に、異機種の超

わが国

鷹裾盆颯塾

呼諺ユリ甥撃｛｝セ二二二三

原子力開発

Sys量e飢）は、世界叢

CRC懸盤ノステム（C就C。酸plex
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一触即発の石油危機
生田豊朗日本エネルギー経済研究萌長は一一十日︑東奈・内宰購の日本記者クラブで今後のエネルギ
ー安全保障問題について講演︑①米釧イラン問題は実際にペルシャ湾が戦火につつまれ︑霞本への石
窟供給が全面的にストップしうる危険性を高めている②このため日本は石癌備蓄を百八十日分とする
などの対策を進めるとともに︑アラブ諸国が望んでいる原子力計画に積極的に協力するなどして産油

国との協力関係を強化していく必要がある⁝iなどの点を強調した︒

曜

生田エネ

．研所長

の政策の一環として原子力発電所
の導入に強い二心を即しており︑

こうした面で日本が協力していく
必要がある﹂と櫃摘︑貝体的に来

いるアラブ諸国による原子力会議

年四月にダマスカスで予定されて

にもB本が招へいされており︑参
加していくべきだろうと述べた︒

このあと︑同氏は今後のエネル

時点でも四〇％程度は石痴に頼ら

ギー開発についても﹁二〇〇〇年

高温ガス炉共同研究金︵臼立製
ら検討した︒その結果︑主要パラ

として畝︑欝欝系との点語駐の面か

給棊地を︑消費地から離れた所に

ガス炉を中心としたエネルギー供

これらのシステム構想は︑高温

エネルギー千九十七×十の士二乗

熱利用製鉄と想定すると︑総一次

エネルギー蒋効利用システム研究

もって終結︑今後は﹁高温ガス炉

なお︑同研究会はこの報告書を

ている︒

／薙で代替することができるとし

を核蕪と一般炭二千二酉六十万︐ゾ

ナ／隼︑粘結炭九回五十万ゾ／隼

万詩㍊／年︑天然ガス六哲三十万

謎糟／年の約四％︑石蔽三千九十

基導入し︑燗鋼生産の一〇％を核

作所︑石川島播磨重工業︑栗東芝
メータとして源子炉圧力七十謎竺

設置し︑熱︑鰍繕︵ガス︶︑電気

W︵同︶石炭ガス化システムを一

浦電気︑バプコック日立で構成︶
／平方讐纏以下︑原子炉入唐温度

ラインその勉の手段で供絵しょう

答の形で代替エネルギーをパイプ

さらに︑二〇〇〇銀におけるエ

とするもの︒

高温ガス炉研究会
さらに将来構想として︑化石燃

テムを検討しだ︒

多目的利用で報告書

の結論を褥︑これを基に全体シス

摂氏四苗五十度以下が望ましいと

はさきころ﹁我團における⁝尚温ガ
ス炉システム構想の立案・評価﹂

と題する報告潜をとりまとめたQ
この報簿懲は・寓縄ガス炉の鋤︑

利同系プロセスを選定するため︑
各極工業プロセスの必要温度レベ
ル︑エネルギー消費規模を選定塁
準として評働︑最終的に①石炭ガ
ス化プロセスと発電の浸みムロせシ

される︒

会︵3ANP︶﹂へ発展的に続禽

ステム②石曲精製︑石炭ガス化︑地

ネルギー供給について︑多賢士高

的な国際関係

ないため︑雇絹効果などを禽め︑

ずしも本格的な調査が行われてい

環境深全と資源再利用など十三項

定・制御︑高分子化学への応用︑

テーマは照射技術・安全規制・協

二つが計魎されている︒分科会の

なかった︒

お︑外部に対する放射線の影響は

誤動作で︑必要な改善は完了︒な

変動と振勤の重畳による検出器の

雲＝営：瓢＝＝＝＝＝需＝＝＝＝＝＝＝冊＝二一＝二弼二扁＝＝＝＝；一＝＝鷹認＝＝一＝＝＝＝＝一＝＝一＝

・DNPシステムを五基︑三千M

による効果は︑六千MW︵熱出力︶

料から完全に脱却でき︑既存の都

域熱供給︑その他を含めた広域熱

使嗣も蓄えられる︑水の熱化学分

温ガス炉システムを自得すること

つについて検討︒

闘的利用システム︵DNP︶の二市・指巻ガス図絵パイプラインの

解による水素製潅法を検討した︒

な

生産国も大きな打撃を受けるよう

による﹁地元への経済的メリッ

総霊的な調査・分析を多脳︑立地

冊＝＝凹＝＝＝一＝一＝＝＝＝営；F＝＝需＝︻需瓢＝＝﹇一＝＝＝﹁﹃＝噂僻＝＝＝＝＝＝：曽＝髄噌罵＝隔＝＝＝＝＝︻＝墜

一方︑原子炉系については︑主

う﹂と掴摘︑こうした豊玉への対

を築くことが薯えられる﹂と指

ざるを得ないのであり︑この確保

応策としては﹁今後︑アラブ諸国

摘︑例えば︑オイルマネーの日本

子力を中心とした代替エネルギー

要性を指摘︑﹁石油がないから代

と経済的な関係を強化していくこ

定供絵が危機の瀬戸際にたってい

替エネルギー﹂との考え方と同時

とが〜つのカギになろう﹂との考

生田氏は︑まず︑エネルギー問

同氏は・その理由について﹁問

に﹁石油を得るために代替エネル

は依然大きな問題として残るだろ

題の盗事省である米国は兜進畿の

ギーを開発する﹂という発想の転

の讃極的開発︑雀エネルギーの重

いて﹁来国によるイランの人質救

中で中索石癌への依存度が最も低

ることに対して警鐘をならした︒

出作戦は︑ペルシャ湾が戦火につ

いのに対し︑広本は依存度は巖も

題と国際政治との緊密な四通につ

つまれることが︑架空ではなく実

たものになろう︒

目︒前二回と岡様︑内容の充実し

掴きあい心中

際にありうることをあらためて認

の︒また︑広報についてはエネル

原研・研修所

放射線管理など
で硯修生を募集
ト﹂をあきらかにしょうとするも

参加費四万四千円︒厳し込み︑

経済への導入︑消費国での石油懸

方法だろうと述べた︒

ギー駆遠施設立地点て︑新聞︑テ

子への資金参加などもその一つの

岡氏は︑その興体的方法につい
て﹁石油消費鴎が壌滅すれは石油

日本原子力研究所ラジオアイソ

トープ・原子炉研修駈は︑次の要

領で研修蛋を募簗中︒

一六九回墓礎課程U七月二十一R︻

▽ラジオアイソトープ研修第

〜八月十三B︒第一七〇園騨門課

β〜十七臼︑受

四回専門課程放射線管

以上詳細は同郷修所︵電話〇三

講料四万⁝円︑締め切り六月二薦︒

二書記菖三十四KWHにのぼっ

−九四四−四三二︶まで◎

波力発電西海明L

いた︒原因はポンプ起動時の油圧

試験︶中に門タービン制御油圧

理コース七月

B▽第＝

W︶は二十一臼︑運転を再開し 料五万置千円︑締め切り六月十四

の六暑機︵BWR︑鳩力酉＋万K
程町八月十八B〜九月十田︑受講

東察露力禰農第一原子力発電所

が運転再開

東︸電福⁝島漏ハ号

墨継は原研高崎研究所内︑闘会議

線プロセス国際会議が︑今秋十月
¥六日から〜二十﹁臼まで六R
間︑東京︒港区白金台の都ホテル

放射線プロセスの墓礎︑応用研

粟京で開かれる︒

た︒霞力系統への接続および切り

昨年九月から︑山形漿垂心霞由

これら︑一連勝実験からわかっ

れた電力系統の影響はなかった︒

離し時︑また大波晴でも︑心配さ

海上実験終わる
明らかにし︑この分野の国際協力

事蔚調査を行ったにもかかわら

用︒今回の実験では︑海洋特性の

た問題点としては︑疲高の有効利

手空三・五言㌶の地点で実験中だ

わり︑そのデータが十五罵公表さ

発電装置昌海明﹂の海上実験が終

った源洋科学技術センターの波力

エルトリコ︑一昨年秋のマイアミ

この会議の主閉的︒五十一年のプ

の挺進にも役立てようというのが

の進展︑発展途上国への技術移転

将来の展望︑必要な研究の方向を

究および工業利用の現状を分析︑

低﹂の醤号が出て︑自動傾止して

iその利罵促進をねらった放射 油圧ポンプの自動起動試験︵定例

としている放射線プロセス技術I た︒同炉は十五田︑タ；ビン制御

陽常生活に大きな⁝翼を匿おう

今秋︑東京で

放射線プロセス
国際会議決まる

レビなどを通じて︑地元の状況に

え方をあきらかにした︒

使うため

また・岡三は﹁アラブ謬国は自
細く長く

当絵礁保のため︑電源をはじめと
するエネルギー関連施設の立地地
域で国︑地域レベルのキメ細かな
措置を講じ︑その円滑な立地を促
進する﹂との方針をあきらかにし

今年度計画の璽点のうち﹁地域

ている︒

どして︑原子力発三所立地による

ック︒アクセプタンスの一助にし

地域の将来像を描き出し︑パブリ

このほか︑電源三法による交付

ょうというのがねらい︒

組織委員会事務局︵電話〇二七三

換の必要駐を強調した︒

国の石油を

二儒＝齢P需． 〇一擶一縣一一欄甲 圏二一＝＝騨 響二一擢一＝︐ 顧凹需一＝一一． 曙■讐噌

1陽六一瓢二一代表︶まで︒

の影響力はそれほど大きくないと
いう逆転構造が事態を深刻にして

二一冒一爾一隅嵐

の相談に応じ︑場含によっては委

金のつかい方などについても地元

員会を設置するなどして要望に応

﹁自治体のパブリック・

えていく方針︒
また︑

アクセプタンス湧動への協力﹂で
は︑地冗の必要に応じた情報需供

ず︑予想以上に波周期が大きかっ
同会議粗織委農会︵宗像英二委

それによると︑昨年九月から今

め︑同センターでは︑五十七年の

た総発電壁は︑約六万七千KW 引力に転換できなかった︒このだ

年三月墓での実験期間申に得られ

第二期実験へ向け︑浮体の改良作

てきた政府や各県への働きかけを

唱︑すでに昨奪末からおしすすめ

各面に対し︑エネルギー興民会議

れた︒また︑各地方同盟は︑地方

いっそうの充実・強化を串し入

を促進していくこととする﹂と規

け︑地域特性に応じ︑開発︑灘入

門住民含愈を得るための努力を︑

に︑原子力開発の璽要性を︑ひろ

政周︑産業界に強く求めるととも

どして万全の協力態勢を整える計
画だ︒

間︑東北電力へ送電︒その纒力は

今回の実験は︑1EA︵団際エ

ネルギー機関︶の事業の一環とし

ルランドが参加した︒

一月と三周の二圓︑計二十四日 て行われ︑日・米・英・加・アイ

は陸上送電用として実験を行い︑

たため︑船体の﹁波乗り﹂現象が

れだ︒

員長︶によると︑藁京会議は総会

H︒また︑この間︑発鱈司能な一

に次ぐ︑今回はその第三園鼠︒

と分科会およびパネル討論で構

銃以上の小義工高は︑三千時聞あ

を行うほか︑地域で問題となって

かる予定︒

濁いにもかかわらず︑問題解決へ

高い日本は兜進諸国のなかで最も
いる扁と分析したあと︑石漉供給ス

日杢並地センター

立地波及効果調査へ
N度事業計画まとまる

B本立地センターの昭和五十五 ンス濡動に対する資料の提供︑騨

二連施設立地地域の振興をはかる ず基本方針として﹁一九八○二代

二＝認＝騨

この決定を受け︑同盟は︑総理
麿総務擬官を皮切りに︑関係省庁

応じた広報を行い︑立地促進をは

識させた﹂と述べたあと︑﹁もし

嬢滅的な打撃を受けるだろう﹂と
トップの衝繋を少しでも緩和する

そうなれば申東への石油依存度が

指摘︑いまわが国のエネルギー安
方法としては﹁当面備薔の強化し

かなかろう﹂と指摘︒興体的に
﹁現在九十鐵分となっている備蓄

能力を二傍の齎八十露分程度と
する必要があるだろう扁と提案し

また︑岡氏は今後の石油安定確

た︒

ための異体的方途に関わるコンサ のニーズに対費した事業をすすめ

年度事業鴬野がまとまつだ︒それ 門家の派遜などを通じての協カー 振興のためのコンサルティング﹂
によると︑今年度は①エネルギー lIなどが短点︒事業計画は︑ま は﹁モデルプラン﹂を作成するな

性を強調しながら﹁アラブ諾国は

ルティングの実施②地方自治体の る﹂として︑エネルギー問題の重

保離策での産傭国との対話の重要

国が石油を浪費していたのでは対

石油温存政策をとっており︑消費

・胃＝齢一門一魑

同賑は︑エネルギーに関する諸問 らい︑同盟では三か月後の六月十

o二四＝＝髄

実施するパブリック・アクセプタ 要性を強調︒﹁エネルギーの安定

題について︑国民的選択と台悪を 八日︑資源エネルギー対策委員会

ニ＝＝帽 ニニ＝冒騨

また︑時代難燃講として脚光を

︵委員長舞鶴本副会長︶でこの間

層圃一＝一構一胃 0齢一＝騨一一． 二勲一﹇揃一＝ 二襯一騨＝胴乱 ；一隅一一轍一騨

雛は成立しないだろう扁として原

あびてきているソフト・エネルギ

得るため︑総理大疑の諮問機閣と

題を質疑︑二十三日の第三十三回

二＝＝一■ 曜一働＝＝齢7二需＝曽＝職 ；一一一 一＝

講濃する生由氏︵左︶

東灘グランドホテルで︑第照十六
ーパスについては︑﹁闇断的性質

して﹁エネルギー国民会議﹂を︑

噂 ︒二■一隔曽＝

回中央評議会をひらき︑下期の混

や規模からみて︑嶺諏はハード・

同盟︵天 池 蒲 次 会 議 ︶ は 十 五 巴

動計画を決めた︒

知薯の諮間機関として﹁エネルギ 評議会で︑同盟としての方針を確

原発推進方針を確認

が︑補充するものとして位置づ 一県民会議﹂を設心することを提 認︑決定している︒

パスにとってかわるものではない

そのなかで︑国民生橘の安定を
めざす立場から︑八項葭からなる
エネルギー対策の推進をかかげ︑

下期運動方針の大きな柱としてい

成︑とくに﹁放鮒線プロセス工業

業をおしすすめる方針Q

射線源の儒頼性﹂をテーマにした

発生︑このだめ波高の四〇％しか

利用の現状と展望﹂門応用放射線

ることがわかった︒

いるこれまでの課題について︑馨

化学における進歩﹂をテーマにし

設置の申し入れを行い︑げんざい

俸的な回答を得ている︒

ふまえ︑さらに︑設鷹実現へ向け

を︑強くうちだしている︒

門家を派遣し︑講蔭会をひらくな

このほか︑﹁原子力発繕駈の建

た総会講演では招待約四十を盒む

・経済団体に対し︑エネルギー圏

設が地域経済にあたえる波及効果

百件が予定︑パネル討論も﹁放射

民会議の設鷹および原子力行政の

定︑代替エネルギーの中心は︑原

の礁点の一つ︒

に関する緑泥研究﹂も今年累計圃

同盟第46回中央評議会

子力や石炭︑LNGといったハーての運動を強力に展開すること までのところ︑三十二の県から貝

なかでも原子力開発については

く国民に訴え︑その健進をはか

ド・エネルギーパス以外にはない

これまで︑原子力発電所が地元
に与える波及効果については︑必

八台の波力発鍛装羅のうち︸台

る﹂と︑石縮代替エネルギーの柱

昨琿の三月末の米スリーマイル

アイランド︵m⊥MI︶原発魑酬い

﹁工業用放

として︑安金性に立脚した利嗣︒

そして︑その輿体的蓑毛として

線プロセスの経済性﹂

ことを強調︒
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〔原子力関連営業種自〕

転保守、施設内の補助r［：小並びに試繕業務、管理区域内除染および屑掃、漕通区域τゐ擶
（研究施設関係）RI放射線取扱実駿自縛圭コンサルタント、旛設の改蓮・解体、廃棄施設繁備、

（聚電所開票）機器その他の汚染除去、定期検査時の除染・サーベイ、核獣料装蒲・父換作業、
個入被曝管理、汚染衣類のランドリー、冷却取水講の清掃、寝撃物の運搬、変轄灰・空調設備運

〔原子力関連主要得一先〕
（溌躍所関係）［1本線子力発〜L（株）・敦賀および東海発屯所、東京電力（株）・福島原∫力発屯所、
詳説電力（株〉・島根原f力発屯所、九州鞄力（株）・玄海原F力発声所、＝菱商嘩駁株）、 （関電興
業（抹〉、関西電力（株〉・美浜発電所〉、艮立プラント〈株）、来京芝イ甫電気く株）・原子力本部、三菱、
原ぞカユ業（株）G￡・敦賀および扇島建設所、WH・尚浜建設所、1コ本シールオール（株）、こ和テノキ（抹）
（研究施設関係） 口本馬子力研究所・東海・大洗・高崎各研究所、理化学研究所・大和研究所、

機器の除染、各論廃棄物の処理、ブイルターの交換、空間線録率・表面汚染率分布測延、空調設
傭運転保守、管理区域内除染および誘掃、普通μ域 号掃、浄水管理

鞄力中央研究所、日本アイソトープ協会、來大￡ギ部・原子力研究施設、東北人学・金属材料研
究所、東京都鉱アイソトープ研究所、放射線医．孟総合研究湧、電気通信研究所

○

聞

業
産

力

原

住民への健康影響なし
UCSも安全宣言
米国ペルシルペニア州のリチャード・ソーンバーグ華墨は︑五月山⊥ハ臼︑TM工⊥薄機からのク
リプトン85の大気放出を支持する悪向を表明した︒探知薯は︑﹁現在検討中のクリプトン・ガスの放

出方法が実際に安全なものである偏との幅広いコンセンサスが得られたことを︑隻持表芸の理由と
してあげている︒この結果︑TM工⊥謬機の除染の第一段階としてのクリプトンの大気放出は︑近
く原子力規制婁員会︵NRC︶による昌昌決定を受け︑いよいよ実現の運びとなった︒

原子力及鮒隙休であるUCSからにあわせて︑NRCは︑﹁顧了蝉

UCS報告を曼けて︑ソーンバ ﹁安金幽曇日のおスミ付きを響る 輸出の審糞にあたっては︑その輸

海︑爾棚大陸︑大気金般︶に及ぼす

出が米圃の領士と地球金般︵公

︵MHB協会︶の七人．・

ことに成功したわけだ︒さらに知

も︑﹁報鰹欝の中でも強調してい

ーグ知嘉は︑五月十六照︑クリプ

薯は︑住民のストレスを軽減する

るように︑次の段糖の除染に進む
ためには京ずクリプトンを除旧し
トンの大気中への放出を支持する

出認可政策を決定した︒すなわち

影響だけを考慮する﹂との一般輸

なければならない﹂と述べてい

溝明を発表した︒知瑠は・UCSために︑州として全力を尽す決悪

知購は︑濠た︑NRCに対し︑ 米国が輸擁する原子炉が輸入国に

を明らかにしている︒

る︒

UCS調蕾グループのメンバーが指摘している地域住罠の心理的
は︑ヘンリー・ケンドール︵UC ストレスについては理解できると

ているように︑クリプトン聞題の

畢憲にアセスメントを発了するよ

ついても十分険討し︑できる隈り

放出方法やクリプトン回収方法に

けである︒NRCは︑﹁輸三障町

り︑NRCにはないと判断したわ

を評価する権根は︑輸入国にあ

S︶︑エドワード・ラドフォード

S︶︑ロバート・ポラード︵UC述べ︑﹁UCS報告の中で勧告しUCSが堤一儲している二つの大気 与える健康︑安金および環境影郷掘

ともなう心理的ストレスも早く解

︵ピッツバーグ大学環境疫学教 解決が早ければ學いほど︑それに
授︶︑フランク・フォン︒ヒップ

手読きとは罰に︑IA耳Aや二国

九七六鋸十

がフィリピン向け原子炉輸出を一

る﹂と説明している︒

て適切な援助を与えることができ

米国は︑原子炉壁塗諫価讐に隣し

構あるいは多多聞協力を通じて︑

う要望した︒

格納容器内に初

た︒

終え︑五月二十田午後七時半は二

纒に比べて十分小さい﹂と説明︒

日︑ようやく原子炉輸出を認可し

火山爆発のため

操業を一時停止

ハンフォードの

廃棄物サイト

来国のワシントン州ハンフォー

ドにあるニュクリア・エンジニア

リング︵NECO︶社の低レベル

レン火山の爆発のため︑操業を一

廃藁物埋設サイトは︑セント︒ヘ

時中止した︒廃鋼車埋設サイトに

は数鍾の火山灰が秘もっている︒

児死亡率は低い

置

TM穰周辺の幼

規制委員会︵NRC︶は五月六

ドリ⁝︑ギリンスキー︑ケネディ

ぺ娼保健憲が発表

ペンシルベニア州保健省は五月

＋九日︑昨無一鎌間の孚MI原子

た︒NRC委員の投票では︑ヘン

の憲名が原子炉輸出に賛成︑ブラ
ッドフォードが反対︑アハーン委
員長は棄廠した︒

騨野磐畷

蹴蹴購学客︑繊

POweI

消されると確儒する﹂と付け加え

スを及ぼすという理曲で︑懸力禽

さらに︑矩事は︑ストレス胴囲

S︶に垂垂解折をしてもらうこと

トレスの軽減に大きく霧与する﹂

ないとのUCSの結論は心理的ス器につながるエアロックの浄化を

クリプトン除芸の必要性について

主張する科学薔もいる︒しかし岡

州の他の地域よりも低かったこと

NRCの輸出豊麗の決定に対し力発開所周辺の幼児の死亡率は︑
越境保護派や原子力反対派は︑

隠留

から耐放射線用TVカメラシステムまで

ル︵プリンストン大学物理学主任
いコンセンサスが必襲と判断︑す

社とNRCが進めている放出計画オーデュボン協金核物理学者︶︑

メトロポリタン︒エジソン社に

めて技術者入る

が一番と蕩え︑蕊月二十八5︑U とによリクリプトン・ガスを旧暦

入のエンジニアが格納容器内に入

ン放鵬の安全窟蔑を出しながら・

段はたくさんあるが︑今計画が遭

こうした現状を蕩慰すると︑短

氏は︑少なくともある特定の計画

﹁NRCの決定は國象環境政策
を明らかにした︒州僚健繍の声明

いる︒

西独とアルゼン

]潔・冠暴

馨

原子力機器及び施設監視用ペリス踵一プ・ファイバス慧一プ

研究蟹︶︑ジャン・ベイア︵全米

なわち住民の不安感をなくすに
には反対を勧賦すると述べてい

τM工一二穆機の格納容雛内部
は︑昨年三月の事故以来一蹴以上

は︑原子力批判派として署名な

ぬクリプトン・ガスの漏洩繊故の

CSに調董を俵癒した︒またN貧大気中に拡敬する方法︵放射線被

と強調した︒すなわち︑知禦は︑

る予定Q彼らは十五分間だけ内部

よると︑TM11二弩機の格纏容

可能性が危惧されている︒また︑

Cに対しては﹁τM工一二同機纈 曝羅は脳千分の一に減少すると推

住民の不安感や恐怖心を解消する

幽が公衆の健康に顧接影響を与え

ると述べ︑門クリプトンの大気放

デール・プライデソバウ︵MHBは︑蔭接安全問題とかかわってい

も無保守のため内部の機器がかな
協会︶およびジョージ︒マイナー

格納容器内部に作業員が入るため

定︶など二つの大気放鳩方法︑さ

にとどまることにしている︒

UCSは︑焼却炉を設恕するこ

﹁麺慮する科学蕾同盟﹂︵UCるQ

にはクリプトン・ガスを除表しな
化のための環境報告叢﹂へのコメ

ための特効藁として︑全米漁網の

り慶鋭しているとみられ︑予期せ

ければならないため︑格納容躇内

ント二二を︑UCSによる調査結らに︑大気放崖とは別に永久貯藏
という形でクリプトンを圓収する

他方で︑地域住民に心理的ストレ

している︒つまり︑こうした再生

れているのは行政選周の不馴際︑

ウエスチングハウス︵WH︶社 約三型灘が経過したが︑米阪子力

反対派は直ちに提訴

原子炉輸出を認可

フィリピン向け

の聯期葎化が畷ばれている︒

このため︑NRCは三月︑﹁丁巣がまとまるまで延期するよう要
方法として﹁溶媒抽出法﹂と門液

UCSは︑五月十四圏︑﹁クリ化蒸留法﹂も検討するよう提瀦し

講した︒

プトンの大気放出は︑地域住民に

告泌﹂を作成し︑クリプトンの大

厳王一二穆機傾化のための環境報

気放鵬を勧轡︑一般公衆によるコ
放射線健康影響を隠接与えない﹂

よる被曝レベルや弄物学的影響に

ている︒

メントを四月十七田まで受け付け
とする六十鷲ページの報欝需をソ

ついて︑UCSのヘンリー・ケン

強く懸念︒このため︑ソーンバ！

挙は﹁今世紀末までに発電源とし

司能な資源にすべてを託すのは︑

または敗り線み態度のせいだ﹂と

ドール辺土は門葭然放射線の変勤

なお・クリプトンの大気放出に

ることにしていた︒

ーンバ！グ知駆に握出した︒しか

しかし︑クリプトンの大気放出

グ知箏は︑安金性についての蠣広

発露を進んで開発していかなけれ

て︑これらの再生可能なエネルギ

大きな賭けとしたわけだ︒

に関しては︑TM工周辺の住民が し︑岡報告欝は︑一方でクリプト

を認識する鱗極朗なアプローチも

ばならない︑とする学者の一人

ーが使われることはないだろう扁

期飽な発電源拡張の期待をかけら

民ひいては原子力批判蕎からの懐

が実行に移されない限り︑一般田

月に繭難して以来︑

出てきた︒先月︑一一十五人の科学
だ︒

れるのは︑石炭と原子力発囎に絞

との結論を出している︒

者・技術養︵七入のノーベル賞受

その理幽は︑次のような点だ︒

られる︒この繭書に優劣をつける

蟹管を認む︶がINFC霊の紬論 門サイエンス誌扁︵二月十五欝
讐︶に投稿した

でに個々の問題が多すぎる︵現時

地熱の場倉︑適切な場所の選定京

と題する論文の中から︑

短期的な発電源

を踏まえて︑カーター大統領に効
の選択

ータを最新のものとし︑一九七九

文は︑今駕はじめに発表されたデ

同氏の考え方を紹介すると・周氏

スリーマイルアイランド︵TM その具体的な促進描置を襲請した

る﹂とし︑ただちにコロンビア地

法︑核不拡散法︑原子力法に触れ

一九七七奪十一〜月に米政府が承認

フィリピン聞けの原子炉輸出は

したものの︑その暮すぐ国務省が

鋸の第4四半期の数傾も含まれて

と自らに厳しい警鐘を発してい

源であると地張しても︑それを開

区控訴織に提訴した︒

疑心を敗り除くことはできない︑

とどのつまり︑地熱エネルギー

較した場舎︑まだ
まだ原子力の方が

が大きな岡能乾をもつエネルギー

とすれば︑役会的な全リスクで沈

目日電・

クが小さい︑と同

石炭よりもリス
砥は捲擁してい

る︒

鷲

点で現実的なのは︑カリフォルニ

果的な再処理政策の展開を求め︑

のは︑その典型であろう︒遅まき

王︶原子力発電所の壌故から一年
ながら政麿の優柔

自然エネルギー利用は大きな賭け目玉聾旺

はいたずらに原子力発躍のみを選

解撤が過ぎ芸つた︒一昨年宋から

が

ｭ府の優柔不断に一石

Cに地齪︑火山に舶え事故時の来

原発建殴契約で

︻パり松本駐在展冒西独のクラ

フトベルク︒ユユオン︵KWU︶と

R盈co

Poユto

4

03−476−1

，、茜

，」

R署veI

・Elk

一基の原子炉受注もなく︑むしろ 不断さに科学蕎ら

けだ︒

石を投じたわ

キャンセルの波に押され低迷状態

この大統領への

を続けてい る ※ 国 の 原 子 力 塵 業 界
にとって︑鍍近︑丁瓢−薯故の余

軍基地への影響などを響査するよ

チンが正式調印

﹁サイトが不適当﹂として︑NR
り︑疑感の囲でみられるのと岡じ

う嚢製した︒昨年三月のTMI禦

発し︑その可能性を立証しない限
ただし︑石炭お

ことだ︑との慧味あいから︑原子

る︒

力推進養もこれを反省の一助とす

議飛鮪藤糠総難傭．康D・ボダンスキー氏

よび原子力発議の

故を契機にフィリピンのマルコス

要請禰に署名した

今後長期にわたる問題点がない

べきであろう︒

中に︑ワシントン

ア州のガイザー地区のみ︶︑また

としているわけではない︒原子力

波から脱却する久々の朗報がもた

︵二月末︶︑ノースアナご穆機 主査のデビット・ボダンスキi氏 饗しているわけではない︒咋今・

太陽熱の場禽には逆に︑望凹し

大統領が安金調査特別委を設躍︑

らされた︒ 核 燃 料 装 荷 と 低 出 力 運

近い将来の発醒源に再生司能な資

同調懸盤がパターン畢島に建設中

州立大学物琿学科

︵四月楽ば︶︑セイレムニ辱機︵四 がいる︒岡氏は︑米国における今

廃難物処分の解決は︑原子力発

転試験ながら︑セコイヤ一轍機

後騒騒先の露力鰭要増を前提に

電開発の礎であり︑米麟のみなら

アルゼンチンの原子力職員金︵C

月下旬︶の 三 基 の 原 子 力 発 磁 駈 に

の問題︑また石炭をみれば︑燃焼

NEA︶は五月野島︑六十万KW

発魑で譲えぱ︑放射性繊麗物処分

の原子力発電所は門安全でない﹂

い場蕨は米南西部に多くあるもの

ず︑日本もボダンスキ二極の提雷

の︑太陽歎発憤を経済的に可能と

に伴う大気中への炭酸ガス島山の

みに欄かれる機会が多い︒地熱︑

する画において︑現水準では蟄用

源の利用可能性を問う議論も︑と

霧
太陽熱︑それに風力といった各エ

照き︑それに荷効に対処するため
には︑まずエネルギーの節約に一

正式調郎した︒発注内示はヒ九葎

天然ウラン無水炉原発建設契約に

いる︒契約総額は二十倦嬬︒

十月掛西独政府が輸畠を認司して

は昨館六月翅設中止命A欄を出し︑

フィリピンへの原子炉輸出認司

建設工瓢はストップしたまま︒

と結論したため︑マルコス大統領

︵原塵・調査資料窯︶

いか︒

とりわけ原子力発羅からの廃縫

に稜極的に犀を傾けるべきではな

物処分について︑﹁これの解淡手

いる︒

いて鵜益であっても︑大規模に益

増加による影響等の問題が残って

田できる明確な兇通しはない︑と

ては︑特別に隔離された地城にお
しかし︑世界一エネルギーを浪

がかかりすぎる︒風力発電に至っ

籔している今の米圃にとって︑同

ぼっている︒

三つの選択があり・中でも原子力

可能な資源︑それに原子力発躍の

ネルギー源が︑その有力候補にの

対する欄次 ぐ 運 転 認 町 発 給 が そ れ

である︒

国際核燃料サイクル灘緬︵IN麟の努力を傾注する〜方・石間代

それへの興体的対応を迫られてい

FC洞︶の結論もすでに出され︑ 替の来圏内資源として石炭︑再生

る米国にお い て ・ 原 子 力 の 必 要 性
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十二臼から三臼聞ひらかれていたB木原子力惰報センター空催の特別講座﹁わが國の高堂繕
殖炉騰発の展盟﹂のハイライトとなった﹁総橘1一金体討議﹂では︑二〇〇〇年に隼点をあわ

せたFBR開発の異体的戦略をめぐって﹁貴疑な脂霊山発の成興穿衡効に生がしていくべき

ステップの実証炉体制確立へ全力をあげるべきだという点でほぼ見解の一致をみた︒以下概要

初は士建腱が童導辮を樫つたが︑
十五琿ごろからはプルトニウム製

実験がスタートしており︑昭和四

セーションをう象くやっていくこ
ーになっているということだ︒

君門家の聞てはかなりファミリヤ

藤家

つぎに﹁もんしゅ﹂につ

いく必蟄があろう︒

﹁もんじゅ﹂が遅れたの

いて三木さんから︒

三木

がある︒さらに︑その開発体制に
かと思う︒

ルギー斜地が盟ましいのではない

大切だ︒軽水炉の経験から︑安全

から︑安定供給を磯回することが

メント・アクセプタンスというこ

葉だ︒むしろ︑エスタブリッシュ

論も必要だ︒その場合には︑単に

実証炉の撰進体制についての議

これからどうするかを考えていく

る︒動燃の技術を中心にしながら

とがどんなに大嘉か身にしみてい

のうえにたって仲働聴を嵩めるこ

その

件は人々の心に多くあると思う︒

か︒体制側がアクセプトすべき条

とばがあってもいいのではない

の安金性は絶対確保するとともに

いにしても︑石岡的︑閉鎖的であ

れているが︑完金な輸入はまずな

を﹁もんじゅ﹂元年として︑全力
をあげたい︒

ってはならない︒海外のすぐれだ 動轡の鐵したデータ内で安全審際

ないと︑心から受け入れられるよ

うにならないのではないか︒地脈

野本

﹁常陽﹂の原子炉出口渥

振興対策も礪嚢だσ

では声言度となる︒﹁もんじゅ﹂

度は四民七十度であり︑マーク釘

は五首三十度だ︒このように熱応

力などについては段階的にやって

﹁もんじゅしの再処理に

ついてフ撹アーから質問が出され

野本

﹁もんじゅ﹂の運開まで

ているが︒

には再処理工場をつくりたい響え

だ︒﹁常陽﹂はそれまで八百体の

こ争
ヒヒ

ビ

易露

には非常に効果的です。

ついては外国の例も参考にしなが

技術開発の観点だ一3でなく︑いつ

必要があろう︒

ら︑とくに受注体制はもっと先を

動継で開発してきた技術の実証

たすかという電力供給サイドから

までにつくり︑電力安定供絵をは

みて考えていく牧丘があろう︒

炉への移転については人による移

つがプルトニウムだ︒施設

転が︸番大事だろう︒麗在︑動鰍

解明しておくことを振興しておき

軽水炉などの例をとってFBR環境インパクト︑人体への影響も

FCEは﹁応F8Rについて もゴ
〜博は輸入ではないかとかいわ

のFBRの開発には五首〜黙認人の視点も必要だろう︒まだ︑王N

ー

するのではたしていいか︒中堅機

向が五十名︑メーカーからの出向

がいるが・このうち電力からの出

がその酌握として保養麗︑技術

技術を参湾にしながらつくるべき

には一つには立地へのとりくみが
蓄が語名程度となっている︒また

的改痩︑国際制度づくりなどを打

蘭がデータを出してやるようにし

り雌口瓠

また︑消夏審蕉の問題もある︒

すでに電力︑メーカーに帰ってい

ち出しており︑こうした問題への

であり︑外国の適切なユーザーと

たい︒

る人はこの倍くらいになる︒これ

とりくみも緊要だ︒

のコンセンサスとなっている

らの人が実洋装の開発で重要な役

けかったことがあると思う︒今無

まだ︑﹁もんじゅ﹂の次の段階

三木開発体制についてはメー

ーカーも同様だろうG

情報交換したいと考えている︒メ

カーの方に多少問題が残されてい

度差による配管トラブルが遅れの

﹁常陽﹂のケースでは温

舗をはたしていくことが必嚢だ︒

石川

としては実証炉の設計︑研究開発

も翻分で蕩労しないと︑いくら前

FBRの客主開発←実用化という大きな原臨になった︒何といって

るようだ︒少なくともシステム設

リロほりれ

っているQこうした経験は臼本で もって蕩えても零敗はあるもの

計は臨分でできるように育ててい

つぎに電力リイドから︒

パタ；ンは極めて大きな慧蔑をも

だ︒自分で護労しないと技術が身

一号炉はベス

は初めてのため︑いろいろな検討

く必要があろう︒

トミックスで
藤療

につかない◎そういう藩労があっ

実証炉は戦塵か導入かという照

きらかにしておく必要があるが・

いても下津性ガスを活用するなど

きている︒また︑ナトリウムにつ

現蕉のところ必ずしも貝体的な罵

藤家

ている︒

ていくためにはスケジュールをあ

べきだ︒技術者はもっと惣儒をも

こえた結果順調になったと理解す

標は明確になっていない︒この点

しており︑﹂局い安全性が確保され

つべきだし︑産業界は手本とすべ

っているのだと思う︒これはのり

荒井圏標題導型の開発を行っ

をヤ分やらねばならない︒

影については︑そうスパッとわり

て規在﹇常陽﹂が順調な運転に入

小臨東電ては昭和四十薙に原
子力研究所を発奮させていろいろ
新型願の研究を行ってきた︒

照和四＋四年に商叢用FBRのきれるものではなく︑ベストミッ

実証尊体翻作り急げ

については国全体で弩えていくべ

わが国は一九九五年ごろ濠での

きだろう︒

しれないが︑闇分の技術が中心と

ウランは季あてされており︑その

きだ︒実証炉はスーパーフェこッ

いうのでないと︑国民のアクセプ

こは二〇〇〇年ごろになるとウラ

クスの上陸ということもあるかも

タンスは観られないだろう︒

てだが︑パブリック・アクセプタ

」ビル費（03＞543−8831

第2丸ll

〒：101東吊都中央【×∫艮座7−13−8

だ﹂﹁実議炉は和洋折嚢のベストミックス型で﹂⁝一などの醸見が続出︑﹁もんじゅ﹂と次の

その空郵権はプラント計画が進展

鷺太良平︵動燃︶︑野本昭二︵動燃︶︑下規純〜︵原研︶︑石川欽也︵毎日新桑︶の各氏︒

を紹介する︒出席者は藤家洋一氏︵阪大︶を司会に荒弁行雄︵資源エネ庁︶︑小盛装︵東電︶︑

めおほぬ

大きい自主
れまで大きい取り扱い翼故をおこ

造研究に入っている︒しかし︑こ

とが必要だろう︒また︑技術的に

一般にはファミリヤーではないが

したことはない︒プルトニウムは

するにともない機械屋︑電気屋︑

のプロシェクトでは︑こうしたロ

試験屋へと移っていった︒こんこ

藤療まず ︑ 開 発 の 実 態 か ら ︒

ーテーションも纏えたオーガユ

り穫︶むh

開発の意義
﹁常陽﹂を担当するまで

は炉物理をやっていたが︑実際の

野本

建設では空気調整とかドロくさい
は﹁常陽﹂はマークーからマ亙ク
しかし︑ある慧味では︸般もプ

仕事の濾続だった︒また︑わが国

さらに︑今後の﹁もんじゅ﹂建

燃料善趣の研究を璽点的に実施し

設では﹁常陽﹂がはだしてきたい

自主技術の経験ふまえ
クスをはかるのが璽要だろう︒ま

れる︒INFC8も二〇〇〇年燃
以料を貯蔵できる︒もしできない

共周研究をはじめ︑概念設計の勉

合だと圧力呈露が隈くなり温度差

ンが不足するといっている︒こう

降は相当FBRをやらないとウラなら英︑仏に委託することになる

になる状況は出てきている︒核実

による応力が闇題となろうし︑ル

まだ︑哲万KWのタンク型の場 ンの国際的鮒約が強くなるといわ

強を行っだ︒そして︑五十一年か

ープ型だと配蟹系が長くなるとい

ったく宮空オンリーではなかろう

験がそのよい例だ︒かつて行われ

う︒

し︑たんなる纒入でもないだろ

が︑いまのところつくりたい方向
共同委託研究による第一次概念設

ら実議炉の概念設計に入り︑鍛近

下川第二再処理工場に連動し

だ︒

かんにかかっている︒

をさらにどうするかは国の政策い

にもつてきて︑そのプルトニウム

嗣と思うが︑これを﹁もんじゅ﹂

ていると思う︒その能力は六気／

してみると二〇〇〇無がFBR導
炉でストレートに酉万KWにいっ 入輿標の一つの足がかりとなろ

う問題が出てくる︒はたして実証

のプルトニウムが人体に入ってき

まだ︑実用化に際しては︑炉胴

ついては四月末に電事連にFBR発問題だけでなくサイクル全体の

謝を終了しだ︒また体制づくりに

た大気実験によってすでにかなり

また︑以前には人工衛墨の破壊

ている︒

う︒しかし︑まったく絵に画いた

乃KWも横討していいのではない モチではダメで︑いまの技術開発

整備がいる︒FBRの役割をはだていいのか︒場合によっては五十

か︒

推進宗議を設置し︑さらに準備盤

くリサイクルさせることが璽要で

すためにはプルトニウムをはや

のテンポから目標達成が確実かを

第一次概念設計では﹁常陽﹂

を近く新設することにしている︒

FBRは来世観の電力供考えていかねばならない︒

ナトリウムを含んだ廃棄物につ

いては不活性化をはかるなどナト

う︒

うにすることが技爾的に薄能と思

リウムが再処理工程に入らないよ

五万KWへのスケールアップをや ことだ︒CANDU問題はその典

給の根幹になると覆えている︒だ

あり︑鰐来はFBRの近くにサイ 小鵬
クル施設を集中的に立地するエネ

なほぼる

総合的なPA対

子力政策を畢懲に舞贋づける必要

っており︑百万KWはやっていけ型だ︒エネルギー政策のなかに原
ると思う︒

U跨差料

藤寡FBRはLWR以上の細

がある︒

だ現在︑十分臨鑑をもつてやれる

ンスという諾翼は実に役所的な二

粛σスぜ』コ5ウ｝醗給電葺就アイソトープ部

※説明書、晃本をお送りします。

のFBR開発では藩主開発に窮点Rの段階に移ってきており︑今後 ルトニウムに対してファミー3ヤー

した方針のおかげではなかったか

をおいてきたが︑﹁常陽﹂が運開

と思う︒しかし︑願調にやってき
い藤はとっていきたいし︑わるい

ていきたい︒

たといっても何も藩労がなかった
薦もいいように隣してとり入れて

後順調にやってきているのもこう

わけではない︒が︑こうした場倉
いきたい︒

つぎに︑プルト謀ウム利

下灘プルトニウムが他の物質

用について︒

藤寂

でもみんな國鎗でさわりながら技
術開発を行ってきだだめ︑大饗に

より菖簡梶腱危険なのは顯実だが

いたらないまえにトラブルを唖然
に防止できた︒こうしだ雛常の仕

九六二黛ごろから原研で鍵礎

事の覆み灘ねで安全にやっていけ

に

恐れてはいけない︒田本ではすで

また︑﹁當陽﹂の建設では︑最

るというのが翻主開発の強みだ︒

によって十九爵萱ものプルトニウ

ムが大気申に飛散したことがあ
り︑これも入体に入ってきてい

しながら︑軽水炉の経験を反映さ

﹁もんじゅ﹂の技術経験を碁盤と

らないうちにプルトニウムにファ

せ①稼働率を向上させる②建設費

る︒こうした慧味で一般人も知

ミリヤーになりつつあるといえ

させる④ライセンサビリティーの

を低減する②運転保守控能を向上
ニウムについてはタンブリン氏ら

るだろう︒さらに︑かつてプルト

採閑しだ︒︸応酉万KW︑ループ

確立i⁝を玉本的な考え方として

野本ステップ︒バイ・ステップ

金が得られているかとの魔問がフ

という考え方は確かにあるが︑や

KWにいくのではなく︑まず五十 はり何が定福し︑何が磁っている

藤蒙さきほど︑一ぺんに首万

策に取り組みを
によるジャイアント・パ⁝ティク

型を考えているが︑尾州結論は出

ル論象がまきおこったことがある
が︑これについてはすでに反対派

ていない︒

とはいいながら︑IC穴Pは一 荒井通薩雀では︑漂型炉をふ

も引き下っている︒

三木プルトニウムとナトリウ

ロアーから膨されているが︒

たしかに技術的には司能

あった︒しかし﹁常陽﹂の一ループ

ればエネルギー政簗と漂子力政策

FBRの會悪問題につい
ランスも二十五万KWから百二十 が別々のものとなっているという

なりのスケールアップになる︒フ

下川

と懸っている︒

の後臼本型に改議していくのが二

と思うが︑これを遵える休制がで

石川

らいっても︑わが麟が季がけた二

は五万KWで︑﹁もんじゅ﹂の

配だったが︑十敬褄取り扱ってき

醤万KWにいって︑こうした点を ムについては︑最初はたしかに心

じゅしが淫れているので︑つきは

万KWをやったらどうかとの物見 かをつめる必要があろう︒﹁もん
があったが︒

のが申心約な問題だ︒FBR開発 三木 たしかに︑まず七十万〜

九七七葎からALARAを打ちま
固え︑実硝化をどうするかという
し︑晩発性ガンをも鏡張に入れた

は資金量︑長期の技術改心薩閥か
り︑プルトニウム許容樋もこれに

大のプロジぽクトだろう︒いまま

ループは二十五万KWであり︑か きているかが問題と思う︒極論す

八十万KWをやったらとの悪見は あらってみるべきだろう︒

厳しい規制方演をだどつてきてお

引きづられつつある︒こんごは盒

で︑臼本では一更炉は導入し︑そ
体への低レベル放射線影響・環境

重のパターンとなっていだだめ︑

放射能除染剤

デ翻ン9⑪

轟

馨

無リン酸洗剤

醜竪圏鯛 罰⑧

醒一……〜

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
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

1〜1
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に放撚される司祭性があるキセノ

空祠の大きさは高さ四十〜七十

してゆく︒ドリフトチューブは・

に電極を変えることによって加速

れている︒

東海一簿の湿水を利用して蓋殖さ

今無度輸入されたのは約四十万

焼︑臨径は約三十耕︒

尾︒二月に養殖をスタート︑現在

は食胴に成長し︑順次甫場に娼荷

すくすく育っており︑十月ごろに

いる︒

高周波電圧発生風評を露源として

ン︑ヨウ素の浸出はほとんど無視
概念設計ではこうしたシステム

また︑この腐周狡電鷹発生装躍

について興体的な発亀設備のレイ

は︑加速度やイオンの種預によっ

いる︒

アウト︑施行方法︑安全性騨価︑

が︑今年は外部の養殖池で中二君

．＼

｝軽や

2

2

1

jl【劇団044（299）

［冒圭）

7

7

1

できる程度﹂との熱論がえられて

経済惟評劔などを行い︑立地ビジ

に約九万鷹を放流︒三詩歌．／平方

クルマエビについては五月中旬

される︒

れている︒この加速周波数を変化

はこれまでの経験で三陰面の璽産

荷趨は一襲︒クルマエビについて

綴の生産をめざす︒今薙の藁筆出

待される応用薦もひろい︒

し﹂にもたらす効果はもとより︑期 は難しいことがわかってきている

電イオン撫速器が︑原子物理学

は・世界で初めて︒

させることができる線型加階器

いう﹁司変周波数方式﹂をとり入

て周疲数を変えることができると

このため︑通薩雀では﹁地下立

嘗ンをあきらかにするとともに絡

地でも地上立地と同じように篇い
安金性を確保することが技術的に
菜の安全鴇査の狡術掴針を作成し

一期の最終段階である概念設計に ていく方針︒

角能﹂と購断︑地下立地検討の第

など︑乱数基の水力発露駈が戦列

國でも新高瀬︵醤二＋八芳KW︶

地下式発電所については︑わが

概念設計で検討の対象となる瞳

はいることになったもの︒

子力発電所は︑海のすぐ近くの地

ーズ︵二＋八種五千KW︑仏︶︑

購

電話大阪e6（44DIO21㈹

｛〕3（272）

百万KW緩類を想定
新立地構想へ一歩前進

麺疲備は今年曳束をメドに地下立地原子力発仁所の概念設計を作成する方針だ︒昭秘五十二年から

を想定︑将来の計懸の員体化へ備え安金性評鋼︑経済

の炉︒タイプは漂子炉もタービン

下二票に立地する出力百万KW 入りしているほか︑海外ではショ

育を行い︑三眠．程度になったもの

をまびくなどして罵標達成に努力

たとえば︑通常の化学的手段で
は︑金閣組織中に入れることので

する謝醐だ︒

また︑クルマエビについては秋

きない元素を︑加齢して打ち込む

にさらに五万尾程度を放流し︑二

ことができる︒これは︑新しい材
料の開発や特性の研究に︑漁期的

このほかでは︑﹁温撲水と循環

簸作をめざす驚え︒

国際シンポジウム﹂への参加がハ

方武利閑による集約蕉殖に関する

研究としての籍値も醐い︒

な役剛を果だす︒核弓台の炉材料

まだ︑がん治療上の期待も大き

の三日間︑ノルウェーのスタバン

イライト︒五月二十八田〜三十闘

い︒げんざい使われているガンマ
線などだと︑がん病巣を殺す効果

農業機構︵FAO︶︑欧州内水灘

ゲルで開かれるもので︑国連山月

が低い上に︑まわりの正常の細胞

だが︑璽イオンだと︑軽いイオ

まで破壌してしまう︒

漁業諮間委顔会︵鷺IFAC︶共

一︑．藩響餅

取言舌

甲550大阪市西区，＝L戸堀1−2−2大岡生命ビル
マ210川崎宵川崎区塩浜2一【7−19

曲言舌

実施してきた地下立地を想定しだ安金性実誕試験で技術繭悶題にほぼ見通しが得られたため︑実際の

盒地下立地方式

蹴地を射程内に入れたレイアウト僅成に移行することになったもの︒興体的には地下二葉綴のところ

に百万KW級炉を設羅する

てくる可能性を想定したもの︒

内の空気が岩石を通って地表に出

性評懸などを行い︑原子力発電所立地に新局面を開いていきたい謝画だ︒
速度を測定︒その緕果︑﹁地上よ

W︑米︶などの地下原発の例もあ

り地下の地震加速度の方が小さい

置方式︒一つの原子力発麟所で約

り・今後わが圃で大型地下原発が

地下立地原子力発躍駈は広い平

フンボルトベイ︵六万八千五酉K

申の水を媒体として箏故鷲に放射
十個程麗の窒洞の掘削が予定され

に薪局繭をひらくことになるもの

実用化されれば︑業物の立地問題

撮な土地を必要としないため︑海
も地下に設心する全地下︑出腹設

性核物質が地表に浸出してくる肋

ンス︑ディーゼル発電機︑タービ

ており︑それぞれに藍子炉︑トラ

また︑液相拡散試験では︑轡石

一方︑放射性物質の漫毘試験は

間︑漫出率を側定︑その継粟﹁気

ことが確認された﹂という︒

形の所でも建設司能︒また︑漿観
原研の狛江試験所が担当︑五十三

体︑液体を媒体としだ浸出率は低

岸まで山がせまっている急峻な地

に与える影響が小さいため︑圏立

験と液相拡散試験を実施した︒こ

駕から二か無をかけて気根拡散試

と期待されている︒

鍵
騰繋

ンの設翻などが想定されている︒

をもっている︒地下空洞の周辺嵜
く︑まだ時間がかかるため購故蒔

重イオン加速器完成

のうち︑気相拡散試験は地下窒歯

公園内でも建設できるという利点

質の格納効果が期待できるのもメ

盤によって遮へい効累と放鮒性物

このため額産省では﹁新しい立

リットの一つ︒

地の可能性を切りひらくために萄

そこで考えられたのが︑この線

催︑国際海洋開発会議の後援︒

ンとちがい散飛されにくいうえ
に︑体内のある一定の深さのとこ

夢覧

がヂ

苧103菓京都中央区臼本橋2−1−21第2東洋ビル

京浜営業属

秒速三万︒・綴まで加速

型加速器︒今園︑理研が完成した

﹁水質闇題﹂⁝⁝

﹁温排水利用縫殖﹂﹁獲殖動物の

などのパネルが予定されている︒

璽物学的問題﹂

ろで爆発的なエネルギーを放出す
るので︑手書の細胞を読めないで

ランダなどヨーロッパ各国を歴

は会議参加後英国︑薩独︑仏︑オ

団を編成︑派遣する謙画︒視察団

への参加を機象にヨーロッパ視察

このだめ︑温水協ではこの会議

は初めての試み︒

の騨門家が一覧に会し討論するの

温排水悶題についてこうして世界

すむ︒

完成した璽イオン雨線型加二一
は一一十・四億円をかけ︑四十⊥ハ隼い

らいの歳月をかけて建設された︒
理化学研究所では︑この撫速器
より得られる加速璽イオンを︑さ
らに加遡する﹁リングサイクロト

ロン﹂の建設謝瞬をすすめてお

訪︑ヒンクレーポイント原子力発

観

鴬慧

標原書水低

献げ邑

晶薫陶

麟鰯擁醐

晶演鎌

動きます。

理研

ネオンより賄い・すべての璽イ

加速器の長さは約七十綴︒イオン

荷をもつだ露営︒プラスの電荷は

蕊手されている︒

り︑その一部は︑五十五社日から

電所などを視察し︑欧州の滞水利

用の現状を調査するとともに︑こ

んここれをふまえこの分野での國

際協力をすすめていきたい計爵︒

調蕉照のメンバ⁝は次の遡り︒

▽江草周紫一︵田本獣医大︶︑千

がありません。

恋義﹂として昭和五十二駕十月に

委臓会﹂︵委員長・左愈正雄東東
オンを磁線的に加遽できるわが園

マイナスの霞荷に引かれ︑同じプ

その意味でも︑理研の線型加速

㊥脚が着脱町能で

門地下立地方式原子力艶艶駈検討

理科大教授︶を設糊して総禽的な
初の線型加速器が︑このほど理化

を発生する入射器釜︑加速器本

際に生じる熱を荷効に利評するた

ラスには反発する︒

器に期待されるところが大きい︒

灘

⑳スパークの心配

東京

≦獅鞠〜

噺犠冠麟欝

けられます。
4ランプヘノドを軽くしました。
5AS酸E， MIL， NDIS規格以1
の紮外線強肢です。
6竃瀞辮波数50／60Hzの切苓｝
ができます。

⑧づ、1彦・軽縫

撫一
献舞

鯉樋

（

2手許ランプが弱きました。
3フィルター保慶ガラスが想

撚

新

業
検討をスタートさせるとともに︑
学研究所で完成した︒

賦・

四か年計画で棊礎的な安金性実証

ている︒

体︑照射整が︑磁線的に配躍され

形のツイクロトロンだったが︑こ

入射器繁でつくられだイオンは

これまでの日量器の主流は︑円

このうち︑安金性実証試験は地
の方法だと陽子や酸素イオンまで

試験を行ってきていた︒

下簑祠の耐盛姓試験と麟故時を想

アーク放電によって電子をはぎ

幸分の一に匹敵する︒

当初の六悩の遼度に加速されると

間あたり三万詩鍛となる︒いわば

潴遡されていき︑最後の描遡タン

一定の方向にそろえられたのち︑

の加速タンクが引証にならんだ加

この六禽の測速タンクによって︑

いうわけで︑この速度は︑光速の

速器塞に入る︒そして︑次つぎと

〜秒間に五千詩屠の速度で︑六台 クを出るころのスピードは︑一秒

の︑軽いイオンしか加速できない
を賃っていた︒薫いイオ

ンだと遠心力の問題から隈度があ

宿命

定した放射性物質の漫娼試験が二
本柱︒耐震性試験では地下六十綴
の空詞に立地している沼原揚水発
った︒

化することが必要Qまた︑轟入︑

とが必要︒

めの総命利照システムを考えるこ

撫イオンを加速できる線型加速
器は︑これまでのところ︑※・西
ドイツでそれぞれ三台︑英︑仏︑
ソに各一台と︑麗界でも十台足ら

に︑出たときはプラスにと︑交点

速施極︶を︑入るときはマイナス

渠健治︵渠大︶︑鷹田竹弥︵温水

ンター︶︑根本満︵技術士省務

協︶︑大川達雄︵関西総命環境セ

所︶︑鈴木弥三郎︵ウナギ斑殖経

當︶︑深滝弘︵海生研︶︑岡野傾

雄︵二二県︶︒

4汐／彰

代馬蓄

新代衷鴇は取締役挫罠職永

三菱原子力食餌︵株︶

一氏

変更

本社営業部

大阪支店

太陽物塵株式会歌

産

力

斗
電勝に試験機窩をもち込み地農加

大王栽培が周辺生態系へ悪影響を

とられた璽イオンは︑プラスの電

ス資源としては︑さつまいも︑サ

及ぼさないものでなければならな

≡＝＝鼎≡≡冊≡階≡⁝⁝阿⁝二≡＝臨⁝≡⁝一階冊⁝＝＝≡

エネルギー源としてのバ

トウキビ︑木材︑農産物残渣︑家

今圓︑理研が開発した加速器で

蓄排泄物などがあり︑利胴司能な

は︑この単純な原理を利用して︑

イオマス資源は︑太陽エネ

バイオマス資源は︑広い範囲に

ルギーを利用するため︑再

分布しているが︑エネルギーのレ

い︒

エネルギー的利照の突用化をは

ー固定効率の職いクロレラなどの

六台の加速タンク内に設けられて

エネルギーの鮭認づけとしては︑

いる八十のドリフトチューブ︵加

ベルが低く・大規模集中的な利用

基幹エネルギーとしてよりも補完

︒利用の三段階の捜術開発が必要 がむずかしいため︑コミュニティ

かっていくためには︑磁産・転換

新しいものとして︑太陽エネルギ

生歴ポテンシャリティをもつジャ

微小藻類︑本来的に大きな有機物

生二日で枯渇することがな

も少なく︑どこにでも存在

エネルギー騒と塵出された燃料の

で︑燃料にするまでに投入した総

的なものと霧えられ︑地城エネル

ず︒

収支バランスが蓮襲な聞題とな

ては昨薙十七ナ︑約薫千万円を膿

このうち︑ウナギの握殖につい

荷する一1などが璽点︒

／平方綴を生麗し︑隼約一ゾを出
その際︑他の自然エネルギーとの

温水協購累計圃

欧州温排水調
査団を派遣へ
ギーに睦みこ肥れていくだろう︒

めるうえで荷効となるQ

ハイブリッド利用が利周効率を嵩

る︒たとえば︑さつまいもは︑投

％しか圓収されず︑コストについ

入エネルギーの四三％︑来は避八
イアントケルプなどの海藻類︑ホ

低いエネルギー収支が闘題

枯渇ないバイオマス

しているという特徴をもっている

く︑自然環境に対する影雛

＝曹＝珊珊≡：＝＝＝齢三三︸＝≡補鼎≡＝二⁝≡幣⁝＝⁝≡≡≡三一⁝⁝＝≡＝⁝＝＝一＝≡⁝≡≡≡⁝ 嘗 曹 ≡ ≡ 顧 需 ≡ ≡ ≡ ＝ ︻ ⁝ 三 ≡ 需 ＝ ＝ ≡ ＝ 藁 ⁝ 藁 ≡ ≡ 曹 ニ ニ 曇 ＝ 隔 ⁝ ≡

認険薪毒懇

諭総難
コアラの 大 好 物 の ユ ー カ リ や 紫
の罵憐な花を駁かせるホテイアオ

イが︑やがては車や飛行機を動か

すエネルギーに・b
太陽熟を は じ め と す る 水 力 ︑ 風

が︑エネルギーレベルは必ずしも

力︑波力︑ 地 熱 な ど の 霞 然 エ ネ ル

ギーととも に ︑ 太 陽 エ ネ ル ギ ー を

つまいも二選円︑米五認円と試郷

ては︑エタノール一士あたり︑さ

荷しており︑藁京南場でも妊評︒

テイアオイなどの︑繁殖力が旺盛

湿水野魚開発碧羅の今難度箏業

なため世界各地で害草として問題

資源調査駈では︑今年度から︸二

地球上のバイオマス資源エネル

このため︑今傑度は約三＋ゾ︑五

高くなく︑供給に鰹節性がある︒

千万円の砲扉をめざす譲受だ︒こ

蓄積したバイオマス︵生物依簸︶

謝幽がまとまった︒それによると

資源のエネ ル ギ ー 利 網 が 大 き な 関

今年蔑は①フランス瞠シラスウナ

されている︒

か駕計画で本格的な利矯調査をは

になっている植物が袴えられてい

じめ︑環境破壊やコスト︑鑑産場

る︒しかし︑これらの植物は野性

また︑転換技術段階で必要とす

の十傍︑食撮として滴蟹するエネ

のウナギはバミューダ生まれでフ

ギー盤は︑週間エネルギー消費壁

ギについて三十菌杉／平方綴の生

後︑岡協禽の東海事業所に移され

ランスで漁獲されたもの︒空輸

心を集めてきているが︑このほど

淳をめざし︑企業化のメドをつけ

科学狡術庁 資 源 調 査 所 ︵ 加 藤 暴 丸

所などを極画していきたいとして

る②クルマエビについては三謎耀

ルギーの二旧藩に棚当するといわ

るエネルギー源は︑化石エネルギ

いる︒

所長︶では ︑ バ イ オ マ ス 資 源 の 生

ーによらず︑太陽熟︑風力などの

の状態で存在しているため︑利用

圏然エネルギーを利難し︑転換の

PM優秀製品蜜受蜜

下

れている︒

するには各糧の特性評価を行い︑

その他薦。ステム1。管内検査器

極警醒磁気探傷器

ご用命による判殊什様の輩没婁、1製作もいたします。

1覧 厩電話の変動に弓傘くなり
ました。

⑧検査器タト径 7〜55mmφ、 kさ G3〜16m。
⑲rrv（．L業用テレビ〉と豊動できます。

凄25形

PM優秀製品蜜自叙

理研の線型加磁器。核融合、がん
治山研究利用への期待も高い

栽培・培養条件を明らかにし作物

パイプ内面の観察

紫外線探傷灯サンライト

浸透探傷剤

に200

すでに利粥されているバイオマ

蛍光磁粉・蛍光浸透探傷に

マグナペット

レッドチェック

瓢／、璽i紅潮難艦齢灘鐵灘

影…一

、tイ地

産・転換お よ び 利 器 に 関 す る 調 査
結累を墓とめた︒

Q

亀裂検査にはポータブルな

全ての表面欠陥検査に

灘

謹

噺

瓢

灘騰磯

瀧

蕊

……

鞭
謂

鵬騰
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聞

業
産

力

原

¥四賑ひらかれた衆議院科学技術振興対策特別委員会では﹁田嵐原子力船開発薯業団法改正
㌦法案﹂に対する参著人の悪晃陳述が行われた︒同法案は︑閣議決定を経て二月＋五臼国会握出︑へ
U

トの設計に蕊糊することが必要だ
と考える︒

研究開発の火
種は絶やすな
世界のエネルギー事請をみると
石油が戦略物資として国家間の道
興に億閉されていることに興味を

政府が﹁むつ﹂問題を白紙の状

れた︒

のデータベースから、

てきているが︑安全上︑解決でき

る見通しがあるのか④原研で舶用

原研労銀として﹁むつ﹂問題に

ことは問題だ︒先駅︑労繕簗鼓を

のだったら協力する用意はある

態にして技術蓄︑研究蓄に委ねる

今後︑研究饅的︑入員︑体制に

ずい結果を招きかねないと思う︒

ついて各方面の研究者を簗めて検

討して欲しい︒そして︑平和利用

一研究開発テーマの関連文献をすべて知りたいときまた必要なものだけにしぼりたいとき一

きた︒

炉砺究を行うなら︑研究者︑技術

ついて検討してきたが︑七四年九

開いて出た意兇では①門むつ﹂は

が︑後始宋を原研労組におしつけ

すめた原子力船﹁むつ﹂のデータ

発事故後︑安全審査が厳しくなっ

は有効なものになるか③TMI原の非核三原劉を厳格に守ることを

約束して欲しい︒

愈兇聴取の努力がなされていない

されているが︑技術者︑研究者の

業周の実用性が確認されるまで︑

思う︒﹁むつ﹂と心行して︑得ら

ざ︑爵︑ざ︑§︑ご︑ざ︑ざ︑ぎ︑ざ︑ぎ︑ざ︑ざ︑ざ︑
い︒また実験航海後︑ディコミッ

い︒雲間は人材を提供し︑受益音

国が責任をもって推進して欲し

湊

国立機関か特殊法人が望ましいと

脅える︒

讐甥撫︑
謬

（財）原子力弘済会資料センター

統合に問題多

資料が非公開②研究者の意兇を軽

月に出した報告謁によると①設計

研究材料として︑湧用価傾はある

るようなことがあるなら統合は反

い事業団体制

視し︑設計再評晒の声がとり入れ

のか︒原子炉は古いタイプの炉

対だQ行政上の安易な統廃艦はま

切な獲助のもとに︑罠間主導で総

の開発を進めることが原子力船開

れているデータをもとにした薫炉

長期闇で︑しかも投資額の大き
い開発はリスクが大きいので︑商

政府主導で積
極的な開発を
嗣本の造船界では︑原子力船の

に政府の費任を大いに求めたいQ

方陶が定まっていない︒このこと

で闘発して欲しい︒そのためには

十分な予算措置が必要⑤安全対策

ているので︑技術轡︑科学蕎指先

久手の国も現われるだろう︒原子

の合悪を碍られる原子力を推進す

は二霞︑警標に講じながら︑国民

く︑もっと全い茅葺に生まれてく

に推進すべきで︑﹁むつ偏を安全

力船開発は︑政府主導型で積極的

ると思う︒二十世紹後半には建造

実用化聴代は︑二十一世紀ではな

負担で一部投資するという形で︑

ショニングをすることも重要なこ

港の際︑諸外国の規則にどう抵触

ことになるので︑納得のいく二重

発の薄墨の道だろう︒

とだ︒廃炉処分の方法は︑技術的
には間題はなく︑むしろ経済的な
換討が重要となっている︒

原畢力船の設謝は放射性物質が

しないよう設計することが第一要

船外に繊ないよう︑原子炉が暴走

件であり︑厳本の耐衝突構造は世

が︑中︒長期的な視野に基づき︑

していくか︑また︑どう改着して

多

今後︑原子力船は︑技術漿約度

ること︒

検索します。

安全性︑運航性︑経済性など︑
ソフト︑ハード両面を整合性をも

られなかった③自主砺究の放棄︒

で︑今後の材料として役には立た

やり押すことが必要だ⑤人員︑予

者の慧見を十分聞いて︑墓礎から

からくる技術ギャップは︑今後の

須の条件となるが︑各国との國情

基礎研究の基盤がないということ

ず︑むしろ邪魔になるのではな

って確立するには︑自主技術が必

富・学・民の一致協力体制がある

に問題がある④出向蓄が多く長期

合的な研究開発をすすめ︑研究番

舞の保証が必要i1などが三重さ

なら比較的容甥に追いつけるはず

にわたる研究ができないという事

いか②法案では運航して貴重なデ

だ︒

業団体制に聞題がある⑤安全体制

二十一琶紀の原子力商船実用化

夢

ータをとるといっているが︑陸上

にむけて︑国が主体となって研究

窺

に問題ーーなどが指摘されてい

での基礎研究を行わないでおしす

焚き船会議では︑実用しうる代替

開発を推進することが望ましい︒

原子力船の開発は︑嬉続性があ

の舗慧の結集が一〇〇％反映され

五年以内に原研への剛毛が予定

る︒

エネルギーは石炭︑次いで原偉力

覚えている︒先蟹︑出席した石炭

の平和利馬が有識者の意見だっ

ある︒また︑西独では現在︑実白

ツト・ハーン弩︵鉱石還搬船︶が

バンナ弩︵貨物船︶︑西独ではオ

ρ

一

㌦

出うハプニングで廃案となってしまった︒だがその内奮は︑こんこの原子力船研究開発をすすめ

欝
の建造を計画中で︑さらに二十四

船としての八万馬力のコンテナ船

それには︑資金︑人材など国の適

るため︑石油不疑の不安をとり除

るような継織で還鴬されることが

万馬力の原子力船プラント詳細設
た︒

スやイギリスも商船用の原子炉プ

計をすすめている︒また︑フラン

き︑円僧な輸送を確保する︒日本

銀ましい︒

は世界第一位の建造国であり第二

わが国の原子力実験船﹁むつ﹂
位の船朧壁を誇っている︒しかし

ラントの研究を行っている︒

は︑設謝︑建造︑運航など肖空技

問われる﹁むつ﹂の真読
政府主導の開発捧制を

後︑一貫した理念のもとに︑実用

原子力船の研究開発と人樗の火種

二

への前進をはかって欲しい︒

に︑確実に遮蔽改修して︑実罵化

鱒♂

五十三無七月ニへ

TELO2928−2−5063

マ319−11茨城県那珂郡乗ご毎村

一四月十七日の衆議院本会議で趣旨説明のあと衆院・科技特に付託されたが︑衆議院の解散とい

︸るにあたって資するところが大きい︒以下︑その内容を紹介する︒出席蓄は︑竹村数男︵東東

・

川井坂正規︵原研労縄執行婆員長︶︑申川斡雄︵金国遣船電機械望薄産業対策局長︶の六号︒

一商船大教授︶︑木下罎雄︵日立造船社長︶︑菊池潰治︵前むつ市長︶︑速莞魁︵長崎繋緊議︶︑

数多くの長所
もつ原子力船
康子口口工学の立場から原子力
船研究開発の必要駐を述べたい︒

まず︑在来船と比較しての特長は

分野といえる︒諸外国の原子力船

①燃料補給の必要がないのでどの
航路にも便える②馬力はスピード

本の陸上発心炉は技術蓄穰がある

十隼の捜術格差がみられるが︑日

ので門むつ﹂を動かし︑データを

技術を臼本と比べてみると︑五〜

航海に有利③燃料費が在来船に比

稜み麗ねれば︑原型炉の技術は完

の三乗に比例して踏え︑燃料は三

べて安緬︒たとえば︑十二万馬力

乗に比例して減少するので長距離

での日本とニューヨーク間の片航
成されると思う︒

原亭力船研究開発をすすめるに

海では三億円の燃費が節約できる
一などのメリットがあげられる︒

は実用化時代をどうとらえるかに

て︑常に炉心部分について見薗す

船体価格が三酉二十〜三十暫円

﹁むつ﹂の総点検・遮蔽改修を

たら原子力船開発のみならず世界

必要がある︒そして︑事故が弾き

とし

海運造船界は構造不況に陥ってい

﹁むつ﹂の実験航海を通じて出入

急遼に漂うことが必要だが︑今後

他山の石

術の確立にかかせないもので︑経

たため︑原子力船開発の戦恵は喪

たτM王事故を

界一といえる︒昨年︑米国で起き

保し︑在来船に競倉できる三〜四

済性︑安金性︑繕頼性など原子炉

かかっていると患う︒安金性を確

船よりご倍で翻高にはなるが︑経
万馬力級の船が多数︑運航できる

プラント研究の中心となるQ今 失されたとみられたかもしれない

︵五十二〜三隼のデータ︶と夜来

済的にかなり羅利なものになると

入ったといえる︒琶界の原子力船

ようになって初めて実用化時代に

を挙げると︑ソ連ではレ：ニン

化のための研究開発を着実にすす

原子力船のような高い技術を要

考えられる︒

する船には高度な技術をもつ運航

轡︑アルクチカ署︑シビリー号

多多多⁝；多多

の原子力平和利周に迷惑をかける

要員がいなければならないが︑優

−

さをもって︑すすめていきたいと

多多

いくかなど法規的な改正も行いた

多多多⁝・

石炭政策をもう一度見薩すべきだ

⁝

し︑山謡という地形を利用した水

多易多多 多多

確儘と轟侵をもつて欲しい︒さも

多多多⁝

なければ過ちは火をみるよりあき

：

定係蕎撤去がまじめな行為で遅

業として︑期待されるところが大

れるのならかまわない︒今後こ

﹁む2は国民の財産

に︑科学の真実を追求するための

う立場から国が壷任をもって推

と隠間を要する問題であるだけ

力発霞も規模︑場所などあわせて

とい の高い︑そして付加価値の高い閉
考えてみるべきだQ国家投資をし

らかだ︒

にもつながることだ︒

きい︒また︑これは︑麗罵の拡大

そ︑トラブルのない開発のため︑

五看協定は︑約一薙半後に期限

ていくべきだ︒﹁むつ偏を廃船に

︒3；

副 四者間協定 四十九年十月置
㌔十四日︑鈴木自民党総務会長︑9

・；9剛・・験・．．3電＝︑鴨＝︒匿﹂︒：・巳﹃．．冒齢．塁亀

進し︑国民の期待する方向にもっ

次にあげる五つのことを要望し

に捨てるようなものだ︒

することは︑一溜六十億円をドブ

てでも︑火力・水力・地熱に閉を

蓋を撤去しない状態で︑船内で作

改修工事について︑圧力容器上

同けるべきだ︒

審議でなければならない︒

；︐多 多 多 ⁝ ︑ ︐ 多 多

を絶やすことなく温存しつづけて

題

多多

め︑わが鼠に藁葺の舶嗣炉プラン

多多⁝

︵三隻とも砕氷船︶︑米国ではサ

・

W 漏

切れだが︑こういつた行きあたり
ばったりの描瞭では漂子力行政は

総

ておきたい︒

一番聞で︑入港と定係魁撤芸に馬

副参内膏森緊知事︑菊池むつ箭馬
㌦長︑杉山膏森緊漁連会長の四卍

ﾜ者青雲

㌔関する協定書に調印︒

川十一日︑熊谷科技庁長窟︑野

所ですか、国内サーヒスは（財）原子力弘済会か行

秀な船員のいるわが国には好個の

多多

㌧濾
眉瀞

安全性︑儒頼性に欠鞭のある

業を実施する門核封印方式﹂は安
全性に問題があるのではないかと

業はその社会的轟任を果たす②原

旧制長崎県漁連会長の五日で︑⁝

撃村原船事業団理事長︑久保長﹂
海崎県知事︑辻俊世保甫畏︑住︑

佐世保港における修理に関す鴨
醇る協定書に調印Q

ご希望のテーマに関
する文献をまとめて

Nucleadnformatlo轟Systernの略称です。60ケliq
か協力し、年間70，000件の文献を滋気テープに収
録しています。日本の置薬機関は旨本原子力研究

多多多一 多多多⁝

真実を隠すか
ばいあう姿勢
四十九無十月に締結された四番

に新注係蔭を決定し︑入港後一一年

間協定では︑入港後︑六か月以内

れから五璋間で綴任を果たしうる

門むつ﹂を作り︑それを政治的に

紅
のだろうか︒協定は守られないま

佐盤傑にもってきたことに・今B

﹁む2は廃
船にすべき時
まきているが︑これは守られるべ

行き詰まるだろう︒原船団は︑こ

で伏冤康治期生は﹁互いをかばい

とが淡められているQしかし︑晴 いてシンポジウムが行われ︑そこ

あうことが︑こういう職態を生ん

①葭主︒民主・公開の原則を守

ない︒この四焼塩協定の実施は︑

ること︒原子力の正しい知識を徹

間的経過をみても何ら進展してい

いう疑念を抱いている︒また︑ス
の混乱がある︒親地では﹁むつ﹂

ケジュールも格納容器内底部の作

きものだ︒

月に短縮された︒

に公開し︑盆意を得る︒そして企

当面は︑原子炉をとりはずし・陸

だ︒これをどう排除するかが原子

つの原燈被

って掃えて欲しい︒長崎興は広農 器薫螂遮蔽改修は十三か月が四か

のことを﹁政治力船﹂と呼んでい

力行政を逸めるうえで大切だ﹂と

廃棄物の確実・安全な処硬方法

げんざい︑新窟係潜は発表もさ

だ︒少ない研究覆を有効に髄うた

原芋力行政の川口回復の第一歩

れないし撤宏工曝も行われていな

が確立されていない現状を考える

臨的にPRし︑政府主醐で前向き
いので︑再びむつ市へという懸念

業は十四か月が四か月に︑圧力容

述べたが︑まさに科学の進歩のた

をもつている︒青森緊繕事は﹁安

上で研究すべきで︑原点に立ち返

め︑樗来をみきわめて早急に行わ

くてはいけない︒審議会や委員会

めには︑いいにくいこともいわな

につづく世界でただ

れたスケジュールによると︑すで

ねばならない︒五十葎三月に承さ

と︑陸・海を問わず︑廃棄は中止

子力捜術を確立するなかで︑新分
すべきだ︒そして︑核分裂による

入れる④﹁むつ偏は政治が先行し

野の塵紙で雇用の拡大をはかる③

全性が確立されることが前提条件

代蝕エネルギーを響えてみると

欲しい︒

国や原船事業団は︑メンツを捨
だ扁と語っているが︑性民は門も

エネルギー政策は避けた方がいい

て本籍を出して羅益のため︑一か

いと思うし︑既成の概念にとらわ

をいくら開いても翼実はでてこな

し︑﹁むつ﹂も廃船にすべきだ︒

面に︑麗地の生の声に翼を傾けて

にドックを確保していなければな

う係わりたくない﹂という意冤を

災地なので︑鷹や原船事業圃は率

らないのに︑ドックを勘案した定

もっている︒

労働条件の改善︑環魔作りに力を

れることなく︑本音をみつめた原

る磁気テープを使用して、利用
者ご指定のプロファイルによる
検索を行い、英文抄録付きの文
献リストを作成・送付します。

的な原子力文献情報流通システム，laternatlonal

氏
坂

井

ら出題すべきだ︒

畢力開発をすすめるべきだ︒燭費

五十庫の秋に門むつ扁問題につ

係倦は未確認の状態だ︒

RS（遡及検索）

1974年以降最近まで

幕無影塾

SDl（定期検索）

王AEA（国際原子力機関・ウイーン〉か中心とな
り、加盟国の協力のもとにすすめられている国際

氏

規

毎月一回IAEAから送られてく

一

詠鱒総麟霜
雪典謎i麟・〔

lNlSとは

N Sの出番です

こんなときが1

・難

る︒

皆

階

盤鍵

灘欝
下浜

一

六か月以内に定帰港を撤去するこ

氏
幽

・濯瞳

っています。
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竹

木

踊
二
二
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毎遍木離日発行

購醗料1年分雷訂金5500円

1部120冊（送料5共…）
力

日

歯
㎎こ

茎⑨

から成る七難の代表団が初参加︑

嘲いをする撃定︒

関係者と原子力雌蝶にわたる話し

▽鴎長

斎藤儒騰

ーは次のとおり︒

▽団員

稲

訪中放射線利用調帯圃のメンバ

あわせて日ホの密原譜力機閲・会
社を読問した︒

中国は︑このような点をふまえ

一行は中国麟在中︑中國科学院

総猛室畏︑佐藤博爽アロカ第二技

長︑岸照公治三菱電機申央研開発

葉繁藥東農大アイソトープ研究備

原子力研究所︑饅業科学院原峯力

ルギ1研究所長︑永井輝尖群馬大

術部次長︑谷口臨臼立製作所エネ

ックス常務取締役︑原礼之鋤第二

命いはこれから︒中国は科学技術

総

ノ湾

諜野

沖毒

当揖はFAPIGの中核として動力炉・核鰯毫絹開発襲業団戦端本

積極的に爽嘉しております。

蒙z

＼♪藤織＼︑

︐

ζ懸灘繊

纒螺鐡

撚︑藝

﹁ 狩︐

各種臨界爽験装置／各種放射線機器

原薩

R一分野で訪中

調査団を派遣
漁協科搬器の招へい受け

今園︑原慶に翻し入れていたも

申国国家科学捜術委員会からの招

研究所︑首都病院︑漸江大学︑上

の︒

贈をうけいれ︑六月＋日から一一＋

海原子核研究駈︑先鋒電機工場

臼本原子力産業会議はこのほど

流日までの二週間・斎藤鱈腸東邦

所などの原畢力施設を訪闇︑隔係

鷺機製造放賜線機器撞当部長︑望

繕工魯常務取締役︑藤本行一露士
なお・猿産の森㎝久蓉務理購は

暫と懲見を交換する︒

︵加速羅︶︑工業機開自動化研究 学教授︑浜睡留義陵本メジフィジ

大学理学部教授を灘長とする﹁訪

ことを決めた︒

中放射線静心調糞団﹂を派糊する

中国は昨薙十一月︑原産驚催の

醤〜郎原産技術諜課長代理︒

月謡扇本原子力研究所環蟹︑大野

第十四癬薦讃アイソトープ金儲に

目中協力のあり方を協議するため

繭半の十四日まで同行︑こんこの

▼

今後︑繭国政府は協定の閣標を

もの︒

を駆長とするR王畿分野の騨門家

わが国の核燃料サイクルをすすめ

徐洋装農業科学院原子力研究所長

るうえでも焦顧の急の問題として

の設躍となつだもの︒同旨議の石

ていることから︑協力に大きな鰐

の近代化を自国の近代化の鍵とし

演畏︶は二十六臼︑九州無力・川

富士電機

副測匡

ム翻意形成へ全ヵ投入
本松氏は︑常

任顯問として︑また金製の諮問機

今圓︑退厳した

安全対策バネに飛躍図る
配本原子力陰口象議は二十八臼︑随本工業クラブで第二十九回通常総禽を開催︑①昭租五十四無度
業務報儀と収支決邸②昭和五十五年度嚢業計画と収支予算案③任期満了にともなう役員選任などを承

て︑ひきつづき原塵の敵策に関与

関である政策会議のメンバーとし

点職業は①原子力開発へ向けての国民的命懸の確宣②総愈的な簑金対策の推進と原子力緬設にかかわ

する︒なお︑政策会議の座畏に
ポストー

処理︑放射性廃棄物処理処分︑プ
ルトニウム管理などの

遷成するため︑両園代衷から成る

る︒協力分野は︑地話予知︑はり

項囲などを検討していくことにな

譲中科学協力委員会髪豊麗︑研究

灘
このため︑電力業界では﹁こう

芋繁項は①ウラン資源の確僚②ウ

業等考えられるが︑興体的な認し

ラン巨編③使用済み鍬料の輸送④

・きゅう︑化石蜘料︑希土類︑艘

弘和五十三隼から約一一年間にわ

使用済み燃料の貯藏⑤再処理⑥プ

サイクルを確立することが緊急の

たった国際核燃料サイクル騨価が

なお︑臼本と共薩圏との科学技

課題となっている﹂と判断︑三訂

しだなかでわが国で慮霊的核燃脳

いる︒

蕪FC聡4対策に焦点をあてなが 大きくクローズアップされてきて

構成︑婁髪長には伊藤俊央関西電

終了して約楽年︒しかし︑ここで

ルトニウムの国際管押⑦放射性廃

術協力協定は︑ソ連︑典麗︑ポー

力副社畏が予定されている︒

一応再処理︑プルトニウム利用の

棄物の処理処分⑧核不拡散︒促障

ルガリア︑ハンガリーに続いて八

ランド︑ルーマニア︑チェコ︑ブ

待をもっている︒

方向が謙められたとはいえ︑その

描羅一⁝など︒

となる薪国際秩序の形成

番騒Q睡協定内灘は2面

内︵せんだい︶漂子力発想萌二弩

運転の予定︒総工灘は二千二酉八

東勇気壱餐一をイざ磁径有泉田∫ま一12一王（肇舞有県田∫ヒニノレ＞TEL（03）21i−7H

〒ioO

発電用原子炉／研究所用漂子炉

月餅品題

認︑﹁エネルギー供給の谷間﹂といわれる八○年代へ向けてのスタートを切った︒今無窓のおもな璽

る地域︑御薩業との共篠方策など︑蹴地携進上の新政策の確立ーーなど︒また︑役穏選任では︑これ

新任麗鱗は次のとおり︵敬称略︶

会長︑翻会畏︑騨務理薯および

は︑士光敏央氏が就任した︒

ることが大切偏と述べ︑黒体的に

郎︑今井正雄︑壇花秀武︑笹生

握薄任▽新任理嶺

石康栄太

における磁本の磯務である︒その

仁︑欝沢富一郎︑罰分郁興︒

あるとおり︑脱石山は︑国際社会

ためにも︑原発携進への整備を充
実していきたい﹂と述べた︒

核燃料鮮会議を設置
電遜譲蝶貝長に伊藤氏

条件

擬田科学技術庁畏留のメッセージ
ら
︑鱈力業界として︑今後の生命
▽禽畏 蕎沢広巳ほ再任 ▽副会
を代読した︒また︑湛々木心隔大
的
な核燃料サイクル戦略をあきら
長 円城等次郎︑茅誠驚︑中印累
慈の代読としてあいさつに立った
か
にしていくことになったもの︒
森山資源エネルギー庁鐸官は﹁I 軍︑松井明甕以上︑再任︑白沢露
一環を含む七社の醐社町クラスで
EA閣僚理瑠会での台慧瓢項にも 一郎11薪任▽騨売淫肇森一久

って白沢欝一郎隣本凍子力山蔓帰社会長が翻余長に着任することになった︒

まで七隼闘︑副会長として︑拡大する照際協力分野で堕磯を累たしてきた一本松珠磯氏が退任︑かわ

まず︑あいさつに立つた再沢広

の電気料金還元間題と︑原子力開

は︑原子力開発に協力する地域へ

り耀く難題についてふれ︑﹁脱石
発携進のための︑国の立地譜政策

巳会長は︑今日︑原子力開発をと

油の柱となるべき原発が計画通り

検討する時鰐にきていることをあ

進展しなければ︑八O年代のわが を明確にするための臨時措窮鼠を
国の経済社会が深刻な縄簾的︑社

つづいて︑来饗としてあいさつ

きらかにした︒

に立つた石渡科学技術庁原峯力周

会的混乱に闘いることは必蛮扁と

たちはだかっている立地に対し︑

の課題として︑①立地難の打開②

述べ︑原子力推逸に向け︑大きく

そして︑その打開策として︑
研究プロジェクトの充異③平和利

▽委暴長・伊藤俊央▽委員

堀

や︑正NFCEの結論を翼体化す会議のメンバーは次の遡り︒

逸興徐長︶︑正親兇一︵脳瑠逓副

月十七日︵木︶川内市黎民会館で

嗣変璽に対し︑通濠大証によって

＋健七千万円︒

選士電機製這株式会鴛

辮

新型転換炉原型炉ドふげん」泌科交換機（動力炉・核趣耕絹発事業繍殿納入

擾は︑原子力開発を推進する上で

﹁地元盆懸の形成上︑地域の安全

点を上げ︑政府として︑これらの

用と核不拡散への的確な対応の三

川内公開ピア

7月17日に開催

原子力安金婁

幌張︶︒

原子力安三六員会︵吹照徳雄熱

の豫では︑わが國は濃縮︑再処理

いうまでもない︒また︑技術開発論の雑体化に向けて︑核不拡散の

炉︵PWR︑八十九万KW︶増設
さらに︑ポストーNFCHの課

ろう︒

大薬外務大距と来日中の中圏黄

行われる安全審査について︑原子

に締結をとの語もあり︑今図の翼

富士電機

原チ力研究所殿、その他1京∫力関係讃機関の1｝1げ力二二に

確かな技術て
に貢献する！
原子力開発に

深い憂灘を表明したQ

の振興など行政体制の整簾︑三川

一郎︵東蹴醗社畏︶︑吉田正

州電力副社獲︶︑薬師寺鷲︵中国

︵四国露力翻座長︶︑石橋周一︵九

︵中部電力副社長︶︑田中好雄

ル総愈推進会議﹂を設照した︒ウ る二圏間協定交渉問題については

化に精びつけていくかということ

ラン資源の確保︑濃縮︑貯藏︑揖 今後の課題として残されており︑

蜜定した稼働実繍を示すことは︑

だ︒

露気壌業逓倉禽は二十二騎開い

カしうるよう︑抜本的施策を講じ

原子力発電所に対する儒頼感を高

た九電力社畏余で﹁核鍬繕サイク

ることが肝要だ︒

難題に積極的にとりくむ︑とする

確保︑紘会墓盤の整鮪︑地鷺産業

業との横極的な共存方策を確立す

﹁陳肇

有沢会長あいさつ一

て︑地一兀尊意の形成上︑簗要な役

日中科学技術協

一方︑わが国は王NFC慧の結飽力常務取締役︶︑吉罵俊男︵原

圃を課されている地方自治体が︑

を禽めて︑核燃料サイクルを完結慶づくりに積極的に協力すべきだ

める麗飽からも璽要であることは

ルギー鯛勢のなかで一九八O年代 国民的△口悪の確立に他ならない

地域での安金確保︑社会棊盤の二

とくに︑今後の新規立地に際し

が︑わが圏の多くの盤論調査糖累

するに必要な技術を自主的に開発

ための新たな技徳的手段と圏際制

を迎えている︒今後は璽甑な石抽

要な描認を取りうるような行政体

胡︑閃光産業の振興等に閲して必

ある立地の確保は原子力に嘉する

過性の燃料源とし

は大部分の国民が原子力推進の必

われわれは︑いま混沌たるエネ

資源をもはや

嚢性を理解する一方︑惣らの居住

ｻ窪成薯うえで︑極めて轟

で﹁科学技術の分野における協力

輩外浜は二十八日午前︑首相富邸

の見地から︑地元性践の惑艶や質

力安置委騒会が︑主として安全上

ブルチェック︶に参酌︵さんしゃ

問を聴取︑そのこの調査霧隠︵ダ

に関する顕本鵬政尉と中聴人蔑共

この協定は︑咋無︑科学技術扇

同日発効した︒

和国政府との間の協定鳳に署名・

公開ヒアリングは︑原子炉の設

な磁※︑日膿の厳しい二国聞交渉

行うことを決めた︒

を控えている︒これらの懸隔に対

28日午鶴︑着相宮邸で

沢

は多くの函難な課題が霞愛してい

このように︑原子力開発途上に

決に向かわねばならない︒

して︑われわれは金力を挙げて解

有

題として︑核燃料サイクルの自立

にともなう公開ヒアリングを︑七

て演熱することは酔されないこと

地に原発を建設することには反対

存方鑛を確立することが大切だ︒

し︑薗らのものとして身につける
に翌つた︒

力協定に署名

を肝に銘じて︑消賢の節約とエネ

﹁臨時措置法の検討も﹂
が強いことを差している︒そこに

立地打
難 力
開﹀ 最大の課題

制の整備︑水界業との稜極的な共

ルギー源の転換を國らなければな
らない︒

石翻に顕き換わる醒源として︑

れている︒薩油国による石滴の持

また︑原子力開発に協力する地域

当方は石炭と原子力が酸も期待さ

続的な価格上蟹と供給醐減の傾向

や原子力血綿と地城の置傘︑発展

は︑原子力の安金梶に対する不安

ら打診があり︑両圏政府間で交渉

への強気料金選元問題についても

が定着化しているなかで・脱石油

原産は開かれた組織としての特

に建設に土手︒昭和六十一璋一瓢月

る安全呼塩が終了次第︑今奪十月

國鋒観照来臓を機に響名となった

九州電力としては︑安襲撃によ

岡時に動力炉開発の分野でも商

が行われていた︒また︑昨無十二

く︶するもの︒

速増魑炉︑新型転換癖の開発が順

魚を鑑かし︑原子力醐発の推進に

掛調査願が訪中した際︑中国側か
て︑国の立地の諸施策を明確にす

翼鋼に弩嚇する必要がある︒そし

調に進み︑実用化への移行段階を

月大轡型相が訪中の際︑學い時期

の鑑となるべき原子力発堰が謙画

るため︑場禽によっては︑原子力

図酌にしているQこれからの課 積極的に取りくんでいきたいと四

る︒

原子力立地の推進には地城佐罠

麗発推進の臨階措麗法も検討する

との結びつきに対する疑問などが

わが濁経済社食が深刻な縫済的︑

が原子力の安全性を十分に納得す

どおり進展しなければ八O鋸代の 率面な形であらわれている︒

社会的混乱に潔いることは必奄だ

題は核燃料サイクル︑動力炉開

顧している︒

必要がある︒

れについて地域住蔑が穰極的に協

発の成聚をいかに効果的に塵由

るとともに︑原脳力施設の受け入
原子力発璽促違上・鰻も璽要で

これに謡えて︑原子力発電所が

ろう︒

○

【
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@
@
@
@
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発電を減らすよう努力すべきだと

新規の石油火力発電所も認められ

二％から約四〇％に減少させるこ

盟国全体の石独依存度を現在の五

柱の一つとなっている原子力開発

このうち代替エネルギー開発の

について語及し︑

佐々木通産相

たもの︒

の石油代薔への転換を強くもとめ

平岩躍事連会長に一

原発・石炭の拡大など要望

石油代〃替へ転換蒲帆爾
﹁その手続きを

が払われなければならない﹂と指

簡素化するため︑より多くの努力
佐々木通摩楊は二十七臼︑逓産
雀に平岩鱈事連金長を招き︑脚気
響業者として脱承諾に強力に取り

興体的に①原発・石炭の開発に努

非難があったことを獲麟したあと

ウムが再利用されており︑桝料サ

再処理され︑回紋されたプルトニ

ウラン籠用炉心の灘分がそれぞれ

ることを強調した︒

イクルが工業的にも完成されてい

める②石癌火力の新設は謝画中︑

利用率の低下に前向きにとりくむ

通慶︑仁尾町に要請

海水ウランプラ
ント建設を決定

建設中のみに翻る③既設石癌火力

④混焼火力については石動以外の

燃料にする一1などの点を要望し
た︒

通嘩省は海水ウラン翻収モデル

これに対し︑平籍会長は﹁電気

同町に正式に遡知しだ︒向こう一

屯話03−255−2691（代表）

『0ユ痕京都丁代IB区外亭｝11田3」目i3悉5｝∫（松ナ｛ビル）

摘している︒

このほか︑コミュニケは緊急蒔

プラントを訴川県三豊郡仁尾町に

くむよう嚢請した︒日曜への厳し

疑問題について援助を要請した︒

もに政府に対して︑資金問題︑P 設置することを決定︑一一十六臼︑

事業蓄として検討している﹂と前

い非難の集中したIEA閣僚理事とくに日本の電力供給構趨の石繭

卜

㈱R脆設の設計、施工
㈱R施設の改造工事
⑱R施設の管理業務

会談では︑まず佐々太通産梱が

対策について門いかなる時であっ

会の方釘をうけて︑電力供給堅造

IEA関口理勤会について帳答︑ 同きの姿勢をあきらかにするとと

ても︑市場のひつ饗した状況が差

火力への依存度が高いことに強い

し迫ったものであると考えられる

われた源水プラント計緬もその実

り︑今圃の異体化により夢ともい

ラントは一δ○○鋸隠点の千ゾ／

成させようとするもの︒モデルプ

十誤判のウラン回収システムを冗

﹁上限設定﹂開題については﹁い

らの翼体塗上瞑設定でわが濁がさ

年の商用プラントへとつづく挺期

匹間に約十五億円をつぎ込み年芹

つ﹂とし︑こうした場命には各国

まのところ上眼の設定は必要な

らに製しい立場に立たされること

フランスFBR代表団︵団長ク開発戦賂の第﹇ステップにあた

打ち出されたことにより︑これか

は必要に応じて︑そうしなければ
い﹂との結論に到達︑この問題は

は必奎であり︑今後︑脱石油に向

場禽には︑圏僚は緊急三三をも

起こるであろう希少蟹源をめぐる
今秋の理鶏会にもちこされること

えていくかが大きな課題として浮

かって︑どう︑こうした要求に応

フェニックス
の成果を披露

象奪を防ぐために︑横極的かつ有

で全体罠標とはいいながら︑一九

になった︒しかし︑今厨︑理薯会

ルエ・ドルヴァル仏原子力庁原子

仏代民団︑原産と懇談

ための構践をとる︑としている︒

効な行動︑とくに露分を抑制する

かび上ってくることになりそう︒

九〇鰯の輸入罵標︑一九八五年目

しかし︑今圓理事会で黛点とな

わが国の海水プラント開発計画

現へ陶け新たな局藤を迎えること

は︑まずモデルプラントを建設し

炉開発部授︶がこのほど来日︑二

ス漏の開発成渠︑運転経験など技

十三臼に索漿︒大手購の原産会議

士
博

たあと︑年慶数沙〜数十沙ウラン

った一九八○年以降の輸入石曲 標の引き下げという厳しい方向が

響議野寄繍

一

に移行し︑最終的に一九九〇無ご

のセミコマーシャルプラント計画

ろ墓でに年産数百〜千鏑の商業プ

この代表団は︑昭和五十三年六

ラントを完成させるというのが基

月に締緒された︑日独仏三国間で

約九十名と懇談した︒

になりそう︒

灘

n

口
e戴ブ
ゼ

術的内容について発表︑閲係者︑

整で高速塒殖原型炉﹁フエニック

安全研究の蓄積を
編轟幾十安協総合発表会

讐騨摺

︸卦ず

たが︑これまで仁尾町の塩田跡沖

サービス業務

⑭方女身重線遣蔽機器

原発 綱 用 捉 進 を 勧 告
厳しさ増す闘本の立場

脱石油
パリで開かれていた王EA閣僚理事会は二十二日︑コミュニケを採択して閉会した︒石油簡緕値
上げの波状攻盤のなかで開かれた今園の理事会コミュニケは︑まず今日の事態の深刻性について
﹁エネルギー問題が解決されないなら経済全体を効率的に運欝する能力は重大な試練にたたされる

だろう﹂と驚忘したあと︑このため一九九〇無には工8A金体の石鎚依存度を四〇％に引き下げる
必要があると強調︑とくに錫本︑イタリアなどの石噛依葎度は﹁過度に高い﹂として︑原子力一霞

基本的な著え方をあきらかにした
し・他に実際的な選択権がないと

の促進など脱石油対策の禰速化を強く求める方商を打ち出している◎
コミュニケは︑欄次ぐ石癌価格
あと︑それ以降の目標については

減する努力を続けること﹂で舎意︑

續ｪ五年以降も石田輸入を削 いう特定の場ムロを除き・いかなる

の上舞について門とくに︑一九七
九蕉宋以降の娠格上野は石瘤需要
低下にもかかわらず生じたもので

﹁これらの努力の結累・王EA撫るべきではないとの考え方を打ち

対する悪影響を響麟することなく

とが可能になると期待される﹂と

あり︑こうした上野は世騨経済に

なされたようにみえる﹂と厳しく

については﹁安全および核拡散面

出している︒

葬難・さらに﹁エネルギー問題が
している︒

こうしたなかで︑王EA薯務筒 と同様に経済およびエネルギー︐面

日したが同氏はTMI纏縫以後の へ㌧︑＼ジ戸︑

で行ってきた茜雲調査で最終的に

ントについて立地選定を急いでい

ず第一ステップとなるモデルプラ

﹃もんじゅ﹄をつくる国と︑フェ

のコント氏は﹁﹃常陽﹄に続いて

立地に適していることがあきらか

的に同購に決定したもの︒これを

になつだことから︑立地点を贔終

ニックスをつくった国とは地理的

近い漏と述べたあと︑一九七三隼

地主などに正武に協力を要請︑土

うけて二十八覆に町︑噸協関係菩

に隔りこそあれ︑考え方は非常に

＋二月運開以来この六無闇に六三

についてツメの作業に入っだ︒今

地の取得交渉︑涌業補償交渉など

％という耳茸働率を誇るフェニッ

その中で同氏は︑フェニックス

クスの運転状況を説明した︒

モデルプラントの吸着司は最も

秋から正式藩工の見込み︒

ン

Rlの総合コンサルタ

ラドセーフ雰㌘澱株式会社

質の高さをマークが保証

解決されなければ︑永続的璽盤の
上での経済成畏の展鍵を損う可能

めるための﹁液体金属冷却高速増

の考慮も払って︑原子力問題の討

柴∴︑︑貿停電灘

燃料取換周期の最適化②燃焼度の

会︵亙NPO︶の活動を中心に講指摘した︒さらに今後の闇題点と
の霊な結論として①技術的な不具

上書③負荷潰従運転の三点を上げ

こうしたなかで︑翼翼省ではま

協力して高速増殖炉研究開発を進

議が客観的かつバランスのとれた

ノ知︐︑籠・る

が作成した付属文講は︑石油依存

子力安全解析センター所長︶が来

慶の高い日本︑イタリアなどにつ

原子力安全研究協会︵有沢広巳

性がある﹂として︑その対応の璽

めの協定扁にもとづき︑憐報交換

理慶長︶は五月二＋六︑二＋七の

要性を強調している︒

※国の動き︑とくに新しく設立さ

二r玉 多一

所の票故ほど︑原子力の蜜全研究

合とヒューマン・エラーがあった

墨所の望ましい使い方があり︑こ
れを容甥にするような燃料の改質
努力が︑これから行われるであろ

また﹁軽水炉の安全対策の現状

う﹂と述べた︒

の経験から繹られた燃料サイクル

高性能といわれるチタン酸を採

販売晶目

⑲Rl汚染除去工事
醗Rl施設の環境測定

麟空調、排水設備の保守
幽フィルター交換工事
幽各種廃棄物の処理
磯モニタ、測定器点検、調整

⑱フード、グローブボックス
⑱各種モニタリングシステム
⑭放射能溺定装置
㊥核医学診断装置
⑳給排気空調システム
㊥総合排水システム
㊥Rl安全取扱用器具
⑳Rl取扱用防護具

聞

業
産

れた原子力安全解析センター︵N を述べ現在では︑尊来の燃料りー

本戦略︒

で第十三回﹁原子力安全研究総含

両薦︑東東・平澗町の全共連ビル

殖炉の分野における技術協力のた

いては﹁とくに脱石泌対策を強化
を行う必要がある﹂と強調した︒

形で行われるように・環境づくり

する必蟄がある﹂と婚摘︑さらに
さらに︑原子力発電の許認司問題

このあとコミュニケは・石湘削

を行うために猿繋したもの︒

一

減當標について﹁一九八五年の黛

SAC︶︑原子力発電運転訓練協ク率に比べ臼本は一桁すくないと

ニメー 二 一

開会挨拶の申で有沢理事長は︑

二一 玉

一

一

門米国スリーマイル翻原子力発電 演した︒さらに︑TMI事故解析して︑①発爾所の定期検査周期と

の上で︑国際的運係と協力が要謂

②一難的に緊急炉心冷却用ポンプ

の訓練が必要④マン・マシーンの

は与えなかった③管理蕎や運転員

﹁わが国には︑B本式の軽水炉発

されたことはない﹂と藍建し︑

研究課題は︑蓄穣された三二的安

﹁現在薗面している原子力の安全 が便罵できなかったが堕大な影響

全研究の成桑の嚢付けなくして

のよりよい調整が必要と述べた︒

境界変更が必要⑤設計・建設・運転

と課題﹂と饗するパネル討論会で

今購は精罰講演蓄として米国か

また︑使用済み燃料輸送容器

は︑解決できない﹂と強調した︒

ら鷺・L・ゼブロスキー博士︵二

フェニックス原子力発醒所所畏

発表会﹂を開蔑した︒

玉

できるだけ速やかに石油利用火力

二 玉

標はさらに下まわるべきだ﹂との
﹁玉！

国民に対し︑この協定に纂つく

一︑この協定は︑署名

の臼に効力を生ずる〇

第七藁

係法令に従って実施される︒

第六条この協定は︑各国の関

る︒

潮香の遂行に必要な便富を与え

二︑委員会は︑次の任務を有す

おいて交互に会△口する︒

る︒①この協定の実施に関連する

に︑臼本函及び中華人民共和国に

び互悪の原劉の墓礎の上に科学技

生要な科学技術の政策畢項を討議

一︑澗政瘤は︑平等及

巳中科学技術協力協驚

術の分野における両政府間の協力

第︻策

を発展させ︑かつ︑健進ずる︒

の他この協竃の実施について必要

二︑この協定は︑二著聞効力を

すること②この協建の協力計画そ

有するものとし︑その後は︑三の

ご︑一の協力は︑次の形態によ

③この協定の実施状況を検討する

な勧告を両政府に対して行うこと

規定に定めるところによって終了

り行うことができる︒①科学蓄及

の科学奮及び授術各が参加する討

び技術者の派適及び受入れ②両国

こと︒

論会︑セミナー等の会台の開催③

に関する成果として①炉内燃料の

訪問︑関係蕎と意兇を交換する︒

来原子力規制委員会︵NRC︶を

る︒帰国予定は八日置なおこの聞

調査するため︑山翠玉爆二日︑渡※す

︵TM亙︶原発薯故と安全問題を

騒は︑来スリーマイルアイランド

原子力安全委員会の内田秀雄委

内閏秀雄原子力安全委鼠

問題調査で渡米

TM一事故と安全

耐性が優れ②使嗣済み燃料の取り
関して︑永倉正氏︵纒中研︶が講

本側地名の響門家による猛発な議

三︑いずれの一方の政府も︑六

は︑兜のゼブロスキー博士と︑日

三︑委員会の会台が開催されて

︵キャスク︶の僑頼性実証試験に

いない間︑議員会の二に掲げる裳

するまで効力を存続する︒

る簡報の交換⑤両三勝間で盆意す

藁同研究の実施④科学技術に関す

論がなされた︒その中で︑小笠原

@臨

処理が行われたこと︑また︑濃縮

定されている︒

演し︑﹁この試験は︑世界でも最

氏︵乱立︶が﹁TMI事故は運転

用︒敷地面積は約一万平方層が予
箇月前に他方の政肩に重して文識

員のミスというより設計上の問題

扱い︑取りはずしがスムースに行

項に関する鴨川は︑外交上の経路

に示されている試験すべてを簗中

大の百ジ級キャスクを用い︑基準

の協力濡動の網引及び血続を定め

と考えており︑原子炉は運転員が
ない大型プロジェクトであると強

われ③七九年には最初の本格的再

ることがあるその他の形態

による予告を与えることにより︑
︑最初の二鋸の期聞の満了の際又は

的に行うという点で︑他に例をみ

欄

懇談会で登織するクルエ・ドル

醸・

四︑専門部会が︑必要に応じ︑

を通じて行われる︒

その後いつでもこの協定を終了さ

キ1博士は﹁蹴転員︑メーカー︑

だ﹂と述べたのに対し︑ゼブロス

NRCが同じように籔任をとるべ

ミスをしても安全に停止すべき
四︑この協定の終了は︑第二条

上本のキャスク研究が盤界的に注

調︑使用済み燃料輸送にともなう
にいう実施取極に従って行われ︑

嘗されていると現況を述べた︒

における協力を調整し︑及び推澹

かつ︑この協定の終了の時までに

する任務を蕎する︒

履行を完了していないいかなる計

一︑飼敵府は︑この協

舞四条薗政府は︑両国の各種

第三策

団体及び機関並びに個人の聞の科

事看として行うことができる︒

の代表蕎から成る日申科学技術協

定の圏的を運成するため︑両政府

きだ﹂とし︑湘えて﹁運転経験を
画の実施にも影響を及ぼすもので

﹁わが国の軽水炉も脚質の経験を

学技術協力をできる限り支持し︑

認めた︒

国には大きなギャップがある﹂と

次に︑藁大の三島良績教授は︑

力婁員会︵以下﹁委員△どとい

持つにいたった﹂と前おきしたあ

設計に反映させるという点で︑米
はない︒

と︑この間の軽水炉燃料の改良点

ヴァル氏

かつ︑捉進ずる︒

第五条各政騰は︑他方の国の

発裏会風幾

う︶を設躍する︒委員会は︑外交

上の経路を還じて定められる日

＼

@
@
議

第二条この協定に墓つく特定

る実施取極は︑雨敵垂絹は両軸將

されるQ馨門部会は︑特定の分野

委鍵会の全般的な指導の下に設置

㌧

の機関のいずれか適当なものを当

ノ︸︑︑

そぎ鵬

せることができる︒

丁甥賑㌧r

鰐

力

原

・、
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（2）

第唾030号
（第￡種郵便物認可〉

同

子

和65年5月29B

○

聞

産

英国廃棄物
管理諮問委

同時並行

研究を勧告

﹁政麿の計爾は妥当﹂
鵬環渤

良好

と拗話している︒

トラブルが起っているけれども︑
一応

高レベル廃翼物の陸地処分場の
適格性を調べるための試錐計顧は
反対運動などのため遅れがちであ
り︑公閥調査の長期化も懸念され
ているが︑この点に関して︑白垂
は︑廃禁物問題に対する公衆の麗

クル評価︶で中断されていたが︑

︵蔓

原発開発賛成は59％

．

PWRの捜術的な実罵可能牲を調

KとKWUは︑安金性を禽め新型

し後のセールス

販売部門建て薩

再処理蚕託の道を切り拓こうと

フランス炉の轟入を突破口に︑

すまなくなる︒韓國の関係蓄が

た︒

調査しょうとするもので︑ローレ

型PWRの設計概念を完成させう嶽や廃棄物容羅に及ぼす影響を

協定を締結

中伊が原子力

画だ︒

霧塩鱒での貯蔵試験を実施する謝

DOEは︑また︑八一奪度には

に行われる︒

新型PWRの炉心は︑環行のも ンス︒リバモア研究所の駿薪の下
のを灘分に籏縮した高密度構遮で

わりに八％の磯縮ウランまたは七

燃料は環行の三％濃縮ウランの代

〜七・五％のプルトニウム駕化ウ

ランを用いているQこの結渠︑燃
料利用効率は約五癌改講され︑○
・九を超す転換率︵現在の軽水炉

イタリア原子力委員金は石月十

電力会社、フラント総合メーカー、建築会控

理念、評働、改善設；i、防護対策の技術サービスをいた：します。

☆火災解析専門技術者によ槻鯉際翻制又は新誌に聴

﹁破局的な漂子力箏故に対する保

いる︒一方︑沓定的な反庶として

証はない﹂に︑それぞれ同悪して

ーのリスクを許容限度内に押える

公衆の八四％が﹁原子力エネルギ

調査結果によれば︑公衆は︑将

公衆はまた︑鍛も重要な代魯エ

ている︒

魅力的な投螢対象の中で最下位か

投資家たちによれば︑原子力は

ている︒

好懸的な反応として︑公衆の七

／蕉︶は一九山ハニ年以来擬⁝粟を続

ステンレス鋼製容器に封入され

た十一水の使用済み燃料棒と六木

KfKとKWのU
霜曇横擬燃料棒を︑ネバダ実験

場にある地下四強綴の花こう岩溺

力センター︵KfK︶とクラフトの中に心癖する作業が瑚月から始

薩ドイツのカールスルーエ原子

万KWに近づく︒それらが次つ

第一陣が︑醗近

望んでも不思議はあるまい︒米

で︑崩壌熱や放射線が周闘の花こ

ベルク︒ユニオン︵KWU︶社まった︒これは︑三〜五か薙計懸

田本︑韓国︑申

国はスウェーデン︑日本などか

は︑このほど醐い転換率をもつ新

ぎに還開してくれば︑再処理方

燭を園つた︒韓

ており︑政策人出は特間の問題

らも再処理規制の緩和を迫られ

ナダ原子力公社︵A鷺CL︶も針がいつまでも未定のままでは

国には一棊︵建

不拡散霊的から還ざかることに

米国のシッビングポート雲験炉

転換率は約O・六︶が可能となる︒

炉︑核燃料蒲工など原子力技術分

緕ｵ七葎三農︑軽水憎殖炉と 九賦︑中国との閣で核融禽︑増殖
して運転︶の経験に基づいて開発

力協定を締結するのは初めて︒

は二無闇︒中国が薩側の国と原子

された新型PWRの設計概念は︑ 野での協力協定に羅証した︒期閣
トリウムーウラン鵬・サイクルで
なくウランープルトニウム・サイ

核燃料製造・貿i・蔵・再処理f揚及び原∫力研究施設等

がいる︒このためスウェーデンは

い恵図を表明した︵スウェーデン

プルトニウムの返愚を求めない固

は増蟷炉計画をもたないし軽水炉
にリサイクルする態図もない︶︒

藏所︵AFR︶の建設を決定して 門原子力発雁は危険だから︑そ

来科学捜術の革新によりもたらさ

ネルギーとして︑石炭や原子力よ

る﹂︑五七％が﹁新規原子力発瓢

ためには規制の変璽が必要であ

︵原発十二基十二奪分の蚤︶︑再 の開発を止めた方が追い隔という

れる利益はリスクを上回る︑と蕩

唐ｪ規制変更を要求

綜覧に︑公衆は五九％対三四％で

貯藏能力三千ゾの使屠済み燃料貯

またオスカーシャム原発の近くに

反対している一1これは︑﹁丁字 えている︒原子力エネルギ⁝に対

りもむしろ太陽エネルギーを考え
妊悪的なものもあれば盃楚的なも

所の許認可の一購凍結﹂に岡乏し

処理工場を建設する悪図がないこ

する反慮は︑賢問内容によって︑

マで行われたハリス世論調蛮の紬

のもあった︒

八種類の産業の中で︑原子力と︑

ら二番開にランクされている︒十

金属︑鉱山薩業が不人気で︑投資

七％が門原勢力エネルギーはリス

げんざい放遷することはできな

かった︒

愈欲を示した人は一〇％しかいな

・マクレナン社の依託によるもの

い﹂︑六二％が﹁廉け岩藁物⁝処分は解

クを伴うが︑非犠に瓢要なので︑
金融業蓄︑議員︑趨邦高窟および

決司能な問題である﹂︑七三％が
実樋された︒

けている︒八○無度には送水の渓

ころ︒

査する数か演舞諏を進めていると

二万KWの露水炉で礁設はすでに りの叢雲︒ナンガル工場︵十匹沙

ドの核実験以来︑カナダが盤水供

完了︒しかし︑一九七四無のイン

が︑七九年度の盗心鷹わずか十六

貯蔵始める

DOεがネバダで

来鷹のエネルギー雀︵DO鷺︶

は︑実際の轟レベル廃捧物による

地脚貯蔵試験を始めた︒

PWRを設計

葉転換率の新型

廃棄物の試験

間蕪百誘生産体制が整う予定だ
でいた︒

ジといわれている︒

給を傾止したため︑運開できない

一︐ゾ／駕︶︑パロダ︵六十七誘／

インドでは︑ツチコリン︵七十

年︶︑タルチャー︵六十二誘／

フランスは韓国の心櫃をキャッ

こんどの入魏対象は粟海岸に

鵬言

趣象
隼︶︑コタ︵穏誘／璋︶の四つの

い︒謝薩のたびにいちいち来圏

チして巧みに売りこみ攻勢をか

鎚設される二炉ないし四炉︵各

いることはおおえない︒

クルであるのがミソ︒規在︑Kf

公衆を対象にインタビュー形式で

で︑二千入以上の経営トップ陣︑

ークの保険会社であるマーシュ

果である︒世論調査は︑ニューヨ

社会におけるリスク﹂というテー

とも明らかにしている︒

インドは︑このほど約二颪ナの

渉はINFCE︵国際核燃料サイ

ンと米隅の使用済み燃料再処理交

門パリ松本駐在艮︶スウェーデ

米國との交渉控え

FRの建設を表明

スウエーデン︑A

している︒

か○・一五％にすぎない漏と撮差

るが︑廃棄物からの放射線はわず

ら六七・六％の放射線をうけてい

﹁萸国民は自然バックグランドか

解を得ることが璽要だと述べ︑

のお罎付きを与えた︒廃闇物臼繍は︑商レベル液体廃出物につい

英国の放射性廃棄物晶出のお閉付け役である﹁放射性廃棄物籔理諮間委員会﹂は︑このほど発表し

盆格

た隼報︵いわゆる廃甘物白繭︶の中で︑英国の廃藁物処分・貯戯敷策︑廃老物研究計画およびそれら
の予騨に対して︑いずれも
てガラス愚問が巖葡墾とし︑その処分法として︑①地下処分②海洋底処分③海洋底下処分ーーの鼠つ

しかし︑今後少なくとも二〜三隼

に十分なミニマム計蔑偏と評価︒

・スケールで所要の成果を纏るの

いるが︑臼凱は︑﹁適切なタイム

のオプションの長短比較が正しく評価できるようになるまで︑それらのオプションの研究開発を岡聴

会として初のひのき舞台︒

今回の白憲は︑露霜物諮闇霞鍛

い︒

尚早としてまだ発覆に漿っていな

平行的に積極的に逡めるよう勧管している︒
廃棄物諮聞委麗△瓜は︑一九七六

犀九月の﹁原子力エネルギーと環

境に関する王整婁員会第六次報
告﹂︵フラワーズ報告︶をうけ
閣は︑源洋処分研究を拡大するた

門それらの処分は健全な め︑研究覆を増大する必要がある

白懸は︑中︒低レベル廃藁物に
ついて︑

て︑一九七八年巻に設躍された︒
商業廃棄物管理に関しで環境雀に

萬レベル廃藁吻の貯藏につい

と指摘している︒

十日から再開されることにな哨︑

亙NFCEが終わったので五月二
量水をソ運から輸入することに踏

放射線学の原則に基づき︑公衆の

て︑白酢は︑﹁一つの適切な廃棄

憂曝を引誉起さないように爽施さ

物蟹理技徳であり︑処分を行う蔚

八人︵科学蓄＋一人︑塵業界・鱈

の処分のため海洋投棄法を利出し

れている﹂と述べ︑英圏がそれら

にあるラップ糞壷が年内に還開で

み切り︑この紬渠ラジャスタン州

り︑蚕彌畏はサセックス大学副学
た︒

きるようになった︒

璽水工場が︑大幅な建設遅延の

京城訪問と外交攻勢をかけてお

議会の承認決議を要するのでは

けている︒フラマトムの廼段は

スウェーデンは再処理婁託を英

ラップニ響は︑カナダ原子力公

り︑技術移転や衡利な儲款条件

﹁砂上に謝画は立てられない﹂

WH社よりかなり高いといわれ 九十五万KW︶︑四炉の発注な

﹁

後︑今奪あるいは来豊中に操業入
社︵AECL︶製の魑気出力二十

その他の政治経済メリットをか

の不渦も出てくる︒韓国外務雀

争われているわけだ◎

らめて韓圏側を鐵説きおとそう

るが︑発電炉市場は単なる価格

図の核不拡散政策への不安と不

韓国の原発計画

ら計画愈計は十一基︑出力一千
臨場ではなくなっている︒

一方︑韓薄鼠がフランスに劃

が強く︑不拡散要求がフレキシ

といって﹁貯蔵は処分に代わるも

の餓要な段階漏とみているが︑か

ニクス誌による

フランスほどではないが︑カ

や商工備に供給源分散への醸墾

仏と契約しているが︑※国からの

ていることに支持を表明してい

蕉までに幽十四纂の大原子力発
と︑近づく入粍

仏への発注が焦点に

設中︶の実纏が
また醸近の醗国は経済成畏が

しくない︒アルゼンチンなどの

の政策に圏戯すれば︑反って
CANDU炉の評判はあまり今莞

になりつつあるようだ︒米国が
満の獲返しでもある︒環に再処

には輸出の拡大が不可欠だが︑

鈍化している︒経済謝醐の達成

韓国の政情はまだ安定せず︑

理の薄※蟹潮岡悪の交渉がはか

一八を除いてウゴスチングハウ ャンセルにはなったが︶韓困と

米国が韓国の再処理を窯まず︑

ばかしく進まない︒その襲には

ス︵WH︶が受注︑来圏政府が 再処理施設輸出契約を結んだ実

AFR︵便用済み燃料集中賄藏 への輸嵐増加にフランスの手引 や輸笛国の不拡散政策のリトマ

なりかねない︒

の申維で︑フランスが残された

ス試験紙になりつつあるQつま 原子力発聡計癬への影響もない

も他人禦ではない︒︵K・K︶

全な発展は隣国の臓本にとって

り︑王NFCE︵国際核燃料サ
とはいえない彌勢だが︑その健
イクル評価︶後も各囲の不拡散

フランスの支持があればスムー
スにいく︒そうした経済外交の

がほしい︒第三世界との交流も

ンの供給傑証も﹁調墨﹂騒以上

﹁大目場縣の韓劉に照躍をしぼ 斬︶への引き取りの慧晒がある

薙の初めから趨級原子力使節団

っていることは確かだろう◎今 と発てよかろう︒濠た濃縮ウラ

の原子力発羅へのコントロール

政策の

が商戦のなかで

要求がフランスへの接近を夢み

現実性

の入手餌能性がはっきりしな

って︑韓国は戦略上も核不拡散

纏がある︒イランの発霞炉工禦

欧州共童体︵EC︶やアフリカ 例もあり︑途上国での入札は今

あるが︑不拡散条件その他で︑

経済性より政策がらみ一考

ひ

ブルなフランスに魅力を感じて

としている︒

のではない﹂と強調︒また・硯荏

展で核物理学養のデニーズ︒ウィ

廃藁物計画の予郷として八0駕
度に五千七颪万が強が予定されて

影饗力も行使できる︒これまで

濃縮ウランについては同国の承認

る︒

告は︑国有の放射性廃棄物処分公
祉の設立も勧告しているが︑時期

韓醗の朴大統領は︑岡国の高

魑謙癒を打ち出していた︒昨年
をめぐってフラ

とは唱えないが︑ニュークレオ

の政変後この計醸の運命が注臨
ンスをはじめ各

のWH独占がかんたんに崩れる せる期待も大きいが︑それは来

されたが︑現政府はどうやら計
国の競争はし烈

度成長政策の

魎どおりの推進に動き繊したよ

という︒

をきわめている

84

上も最極要な岡のひとつだQそ

輸銀儲款と濃縮ウランの供給保

Fは運転︶は︑CANDUフ炉
ランスは︵米国の圧力でキ

これまでに発注ずみの 七 炉

うだ︒

九〇駕までに±嵩基︑一δ○○

かんとして一九

の貯蔵状況については︑いろいろ

ルキンソン卿︒なおフラワーズ報

力四人︑労組三人︶の委蝿からな

勧告する独立の機関で︑全部で十

インド、加の処置に対抗

の訪韓︑つづいてポンセ外憂の

1嗜、空調設鰯i肖峯者、安全技術者

｛03｝431−6031（｛七1

魎；舌

ソ連の重水を輸入

臨
囲

を保持しておきたいし︑実際に

☆総合底質保証システム確立の技術指導

電気設備L

テレノクス242−5060JATE：CH＼」

商業用原子力発電所（新規建設及び運転中プラント）

雛

国際レベルQA／QCの総合：コンサルタント

防災設弼1会議、保険下膨、施没調理者

〒105策京都蕎謀芝大門1一牛10大蔵ヒル

☆QA／QCプログラム及びマニュアルの翻訳

設

施

象

対

ASM置認定取得の技術指導及び

米誌sc徽術蹴・側ll餓は原子力プロジェクト部禰

御船せは品質保証技術部搬谷rぽて

（117）

技術サーヒスの対象

シヤパンテツク・サービス難

☆原子力品質保証マニュアル作成の指導

騨響量第ウ堅テ思妻

☆ASME更新のオーディット・サービス

了・MM｝

☆ASME認定取得コンサルタント（u・u・・5・ux・N・M

原子力施設の火災防護対策技術サービス

原子力晶質保証体制確立と

ラップ2号向けに

暇

訂で後押ししている︒※團にと

（一

力

原

し

（一

昭和55年5月29凶
二

業
子
（第蕊種郵便物認可｝

第壌030号
（3）

住民 と 警 官 隊 が 衝 突
フランスのベルギー国境にほど
百三十驚票で反対を表明︒フラン

住罠投票が行われ︑二型四十票対

臼を淡めた︒これに回して村会は

叢村で建罠の反対の中で始められ

公開調査は︑ショー村と周辺十

明している︒

のような議員が相次いで反対を表

及しつつある︒ベルギー側では次

は︑国境をこえてベルギーにも波

建設することについては欧州議会

数の無形の波形鋼製チューブで擶

をしないという非難もある︒

W原発計圃用のクロ⁝ズド・サー

却塔二基を発注した︒颪三十万K

フランス技術で秀れた蒸気発生

同数・常駐消防夫はシェルブール

きなかったとして採周拒否を続け

ゴール派のドブレ元事相ら国粋霊

委の設置案却下
仏議会法律婁
フランス国民議会法律委員会は

が

晴期が適当

ペ

炉施設を修正して照射済

ュ原子力研究所の閉鎖された

み核燃料︑放射性物資および器楯

ガーズ

ー

アルゼンチンのウ

ラン鉱開発に参加

仏puK社

フランスのPUK︵ペシネ・ユ

ンチン原子力委員会の国際入札に

ジーヌ・クールマン︶は︑アルゼ

詩綴離れたメンドサ州のシエラ︒

応じて︑ブエノスアイレスから千

ピンターダにあるウラン鉱山探鉱

同鉱山の生産力は奪七三ゾとみ

開発に参鑛することになった︒

工費は二億がをこえるとみられる

られ一九ムニ年から開発する︒総

エバンシェリスタ︑アリアンサ・

が︑アルゼンチンのアルフレド・

ロレラ三社とともにPUKは各二

ペトロレラ︑イナルルーコ・ペト

五％を闘資する︒PUKは技術︑

プロセス︑エンジニアリングを提

千誘と見穰られている︵アルゼン

供する︒同鉱山の埋蔵蟹は一万六

チン全土二二七千ジ︶︒

銅・コバルト

鉱山株保有へ

COG莚MA
報された︒偶報提供はラア：グ工

しているテンケ・フングリューム

イールで銅︑コバルト鉱山を採掘

力庁の一〇〇％子会社︶は︑ザ

GMサーベイメータ丁盤遍囎

墨継︐

放射線作業に従事する人が作業衣のポケットに入れて俘業がてきるよう、特に
小形軽墨に設計したポケットサイズのG酵り一ベイメータてす。測定範囲は○
〜窪OOm鐸hと広範囲こわたって測定でき、特に低線型率のチェックにはイヤホ

＼ら︒

露

㊥181東京都三鷹市牟礼6丁目22番1号費（G422）45−51制

に源水十六万七千立方がを処理す

ペガーズ炉施設

る︒SCAMは建築施工蕎として威されワンスルー形︒概念が簡単

を仮貯蔵所に

キット冷却塔としては初めてのも

九七三

一︑正しい待避計画といっても

不十分なので藏建にいかない︵フ

近住民の保護はできなかっただろ

に七人置プリュックスに一人にす

四月三十日︑﹇垂絹済み撚料萬処
理政策について調査委員会を設け

受諾できる

として却下を決めた︒排

腸内では労で使購成する衛生安全

フランスのCOGEMA︵原子
フランスの原発メーカーである

性委農会に通報されている︒また

いる︒

携帯に便利なポケット形

ンが用意されて、お求めやすい価格です。

翻検出器にはハロゲンGM管を使閑

SCAMに自然通冷却塔は︸．田さ徴六十施督︑一時開みに着手したQトレボ⁝SGは多ざ優秀な発明があっても十分研究
風冷却塔を発注
ED9

冷却塔の研究開発︑建設︑舐運転で儒頼性も安全駐も高く︑ウエス

CεA

れ︑西独自由党のメッチルド・フ

の︒SCAMはこの冷却塔を器
E︵
DsG︶を発明したジョルジごてきた︒このやり方についてはド

は︑四月二十七日付け弘報で公布

フランスの原子力庁︵C駕A︶

た︒しかしcEAは執出力五︑粘．

りも製寮で実現できると童張され

フランス電力庁︵EDF︶はこを引受ける︒土木建設工事はノー チングハウス社︵WH︶のSGよ

トレポーSG

のほど︑SCAM︵CEMグルル
・ー
フランス社が下請けする︒
プ︶にカットノン原発〜︑二号機

のデモストレーション用sGを建

ォン・アレマン夫人議員を議長と

F︵S￡PTEN︑研藷・
発ト総
レポー氏はこのほど

設して実験しただけ喬窪妻

する小委員会が設けられ︵エネル

年七月の原子力庁︵CEA︶との義者が激しく批判している︒またの仮貯藏所とする認可をえた︒

外国へ進出か

︵各豆二十万KW︶周臨然通風冷

ギー研究委員会︶報讐漕が作成さ

協力契約を破証し外国への売り込政肩は発明を奨励しているが︑い

でも調整の必要を認めて取上げら

れることになった︒これはカット

局︶と協力して研究開発した︒各

局︑ツール︑リヨン両地方施設

一︑事故後の発展が示されてい

その効果には疑問があり︑戦時で

に対処できる体制がない︒

一︑放射能封じ込め描置として

も平隠でも蟹隊組織でないと実施

の諸点を批判している︒

起った場合のPPIについて︑次ないので行政機関には事態の発展

さらに︑岡報告書は︑大災露が

全性︑経済性を確認することがでされた政令によって︑カダラッシ

ノン︑ショー︵フランス︶︑デル

CEAとの契約を破簗

︵ベルギー︶の三つのケースを検

討している︒またEC︵欧州共同
体︶でも委員会がショー原発の場
合を取上げて検討を始めた︒

退避計画は不十分

しているが︑それでは工場の管理

地方公共団体や企業の閉鎖を想定

できない︒

展しただろうとし︑その場合︑緊

ィルタ・マスクの数はボ；モン六

腰地域委員会が指摘
フランスのフラマンビル地域委

急避難計画オルセック・ラドに基

一︑工場保護描置は消火施設が

1︶はこのほど門プア⁝グの事 く特別退避計画︵PP王︶では付 個︑シェルブール六個︑保護服も

員会︵原子力地域委員会メンバ

故﹂と題する十六ぺ⁝ジの小冊子

うとしている︒そして︑入的過失

ぎない︶︒

再処理政策調査

・監視がおろそかになる︒

リュツ・ドール公衆衛生摺ほシ

一菖︶︒

二千部を付近住民に配布した︒

はいかなる過失も許されないの

は避けえないが︑原子刀に関して

る﹂という祉会党議員提案を却下
した︒

この提案はラアーグ工場の火災
による分圧霜力洪給中断事故前に
行われたもので①液体廃棄物海中
排出管雌裂事故②その原賑と惰報
供給状況③再処理政策④外国との

契約⑤放射性廃棄物の管理i一を

していた︒

二一するため委員会の設置を要際

連続就業の場含の代休︑退職回覧
五か鉱繰上げを要求して第一週︑

栗

法障委員会は提興を検討した結

運日二時間ずつ一二回出力を引下げ

F最高職員委員会で検討中︒

るストを行った︒この問題はED

運休期間は九週闇の予定︒運休

発見された亀裂が一号機の圧力容

でない

出管亀裂については十分な調蓋が

フラマトム社のシャロン・シュー

国民議会生産質易委員会には原子

行われ︑地方議員と報道機関に通

ル・ソーヌ工場で︑四月二十五

︵CEA︶が開発した特殊探知器

一気機の四月の稼働率は一〇〇

臼︑対戦噸機雷二個とダイナマイ

社に対するBRGM︵フランス鉱
ーボポンプ事故で出力を六十二万

％︒2讐機は四月二十四臼給水タ

化方針の一環である︒鉱山の曖論

の一の少数拒否権︶を譲り受ける
社会党議綴は法律委員会の決定

山探鉱地質局︶保有の持株︵三分

は原子力難燃供給に敵恵が示され

コパルト三十二万ジと推定されて

的生産能力は年閻銅三百二十万沙

力安全性憐報ミッションが設立さ

ている状況で不満だとし︑またラ

KWに引下げたので︵翌日定格出 ト棒一蕎本が入っている金属製ケ

また潜水央がソーヌ川の水中を探

った︒フランスのPWRの四月の
出動して取除き︑事なきをえた︒

アーグ工腸の再処理能力は不十分

認可をえた︒COGEMAの多角
運転はきわめて順調だった︒覧月

り・他に爆薬が仕掛けてないこと

で外国電力会社との契約の詳細な

れていることが指摘された︒

に入ってからはショーとビュジェ

を確かめた︒フラマトム社が爆破

内容を示すべきだとしている︒

力八十九万KW︶九七％止まりだ ースが発兇された︒早速緊急班が

付きロボットで実施される︒

、A馳恥醜 ⑳定評あるサーベイメータ

自宙世騨でただひとり嘆子力開発に逸進ず
るフランス︒だが隅境のショー原発では斬た

たわけである︒しかもプロゴフと

︒

な反対の火種も︒パリの松本蹴在員が伝えて

いかと爆懸されている︒反対派は

違ってショーでは︑雷撃が村役場

︵社会党︶魏フランスの格別の好

フィリップ・ビュスカン議員

なお国境に近いサイトに原発を

きた最近の謡題をひろってみると

独自の委員会を設けて︑公式公開

の使用を認めたので移動購を臨時

フランスのショー原発反対運動

ショー原発問題

対運動が波及

ベルギーにも反

デモを展開している︒

肱彫弥公開調査問題発端に

近いショー村︵人口六胃五十人︶

では︑原発二︑三号機︵PWR二スでは行政法上住民投票は効果を

続きの公開調査が初日の五月六日
今年四月二十五露八対二で反対を

基・中萱一不万KW︶建設認司手 もたないので政府は公開調査の期

から住民と警宮隊の衝突で始ま
議決した︒

調査︵六月十七日謹で︶と平行し

村役場に仕立てる必要もない︒村

ロゴフ血眼の展開をみるのではな

り︑反対運動がブルターニュのプ

ショー原発では一九六七年尾月

て反戴公開調査を緻織している︒

は鎖で床につなぎ︑さらに帳簿も

戦的原子力政策に反苅する︵五月

鎖でつなぐという騒戒ぶりであ

から三十万KW胆翫水型炉が運転 役場は艶窟隊に守られ︑椅子と机

た︒だが一九七八年十一月六屑︑

を始めており︑反対感動はなかっ

る︒しかし公開調査の初臼︑住民
地方の環境と相容れないし︑地下

この小冊子は︑四月十五日にプ

ョー原発はムーズ︑アルデンヌ両

アルデンヌ県知事が︑フランス電
が村役場に入って帳簿を鎖を切っ
力庁︵E D F ︶ に よ る 酉 三 十万K

アーグ再処理工場で変圧器過負荷

一︑シェルブールとプリュック

運転条件についても安全性の観点

水汚染がないという課舐もない︒

ユメーとショーがあがっているこ み︑第一一の帳簿も驚留隊が県庁に

スへの待避によってラアーグ工
場︑海軍工廠︑潜水艦基地︑フラ
マンビル原発などは格貯の薄闇旨

物の存在について解決が兇出され

で︑原子力発電所内の放射性廃棄

W原発四 基 の 建 設 候 補 地 と し て フ て 持 ち 出 し て ム ー ズ 川 に 放 り 込

によるショートから火災が起き︑

るべきで︑それができない恩命に

標となり放射能からの傑護が不可

中圧電力の供給が停止した事故を
取上げている︒プルトニウム処理

は原子力発切所を閉鎖する勇気を

能になる︒

シャルル・アンリ・シャンドビ

から疑問だ︵白月八嬢︶o

アン議員釧ショー原発に赴こうと

が始まってから十分以降に薯故が

もたねばならないと結んでいる︒

れてしまった︒この間衝突が起

持ち帰る途中酬われて引きちぎら

り︑軽傷者もでた︒住民は村長の
したが国境で通過しない方がよい

起こっていたならば︑大災蜜に発

轡籔

ニ馨機が核燃料取購えのため運休

鎌五月以降数回におよぶ︒

事件の対象になったのは一九七五
一方︑火力および原子力発電所

する︒

〔巫圃ア撃力株式会社

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。

級 三 三 最纏霧鼎

聞

業
産
とを開らかにしてから︑反対運輸

月後には地盤が強圃なショーが選
襲切りに憤透し︑また讐窟隊の行

という勧告を受けた︵五月八日︶︒

が急激に盛り上っていった︒六か

ばれ・公益薯業認酊串請が行われ
動は非民主的として連日のように

穏

蜜

騨麟

︒

フラマトムの工
場で爆弾発見

器︵出入口鋼管内張りの下︶にも

期間中には製造申の原発について

め運休した︒

R︶は五月十賦核燃料取替えのた 運転要員が週三十五時闇労働制︑

一＝葡一一一一＝﹁：＝冊＝篇＝＝＝一一＝闇：＝一＝＝＝＝一＝二＝凹一＝＝＝冊＝＝一州＝＝＝＝＝＝帰＝一＝＝＝＝＝騨駕一一＝＝＝＝＝一＝一コ圏＝＝＝＝瓢＝＝嘗二＝＝﹇

た︒ショーでは七九年三月四厩に

薫櫛扁＝＝＝＝＝鱒一＝＝鱒＝＝＝齪＝：冊＝一一冊＝一＝一＝冊；営＝冊＝篇幽＝輔需＝一一篇＝＝二瓢＝＝＝一一一一扁＝＝一＝旧＝一一＝＝需篇＝＝＝＝一＝＝隔一＝一＝＝＝＝＝二禰一＝卿二＝鴛二一二犠＝；ニ＝＝＝

なお︑フランスのFBR開発に フェッセン﹇号

・醜裂検査も予定

スーパーフェニックス

検薫は山ハ月上旬行うが︑原子臥刀庁

発一号機︵八十九万KW︑P存
W在するかどうか検董する︒この

フランスのフェッセンハイム原

：

関して︑フランス日工庁︵ED燃料取替のため
二か月間運休へ

は︑一九八二〜八三年から二千年

炉原発二墓︵一組︶ずつの建設に

まで三璋ことに面五十万KW高速

ている高速増猿案鉦炉

札幌（0り／）72り一6604、1田台（0222）62−7り81、名壽屋（G52）203−0571、大阪（06）344−539叙福岡（092）4／り一5735

／

力

原
けに着手し三貝間で作業を完了し

万KW︶の外側安全容器の据え付

二規の巨大な容器で一瓢二斎六十

たQそれは高さ十六層︑暫径二十 F︶のミシェル・ユーグ発露部畏

った場倉に炉心冷却に必要なナト

誘︒主容器にナトリウム漏洩があ

趣工する意図を餌確認した︒

翻民事煙

零
・蝋鰻

群

艶
九八蕊隼初頭からの蟹運転に向けて建軍工購が進められ

毒

三碧

欝

リウムの水壁を維持することを目
スー

建設工事進

的とする︒五月上旬現在の

パーフェニックス

捗状況は総労働時聞千二筥万鯖間
のうち四百七十万時間分が完了し
た︒このうち土木建設は三百六十
万時間で八○％が完了している︒
労務蓄数は現在千三百人で︑土呂
がピークに達する八一年初頭には
千八世人に剛強の予定︒電気機械
組立て工事は八一闇闇までに完了
の計画︒一九八一二年初頭から試運

いる︒

フランスのノバトーム︑イタリ

︵クレイマルビル︑百二十

転期間に入り八三年束1八四無初

クス

アのニラ両社は︑五月七日から高

土木工事は80％完了
頭に出力引上げ試験が予定されて

建設作i業、着々と進展

速魑殖炉原発〃スーパーフェニッ

スーパーフェニックス

（4）

第二O130号
｛第三種郵便物認可）

三

子

昭和55年5月29臼

聞

蔭長については︑翻類霧蛮と講習

試験は︑資格試験委員会が擢際す

職員を募集

ンピュータ断魍装顛があるが︑こ

超音波探傷器はご高評の

国産・外国製何れの超音波探傷器にも使罵できる

帝通デジタル式UDM−406

ボケノトタイヅ超蛮波漂さ計

帝通UFD−305D

KGK高性能斜角探二子

テ／ヒルが1合けて透明な液杁になった時かあな
たの知りたい温度です。

麟

希望に合せます。

は、ご

⑨周改数・サイズ・屈折

職員一私︒同局︒原子動力および

応野に当たっては駈属機関の推

の謄躍から得られる構報は生体組

1軽や

2

2

原子鱒部上級職員一名Q

今回の総量で︑薪だに翻会擾に

暫監

強

電言舌

1

一A窪A

異体的な認定方法のあり方につ

原産企麟釜濠で︒

四賦︑②が七月三欝︒悶い禽せは

安藤気圏氏︵東大︶と綿森上皮

織の形態に関するものに隈られる

放鷹研に設置しようとするもの︒

翻津製作所では今璽にも同装置

電話大阪06（44DIO2｝㈹

〒21〔｝ノ目崎市川嘩奇物：塩！奨2−17−19

る予定︒

国際原子ヵ機関︵王A鷺A︶ 薦が必硬なほか︑実務経験など資
①研究およびアイソトープ周・

原子力発電利用の進展にともな

︵日立製作所︶が就任した︒

装翻は︑病理生理学的鰯報︑たと

得ることができ︑こんこ病態の解

をひらくものとして研究がすすめ

明や治療法の進歩に無限の可能性

籏た︑これとともに放医研に緊急

葺の曝療機関関係蚕を自象とした

の実印試験を終わり︑薬響法にも

厚さ，則定はおまかせください

テンピル温度測定化学品

ています。
⑧接枠の取｛輯姉『

会を実旛することでライセンスを
交付する計画︒今年鹿三十名︑来
いては︑今後の検討をまつことに

生物科学部上級職農一名②技術業

格制隈がある︒締切りは①が六月

なるが︑嶺臨擾としての運転覇断
能力︑指示能力の袴無が審蒼のポ

は︑次の要腰で職員を勢簗中︒

る︒

琿慶三十名の講習鼓を吊饗してい

来聴腱からは︑並行して︑新た

務局・原田力安全耀境僚尾部一級

イントになる差込み︒講習会は粟
禦と大阪で二回ずつ︑計四鳳を苧

に嶺隔擬になる人について︑実技

定︑憲に法規︑マネジメントなど

で︑ECT舞岡の医学利用への普

い︑同署金の活動も原子力分野の

トリチウムはトレーサ実験などで

で簿られなかつだ三体機能檎報を

えば面液蠣贋や代謝など︑これま

鍛近急激に普及したエックス線コ

確立︒このうち︑プルトニウムな

使古されており︑その取り扱いは

更された︒

ど超ウラン三章の生物影響研究は

が︑グローブボックスが必硬であ

超ウラン発墨ほどシビアではない

後の研究に対応する計画だ︒

り︑旛設の改造を行うなどして今

等︑その突然変異や染色体興常を

館は︑その二つの山あいの谷間に

し︑禦故聴の放曝研と地方医療機

訓練にも露点をおいていくGしか

よって計籔処理して断面橡の形で

表示する装齪︒このうち︑ガンマ

線を一方向に放射する通常の放射

コンピュータ法で︑消滅蒔に正反

性圃位元素を用いるのが璽一光芋

を真岡開発したと発表した︒この

四囲東京03（272）｝771㈹

〒550大阪市西区江戸堀ト2−2大同ビル

月1象奇044（299）

当直長にライセンス
｣TM亙対応︑さらに一歩

火力発電技術協会︵進藤武左衛門会授︶は二十二日開いた通常罰金で︑名称を火力猿子力発電技術
う謝纐︒

試験を計うなどして資格認定を行

及に大きく役立つものと期待され

認定還鴬検出婁員会を設寵して︑

蓄︑協塞関係蕎などからなる資格

今奪慶からスタートする内部被曝

のが実情︒これに対して︑ECT

実験棟の建設により本格的研究が

ついては纂礎研究が行われていた

ECT装置は︑体内に投与され

られていた︒

た放射性同位元累が︑体内でどの

醤的とする断衝にそって多方向か

ごろには一応の成果をとりまとめ

どの研究との関遡から︑六十山育

科学技術庁では︑核融禽開発な

予定されているが︑トリチウムに

のみで︑本格研究への移行が急が

トリチウムはベータ放射体であ

れていた︒

このほか︑放鷹研が今駕痩から

し︑そのデータをコンピュータに

ら体外に放臨される放射線を四四

ように取り込まれ動き腐るかを︑

新たに力を入れるのは緊急被曝対

たい鷺え︒

ズミなど大型動物を痩つた研究に

策の整備︒これは︑原発禦故時に

り︑内部被曝が主な研究課題︒ネ

は大規模な実験旛設が必携なため

た開発に不可欠なのがプルトニウ

調べるのが主な研究繰題︒微騒の

頼にうらづけられた﹁余裕﹂すら

ある︒

聡の役國分担をどうするかなどの
問題については現在国で検討が進
められており︑その結累をふまえ
ながら体制整鮪を図っていきたい
籍え︒

R一利用EC

陽電子放射体を潔いるのが陽電苧

対の二方向にガンマ線を放出する

装縢は単一光子コンピュータ断懸

出する計噸︒

とつく製造叢叢悪風を騨建省に提

ら1厩1動装i｝11まてすべ

協会に改めるとともに︑今麗から原子力発餓所運転資格認定制度をスタートさせることを決めた︒T

認定制慶開始が決定されたこと︑

鍛大の特魯︒このだめ︑経済的

今憂八月に翻立黒十周駕を迎える

頭嚢が憎遷してきており︑今瀬︑

また︑特来︑新規の当臨掻につ

ている︒

の講論が計画されている︒

いては︑まず運転トレーニングセ

ことなどから︑岡協会の名称も

資格認定制度の興体的なあり方
については︑六月に通産省に設躍

ンターで訓練を受け︑このあと技

の形で資格認定舗度を発足させることになったも
される資格鯖度検討婁貫会で︑約

能試験︑総類審査︑講習会︑諭擾

中立機関によるライセンス

MI原発蘂故以後クローズアップしてきている原発還転婆の美質向上への硬講に対応︑豪面︑当髪長
のみを対象とした

二か月程度をかけてツメることに

の︒窪ず約六十名といわれる運転当監督を対象に講習会を異施する予定で︑将来は保安規定を改正し

なる冤込み︒これをうけて八月に

などを経て認定欝が交付されるこ

これらの当流畏は︑いずれも︑

入体の断面像を認る装灘には︑

翔で行われており︑全国の灘薩畏
は︑協会に学識経験脅︑電力関係

七鋸以上の運転経験をもつベテラ

門火力原子力発電技術協会隔に変

て火力︑漂子力発電技術の向上に
は約六十各といわれる︒

上︑協金内に資格認定遜営検討婁

核融合時

とになる見込み︒

大毒く畏献してきた岡鍵盤が浮

鞍馬を設麗し︑厳密な資格霧査を
新制度をスタートさせる︒実際の

ンぞろい︒このため︑こうした当

た︒

る形でスタートすることになっ

馨研

生物影響解明に本腰

トリチウム

行ったうえでライセンスを交付す

て︑資格の取得を義務づけることも考えられている︒

運転員の資駿向上は猿子力安全

日本になじまない﹂としながらも

格聞題について﹁轟轟高熱制度は

婁騒会のTMI簸故調査特別委鏑 これに対し︑電労違では運転資

でも﹁運転員の撰期盤成謙画﹂

塞のまとめた五十二項園の改軸簾

﹁蹴転興の誤平作防止対策﹂ーー 中立機関による認定については︑
これを受け入れる方針を打ち歯し

たもの︒当面︑ネズミなど大型動

などの項図でとりあげられた級節

物を使った実験は難しいだめ︑メ

ており︑？MI摺故を契機に表面
放射線馬溜総倉研究所は今鰯度

点の一つ︒昨年末︑猿子力安全委

から﹁トリチウムの生物影響に関

ダカや滋養細胞を利用してトリチ

化した運転員対策の向上は﹁中立

た﹁7MI岨道シンポジウム﹂で機関によるライセンス制︸の灘入

ウム影響をあきらかにしていく︒

闘会と学術会議の共催でひらかれ

定︑昼前的にその解明にとりくむ

する調査研究﹂を特別研究に指

って生物影響研究を行う計画だ︒

当颪︑ネズミの細胞やメダカを便

れ設傭を︑全国の中核病院として

対応︑こうした繋急患蓄の受け入

った︒

によって大きく前進することにな

わが国では︑﹁軽水炉以後﹂の

メダカなどにトリチウム水を投

が指摘されていた︒

BR醐発の嵐格化にともないトリ 将来戦賂として翻速増殖炉︑核懸

ことになった︒将来︑核融命やF

命を顧接の霞標において︑その実

も︑運転資格制度の灘入の必要性

力発醒所があるが︑複数立地の場

記へ全力をあげているが︑こうし
まから研究を強化していく必硬が

ムやトリチウムの罵り扱い妓術の

現在︑全燭には二十二基の原子

制度は︑こうした運転農の質的向

ため︑捌こうした編態に備えてい

チウムの利用の欄大が予想される

脳今園の中立機関による運賑資格

上対策の一環として打ち出された
ームが設麗されており︑中央制御

盆︑二墓に一つのコントロールル

窒の数は十四か所︒こうした中央

ある偏と朝断︑今翻の先願となっ

もの︒

実施機関としては︑申立的な機

制御整の運懲は︑ふつう四〜箪鷹

感じさせられる︒

被曝教膏・訓練コースを閣設︑地

関として︑過表三十年間にわたっ

つた館は・外套にひろがる原発と
ともに︑その価嫡を︑二借にも笙

出嚢には深い安らぎがある

︵す︶

秋田緊立脳漁働研究センター

T装置が完成

今圓︑秋田脳研と鵬津製作所が

法と陽嘱子コンピュータ断麟法の

〒1◎3東京都中央区日本橋2−1−21第2東，離ビル
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原睾夷濫ぶ獅噛⑳綴点

根原発PR館

分︒﹁水郷﹂松江をかたちづくっ

さまざ家な想いがひろがる

脈うっている空の下に

憩い蕾の盤の鼓動が
た宍道湖を左蓼に︑佐陀川沿いに

松江駅から北北西へ︑購で三十
展重三をサッとながめ︑外へ出

北上すると︑猿田定命︵さるたの

倍にも﹁ひろげて﹂いる︒

て︑下方にひろがる原発︑その後

ーO

二階建のPR館︒一階が展示 方にひろがる田本海に國を向け︑

奇しくも︑その安全性を証明す

ひこのみこと︶を祭神とする俊太

Rはありません﹂

神社がある︒

出璽は光と影の國

れる︒こうして︑何慶も︑何度も

そして︑ふたたび館に足を踏み入

神詣をたて糸に

もつホール︒藤縄の映睡や︑三体

るかのように︑PR飽は︑原溌と 窒︑二階が百人ていどの雲容力を

無需の歌が今欝も流れて

岡一サイトにある︒

根原子力発徽所﹂とか
かれた習板とともに筍

西亮二社罠︶は二十二臼︑放射性

が司能で︑こうした島台型装罎は

瀾発しだ裟躍は︑この雨方の測定

︵濁西森炎所長︶と内山製作駈︵上 コンピュータ法︒

から一転︑山通に入

を得る瞬期的な装麗門放射形コン

同位元累を利用して人体の断旛像

折︑のどかな水田地帯

ネルへ︒くぐりぬける

にひろがる︒

両方が・一台の装躍でできるのが

ピュータ単券弐心錘ECT装縢﹂ 世界でも初めての試み︒

る︒そして二つのトン

﹁検駈レすることで﹁蜜らま﹂を

この佐太神社から五分︑道は﹁覇

出墾神楽の源流ともいわれる︑

風土をよこ糸にして織り上げた

筒台に位躍ずるそのPR館から
は︑原子炉︑タービン︑廃棄物処

﹁検舐﹂することによって︑人び

とは︑ふたたび﹁安らぎレの徴界

他のPR館とくらべると︑お世 へと罠ってゆく︒

れる︒

霧への説明は︑このホ1ルで行わ

安全運転にまさるPRなし

神の国と原発が融合

葵しいゴブラン織りだ

郷土詩人 ︑ 露 際 隆 が こ う う た い
あげた神の国﹁出盤﹂︒

理建屋などの施設が一墾できる︒

やかな坂をのぼりながら︑左箏前

来怠者は︑PR館へ向かうゆる

ともったのは昭和四ナ九年︒伝統

方から︑徐々に姿を鏡わす﹁原

この伝説 の 國 に ﹁ 原 子 の 火 扁 が

の地にふさわしい国薩第一号︵国

発

に手すりに憲りかかる人︑一瞬︑

に一様に圏を堅張る︒小走り

塩化率九三％︶として︒

いらい今 皿 秤 で 生 み 出 し た 電 力

にあった方がよいのでしょうが

﹁PP︵フィジカル・プロテク と岡購に︑欝の潮に︑
にしているところは︑﹁検舐﹂と

が︑他のPR館と︑大きく趣を異 ション︶上からみれば︑サイト外

翻根原発︵BWR︑

魏にも﹁立派﹂とはいえない︒だ
が門神語の国扁出懲への︑はてし

曝十論ハ一刀KW︶とPR

赤と臼の排気塔が視界
なきいざないとふかい安らぎの世

ことばは︑強くはない︒むしろ儒

⁝﹂と語る憲村館長︒だが︑その

は︑璽一志脚註筥二＋万KW 足を止める人：︒そして︑だれも
﹁おかげ さ ま で ⁝ ⁝ ﹂ と ︑ 耀 わ

H︒平均稼 働 率 は 七 一 ・ 八 ％ ︒

しての役翔を渠たしていること

よせられる︒そしてPR鯛へー だ︒小さくコンパクトにまとま

器は、ポータブルか

辮離

ず篇元をゆるめるPR館長の吉村 界から︑﹁現塞﹂の世界へとよび
泰央さん︒ ﹁ 安 全 運 転 に ま さ る P

Q

15〜1弓・10〜60

角割秤あります。

超轟波探傷装i・弓・機

たします。

ブラウン瞥観照∫

てこ相。履くたさい。
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鑓を低く押えることができ︑薩接

閲自

これがデ イ コミッショニングだ

〜

の解体︒撤去作業および廃藁物処

二

理の纒費も比較的安くなる︒他

ノニニー

M鍵﹁ディコミ︒ショニングコいう墓をよ・議するようにな︒た︒果語では﹁醤

一

玉 二 一二 一多

玉

多一︑

二百野中百基が今

ならない︒

当籾から明確に解決しておかねば

り︑また︑財政間題や責任体制を

入り制限などの措定が必要とな

間︑サイトの監視︑保守および立

方このような遅延は︑かなりの期

⁝響騰襲礪鰹幾籠蘇州出島雛蓼騎庭欝羽重

二一 一

ルツェンス炉のディコミッショニング作藁の一部︒運搬車に

は放射能を含まないので︑普通の

康︑いくつかのサービス建塵など

りートやアスファルトで密封し︑

なる︒したがって︑原子力発電所

今世紀末までに閉鎖されることに

つかの機器は水中で解体される︒

注愈が必要であり︑このためいく

やガスの拡散を防ぐため︑特別の

される︒放射牲物質を禽むほこり

削り取りなどの技術によって除去

放射能をおびた表面は︑化学洗浄

ない︒構造材料やコンクリートの

使って解体・緻難しなければなら

器︑配管類は︑遠隔制御の蓑置を

高峯酎能の炉心構造物︑熱交換

る︒

の用途に再利用でキるものもあ

は︑売りに出したり︑あるいは他

鉄くずや機器類︑建築材繕の中に

とができる︒スクラップとなった

破壊︒サルベージ技術を用いるこ

稠込まれている蓉器の中には︑ルツェンス炉の原子炉容器が

放射能を臼然崩壌させる︒低放射

のディコミッショニングは︑林山

収納されている︒

性物質は除染︑除去される︒この

﹇縫

国 国 i日irI
i垂1

本

Ii1

の畏さによって異なるが︑電気出

多くの原子炉が︑これまでに

した物質あるいは誘灘放射能を禽

力百万KWの軽水炉の場命︑ディ

最も徹底的なディコミッショニ

﹁ステージーのディコミッショニ

に原子炉から発生する廃藁物と同

生した廃棄物と

む物質︒原子炉の平常運転中に発

放射性廃棄物の取

構造材︵金属︶と周囲のいくつか

ングである解体・撤去方式は︑し

ング﹂︵密閉管理方式ともいう︶

の取り扱いが必要なのは︑ごく一

様に取り扱うことができる︒特別

の薩業活動とみなされるようにな

の建築材料︵主にコンクリート︶

ばしば﹁ステージ3④耳コミッ

を受けている︒容易に接近司能な

原子炉の解体・撤去は︑標準的

場台監硯はほとんど不要で︑藍視

に発生する︒放射能は翼然撃壌に

ショニング一と呼ばれている︒許

放射性物質は除表されるが︑機雛

な方法と特殊技術を組み舎せて行

世紀末までに閉鎖

からよく理解されており︑リスク

よって減少していくが︑放射挫の

容レベル︵注︶を超えるすべての

や機械︑構造物などはそのままの

た産業施設の閉鎖
運転寿命の終わった産業施設を

標準的方法と特殊

保守や監視のためのスタッフが必

われる︒

技術の組み合せで

それらも撤表すれば︑敷地は家

放射性の構造物や機器の取り壌
しによって発生するほとんどすべ
ての放射性廃棄物は︑平常運転中

部分︵炉心溝造物など︶だけであ

一僻一一一冒甲一

になるディコミッショニング国際

ρ一一回一騨

うになる︒

▽二百〜三語立方屠の高放射能

▽二手〜三千立方層の少し汚染

物質︒深部地下処分できる︒

緒に処分され

▽約五万立方綴の非放射性廃棄

る︒

クさせることによって︑原子力発

幡一一噛■幽一●
一一
齢一一蟹冒ρー

ョニング﹂を行うまでの猶予凶聞 物︒再説閑が司能である︒

る︒﹁ステージ3のディコミッシ

コミッショニング廃爽物は次のよ

を避けたり小さくするため〜趣の

機羅や構造材料は取り外したり︑

放射性物質を完全に除虫するので

状態にして置かれる︒この場合︑

ろう︒

規則が広範隙にわたって制定され

コンクリートの表薦は削りとるこ

発電所およびサイト内の他の部分

費用もかなり安くすむ︒

ィコミッショニング手続きも︑過

ている︒同様に︑原子力施設のデ

ともできる︒その結果︑残りのス

は自由に再利用できるし︑さらに

運転寿命の終わっ

蜜二十年問にわだって開発され︑

クラップ金罵の多くと割り石類

る普通の固体麗棄物と同じように

一・一一榊僻一一

原子力発魔所の多くの部分︑す

一

ECはディコミの

一簿一躍

なわち発軸装躍︑事務駈︑付属建

前の暫定描置として︑はじめて適

に︑しかもディコミッショニング

電所の安全性・下鮎性を謡わず

うことが可能となる︒

問題を軽減させるような設計を行

ンで開かれた︒シンポジウムでは

ミッショニングするだめの装置と

すべてのタイプの原子炉をディコ

シンポジウムが一九七八年ウィー

ベルギー︑フランス︑スイス︑

硯究計画を進行中
萸国︑米国など多数の国がディコ

方法が澗方とも現在利用できるこ

◇一九六〇無以来︑これまでに

切と考えられる︒

ヒ

ッショニングは︑一般に︑最終段

物質と同様に取り

階のディコミッショニングを行う

要である︒このタイプのディコミ

は︑国

屋︑事務所︑工場︑公園など他の

黙り扱うことができる︒

る︒

許容レベル

露的に自由に利臆することができ

原子力発電所の大部分︵八O％
︵注︶

の規制当局によって設定される

非放射性

が︑その放射能レベルが普通の

り扱いは通常通り

ディコミッショニングに襲うリス

は︑商業原子力発露所から発生す

唐ﾌ残留放射能
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