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連絡会開く
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謡の重硬性を強調した︒
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どについて恵兇交換が行われた︒
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の交換や研修を行い︑通けいを強

がどこまでやる防災なのか明確に

雀側は﹁むつかしいが︑その代り
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を中心に協力を考えていきたいと

男政策審議芸薯務局長は︑社公民

い﹂との方針を説明︒

このため︑情報公開法は︑総選

あり方について﹁当面︑行政の範

は︑情報公開法への異体的対応の

このあと︑政党討論会で︑自民

挙後に予定されている臨時国会︑

盤強化をはかる︒稼働率向上の観

だ︑と霧える必要がある﹂と述べ

囲内でやっていきたい扁としなが

点から︑機器の品質保証体制の強

ﾘの情報は公開することと

たあと︑公開の範囲については

ーの問題もあり︑すべてを公開す

の対象とする必要がある﹂と指

し︑決定の過程︑理由なども公開

また︑民社党の梅沢昇平政策審

摘した︒

いちはやく法案を国会に提冒した

議金薯務局長は﹁問題提起の形で

を調饗する︒

実態とこれをとりまく各国の悩勢

ブリック・アクセプタンス活動の

参加し︑あわせて欧米の原子力パ

月二十六〜二十九臼︑シカゴ︶に

い﹂と述べた︒

が︑来国会にもう一度提出した

ては﹁すでに法案化をはじめてお

原 慶

グループを派遺

PA問題調査

べた︒

り︑政臆提案の形にしたい﹂と述

とともに︑法案の国会提出につい

討していくことをあきらかにする

指摘︑今後専門家によって十分検

るとの考え方にはくみしない﹂と

について﹁外交傭報やプライバシ

しかし︑同氏は法制化のあり方

サービス業務ではなく提刀の権利

に︑大きな山場を迎えることにな

かかわる国と地方との関係︑水産

では︑動燃︑原研︑その他︑閣係

進に努める︒高レベル廃棄物対策

た︒

らも﹁公開することに対して法を

業との共存に関する制慶について

たり︑協力を拡大する︒

るなど︑原子力関係分野全般にわ

ない﹂との考え方をあきらかにし

りそう︒

その後の通常国会をひとつの契機

きらかにした︒

政的に対応するが︑法制化につい

保のため︑電源三法を改正し︑運

@鍬疇輪次期国会提出山場に

﹁公開法﹂めぐり論議

など︒

エネルギー革命を展開する髄のバルブ

V3φ◇◇O♂φ◇Qφ80＄OSム98φ＄φ＄φ◇◇φ8合▼Sφ8φεφ◇OO＄φ父
蓄︶が﹁情報公開法によって何が

はみられるものの︑皐期の法制化

権協会などによって三月二十九日

次世界大戦の多大な犠牲は︑情報

映させる②原子力防災は国の責任

のコントロールによるところが大

変わるか扁と題して講演︑門第二
会議では︑﹁公開の除外規定﹂

きい﹂と︑国民に正しい情報が提

結成された﹁惰報公開法を求める

る③電源立地捉進のため︑原発所

のあつかい方をめぐっては物見の

市民運動駄の主催︒

会長

くい違いがみられたものの︑情報

として明朝に位置づけ︑特別法を

美浜町長︑組崎義彦東海村長μ以

在市町村に対し︑地心別電気料金

制定するなど︑防災対策を強化す

金を︑ぜひ実現してほしい︒難業

域振興のだめにも︑地域別電気料

制度の填入を掌る④鷹飼的財源確

などをめぐって慧見のくいちがい

それぞれ佐々木通魔大臣︑長田科

と科学技術庁の高岡敬展審議窟が

寿地響川内市長握以上新任︒

上揖任︑田中清太郎双藁町長︑福

瞭理事会での共同コミュニケにも

その︸．﹂採決に入り︑五十万鰯度

長は︑五十四奪度の経過をふりか
薔のみだけでなく︑陸に住む住民

とは安全性である︒昨蕉は︑米ス

村にとって︑なによりも大切なこ

あるように︑脱石癌は国際的な資

の帰農計画は︑原案通り可淡︑新

ではほぼ一致した︒

つに立ち︑﹁二十二日にひらかれた にも︑実感としてわかる優遇描置

学技術庁長官の代理としてあいさ

リーマイルアイランド原子力発電

も︑政府としては︑原子力発電の

務となってきている︒そのために

年度のスタートを切っだ︒また︑

①絶対条件で

所の畢故で︑あらためて︑原発の

今総会では現行の副会長三名から

地審奮︑事故防止対策の審蕉に反

安全性が問われることになった

だ﹂と原発の必要性と圖時に︑橿

種撚的拡大をはかっていく方針

認された︒

のとおり︒

紙役員および生な事業計画は次

隷論議麟罷舞筆騨麗鰯叢煉

五名にするという規約改正案も承

確保対策を全面にすえて︑事業を

の審議に入ったが︑伊方町議会の

そのこ︑五十五隼度の事業計画

原協への協力を訴えた︒

ひきつづき︑通産雀・資源エネ
辻懇義議長は﹁電源立地促進と地

原産の昭和55年度事業計画

全規制業務の効率化を推進する︒

化︑定期検蛮の強化と短縮化︑安

る︒また︑両委員会を両翼とする

▽アイソトープ︒放射線利用の

をはかる︒

理︒処分の総藻推進体制の翼体化

機関が研究開発をすすめている処

問題検討会︑同地域・行政問題等

原子力開発へ向けての国罠的舎

▽核燃料サイクルの確立推進

活動の充爽INFCEの結論国を
の研究開発機関によって開発さ

▽国際多勢への対応と国際協力

れた圏産技術の罠間への円滑な移

子力立地にかかわる国の総合的な

転︑運転︑生産など総心的産業体

研究会の報告成果をふまえて︑原

ふまえて︑核拡散を防止しつつ︑原

新行政体制の定薔化をはかる︒各

子力関係の貿易や協力をいっそう

界各層の恵罠を集約し︑わが国に

における命悪が形成されるよう推

新しい政策対応が展開され︑地域

子力旛設にかかわる地域︑水産業

はかるため︑会員麿の拡大を進め

ため︑装備機器の型式蟹認可度の

推進法規制の禽理化を推進する

おける原子力開発の健全な発展を

制の確立など核燃料サイクルの産

灘入︑固体廃棄物の定義の明確化

させるため︑工AEA︵園際原子業化方策について検討を行い︑腿

などの放射線英霊防止法の改正を
促進する︒

とに方策の実施をはかる︒

円滑にするような国際体舗を実現
原子力開発の進展にともなって

いまこそ合意形成へ

▽新型動力炉の実用化の促進

係産業界︑政府機関との協力のも

進する︒

の共葎方策︑立地推進上の新政策

えるため︑記念事業の検討を行

る︒なお本琿翻立二十五周奪を迎

▽合憲形成の促進と内外動向へ

う︒

昭和五十五琿度の事業計画が・先

容は︑次のとおり︒

スリーマイルアイ

ガス実験炉の建設計画︑高温還元

の機動的対応

駆通研究開発の促進をはかる︒新

ガス利用による窟接製鉄など︑利

▽醐発 利 用 政 策 の 推 進

型転換炉については︑予定されて

用系技術の整倉のとれた開発を促

多百的高温

ランド原発薯故でゆらいだ国民の

力機関︶への協力を活発に展開す

いる原型炉﹁ふげん﹂のチェック

▽技術關発の推進

原子力開発に対する儒頼を圓復し
きわめて璽要な水産業との関連に

る︒また︑各国の政雇機蘭︑原産

原型炉﹁もんじゅ扁の建設計画︑

の動向を十分みきわめながら・民

る内外のエネルギ⁝︑原子力憎勢

原子力発電の緊要監と安全性につ

との人的交流をふくむ協力関係を

立地対策に最大の焦点

間の立場から︑原子力をとりまく

ついては︑険討会での聞題括握を

琢本原子力産業会議は六月十四

ふまえて︑こんこの恵兇交換を稜

︒アンド・レビューの結果をふま 進する︒原子力船﹁むつ﹂は︑初

いて︑さらに広く麟民の理解と協

メンバーは次の通り︒

力を得るための組織的疲動を展開

臼〜七月三日の二十躍間﹁パブリ

内外社会環境の充実と︑原子力産

期の圏的を達成するため︑遮蔽改

業技術開発の墓盤強化のため︑総

え︑これに続く新型転換炉開発計
強化する︒

▽団長

極的に進め︑また莫存のための基

ック・アクセプタンス問題調糞グ

する︒このため︑原子力安全委員

ループ﹂を欧来に派遇する︒公衆

合的︑重点的審議をもとに政策の

修工薯︑安全性総点検などの攣期

の推進低レベル廃棄物対策につ

▽放射性廃棄物処理・処分対策

なわれている臨界プラズマ試験装

はかる︒また︑げんざい製作が行

問題に関する国際ワークショップ

総力︶︑土屋敏明︵東電︶︑今村

興財団︶▽國員

ルギー推進全米帯圃民会議﹂︵六

大野義雄︵中部

いては︑五十五奪度に試験的海洋

岸本康︵原子力文化振
完工︑暫定係港無題解決の縫進を
門耐霞および原子力施設の安全性

会との協力プログラムにもとづき

画の興体化をはかる︒

本政策や異体策の充実をはかる︒

に関する計算・実験棊礎扁︵日本

NEAの多国間協議監視機構へのの推進をはかる︒

罎︵﹂τ160︶の建設︑関連研究八日︑ストックホルム︶と﹁エネ
処分を実施するため︑OECD︒

原産とソ運原子力利屠国家委員
シンポジウムの定着化︑地域によ

会と田本学術会議とによる願門家

ため︑安全性研究︑改良標準化研

究の思案軽水炉自窯技術確立の

の処理処分﹂︵ソ連開催︶のセミ

開鰹︶と﹁再処理・放射性廃離物

発研︶︑小林雅治︵原産︶︒

高橋窟︵東芝︶︑水口哲︵工業開

毒︵黙諾︶︑舟橋静美︵電畢連︶

究︑改良燃料の開発︑実証等を強

﹁原子力の将来﹂︵六月十五〜十

力に推進し︑産業技術としての引

る公開ヒアリングの定着化など︑

薪規立地の困難な麗状を克脹す

所要の協力を行う︒

るため︑原子力行政︑立地行政に

の関係蓄に建議するとともに︑原

はじめ関係省庁に適豊︑要墾する

子力委員会︑原子力安全委員会を

など︑民間の悪冤の反映に努め

▽軽水炉の稼働譲向上と安全研

の結果を随隠︑国会ならびに各党

激動す

常総会で承認された︒その主な内

にひらかれた原産の第二十九園通

の確立ーーなどを憎憎薯業とする

恵・総山的な安全対策の携進と原

検討を行ってきた地域開発・財政
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ルギー庁の安田佳三公益票業部長

た︒

おしすすめていきたい﹂と述べ

が︑今年度はよりいっそうの安金

▽主な事業計画

えるなかで﹁地域振興︑福祉の圓

今井誓夫柏崎市長︑平野厳

▽会長

あいさつする高木会畏

上はむろんのこと︑原発所窪市朝

まず︑あいさつに立つだ高木会

ーなどを量点項國とする五十五卑度の事業計画を承認︑新隼度へのスタートを切った︒

気料金の導入を図る②恒久的財源確保のため電源三法を改正し︑運転中交付金制度を纏入することー

をひらき︑原子力発電所所在市町村の地域振興と税財政措置として①電源立地促進のため︑地域別電

全国原子力発電所所在市町村協議会︵会長・高木孝〜敦賀市長︶は二日︑藥東の全共連ビルで総会

﹁運転申交付金﹂実現も

地域瑚料金剃導入を

ヨヒゴ

確立をはかる︒そして︑政策審議
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ASIME：

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

@

（2）

第肇031号
（第包種郵便物認可）

賭

子
昭和55年6月5巳

原子力バルブ憶

核流体制御精機の領域です

○

【

聞

協力愚論躍緊蜜黒化へ
モスクワで援助協定に調印
東欧諸国關からカリブ海へII︒コメコンの一員であるキューバはこのほど︑膚畷に建設を苧定し
ている原子力研究センターへ︑ソ趨からの援助をとりつけることに成功︑このほどモスクワで︑その

踏み出すことになった︒

協力協驚が調印された︒今懸の援助協定によって︑キューバは︑原子力騰発へ向けての大きな一歩を

ている︒

釜

兜月二十八罠︑磁中科学技術協

の華隅鋒薦相の来隣を機に調騨さ

力協竃が結ばれ︑発効した︒中国

れたものだが︑中国はいま︑科学
技術闘発︑さらにはエネルギー資

源開発に多大の関心を示してお

ろうが︑中国が商業用の原子力発

興体化するのはまだ完のことにな

ではすでにPWRと璽水炉の原型 ︵鴛ニュークリア・サービシ⁝ズ

中国側関係覆の謡によると︑中国

る三月の原産年次大会に参加した

の奮みもあったようだ︒窮実︑さ

グ会社であるクアドレックス判

蕉委託先は米国のコンサルティン

する可能性調査に踏み切った︒調

舅饗醜射鷲臨意

の技術移転種薯謹覆で禁⁝

定が結ばれていないため︑二躍間

米中両日では政肩間の原子力協

評価を行うことになっている︒

炉技術利用を対象とした経済性の

か月の契約期雪中に︑※麟の軽水

社︶︒鷲敷に委託契約を結び︑六

ている︒

炉建設を露指し︑炉設計を弘めて

電所を建設するとの計画も出てき

一昨無十二月︑中国はフランス

から出力九＋万KW級の加圧水型 いるという︒

恵気込みを兇せる最近の珊例があ

軽水炉︵PWR︶二蔓を購入する さらに中国が原子力発日開奨に
ことで政府聞の台悪をみた︒当

原発自力開発に意欲
活発化する国際協力計画
る︒中国が画架のみならず︑香爾

に承諾したという︒

うこと粟素ルギ墾公空

中興

の霜力需要の一部をも賄うことを

一基をのぞきすべて火力発電︒O り︑今圓の協定調印もその惑欲の
購︑中篇も商用発受動轟轟に踏み

自慰に︑原子力発電斬を建設しよ

感一一＝

一一＝一一

一言回一一

垂一一一一

四二マ

︵スイス麗放射性廃藁物の貯藏だ

の剛設を求めている︒

ネルギー源の開発︑エネルギー税

代替エネルギー発議はエネルギ

︹パリ松本駐在展Uスイスの約 けを認める︶1という内容︒
五十のエコロジスト運動団体は共

一曹︸牌管

急避難計画発表

ベルギー︑グラム内相

︻パリ松本駐在贔︶ベルギーの

ジョルジュ・グラム内評はこのほ

ど︑記轡会験して原発禦故蒔繋急

勝越避難計画の概要は次の通

避難横瀬を発表した︒

一︑原子力発魔所の運転貰任者

り〇

には隠ちに縣用電話で︑溝防翻︑

は︑放射能購故が趨こった場禽

⑳脱塵つくりの豊かな経験が、原子力事業にも生きております。

キューバの発電設備は︑水力の

PECの原抽より︑ソ連の原蔽はあらわれと舞える︒石蔵代掻エネ

切ったとして︑語題を投げかけた

ニシアティブをとり︑番港のチャ 屠調査圃﹂が担う役鵠には︑大い

一鷺＝一 繭﹁一 瓢

スリーフ、ライニニ

R霊利用でも協力
らいたコメコン総会で︑門コメコ

ものだ︒しかし︑この醐入計醸は

中國のこうした稜極的な原子力⁝
⁝
発霞開発の動きを背禦に︑近く訪

の珠江沿摩に原子力発電所を立地

イナ電力禽被と手を絹み︑広蘂雀 なる期待が留せられるところだ︒

中する原薩派遣の﹁訪露放尉線利

安甥な灘入を間るより︑窃国での

創一事鴨 謄≡一二

で技術委員会が緊憩避難計薩を窯

懸報が発せられた場金には︑現場

を納めております。

⁝

キューバは現在︑島申央部︑カ
ルギーとしての原子力閥発に対す

うとの計嚥がそれだ︒

る悪気込みも同様だ︒

昨年七月︑挫折した︒計画中止の

いうものの︑エネルギー資源に虚

中尊では︑放射性岡櫨鴛累︵R

たと伝えられていたが︑実際には

理虚に︑経済的な抑止襲薩があっ

すくなくとも二蓑〜三〇％安いと

める経済上の問題もあり︑キュー

のをはじめ︑すでに原子力軍和利

I︶を腿業分野箸で利用している

ン発足三十周璋﹂ということで︑

バとしては︑コメコン総会での合

原子炉開発に開きを置きたい︑と

中砲広東雀の岡雀電力公社がイ

の加圧水型炉︵PWR︶野鶴を建電プラントを︑集欧六か国が分担
懲編垂にもあるとおり︑こんこの

一穆機のエンジニアリング作業は 薩協力協定偏を提案︑索欧六か酬園

用の研究開発にかなりの実纏を残

設することを計画している︒その

して製造するという﹁原発設備生

スに・出力四＋四万KWのソ柵工 ソ連を核とし︑ソ連製の原子力発

論
確

している︒滋申間の原子力協力が

玉ニニ誓﹂二

︵原薩・調査資料整︶

臨力蠣要にはすべて原子力発墨で

ある︒

いてはその作業がすすめられつつ

多一 玉

まかなっていくものとみられる︒

二毛多二一

とキューバ︑それに準コメコン加

玉ニニー

盟国のユーゴスラビアが調印に加

m一一一一駆

︵法律効渠をもつ︶によって原発 りで環境を尊重するエネルギー供
一巌寵一■ 一一一藻

籠罠保護義務局︑驚察羅および近

さらに風炉は︑その発電便命を 社に対して︑リメリック原子力発

施するQ全国的レベルでは内相が

零

﹂

欄

置

﹄

搬

同順催

ソチ、ボ

ハ

今、こうした経験を生かし、原∫・力の各施設に
放射線邊蔽扉、スリーフ煩、及びP．P．ンステム

リブ海側に位躍するシエンフェゴ

一

といわれている︒

二

める発議の真備を進めている︒

給︶の二つに関して麟罠投票を求

二一 〜

同聴製政令はサイトへの発瞬墨に

建設促進の悪露を明らかにした︒

一匹藍玉藍玉〜

理維持のため運休︑カオルソ原発

多

の出力引上げも陣露があって進ま

﹂二多一 二 〜ゴ多一 二⁝

にとって︑この原子力センターは

原子力技術者の少ないキューバ

原子力闘発の︑一大センターとし

わった︒

すでに終了︑綴工段階にきている

キューバの魔羅設備網羅は︑七
今回のソ運とキューバの協力協

今回のリメリック熟語に耐する

定は︑いわば︑この流れのなかか

八無現崔で約二菅万KW︒一九五

原子力発議は①ライブシュタッ

九鎌のキューバ牽命当晴が三十九

一一一一笹

りメリック撃発

く設蔽が予定されている政溝腋督

い︒響報前予告はテレックスで確

機関に︑通報しなければならな

で︑ピッツバーグ地域に六十五億 米国原子力規制委員会︵NR 認してから関係機関に準備体制を

N飛Cが指示

リスク再評価へ

人口密集地原発
造され︑再運転された︒そして同

原発事故時の緊

応ずる地方税徴収呼付︑周辺住民

グ︑ゲスゲン︑ライブシュタット

ナウ一︑二二機︑ミュ！レベル

トとしては初めてのもの︒

れてブイユ地方議会はサイト受入

リスク再評価は︑建設中のプラン

れを原則朗に受諾︒ロンバルディ

ト原発を豊後に︑新たな原発の運

いるが・その先はサイト難で毘通

の五原発は寿命がきて廃棄されて

転開始を認めない②運転中のべズ

しが立たない状況だ︒一九七五隼

ア地方議会も同様の決定を行う︒

の鱈力料金瀦引き︑無料電化など

八月一一賑法︵第三蕎九十三弩︶に

スイス領内に核燃料を生長︑濃

もそれに代る原発を建設しない③

に再度挑戦へ

原発国民投票
と粥町村が決定権をもつており︑

よるとサイトの選定は関達の地方

二酉転瞬万KWの建設が行われて を定めている︒この制度に刺激さ

ないため︑総発贈騒の○・九％を

カストロのサイトに沸騰水型炉原

供給したにすぎない︒中短期には

ての役割を弔うものとみられる︒

門パリ松本駐在凪︺イタリア撫

v脚万KWの原発計画で

近く採用炉型決定へ

万KWであるから・＋九無間で五 ら派生してきたものと関係番はみ
目の伸びを示したことになる︒

ここ数黛の経済の伸びは︑毎奪
一〇％を超えており︑贈力購要の
拡大がさけばれていた︒今園のキ
ューバの動きは︑このような社会
経済拡大にともなう贈力彌絵に対

処するため︑エネルギー︑緩薬

肩は近くENEL︵圏禧電力発
公を建設したのでBWRを隻持しその反対がある場盆は議会が決定

醜一一一一一一 p一一一一言

縮︑再処理する施設は建設しない

染に瀕する環麗保護といった原子

韻︑膿業︑放射線防護︑放射能汚

ーの節約︑研究開発︑供給の多角

一蘂一一

スイスの環境団体

社︶が支持する加鼻水型炉︵PW ている︒

ト︵モリーゼ地方︶は衛町村が反

化と分散︑国内および更薪司能エ

縁琶一 一一一蔓

権をもつ︒カンポバッソ州のサイ

R︶と産業界が支持する沸騰水型

対し議会も反対したので沙汰やみ

と代替エネルギー︵確実かつ安上

同で︑原子力︵原発がない醤来︶

イタリア原発総出力は発駆駈金

の協力関係で樹立したもの︒

力軍和利潮の総禽的樵進をソ運と

休の廷丁二％を占めるが︑ 九七
炉︵BWR︶のいずれかを選択

になっている︒しかし政府は一九

一一﹇牌添

性確認と︑大型原発に必要な設

とされた︒こうしてシッピングポ

R︶は一九五四年九月にくわ入れ

指の
示した︒
与しようとしている︒LWBうR

防水扉、選

まいりました。

各種放劔線延
各 種 気

フシセイコーは永年金融機脚こ対し、金庫室
扉とセキコリティ・システムを開発・納入して

陥

O

；日嗣9

一一

藤下雛嶋

願塵

四

「

僻

6

産

力

原

七九難十二月三十環の特別政令

二一一潔

馨しており︑一九七七無には軽水

は今なお︑技術開発の第一線で活
グポート発贈所建設を渓熟したの

部

ているのはデュークエンス・ライ

負した︒同炉は︑漂子力磯業界全

式︑一九五七隼十二月に発電を開終えてさえ︑原発技術の進展に霧

一︑必要がある場台には︑住民

制指揮する︒
NRCはTM夏獅赦以降︑ケ統メ

に特別放射能驚報で通報する︒驚

ニー報告︑ロゴビン報告箸でも間

報を聞いた蕎は︑薩ちに歴内に閉

のディコミッシ醤エングのために

題が指摘されている人口密集地域

要性が認められたものである扁と運転澱のために訓練の腸を提供し璽要な警報を得るため︑岡炉のデ

じ込もり外論︑屋根からできるだ

辺雫♂綴の住民については避難畠

画が実施される︒

け難れた鵬朗に待機する︒また周

発︵ニューヨーク近郊︶などにつ

転中のザイオン原発︵シカゴ近

クエンス・ライト電力会社とDO の発艦しを行っており︑すでに運

アをおさめたPWRの改良を逸め︑

計画の現在︑世界でもっとも大きな原子Eの間で立案されている︒

は︑アイゼンハワー大統韻の
トムズ・フォー︒ピース

また︑シッビングポート原芋炉

一翼をになうものとして蝸初より炉製造金社になっている︒

戴襲視されていた︒AECが※国

郊︶︑インディアン︒ポイント原

述べた︒同原発の歴史的璽要性た︒そして︑WH歓は岡三で成功イコミッショニング謝画がデュ！ 近郊の原発に対して︑リスク評価

発展への霧塚と工学上の歴史的麩なり︑また︑世界中の多くの原発

﹁シッビングポート原発の米国の体の技術に関する鍛亟な情報源と実験をここ三奪以内に終え︑将来

ASMEのD・ジィープ会畏は

ト驚力会社︒

電駈のリスク評価を再検討するよ

所荷と︑DOEとの運転契約をしート原発︵出力＋万KW︑PWKWH以上の電力を供給し
︒︑フィラデルフィア庵力会 整えるよう指令して伝達される︒
Cた
︶は

︵WH︶社︑プラント機麗の

設漂・開発はウエスチングハウス謝︑運転の技術的船積がその國約発電所は一九五七黛より今随ま

ギー省︵DO鷺︶海軍原子炉部︑

れた︒岡三の所俺養は来国エネルは一九五三奪︒民生胴原発の有田増蜘実験炉︵﹂WBR︶として改

圏機械学会︵ASM鷺︶より贈ら

的業績をたたえる機械工学賞が米最摺の大規模阪発としてシッピン

門蕊＝

月から︶︑トリノ・ベルチェレー

轟階瀟讐

建設について淡定を行う︒産業騨

一＝＝讐

歴史的業績をたたえる

つコ聖〜

慶薯へ

工

し︑第一次の一男困＋万KW原発 九庫にはガリリアーノ︵七八奪八

冒属㎜寵一

ゼ︵七九璋六月から︶瞬原発が修
二一 苫一

はカオルソとモンタルト・ディ・
＝ 滋一＝騨

米国機械学会が表彰

シッビングポート原野力発出所

餓鱒叢

財

に対して︑五月二十田︑その歴史

もっともソ逮は︑昨鎌六月にひ

四灘世紀の歴史の光にみがかれて︑輝きを増すシソビングポー

卜原子力髭躍所

Q

シツビングポート原発
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子
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二

五月十∴ハ睡︵金︶午後六時五

十一一分︑二十七年ぶりの内閣

受け︑政府は十九田︑衆議院

不鱈任案成立へ一︒これを

を解散︑参議院とともに︑史
上初のダブル選挙となった︒

政局はいま︑内外ともに流
転の莫澱中︒

とくに︑中藁を軸とする石

臼ことにふかめる状況になっ

瘤事幡は︑一触即発の様相を

ている︒

濤糞黛

認以上の節約を図る石細消費節減 進

恵の形成などを強く推進する︒

経済や技術協力などについての禽

エネルギー消費部門における制︑供給の安定化と消費の抑嗣︑

ルギーの痩用の愈麗化に関する法 ため︑省エネルギー技術研究開発

対策を強力に撫下するほか︑エネ 省エネルギー化を強力に推進する

二次冷却水が停止することによる

ぬ間に成長しており︑舳圧水型の

スリーマイルアイランドのような

に短趾間で炉内の冷却水が失なわ

事故よりも︑むしろもっと蔵接的

また︑中渠期の観点にたって計

すでに将来の大麻故を旛示する

る︒

れるような大事故の恐れすらあ

律の積梅薄霞胴により淳業︑民 制度を積極的に推進することと

における省エネルギー化を促進す 先導的基盤的織エネルギー技術のそのなかでいわゆるソフト・臨然

生︑輸送の各エネルギー消費部門 し︑大型省エネルギ⁝技術および画的なエネルギー政策を確立し︑

そのために︑新エネルギー開発公

エネルギーを穫穗的に痛用する︒

霊張の正しさが︑あらためて証明

い﹂という社会党のかねてからの

をめざした﹁地域エネルギー供給 や船に利用してよい段階ではな

り外して︑船は別の活罵をはかり

、

術等︑新燃科油の開発利尾を促進

羅鞭昴諭一︷
をはじめとする電源立地の推迄に

の活動箸を題じ︑省エネルギーに を促進するとともに︑民間におけ

る︒また︑省エネルギーセンター 張本と標準化による繍エネルギー

努めることとし︑このため︑眠源

し︑労働薔︑とくに下請労働者は

ような種類の小さな事故が続発

ネルギ⁝供給を増大する︒このた立地促進対策交付金嗣曳の大幅な

どになっているガソリン税等をソ

年々憩激に増加している︒

で被曝し︑しかも築鐡被曝線燈は

点検︑清掃︑修理・改造等の作業

る省エネルギー技術の研究開発を団の設立︑高瀬道路建設の財源な

▽ムーンライト計顯の積極的推 健進ずるための助成を充実する︒

関する広報︑啓発︑普及に努める︒

技術︑太陽エネルギー技術箸新工

め︑サンシャイン計画により︑昭改歯や︑原子力発塩安盒管対策費

フトエネルギi開発分野へふりむ

継鑛謙譲

卿実験整を一歩も外へ膿てはなら

﹁鏡在の療子力技術は︑研究窯

システム﹂を実規させるために

ない段階であって︑田本で発電所

めざすQ今Bの團際情勢は決して

﹁地域エネルギー開発振興法扁を

灘驚譲紺糞
@・三

エネルギ⁝を提糊し︑また地域エ

軍事力の強化や力の外交ではエネ

ネルギーを積極的に滋用すること

ルギー問題は解決しない︒むしろ

し︑稼働︑建設の適蚕を関係住民

陸上の研究蜜で必要な研究をやり

原子力船﹁むつ﹂も原子炉をと

の投紮にゆだねる︒

社の楽観論の誤りを︑完職なきま

○その他、特殊機器設計製作

γに

≡パ開
曽ゴ曹㌔

今後世界の石醸供給の不安の高

和六十五弧度に全エネルギー供給の抜本的な拡充︑重要電源を中心

まる中で︑長期的視点に立ってエ

せ︑国民蛋酒の向上と経済の安定

に︑爽用化研究を加速的に促進す等︑地元福祉の欝上および地元理

ネルギー供給を長期的に安定さ

る︒さらに︑民間企業の代霞棚ネ解の増進を図り︑発亀所周辺地域

の約五％をまかなうことを臨途とした積極的な飛報酒動の展開

このため︑石張代替エネルギー

成長を遅成する︒

の開発憲入の計画的健進︑雀エネ
ルギー技術開発を推進するための

の振興のための施策を強化する︒

ルギー対策の推進︑石懲の安定供

▽輸入原油の安定論外の確保

貫録党は・わが国のエネルギー

閥発原油︑G−G原曲︵政府間取政策のなかの中長期の展望を確立
ぞ
引原油︶等の拡大を図るととも
し︑エネルギー消費の段階的抑

ため︑原油供給源の分散化や国主

▽ソーラーシステムの普及促進原油の長期安定的供絵を確僚する

助成を図るQ

太陽熱利用冷暖騰給湯設備の住

を強力に進める︒

給確保等の網倉的エネルギー政策

▽石油代替エネルギーの胴発導

▽水力︑地熱等の開発利用の捉

宅への普及を強力に推進する︒

ネルギーの開発導入を提進ずるた

入のための体制整備石川代替エ

原子力発電駈についてはスリー

された今日︑豪面︑瓢増設を凍結

推進することによって︑躍動費の

冷戦や国際緊張を緩和し︑軍縮を制定する︒

ト・闇然エネルギー重視への転

制︑石縮エネルギー中心からソフ

マイルアイランド原発事故が︑自

でに証曙した︒門設計した会社が

よびわが国内における石滴の自主

▽石油自主開発の健進海外お

進

一定調舎をエネルギー開発にふり

に︑重質油対策を推進する︒

力︑地熱︑の開発利嗣を籍進ずるだ

換︑エネルギー源からの多様化と

民党政府・原子力委員会︒電力会

国産エネルギー資源である水

に︑新たに対策推逸の中核体とな

め︑必要な財源を確保するととも

め︑必要な調査を拡大するほか︑

むけることを提案し︑日本が率先
して実行する︒さらに︑産油国と

き

TELO3（377）8111

8−10

4

擁t募㍉誘訂〜享」〒を占1×＿ρ砺為ワ『㌃きf

そのカギを握るイラン︒革
命前とくらべると五分の一以
下に落ちこんだ石癌産出墨Q

レ︒

加えて︑五〇％を超すインフ

こうした緊急蒔にあって︑

わが国が一歩その対応をまち
る新エネルギー総勢開発機構を設

環境対策の強化︑システム的なエ

の対等な相互依存関係を確立する

○サンプリングフード

欝

総蓋量（外枠含み）．約墨4，000kg

助成制度を拡充︑強化する︒ま開発を促進する︒

▽石佃備蓄の塔強緊急時に備 ネルギーの有効利用の促進などを

性が大きいだけでなく︑きわめて

まだ︑日本ではこのように危険

傾すべきだ︒

不安定である原子力に︑発露の多

夫だ﹂などという脆弁は許されな

の価格抑制と石油価格のスライド

くを依存するような﹁原子力利用

先進国のインフレ規制や工業製品大丈央だ﹂とか﹁沸騰水型は穴丈

ため︑非藍繍国も参加するなかでちがうから︑日本の加圧水型炉は

えた石癌備蓄の一栖の増強を図る 中心に体系的なエネルギー政策の
ため︑九十陰石油備蓄計画を引き

第一は︑外心的中立︑平和外交

開発利用を促進する︒

た︑廃熱簿の未利閑エネルギーの

▽新燃料癌の開発利用の促進
続き累進するとともに︑三千万菌

の推進によって︑エネルギー資源

供給パイプ等に︑ヒビ調れが知ら

闇題についての倉理的なルールのい︒沸騰水型では炉本体や冷却水
確立︑篇油投機的取り引きの規

ま

こ

ら

書影翻離鯉艦踊

シャッター厚：鉛50

立する︒

▽石炭利用の措進石炭利用の

の建設推進︑セメント等の一般薩
開発︑導入の顎期日規性が高く︑

溜規模の園家備蓄事業を進めるQ

推進を図るため︑石炭火力発灘所

業における燃料源の石炭への転換
原醸を漂料としないアルコール︑

実踊をめざす︒

の促進︑海外炭開発輸入体制の整

オイルサンド︑オイルシェール

わ 保萄國との対等な協力関係を確立

醸︑バイオマスエネルギー利用技が国の石演消費の七％︑二千万詩 し︑エネルギーの安定した確保を

炭︑ガスのより葎効な利用と︑太

長期計画﹂は中目して︑石痴︑石

サンド︑オイルシェール︑ユーカ

陽熱︒多数∵波力・風力︑タール

の研究開発を促進する︒
疲力︑風力および海水の干満︑

ル等の経済的な活用方法の研究開

リ抽出油︑イモ類からのアルコー

温度差・濃度差等を利用した新し

液化天然ガスは液化の際に脱塵

発などにカを入れるべきだ︒

い発電の研究・開発を推進する︒

・脱硫・脱炭酸が行われるので公

また︑今臼まで原子力委員会や

い︑その結論をふまえて総愈的な

擶鑛纏

建設推進が先進諸國の虻田の政策主的にその盆意をとりまとめてい

一轍 鵬縮縫繋織 耀 講

▽省エネルギー対策の強化

内石炭鉱業の安定等を珊る︒

備︑石炭利用技術の開発健進︑国

原子

▽原子力発電安全対策の強化お
よび原子力開発利用の促進
力餅肌に対する国民の理解と協力
を得るため︑より一層の安全性の
確保と悟頼性の向上に努めるとと
もに︑地元福祉の向上︑地元理解

したがって︑原子力発電所の建

うな郭故は起こりえないとしてき

藁一画イζ；襟

鄭㌧｝♪

土
産

力

原
の溜進により︑原子力発題所の建

原子炉安全専門審資会や原子力安

現在︑︸次エネルギーに占める石設に際しては︑自主・民主・公開環境アセスメントを行い︑不毛の

害が少なくなり︑そして高カロリ

イラン最命に端を発した第二次

設を穂極的に促進する︒

で七琶％にも達しており︑その九と環境アセスメントを行い︑関係

油の比率は昭和五十三銀度の実績の原劉を確立し︑厳格な安全審査対立を避けながら︑罠獣的に麗係

全委員会は︑きわめて安易で無責

石油危機は︑第一次石癌危機の後

一の良質のエネルギー資源である

遺鷹に悩む世界に︑さらに奪い打

ことから輸入を健進ずる︒混在︑

また︑撰期的観点から︑原子力

め︑一般工業も地域曲に糧織化

ているLNGの纒入を広げるた スリーマイルアイランド原発のよ

地域佐薬の合意をまとめていく︒

発電を拡大していくため︑ウラン

九︒八％を海外に依存している︒

霞主妓術の開発は安全性の向上だ◎このわが国石炭の生産嫁制を

とを霊張する︒

任な態度をとりつづけてきたが︑

また︑わが国への石詰の供給

○各種遮蔽機器

慰

大手の無力︒ガス薯業者に隈られ

ちをかけ︑石油衝格の蕩騰と供給

は︑そのほとんどをメジャーに依

○照射装置

声㌧㌧／

國内炭はエネルギー資源の乏し

の不安定の面面から国際経済に暗

た従来からの委興や委員長の考え

方と棊本姿勢は許されるべきもの

今日まで政麿︑原子力委員会︑

ではない︒

ホットサイズ：730口％

齢四

地域住民の台恵のもとに進めるこ

資源を萄効利用できる高速増殖炉

い影を投げかけている︒そのなか

し︑その導入を推進し︑必要な国
の助成措置を講じる︒

煤塵︑硫灘酸化物︑竃素酸化物

○フォークリフト用遮蔽窓

厚：1600％｝

整 戴2ゑ

いわが國の重要な国産エネルギー

さらに︑人類究極のエネルギー

と新型転換炉の開発を促進する︒

水力発電は稼働中が二千二百五

する︒

存している︒その半面でメジャーに欠くべからざるものであり︑情充実し︑隼薄鼠千万ゾ体制を礁立
を通さず藍瀦国と磁接躍り引きす報の公聡および関係住民と対細し

で一翼明確になったことは︑塵油
国が石商の生産を掴制する傾向を

ていく民霊的な態度は︑儀民が麗

る﹁騰接取り引き﹂

電力会社は知り得だ資料の主要な

引き原讃しがふえている︒今後と解を深め︑正確な判断を下すため十万KW︑建設中が一難九十万K などに対する公憲対策を確立し︑

﹁政府間取り
強めてきたことだ︒したがって︑

今後︑世界は慢性鮒な石弓の供給

原子力にかかわるすべての資料

は国蔑の前に公開することを要求

すでにドラム箔二十万本をこえ

する︒

・♪＼

へ》Z

〒160

バルト照射室シャッター付遣蔽窓、

○大小遮蔽覗窓

タももジ

ま

として期待される核融愈の研究際
発等を一層推進する︒

▽核燃料サイクルの確立核燃
料サイクルの確立を図るため︑使

部分や審査内容などを公表しない

に必要だ︒この囲主・民主︒公開

あわせ海外炭の輸入を偲進ずる︒

の三原則を忠実に守るようにす

Wであと二千六百万KWが来開発 石炭火力の建設を提進し︑それに
もメジャーとの好ましい関係を維

で残されている︒地域の小水力の

持するとともに︑すべての園と平

石炭の液化・ガス化の研究・開

とが予想される︒

建設など︑中︒小規模の水力にも

不安と縄墨の高騰に悩まされるこ

る︒

設︑ウラン資源の確保︑ウラン濃

国蔑経済や園罠生滋に欠くこと

用済み核燃料再処理第ニ工場の建

縮技術の確立︑放射性麗塗物の処

太陽エネルギーによる発電や︑
住宅などに組み込んで電力を発生

のが常だった︒

和友好関係を確立して︑石油など

力を入れ︑麗係法律を整備し︑国

する︒

発を強力に推進するQ
原子力安全委員会を中立的立場

のできない石油が中脳去勢やOP エネルギー資源産畠国の経済酌団

属の肇務局や砺究所を置き︑提出

▽LNG︑LPGの導入促進
ECの動陶に振り園されている現 立と発展につながる経済︒技術協と権限をもつ行政委員会とし︑蔭 の助成を充実してその建設を推進

理処分対策等を推選する︒

力︑さらには文化交流などを推進

する太陽電池︑またソーラーハウ

LNGの導入を促進するため︑需状から抜け出すために︑世界の先

スの開登を強力に推進する︒また

る放射性廃藁物を︑自民党政府は

地熱韓藍壁に葱まれているわが

るが︑カツオ︑マグロをはじめ水

今隼から海に投棄しようとしてい

国としては︑地熱は薄利な国産エ

バイオマスは再生司能という特徴

し︑薩譲取り引き︑政府間取り引された資料を独窟にチェックでき

があり︑その研究を携瀧する︒

き原癌と石炭︑﹂NGなどエネルる能力をもたせ︑安全合掌体制を

ネルギーだ︒環境破壊︑騒凄︑ヒ

進黒革とともに・織エネルギ⁝と

爽などの公竃の防除頬策を確立し

嚢の組織化輸入基地の建設等を進

公明党提案の環境アセスメント

強化する︒

代襲エネルギーの開発・聴入を強
めるQまた︑LPGの導入を促進

ギー資源の新たな開拓と安定化︑

認めることはできない︒

薩資源の湾染を考えると︑絶対に

輸入醗の増艘と安定化を図る︒

地熱利紺の研究を推進する︒とく

を低下させることに努力する︒

製し︑蠣広くその慧毘を聞き︑民

に新技術による大容蟹の発電技術

力に推進して︑輸入石油の依存度

れる代替エネルギーとして︑その

現在︑原子力発電は最も鰯待さ法案は︑一定のルールで住罠が参

し︑かつその安定供給を図るた

あることは当分の聞変わらない︒

石擁がエネルギー資源の大宗で

め︑輸入塾地の建設を行う︒

石炭液化・ガス化技術︑地熱

▽サンシャイン計画の加速門鑑
進

響翫

撒・鰯鰺灘

壁

転＼

仕様

鉛ガラス と遮蔽機器

灘麟購
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｝
ルギー政策を遍ってみた︒

発粗した公約から各党のエネ

総選挙をまえに七大政党が

対する諸え方は一⁝︒

油代替のカギを握る原子力に

ていこうとしているのか︒石

⁝問題をとらえ︑どう対応し

ている各政党はどうエネルギ

て︑選挙戦に突入しようとし

こう し た 駈 大 な 局 面 を 避 え

といっても過諾ではないQ

ゆくえに大きくかかっている

後の進路を決定する総選挙の

は﹁破周﹂の道を歩むかは今

栄﹂への通を歩むか︑あるい

ネルギー問題をめぐって﹁繁

い︒その憲味で︑わが國がエ

道を歩むことにもなりかねな

がえれば圏本経済は破局への

謹ミ
留濫

牽萎外謙︑票面事莫∵

諏ひ翫︑．邑

憲︑民主︑公醐︶を厳守し︑原子
力の密主的・蔑憲醜な研究体制を
確立しなければならない︒

決策であることをあきらかにして
いる︒総含エネルギー公社ができ

い︒

第三に︑エネルギー濃費をふせ
れば︑エネルギーの鯖格問題につ

一にした価格︒料金体系をつくる

いてみても︑国民生濡の安定を第

ぐため︑エネルギー溝蟹型︑盟化
学工業肥大型の薩業構造を︑雀エ
ネルギー型にあらためること︑さ

とりわけ︑運転中の原子力発罐
所の着金審査︑管理体制の抜本的

究を効果的にすすめ︑さらに新技

総力を紬醸し︑自主的︑民童的研

こ辱

藪ドイツ一国分の原発が簗中し

まだ︑石炭︑水力など︑国内資

鱒 藝鑓
び︑原油の三三取引をいっそう拡

ている境目県のような原発瞳簗県

源を重視することも璽饗である︒

発も︑懸命エネルギー公社がつく
られれば︑わが国の科学技術陣の

術を蟹業化に精びつけることがで

安全の立場にたって︑根本的に見
護計獺をたてさせなければならな

宮治体の費任で︑防災︑源避︑救
いする現実的で︑さしせまつだ解

いう提案が︑エネルギー危機にだ

おしすすめる以外にない︒

のような︑胞霊的︑総合的政簗を

きる︒

隠すこと︒原子力利嗣三原則︵自

ること︒

新しいエネルギーの技術研究開

大することが必要だ︒また︑米国

においてさえ︑防災対策がまつだ

ことができる︒

第二次石溜危機は︑わが国のエ

の串東への日貸介入政策への協力

く確立していないという状況を根

ず︑鉄道︑内航海運を巡視するな

ネルギー危機の特別な深灘さをあ

をきっぱりと揖哲し︑中東︑薩佃

今田のエネルギー趨勢は︑とく

エネルギー癒機の打開という国

らに長距離輸送は自動顛に傭せ

かるみに出した︒その打開をはか

諸国の経済圏決権︑綴目霊権を尊
本的にあらため︑政府と沢山会社
に憲嚢なエネルギー産業の大企業

民的な課題を解決するには︑以上

強化をはかるとともに︑全薦的な

るため︑次の三つの政策をおしす

蜀しなければならない︒

に︑既設の原子力選一駈について

る総ムロエネルギー公社をつくると

を國有化して︑民主的に管理され

点検を行うことが急務であるQ

すめる︒

第二に︑米のスリーマイル島原

に行わせ︑これにもとづいて國と

の詳細な麟故︑歌屑想定をただち

ど︑罠霊的運輸交通体系を確立す

な原癌傑給削減などの︑不完な経

二毛の原子力発日計魎を︑平和と

発事故から金爾的に教訓を学び︑

をめざして︑産癌国政郷と軍等互

@

㌔一弊︐㌦

一難
︑△

葬∵ン 葬

・ね

：︸．詳

衰

譲螺

みのなかで策定する︒

二審羅

石油大臣消費を潮目とした趨度

一一十一世紀を農弱した畏期エネ

ルギー戦賂は︑次のとおり︒

①石癌消日蟹は三億諸認にとど

油依存型の経済から脱却し・省エ

成長の時代は︑確爽に終った︒石

ネルギーを魑実に進め︑経済の安

ロ成長を爽現する︒一九九〇再起

め︑一九八○無代潮半で︑石茸ゼ

〇〇〇無には輸入を一億箕千万詩

には石油輸入縮小過程に入り︑二

からの課題だ︒

定窪目を爽現することこそ︑これ

ここ数年間・わが国の石演消口

後︑申国原漉の輸入堰などにより

国際協定の締紹などに努める⑤今

の相互融通体制を確立するため︑

﹁新エネルギ；開発健進法扁の制 岡購に︑緊慧蒔における消鑓国間

発電は︑国際的にも非難の的とな

の瑚○％しか電力とならない火力

想や︑石油火力発露を増設︵石油

ーの主力となりうるかのような幻

ない︒原子力発電が下熱エネルギ

ギー政策は︑まだ確立されてはい

めざし・原発・石痴火力の現状凍

ネルギー依存から脱却することを

の一にする︒

ソフト︒エネルギーの比率を二分

め︑一九九〇庫代に発鍛における

万KW︶・しだいにその比重を高

ネルギーを実爾化し︵二藍で四千

②一九八日鋼には︑ソフト・エ

潟に単減させる︒

は横ばいとなり︑ほぼ安定化し
た︒人びとのエネルギーに対する
考え方も大きく変わり︑大懸口饗
型重量から脱け鵡しつつある︒

▽石麹の安定確傑①石工は︑

さらにその傾向が強まると予想さ

結︑石炭火力の漸貫通をとる︒九

だが︑擬期的展墾にたつエネル

なお当分の間エネルギー資源の中

れる原縮供給の璽質化に対処する

っている︶しょうとする雄鳥が︑

の国内建設も推進する③水力エネ

で璽要な地位を占めるが︑供給不

ため︑分解設備などの髄質佃対策

暴

定に努める︒

安要國の贈大もあることから︑引

技術の二期確立とその実施に努め

ルギーを効率的に利周するため︑

時に︑第二次馬下型ダムの建設で

き続き産油国およびメジャー︑消

日本経済の特徴からみて︑社会

・エネルギーからの撤収に入る︒

〇無代後半より発電部門はハード

③一九八O隼代は︑ハード︒エ

水力利用の効率化を健進ずる︒ま

籔国などとの及好︑協力関係を維

@醗報謹総避難
た︑広域・重合的ダムの建設を促

課

国の独自技術による樹心分離法な

瓢箪慧葺箋︸︹

どウラン艘縮技術開発および使用進ずるなど未開発水力の利用をは

一昨無言︑イランで起こった政

てのエネルギー政策の転換は︑か

われわれは︑二十一世繕に向け

いまなおあるからである︒

変は︑盤界のエネルギー傭勢に多

る︒

以上のような総含的エネルギー政

び民間による入札取引など︑輸入

策を積極的に推進するため︑寒返

一次エネルギーの約九鶴を海外か クルの確立をはかると購時に︑新油石炭霞台燃料などによる利罵を

方法の多様化ならびに輸入地域の

その基本軸は︑ソフト・エネル

摩擦をさけ︑適正な石油資源の配

発霞では︑原子力と石抽火力の

①産業用エネルギー︵六〇％︶

策をおしすすめる︒

燗別的政策としては次のような施

産業照︑輸送周︑民生照など︑

推進で補うことにする︒

開発と省エネルギー政策の強力な

のため︑今後十〜十五年はエネル

資本の充実や儀竃晶帯政策の充足
分散化をはかる③わが国周辺大陸

なり大腿でなくてはならない︒

大と供給体制の整備をはかる◎ま

その購官札はソフト︒エネルギー

ギー消螢の備びを必要とするから

を国の澱圧で積極駒に健進ずる②

型転換炉︑核融合など新技術開発促進するため︑技術驕発投資の拡

ギーの大竃な実用化と︑石癌・原

らの輸入に頼り︑さらにその八割

の石炭・石漉特鋼会計︑電源開発

以上を石演に依存しているわが國

た︑国内炭の一一千万ゾ生産体舗を棚開発の推進をはかるため︑国の

LNGの供給繕大も撮要な課題

発などハード・エネルギーからの

にとって︑現状は翼に彊麟すべき

大麗な撤収政策の採択である︒

入体制の整備をはかり・かつしN1の設躍などを進める⑤太陽熱・ はかるためには︑特に緊要な石油

することによって︑エネルギー蘭

調整をはかる④石海の安定供絵を

地熱・海洋・風力など薪エネルギ 備鵡体舗を強化しなければならな

分・供給という秩序形成をめざし
〜元的に運用できるようにする︒ ②環麗破壌を防止するという枠綴

擾期エネルギー政策は︑①国際

は︑エネルギー資漂の安定的供給

G火力発露所の建設︑ガス聰業の

遼資金を確保し︑これを総台的︑

﹁新エネルギー特別象離レを設翻

確傑が必須の条件であり︑石山生

をはかる︒また︑LNGタンカ⁝纐任において趣実に開発するためる三ナ臼の備蓄の確保をはかる︒

どを目標とする︒②国内法規の整

法箸︑関遮法規を整備のうえ緊急

とする︒産業馬エネルギー全休の

いくっかの欠陥原発は︑廃炉処分

照し︑国薩年商を潤める︒

▽鱈頼ある国際関係の樹立い

時に公平かつ効果的な調要制限を

国際社会の中で必ずしも十分な慈

がことのほか脆弱でありながら︑

に際して鍛低限の国民生活の担保

民間防衛体制の確立長期的危機

エネルギーを開発し︑それによる

省エネルギー策の強化︒ソフト・

︵モラトリアム︶︒故陣つづきの

かなる圏でも一国だけではエネル

行いうる条件を整備しておく︒③

繕設は中止し︑現状で凍結する
脱石癌の実効をあげるには︑代替

ギー問題に的確に対処できない︒

石漉購給適籏化法︑躍気蟹業
エネルギーを総花的に並べるので

とくにわが国は︑エネルギー基盤

備

つの要素で騨価し︑鰹先順位を付

はなく︑漿・籔・緬格・時空の四

▽為油代替エネルギーの開発

LNG化の推遜など購襲の組織化1を攣期に実用化するよう︑国のい︒この発地から︑政府資金によ

二・曹ご

∴ジ
：宕

し︑かつ開発上の隣路を発掘して

γゼ∴多藁婁

対策を講ずることが不離欠だ︒①

しかも実効をあげるように推進し

！

接触・灼詣をし︑エネルギー研究

㌔

取り縄む︒場含によっては︑土地

ていくため︑揮発佃税のようにエ

p

志疎通がはかられていなかったき

に中帯からの輸入石漉への依存度

ネルギー対策に逆術するような道

p

原子力の開発轡標を昭和六十五奪

るため︑新資桝の開発・原子炉の

①内閥総理大書を薦接補佐する閣

極的参加導を行うべきである︒

開発国際プロジェクトに苅する積

これらの対策を整盒性をもって

公共交通機関の拡充とマイカー

②輸送エネルギー︵一六％︶

増して利用する︒

閣のつなきとして︑一定購闘︑漸

に高めていく︒石炭火力は︑この

どめる方策を郵朗に講ずること

Wとし︑精力的に発電所の建設に 願による他国トップとの絶えざる

度町議万KW︑七＋五琿斜懸Kらいがある︒このため︑農高山雨

発電を爽用化し︑その比率を急速
だ︒エネルギーに即していえば︑

を︑個人レベルにおいても自衛し

エネルギー政籏は︑単に経済問

もっとも不安定な輔温石演︑とく

うることこそ雛要だ︒

政策として携進ずる必要がある︒

題ではなく︑国の危機箇理の総台

肩︐㌦： ㌦：曹・︽

自瑳

産の限界が予測されている環状に

総命朗なエネルギー対策の確立が
極めて鐙要である︒そのため︑次

効

のような穣極的なエネルギー政策
を推進する︒

▽省エネルギー対策の強化
率的なエネルギー消髄体制へ移行

ネルギー節約翠は一五％を國標と

するため︑昭和六十濫獲までのエ

する︒

▽石縮通覧エネルギー開発の推

榎準化など軽水炉の安全性を高め

し︑愈理的な補脳のもとに立地促

収用法を特別將限就法により改正

③民生罵エネルギー︵

規制が消蟹を酬減する︒

を速やかに引き下げること︑およ

路拡張に使われてきた税制も含

雀エネルギー策と節電を強化し

び︑たとえ︑危機的状況が発生し

艦機管理の第二原画は︑ひとた

め︑すべてのエネルギー関連の税

身︶を設敵する︒②総理穏属の

進を踊る︒②原子力の技術的独立

び危機が発生した時にそれによっ

またそのための技術開発を推進す

蓄の燐大

再生資源化を健進ずる︒

模はGNPの一％をめどとする︒ 利馬・バイオマス利用・廃藁物の

西％︶

﹁総禽エネルギー審議会﹂を設置 てもわが国の混乱を搬器隈にとど

を図る︒このため︑さまざまな分

制を背約・整理し︑﹁総臼エネル

橋工のエネルギー特別補佐窟︵三

厳格に行うため原子力蜜回帰風会

めるような方策を講ずることであ

て生ずる経済社会の混乱や被審を

する︒③門国家エネルギー鮒給計

野に多くの研究暫を分散させるこ

の機能を強化する︒また︑現実の

り︑次のこと壱推進する︒

る︒ソーラー・ハウスなど太陽勲

画﹂﹁エネルギー艦機管理要綱﹂

の財源とすることを検討する︒規

ギー税﹂として︑エネルギー酎策

立地難を打開するため︑国民的合

ことを推進する︒①石油の国軸簾
効果的に進めるには︑これまで罵

強し︑官民あわせて菅玉十二てい

これを
危機犬馬の第一段階は︑予想さ

いては︑徹底した﹁標嬢化﹂を指

くに︑当面主力となる軽水炉につ

▽街エネルギーの推進

極小化することだ︒このため次の

るとともに︑安全審戴をなお一層

進①原子力の平和利灘を推進す

J

かんがみ︑安定門屋経済を支える

活飛に資するようコール・センタ

漸進対策特別会計︑原子力関係予

びパイプ・ライン網の建設など受

だ︒したがって︑LNG基地およ維持しつつ︑輸入石炭の効率的な墓礎調査を強化し︑穂極的な漁業

算︑新技術開発関係予擁を統愈し

国民生醤の向上をはかるために

ものだ︒このような状況のもとで

▽エネルギー特劉会謝の新設

持し︑強化する②政府間取引およ

緊︸皆︑罫

ﾌ

かる④石炭は︑ガス化︒液化︑石

く輩︸藝

@

済み核燃料再処理など核燃料サイ

遣酪

@
を明確にし︑ここに簗申する︒と

を制翻し︑毎薙漂然疇す︒

言となっていた社会的偶魏を打破
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恵を形成するとともに︑電源立地

することが必要だQ

交付金制度の改蕎をはかり・地下
および海上原子力発駕蕨の建設も

れる危機を未然に防除するか︑た

国選備蓄を抜本的に憎
とえ発生しても軍職を最小隈にと

暫〆

聯

@
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一

大な影響をおよぼした︒とくに︑

@︑

患の立場で二国間協建その他を結

第〜に︑メジヤ⁝による一方的

るとともに︑原油の翼の安定供給

済かく乱行為をきびしく取り締ま
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三年計函で事敵解析
千六苗万円を二上︑解析と模擬実
験を並行してすすめる︒原子力船

重︑漫水復原性と非定常大動揺時

の予備解析と事故シーケンスの検

傾斜時の崩壊熱除芸雪目流動三板

がこの研究の闘的σ昨年度は船体

イライトは︑BWR一次系配管の
健全腔に関する研究︒二次系配管
に発生するクラックなどの伝播速
度をあきらかにするなどして︑そ

もの︒

﹁世界のエネルギ
ーと原子力開発﹂
藤村理人著

鷺麹顯難

情勢はこれからどうなるのだろ

蓄にとって好個の入門澱となる

読みやすい大型サイズ︒初心

を迫る︒

署者は騒冨なデータを駆便し

ても基礎データの宝庫として必

とともに︑原子力関係者にとっ

うか︒こうした素赫な疑問に︑

て︑わかりやすくこたえてくれ

﹁基礎の謳源﹁世界のエネ

携の欝となろう︒

る︒その視点はあくまで客観的
で︑つねにエネルギ⁝問題への

ルギー事情﹂﹁日本のエネルギ

本質へと迫っていく︒

ー事情﹂﹁石湘の事惰﹂門原子

ラフルな図表︑グラフ

著者は問う︒

力開発﹂⁝一の五日構成に﹁エ

といわ

﹁このまま︑科学技術にまか

難解

の数々

せて︑二十一世紀を迎えるか︑

本著は

いえるモダンな編集方針によっ

れる原子力界にあって希有とも

ネルギー小史﹂つき︒

三︑大山彰監修︒
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それとも後もどりしながら自然
生磁の世紹に転じていくか﹂

エネル
へといざなう︒

て読蕎をわかりやすい
ギーの世界

この現代人に課せられた課題
に対し︑著蓄は冷徹なデータを

風雲急を出口げる中東情勢︒国

次々と提出し︑われわれに選択

平和利用のあり方︑核融勲等長期

高騰の波︑わが国のエネルギー

ていくのがねらい︒十電力と三

わが国の置かれている状況を分析

聞を必要とする開発の政策など・

際収支に大きくのしかかる石油

替えず︑安全に運転を続けること

菱︑棄芝︑乱立が今年から三か黛

これまでのところ︑裁縫の紡質

震騰の安金性を確認しようとする

は︑ポンプ︑バルブについて︑地

に関する評価も毒点の一つ︒これ

このほか︑圓転機器の耐震実験

なると︑耐温性の観点から配管が

また︑﹁高速猶照炉に関する研

被畷低減化③核熱の三二利嗣など

究が儀点︒これは︑大型FBRに模開発時代にともなう立地対策︑

究﹂では︑配籔ベローズの郵入研

て︑自ら努力してゆく︒原研は確

について﹁自らの研究計画をた

使用済み核燃料の処理処分②大規

また︑こんこ原研は︑とくに①

け︑閑悪したイスは満席︒原子力

約四百五十名の人びとが詰めか

控である門大型再冠水効果実証試

る﹂と述べ︑安全性研究の大きな

閉じ込めの二つの研究に纂約され

全性は熱除去と︑核分裂生成物の
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の安盆余裕度を確認しようとする

これまでの安全研究では︑たと

心となっていたが︑至言の高度に

特殊なイベントの研究︒解析が中

圓上した材質では︑こうした事態

はほとんど殖えられないのが現
状︒このため︑今回の醗究では︑
一次系配管に人工的にクラックを
生じさせ︑これを過酷な条件下に

をあきら

も考えられ︑稼働率向上対策の面

計画で共同研究をスタート︑同絶

はきわめて延姓が高いことから︑

強いベローズを配蟹に遡入するこ

もの︒TMIの場禽もそうだが︑ 擾大となるため︑耐温︑伸縮性の

る﹂と述べ︑﹁これからの牽隼こ

実にそれを実行する力を備えてい

した︒

からも︑その成果が期待されてい

命では︑この評価を抵当する︒

過酷な条件下で還転を麩続しても

事故の場面などは︑その後︑長期

とによって︑全体の配蟹構造をコ

のき裂をふかめ︑ソ連を有利にす

への関心の強さを示していた︒
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えば︑一次系配管のギロチン破断
は海難時の苛酪な条件下でも崩壌
ﾌ蚕糞機能が衡効に鋤く必要が などの 万一 の壌態を想定した
あるが︑新しい型の炉を搭載する
原子力船の崩壌鋤︑除宏機能はまだ

あきらかにされていないため︑こ

の船体運動︒これらについてそれ

配管の健金性

おきクラックの進行を確認するな

かにしていくことに璽点をおく︒

どして

昨琿から研究をスタートしてお
り︑三奪をメドに一応の結論をま

るQ

クラックの進行はごくわずかで︑

にわたってディヶイ・ヒートをと

ンパクトにしょうとする研究︒

﹁人類のかつて経験ない未

を使って運転の経験と理解をもつ

知への挑戦に陶け︑小型トカマク

講演︒

﹁整備進む核融合施設﹂について

核融禽研究開発推進センター長が

次に︑森茂東海研究所副所長兼

調した︒

ってきており︑来年度から実験に 力を強堅化する必要がある﹂と強
入る予定︒門もんじゅ﹂にはべロ
ーズは妻入されないが︑実証炉以
降はその灘入が検討されている︒

村田原研理奮畏

﹁原子力の発展

には四つのS﹂

ことが大切﹂と︑先の長い仕事に

とり纒む姿勢をあきらかにした︒

る形をつくり識す繕物性をはらん

まず村田浩理髪長がコ九八○

画﹁新しいエネルギーへの期待

250部隈耀掛戸
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甯?蠣新型輸送葬研究も重点
運輸省は今年度から同こう三か年計画で﹁使用済み螺料輸送の研究﹂﹁唐子力船の事故解析の研
究﹂⁝一をスタートさせた︒同省では︑今回の欝欝によって︑五十七薙までに容器周辺と容器積載船

かめるだめに︑予想される座碓形

ぞれ解析プログラムを作成︑シリ

のための熱解析を行おうというの

態と海象気象のもとでの船体の挙

内の線蚤事分布の簡甥計簾法を開発︑核子料輸送計爾の綴織︑籍竃に役立てることにしている︒
それによると︑﹁使用済み燃料

動を︑船体の安定注と船体強度の
討に着季しており︑今奪度は一体

に水をふくまず鉛遮蔽の代わりに
ーズ計算を行う︒このため船体運

輸送の研究﹂は︑揺来︑容盤内筒

面からあきらかにしょうとするも

冷却能力について解析︑既成コー

軟鋼あるいはステンレス鋼を用い

円︑欄造計隙電子謙算機便用料と
ドを改造するほか︑海難時の事故

型舶用炉の船体小傾斜時の崩三熱

このうち︑五十五繊度は座礁事
して鷺千万円が予定されている︒

シーケンスについて横嘱し︑事故

動計算プログラム作成に三蕩万

輸送キャスクの籠用が予想される
故の統計的解析︑船体の動的挙動
また︑同省が昨秋から三か琿計

の︒

ため︑こうした乾式特有の性質を
の理論上篇︑船体の立雛強度計算

長期間にわたって十分な安全性が

るため︑ポンプが完金に働くこと

とめていく計醐︒

確保されるものとみられている︒

が不可能の条件︒このため︑こう

そ・わが園の生存に不懸軍の原子

このため︑こんこ︑この過穆が

した場舎の耐震性をあきらかにし

これまで︑モ無間調蚕研究を行
ラックが生じても︑すぐには取り

十分解閣され︑実誕されれば︑ク

しかも︑カーター大統領の政策
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にも一震性がなく︑同盟国さえ混
乱におとし入れている︒さらに︑

りに不毛との認識が︑その根臨に
ある︒大きな利益集団を代表した

ソ運への反発の気運が高まってい

共和党のどちらかを選ぶのはあま

ワイトハウス入りしたが︑今蟹︑知

二大政党となると︑これが同じよ

ーター氏は門汚職とは無縁﹂とい

識人のカーター大統領に対する批

ることも心配のタネだ︒バンス氏

講炭と映画の会で
日本原子力研究所︵村田浩理票

でいる︒国内の選挙戦が米国の対

年代を迎えて偏と題して講演にた

巖後に︑門多圏的高温ガス炉の

強調︒燃料の確傑とより効率的な

−一多目的高温ガス炉﹂を上映︑

・夢＼
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る︑いわゆる乾戎の便鵬済み燃料

あきらかにし︑放射線墾率分布の
颪でスタートさせている﹁舶溺炉
解析コードの作成に備える︒

粕X翻羅匙ま養蔀と︑莚計醐のハ

N度事業計画まとまる

﹁配管健全盤﹂に重点

高温構造安全技術研究組合

の事故解析研究﹂では︑今様度五

実験と船体圧壌実験に移り︑その
結栗を理論計算と比較︑座礁時で

が重点Q五十六︑総懸度には水槽

も十分安全で禽理的な構造法を検

この研究は船舶技術研究所が握

が予定されている︒このうち︑今

手︒三年間で二手七百万円の投資

予定︑研究紬果は原子力船の船体

討する︒蝦藻聞で三千八百万円を

計算にとり入れようとするもの︒

波高分析器︑中性子モニターなど

構造の賦金基藁作成の参考にす

年度分は七百万円︒ガンマ線多重

を設置し︑二次ガンマ線生成デー
る︒

傾斜船体の風演中の還動と岩石荷

五十五庫度に想定するのは︑大

タの整傭などを行う︒
﹁原子力船の事故解析の研究﹂

は︑原子力船塵碓晴の安全姓を確

を求める動きがでてきたことがその根底にあるようだ扁

が国務長富を辞任したことで︑国
務雀もタカ派色を強めているよう

うなものになっていくのは力学の

だ︒また︑りーガン氏には世界の

判は強い︒﹁カーター氏の政策は

うことが巖大の強みとなって︑ホ
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二十八田開かれた第二十九回原産通常総会で︑本問長盤栗大教授は﹁米国をめぐる国際情勢と臓本﹂

強いアメリカ

と題して特別講演を行った︒そのなかで岡氏は︑慧変ずる※国政治の動きについて﹁七〇年代に内向
きになった米国から一転︑

と分析したあと︑﹁こうした隠期だからこそ︑嗣ホはいつそう米國との対話を深めていかなければな

しかし・今日の選挙民のジレン

法則のようなものだ︒

マは門カーターの力糧のなさはわ

失敗だった扁というのが多くの人
の絡論だ︒昨秋からの世論調蕉で

このあと︑﹁安全監の研究﹂に

ソ戦略の選択のババをせばめてい

新たな展開﹂について石川寛理事

﹁原子力は崩瞬熱を出

一つ一つのできことにソ連の孚を 長︶は三日・索麺・内幸町のプレ
的な面

ついて︑森島摩好安全工学部長が

美い戦争

る︒しかし︑私は﹁二十﹁世紀へ

展には満たされなければならない

ち︑﹁原子力の健金かつ確実な発
ただ︑り！ガン氏は小数の右翼

験﹂と題する映薩を上映した︒

めには︑※ソはこんこも共存して

向けて世界が平和にやっていくた

こうした来国の混乱は・岡盟国

があるともいわれる︒

みるといった

説明し︑

も﹁強いりーダーシップ﹂を求め

ンを選ぶことの不安はそれ以上

スセンターホールで︑煙例の﹁あ

る︒このはげしい変化はなぜ起こ

一階酬一＝

かっているが︑かといってり⁝ガ

曽一一＝＝

る傾向が明確に出てきている︒

一﹁一漏一一

し・核分裂生成物が出るので︑安

論が強まっていると指摘してい

ったか︒

一蕊謂一

の会﹂を開いた︒この日会場には

れたと表現した人もいる︒

しかし・今日はちがう︒昨秋以

藷＝

轟診

すをひらく原子力⁝⁝講演と映醗

だ︒ナルシズムの文化にとりつか

らない﹂と強調したQ同氏の講演要霞は次のとおり︒
米国の歴史は二首庫しかなく︑
しかも欝欝性がある︒このため米
国はもともと理解しやすい国とさ

﹁米国をめぐる国際情勢と日本﹂・・

いまこそ米国との対話強化を

本選長世東大教授︑原産総会で講演

だ﹂ということのようだ︒

がある﹂として︑① が講演・﹁電力以外の分野へ︑原

だ︒そして︑西欧とも対話してい

緊密に対話していくことが大蜜

盛会のうちに縣を閉じた︒

蜜田火災大手町ビル

〒雪00東京都千代田区大手町1−5−4

放射線プロセスのL業化
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れていた︒

ところがさいきんは︑門※国は
どうもわからない﹂という闘象が

いのことをするではないか﹂とい

急速に出てきている︒ ﹁見当ちが

う気持が闘本や欧州で広がってい

当の楽国人でさえわからなくな

るようだ︒

※国の政槍は二大政党の形で繁
栄した︒しかし︑今爲﹁二大政党

今日では平等より襲爵を求め︑

敬府の役割を小さく見る響え方が

い愛国主義が強まっているといわ

ってきている︒もう︑米国を一元 来のアフガニスタン薯件で︑新し
的にとらえることはむつかしくな

S

四つの
による安定した政治﹂という考え

いかねばならない扁との考え方に

出てきており︑新しい自由叢義と

のみを代表しているということは

ってきているということだ︒つい れている︒かってデタントを推進

子炉の熱エネルギーを使用するこ

できない︑ということも理解して

とが︑脱石油のために堕要になっ

方がゆれている︒かつて﹁二大政

サプライロ供給②セーフティ目安

いわれている︒米国の情理はきわ

っているといわれた︒戦後・来国

いま﹁こんなはずではなかった﹂

の裏金︑国際システムのなかでの

燃料サイクル︑燃料サイクル金般

トラテジー11擾期戦略iの確保をてきている﹂と述べ︑引き続き映
との挫折感が広まっており︑こう

調してやっていくことが重要だ︒
れていく司能性が強い︒

した感憶が選挙戦のなかで増幅さ

く必要がある︒こうして互いに協

このため︑日本は今後︑米国と

蟹成だ︒

したキッシンジャー氏でさえ︑

おく必要がある︒つまり米国には

さいきんまで︑※国は内向きにな

党論﹂を支持していたジョン・ア

まで︑大統領選に出馬したことが

カーター拷民豊党︑リーガン日

このことを象微している︒

金③セキュリティ臼安全保障④ス

めて不安定であり︑何かおこると
いっているし︑※国シャーナリズ

﹁デタントはまちがっていた﹂と

ムの代表ともいわれるニューヨー

カーター大統領の地位も必ずし

暫鱒
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放射線測定技術ならひに放射線妃・用機器
2 終済悦と有幣撰
3 簾速器の開発とその将来展望

1

実用化の現状と将来展望
食品照三一その健全澱をめくって
3 放射線女全管理と廃乗物処理処分
4 1ki際協力
5 アイソトープ●放射線利用の頃要課題
と新しい応用の可能暢
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13，000円（送料込）

定緬

國内の1業・医療分野ての一門具体例と廃粟物処理処分なとその課題の
他、中国のRIll痒と農業利用、ソ脇の涼妊力発眠所定検時での利用、
アメリカのπ中間ゴによるガノ治療をはしめ、イノト・オーストラリア
等のRI・放射線利用鼓術閥発状況などを響窟な図表とともに全収録ノ

魏、

︸峯に全体が変わる危険性をはら ンダーソン氏が民主党を離党して

は﹁織して世界の簿難壁として積

も安定しているとはいえない︒カ

んでいる︒

極的な役割をはたしてきたが︑七

ストン記薔も︑米国内に反ソ強硬

ク・タイムズ紙のジェームズ︒レ
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小型原発を﹂一⁝通産省は来庫度から国産軽水炉

モジュール型

の小型炉を開発︑発躍︑地域冷暖房︑工場︑農

糠

新原研理事

ﾖわれる︒

まれの六十二歳︒策大工学部蒸気

ウランを燃料としている︒

電駈では濃縮度三％程度の紙濃編

なお︑商業用の軽水型原子力発

藤波氏は︑大正六鋸十月四日差

工学科卒業︒鱈気働第二部電力

興局長の勇還にともない︑その後

科学技量⁝庁は六隣筏翻転秘男振

安全局次長に
後藤氏を内定

科獺郷人寧

課︑経済審議庁調査蜜︑通麓雀公
益醜業周公益廓臨調蛮課長︑科技

簗が不短命となってくるため︑原

一原子力︷女全謝受壷ム鷹は轟降月九饅︑

灘南二郎氏

る︒

遡塵省通商局題商

制課長補佐︑科技庁原子力局政策

政策諜︑科技庁原子力周原争炉規

課長︑適産雀立地公憲局総務課

原子力発電所︵五十二万四千K 畏︑資源エネルギー庁石炭部長な

通澱省に鰐して︑藁北鷺力・女川

ついて︑発霜道軽水型原子炉施設

通馬馬首工業局︑逓

午後聡慧四十分発の串欄民航機で

理北部教授︶の一行十舶は︑語手

査朋漏︵団長・矯蕪蒸湯藁邦大学

原産営造の﹁訪中放尉線肩用調

原薩派還

査団が出発

訪中放射線調

大阪府出身︒四十八歳︒

月から現職︒蚕種経済学部卒業Q

官鷹総務課獲などを経て︑昨犀七

調整局総務課長︑中小企業庁畏官

業周化挙肥料課長︑国烹庁離錘・

台通産局総務螂総務諜長︑墓磁覇

薩総緻絹周繊維輸出課擾補佐︑鰍

後藤宏氏

歳︒

大法学部卒業︒榮京都出身︒五一

どを経て︑五十三隼から硯職︒東
W︑BWR︶の原子炉設躍変璽に

に関する蜜三惑謝審蕉懸針に璽づ
き霧毒した結累︑設甕棺堕後の安

箸馨した︒

全性は碑保し欝ると判断︑その旨

今画の設麗変更は︑使用済み燃
料賠藏設備の貯藏能力の増強︑安

金弁の吹き出し場所の変萸など
で︑従来の棊本設計を本質的に変

女川原発の︑総立進捗率は九・

更するものではない︒

五％︵五月兼環在︶︒今園の設置
変更が承認されたため︑工箏の完

みられる◎

成へ向け︑一気に頒摩するものと

京大実験炉︑

中濃縮燃料に

この切り赫えは︑来国の核不拡

資料室休館

負二字録作成準備にともな

@のお知らせ

う関連資凋整理のため︑資料

十・

昭和⁝五十・五奪轟ハ

ますので︑ご了承ください︒

墜を彊記期間中休館といたし

認

休館離塁一

月二十三縢︵月︶〜六月

貿

禰；

●瞬

躍

観

一付・最新放射線取扱主任考

慮幽し

A5／藁OOO円

試験問題と解答i

村上悠紀雄瓢修

取扱・荘仔者試験の受験名を対淘象に︑受験

4屯話︵○

﹇︶

エハ

．一

⁝

・果・租三筆代欝区・几設北

︵代﹀

八ーー

日刊工業新聞社出版局

好品を梼した旧版に覇たに環境・公i∵保障繕遣等の分
野のものを加え全廊改認し︑旧朕録購数を約 ︑○○○
諸として人軸増良させたもの 翻一力用識の解説︑原
ーカ略協と記国表︑英韓刈昭索引の 部かりなるわか
則初の奉格的な原〜カ†ケノトライフラリー

一親 版一
原子力用購研究会編 職書版／二〇〇〇円

認謄回響響 回糧

︹6月寒発売︺

て52年︑53年︑製磯展の試験問題と全解⁝答を奴録

に必裳な㍗理︵物理︑化字︑生物字︑調定技衙︶
と管理技術あよひ法令を要領よく解説︒付録とし

放射線

年放射線取扱主任者試験突破への要点

長に藤波氏
所理購長が六月十四環で任期満了

琢業局技術長︑科技庁原子力局長︑

庁原子力周管理課長︑遡産省公益

政麿は︑村田渚野木原子力研究

になるのにともない︑その後任に

科技庁綴務次富︑霞力中災研究所

藤波憶雄原子力工学試験センター
理黙長を伍△剛することを六日の閣

職︒

日賦などを経て五十⁝黛から現

隈宏通野饗四国通鷹局長の起絹を

十五霞付の畢定︒

るコンサルティングを︑禰井県敦

議で了承した︒なお任命は︑六月

賀帯︑醐浜町︑大飯跨︑奨浜町︑

属は磁力需要そのものが小さいた

子力メーカーだけでなく・霧鉄金

慮し︑わが党は︑次のような構想

を明示するQ﹁自門・民艶・公開
の霊原則を確立し︑当面は︑原発
の新増設は療結する︒また既存の
原発については︑燈光の慧冤を反
映させるということから︑稼働︑

建設の適欝を住残投票にゆだね
る一︒

驚源エネ庁

立地促進の委
託事業決まる
55無電爽旛蔓本掛画

還藤街資源エネルギー庁は六臼

を︑象た原子力安全局次長に︑総

響を受けることはさけられないの

で了承を得て︑同臼付で発令す

それぞれ内定した︒十七撲の閣議

任に宮本二郎原子力安全燭次K
が実悩︒このため︑従来から中︑

箭町村で実施する︒

原子

禰鵬県大熊町︑新潟環刈羽村の六

り︑国硫化が異体化すれば

小型炉への購璽が指嫡されてお

設置変更で答申

女川原発の原子炉
も机上の計画から︑麗筆

の論議へと大きく発展してくるこ

工場での加工度を高め生産のライ

め大型原発を灘南すると︑それだ

隅︑パルプ︑化学などユーザーを

として大きくクローズア

門公開﹂も

原子力安全婁

炉輔出

に較べてスケールメリットが小さ
ン化をめざそうとするもの︒親臨

けで軍費壷鐙の大きな部分を一二

も含めた総倉的な横討を行ってい

検罰では蟷広い分野の関係蓄の結

遡薩欝では︑今圓の中小型炉の

とになりそう︒

して︑その興体化をはかりたい篶
え︒

後半から国塵軽水炉技徳を繁大成

ンド︒レビューを行い︑五十葎代

繋ート

﹁多圏的炉の中核に﹂

プレハブ型

通産省﹄概念塾終講ス タ
﹁地域に密回した︑親しみやすい

して国薩技術で二十〜三十万KWの

技術を簗大成した多国的利潮︑中小型炉の概念設計研究をスタートさせる謝藤だ︒大型原発の補発炉と

業などに利用し地域エネルギーの中核とするとともに︑発展途上麟への輸出も射程内におさめようと

中小型炉は発展途上国への輸出

中小型炉は隔月︑モンテビデオ

いため︑採算にあわないとされて
雀では来無から金体構想の概念設

の原発に厳存することになり︑い

への期待もメリットの一つ︒途上

八十年

きたが︑相次ぐ原油魑上げで採算
計研究をスタートさせ︑五十七奪

いう⁝石二鳥の試み︒五十七隼度までに概念設計を終了︑躯体的請地へ第一歩をふみ出したい弩え︒

代の炉

的にも十分対抗できるようになつ

で開かれた国際会議でも

ップされてきており︑頭脳︑仏︑

には終了︑このあとチェック・ア

炉に代表されるように︑すべて米

旨し︑岡党が四隣︑神戸市で発蓑

ょっとしだ故陳でもお孚上げの状

ないのが実情だ︒したがって︑ち

態となっている︒

しすすめられており︑

く方針︒

たことが中小型炉の浮上の一瓢と

社会党の多賀谷塩稔欝記長は六

原子力で新政策を発表

三原則の確立をL

ったん故陣した場愈には大きな影

来罵なども緊緊化をめざして研究

の軽水炉を予定︒発鱈するだけで

社会党・多賀谷慰隠妻

なった︒

なく︑三頁度程度の蒸気や熱水を

このため︑通涯雀では﹁わが国で

利用の中小型炉の開発を検討する

も大型炉の補完炉として︑多目的

供給し︑地貸冷暖欝︑農業︑漁

異体的には︑二十〜蕪＋万KW

開発に力を入れているのが現状︒

ことは筍悪義﹂と判断︑その異体

業︑工場などに総藻的に利用する

した門国践の嬰求にこたえる緊懲

謝画だ︒

また︑立地簡でも︑大型原発で

政策の大綱﹂をふまえ︑原子力問

の︒

的研究にのり出すことになったも

多鑓的利用については︑げんざ

は大盤の冷却水や広大な敷地が必

題について︑次のような点をあき

獲︑臼木プレスセンタ1で記丈量 国からの輸入だ︒自煮技術は︑ま

ている多鼠曲調温ガス炉がある 要なのに対し︑巾小型炉は︑こう

い原研を中心に研究がすすめられ

海上立地なども則能Qこのため︑

した制約が軽滅するため︑地下︑

ったくといっていいほど脅ってい

体成して︑磁本型置小型炉を朝毎

が︑今織の構想は既存の技術を集

﹁民乱﹂だが︑これまでの立地

和利用について撫盃的態度をとっ

でもわかるように︑住民無視でお

設計思想は︑安金性︑侶頼性を

社会党は︑当初から原子力の平

らかにした︒

渉

ひらくものと期待されている︒

立地難題の解決にも新たな局颪を

しょうとするのが構想の基本︒

解

これまで︑中小型炉は︑大型炉

されていない︒

江大学︑上海原子核研究所︑先鋒

てきたわけではない︒自霊・民主

⁝渦濃絡ウラン︵豊饒度九三％︶

電機工場︵潴感器︶︑工業機器自

散敷策を受けて行われたもので︑

学院原子力研究所︑廃都病院︑幽

罠間竿真裏業についての昭和五十

燃繕から申濃緒ウラン︵濃縮腱四

動化研究所などの原子力施設を涛

中幕に向かった︒〜行は︑巾囮科
このように︑原子力平祁利雨の

五奪度実施基本刮蝕を発表した︒

五％︶燃料に切り替える謝懸の票

科技庁か諮問

﹁嚢虫﹂﹁鶴童﹂﹁公開﹂の三原

それによると原子力発露関係で

都大学原子炉爽験所︵大阪府泉南

跳源立地地域振興副画の作成など

則がふみにじられている以士︑被

は①北海道の共穣︒油︑新潟漿櫓

︒公開を鹸面にすえ︑稜極的な推

平和利胴三凍則が︑大きくふみに

象党としては︑政府・蕃民党がお

郡熊叡町︑林竹男所長︶鵬界実験

遺をはかった︒だが︑この原子力

じられているのが今臼の実態だ︒

崎・刈羽の二地点について︑地域

重視すると同時に運転保守︑轡料
交換性を高め︑高稼働率をめざす
︾というのが瑳家︒
モシュール型

しすすめている原子力政策に反対

まず﹇自密レだが︑日本の軽水

ついてパンフレットをつくり︑関

@鍾
f
遡

また︑建設期間を短縮できる
プレハブ型

の実子にもカを入れる︒これは︑

﹁核原料物質︑核燃料

原子炉の雲量変更について︑科技

寒菅および原子炉の規制に関する

庁は九鐵︑

映欝金︑議演会︑原子力講座を開

て︑切り憩えを認める安金審査欝

法律﹂の暴羅に遜幽しているとし

係地方野心体の広報の参考にする

譲本原子力麓業会議

八醗︵土︶

｝糖人∫横1瑚券弘

妙ラ

問⊃峯瓢凹に帰国する︒
振興副爾をつくる②原発立地帯町

た今田︑原鋼論ばかりに固執して

催し︑ちらしやグラビア誌を作成

への展望が︑懲激にひらかれてき 村等に対する一般的広報として︑

せざるを鴛ない︒だが︑連禽政府

かれるもので︑昨薙四月釜山で開

いては荊羅がない︒このため︑先

うな﹁緊慧敵策の大綱﹂を発展し

結ぶ﹂という視点から︑今園のよ

問した︒

案を原子力安倉婁員会に提出︑諮

客︑とりわけ︑八O黛代甘楽をに する③原発立地にともなう撫町村
の変化︑濁排水の筒効利爾︑発電

驚歎囲︒十月中旬から約一二間に

なう連合着膨の構想としては︑

懇談では韓國側から筆原子力委

vしていけるところがら手玉 所兇学のモデルコース案内などに

わたって講瀕︑討論︑施設見学な

員会頭重ら七〜八猛が参加すると

新燃料は︑ウラン・アルミ分散型盆

金板で︑驕騨実験装灘にはこの燃

して︑赤線テレビの設搬等に関す 料がウラン235にして巖大十詩

また︑今隼腰から始める襲業と

ーーことなどQ
たわけだ︒

原子力開発の麹簡の翼体的施策
として︑公役︑民社との漁策も鰐

｛辱勿！／イヒ！

、二他

田工嗣レキー物到㌧釧先Fリ1二君

放射iチ1同位」し素のイオン昌人

国

Q

へ

かれた第一回に引きつづき瓢飲が

業の発展に資することを鼠朗に開

＝一一冊＝冊冨＝一＝＝闘＝一＝贈＝＝＝隔；壽一＝一＝冊＝＝＝＝＝＝一需寓＝＝一読＝簡一一＝＝二＝＝＝﹁

日韓原産セミナー
のあり方で懇談
金箸珠韓国原塵副会畏

金津珠韓国原子力塵業会議副町

森一久聯奏理秘を渤間︑今秋︑日

長は五B︑鰯本原子力薩業会議の どが予定されている︒

本で予定されている日韓原子力産

の提案がなされたぼか︑セミナー
の具体的テーマなどについては今

一50GeV陽∫加燃器の建馨没r；h由1を中心に＿

1｝，げ力発竃け1の贔㌃｝1渕算Li賜る動向，虚酬職内中貞＿L11〜

圓襯

醗翻塵竈図

後つめていくことになった︒

次｝門己鱈の1朗巌解杣

r臓1驚耀鋼

／

令／管∫甲・イ則定技，子赫／牛勿∫liD」

梗用脚燃利輸ぬ容器イ、匪頼【梶乱無試験の現杁
1齢中央研先噛 氷倉
長！糟
放射ド1物質輸込の国際動向，し糾吹研触 翻｝1侶登誌、

れだけは知っておきたい

麗麗岩jl％艮1〜

使用訴核脚4の淘1．輸込

特別企画〉

1

B、ン製竹璃 女∫水董愛ll召歪世
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﹁基本戦略確立急げ﹂
麹嘱騨﹁新処理場﹂凍結を提言
来国会計検査院︵GAO︶はこのほど︑﹁来国における低レベル廃棄物の基本戦略は︑いまだ放置
されたままで︑このままでは︑原子力開発に︑大きな陳害を与えることになる︒早急に解決されるべ

き間題である﹂とする報告磐をとりまとめ︑発表した︒放射性麗棄物の国家副画としては︑げんざ
い︑エネルギー省︵DOE︶が︑カーター大統領のもとで検討中で︑この作業の捉進を強く求めたも
の︒また︑GAOは︑この検謡作業が終了するまで︑新規の廃藁物処理場の許蔚はすべきてはない︑
との考え方をうちだしている︒今回のこのGAOの報儀によって︑廃棄物の処理処分をめぐる※国内

すべきである︒さらに︑権限委譲

州が撰事罰制度を採用するよう促

の世論調蒼では原子力支持が五八

▽現在の埋設場と焼却における

のクライスキ！社会党政権は︑薄
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か判定すべきである︒
すべきである︒

業務の再評衝をすべきである︒こ

アの石佃輸入代金は七〇奪約千四

だめである︒ちなみにオーストリ

質億円であったものが︑七九隼に

は約七千七首億円に膨張してお

り︑同国の貿甥収支を大輻に圧迫

でとりあえず密開管理︵モスボー

もモ

こ争

こ
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州においても︑国家へースて行な
う規制監督の強化に対憾するシス

の多数で行われた場禽には︑一九

る︒

リング︶されることになってい

には非常に効果的です。

▽有効であると実証された制度

テムを採題するよう饗すべきであ

った︶に増えており︑原発推進派

的︑技術的方法を握案ずるような

リピンへの原子炉輸出許可︵米

霧ノ

所の選定︑などの確立が期待され

米国が実際に廃棄物を宇笛空間

ている︒

に処分するとしても︑それは遠い

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

％︵三民投票では四九・五四％だ

廃棄物の威容政策を確立する︒こ

運開めぐり

ーン北要約四十詩華地点に︑属濁

ツルナーフェルト原発は︑ウィ

している︒

オーストリアでは︑一塁銀秋の

リア電力庁が五〇％︑地域鷺力七

力発電会社︵GKT︶でオースト

有憲はツルナーフェルト共同原子

国民離農の結果以来︑完成しだば

ツルナ⁝フェルト原発

再国民投票か

イランド︵TMI︶原発二鍔姫の オーストリア
クリプトン放出計唾を承認した︒
十二月中にも︑公式なクリプトン

放出指示がでるもよう︒その場
愈・次の四点が︑放出への条件と
なる︒

かりのツルナーフェルト原発が山

初の原発として立地された︒所
に︑付近の建罵に対し・放出計画

止のまま放置されている︒このよ
月二十六門口に開始でき︑二〜四週

は出力七＋二万四千KWのBWR
てきた︒当無︑園罠投票による原

栓が五〇％を出資しているQ嗣炉
Cは︑放出に関連する仕事が︑七

ユニオン︵KWU︶社が主契約者

となり︑〜九七二年に着工︑七七

で︑西ドイツのクラフトベルク・

年秋に完成した︒建設費は約千七

発の運転拒否議定は世界中に大き

面化してくるだろう︒

瞬幾投票の動きは︑おりにふれ表

月末までに終了することをあきら

る技術的な方法を述べることは差

施設放棄にともなう難渋を最小に

規制にはしたがう︒

し控えるが︑懸定された線墨率と

かにする④NRCは︑放出に麗すな波紋を投げかけており︑この再

問で終了することができる③NR 民投蒙を求める動きが慮発になっ

うな状態の中で︑最近︑蔭度︑国

を告知する②放出は︑早ければ六

①放出が行われる十日まえまで

再度の国民投票実施の動きは石

醸価格の大縮値上りの結果︑賛成

閃民投票に良儒を湊めているσ

規鋼および規制嚢求に合致して

派が勢力を盛り越してきている

れは︑これらの業務が放尉線安金

いるかどうかを判定するためであ

る︒

NRCから権限を委譲された州の ▽梱麗と輸送聞題が︑どの程度

り︑権限を婁譲された州にも適用

の政策は国家的問題てあるので︑

の問題かを評価し︑検査計画およ

磁﹄

致ぼ

▽KRCから権隈を委譲された されるべきである︒

び実行計画を調薬する︒

点まで︑追跡するシステムを確立

がどこにあり︑そこにどのていど

一

▽廃藁物を発艦地点から処分地

RCのそれぞれに対して︑次のよ 発生蓄にも遭叙すべきてある︒
うな勧告を㌍17つた︒

︹DOEへの鶴告園
▽地域ベースで必要とされる埋
設場の数︑型式︑場所について︑
他の関係趣邦機関との同意をとり
つけること︒

▽埋設場に関する趣邦と州の責
任を明確にすること︒

▽商業嗣の廃棄物処分のため

に︑DOE所有の施設を便用でき
る可能性を検討するQ

▽NRCと共同で︑閉鎖中の商
業腹甲分場を再開する可能性を調

の放射控廃棄物が埋められている
た州の嶽証である許認可と規制以

の動きに︑新たな波紋をよびおこすものとみられる︒

した︒これによって︑放射性物質

GAOは三月三十一日付で︑の埋設場は︑無間廃棄物鑓を制隈
のか︑だれも知らないという現実

外の廃棄物聞題は︑DOEが中心

▽廃棄物の安全処分の要件に撃

︹NRCへの勧告M

の麓業界と政府与党の社会党が中

とどめるため︑①継続中の許認可

年懇をむかえ︑ようやく︑除染に

国民投票のあと︑岡電力会社は
心になって︑鼠民投票を再度行う

悪縁＋億円︒

原子力開発史上︑最悪のアクシ

ための署名運動を展開している︒

オーストリアでは︑原子力支持

米原子力規制委員会︵N＆C︶ デントとなったτM工事故は︑一
は十澱︑アハーン委員長以下︑四

▽NRCとその毒隈を委譲され

を使った医療サービスの停止ある
に︑問題をなげかけている︒

査すること︒

題一⁝われわれはどこへ行くの
いは縮少といった問題が生じてい

ベル廃棄物とは何をさすか②廃棄

物の庫質的な問題点として①低レ

GAOは・低レベル放射性廃棄的役割をはたすべきである︒

またこ九五七年から︑いくつ

ついて低レベル放射性廃棄物の定

﹁低レベル放射性廃棄物の四分間

か﹂と題する報銭書を発表︑遅れ
ると警告している︒

かの廃棄物発蛋蕎は︑特殊な認可
物を発生させるのはだれか③どの

義を警護暴露項にすべきである︒

国政府の︶が遮れるケースがあ

八一鰯三月に国民投票が行われる

ー
ことになるQ最近のオーストリア

ボーイング社

廃棄物の宇宙処
分研究で契約

DO窪︑麟ASAと
未来のことである︒DOEとして

オプションの遵を開いておきたい

場所としては︑①太陽系外への打

道がもっとも司能性があり︑すく

スデコラウ⊃縣試強弓アイソトープ旧

讃

※説明書、見本をお送りします。

ている低レベル廃藁物の健遜を強

報告欝によると︑現在︑米国に
を得なくても自らの敷地内に廃棄
くらいの蚤が発生するか④減容は

力にうったえた︒

は三つの低レベル放射性廃藁物埋

る︒しかし聾RCはこれらの発生 可能か⑤不法投麺は防げるかil

物を埋設することを許されてい

核燃料の売却③仏コジェマ︵CO

原子力委員会とも放射線防護︑

G鷺MA︶社との再処理契約を破

手続きをすべて中止②季当て済み

技術蓄訓練および五十万鍵のウ

票を議題として上程し︑議決しな

これによって︑ご十万人の署名が

ことを勧告している︒スウェー

棄︑などの措置をとり︑八四薙ま

人の委員の全員一致で︑NRCス向けての一歩をふみだすことにな

デンは同じ中進目的宜場で独自

醗計画は立たないとメキシコは

スペインーエクアドル協力協窟

るが︑メキシコは自立的な原子

ければならない︒議決が三分の二

集まった場含には︑議会は国民投

からんでいるとはいえ︑いずれ

ラン思出設備の購入を協定して

った︒

もメキシコの工業基盤に高い評

の発電炉を育てた経験をもって

いる︒

タッフが作成したスリーマイルア

価を穿え︑計諏の実現には現実

いる︒メキシコの現状と願望を

った︒来翰依存では安定的な発

性があるとしているのが庄翻さ

メキシコのロペス大統領はこ

︵研究炉の法難︶︑さらにブラ

力産業の育成に成功する確度が

イランの失敗という蔚例はあ

感じている︒

のほどパリを訪れ︑そのあと西

ジル︑アルゼンチンの灼西独協

このようなメキシコの動きと
よく理解した勧告のようだ︒

はメキシコ工業の國産能力︵朦

独︑スウェーデン︑カナダを歴

たとえば︑アセアトムの報告

れる︒

さらに同報黙認は︑DO￡と鍍 どれだけの蟹の廃謡物を排出する

の発生蕎がだれで︑その発生轡が

▽すべての州において︑廃棄物

フォード︑ネバダ州ビユアイの埋
蕎リストを持っておらず︑その糖

構想がふくらん

などをあげている︒

設場があるが︑ワシントン鋸ハン

設場は昨奪︑一賭的に聞鎖され︑

渠・小さな無許可の廃棄物埋設場

野心的

できた︒

ざす

サウスカロライナ州バーンウェル

ー
原

さいきん中南米諸属の動きが
めだっている◎五月八鐵鰐で取

子炉機器︶が現在でも大きいと

メキシコがえがいている原子

り上げたアルゼンチンは︑対西

高い︒なぜなら︑メキシコには

して︑樗来の完全自立を顯標に

※国エネルギー鱈︵DOE︶とは︑将来︑この捜術がより適切な

日︑宇照空闇に放射性廃置物を処

航空宇竃周︵NASA︶は︑＋九
技術になる司能性を考えて︑この

としている︒

で石油資源に対する民族主権を

分するための研究契約を︑ボーイ

ち出し②月への処分③地球をとり

鏡在︑宇霞窒間への廃棄物処分

うだい︑激騰のOP冠C︵石佃

ング社と結んだ︒廃棄物の宇圏処

ものであり︑契約金は約六千六百

分に関する契約としては初めての

予定︒

万円︑一九八0庫十二月に終了の まく軌道④太陽をとりまく軌道等

が弩えられている︒この中で︑地

る﹂石滴設備の運転を威功させ

し︑いらい﹁メキシコ入によ

下にあった石癌産業を国萄化

︸九驚八年にはメシャーの支配

輸出園機構︶の先駆になった︒

メキシコは一九一七犀の憲法

があるからだ︒

定を倉わせ考えると︑中南来が

力発霞規模は︑一九八二年に次

る︒

るかがよくわか

を選択しつつあ

訪︑経済交流と捜術協力の拡大

独︑対ブラジル協定に調鰯し︑
の炉を発注し︑

ｩ立の道あゆむメキシコ

つまり︑来圏
は地理的にもっ
とも近い中南来

メキシコは来罵を排除した蟹

への布石を打つたQ

では︑アイソトープ︑原子炉坐

産業に対して継続的製剤を保証

からも穿頼みにならない兄貴分

ﾀ濃な原子力肇の育成を望む一仏

一

石慈産業の霞立で蕾戯した蘭歴

菰格的な原子力発璽計画と自立
九〇隼代には毎

どのような方向

的な原子力産業の胃成に業り出

〇〇〇琿後は毎

鋸二〜三塁︑二

米国離れが目立つ中南米諸国多一⁝一⁝〜⁝一

コースをめざしている国にメキ

〇鋸後は毎鋸四

奪三墓︑一一〇一

したが︑もうひとつ同じような

シコがある︒

メキシコは一九六九鎌に六十

万KW級二基をゼネラル・エレ 基を納入しよう

一月間その畏期的な実現司能駐 な発注よりも明確な長期欝画を

メキシコ纏力委員会は昨年十

仏原子力庁︵CEA︶との間 として毘離されつつある︒

が︑七五年に着工︑いまなお建

廃棄物処分に脳する数隼聞にわた

DOEとNASAは︑この球種
との
金星の間の太陽をとりまく軌
ている︒原子力塵業の萄成にも

雛・材料に関する研究協力︵メ

おそらく着実な産業自立の道を
キシコ原研と︶︑およびウラン

な不拡散政
ひとつの炉メーカーを驚てるこ

立ててその実行を難ずべきで︑

気まぐれ

デン︶︑ソフラトム︵仏︶︑A

の調査をアセアトム︵スウェー

田を︑

誹画が異体化しなかった︒しか

策のため供給の確実性がないか

し︑大規模な石佃︑天然ガス資

状態に保つことができると関係着

は考えている︒

なくとも薦万年は廃棄物を安定な

らだといっているσ数無前には

概念②処分計麟の進め方③処分場

あって︑①廃棄物輸送システムの

る研究計圃を作成しており︑今回
の共同探鉱開発︵メキシコ側ウ

︵K・K︶

政策が通用するだろうか︒

そのような国に盤面の不拡散

選択するに違いない︒

ECL︵加︶に︑それぞれ委託と︵アセアトム方式︶︑また技

悩まされたし︑さいきんはフィ

項﹂の揮入でアメリカの嚢求に

源の発冤がメキシコ経債に播力

ペイン︵メキシコの旧宗主岡︶

協定が結ばれた︒メキシコはス

の契約は︑この計濾の第一段階で
トの標嘆化︑インフラストラク

メキシコ霞身が﹁駆前同意条

チュアの整備などが兜湊である

ラメックスと︶のふたつの協力
その調蕉結果がさいきん報告

術移転︑蕉門家の養成︑プラン

されているが︑報国側の思惑が

した︒

のエネルギー・原子力を組み合

を与え︑石縮︑天鑓ガスに第一二

設中という窪いテンポで︑次の

クトリック︵GE︶に発注した という膨大なものだ︒

TMl−2号、除染対策へ前進

わせて︑持続附な経済成長をめ

放射能除染剤

デコン90

轟

㍗
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すること︑そのためには散発的

@
@
@
@
@
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で決定

NRC委員、全員一

獲舎
（118）

（2）

第壌032号
（第三種郵便物鴨脚

新

子
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聞

手

力

原

がウラン分子の

手

としっかり

手をつなぎ

︑海水中からつれ出し

大きな取水塔が二本︑波に動じよ

還州離の沖誓い六颪メートルに

︵露︶

を象徴しているかにみえる︒

ている︒

クな食議だった︒

その規模︑方法論ともに丑丁

う宿命酌な国際政治問題を︑王

原子力の軍和利用に寓にともな

加した薯省は門この新しい灘際

業義金の共岡議擬として讃接参

蕎えなければならない並場を詳

面している閤題を︑二本が今︑

FCEへと展開︒世界が今︑蔭

王聾FCE日本代表︑第四作NFC鷺を通して︑ポスト王N

会議に積極鰐に参加し︑わが国

細に解説している︒

燈下新報社の現代エネルギー

の虫張を採択させることに成功
した関係蓄が︑認憶の冷えぬう

﹁巖終総会で対プ

ケ﹂︑﹁INFCE最終割金コ

A5蔽︑二九〇諜︒二千円︒

録︒

ﾑ五八一一五二七一︶まで︒

群類問い寵せは︑豊穰︵懸話〇

磁力新報社︒

斡旋を先藤的に撹進ずることとし

る﹂と指摘︑公的移転機関の捜術

また︑技術の辮要では︑﹁潜在

ている︒

的鵠要は多いにもかかわらず︑技
術轟入の際の適正なリスク賃担体

製的に整版する必要性をうたって

こうした点をふまえ︑報告は︑

いる︒

国がとり組むべき施策として①凶
衡技術の特許などの取得笛務休制
の乙吉︑三碧技術については有賜
特酔取饗制度の拡充により︑開発
三野の権利化を偲進ずる②技術灘

については︑技術の特性︑導入轟

入の際︑大きな二割となるリスク

の能力などに応じて︑公的技術移
転機関がその全部まだは一部を負

同食議・逓鴬会議はこの報缶を

釈するllなどをあげている︒

11人事発令欝

鷺本原子力研究所は︑次のとお

▽六月一臼信

理類︵アイソト

り入舞異鋤を行った︒

ソトープ巡業部長︵東海︒原子炉

⁝プ壌業部長兼務︶望月勉︑アイ

︵建設部次長︶高瀬三瀬︑東海

化学部憂︶辻村獺冤︑建設部長

︒技術部畏︵技術部次長︶鑓勢草

工学部次畏︶森島潔好︑東源・原

正︑集海・康畢炉工学部長︵安全

畏︶愛妻晒夫︑東海・高温工学部

峯炉化学部長︵原子炉化学部次

長︵島温工学蜜長︶鴛地哲舅︑高

崎︒研究都長︵研究部次長︶武久

理箏務駈引︵技術部長︶落口甫︑

正昭︑簗磁︒﹁核重重﹂研究所管

トロニクス課長︶金原節朗︑榮海

東源・技術部次長︵技術部エレク

・原子炉化学部次長︵主任研究農

長︶上野馨︑藁灘・研究炉響理部

・原子炉化学部放射化学研究議

魎霊調査役︶軍臓実穂︑麹海・物

理課長︶桜井硲︑海開窒次長︵企

次長︵研究炉管理部JRR⁝3管

理部次長︵生佳研究貴・物理部固

了承︑ちかく政府に勧簿する︒

原子炉主任技術者

体物理第一研究察長︶浜繍曲和︑

日貨試験実施を公告

東海︒動力試験炉部次長︵実耀螺

料試験窪燃料試験謙長︶江頭憩

科学技衛厚
科学技術庁は姦商︑第二十一一回

彦︑義々・安全工学部次長︵安金

安全籔一理蜜長

海・保安管理塞次長︵動力試験炉

︵保安石門語次疑︶還藤功一︑熱

▽六月置日付

閣謙︒

工学部付︶小山内正夫︑還月日元

門原子炉主圧技術蕎試験﹂口筈試

験を七月二十二罵に実施すると公
告した︒

受験希盟癌は受験串込欝を三十

部次獲︶瞬村鉄面︒

環までに︑科学技術庁原子力安全

郵送のこと︒

局原子炉規制謙へ持参か︑欝留で

RS（遡及検索）

IA￡A（国際原イ力機関・ウイーン）か中心とな
り、加盟田の協力のもとにすすめられている餌際

毎月ヨ螂AEAから送られてく

1974年以降最近まて

着︑脱着方武のあり方などについ

ガラス張りの腿盟盛は︑山州路

うともせず立っている︒近くに魅

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ほりたいとき一

﹁80年代原子力開
発の新戦略⁝ポスト
ーNFC麓の展開偏
子宮茂文編著
今隼二月二十七繊︑

難棚鍛鋼礪

記録しておくことは︑いろいろ

KFC鷺をめぐる内外の動きをFCE設立総禽鍛終コミュニ

N四か月にわたる作鑛を終え ちに自らの経験に裁ついて︑I 綾瀬6︒付瓢資料として門王N
その懸を閉じた︒

七七年四月七日のカ；タ⁝大

立﹂門渦巻く各麟の戦略の中

さわっている︒一難機が遡娠をは

の壷跡や伝説を紹介︒壁に貼られ

がなく︑また︑シラスなどの漁場

（財）原子力弘済会資料センター

ては︑こんごの課題として残され
ており︑圃試験所では昭租五十七
薙をメドに︑こうした点について
癒煮的な解明を行っていく方針︒

また︑こうした緻維状吸着講
を︑親爺胸にどう回収システムに

んこの検討謙題の︸つ︒この繊維

利用していくかという問題も︑こ

状吸篶剤は網状︑布状にして海水
と接触させることができるため︑
ウラン園収方式についても︑まっ

で一﹁原子力開発新時代への募

レス嬉に利用される可熊性のあ

町能︒たとえば︑イカダに繊維状

問題を︑核燃料サイクルという

明け﹂の三部からなる本繍は︑

ミュエケ﹂︑

の吸配剤をとりつけるようなシス

高慢の技術的テ⁝マを通じて︑

続領の趨明にその蠕を発したI な愈味で菊益であろう﹂と筈え

テムが開発されれば︑これまでネ

技術駒に結論を得ようとする︑

たく新しい方式を開発することが

ちとなっていたが︑繊維状吸着剤

発タ⁝デットは︑O・O下界躍ラ／ ともに急速にウラン吸着殿が頭打

ックとされてきた臣額な建設コス

の黒い敗水塔と欝い海とのコント

る︒地元あっての発霜所Ilこれ ラストは︑芙しい霞然に調和した

を荒らさないようにと作られたこ

は毎遍田曜騰の子供まんが映画大

この原子力館は︑蒔として︑映

の開発状況を紹介する第ニホー

ール︒原子力発贈の仕舞みや世界

会︑地発の人たちの出品によるさ

打ち翻せる臼い波のまえに︑今

颪館となり︑展覧会場に変身す

ル︒そして︑美心十一月に増設し

っき展や子供の絵画︑懲道展にあ

臼も浜岡砂丘は太平洋からの風を

説明会や映麺を上映する第一ホ

れた︒

たばかりの鎚離ホールには︑太陽

らわれる魂作違を通じて︑日本中

うけ︑おだやかな風紋を描きだし

牢さを何度も確かめる入︒ひとつ

は︑さわったり︑叩いたりその堅

じめて閥奪がたった︒原子力との

四十七葎八月に聡館していら

た嵐漿スケッチがミニ郷土飼の趣

TBLO2928−2−5063

盤界最高盤能を達成
手

﹁繊維強度﹂が今後の課題に
﹁アミドキシム基の

てくる﹂⁝一工業技術院瑚園工業試験所は榮大生藤技術研究所︑三菱化成と共岡で世界鍛嵩性能の
海水溶存ウラン瞳収馬吸着綱を開発したと九浸︑発表した︒今園開発されたのはアクリル繊維にアミ
ドキシム熱を纈入した盆成田分子有機系吸鵜剤で︑回収効率は従来の常識をうちやぶる吸愁遡一鰐に
つきO・一八︑ザ竺という高性能を誘る二期的な吸御溝︒同研究所では五十七館をメドに︑今後の課題
として残されている緻維強度試験︑利罵方法の険討などを行い︑海水ウラン実剛化に新局面をひらい
ていきたい計画だ︒

田といわれていたことからする
だと獲隣問にわたってウラン吸着

ト闇題も︑一挙に解決することも

っているため﹂と指摘︑その推進

かかわることが多く︑閉鎖控をも

のためには︑移転市場と捉進基盤
の繁備をはからなければならない

技術移転市場の異二合施鑛とし

としている︒

るτCCが準備した項鷹﹂を販
﹁INFC駕への胎動と設

と︑今闘の数値は︑これを約十催

ンを阿収することが可能という︒

黛が尚線的に増加︑効率約にウラ

考えられ︑こんこの大きな焦点に

﹁促進へ基盤整備を﹂
離鷺搬たち遅れる日本の現状

るような情報の不建など翻要を濡
発化するための訴件が不十分﹂と

制の未弊徽︑毒薬導入を喚起させ
ど︑科学技術禽議振興部会技術移

術の加工機能や妓徳灘働・指轟の

して︑オンライン情報ネットワー

の増大③技術郷要の増大④移転技

すぐれた技術を遅れた部門や異

転分科会︵霊竃︒井澱大ソニー名

機能の確立ーーをあげている︒

ては①移転噴業の整備②技術供絵

なる分野で応圃することによって

誉会長︶がとりまとめた﹁技術移

が海水申に溶存

うすぐれて政治的課試に満ちた

をめざして︑

上まわる世界鰻響応︒この成功に

た︒
NFCEは︑核拡散の防比とい

巾のウラン総雛は倉謝すると約四

よって
しかし︑今園︑高吸蔚性が確認

／認ときわめて希薄だが︑全海洋

十態ナ以上︒陸上のウラン資源確

しのぎをけずる商性能吸魑剤の開

を誇る︒

されたものの︑緻維の強度︑吸

埋蔵蟻

有機吸葱剤によるウラ

蔵ともいえる

を射程内におさめ︑新し

墓とウラン分子の

手

なってきそうだ︒

ン回眼

発競争は

い段階を避えることになりそう︒

このため︑囚圃工試では︑この

に注臨︑昭秘四十八年から無機系
今回の新吸着剤はアミドキシム

お互いに

がよく︑

トさせ︑すでにチタン酸⁝誘性炭

殊な控質を癒用したもの︒アミド

という特

混禽吸僧剤によって約五質ゾ拷の

キシム基の

引かれあう

イエローケーキの園収に成功して

新しい技術をきりひらく一！とす

する数多くの蓮金属のなかからウ
だけを選択的に

ラン分子の

手

○・〇一︑ゾ矧．程度が限界︒これに

転機関は︑大きな期得をかけられ

る技術移転サービス機能などを金

転の推進に閥する報告﹂であきら

それによると︑狡術移転を大き

て︑建業規模はなお不十分であ

ながらも︑その移転数などからみ

ク︑研究人材の交流などを実着す

る技術移紙︒すくない投込で捜術

兇つけ出し・互いに

く阻締している最大の原餌として

なかでも︑移転瑠業では︑﹁新

手に手をと

対し︑今回同試験所が開発した指

報籔は﹁技術移転が企業の秘鱗に

技術開発事業繍などの公的技術移

かになった︒

れた状態にあることが︑このほ

は欧米先進箇とくらべ︑だちおく

この技術移動だが︑わが国の現状

薦新が得られるという効黒をもつ

りあって

海水中からつれ出して

機系吸着剤を使ったウラン園収実
くる仕組み︒

これまでの無機系吸篇剤や親水

中部電力・浜岡

門とつ弁でもいい︒いっしょう

熱︑風力︑地熱などの新しいエネ

の人たちが︑ここで何らかのつな

このことばが馴すとおり︑ここで

ひとつの展添物が︑訪れる人びと

﹁ふれあいを大切にしてい求

い︑いままでに︑およそ二繭＋五

をかもしだしている︒

つある︒

す鳳︒仁藤調査役︵原子力館畏︶

には二酉万入突破記念もおこなわ

万人がここを読れた︒昨館の十月

﹁原子力のある町扁の新しい発展

んだことからついた遠江︵とおと

けんめい原子力の必要性︑安全

ルギーをパネルや模型で説明︒原

がりをもてたら

原発原子力館

慧︑みやこびとが 遠つ淡海

おみ︶の名︒御萌騎は南遠江とい

性︑辻組みをお話しすれば︑人び

子炉建屋の壁の実物断面の潮で

M

︵とおつあわうみ︶と浜犠湖を呼

われ︑温曖な気候が︑罫かな竃然

一︒

の便命は大きくふくらむ︒

﹂︒原子力館

とはきっと理解してくれる

原鼻 槻 濫 舷 嘗 醗 搬 轟

一＝≡三≡⁝；一＝﹁≡三階≡≡＝＝＝≡＝＝＝隔⁝＝＝冊一一＝≡≡三⁝≡＝＝一＝⁝⁝⁝＝≡謄鼎一⁝⁝叢＝一一一＝一＝榊＝＝F⁝葺＝一一＝＝勝ニニ一≡一＝⁝＝≡一幽三p闇＝二＝＝≡≡一下≡⁝謄階≡＝＝＝齢一柵≡棒＝二⁝≡三冊一≡柵三＝≡篇≡算﹁≡齢＝＝轄≡圏⁝：≡≡⁝＝⁝⁝≡一＝＝≡一＝三ξ霧

いうQこれまで︑実用吸器剤の開 性架橋剤だと︑通水貼闇の経過と

Iノ／田の認同収率を達放したと

験では吸着溺瀞．あたり0︒一八

しかし︑無機系吸瀬剤では一飯

いる︒

相性

吸篇鶏を縫った圃収討薩をスター

ウランを効率的に麟収する司能強

一番のり

認埋蔵蹴年齢八十万沙に比べ無尽

海水中のウラン濃度は約三隅穆

一一

をはぐくんでいる︒

﹁ふれあいの広場に﹂

展望台からは︑緑につつまれた

駿澗鴻と遠州麟をふりわけるよ
うに︑太平洋に突きだした御前綺

原子力発艦所と︑その前方に広が
る避州灘がのぞ縮れる◎この発魔

は女性も受付だけでなく︑その田

の疑闇に構え︑新しい発見を生み

豊かな自然にとけこむ原発

岬︒そこから涯へ八キロの地点︑

遠州灘県立自然公園に浜岡原子力

斯では︑地元の人びとが約四分の

舗装されたアスファルトの坂を

のホットなニュースをおり濠ぜな

発飽所は位置する︒

のぼりつめると︑視野が大きく広

がら積極的に見学省への説明を行

一を茜め︑いろいろな仕署にたず

がり︑規則蔵しく敷きつめられた

出していく︒

のことばは︑この原子力館の姿勢

が︑いま︑根づきつ

敷石の向こうに︑ガラス張りの原

う︒

共存共栄
子力館があらわれる︒

を簾約している︒

0

検索します。

Nuciear王nformatlon Systemの略称です。60ケ国
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。昌木の擾当機関は日木原子力研究
所ですか、懇内サービスは（財）原子力弘済会か行

干3ま9一ユし失城県撰1鼻1郡痕ご毎尋j

っています。

ご希望のテーマに関
する文献をまとめて

SDl（定期検索）

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、英町抄録付きの文
献リストを作成・送付します。

的な原子力女献情報流通システム，漁tematlo難al

一一

のチータへ一スから、

1NlSとは

聯

N lSの出番です

こんなときが1

、、
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二十一嶺紀へのカギを握るビッグ・サイエンスーー漂子力開発は︑その典型として︑これを
順調に軌道にのせていけるかどうかという問題を鋭く現代社会に突きつけている︒直面する問
題群に適切に対応していくにはどうすればいいのか︒錯線ずる臣大テクノロジーのもっとも効

率的な蟹理方式は一︒今園は総命研究開発機構がとりまとめた﹁大規模研究開発における効

ジメントを確立することが不胃欠

民が納得できるような効粟的マネ

には多額の国費を要するので︑国

が感じられる︒このような危険な

うにしかならない﹂というムード

慣習による抑制が強いのでなるよ

しかし・現状をみると﹁制度や

兆候を莞服して︑﹁制度や践習を

だろう︒

果的マネジメント﹂と題する報酬から︑原子力閣発事例研究を中心に︑その概要を紹介する︒

最適なマネジ
メントを模索
このような︑国が中心となって
超えて効累的マネジメントを促進

問題意識
実施する大規模で新規性の大きい

方式の確立に望むべくもないので

ような独自の効果的マネジメント
してNASAが実範した研究開発

われわれは︑この研究をはじめ

のマネジメントの方法を踏刑して
はあるまいか︒

めていかないと︑国民が納得する

いる例があるが︑強力な指導蓄の

しよう﹂という積極的ムードを高

と驕発が一体となった︑規模﹁大﹂︑

選択︑路標の明確化︑遜兜順位の

いては︑わが国はこれまで︑霊と

新規性﹁大﹂のプロジェクトにはま

評懸︑費任︑権隈関係の確立など

プロジェクトのマネジメントにつ

営本経済の安定確保のためには︑

だ画期的な成功例がなく︑こんご

多くの衝で麟本の舗度や四川にな

るにあたって三つの問題悪識から

そのような前例のない二二や翼

じまないものがありNASA方式

出発した︒第一の問題恵識は研究

例に次々に挑戦していかなければ

技術投資の姿勢というのは︑応

勢だ︒

可能性がある複数の代替技術に対

用研究から基礎開発段階にかけて

する扱い方のことだ︒〜般的にい
って︑日本では事前評価を厳しく
して︑もっとも有望と慰われる捜
術に集中投資をし︑中間評価で間

効果的調達シ

題があればあらだめて他の捜術を

なる︒

追加投資を曲増するということに

初期の投資を最少化し︑その後の

る程度社益をすてて国益につくこ

する民聞企業の立場からみるとあ

しかし︑大規模研究開発に協力

踊躍をあげることは囲難だ︒臨時

チームを編成するだけでは大きな

メンバーが臨時のプロジエクト・

かに有利だが︑高度先蝿技術の開

した技術開発では日本方式がたし

部分改良や導入技術をベースに

したがって︑この穰で上記のよう

実現できるかは巖大の関心累だ︒

の困難な資金の確保と安定供給が

とになるので︑どのようにしてこ

ある︒

般に少なくとも次の二つの弱点が

のプロジェクト・チームには︑一

ところが︑西トイツでは錠前評

選び直すという評価方法をとる︒

予算が許すかぎり多数の代替技

価は臼本の場含ほど厳しくなく︑

発など︑新規性の高い闘標にとり
くむ場盒には西ドイツ方式の方が

な方法のなかで当該プロジェクト

の帰属意識の方が強くて︑プロシ

ームへの帰属認識よりも出向元へ

第︸の弱点はプロジェクト・チ

る︒そのうえで︑中間評鮨を厳し

術を並行して実験してみようとす

く思い切ってしぼり込むという評

に適した方法の実現に努力すると

なったわが国では︑このような研

良主技術開発のウエイトが高く

が期待されている︒

いては抜本的反墨黒を講じること

いえども︑少なくとも次の点につ

ともに︑それがえられない国命と

には少なくとも十年程度にわたる

こうした弱点をカバーするため

仕事の立ち上りが遅いことだ︒

めにコミュニケーションが悪く︑

第二の弱点は留り禽い世帯のた

いことだ︒

ェクトのために全力投球ができな

有利だ︒

西ドイツの投資姿勢では初期の投

ついて発想の転換が必要になって

究開発の姿勢や︑その評価方法に

同額の累積投資を行う場合に︑

価方法をとる︒

をなるべく少なくすることになる

資を最大化し︑その後の追加投資

その第一は︑資源配分を重点化

給安定率を一〇〇％に近づけるこ

大規模プロジェクトの娚ムロ︑硯究

きたというべきであろうQ

また︑従来︑プロジェクト開始

とだ︒第二は︑国家会計基準のもつ

のに対して︑冊本の投資姿勢では

た︒事実︑これまでは行政組織は

後の揺進業務のかなりの部分が州

し︑必要性の高い資金に対する供

みことにその役割を果してきた︒

母体を設立し︑その子飼いの技術

系職員を育てることが最も抜本的

開発機能をもった価葎の盛業推進

ェクトについては︑携進のマネシ な限り弾力的にすることだ︒とく

えども推進母体内部でのプロジェ

な解決策であろう︒この場△口とい

硬謹性を運用改善によって研究︑

に継続委託の場禽にはその効粟が

庁により行われているが︑少なく

大きい︒笈二は︑一部の事例にみ

しかし︑研究開発が大規模化する

メント業務は入箏異動の激しい當

開発現場の実溺にあうように可能

庁縮織になじみがたく︑独立の推

るマネジメント︒スタッフは︑少な

クト・りーダーと︑それを補佐す

とも実用化をめざす長期のプロジ

このため︑米誌などでは短期プ

という方式からでは︑往々にして

られるような共岡受託一分担製作

が復雑化する︒

ロジエクト企蘭は従来通り行政組

ろ行政の立場としては基盤づくり

進母体に任せるべきだろう︒むし

ほど︑技術範囲は拡大し相互交絡

と︑そのマネジメントは多くの点

ト倉画については外部のシンクタ

織内で行うが︑長期のプロシェク

資金

ステム確陛立を

で華瓢を迫られている︒わが国の

大規検研究開発の現状からみる

硯状は︑日木の制度や慣習になじ

だこれという新機軸は生まれてい

が漸くその緒についた段階で︑ま

みやすいマネシメント方武の模索

進歩の流出のなかでのプロジェク

行い︑濁益の満場はもとより捜術

ことも含め︑署前に十分な準備を

る︒このように外部の力を僅りる

ンク等に委託する例が増えてい

の調達方法として前例のないもの

のいずれもが穴規模研究開発資金

な困難がともない︑しかもそれら

ている必要な孚段はいずれも大き

などこれまでに各方諭で検討され

財國の拡充︑科学技術国債の発行

欠だ︒特別盆謝の創設︑研究資金

安定供給を図るための対策が不可

規模研究開発では︑資金の確保と

大な研究開発資金を必要とする大

▽資金の調達と効渠的運用邑

必要だ︒

実施する場合にはこの点の配慮が

を受けることになりかねないので

に国が手をかすという不当な非難

があきらかでないと一企業の社益

と社益の相避や役割の明確化など

る︒ただ︑この点については国益

力の爾成を図ることが警えられ

ター方式にあらため︑主契約蓄能

策としてはプライム・コントラク

担を強いることになる︒この解決

個々の受託薔に必要以上の圏己負

研究開発資金の分灘損が大きく︑

形式的になりやすい︒

ジェクト管理や情報管理の謹でも

問題が起こりやすく︑また︑プロ

術の蓄積や技術移転の促進の齎で

職員を育てにくいのみならず新技

発機能をもっていないと峯飼いの

が必要だ︒とくに︑個萄の研究開

能・および研究開発機能の三機能

ジェクト管理機能︑情報盤理機

また︑この推進母体には︑プロ

ることが望ましい︒

続的に業勝に専念できる体制をと

くとも三年程度の期間にわたり継

政肩が何をやるべきかについて戦

ついても細木の麟度や綴習になじ

つあるため︑そのマネジメントに

なく自主技術驕発が主流になりつ

ネジメントの根本問題を追求しな

的マネジメントとは何かというマ

規往の大きいプロジェクトの効果

開発などを例にとり︑大規模で瓢

いてみると︑利用技術の郵入では

略的選択を行なったうえで︑宮・

みやすい独自のマネジメント方式

くい︒〜方︑対象となる技術につ

学・罠一体となった擢進体制を整

対策の検討を試みとた︒

がらその抜本対策や︑当面︑緊急

ことは園難なので︑国費を投じ︑

備していかねばならないだろうと

にあるといえよう︒

の確立が急がれねばならない状況

クトには企業が自主的に挑戦する

いうことだ︒そして︑第三の問題

ト環境が醸成されていたことだ︒

燃との関係は︑メーカーの側から

だ︒また︑これまでメーカーと動

は︑今後のマネジメント上の間題

ついて︑その慕本的課題を列挙す

竃することがきわめて肝要だ︒

第二は︑留・学・民の役割分握

れていることが望ましい︒そうで

対策を講じるだけの権隈が委譲さ

用繭で改善できる事項がかなり存

基取的課題以外にも︑現制度の運

と︑資金の事務処理季続きの改

在する︒墨聞着幽しなければなら

▽プロジェクトに適した個梅の

の竸争を通じた計画の改醤・二言

善︑提案要請轡と提薬室との間で

ないと︑タイムリーな対策を講じ
し︑羅内の技術力を結秘すること

▽強力なプロジェクト・りーダ

事業推進母体の糧織化大規模研

投資という罪難を受けない穆度の

の明確化だ︒設定された目標に薄

は従来決して十分行われてきたと

ーの選伍と権限委譲事業団の望

階・予箆規摸︑対象技術の新規性

究開発は︑研究と開発の発展段

研究・開発現場の酒性化を図り関

複数チームによる競争的開発など

としたマネジメントについてみる

▽官・学・属の総力を結集した

はいいがたい︒とくに︑関連研究

事長︑技術研究組盆の専務理蜜︑

によって︑個萄のマネジメン牛方

ない課題として︑委託開発を巾心
大規模研究覇発

の行われている大学︑圏公立研究

推進本部の技術審議官または本部

法が選ばれなければならない︒し

地は多い︒

係蕎の劇造への意欲を高揚する余

ることができずに問題の解決を一

に戴しては︑官・学・民の総力を

推進墓盤の整備

所の力を結集することは︑現在の

畏など当該プロジェクトの実質的

かし︑とくに実用化を巖終国標と

く醸主捜術開発の軌道に乗ること

結果的には失敗したものの︑これ

ェクト管理手法の導入をはかり︑

ドイツがわが国に先行して自主技

発を再開したにもかかわらず︑涯

と罎ドイツがほぼ同蒔に原子力開

まず︑第一の点については︑窟

務は︑政策立案を本来の使命とす

度

繕簗する必殺があるが︑まずその

体制では必ずしも容易ではないと

萱任者であるプロシェクト︒りー

する開発段階のマネジメントの業

が一種のショック療法としの効果

手段をあきらかにできる能力を持

制

基盤整備について行政蘭で期待し

思われる︒しかし︑今後わが国が

ダーには︑国によって設定された

層函難にする︒

たい点が二つある︒第一に魅力あ

自主技術の確立に圓って適進ず

醤標と期隈を達成するための最適

る︒

に力を沸ぐことを期縛したい︒

ない︒しかし︑従来になく革新へ

トの意義︑民間企業への疲及効漿

だ︒

﹁闘本式管理方式を﹂

この研究では原子力開発︑宇宙

ならないだろうということだ︒第

の気運が高まりつつあることは注

箏を明らかにすることにより︑多

ﾌ問題愈識はこうしたプロジェ の模倣は成功しているとはいいに

目される必嚢があるQ

方罰の理解を響る明確な目標を決

第一一に実用化を屋的としだ研

みると共周受注による分掴製作方

かなる方向に進められるべきかに

官学民の総力態勢基礎に

こうした気運のもとで大規模研

究︑開発の現場として比較的早期

式になっていたため︑どのメーカ

▽制度の弾力的運営こうした

主性が尊重され︑研究者の飼造の

見通しに不確定な部分が多い点

電力会社側のA7Rに関する需要究開発のマネシメントの革新はい

この現場を還じて関係蓄の交流が

に大洗工学センターが設立され︑

ーも主契約者能力を持つに至らな

較研究を璽点的に行った︒

▽新型炉鯛発外国技術の細入

るプロジェクトの企薩であり︑第

るためには︑いわゆる騒的棊礎研

カギ握る弾力
的運営方法

意欲が握進されやすいマネジメン

愈識は︑このようなプロジェクト

西ドイツ方
・

促進されたことも研究音の意欲を

いということも問題といえるだろ

式を参考に
このうち︑原子力開発の事例研

捉進ずるうえで効果が大きかっ

う︒

原子力開発

究では︑新型炉開発︑西独との比

た︒

で出発したわが国の原子力開発は

二は窟・学・民の役儀分掲の明確

究といわれる段階がきわめて大き

になり︑基礎開発の段階に到建し

な強調を賃うものであり︑しかも

新型転換炉︵ATR︶によって瀬 第三は︑NASA方式のプロジ ▽西ドイツとの比較研究口塞

化と組織化である︒

た︒原型炉﹁ふげん﹂は︑すでに

・学・民には︑それぞれ黙黙の使

ならない︒

った強力な人材が選ばれなければ

以上の諸課題の抽出と教訓にも

を発揮し︑賛ASA方式の薩訳で術の輸毘が可能な段階に到達した

この段階は民闇の鍛も弱い部分で

とつく対策の検討は︑マネジメン

プルトニウム燃焼の発電炉として

命と立場があるため︑結簗するた

トの個別性や研究期間の矩かさな

ことは注圏すべき事実だ︒その原

る富庁の業務とはまったく異質で

はない︑環実に即した効果的なマ

どから︑必ずしも十分ではないが

好調に運転しており︑世界的に注

あるため︑なんらかの形で︑窟庁

あって︑とくに国公立研究所にか

組織別での推進母体を設けること

けられる期待が大きい︒その力を

また︑そのプロジェクト︒リー

めには︑国際的視野と戦略的判断

第二回

放尉線事業既

産業看護婦

ご案内

お蔭げをもちまして蒲回は大変

ご好評をいただきました︒

今回も斯界の撃滅者が充実した

研修を行います︒

期間 難聴萩蕎

東海村・東海発電所

由小割・サンケイ会館および

定員15名︵先着順︶

場所

詳細は左記にお間合せトさい

闘本原子力発電株式会社

社長室東海研修所

ま

＿二二

因については︑プロジェクト実需

少なくとも︑何が改善されれば研

発

当初のB独の技術水輩の差や︑原 にもとづき︑個々の藤織関係を超

がとくに開発対象規模が大きくな

π電

えさせる機会を与えたことだ︒

ダーには問題が発生した場盆に︑

1藁

ネシメント方法を関係者全嶽に考

粗織化することは︑科学技術関係

相乗効累にまで高められよう︒

究番・開発蓄の創造が剃激され︑

目海

螢ー村

この技術的成功の主饗な要因は

えて協力し労えるような魅力的な

しかも︑この場舎︑既存糧織の

ればなるほど不斑欠となる︒

那九

らA

プロジェクトを企画することが先

理想をいえば総理大蓋または霊要

関係閣僚と自由に椙蒼して必要な

1目

告1
カ、R

目される自生技術だ︒

第一に研究開発掲当日が研究畑出

子力政策の譜図などいくつかの要

はこれからであり︑AワRの実用 因があったが︑もっとも重要な要

えられる︒

雀庁に課せられた大きな課題と考

修

九白日i
濡方郡一
八一束一

誌

譲許N
決であり︑それが国の役競だっ
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しかし︑実胴化が本格化するの

身で研究段階のマネジメントのコ

化計画や︑成粟のユーザーである

因と考えられるのは技術投資の撮

ツをつかんでおり︑研究現場の圏

ム
置

代議

観
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地域合意の切り糺に

勢となっている︒

施に移されるかどうかは微妙な偶

実施できるかどうかは微妙
脱石油

電力業界と通産省は・今璽をメドに地城別料金制の鎌入も含めた抜本的な電源立地対策のあり方に

ついて︑検討を行っていくことになった︒先のIEA閣僚理開会などで︑わが鷹に対する

地域への随気料金還充問題につ
いては有沢原産会畏も︑かねてか

とされていた地誌別

トした電源三法にも︑依然︑地元蘭係蕎の不満が強いため︑これまで

らその蚤要蝿を櫃過しているが︑

タブー

へのしめつけが一目厳しくなってきている一方︑電源薄地健進対策の切り札として四牽九年にスター

料金制を含めた霊台対策を︑忌事することになったもの︒しかし︑地域別戸余制は瑚在の鱈気節業法

裡徴料金

また︑今園の検討では︑たんに

との兜方もではじめているQ

に拡大するとの改奇策で落ちつく

法による交付金の使用制限を大輔

現在のところ何らかの形で躍源三

の電気料金を安くする

措圏については︑母家れない家鷹

ではその糠入は戸冠て︑実現されるかどうかは微妙な繭勢だ︒
ていることなどから︑﹁地域糊料
金制を含めた鍍本的な改姦策を篶
鮒

動気料金を他の地域より安くし︑

もののこの原価主義によっていず

などが検討されたことがある

える必要がある﹂と判断︑今画の

地元優遇描蹴だけでなく︑宜地問

手動となったもの︒

れも見送られているのが塞悩だ︒

発礪による強張を醸接︑地元に還

また︑今園の地城別料金制闇討

原研新理購畏

ている︒プロジェクトも短・中・

のご協力を得られたことを感謝し

﹁村田段

を自選させるだけだ︒蓄積された

により方向づけされたレールのr

また藤波新理畷長は︑

た︒

う﹂と感慨深げに邊伍の弁を語っ

ますます発展していくことだろ

た︒こん︸︐﹂も︑新理撃畏のもとで

究餐も安心して働けるようになっ

長期を定篇化させ︑それにより研

﹁研究開発機関と

・

の連携︑緊密に﹂
藤波氏抱賃彫る

政府は六購の閣議で村田浩臼塞

認︑その後口に藤波憎雄原子力工

原子力研究藤理製長の辞任を承

〆触喪

輪講購

していきたい︒そのためには︑動

成累などが生かされるよう運慰

発機関との連携を緊郷化し︑各方

燃︑大学︑メーカーなどの研究開

つづき原研顯問として︑国際問題

なお︑村餓氏は︑童蒙後も引き

抱負を語った︒

藤で生かされるようにしたい﹂と

学試験センター躍蟹畏の就厳を決

◇

め︑十五譲に発令しだ︒

原研理肇長新旧交替の七二象箆

浩氏は︑﹁四±二隼から十二間︑

ている︒

などに力を入れていくことになっ

は十六臼︑科技庁で行われ︑上田

をつとめたが︑この闇︑みなさん

﹁環境放射能安全砺究扁

副狸麟長︑その二二鰯聞は理弓長

一方︑

いるQ

響﹂﹁放射性物質異常放毘階の安

なかでも︑FBR開発︑再処理

金確保扁が加わった︒

など︑核燃料サイクルの進展にと

もなって増大しつつあるプルトニ

トリチウムなどの内部被鰻は蚤点

ウム︑それに核融愈で問題となる

する二つの講演が行われる︒

代における南民運動の方向﹂と題

ト

三菱璽工業株式会社
三菱原子力工業株式会社

PWR原子力発電プラント
PWR船舶用原子炉設備

元しようとする構想︒しかし︑こ

うした特別搭暇は﹁原婿主義漏と

題金体について︑総禽的な検討が
行われることになる晃込みで︑こ

このため︑かりに鷹源立地促進

の一つQたとえば︑四月の値︸げ のため石城別料金棚が憩入される

深腰防御の蜜金思想をとり入れ︑

マについては︑﹁課題の鐙璽性を

原熊胆

八○年代の難民

︵王A蔦A︶加盟については︑兜三十田︑東祭・丸ノ内の磁本工業

進展があることを示唆する発震を

三菱P脚R原子力発電プラン

三菱金属株式会社
三菱蜷機株式会社
蕊菱商魂株式会社
三菱原子燃料株式会祉

高速増殖炉プラント

﹁公軍﹂を原劉とする躍気薯業法 は・囎力九社間の料金格差も要因

のなかで︑原子力開発を促進する

に反し︑昭稲五十二鋸の醗襲繁も

門轟入は好ましくない﹂との結論 前に一KWH十四・九四円だったとなると︑その他の政策的料金制

では︑従来から行われてきた﹁放

軽水炉燃料・冷却材得失露里︑施

﹁低線

﹁環境放射線

に︑新たに門内部被曝の生物影

書放射線の生物影響﹂の三テーマ

︵能︶モニタリング技術﹂

・被曝線騒評価漏

射鑑物質及び放射線の分布と挙鋤

ための臨時描置法についても演討

として地城欝料金制が実

上のための研究﹂では︑これまで

っての考え方としての﹁安金性向 響﹂門放射線の入体に対する影

また︑研究テーマの選定にあた

研究を行うこととしている︒

の安全性など八分野で︑異体的な

化︑核燃料施設と核燃料輸送容器

設の構造安金性・確率論的安全騨

にも大きく波紋が広がることは必

る東北電力の料金は︑十四・五七

価・地無︑放叢書物質放出低減

東東樋力の料理が︑値まげ後二十

円から二十三・〇七円となってお

野勧安全研究で年次計画

TM亜対応に最重点

されることになろう︒

を出していることからその実現が

り︑﹁露源立地に協力している地

饅後の

簗︒このようなことから

の石油火力発電所は認めないとい

僚理蟹会で︑わが圏に対し・新設

区住属の方が高い料金を隻出され

切り札

二・七六円になったのに対し・康

の方向が打ち

こうしたなかで︑先の茎EA閣 磁の福島原子力発電所が管内にあ

毘送られてきていた︒

う厳しい

脱石油

慮されたうえ︑現在の立地促進策

れていた︒

るのはおかしい漏との擬摘もなさ

今回︑発表された両安閑研究蕉

きもの﹂と規定しているのを︑研

の中核となっている電源藩法につ

原子力安金委員鼓︵吹田徳雄婁

次雪嶺の特出のひとつは︑三無三

究が長期にわたるなどの理由で︑

いても︑その交付金の便用制限な

農擾︶は十六円﹃昭和五十六隼慶

月の米スリーマイルアイランド

﹁原則として罠闘で爽施されるべ

現在の電気料金制度は原価霊

から向こう五庫間の安盒研究奪銀

勘案して︑国が行う一と明甜︑安

については︑今隼度から放射線医

的に推進する計画︒プルトニウム

学総愈研究所で内部被曝実験榛建

㌔

用調瀬野︵闘長・斎藤信房東邦大

沼本原子力罪業金議は第七十八
学理学都教授︶とともに︑滋程の

行っている︒

核拡散リスクの悶題﹂︑法政大学

協力をすすめるために︑その体

法学部教授松下集一氏の﹁八O年

制︑力説に修正を加えつつあるよ

ふまえて﹁墨磨に検討しているよ

このなかで︑ウラン共陶探査︑

﹁中属は原子力平和刊用での国際 うだ﹂と︑ちかい醤来なんらかの

原子炉技術︑総懸研究協力など︑

その印象のひとつとして岡氏は

た円本原子力産鑑会議の森一久蝉

どに対し︑強い改藩要用が出され

義・公平主義を原則としている︒

翼闘を決めた︒

と︒

うにみえるQ軍和利常を推進しよ

全研究への強い姿勢をうちだしブ．

の安全研究の墓底にすえているこ

︵TM工︶原発鱗故をふ象え︑そ 民閉で実施することが關難なテー

このため︑立地地域のみの料金だ

﹁原子力施設﹂と

けを安くするとの措腰は︑この公

それぞれの騨門部会で検討されて

﹁環境放射能偏の二つの分野で︑

り︑難しい開題を含んでいるのも

門原子力旛設等安全研究扁では

異体的なテーマが話題となった︒

ルトニウムの生物学的安金研究

設がスタート︑たち遅れていたプ

は︑門四人組﹂の隣代︑鯵滞を余

今團︑中国側から要講のあった

れた﹂と語った︒

うとするふん閉熟が随所で感じら

するため︑原慶代表団︵七⁝八

儀なくされた歴史をもつ︒それだ

原産代表繊については︑関係雀羅

運動などで講演

中国の原子力草稲利用研究騰発

名・十田間穫度︶を派越してほし

けに︑原子力発礪開発の方針の確

とも連絡の上︑七月中には︑各分

六月三十・口H︑工臨粟倶楽部

から︑B中間の原子力交流を協議

い醤の要請があったことをあきら

立は︑緊急性をおびた国録的課題

野のトップレベルから成る代表囲

が︑ようやく途につきつつある︒

かにした︒

となっているのが堅肉︒

この申深側の意向は︑禁手が︑

を中礪に派遣することになる模様
濃縮︑軍薯利用にいたる全原子力

萌単に岡行︑中田科学院原子力研

今國は︑学醐院大学法学部教授

倶楽部で開く︒
に一時︑婦目した燧78秀武王AE

森氏は︑派難中の訪中放射線利

分野で︑計踊から生麗家で螢任を

田巾靖政氏の﹁第三世界における

第二機械工業部︵ウラン探査から

もつ組織︶の王志潜窟麗摂︑刻駁

究筋︑謡都病院︑農業科学院原子

A箏務局次長は︑この四月︑中圃

圓原子力醜諦莱懇談金を来たる六月

撃原子力工業公司麗塾笈︑孫廷雲

力利用研究所などの施設も訪問︑

原子力嵩客誤の招きで訪中した点を

なお︑中園の国際原峯刀機関

譲際周擬ら酋脳との話し憩いの巾

関係蕎と関取な慧兜を交換した︒

である︒

で浮上してきたもので︑中国側は
門できるだけ早い時期﹂を要講し

務理串は十・六鷺︑科学技術庁で記

た︒

日中の原子力協力で膨駿する右から王第二機械工藁獄官膳

安全性と信頼性に定評ある

一

地域別料金制は︑発電所周辺の

『電力業界と遍産雀、今夏をメ 瞬曜蝉
』一
畏︑森原蔵導務︑郊原子カ工鑑公司理購畏︒

をうけ︑九鐵i十四臼まで訪中し

蕎会蔵し︑今回の訪中で︑中篇側

きたもの︒

原産代表団派遣を準備
中素縫家科学技術委員会の招き

闘中協力、i新局面へ

皆実︒これまでも︑こうした特別

平聖義をもつきくずすことにもな

「
原子力平和利用で
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局面 打 開 で 意 見 活 発
警聾矧新しい視座の確立を
︻ストンクホルム十七日撲小林特派員日米隔とスウェーデンの両原子力π業会議主催の﹁国際パ

ブリック・アクセプタンス︵PA︶ワークショップ﹂が十六田︑先に︑原子力発電で鶴民投票髪行
ったスウェーデンの首都︑ストックホルムではじまった︒この日︑講演に立った番国の代表は︑競
って︑今田︑原子力が置かれている状疏を分析したが︑その基調は︑漂子力が政象の貝になってい
る点を憂慮︑﹁エネルギー︑経済の側颪からアプローチすべきだ﹂という二見が椙次いだ︒

ェーデンの国罠投票という大きな
荒波を経験したあとの国際会議だ

薦鶉
ットワークが動きだし︑すでに八

・プログラム﹂および国際憶報ネ

の﹁シグニフィカント・イベント

識になっていないと指摘︑﹁原子

公衆だけでなく︑政藁家の共通認

なエネルギー源であることが一般

罠福祉にてらして︑原子力が有望

ことわりながらも︑いずれも異句

び工業省の高宮は︑個人的見解と

いう点を︑まず考慮すべきだ﹂と

ζつ判断していいかわからないと

労組︵LO︶︑産業界の代表およ 否両派の意見をきいても︑公衆は

なっているが︑この点に関して︑

﹁攻撃囲梗を経済的側面に策中さ

指摘したあと︑建DFとしては

の将来﹂と題して講債し︑﹁TM

るので︑楽観馨している﹂と曲

へのアプローチを展開している﹂

また︑岸本氏は︑曝本のPA杁

ことをあきらかにした︒

の脈要殴についてふれ︑関係機関

況を概説したあと︑原子力のPへ

り︑日本のマスコミがさわぐほ

を繍象づけた︒

︵EC︶諸国の一九七九年の原子

︻パリ松本駐在員目欧州共同体

全発電璽の一〇・八％

ECの昨年実績は
＝一七六芸KWH

原子力至上

を進めるよう要求している︒

して︑もっと強い態度で対仏交渉

るのではないかという疑越を表明

ついて交渉することで妥協してい

に︑ベルギー政府がショー原発に

約改訂要請に応ずることを条件

派はフランス政府のユーラトム条

欲しいと繭入れているQ環対運動

れがあるから︑少くとも縮少して

化するなど︑環境を汚染するおそ

が笑現するとムーズ川の水質が恕

境欄は︑フランス政府に拡張卍醸

ベルギ⁝のリュック・ドール環

ている︒

た︒

仏罐力庁︵EDF︶のエネルギによる国際協力の強化をうったえ
ー広報察罠のタクーン氏は﹁原子

▽委員畏によって提案され︑委
興会の助議と承認を必要とする人

を強化した︒

▽委員長と運営総局罠は︑委員
会の縄織全体を十分に広く知って
いなければならないことを明確に

力発霞縫は︑千二百七十六億KW
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力安全に対する翼体策として︑賛

か国の参加がき象っていることを

いだに︑事情は変わってこよう︒

同膏に︑﹁こんや．﹂五無ぐらいのあ

I事故以後の原子力をとりまく混

NRC改組ヘゴー

委贔畏権限を強化

せ︑生酒水準と雇隅から︑原子力

く︑茎本的な経済学から出発しな

転手順︑運転員の訓練や監至重など

過去の国民投票でも︑投票結巣と

力工学のことを菖及するのではな

が大蠣に改骸されるなど電力業界
とんは︑米園の規制と︑直擾︑関

ど︑事態を深刻視していないこと

とにより︑公衆の信頼をそこなわ

一方︑この三月の国罠投票で︑

ないようにすべきだと主張した︒

を防止し︑無︑箏故運転を続けるこ

また︑同氏はTM1事故の再発は反対の方向にすすんだこともあ

ければならない﹂と述べた︒

あきらかにしたQ

の非観朗予測を集えなおすよい機

ワークショップが原子力について

会になることを稀望する﹂と述べ

トップをきって軽量した米国の

た︒

・〜︐ ゆ
ひ
ウ
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︑忍愚継幽

スウェーデンでは︑こO一〇年以

AC︶のゼブロスキi博士は︑T さらに・ソール・レビンNUs

原子力蜜夕解析センター︵N目S

や政府機関の措置および盾動呂標

炉心劣化を中心とするさいきんの

係している﹂と指摘︑遠隔立地と

MI事故を総括して﹁装置︑運 社副社長は﹁TMIと原子炉安全降︑原子力発送を全廃することに

に︑薫大な変簗をとげた一と隅隅

NRCの規制万岡をきびしく批判

りにも大きな墨隈を委員長に与え

きして︑﹁すでに実施ずみや︑げ

した︒レビン氏はラスムッセンや
来国下院は五月三十臼︑政膚運

すぎており︑他の委員の権限を縮

は︑シーブルック︑ビール︑ブロ

今世紀中に炉心損傷をともなう璽

んざい実施中の改蕩描置により︑

営委員会の勧告に従い︑原子力規

安金であることを再確認したが︑

する大規模な反対運動や︑カリフ

ーグでの史上最悪のTMI事故お来NRCのさいきんの原子力政衆 ックドルフ各原発の建設などに対

ビルクホ；ファ⁝の研究結果を引

制委員会︵NRC︶改組計画の修少させるものだ偏として反対され

今回の会議には︑米国ハリスバ

は︑原子力開発を無用に束縛する
ォルニア州でのイニシアティブに
大島故が起こる可能性はきわめて

の社会の他のリスクにくらべては

用して︑﹁原発の立地はわれわれ

修正案が下院を通過

ものとして批判された︒さらに︑

さぐり出そうとしたものだった︒

ゆれうごいた時代でのPA戦略を 少なく︑また︑たとえそのような

よびスイス︑オーストリア︑スウ

から原子力が政争の貝になってい

さいきんの各回の困民投票の動き
事故が起きたとしても九九・九％

けに︑各界の関心も高く︑世界＋

スウェ；デンのアセアトム社広

一三騙厳≡藻一毫簗≡≡疑聾一叢﹇ヨ一一＝

たQなお︑従来からのNRCの政
点は以下の通り︒

ていた︒これらの意晃をもりこん

の確率で稲大な環境彰響をさける

数か国から約百五十犠のパブリッ

問題調査グループ﹂︵団長・岸木
康田本原子力文化振興財繍常務理

だものが今團の修正案︒その修正

まず︑大会のあいさつにたった

報部長のアルト・カイパイネン氏

策の公式化︑規制作成︑許諸司決

類リストに︑さらに四つの役職を

一≡三藪一㎜≡

正案を承認した︒この結果︑委農

スウェーデン原産会長のギムステ

ゼブロスキi博士は︑こんご数

は︑原子力論争が属領の権力争い

篤における任務はそのまま︒

加えることによって︑重要な管理

は一九七四︑七七矩にスイスのジ

＝ヨ一一︸妻＝≡㎜最叢︸累一≡＝一蓬≡韓︸一一＝簑一二一一﹈コ讐一一≡＝一︻

長の権限が強化されることになっ

ット博士は門われわれが原子力国

奪以内に解決すべき大きな課題と

につながり︑巌難民の気ばらし策

この修正蹟に対する原案は︑三

事︶が参加 し た Q

るかに小さい﹂と述べた︒

っとエネルギー︑経済の側面から

るとの指摘が楊次ぎ・原子力はも

民投票に負けていたら︑このワー

して①定常的な安全目標の設定②

の道翼につかわれていると批判︑

NRCの委員たちによって﹁あま職の選定に対して︑委員会の権限

月に政府によって提出されたが︑

蒙＝

ことができる﹂と述べた︒

加︑日本からは原薩派遣の﹁PA 繊麗されるべきだとの意見が多か

ク・アクセプタンス專門家が参

今回の国際PAワークショップ クショップは開催されなかったろ

炉心劣化の解析③確率解析④運転

エネルギー嬬要の増大︑石油供給

った︒

う︒しかし︑スウェーデンの政治

経験の解析一1︒とくに︑④に閲

曇一一一一ヨ︸

︵障密を受けたものはいない︶に
みている集団と︑悲観的︵壊滅的

▽委員畏は︑委員会が審議と認

した︒

で︑総発電壇一兆千七酉九十億K

H︵七八駕千百五＋億KWH︶

WH︵同一兆千八百七十層KW

を占めた︒
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欝

隙

峰

ら自動技1呂まてすべ

角各種あります。

瓢ゆ

輯緬皮数・サイズ・屈折

二

；壌

蓬

部店恩

社阪浜
本大京

讐講

てこ相，弾くたさい。

UDM−75T

ブラウン管♪、振式0舳m

聞

業
産

してはNSACとINPO不
の安共
︑同
人渋染大︑宮の配分など国

ュネーブで開かれたものにつぐ三 家は︑一δ一〇無以降は原子力を
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態度は賛成に向かう傾向を示し
た︒その後︑米原子力規制委員会

事故を避けられたのは運が良かっ
︵NRC︶の無能力さを揺摘した

別図に示したとおり︑原子力発
醒に対する賛否の割合は︑昨年三

ケメニー委員会︵TMI軒忍大統ただけ︶にみている集団にはっき

可をするための政策を策定する計

画の費儀を課せられたQ委員畏は
運営総局長に日常の業務管理を委
任する︒
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ワークショップでは︑まずTM
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に投稿している論文の中でも︑

刊ブレティン︵BAS︶誌三月号月︶の推移をみてみよう︒
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月のスリーマイル・アイランド原

十月から十一月にかけて︑初めて

わらず︑それ以前からすでに来国

る傾筒は孚MI事故の有無にかか

点は︑原子力発電に反対す

んで︑国罠の態渡の移り変わりを

迎えるにいたった︒

反対が餐成を上図る厳しい状況を

もう

衰わしている︒響豊前の一九七五

これらの理宙により︑TM工禦

で高まりつつあったこと︒

笙嵩月齢点では︑三対﹁︵賛歪の

楽国では︑このように国民の懸

内訳けは別学の還り︒

10〜60こ組2段り」同条

・

5〜15

門エネルギー界は︑原子力を受け

入れていくために努力を臨けるべ

子力発露所︵7MI︶事故をはさ領調査委員会︶の報告が出た昨奪

り分かれているからと言えよう︒

きである扁と掴摘した︒

言い換えれば︑原子力支持派と
再生司能なエネルギー源支持派の

度が一時︑原子力二二反対へとの

仏原発反対の
行動戦線を結成
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原子力は必要か︑それとも不必

り︑また一九七八琿九月には反対

の継続を暗に批判したわけだ︒つ

故丁台に行われた調査結果を比較

一石を投じ︑これまで通りの対決 差四四％︶で圧働的に賛成が上鷹

饗かiI︒原子力開発におけるこ 難燃闇における激しい対決姿勢に

で多くの論議がかわされている︒

の間題は︑これまでにも種々の場

雰囲気につつまれ

した場合︑反対層はわずかな増加

躍
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今後︑原峯力発霞が国民的愈意

しか承していないと醤える︒

の下に社会に受け入れられるため

o

米原発世論はどこ

後の経過をみる

には︑十分に時間をかけ︑信頼を

ョ⁝原発拡張計画︵酉三十万KW

のほど悪罵をこえたフランスのシ

一M
一4ユ

A︒ロビンス︵地球の友英罵代 てのエネルギー
源の必要性を認め

らには最近︵五月︶

TM一事故を境として と︑今琿一月︑さ
の調蛮結粟は原子力支持が徐々に

得ていく対応を欠かさないことが

級PWR四基︶に反対するワロン
行動戦線を結成した︒同戦線はベ

として繭接フランス政府に計爾放

ルギ⁝政府の累累抗議が生ぬるい

棄を働きかける予定で︑ショー原

玲 20 ω0発
鰯の拡張は一九七五年以来のモラ
トリアム要求を骨抜きにするとし
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表︑四月に曲解︶も昨隼︑﹁原子

る一方で︑現実問

國復していることがうかがえる︒

肝嚢である︑と改めて認識される

題として︑各廼工

︵同二六％︶であった︒それが薯

この悪識調査結果の推移にみら

が猶えているものの︑ほぼ二対一

成功していない以上︑原子力を拒

故後には賛蒼の鑑が一％と肉迫

ネルギi源が今臼までに興現化に

覚する余裕はない︑と騒鐘を発し

﹁あなたは︑※国における原子

電に対する米国民の態度の推移

ハリス世論調査にみる原子力発
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れる国民の態度変化について︑リ

次第だ︒

し︑反対の機運が高まったが︑そ

ャ⁝社は︑二つの理由をあげて次

れでもなお賛成のほうが上回る結

学暫︑評論家らの論争もさるも

ている︒

巣を示している︒

のように分析している︒
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における世論調査結果︵ハリス調

とだ︒つまり︑この事故を楽観的

@〔％〕

ゼプqスキー氏

の報道も獅れるにつれて︑公衆の

P，、7・・18・・

⑧ご装氷にそう勃器什様
の探触イの研究製作い

総締醗蜘

1978脅 比

撫

△

歪一九七五年三月〜一九八○隼一

C一

UDM−407

38℃〜三，810℃

115三層類

r能温展

測ノt

十lo 8

117，577

、ll

合

十17 5
十30 7

39，795
37，908

西ドイノ
フランス
イギリス
ベルギー
オランタ
イタリア

3月9月
5月
4月7嫉
R1；

1977
1976
O975

一＿」麟贈

＿■＿＿一」＿

＿■＿＿一一

12
わかりない
》鴨一「罵ア1・＼
@2

1ζ

うレ
反対
拶

，！、
@

5。52
5632。525

噸7∫8
@
妃Bず†霧7蓼342

̲胃
成
賛
S1

55一〜7

39
61
b雪
60

原∫力発屯吊
k白力kWH〕

名

団

撫
／

爵
うか︒ここでは一例として︑来国

ンバーグ︵来エネルギー分析研究

所長︶がいる︒原子力関係科学鞍
らの主張を掲載している米園の月
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入年謙画で影響解明
繭嚇鉦環境影響評価にも反映へ
海洋生物環境研究所は十七紹︑﹁海域モニタリング検討会﹂を設趨︑温排水影響モニタリングの申

央で収藥・分析︑温麺水が沿岸生物に与える影響を解明するとともに︑モニタリング手法の改善に役

央評価作業をスタートさせた︒各発電所で実施されている温排水モニタリングの再開前後データを中

立てようとするもの︒通産雀の委託鵬業によって︑向こう八薙間をかけてデータ評価にする灘排水影
翻の解明に本格的なメスを入れる計醐だ︒

ウラン鉱区の期
部に位遇する一万二千ご蔭八十平

アイールウランベルトのほぼ申央

岡社の所卒するアイール鉱区は

圓さらに鉱区の期隈を延長するこ

開発宙体は変更しない方針で︑今

状︒が︑岡社ではアイール鉱区での

できるように︑乎ぜまになった永

る﹂と述べ︑原文献を迅速に提供

なって︑その効果がより発揮され

要とする原文献の握供体制がとも

田町本部とは別に岡館を建設した

巳樋

限四年間延長へ

経緯を説明した︒

とになったもの︒今回の期限更新
によって︑鉱区は蕎望地点を残し

とによって今後の開発に憂えるこ

て約牽分程蔑にへらされることに

産にメドをつけ︑すでに生産体制

につぐ︑わが国二番國の成功プロ

に入っている﹁指尺ウラン開発﹂

なる兇込み︒

方詩層︒一九七八庫にはウラン生

西アフリカのニジェール共和国

ジェクトとして期待されている︒

国際資源

でウラン探鉱開発に取りくんでい

しかし︑その後の国際ウラン節

語間期限を延喪する計画だ︒

霞向側としてはフェーズ買までは

発への移行を手控えているのが現

統一大会となった︒

会議も実行婁に参加︑文字通りの

長することになるもよう︒

価することは作業上からも不可能

場建設については︑ウラン濃縮国

稜極的に協力していく方針だが工

産化とのかねあいもあり︑二郎の

川碕昭一郎千葉大助教授︑地球化

町名のほかに︑石川患明大教授︑

今回アピールした科学蕎は前記

閲魔のサービスを行っている︒

索︑オンライン渦報検集︑受託・

出版物︑磁気テープ握供︑機械検

内外の科学技術情報に関して︑

れた精殊法人︒

ため︑昭和三十二隼八月に設立さ

が国の科学技術の振興に霧与する

の情報を収集︑処理︑提供し︑わ

に関する中桐的機関として︑内外

ST︶は︑わが国の科学技術憾報

日本科学技術センタ1︵﹂至C

る國際資源︵大慈弥蠣久爪長︶は

場の悪化などによって岡往では開

たもの︒

温撰水影響の解明には長期間に

が期限切れとなるため︑さらに四

今愛で岡圏内に所有している鉱区

鉱区は八月十五日から四二間延

あり︑通薩省では潮こう八二間を

わだる継続的なデータが不司欠で

なため︑嶺面は︑いくつかの藁蓑

かけて総禽的な評樋を行う方針︒

発魔所還開前後のデータ比較研

的なタイプの発驚所をえらび︑こ
うした地点についての評注を行っ

建設協力の段階に移行する場台に

環在のところ考えられているのは

の自然な海洋環境と︑運開後の海

究︒これは︑原畢暴発勉勧工開前

ていく方針︒通産雀では︑こうし

の運転が周辺の海洋︑焦物などに

洋環境のデータを比較し︑発贈所

﹁科学技術文献速報偏には月露の

鳩版物サービスの一つであろ

京都大学ヘリオト切ン核融舎研

われているこうしだデータは︑

ラン濃縮工場を建設する可能性を

園際協力でオーストラリアにウ

Uずつ増設して︑最終的に一万ナ 行うことを決定︑轟体的にはウレ

設をスタートさせ︑毎奪千三SW 州ウラン濃縮グループ︶で評価を

的実績を尊醗し︑国際的にも強く

A社のダブレット環などすでに稼

同センターでは︑これで︑※国G

究センター︵宇尾光治所撰︑字総

層程度︒この温排水は周囲の海水

に評価することに主眼がおかれ︑

個々のケースについてのみ綱別的

探る日褒襲前協議が十六日︑稟蒙

SWUの大工場にするというのがンコ︑ユーロディフ︑米国︑日本

要望されている統一した形で開か
あきらかにしたため︑田本側とし

れることを強く顯い︑その実現の

七七年以降の統一世界大会の歴史

﹁今無の原水爆鰻止雛界大会が︑

会議会員ら科学鴇八人は十六田︑
と︑八O無代畢ばに濃縮工場の建 は産業界が設立したUEGA︵慶

から五十三庫にかけて行われた田

祠

﹁計画趨りのプラズ

同装綴は五十一卑から総工鍵九

実現へ憩儒を深めている︒

ぶ︑ヘリオトロンの核融台巽験炉

働しているトカマク装置となら

マ生成に成功した﹂と発表した︒

予審実験で︑

書毛は︑温度一千万度で一立方

力

〇一端︒九七山ハ・四

一四一︶まで︒

総合機器

ア

アロカ︵雷同鉱柱計長︶は︑二

展L開催へ

十六〜二十八日の三臼間︑菓京・

衛楽町の藁票交通会館十二階展示

ホールで﹁アロカ総禽機器展﹂を

この機器展は一蕪おきに開催さ

開く︒

れているもので今回が八園類︒

最新の超音波診断装謂︑核医学

展示する︒

定羅︑レーザーメスなどを一常に

情報資料館

懸際銀子力機関︵IAEA︶で

職員を募集一AKA

藤次郎理壌長︶はかねて葉票・練

田木科学技術情報センター︵岡

究および研究所部︑FAO／IA

▽研究およびアイソトープ局

る︒

は︑次の要領で職貸を勢集してい

騰区に構報資料館︵松田辛潤館

科技傭報センター

が竣工披露

めるというもの︒

個をO・○二〜O︒一秒闇閉じ込 装翻︑エックス線CT︑放鮒線潤

基層あたりのプラズマ密度約厨兆

は岡館︵鴬語

トロン装羅門ヘリオトロンE﹂の ら業霧を開始する︒詳細幽い倉ゼ

で︑関蝿常数は五十︒七月一臼か

分にあたる約百万無が保箆角能

物︒﹂亙CS学収集資料の約＋薙

落平方層に地上二階地下二階の建

惜報資料館は︑敷地醸積四千瓢

ている︒

刀一千件あまりの抄録が掲載され

康子力工学編もあり︑昨春穫は二

学肴猿橋勝子氏︑田沼肇法政大教

原水禁大会統
一でアピール
八人の科学者

世界羅大の装置

きそうだ︒

授︑服部学守教大助教授の八名︒

羨にも役宣てる計臨だ︒

いて総台的な検討が必要になって

して︑海生研内に検討禽を設興
しかし︑題慶衛では︑すべての

は︑わが国としての濃縮計画につ

クトンのサンプル調査などを審常
し︑異体的な作業のすすめ方につ︑

発醜所のモニタリングデータを評

た研究によって温排水影糾が解明

わが醐の 原 子 力 発 殿 所 は す べ て
的に実範︑温排水の魂胆のないこ
いてッメを行っていくことになつ

されれば︑モニタリング手法の改

沿岸立地︒このため︑とくに冷却
とを確認しているほか︑通帰省で

が各圏の擬縮技術の毘較評価を行

京大ヘリオト
ロン旺が稼働

あたえる経鋸変化をあきらかにし

塔方銭などを濁入する必要はな
も環境影響調査としてモニタリン

ょうとするもの︒

く︑すべての原子力発簿所で海水

事前技術評価開始へ

グデータの評樋を行うなどして万

ったうえでパートナーを決定する
との方針を打ち繊したため︑一時

に拡散されるか︑あるいは海面上

このデータをゆ央で収集し︑総盆

の技術に対して評価を行う慧陶を

これまでは︑すべての発霜所で行

の空気による冷却効粟などによっ

的に評価する作業は必ずしも十分

で開かれた︒会含では︑褒州側

基本的な構想︒すでに︑五十一鰯

ための行動がただちに開始される

発表した︒

十一億円をかけて建設︑今無初め

療州はすでにユーロディフとは

完成したもの︒本体はドーナツ型

原水禁世界大会は︑さる昭和五

●一日一一日目

で醐径八綴︑高さ四層︒最終的な

商業機密協定を締結しており︑円

しかし︑この調査をふまえてさ

口一；一目

なって実行委を結成︒難語は核捌

盆によってはB本ともこうした協 十二年︑原水禁と原水協が一体と

＝一日目騨

らに詳細な検討を行うフェーズ買

︐＝一＝騨

定を結ぶことも考えられている︒
一一一一＝

採用ずるほか︑各工程を利用した
助けにしょうとするもの︒将来は

れによると︑今年度の調査研究の

インプット数の増加︑コンピュー

れているが︑豪繭は二か庫謝画で

府の委託による核物質管理課報処

タの効渠的利用法などについて総

有効に︑経済的に籍理するための

定業務が魂点︒このうち︑核物質

理︑保随描櫨分析所での分析︑測

運研究の充実︒二無半にわたった

制強化を条件に再処理工場を認め

シール方式のあり方について研究

惰報処理は︑各館物質使胴施設か

長︶を建設していたがこのたび完

薦が必要な他︑実務経験等の資格

応勢に嚢たっては所属機関の擢

研

けとり︑コンピュータ処理してI

じ込め監視のデータを衛星中継で

の荷無を薩ちに検知するシステム

至AEAに送り︑地球規模て転用ら報鑑されてくる管理データを受

EA共色懸隔部各〜名︒
騨理乱長はあいさつの中で︑

AHA提出用の感傷を作成するの成︑五田︑竣工鷲再会を開いた︒
が空な仕箏︒今琿度はひきつづき

も考えられている︒

の︒

その第一の濁点は封じ込め監視
法の研究︒これまでの偲隔描櫨で

は移動する核物質の磁を測定する

大型薄処理施設の改良参陣描澱

また︑東海村の保陣描躍分析所

の衛無を確

も漁点の一つ︒これは︑米国のバ

では政府の査黒蜜が収張した核物

転胴

ーンウェル爾処理工場を例にと

まで︒

韻脚塑の繁きは簗急原産・企雌終

︵﹂OIS︶サービスは︑情報の臓︒なお︑締切りが近いため︑応

制限がある︒締切りは六月二十八

認することに盤点がおかれたが︑

り︑大型工場の動的謝腿管理のあ

だが研究薔︑技術番が澱終的に必

所在を確認する有効迅速な繋段︒

門昭和五十一鋸から行っている窃

この封じ込め監視は︑たとえば核

務を璽点的に行う︒

質の試料分析︑査察機器の調整業

処理システムの充実をはかる︒

物質を収納する容器にシールをは

庫などについては封じ込め藍視を

り方を研究しようとするもの︒倉

寵技術によるオンライン憐報酬索

認することによって数騰管理の手

り︑このシールの破損の萄無を確

ことによって

このほか︑日常業務としては政
る方向が打ち出されており︑この

を行う︒謹た︑将来はこうした封

舎的検討を行う︒

のあり方を研究しようとするも

方針に応じて新しい保障描躍改測

INFCHでは新しい保障描置
単体
期に発兇する方法なども湾えら

視することによって転用の荷無を

ハイライトはポストーNFCE核
五物質貯蔵庫のドアをテレビで監

二＝＝

移行への交渉については︑畷州側
闇：一一騨

市︶は十四日︑世界最大のヘリオ

に低下していくが︑その流蝋は︑

て水温は沖合にすすむにつれ徐々

行われていなかったのが実偶︒こ
が︑こんこ実施する覇離技術評価

てもこれに応じることになったも

地球化学者三宅泰雄博士︑小野

わが圏としては︑かなり大きい澗
のため︑旗艦織では﹁温排水影響
について臼本側の騰報提供を求め

戴纂礎調査のフェーズ王では門国

よう要望します﹂とのアピールを

＝＝：

五矩度翁業計画がまとまった︒そ

っていた︒こうしたなかで豊州側 周東大名芸教授︑中漏篤之助学術

出の箪常購流澱に匹敵する規横で
を解開するためにも中央評価を行
たのに対し︑田本側も︑これに墓

の︒

中断︑藻州側の態度決定まちとな

あるため︑一部灘樂関係者などか
う必要があり︑こうした研究を︑

司能﹂との締論が得られている︒

際競畢力のある濃縮工場の建設は

蒸籠日本も情報提供

らは︑その影響に対して唖念が表

よって鐵羅共同濃縮研究のフェ1

本的に応じることで台意︑これに

雇

オーストラリア側の計画による

歩をふみ出すことになった︒

ズ∬は︑その実現へ向け新たな一

さらにモニタリング孚法の改醤に

これに対して︑驚力会社では温
﹁電源立地環境総台実語調査﹂と

役立てていくべきだレと判断︑

p水流 蟹 は 毎 秒 六 十 〜 七 十 立 方

る︒この場禽︑蕾万KW級原口の 金の休制をしいている︒しかし︑

による選流方式が採用されてい

園図㎜

明されているのも購実だ︒

排水の水温︑水質︑糖類︑プラン

原子力施設周辺海域でのモ漏タリング翻四一遡塵纈ではこうしたデ
ータを中央で収簗、分析し、温排水影響解明に役立てる方針。
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と︑魔力源としての原子力物語が

七︑ゾ．ム／將は飛行機で大陸を横断
した人が受ける放射線踊の約二十分の一であるとか︑あるいは︑飛行機で大陸横断を往復した人は約

五ド．

きるようになったと等していた﹂
ということだ︒事故後も変ら

ず酪農を経営
DHM誌の調査蕾常門ペンシルバニア州バー3スパー

グ近郊七つの郡の酪農民は︑原子

披曝し︑これはTMI発電
王地域の放射線レベルが少し低い

事故の結果被曝した平均線鰍の約三冠にあたるとか説明すればよか

所から五＋錫以内の地域の住民が

つた︒

の岡染の十八の瀾定点から選ばれた六つの地点で︑先遷末のガンマ

放射線はバックグラウンド・レペ

ことを示しています︒発電所近辺

ｩ所については︑一九八三庫に 施設が後でフル・サイズの貯蔵駈

2

WHPテレビが週三回

噛定値を放送
放豹線漂
Vが四書合五時三＋分と午後

力発電利用についての蟹成︑反対

いて来国民がどれだけ真剣に考え

原子炉から一マイル以内の区域

もう一人の農民である原子炉に
巖も近い酪農場主リチャード︒アルウィン氏に︑﹁家藷の変化は全

然ない︒報道機関が︑事故を三際
よりひどくしてしまった︒薯故が

％と続いている︒

ALC・ヘダ；ル牧師米国ルーテル教会︵ALC︶研

原発は正義のためこ使用﹂

々

究分析部の報告によると︑原子力

薬でもなければ︑本質的に破壌的な技術でもない︒

発電はエネルギー問題解決の万能

ミネソタ州メイプルウッドの平和ルーテル教会の牧師代表スーザ

るエネルギー源も︑危険がゼロで

﹁われわれの圏的は︑住民にご

こから十五〜二十マイル離れたと

はないこと︑人間の誤ちから免れ得ないということを認識すること

ルでした﹂と述べた︒アナウンサ

事故の前と比べてもなんら変わる

ころでは家畜は死亡し︑われわれ

ハリスパーグのチャンネル21︑

︒ム／購︑TM王発電所南門でO・を信じさせることではなく︑放射

ことなく白縄炉の近くで酪農を鴬

ン・K・ヘダール牧師は﹁いかな

で一週三回の報遂を開始したと

WHP一TVが︑定期的に放射十
線一時のローカル︒ニュースの中

線が蘭定されているということ

を問わず︑石皿三月のTM工原発 発生してから二︑三日霞には︑こ

測定煽を報道すると決めた時に

〇一六ジ．ム／時︑ニューバリータ

れが安金レベルであるということ

ンフォ﹂を発行した背鰻には︑

き︑何かが欠けているように思わ

はミルクを廃棄しているという報道さえあった﹂と語っている︒

一は︑ニュービルでO・○ご一︑ゾ

原子刀閣発への翫判や反対が先

は︑最初は放射線について一般公

んでいる︒報道機関が︑原峯炉の運転停止を大きく扱い過ぎたと感

鋭化ずるにつれて︑一方的な見

を知らせることである﹂とWHPのデイプ︒ゾレンバ1ガー記蓄は

また︑原子力発露は門その国民および動力源の相瓦依存関係につ

ウンで○・〇一七ド．ム／時であると各灘定値を報告︒これらの数字

︐つの記事﹁われわれは非常に安全

れた︒ テレビをみていた人は︑ニュー

A王Fは︑同誌に掲載された二

衆を教慰する進んだ方法であると撚りれた︒このアイディアは︑虫

解や不正確な鎌継が増加し︑大難の原子力に対ずる純粋な疑問

門放送局は原子力反対グループの

じているものが多い﹂︒これは︑ダイアリー・ハード・マネージメ

スとならんで︑WHPのアナウンックに画面にも示された︒

は︑TMI発電所の航空写真をバ述べている︒また彼によれば︑
員会のパネルへ参撫したただ一入

桶で︑TMI地域からケメニー委スや天気予報︑スポーツ・ニュー

や素朴な不安を誤った方向へ増

かがえます︒この偶報は発行以

いての認識が︑次第に高まってい

る世界で︑正義を達成するために使用できるエネルギー源である﹂

だと感じた﹂と門原子力に対する
で︑八O隼三月号の﹁核反癒﹂についての〜連の記事の中に掲載さ

ント誌のおこなった調査の縞果
彼女はこの放射線報告により畠分でこの地域に残るべきか避難すべ

一人にインタビューしているが︑
る放射線レベルについての理解のセンスである︒たとえば︑放送局

と述べている︒

サーがTMI発電所付近の六つの 欠けているのは︑報道されてい
町の数字を読みあげるのを聴いた︒アナウンサーは︑﹁今漫︑環

れたもの︒

の住属であるアン・トランクの提
案で︑同委員会が勧告として採用したもの︒

きか決断できるので︑少し安心で
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蟷させかねないという案構もう

会︑連邦︒州政府︑マスコミな

しかし︑CBS系のWH境
P撮l
護T
庁が発表した数値は︑TM はニューパリータウンの0・〇一

﹁5

軸

来︑原子力関係者のみならず識
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新

子

昭和55年6月19日

一点餐0舖号一
日召和55琿6月26…ヨ

鯉遇木隅田発行

隅借料1年分離金550◎円

1部120円（遜料参餐）
議

原発開発捉進で合意

的には石炭縫用の大幅贈大︑原子

については﹁脱石海のために中期

Nの轟轟依存40％に醐減

ベネチアで聡かれていた第六圓主要先進羅麟脳会議は二十箪B︑八○無代の世界戦略をあきらかに
した共岡蜜雷を採択し閉会した︒緊迫する世界弓勢のなかで開かれた今頃のサミットは﹁政経サミッ

コメコンも原
を採択して閉幕した︒

圏として︑ソ遡はひきつづき岡盟

を強調・﹁八一一八践黛の供給蛾

を強調︑十九獲にはこの原子力依

に︑原子力エネルギーの利用拡大

さいにこれら検討結果を響麟に入

ための政策および謝画を策定する

間わず・舶熱水型︵PWR︶のプ

るサブクール刮を︑新設︒既設を

内の圧力と温度が一冒で把握でき

急性を強調︑興体的に﹁こんご十霞目にわたり石目換舞二千万燐／日の代蓄エネルギーを開発するこ

岡能エネルギー源の大編増加に努

規定しているQ既設プラントにつ

総蹴

灘嘱望

喚鱒嚇手舗一〒319」嵌騨尋ll耀鮪崩掛3鞭耀ヒル

チェコスロバキアの薗都︑プラ・諸国に原縮を供給しつづけること

ン︑エチオピア︑アンゴラ︑モザ

こうした原子力発霜を提進ずる

れることを強く目口する﹂との港

ラントに設躍することを規定して

ととし︑このため石炭︑原出力を一腰推逢する必要がある﹂と石炭︑原子力を回心とした代替エネル

トを國いた﹁＋四項闘﹂︵原子炉

いても︑遡転経験をふまえ︑改造

器︑原阪などをコード化し︑計舞

察磁力企幽盛長︑四十九奪十一月

大臼木融力入社︑簗十九難五月康

テ｝D3的部較区躰聖心霞｝32小鉢館ヒル

ハで十七陰からはじまった今総金

と︑農体的な数掌をあきらかにし

ンビーク︑ラオスの七か国が︑オ

ための方策については﹁公衆の健

え方をうち出している︒

圧力が下がっだにもかかわらず︑

ったのだが︑これについては︑炉

鰹および安全を礪保すること︑使

憲誘は門これより︑一九九〇隼

面

門ナショナル︒プロジェクトの

安全墓準騨門部会鐸大山彰部余畏

機で処硬し︑安全岡上へのステッ

運転管理では︑異常のあった機
詳細設謝にあたっての﹁指樽﹂を

昭和十五窪工月醸北

大学法文学部法科卒︑十五黛三月

成田浩氏

が就糊した︒

薯には松岡実︵東灘常務取難役︶

麟憂代理の珊格を決めた︒騨務理

た定時総鼠で新理購長に成田浩蝉

だとえば︑TM王箏故では︑一 プを図るとしている︒

明恭していること︒

電中研新理事
長に成田氏
電力中央研究所は工十田に開い

轟

?六月︑取締役副社長︒六十四

常務取締役公警総懸本部長︑五↓

歳︒

高速のスーパーコンピュータC段AY．1を核に、異機種の超

子力利用拡大

めコメコン繍盟十か國の首脳が︸

た︒

には︑コスイギン・ソ遡蓉梱をはじは︑叢濃四憾ナにたつしよう扁

ベネチアサミット︵西側贈進国

鍵に会し︑このほかユーゴスラビ

総会コミュ篇ケ

酋脳会議︶に対抗︑エネルギー問

ア︑アフガニスタン︑醐イエメ

討議したコメコン総会︵共産醐経

また︑石油代替エネルギーの核

題などを中心に︑城内経癬問題を

済獲助相互会議︶は十九闘︑原子

歩

存度を講める其同コミュ鵡ケに加

をふみだした︒

盟十か圏が騒名︑八○無代の

ブザーバーとして参擁した︒

スイギン齢相は︑世界慶大の産鱒

会議初碍︑あいさつに立ったコ

力発磁の拡大など︑エネルギー勉

強化をもりこんだ共同コミュエケ

機砲服のための一樋の協力闘係の

ことを再確認︑貝体的にINFC
次冷却材の状態を︑的確に把揮で

Eについては﹁原挙力利用に照要 きなかったことが︑炉心の一部を

われは︑したがって原子力発櫓能
力を鯉大しなければならない﹂と

な質醗をなす篇と高く評罰し︑

﹁空だき﹂することとなってしま

の強力な健遊の心嚢性を訴えてい

用済み燃料と放射性手原物処分を

のサミット参搬騒の石漉総消麗腿

﹁すべての國が原子力平租利胴の

取りあつかう方法を完全なものと

る︒

める﹂と捲摘︑とくに原子力につ

することに引き続き鍛確度の贋先

になっていた点については︑従来

圧力逃がし弁が﹁開きっぱなしし

ギー開発の促逸を強く餉薗に打ち出している︒睡眠遡配璽
それによると︑まずさいきんの
あいつぐ石独纐格の大胆懸上げに

力の一層の便用︑長期曲には△口答

いては﹁原子力がエネルギーのよ

がげんざいの水準を大幅に下まわ

の先駆弁式からバネ式にとりかえ

ト﹂ともいわれ︑かってない政治色の濃い会議となったが︑なかでもこんこの世界を規定するエネル

り確翼な供絵のためにきわめて拳

頽位を与えるだろう﹂と撮醸した

り︑この縮桑許容しうる瀟格で騰

ることが適当と︑嶺颪の安金対策

燃料の生薩と太陽黙その他の再生

蟹な震献を行っている扁と趣く評

あと︑さらに﹁核燃料の安定的供

ものと期待する﹂としている︒

給の均衡がはかられるようになる

ギー問題については最大限の蟹点がおかれたのが特色︒賞霞は﹁エネルギーの問題に薄処しえずして

ため︑この麟在力を隻現するため

価するとともに懲世界のエネルギ

給を確保することと核拡散の鴛険

は︑他の問題にとりくむことは不司能﹂として先進各闘が金力をあげてこの詩題にとりくむことの緊

いく必要がある﹂と新しい協力の
協調的かつ活発な努力を行う﹂と

を極小化することが露要である﹂

いては︑麟故時の監視に艶要なパ

すくするだめ︑新設プラントにつ

いる︒独自の研究成果が生まれて

推漁に原産の力を﹂︒﹁原産ゴル

入れた制御努のレイアウト段碁に

を設羅するなど︑人間工学をとり

の設計磁針を確立︑その上で撰器

ラメーターを望見︑数量藍事誤器

容は︑掌記関係で四項臨︑設謝関

一方︑運転制御をいっそうしや

とつとして反映させている︒

ストを行うことも︑安全対策のひ

を向上させるため︑各穐の弁のテ

岡跨に︑畏期朗に︑弁の無頼輯

を賜示している︒

いる︒また︑τMIでは︑炉内の

必獲性を強調している︒

の速鐘が拡大されるべきだ︒われ

設計および運転管理に関する攣項

原子炉安金憩門霧蚕会の答酬を

教導から︑※国原子力発贈所響動

が咋黛の九月十三爾︑﹁わが閣の

について検討を行ってきたもの︒

ー露要をみたすためには︑原子力

このための代脅エネルギー戦賂

?目の安全策決定
塞婁TM一対応で第一一弾

調査特別賞舞会︵村二進委瓢長︶

の臨標をあきらかにしている︒

まだ︑憲雷はこんこの舞体的な

一網の隅進という現実および先進 エネルギー戦略の方向につい℃

ついて憲諮は﹁それはインフレの

ればならず︑われわれはこの八○

在しているリンクを断ちきらなけ

門経済成畏と石塀消蟹との間に存

のさしせまった縄威をうみだす

工業国での深刻な脚気後退と失業

と岡時に︑開発途上国の成長の覧
へ

の強い淡恵を表明するとともに︑

奪代にそうする﹂と

脱石油

嚢実上破麗してしまった﹂と批

通しを燈くし︑またある場愈には

イスプレイ装踏の設願などをもり

御燈塗筆を原子力安全委員会に津

今國︑決定した十六項闘の特徴

欝︒

係で五願照︑還転蟹理関係で七項

受け︑原子力安全委願盆として正

原子力安盒婆環会︵吹田徳雄委

ニんだ十六項鐸の蜜全確保対等を

田したが︑それを受け︑同委員禽

式に決定した今園の十六項嗣の内

願良︶は二＋翼翼︑わが国の原子

決めた︒欝内容密議六画

の下部機関である隷属炉安全専門

項﹂として︑五十二項圏からなる

る︑かつ広籠翻にわたる行動が必

力発撮の安全性岡上のだめ︑原子

今圓︑模製聖慮按の決めた十六

審査禽︵三重鍵纏金諾︶が︑墓準

安全帽撮対策に反映させるべき惣

要だ﹂と指摘︑﹁こんご十無隠に

炉圧力の異常低下による身金注入

項闘は︑来スリーマイルアイラン

﹁このためには︑攣期の断圃た

とを回避するためにも﹁兜進工業

わたる石演以外のエネルギー源の

鑑号圓路︵回圃艶︶や︑一次冷却

難︑こんこごうしたあっれ還によ

國︑石癌産出圏︑非産演開発途上

供給および便胴は石油換舞で千五

って世界が破滅への道をあゆむこ

圏は︑全体の利益を念頭におき︑

は︑先に︑五部一驚螢のなかか

理瓢畏の弁を︑﹁艶然﹂となめら

いる今田︑関係黒総や薩業界に生

ら︑安全思想や安全轟轟にウエイ

かにしてくれるのだろう︒

ド︵饗MI︶原子力発電携事故の 関係の反映駅項をのぞく︑審歪︑
緩の状態を︑常軌︑監視できるデ

雄氏

闘︑十分闇やるだけで汗びっしょ

・改藩を行うよう求めている︒

が答晦︑四月二±ご鷺︑安全蚕

り︒いい運動です﹂﹁できれば︑

湿解な表憾が︑よりいっそうほ

瞥宙然体﹂を儒条とするだけ

ころび︑闘を澄める︒

に︑八○年代に突入した厳しい外

は︑あくまでも平静である︒︵す︶

界とは圃に︑新理野畑のまわり

決定︶とちがい︑実際上の細査︑

フ大会で︑これまで二度︑優勝し

一1罵罠の愈意については？

た﹂︒

かされるようにしたい﹂︒

醤七十二人︑予算規摸七落三十五

い謹︑その原研は︑入員二千三
原研との︑掻い︑軽いかかわり

恒

一致して努力し︑際憲を克服して 薗〜二千万燐／闘贈大司能︒この

懸羅醐．
波

門儲頼される︑ひらかれた脹研

ご存知︑上方芸能︑地唄舞︵じ
﹁しんぼう強くやるしかない︒

に︑囲分の名前から芸名をとる︒

うたまい︶の取取︒流派を齢名

億円︵五十五襲業︶︒世界でも衛

これが一番︒茨城県の東海栂がそ

﹁安定性のフィロソフィーは︑

﹁健康法に巌適︒毎朝︑十分

古村憶輝︒

まちがっていなかった︒あれだけ

毎避︑稽古に届いたいのですがね

⁝⁝？M王肇故については？

の良い例偏

なによりも鍵い突績を残すこと︑

あいが︑この短い漫々にして︑新

﹁ひらかれた原研に﹂
社会をいかす原子力を強調

の翁故にもかかわらず︑環境周

数の原子力センターとなった︒

瞥いままでは外から晃ていた

ことは︑逆に︑安定性を糊付ける

辺への影饗が︑ほとんどなかった

﹂

とばかもしれないが︑責任の二大

油断は禁

が︑これからは当箏蕾︒平凡なこ

物である

紬粟となったQだが︑

ことを︑われわれに教

紀を経た原研の伝統と実績を語る

性を糖感している﹂︒胴分の一盤

えた﹂

﹁原

核融含研究開発

〔《t｝

覧02928＞22980

費

原子炉配管の設計

bにレヘルアノフ、リファインされていきますのてご期
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督出張湧一〒450も醒・重沖村悠笹鋼目21臼鞭命笹観ヒル

名ム

代叢高といわれるツールを得てさbに飛躍します。

大酷鰍一一一〒54韮嫌榊欧集団臨681撫暫ル

科掌技術計算、謡務計舞、

とする隣報サーヒス体系。

核脚千輸送容器の解析

ノンクタンクなと（：RCの幅広い隅一サーヒスは、この現

2524362

／クス

テし〆
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費

原子炉炉心解析

本社

原子力安全解析
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センゴ二二酵サー｝二二二二二念：社
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Sys廿・m）は、世界最

C。叩lex

CRC複含ンステム（叙C

磁覆曾颯弘
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待ください

力

日
をつくっていきたい﹂Q
七代霞臓本原子力研究所理瑠長
に就任して十藏︒まだ短い田とは
いえ︑ことばの節々に︑藤波新理

鎌臨

︒

蟹擬の抱負がわき繊てくる︒それ
も︑あくまでも淡々と

幽蜘診

と選︑はじめて身を撚り織す︒

インタビューのあいだ︑

産レということばが︑一〜塵出た◎

畏

成

90
鱗蝋穐

﹁もはや︑人まかせではなく︑
癒甕的に判断できる素地をもって

Q

一瓢

の

16

話（201）2171（代｝振薔東京5895播

甲iOG東京都千代田区大手町1丁鼠5番4号（安田火災大手町ヒル7階｝

△
獄

日
産
子
原
本

発行所
種郵便物読1算蓼∫
昭和31｛13月過2il第

謡

業

アクータ︑ウラン開発計画

ざ

鉱て︑すてに臨綴照臨の橘箔ボー

原安協・原譜

考え方の下に︑窺状に即した放射

日本原子力事業株式会社︵土光

役員人事

請されている︒

線管理の整備充実を図ることが要

員異動を決定した︒

期定鋳株主総会で︑次のとおり役

敏夫社長︶は二十五Bの第二十二

放射線管理で

原安協と原産はこのような状侃

7月5日〜20痘・をふまえ︑園際放射線防護委員会

調査団を派遣

リングの試筆に入ってきており︑
ほぼ開発のメドが偲られている︒
しかし︑げんざいのところ闘際ウ
ラン箭場の動向が流動的なだめ︑

力産業会議は七月玉臼から一一十田

査︑こんこのわが灘の放射線安全

いて欧来各国の実惰と動向を調

理︑現場での放射線管理などにつ

式会被三井銀行椙談役︶

本部畏︶▽監査役・板倉譲治︵株

電気株式会社取締役・原子力塾業

︵王CRP︶の考え方︑労務管▽取締役・畜井鍼一︵東京芝浦

まで十六訊問にわたって︑﹁原子

原子力安全研究協会と日誌原子

力施設放射線安全鰐押調査圃﹂を

調糞鐡は︑団長の安本正放医研

臼︑取締役社長に福井資央氏の就

日本核燃料開発︵株︶は二十

◇

安全管理に関連して︑作業現場で

嚢成訓声部長を薦め二十名︒訪闇

ていないのが実情だ︒

これは︑ウランのスポット購入

開発時期については見通しがだっ

欄格が下落傾向を続け︑世界的に

除外されてきた○・一一％以下の低

ようという露頭︒げんざいのとこ

品位鉱をも回収の射程内におさめ

管理の充実に資するため︑今躍の

取締役・牧浦隆太郎

欧※に派遣する︒

の放射線管理が闇路となっている

退任

開発に不利な状況となっているの

ラン需要も開発決定の大きな要因

派遣となった︒

ろこうした低品位鉱をヒープリー
が宅な原覆︒また︑電力会社のウ

れており︑順調にいけば今隼末
となるため︑こんご開発にあたっ

任を決めた︒

原子力発露所など原子力施設の

チング法で圓旧する方法が謂えら

から軌道にのることになりそう︒

雲は︑西独︑仏︑米︑英を予定︒

総禽研究二次罠〇五十⊥ハ歳︒

右京芝浦電気株式会社入社︒東芝

昭和二十一奪九月

昨今︑各施設で岡一茎盤にたった

に対して︑あまり受命がないので

が外部に流出するのみでなく︑新

橿井資夫販

一方︑OURDがアク一撮につ
てはこうしだ状澱をふまえなが

東京大学工学部卒︑二十九年目月

ら︑開発晴期をきめていくことに

としてと

岡大学院樽士課程終了︑同年四月

第二弾

がすすまなくなり︑優秀な技術蕎

また︑蕨規発症がないと技術革新

ぐウラン探鉱

国政鰐藪脳はエネルギー問題乱酔

しい能力が入つザ︑こなくなると指

いまのところ︑一九八五奪ころ

なりそう︒

はないか﹂という指摘に対して︑

アクータ鉱区に隣逸する千八百五

りくんでいるアファスト麺地区は

掌理薯長は﹁関心はあるが︑二物

摘したが︑数年後の原子力市場の

一︑われわれ七か国および欧州

もに創設する︒

一㊤︽蓑︶㊤−

に対する代替方策をつっこんで検

MA︑ニジェール政府︑OUは
R九
D〇鋸ころにズレ込むこともあ
るものとみられている︒

また︑同理翁長から米国の報道

している︒

状態については︑楽観的であると

って︑原発の建設許司が発給され

ついで米国では一奪以上にわた

討していない﹂と述べた︒

の開発も可能だが︑場合によって
十平方詩層の地域で︑仏COGE

の各三分の一出資︒これまでの探

ウォルスキー氏︑原産と懇談

エネ会議開催を検討

の戦賂を実施することにより︑サ

と確儒している︒われわれは︑こ

う︒われわれは︑核燃科の安定的

鍛高度の優先順位を与えるであろ

いて建設される商業規模プラント

八○年代楽ば濠でに各々の国にお

ローチーーすなわち第一に︑一九

九八一年半ばまでに二段階のアプ

国別の計画では︑われわれは一

ての国は︑エネルギーの隔給の安

とを引き続き確写している︒すべ

おける認際協力が不可欠であるこ

の均衡がはかられるようになるも

その結累︑許容しうる価格で加給

討されるであろう︒われわれは︑

している︒この勧告は︑窟ちに検

る検討は︑漂子力利用に電要な質

核燃料サイクル評価グループによ

の生産拡大の磁壁的発遡しを示す

の整盒性を改善するための︑エネ

Ilを採用する︒国際計画につい エネルギー生産看と消費者の政策

︸︑われわれは︑エネルギーに

姦駅巽

ま

㌧

︑︑巽蟹ン

・

積極的に貢献しております。

捗

＼剛

各種臨界実験装置／各種放射線機器

鞭灘膿

違

糊

叢

／

・羅銭無

曳ミx豫藩葺酔

欝轟︑瓢鰯

欝賜蔑齢難−・一 蒙慰襲

ゆべ

趨亭餐︑

再

当社はFA瓢Gの申核として動力炉・核撚利開発事業団殿ll本

幕灘

われわれは︑すべての国が︑原

ミット参加国全体のエネルギー消

供給を確保することおよび核拡散

をリストアップし︑第二に将来の

る石炭鑓用の大蟷増大および原子

ルギーおよび関連事項に関する両

富士電機

∈11認紀】1

轡翻

四か国共同開発みのる
蕩撫開発の時期は微妙に
わが国初の海外ウラン探鉱成功プロジェクトである西アフリカ・ニジェール共和蟹のアクータ計画

は︑今年末までに総計二千二否ナ／犀生産体制に入る兇通しとなった︒同計錘は臼︑仏︑ニジェー

このうち田本引き取り分は二万四

千八颪鏑の生疲を予定しており︑

千ゾにのぼる建込みだ︒

レベル・グループは︑これらの諸

共演体委員会の代表からなるハイ

分野において達成された結果につ

一︑われわれの総禽的なエネル

いてレビューする︒

エネルギーのより確実な供給のた

動力平和利用のための政策および

であることを再確認するQ

の危険性を極小化することが重要

行動の墓礎として︑一九九Q庫︑

力の一溺の使用ならびに長期にお

轍を成すものである︒われわれは

ては︑特定プロジェクトに対し関

者間の建設的な対話を歓記する︒

発電用原子炉／研究所用原子炉

冨業品目

ル︑スペインの四か国共同プロジェクトとして一九七八無から生産に入っているもので︑巖終的な三

のアファスト西地区でのウラン探鉱は︑これまでのボーリングでほぼ企業化のメドが得られているも

脚ウラン騒は約四万三千八薫ジ︒一方︑わが国三番譲の成功プロジェクトとして︑期待されている同国

算が強くなった︒

昨駕は一年間で約六十万ナの鉱

のの︑国際ウラン市場が流動的なため︑場命によっては一九九〇無以降に生産開始晴期がズレ込む公

アクータ・プロジェクトは田本

の海外ウラン資源開発会社︵OU 石を処理しており︑今黛もほぼこ
程ェ
度の処理を予定︒アクータの
RD︶︑仏COG￡MA︑ニのジ

力旛設の歯学︑関係蓄との懇談等

関係者が今年十月に訪日し︑原子
うかとの質物に対し︑罵理事長は

ていないが︑メーカーの現状はど
席上︑濱本側から民間ベースの

しかし︑同鉱区の確認埋蔵墾は
薗日来核エネルギ1曹門家

約六万ナ︒このため︑こんごはこ

第︸

食N
ウランの昂位がO・四％と高
ール0蕪AREM︑スペイン場E

の計醐が紹介され︑罪常に萄盈で

漣の訪問についで三塁麗︒

内︵IA鷺A︶の探障措置の支持ものである︒われわれは︑かかる

る必要に応えることを目的とした

ギー戦陣は︑この八○隼代におけ

ないことを確保するため万全をつ

めに︑きわめて空冷な質献を行っ

計画を策定する際に︑これら諸検

エネルギー戦略が成長を蝕害する

生産の簸大化を確保するために︑

髄一℃岡三需一＝一口曜三口蔓辱一二幽騨一一國擢圃二齢＝閑﹃一≡需＝．齢：鱒一＝﹁噛偏二﹇＝鱒﹃齢二輔一＝：；＝＝幽需刷一欄二闘＝需﹃

事は逆にふえている﹂と述べた︒

が︑孚M工象故がらみで設計の仕 閲係蓄の調査団長遡は︑西欧︑ソ

あるとの倉慧を得た︒米國の報道

USAの共岡プロジェクトで︑わ品位なため︑今年度までに二千二

り︑かかる進歩を加速する︒

をふくむ核拡散の危険性の極小化

一︑われわれは共同して︑一九

ていることを強調する︒世界のエ

ことなく︑エネルギ⁝︑とくに石

くす︒

⁝：襯脚一

になった︒これに関適して︑﹁米

っそく節米双方で検討に入ること

﹁炉・圧力容器籔を作っているメ

の埋蔵鐙を︑いかに効率よく採掘

じめ原産蓄脳と懇談した︒

ー理事長は十九日︑有沢隊長をは

ーカーは入員酬減等をしている

衝沖のウランが生産できる毘通し

うだ︒このうち︑まず考えられて

臼米エネルギー会議の設躍が提案

が国が参加している海外のウラン

していくかが一つの儘︑点となりそ 原崖︵AIF︶のC・ウォルスキ
だ︒このうち︑OURDの引き取
され︑同誌讃長も賛意を示し︑さ

いるのは︑これまで回収対象から

会議に出席のため来日した︑米国

開発では璽産に入っている畦一の

一九九六隼これまでに総計四万三

り分は四三・三％︒アクータでは

ら生産に入っていた︒

成功プロジェクト︒一九七八年か

る石磁代薔を加速するために︑必

一︑われわれは︑将来の経済成

九〇年初めまでに︑石炭の生産と

ネルギ1鷺要を満たすためには︑

階に対する需要を削減しうるもの
存しなければならない︒このため

れわれは︑石炭生産者および消費

鑓周を倍潮する意図を有する︒わ

に関する同グループの検討結果を

には︑早期の︑断固たる︑かっ広

この十年間で0・六に低下し︑サ

費燧煽動と経済成擾率との比率が

歓迎する︒

は金融上のインセンティブと断熱

範囲にわたる行動が必要である︒

討紬果を考慮に入れることを強く

一︑われわれは︑原子力発電が

るだめ備蓄政策面で協調すること

基準設定により︑住竃および商業

原子力の役割が拡大されるべきで

雲および開発を奨励する︒

自国内に存する炭化水素資源の熱

＝一一＝＝二開一剛一＝：鱒＝騨謄＝一二目凹⁝一：一≡一需幣＝二輔＝一一・ξ一二：二＝＝一一：一輪一≡朝二儒轟＝幡一・薗御駕一膳一＝噂二⁝騨：：＝＝一：一二

視するための手続き︑逼週した市
要な場合には︑財政上のインセン

＝

ベネチア︒サミット宣露のうち
爾に対処するため︑場合により︑

一≡一：二＝＝囎：一一一︻＝﹁：胴≡欄胃︒二嵩＝榊嘗：≡一騨＝：二≡認・二一≡榊・畠扁﹁＝三三§

エネルギーに関する項霞は次のと

長にともなうエネルギー鷺要を充

に関して行った澱近の決定を歓迎

蓄による夏期のコミットメントを

IIわれわれは︑必要な場倉に たすために︑石油以外の燃料に依

ティブを含む努力を増進する︒

一︑われわれは経僧成長と石癌

する︒われわれは︑工鷺A加聰諸 用建物における石瘤節約のための

こんこ十庫間にわたる石癌以外の

ならびに市場混乱の影響を緩秘す

石佃シーリングを発動すること︑

消費との間に存在しているリンク

投資を奨励する︒われわれは︑公

◇

おり︒

を断ち切らなければならず︑われ
国が・自らのエネルギー政策の植

一︑一九七七年のロンドン・サ

る︒われわれは適当な場△口には︑

予晃司能な供給の憩大︑新型技術

ための国際チームを他の譜国とと

心をもつ諸國間の協力を捉進ずる

帰

灘

〒100東京都千代田区有泉町1−12−1噺有家町ヒル）TEL（03）211−7111ん

新型転換炉原型炉「ふけん」ヌ献碁交換磯（動力炉三二科開発事間脳殿納入）

＼

原子力研究所殿、その三原了力関係護機関の原イ力関発に

確かな技術で
原子力開発に毒
に貢献す綴
富士電機

産

力

原
われは︑この八○年代にそうする

要講ずる︒

ミット濁の全エネルギー溺要に占

ある︒われわれは︑したがって︑

一︑われわれは︑銀建の東東サ

エネルギ1源の供給および箆用 奨励する︒石炭の必要な供給およ

原子力発電能力を増大しなければ
は︑石繭換算で︑一聞嶺り千五護

び便用を確保するために︑輸出国

る︒

三％から一九九Q年までに約四〇

める石臼の割田が︑げんざいの五

共部門が模範を示すことを期待す

ミットにおいて提案された国際エ

が︑麗行の一九八五琿グループ霞

ネルギー技術グル⁝プの︑できる

ミット参鑛国の石川総嵩費職がげ

％に低下し︑かつ︑一九九〇琿のサ

ならない︒われわれは︑公衆の健

だけ早期に新エネルギー技術を商

康および安全を確保することなら
びに縫用済み燃料および放射性廃

持する︒

業化するための勧告を積極的に支

輸入国双方において︑経済的に正

園︑一九八五年の石佃純輸入総蚤

監視努力の一環として︑その劇減

棄物の処分を取り扱う方法を︑完

ストラクチャーを章台することが

当化されるかぎり︑そのインフラ

ミットにおいてはじめられた国際

んざいの水準を大幅に下まわり︑

全なものとすることに︑引き続き

−二千万齎堰大司能と試籔されて

決恵である︒その戦略のために

は︑価格メカニズムに最大限の霞

とに留意する︒離減の余地は︑I

幅を数醗化することに愈嚇しだこ

いる︒われわれは︑この藩葎力を

必要であろう︒われわれは︑国際

駆動車の似鯉効率を爆撃するため

石炭生産と轡焼の増大にともなう

の開発をふくむウラン資源のもっ

エネルギーに関する項目
実現するため︑協調的かつ濡発な

石炭産業諮問委員会の勧告に期待

のと期待する︒

い購繭を歯入することである︒潤

れれの脂標は︑燃劇壇零の︸懸よ

のために︑われわれは中期におけ

努力を行う蓄えである︒この冒的

一⁝運輸部門においては︑われ

は︑石癌を節約し︑代替エネルギ

頼をおくべきであり︑石抽の国内

ろうこと︑および加盟諸国の継続

価格には︑代表的世界価格が考慮

EA禦務局によれば︑現存する諸

標を大編に下回るようになるであ

に入れられるべきである︒甫場の

般の不確実性はあるものの︑一日

ー漂の生産と便用を大幅に増加す

力は︑適当な場禽には︑効粟的な

当たり︑約四幅万総と試算されて

る必要がある︒この薗的のために

財政上のインセンティブと行政措

一︑われわれの国において石佃

いる︒

る︒エネルギー投資は︑経済成長

磁によって補完されるべきであ

は︑すでにこの方向に向かってい

費者の需要と製造業看間の競象

一︑われわれは︑欧州共同体

ける合成燃料の生産︑太陽熱やそ

環境上の危険を自覚している︒わ

とも効渠的な利用︑国際原子力機

ーーわれわれは︑例外的状況を

を節約するために︑

︵EC︶︑国際エネルギー機関石油火力発爾能力が建設されるべ

の措置︑または基準︑ガソリン価

の他の薄生可能エネルギー源の大

の使用の増大が︑環境をそこなわ

れわれは︑化石燃料︑とくに石炭

関係を題している︒われわれは︑

︵1鷺A︶および経済協力開発機きでないこと︑および石炭火力か

格および課程に関する決定︑研究

疑鱒筋に努める︒

九九五年および二〇〇〇年まで 定的均衡に︑きわめて大きな利笛

ら他の燃料への転換が加速される
構︵OE C D ︶ が ︑ 石 油 潤 費を削

顧︑魅力醜なものにすることによ

開発ならびに公共輸送機関を一

一︑われわれは︑長期にわたる
⁝一われわれは産業部門におけ

う︒

と雇用に大いに質献ずるであろ

一

べきであることに愈意した︒

減するだめの長期的構造変化の必

要性︑その進捗状況を継続的に監

のぞき︑鷲たなベース・ロード罵

日

（2）
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0

三

土
産

力

原

の教育・酬練の増進を求める︒ま

西ドイツの原発推進

まず国民性理解から

り︑これをかためることが先決③

田の三分の二以上の多数決で歪決

議金側は六十田以内に︑ま下蟹

になろうQ

がっくまで︑原子力開発を行うべ

くつがえすことができる︒すでに

することによって︑大統領決定を

核燃繕サイクルが完成する見通し

きではないという西ドイツ特許の

産のローザー籍務局撰は門連邦政

また︑岡じ田に訪凝した西独原

TMー

されている︒

下院には輸出反対の決議案が提出

圏民性︵政治的風土︶を理解しな

可を発給するに嶺っては︑NRC ﹁？M王蟻巻は︑頭ドイツ濁属 力開発に関しては︑畏期的には蟹

冶蒙の九九％は原子力賛成だが︑

ければならない一1と語った︒

成だが︑①短命的には原子力の壷

ザ⁝ル局獲は︑甑ドイツの原子

に大きなショックを与えたが︑米

︹求ン十九B嚢小林特派澱回

国がTM三婆故以後とった巾着描 中開発に対する反離が大きい②げ

るというものである︒しかし︑州

が承認した緊急避難計魎を要求す

蹴一言

する仕禦にとりくんでいる﹂と政

治家へのPA活動の麗要性を強調

の総選嶺では﹁緑の党﹂が五％以

した︒また︑ローザー氏は︑今秋

一一一一冒﹁

一篇琴﹁

一一一一一7

一二一一＝

二一一一＝

1一五面に関連籠寧麺

兇遡しをあきらかにした︒

上得票することはないだろうとの

二牒讐一一

は︑

﹁放出は六月一一十八心土曜

た︒ロバート・アーノルド醐社長

らのクリプトン放出計醸を発表し

禽発し︑TMI二腎機格納容器か

シルベニア州ミドルタウンで配者

︵ME︶車力会社は十九田︑ペン

来メトロポリタン・エジソン

Mε蹴力発褒

クリプトン放
出は27日から
いう不安感をもつている︒西独原

義一一一一

産は︑げんざいこの不安感を払拭

それを表畷すると選緊で負けると

■一P墜■

§鷲

︐夢鱗

二一﹁＝R

．

んざい︑糧来の経済・エネルギー

騨厳一一一

／

／

政策についての識講の最中であ

曽一一一欝

でに実施ずみだった︒涯ドイツの

一瓢剛一

蔽は︑西ドイツでは数隼まえにす

がこの計画作成を握養した場合に
は︑電力会社は地方自治体の協力
ているのは︑立地条件が異なるた

昌一︻一糊一

（03）541一一219

原子炉欝金対蹟が楽圏よりすぐれ

めだ﹂1⁝西ドイツ連邦内務雀の
ザ⁝ル継子力安盒局長は十九日︑

一一

無＝一F

原塵総懸の門PA聞題調査グルー−
プ偏︵団長・纏縫艇鰻本原子力文

一三

化振興財団常務理薯︶にこう語っ

齪h営 翻﹁藷㎜一 蕊 一一縣 一一一蕊一

を開き︑ファンにより放出する﹂

臼午購八階に開始︑五つのバルブ

郵＼外

TE：L

を得て︑独霞の計画を立てること
ができるとしている︒これは︑原
発に反対する知襲が︑緊懲避難計
画の作成を孟月することにより︑
発電断の建設を阻止することを認
めないためである︒

た︒

統領賓縛派が数のうえで多数を占

となった︒

ちなみに︑今膠の五万七千犠の

幅苧〜

原子力関係営業種昌

遡

懲腰欝．

箸懇

（06）488−250
（06）345−626

近郊 立 地 特 報 を 要 求

た︑放射性廃棄物の州内遍過飼

金な放射性廃棄物の処分計緬を騰

トン放出は︑気象条件をみながら

二〜四週間かけて行われることに

と説明しだ︒五万九千㍑のクリプ

なる︒放出に必要な機器は︑格納

めているが︑今回は︑大統韻の対

原子力発慮の規制を強く要求して

立候補ケネディ上院議員支持派が

対立︑艶麗︑カーター支持派が譲

つながる水素パージシステムを含

容露から補助建築を通じ排気塔へ

たアーノルド醐社擾はこの放出期

め︑既在のシステムで司能︒ま

綱領委員会で決定された草案

歩したかたちで落ち暴いた︒

は︑大統領候補の指呂を行なう八

定︒

レーラーを持ちこみ︑家族と共に

間中︑ビジターズ・センターにト

月の民主党穴会で採択される予

インドへのウラ

TM王二母機の除染の動きは︑

生禽すると述べた︒

麟化のため環境評纐欝﹂の草案を

月︑﹁τ鍛王二弩機の原子炉建屋

原子力規制島島禽︵NRC︶が三
カーター来大統領は十九日︑ベ

カーター大統領

ン輸出を承認
ネチアの先進国首脳金議︵サミッ

五月にはペンシルベニア州のR・

ソーンバーグ知購が﹁擾飽する科

発表してから︑憲速に高まった︒

学蓄圃盟︵UCS︶﹂からの墓詣

ト︶に繊曝するためイタリアに出

縮ウラン約四十鏑と原子力部騒の

繍をふ遣え︑クリプトンの大気放

発する嚢削︑インドに対する低濃

輸鐵を承認する行政麟令に暇日し

よる許司が出され︑今園のメトロ

十日には︑NRC委顔全員一致に

出支持賢明を術ない︑さらに六月
ていたが︑この間︑七八庫核不拡

同輸嵐購講は七八奪に提出され

た︒

散法の成立をみ︑原子力規制委員

律の許珂条件を煮たしていないと

会︵NRC︶は先月十六日︑岡法ポリタン・エジソン社による発表

して︑輸掲の丁霊を認めなかった

大きな反対がある︒しかし︑英国

クリプトン放出については一部に
しかし︑カーター大統領は︑イ

原子力公社マーシャル総裁はニュ

いきさつがある︒

ンドがソ辻から導水を輸入しだ例

ラアーグやウインズケールの爾処

ーヨーク大学で講黒し︑﹁英国の

理工場では︑一喫あたり四千七否

にみられるように︑鍛近のインド

るため︑今回の描贋を多くの議員

・ソ連の繁欝化に︑はどめをかけ

綾のクリプトンを放出しており︑

約颪償十万犠放出した﹂と述べ︑

の反対をおしきって行った︒この

きた核不拡散敵策をゆるがし︑安

なりすぎていると指摘している︒

※鶴眠は原子力に対して神経質に

爾覆処理工協でTM王溜故以来・

全身障とのからみて︑こんご獣内

決定は岡大統領みずからが進めて

外に大きな彼紋を投げかけること

TE：L

細目によっては騒本に影響

する諜題を解決するために︑百四

項圏を新たに趨陣する決定を行っ

し強力に進めなければならない︒

発するための現在の努力は︑継続

▽われわれは︑節約と再生斑能

▽原子力規制婁員会は︑ケメニ

た︒霊な内容は次の繁り︒

ー婆員会の鋤告を十分に規制にそ
しゃくできる濠で︑新規の原子力

いかなければならない︒政府の再

発凝塊に対する許認鰐を発給しな

なエネルギ⁝に優先順位をおいて

ー効率に対する傾倒を通じ︑さら

い︒既存の原子力発慰駈は︑安全

生可能エネルギー資源︑エネルギ

に代替燃料が将来において利用黙

性に関する勧奨を満たすよう要求

とはできない︒

同綱領委鼻会では︑カーター大

ザ・一ル局生

米上院は十六駅︑昨年蕊月のTM王珊故以来初めて︑原発の安全性に閲する法興を旬決した︒同法
察は原子力規制儲口会︵NRC︶の予騨と関運して︑昨年より議論されてきたもので︑特に入口密藥
地付近の原発立地に対する制限色葉は︑今後︑制定される細鷺によっては︑わが国にも大きな影響を
あたえかねない︒同法躍はすでに十饅︑下院を賛成多数で通過しており︑成立にはカーター大統韻の

十バ名の検査窟を新たに羅周する
に︑州知事の告示を要求する︒

同法律の憲な条文は次の通り︒

八月に翼RCの立地タスクフォー

認になるにつれ︑手順をふんで︑

にもっとも高い優兜順位を与えね

されない眠り︑遡転を許可するこ

される︒これらの安全基雌が満た

来山霊党の党綱領婁員会は二十

ばならない︒安全で環境的にも健

リピン側の癖情が絡んでいる

している︒問題は遷れによる硬

さがやはり遅れをエスカレート

設蟄の贈大がフィリピンにとっ

が・来簡の輸出許可手続の煩雑

点もインドとよ

態になっている

く似ている︒そ

て幽い財政負担になりつつある

できず︑霊殿状

のパキスタン

ことだ︒フィリピン政府のなか

ことへの糊置も生まれている

マ炉︵六十・万K には︑最初に原子力を選択した

が︑巌近心シュ

W級︶の工学調査の入札招講を

出した︒この炉はもともとNU が︑先進陶窯の鷺任もないとは

米国に望象れるのは︑来駕の

かの険酎であろう︒

︵K・K︶

（下記装置の計画、設計、製作、据付）

これは、木村化工機のすぐれた入材、高度な技術、
飼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

霧名を待つのみの状懸になっている︒

八O奪慶予 舞 の 再 認 に 際 し て ︑ 上

蟹罵が計上されている︒

④NRCに対して︑原発還転農

下両院共同修正案を発粛投票で採

米上院は六月十六爲︑飛RCの また他の規定の中には︑原発に対

択した︒この予鎌案の中には︑原

①薪規原発については︑人口密 金の最高額を︑二万五千炉から十

⑤NRCの規則違反にかける罰

発に対するいくつかの規定が含ま

⑥サボタージュに対する刑薯上

万がに引き上げる︒

れている︒ M ・ ユ ダ ー ル 下 院 議 彌

ければならないとする立地基華を

︵民蛍党アリゾナ州︶は︑TM王語地域から還くはなして立地しな
無故以来︑原発に関する韻初の璽
の罰則を設ける︒

スが︑NRCに提出した九獄丁の

②NRCは︑州または地方自治 特に①の条文については︑昨年

定める︒

体が承認した緊慈対雛誹画がない

勧儀をふまえたものであり︑これ

えた︑入念で公単な法律案である

要な改正であり︑時窺と必璽性を

場金︑京たは公衆の健康と安全を

と指摘している︒

守る十分な誹懸がない場合には︑

睡磁詩華肝勲

原子力発艦駈を廃止していく︒

いてのみ適用される予定である︒

三臼︑党綱領に原子力に反対する

▽われわれは︑廃黒物処理問題

また②の条文では︑新しい運転許

から建設許町を申講ずる原発につ

同法律調の中には︑健康︑安

計画の作成を大統綴に愈ずる︒

③原発累故に際しての国家緊慧

新しい運転許可を与えない︒

全︑州および地方自治体の緊惣対
慮計画︑サボタージュ︑原発瑠故
に対する国家緊急計画の作成等︑
十二以上の法律が禽まれている︒

を除外していることは見のがせ
ない︒

アジアのケースでは︑このほ

に縫われる︒

この問題の成りゆきには︑隣

かにフィリピンのパターン炉

鍛後の切粍

保璋判断は米図ではいつでも

ムの二炉︵各二十三万五千K 約︵NPT︶の非調印羅にも︑園のパキスタンの勤向も微妙な

︵ウエスチングハウス受注︶の

出しを認めれば︑燃料の供給保

閲適がある︒パキスタンもイン

証への外国の要求が強まる︒ま

ドと岡じ立場で︑カヌップ炉

タンニ弩炉は一九七蓋薙完成の

W︶も三鰯以上の遅れ︑ナロラ けっきょく再処理を容認しなけ

︵ナ落込五千KW︶がカナダの イトの触霞季題が発端で︑フィ

を変える気配はない︒ラジャス

ればならなくなる︒要するに核

輸出禁止政策で部編の取換えが

たインドのような核拡散防止条

RCが認司する可能性はうす炉︵同規模︶はもっと攣れてい

ていくのを土量している︒

不拡散法がなし崩しに無力化し

はずだがまだ未完成︑カルカバ

て︑技術蓄の士気の低下も伝え

一方カーター政擢は︑インド

掛目遅延がある︒この場禽はサ

られている︒その上にタラプi

決議で大統領命

⁝

がいわれ鳩している︒しかし議

インド・タラプ⁝ル炉の燃料
令をくつがえせ

核不拡散政策と安全保障
ル炉の燃料切れと︑イントの立

インドへの濃縮ウラン輸出が試金石一．

＝＝＝

く︑大統領命令による鷹援認可

問題ももう二葎越しになる︒イ
るので︑議会の

一：一一卿

の※国ばなれの傾向を見てきた

ンドが契約にもとづいて取替燃

現状から兇て前

会は両院の愈同

料の引渡しを求めたのが一昨薙

途は多難てあ

をかかえている国は多い︒

の＋月︒当晴の原子力規制婁貴

平和

との交渉の隈界を感じ︑高覧の

政第と発展途上岡のあいだの

場は記しい︒

作威したが︑資金不潔て中絶し

来困製炉の導入を鯖提に計器を

を轟明したが︵ガンジー

るようだ︒核不拡散法の適用除

ていたもの︒こんどの入札招請

欝的

インドは原子力利粥の

会︵NRC︶はいったん輸出許る︒
可を決めたが︵三対二の票決
で︶︑インドの原子力政 策 が

この間合で︑来園の議論はふ

外︵第一二八節︶︑つまり﹁米

はスイス︑スウェーデン︑仏・

いえまい︒

たつに分かれている︒議会に多

醜の不拡散晒的を損い︑安全保

S祇︵米︶が調査をうけ負い︑

依然撞曝している︒一九七四年

酋相︶︑金領域セーフガーズは

い核不拡散法︵一九七八鰯︶の

陣にマイナスになる場盆﹂の援

が必要と見てい

翻購故で︑NRCの多忙のための核爆発実験以来︑カナダの撤

を仁愛認珂の絶鮒条件と湿る︒

支持蓄は︑金聾域セーフガーズ

政治的判断

遷の影響でインドの原子力謝画

西独︑ベルギーに送られ︑火園

れはじめ︑折柄のスリーマイル

は断並みおくれ︑電力不足も深

胴を険認しているという︒安金

を・どのように埋める

に間題は棚上げされてし ま っ

てNRCの認珂を黙したが・刻
Nだが︑インド政府がその態度 もしタラプール嘆けの燃料積み

隔離

た︒韻近カーター大統鎖は改め

不明確存ということからもつ

二者択一せまられる米国⁝

が︑ぽかにも米国とのトラブル

この数回・中南米諸国や韓圏

霧簾髪婁蒙髭霧鑑

TEX 524−8059
TεX 523−6862
花X 252−2334

TE：L

大阪本部
東京支店

木村化工機

本社・工場

卿胴罰

兵庫県尼崎市杭瀬字上島1の

米民主党綱領委が採択

性廃棄物処理及固化装置

㈱放射

蟻粥

r

劔原子炉関係各種機器、装置
働核燃料施設の諸装置
㊥核燃料取扱、交換、輸送装置

いています。

識

未来に躍進する 鴫鷹野！

原子力機器への実績は高く評価されています。
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D報告﹁地域社会とエネルギ ー ﹂ か ら ︑ そ の 要 旨 を 紹 介 す る ︒

きた︒そして五十四奪塵の調壷の

対象として都道海聚をとりあげ

というのは︑第一に︑都道府県が

地方の時代

という護葉に示

を邉られたことによるが︑さらに
は

などに対する鍛近の新しい冤方に

されるような︑地方︑地域・霞治

﹁地域社会とエネルギー問題﹂

もよるところが大きいようだ︒

の横討は︑蒔を経るにしたがって

に位置づけられるエネルギー問題

うものたった︒そして︑このよう

るをえない︒そこでは︑十分な罹

定︑実施の過程へ事実上参加せざ

ベルのエネルギー政策の険討︑決

かえると・電漂立地などに対して

という要望も出されている︒いい

く各論にもっと踏み込んでほしい

エネルギー需給予測の突施・静岡

ていることも確かだ︒鳥取県での

くつかの注欝すべき芽がではじめ

もっとも︑盒体を見渡すと︑い

川隠での独自計画立察へのとりく

県での新エネルギーの研究・神奈

国がもっと本腰を入れて慮接的に

第三に・エネルギ1計画の検討

とりくむべきだという要塑だ︒

限が与えられていないというこ
や

活発になってきている︒そして都
ちゅうちょ

をみせることは許さ

の初期の段階から都道紆県を参潴

問題意識や演討視角の独法性とい

とまどい

とをロ実にして

させるべきだとの主張が︑とくに

う点で︑きわだった特徴がないと

ギー関遡の機構・繕織の整備をた

島購緊議会における討議やエネル

れない︒都道立物はいまエネルギ

エネルギー供給県から出されてい

点から注霞されるのは︑雀エネル

じることができる︒このような観

らとりくむ︑という姿勢は強く感

とりくみ方の積極性︑あるいは

どってみると︑五十〜〜五十二年
ー命題をめぐってこのような困難

ることも濫霞される︒

限と能力の範囲内で可能なものか

しても︑多くの県では︑自らの権

みなどはその例だ︒

を笹屋として︑討議や演討の内容
な位躍におかれている︒

第四に・こうした国レベルに対

このころを境にエネルギー政策

が変っていることがわかる︒

する要璽とともに︑沖上から﹂の

金や交付金については︑対象事業

要請にともなって提供される補助

中央からの お
しつけ が障害

の基本的な薯え方︑囎一見通し︑
雀エネルギー︑紙エネルギー開発

国レベルからの要請を受けて︑
儀民︑南町村︑さらには企業との

など︑国レベルでのエネルギー政
策の重要項闘が︑都道肩県レベル

と題するこの底心では︑エネルギ

ー政簗をめぐる﹁上から﹂の要請

への弾力的運用︑使用範囲の制限

ギーの実行と︑新エネルギーの開

ア

ー問題に対するとりくみ方には残

通じてみて︑都道府県のエネルギ

▽都遵府県に望まれること

ネルギー政策にとりくむ姿勢は必

都道庸県には︑自らが横極的にエ

従来︑都道府緊がエネルギー問

いちがいを十分調整してほしいこ

いという印象を受ける場命もあっ

念ながら︑まだ十分な積極性がな

して要医している︒

の排除などの改醤要望が出されて

ンケート調査の回答︑隠接訪問に

壌触を耳当する都道膚県は︑これ

よる面接︑さらに文献調査などを

定︑実施にいたる過程をたどって

題について大きな権隈をほとんど

らの接触を袴効にするためにとく

与えられていなかったことから︑

もっとも︑このような論議の隅

な間題に顧面しているかをあきら

第一に︑国レベルのエネルギー

でも論議されるようになった︒

みると︑都道騎興は一般的に受身

⁝⁝むしろ︑それゆえにというべ

政策に関する各省庁間の見解のく

発だ︒

かにすると同晴に︑地方自治体窃

ある

とだ︒これは・国レベルのエネル

ずしも強くはない︒都道麻県が独

ちゅうちょ

いる︒

の立場におかれていることがわか
らの︑いわば門下から﹂のエネル

策の演討には

きか⁝⁝都道斑県のエネルギー政

に次のようなことを国レベルに対

る︒すなわち︑国レベルで決定さ

点を探ることが︑主要なねらいだ

ギー政策検討の動きの実態と問題

まり︑内容の変化にもかかわらず

に沿って︑自らに必要な︑あるい

っきまとっているように感じられ

いは

ギー政策が・実際には各雀庁間の

といったものが

都道肩緊の政策金般のなかでエ

った︒

る︒それは︑たとえば市町村に対

とまどい

ネルギー政策はどのように位置づ

自のエネルギー政策をもつことは

だ︒

一方︑さいきんにいたって都道

調整を終えないまま︑都道肩県に

た︒やや極端ないい方が許される

する指剥権隈がない︑というよう

それを抵すのではない︒むしろ︑

ギー政策とは︑地域自給主義的な

だともいえるだろう︒

とりくみ方が生まれないのは当然

建限のないところに︑磯任のある

ならば︑エネルギー悶題に関する
的横極的なある県で︑中央での未

その地域の実際の条件に立脚し

ちろん︑ここでいう独虜のエネル

調整は地方レベルで実際に調整せ

だ︒エネルギー政策に対して比較

﹁下りてくる﹂ことに関する要望 まだかなりむずかしいようだ︒も

けられているだろうか︒この問に

確立を

府県がエネルギー政策を霞ら検討

難しい

ざるをえない︑という姿勢を示し

う︒しかし・さいきんになって急

方も十分には生まれてこないだろ

エネルギー悶題に対する独圏の麗
給県であったり︑近い将来︑供絵

速に︑特徴のある︑禰極的なとり

また・そのような条件の下では

外だ︒〜般的に・国レベルでの未

県たりうる条件をもっている県

えば︑げんざいエネルギ︑1の供
な濫らの置かれた状態からくると

調整はエネルギー政策の遂行にと

た︑現実的な政策のことだ︒たと

対する反張は︑予想されたように

ころが大きいと思われる︒

くみがみられるようになったのは

ている例があるが︑このような舗

するという例が次第に多くなって

腿用や経済振興︑さらには櫨祉︑

と︑そうでない県とでは︑エネル

切り方を示している緊はむしろ例

いるように患われる︒これは︑一

って大きな読唱となっている︒

しかし・他方では︑都通府藁は
教欝などプライオリティの葛い政

；一

つには︑一九七三無の第〜次石磁

一

好ましい傾向といえる︒

一＝一湘冒

ギー供給の確保をめぐって︑商ら

需一＝＝

第二に︑これに関細して︑国が

一一一冊一即

環境問題とエネルギー問題との調

一一圏一﹁冒

策圏標を達成するための基礎条件

一一一一＝

曜一一＝一口

危機によって将来のエネルギー翻

合意形成に不可欠の条件

参繍

は可能な施策を講ずるという立場

れるエネルギー政策を受け︑これ

に庶える際に都道府県がどのよう

O自甕a食Ω食食臼臼負負臼自日食a臼庭食臼臼食自臼臼口食食q三日自華言臼自自﹄

自治体の政策
この調査は︑政党︑労組を対象

とまどい
とした従来の調董とやや趣を異に

に
イラン顛命に端を発した第二次

して︑都道將県のエネルギー問題

た︒

イル・アイランド原子力発電駈の

石漉危機や ︑ ア メ リ カ の ス リ 1 マ

会議は・エネルギー政策に関する
エネルギー問題にどうとりくんで

担八二が︑げんざいどのような問

国民的ムロ悪を司能な隈り単悪に作

おり・どんな間題をかかえている

箏故は︑エネルギー政策に関する

りあげる必要があるという観点か
かについては︑従来︑まとまった調

にすることを主なねらいとした︒

ら︑五十二年慶に政党︑五十三奪
蒼結渠がほとんどなかったからで

魑に臨面しているか︑をあきらか

慶に労働組合を対象にとりあげ︑
あり︑第二に︑門聞題点﹂を発掘

国民的台意形成の璽要性を︑あら

それぞれエネルギー問題にどのよ
することに撫えて︑﹃問題線﹂を

ためて認識させた︒社会経済国民

うにとりくんでいるかを明らかに

﹁構想﹂に迫ることができれば︑

浮きぼりにし︑問題の全体的な

それはエネルギー政策に関する国

するとともに︑各政党︑各労縫の

んらかのコンセンサスを成立させ
蔑的愈愚形成に役立つところが大

相互間の陥凹の相違をこえて︑な

る余地がないかどうかを探るだ
エネルギー政策の検討から決

きいと篶えたからだ︒

一一一一：

＝響一＝

政策のちがいがあるはザだ︒
一需一：隠

層＝＝幕

エネルギー政策の総論だけではな
＝＝＝

整を求められるという形で︑国レ
一一＝一噌

としてエネルギーを重視するとい

にしていると同騰に・そうした推

麿県のはたすべき役割をあいまい

＝一一：

政府閣下の拡大

曹一一一＝

の陽滑な推進をはかるには・都道

ヒ

絵や価格に対して購を窩けること

の推濫や代替エネルギーの開発な

府県が布町村に対し︑その調整能

エネルギー政策
でに一部の県で実施しているよう

どの問題に関し︑住民の禽意形成

る地域的なエネルギー供給の簿絹

を横櫛的にすすめるべきだ︒ま

エネルギー政

8

門地域社会とエネルギー闇題﹂

に︑エネルギー問題を総括する職

かることが必要だ︒

実的な討議を重ね︑倉懲形成をは

覚閤でエネルギー問題について現

のとしている︒したがって︑各政

開発地点での問題解決を滋養なも

党間の命愈の欠如が︑エネルギー

策の立案︒推進にあたって︑各政

に関する台懇形成

▽各政党聞でのエネルギー問題

にすることが肝要だ︒

都道府県のはたすべき役鵠を明確

本的推進簗を確立し︑そのうえで

整を＋分に行い︑羅レベルでの基

中央各貧庁悶の潮解の総合的な調

このような状態を改霞するには

る︒

進意欲をそぐ結果をもたらしてい

制を明確にし︑各行政分野の調整

力を発揮することが重要だ︒この

への対応や︑都道府県独嵐のエネ

た︑あわせて︑蘭係各都道府興の

ルギー政策の立証・実施のために

を図りつつ︑有機的な野塩を立

に関するこの調査は︑都通騰緊に

は︑地域エネルギー・データ︒ベ

象地域︑事業範園︑期間簿の各面

域実情などに憲じて︑交付額︑対

う補助金・交付金については︑地

エネルギー関係の立地にともな

▽補助金・交付金の弾力的運周

姿勢を示すことが望まれる︒

をより稜櫛的に支擾し︑補完する

主体的実施の過程でも︑都通府票

ため︑政府は︑エネルギー政策の
の場を設けることも璽要だ︒

▽エネルギー・プロジェクトへ

望まれる交付金の弾力運用

自論難の役割明確に

▽エネルギー問題についての倉

確立すべきだ︒

案︑実施できるような繕織体制を

間で広域的なエネルギー政策調整

対するアンケート調査を主たる手
段としたものだけに︑地方レベル

ースの整備が不可欠だ︒したがっ

べきだ︒しかし︑都道府県のみで

て︑各都遵脚県は霊体的にエネル

から国レベル︑あるいは企業に向

は︑データ収簗能力に限度がある

けての要蟹がクロ⁝ズアップされ

しかし︑これらの要墾はすべて

ので︑政麿も情報伝達体鶴を確立

ギー・デ⁝タ収簗・整備を進める

無条件に︑無批覇に受け入れられ

して︑地域に対しエネルギー・デ

た形になっているQ

るべきものであるとは限らない︒

▽エネルギー対策に関する有機

ータを提供することが必要だ︒

また︑地方レベルでの独霞のエネ
ルギー政策の険難も︑臼本全体で

で弾力的な運用が必要だ︒また︑

みた場禽の整命性︑さらには国際

その縫途についても︑地方自治体

の蒜入を三筋す

エネルギー政策推進での中央
の各省庁間の兇解の摺違が︑都道

化

▽各雀庁間の総禽調整機能の強

べきだ︒

メニュー方式

の主体的な判断が可能となるよう

の都遵麿堅参加の拡充電源立地

ネルギー・プロジェクトを推言す

など国や購業蕎による長期的なエ

る際には︑その計画の初期段階か

理解協力なしには︑エネルギ；政
策の十分な遂行は不可能だ︒この

ら︑関係都道府県の代表の参加を

意形成の場づくり都道府県民の

ため︑各都道將県は︑住民三軸か

エネルギー

ものであり︑中央におけると同

らの代表を結集し︑エネルギー問

求め︑その恵毘を反論映できるよ

的な総織体制の確立

調査にもとづき都道膨察および政

様・都道府累レベルでも各部周の

題に関する情報提供と話し黒いの

うな制度を確立すべきだQ

問題は︑行政の各藩竪にまたがる

府に対し︑次のような検討課題が

分撃禦項などから︑立地や購給問

場をつくる必要がある︒これを通

的なエネルギー動向との関還を無

あることを指摘しておきたい︒

題へのとりくみに混乱がみられ

じて︑都遵府県での省エネルギー

視してはなりたちえない︒今回の

▽地域エネルギー・デ⁝タ・ベ

；政策を推進するためには︑す

る︒各都道肩県が独宙のエネルギ

▽エネルギー政策実施過程への
然災警の発生箸︑不湖の事態によ

ースの整備石油供給の申断︑自
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線∫力発亀所を始めとする、線∫力関係軽作業曽用のために開発された薄コム丁袋です。
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申央研究所は︑こんこの混排水
究しようとするのがねらい︒立地

中生物に与える影羅を実読陶に研

九薙ごろの完成をめざす︒このた

温排水に対する水薩環塊アセスメ

また︑調謹研究黙榮では﹁大騒

月にかけて総愈海洋調査︑周辺海
城魚類プランクトン調査︑取水路
内魚類プランクトン調査︑このぽ

源調査などを行う︒

﹁大規模発露駈敗放水影響調

隈証していくかをあきらかにしょ
うとするもの︒一般標識を用いる

原子力総合企

その他の原子力に関する施策の総

所体制を強化するため発電所保修

査研究については原子三関漣部が

課の磁気︑機械︑計蘭の各係に作

また︑関遜磁力では原子力発電

織を固め︑簗中的に対応すること

業畏制を新設︑さらに発電所建設

禽的調蒼︑研究IIなどを行う︒

になったもの︒霊に①軽水螺の安

段階金般にわたって品質簿理体制

ケース・バイ︒ケースで鮒嬉して

定化︑定薦化のための総禽的方策

を充実するため建設購務所に錨質

いたが︑今回これを＝兀化して網

の調蛮︑研究・企瞬②薪型二等の

画室を設置
関西罐力は二十鷲薦︑原子力総

蘭発︑継入に関する総含的調査︑

﹁磁源立地礫境総△口実証調糞﹂

命企画塞を画讃︑原子力部門の企

標識麗麗試験も並行して行う︒

子力発受所が立地するそれぞれの

画︒管理体制を強化することにな

蘭西躍力

て︑周辺海域の温排水の海中生物

頭頂毒性の翼なる地点を対象とし

も璽点の一つ︒これは︑火田・原

る白水器通過の遅発的膨響を︑飼

査﹂は︑動物プランクトンに対す

を総裁醜にどう位躍づけるか︑圏

④國際エネルギー政策への対慮⑤

のための総霊的調査︑研究︑企醸

研究︑企醐③核燃料サイクル確立

くことになった︒

籔理課を設羅し︑万全の体制をし

った︒これまで︑核燃料サイクル

調査し︑その結果のデ；タを収桑

際落命をどうするか︑など長期調

への影響について︑モニタリング

分析しようとするもの︒今年から

冑手法によって解開しょうとする
もの︒十⁝月までゆ部電力武鯛発

各地点のモニタリング調壷ヂ⁝タ

動実誕試験﹂では︑福鵬第一原子

﹁温揚水拡散域における熊類行

躍︑水軍懸度勾配反憾試験袋覆︑

内に魚類選好︑思避温度試験装

査﹂は新規︒これは︑中央研究所

五十五年肢瀕商霞講をとりまとめ

外依存度の覇さを通じて︑臼本繹

り︑石佃樋格の大編な上舅が︑対

れた﹂lI遜縦雀は十七日︑昭稲 れは︑七〇年代に︑二度にわた

供給の安定確保◎臼轡は﹁われわ

の整備に予定︑さらに一徳五千五

千万円は発電所周辺の町道︑漁搭

発表しだ︒それによると︑今黛の

二踏の貨物が海外から日庫に運ば

頁万円は簡甥水簾︑ゴミ処理場の

きた﹂とにがい経験をふりかえっ

癬に大きな膨響を与えたのをみて
化﹂と題する序齋を設け︑闘木と

融叢は︑はしめて﹁くらしの圃際

により女川原

たあと︑﹁ひるがえって叢えてみ
協力金

海外との続びつきが過表に例をみ
今圓の

えた大きな要因の一つは石油をは

れば︑戦後の磁本の経済面叢を汝

てることになっている︒

整備など蛋活環境向上対策費にあ

九億四千五蕩万円のうち七億七

n＝齢一−一開一霊︻幽一高一一＝甲ーー上覧2＝羅罵＝齢一−一牌二≡望＝牌齢一丁ーー圭二二一露一一闇一一コτ⊥営；竃扁一二鷲曽一IF盟；嘗一闇一P皿謄一謄τ一

前事海域でもプランクトンの生態
の分析をスタートさせる︒

霜所で実験を行うほか︑同発電所

調責を行い︑復水雛通過影響をあ

力癸露駈落面海域で︑サケ魚類を
畢蔭湿僕勾配反応試験装暇などの

﹁大規機発屠所取放水影饗調

対象とし︑温排水の広がりとサケ

大型試験蓑躍を設置︑さまざまな

きらかにする︒

魚類の行動との対癒蘭係を実根的

ないほど深くなってきていること

じめとする主要螢源を棚対的に︑

子力発電駈建設に関係して地発に

安価に︑かつ愛重的に入手できた

魚類の嬉む鞍壷をあきらかにしょ

ことであった﹂と分析︑こんご︑

に把握する︒これはサケに趨畜波

融然とわれわれのくらしのうえに

を浮き彫りにしているのが特色︒

も投影され︑くらしに大きな変化

白垂は﹁この結びつきの深まりは
二千八百五十万円︒わが国漂発史

ひつ図化傾陶が続くことが予想さ

ゆ長期にわたって︑石繭需給の

償︑協力金などは総額璽一十一億

上酸大の額になった︒これは︑主

をもだらしている﹂として︑岡際

れる状況にあって︑石油の安定的

支払われることになった漁業補

に岡サイト周辺海域が他の原発立

化の健進がわが国の生活晦上に不

うとするもの︒

地点とくらべて漁業資源が麗贈と

確保は︑隣本経済の発展のための

もの◎藁縄四千五菖万円は今優麗

基礎的条件をなすものだとしてそ

いる︒

の重点的対慮の必要性を強調して

経済への対旛の仕方は︑より磁接

くるようになつだ﹂とこんごの語

三一一

漏隷一曽

石磁に依存しているが︑これは米

次エネルギー供給の七一・九％を

ー受給構造について﹁わが田は

また︑臼欝は︑田本のエネルギ

的にわれわれのくらしに関連して

摘しだあと︑﹁また︑田末の国際

斑欠の条件となっていることを詣

国際化促進が

ｳ痩逓商白儘

いう特殊な条件によるもの︒

れる十一億円を中心に整備壌業を

もなって︑電源三法により出払わ

われる︒同町では︑原発建設にと

と来薙度の二か庫にわたって支払

送信機をとりつけ︑これから発儒

される儒弩を船上の受導出で受
信︑魚が温度の言い水域をどう

牡鹿町にも協力金
麟補償金など総額迎億円に
の支払いは︑昨薙の

予定しているが︑この交付金だけ

協力金

女絹町に次ぐ二番園のケース︒

漏対応の錘璽性を強調している︒
こうしだなかで︑忠轡が︑もっ
とも漿要な園際対塁闘題として強

藻篇

くうち出しているのがエネルギー
一羅雛

﹁沼本にとって石縮に代わるエネ

終い﹂と櫃摘したあと︑このため

こうしだ代番エネルギーの闘発

的利馬を強く打ち出している︒

つつ︑原子力では︑原子力発鰭所

については︑夢境の憬全に配慮し

の安金性を確探し︑窟地の促避や

れる︒分体的に①②の公衆の考え

型炉の開発利用︑原子力産業の幕

イクルの確立を︑高速増殖炉等新

に賛成！1の三つのタイプに分か ・処分にいたる自門的な核似料サ

進することが必要としている︒

る
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温撲水影響の轟轟急ぐ
地域研究所の設立準備も
海洋生物環境研究所の昭租五十五琿慶撃業計画が決まった︒それによると今館蔓は︑こんこの研究
の中核となる中央研究漸が竣工したのにともない九月ころまでにはほぼ必要な寅験施設を発成︑温排
水彫響の解明に庫格的なメスを入れるほか︑新潟藥棺磁極に建設を予定している地虫研究所について

影響解明の中核となる機関で︑主
地点は岡原発サイトに隣翻する約

は保安林解除にともなう蟹劇準備作業を悪ぎ︑昭秘五十八琿ごろの魑工に爾えていく計爾だ︒

に水温が海中獲物に与える基礎

ース墓地︒このため︑今駕渡計画

解除のあり方などについて蜜前調

め︑今無度は建設に必璽な保安林

一万置千平方綴の地点Q昭和五十か鰯月〜十二月にかけては二業資

では研究態勢を整備して︑その活

的影響を明らかにする︑いわばベ

鋤を軌通にのせることに醒大の唖

﹁大規模発電所取

査を得う計画︒

象た︑新潟堅柏騎帯に建設を予

﹁露源立地環塊総

点をおいていく︒

定している地域研究所については
ント総合調査偏

女川原子力発電所建設計麟にと

放水影響調資偏

りくんでいる東北躍力は︑地元の

ことから︑こんごは建設魑工に簾

のうち﹁大羅混緋水に対する水産

舎巽証調査﹂一1などが璽点︒こ

昨年⁝ハ月に土地の取得を終了した

えた覇前調査に埣点を移していく
計画︒

ではすべての計画をまかなうこと

生活の向上に

今團︑牡鹿町との間で調印され

三一一一一

牡鹿町に対して九億四千鷺鳶芳円

轟顎朧

環境アセスメント総合調萱偏は︑

爺一一一

今研究駈は︑昭墾ハ十鋸ごろか

三三

門昨駕︑霞本に入港しだ貿易船

三一一一冨

はできないため︑藁北稽力と協力

三㎜笹

た覚懸きによると︑この協力金は

釜一一■﹁

建設協力二二をを支払うこと

一蕊㎜＝

の

階にあり︑これからその土台をつ

隅一≡7

大飯原子力発電所を例にとって︑

蕊7

ら運転開始を予定している東電柏

一一P一響

は一田に酉十二隻︑貨物航空機は

愚書

首二十八便︑国民一人あたり五︒
齢蕊＝冒 三一一襯

して整備をすすめるというのが協

力の召継づけは繭独と贈仏で異な

くらねばならないと考えられてい

三一誓

力金の趣鵠︒

だ︒というのは︑西ドイツですで
TMI購故︑エネルギ1敬策︑廃

る︒露仏の場愈︑醗力にしめる石

の訂認司購講︑霧葦とはまったく

めの政策的なものであり︑発心所

に爽旛されていることがかれてい

お︑これに並行して遼邦政府は再

棄物対策︑地域開発︑世論動向な

処子を行わない方法について八○

るようだ︒

スを原子力発旅所内外に十分確保

子力発磁を石漉におきかえること

する②八○再建の半ばころまでに

癌の捌愈が大きいので︑すぐに原

か︑ある程度の成撰を行うかの選

入口密蔑︑工業地域︶が米国とち

択をめぐっての論争が決冷してい

どについてのPAグループの質問 たからだ︒原発の立地条件︵高い

二逐一営 藍≡

環境島台窮業に籠書しようとする

一璽一 三一﹇ロ

團町の産業関連の振興瑠業と生濡

㎜齢一一言 一三一︻胃 ﹁嚢一冒 謄三竃；畠量一﹁ 曽一一一藁

になり︑十七葭︑隅町との聞で覚

ｾ︐

欝きに調印した︒
昌鱈言

その運開潮後の海洋環境の誌較研

忌︻馨

究を行おうとするもの︒七月〜八
錘＝＝三誓

崎原発から放出される実際の温排

曇欄τ§言五﹁饗騨謄三一言

水を利扇して︑こうした温水が海
髄﹁隠妻

五％︶︑英国︵四四・四％︶など

奏言

国︵四七・八％︶︑茜独︵五三・

差琴

簡一一一響

p醤留垂讐童言

をえるようにしている︒

し︑その露地の議会や住鷹の蟹成

豊誓

題があり︑自認司購講は数年かか

一篇朧言

り︑一九八四銀以前に許認司がお

このようなプロジェクトの実施

ルギー源の開発は︑どの国にも増

囲三誓

ゴルレーベンの寸義物センター

りることはありえない︒なぜなら

つながっている︒重力会社が公葉

は際用︑購買力など石城の発展に

子力︑海外石炭︑LNG等の積極

して病気だ﹂と強調︑気体的に原

三蜜

構想は︑まさにそのためのもので

を決闘することとなり︑八五鎌ま

許認司がおりてしまうと︑再処理

運転を効率鰐︑円滑にすすめるだ

旛設をつくるのは発電駈の建設︑

垂言

あったが︑ニーダーザクセン州政

で再処理問題をオープンにしてお

轟讐

麻の掘盃にあい︑ダメになった︒

くという政策に反するためだ︒な

藝言三嚢

昨葺︑遼邦政府蓉相と岡州蕊掴の

として︑原子力より石炭が有力視

別のものである︒

稼働率の二上をはかるとともに︑

鋸代半ばまでに研究を行うことに

対する意識は︑①一般に原子力発

ウラン資源の確保から濃縮︑鮪用

再処理を行うか署かを決定するー

雌建設に賛成②至芸地域の原子力

済み輝料の爾処理︑廃藁物の処理

優れていた安全対策

醐ドイツでは︑TMI寓故の二 に西ドイツでは石癌に代わるもの
隼くらい醜に︑ハンブルグ北方に
あるプラウンズビュッテル原子力

の主要先進国に比較してきわめて

ここ二〜三年︑西ドイツで原子

閤で①便矯済み燃料の貯蔵スペー

のように述べた︒

TM王禦故は鱒ドイツ に

的な癒え方だ︒

のは︑げんざい経済墨継をやめる

力発電所が諮認可がおりていない

エネルギー政策をつくる基礎的段

ができるが︑顕ドイツでは電力に

エネルギーにおける原子

占める石蘭の劇評が小さい︒さら

三︑

がうため︑爾ドイツの原子炉安全

を読んだときは非常におどろい

に対して︑西ドイツのザール局畏

対策は非常にすぐれている︒

︹パリニ十三臼薩小林特派凪︼

は十九露︑ボンの連邦内務雀で次

⁝︑

このため連邦政府は閃内

とって相当のショックだった︒

二︑

発電建設は反対③すでに原発が稼

また︑海ドイツ圃民の原子力に

民霊台︵SPD︶が再処理工場建旛設を新入することにより︑付近

鋤している地域住民は原子力発甑

している︒

の地域住罠が補償金をもらうこと

ーことが磁紹された︒

クセン姻議会夢解のsPDはこれは五百にもない︒ルール地方で

設に鑓遷しているが︑二⁝ダーザ

での岡種の箏故をも態解してT M 発 庵 所 で ︑ 丁 蟹 − 箏 故 に よ く 似

ないからだ︒政府は︑ある程度の成

は石炭火力発電所を碓賦する際︑

方は流動的であり︑面懸やエネル

原子力発電をふくめ工業

た経験をしている︒同原発の試遡

長を維持することを薯えており︑

に反対するなど運邦畷象特有の現

住民が金をもらったため大きなス

六︑

転期間申に︑作業穏が規則に反し

弱い︒

されており︑原子力の位麗づけが

このため三面のエネルギー政策は

げんざい︑DWK︵核轡料再処キャンダルになったことがある︒

象がみられる︒

西ドイツでは︑連邦与党の社会

王蟹故を徹底曲に調査した︒これ

て︑タービンのバルブの安全装置

①エネルギーの節約②石油使用の

調査団に語る

までに安全技術と安金政策につい

をきったまま︑擬作していだだ

局長︑

て中開報告をまとめたが︑今秋に

ザール

鰻終報告を出す予定だ︒これまで

抑制③国内エネルギーの利用④原

長期的に原子力開発壷推
瀕することに異論はないが︑短期

四︑

的に原子力を鍵ゆ的に開発するこ

た︑海外炭︑水力︑地熱等石油に

盤強化をはかる必要があり︑ま

の調査の結果①茜ドイツの炉はT め︑タービンに熱風を送る装撚が

せず︑外部に放射性物質が漏れる

によってかわりゃすい︒たとえ

ギー価格の硝子などの一騰約灘象

にとった改譲措齪は︑西ドイツで

MIとはちがう②来囚がTMI故後
障したときにこのパルプが作動

原子力発亀燐を建設する場禽︑

とには反対が大きい︒

門まだ晴間

事故が起きた︒この欝故をキッ

学力会例がまえもって︑その土地

は一九六〇庫代後単から七〇隼代

理会智︶がエッセン州に郊開処理
五︑

O％へった︒

代替するエネルギー源の開発を促

能力三薫覧＋ナの翼処理工場の騰

はある﹂というのが政党間の図葉

が置〜

ば︑丁重王噴故では︑原子力蟹成

核燃料サイクルができあ

カケに︑原子姉遡転の線織態勢を

ど一称公共施設をつくる約束を

子力利胴⁝⁝の四本柱からなる︒

にかけて︑すでに実施ずみである

再処理は︑技術的にいろいろ難

の政治的とスポーツ施設や滋路な

がる兇通しがっくまで︑原子力を
開発すべきでないというのが一般

猷料転換用
獣料・成型加工用

饗東京技術翻訳センター

り

落許岡を晦請している︒

げんざいは︑国民経済に必要な

の了解である︒

獣料再処理用

リチウム同位体
ウ 素 二次 製 品

砲ホ

◎

がはかられるようになった︒

O

③r：r1純度化学薬品

体

位

ヤ

厳しくしだり︑作業騒の質的向上

Phone：0423−91−5155

原子力用

「

ことがあきらかになった︒このた

高純度化学薬品・工業薬品

ホウ素同位体

母闘

品質と実績で知られる
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一瞬既報のように︑原子力安居委員会︵吹田徳雄委員畏︶は二十三田︑十日付で廉子炉安全
馨門審査会から答串のあった十六贋罠の﹁わが国の安全確保対策に反映させるべき事項しを了
承・こんこの安全規制にとり入れることを決定した︒これによって︑醒力︑メーカーは︑この
新しい方針のレールによる安全規制を受けることになる︒以下︑その内容を紹介する︒なお︑
左下方のコラムは︑来国原子力発霜所饗故調査特別婁鍛会が昨隼九月に捲嬉しだ玉十二項目の

②既設プラントの対応

新設プラントに対するものと同

様の検討の結果および改造工事の
実施二兎性︑工事の藷膨響等検討
した繕巣を反映させる︒

▽BWRプラント

策は必要ないと蕎える︒
また︑LOCA環境下における炉

ては現状で十分であり︑新たな対

制御系﹂および門事故時における

心出口湿度計の耐環境性を確認す

設副方鉛を確立し︑設計︑製作に
反映させることが適当である︒

︵2︶計算機技術の績極的活用
運転員がより集中的に︑適切か

︵前日器逃し弁護︶について試験
した結渠を反映させる︒

▽運転管理関係

るとともに︑一系列が痩用不能で

度について︑その興趣化が鹸討さ

た︑運転厳長クラスの資格認定制

るものと考えるが︑なお一盛の安

判断の防止に十分効果が発揮され

状においても運転員の誤題作︑誤

スリーマイルアイランド原子力奨

世界の原子力界に衝撃を与えた米

常薯象に関する情報収量に努め︑

また︑中央制御蜜における安全

できる異常聴の処置訓練などに重

び箏故のシークエンスに広く対癒

特性箸にかかわる知識の四一およ

また︑原子炉工学︑プラントの

少限必要である冷却材の流塾︑温

転員に対し︑炉心冷却の監視に最

ど︑さらに充実が図られる︒③運

なった場合の処置を取り入れるな

視システムの必要性について検討

応上のため︑当該弁の遠隔三盛魅

充実が図られるとともに︑事故時

教欝訓練の頻度の増加等︑内容の

考Xられるが︑なお一晒の安金性 点を置いたカリキュラムの充実︑

に関して検討した結栗を反映させ

て与える方法など︑運転管理孚段

度︑水位のパラメータを憎報とし

細購

灘至

あると判明した場命には︑残りの

全性向上を図るため︑以下の処置

随時検討を行い︑陰日に応じて手

すなわち︑①今後とも︑多くの異

TMI事故以後︑運転員の教育訓が実施されることとなっている︒

爲︑運転厨の誤操作防止対策

れているところである︒

﹁画ちに確認する﹂よう明示され

系列の確認試験の時期について

た︒

ともに︑訓練コースに薩農遮携訓

練センタ⁝派遥人員を懸加すると

ーにおける訓練内容に︑故障が璽

順轡に反映させる︒②訓練センタ

鶏・保半時における点検頻度等

璽要な設備についてチェックシー

晃署しが行われ︑PWRについて事故以後︑原子炉の安全確保上︑

新設された︒

練コース︑口軽蓄訓練コース等が

つ容易にプラントの状況を掘握︑

は︑加旺器逃し弁および格納容器

の開閉状態などについて︑運転員

トを作成し︑これに基づき聖要弁

TMI事故いらい︑保安規定の 質︑手動弁の管理方式TMI
練の充実強化を図るため︑運転訓

ことが適当だ︒

算機技術をより石馬的に晒馬する

隔離傷号の作動設定憤について︑

判断し︑これに対応できるよう計

a︑制御整での事故購のプラン 定期的に検査することが保安規定

②既設プラントの対応

については︑現状の三内で十分と

上州要な手動弁の開開状態の括握

に明記され︑BWRについては︑ が確認することとなった︒

的な点検頻度等について︑次のと

トの重要なパラメータの表示事

おり改藩された︒

については︑格納容器冷却系につ

一部安全系の維持基蘂および楚期

ラメータを必要な測定範照も含め

故時の監視に里要なプラントのパ

検討し︑また︑必要な改造案を検

いて海水ポンプとの関連性が明示

る︒④運転管理義援システム等の

ラントの重要なパラメータの諸縁

a︑制御室における事故聴のプ

にもとつく慧見を葉約し︑これを

トに関する改善環場の還転経験

︵1︶中央制御盤等のレイアウ

ちに確認する﹂よう明示された︒

系の確認試験の時期について﹇薩

これらに関連する非常用炉心冷却

不能であると判断した場禽には︑

して︑運転員の蛮故時における灼

の運転響理体制の再点検の一環と

手順揚に明記された︒②運転員の

運転員の報焦すべき内容等が運転

転颪長が掴示する操作項冒および

MI事故以後︑園は原子力発船所 る操作内容を明確にするため︑運

12︑運転鼠の畏期聾成欝画τ わち︑①運転薩長の揚示繍令によ

される体制がとられているかを確

術蓄の権限︑嚢任が支障なく遂行

緊懸時においても︑原芋炉霊任技

鱗︑プラントの運転管理体制

研究開発の結果を反映させる︒

軽微な保豪物を行う場舎であって

常用炉心冷却設備等については︑

①非常用炉心冷却系の椎持纂準

b︑中央制御盤等のレイアウト

手順鰻の見酋しが翻られた︒すな

討した結果を反映させる︒

に濡する人間工学的観点からの検

した結果を反映させる︒

票故套の監視に重襲なプラント

ふまえ︑必要な互譲案を検討し︑

操作判断が事故の拡大防止に大き

のパラメータを検討し︑重要度分

応を監査したが︑その結果︑運転

立し︑これを設置することが適当

①・b︒︵2︶については︑司切 たに制定し︑撮安規定に明示され

訓練センターの訓練項駅等の見

もに︑一つの計器に頼らず総合的

判断となる計器が明記されるとと

支獲体制の強化策が講じられた︒

るため︑休日における運転蔵長の

によって運転管面面に反映させる

いる運転管理騨再縁を通じるなど

ついては︑国が発電所に派遇して

に︑これらに基づき必要な二項に

も︑その内容及びその結果につい
員として十分な資質を萄している

②既設プラントの対応
だ︒

織しも行われており︑事故鼎呂の

この運転鷹畏の支援にあたる習理

TMI事故以後︑より万全を期すて報告徴収が行われている︒さら

は︑葬常用炉心冷部系に準じた扱

として﹁P＋﹂﹂熟路をもつ二︑

a︑ サ ブ ク ー ル 計 の 醜 類 定 倹

た︒③非常朋炉心冷却系の礪動弁

に判断すべき関連計露名が全て運

な範囲で積極的にとり入れること

邉撫や繭員連携訓練の強化などが

な影響をおよぼすことから︑操作

②原子炉隔離夕冷監製について

三ループプラントについて原子炉
蒋にサブクール計を設躍すること

に閲する人間工学的観点からの検

が適当だ︒

の定期的定検頻度を︑三か月一回

ことが確認されている︒

ることが適当だ︒

類︑測定範囲等の設計要件を考旨

針﹂および﹁安全評価審査指針﹂

圧力異常低僑弩︵﹁α﹂回路︶を
が適当である︒

し︑薯故監視計器の設謝方針を確

にしだがい書評に血肝を行う︒ま

設堕することは適嶺である︒さら

とともに︑必要に応じて︑設計の

における実現可能性の研究開発に

以上の描躍により︑当面は異常

蟹−購故以後孚MIを模擬した薯

加え︑改造の技術約可能性等も勘

容︑原魍などの項呂についてコー

を構成している要素︑駆象の内

R︶について還転手順書が新たに I票故以後︑異常薯象が保安規定

﹁加圧器逃し弁の開海嶺﹂︵PW 15︑報告ずべき異常講象τMとなっている︒

舅藍し︑改逓等に皮映されること

職には当該原子炉施設に十分な経

つ計爵的に運転人員の礁傑と資質

︵BWR︶︑﹁小破断事故﹂︑
あると考える︒

転手順諮に明記された︒③﹁全給

今後とも︑これらの訓練が継続

行われた︒

から一か月一回に変更し︑整禽が

されていくが︑さらに︑長期的か

て︑﹁原子炉冷却材温度が颪慶C の向上︑維持を図るため︑五か奪

て使用可能であるべき状態につい

逃し弁または

図られた︒④非適用電源である所

トの設計方針の確立

かえることが適当だ︒顧た︑長期

既設プラン

トにおける中央制御盤レイアウト

的に弁の儘頼性の向上をはかるた

9︑弁の儒頼性

内蓄臆池およびその充電器につい

験を醒する蓄があてられる必要が
ネ式︵アクチュエータ付︶にとり

︵1︶中央織郷盤等のレイアウ 逃し安全弁で先駆弁式のものはバ

水襲失一主蒸気逃し弁蓋圃着﹂

いとし︑その維持基準について新

実施司能なものから冬着を実施す

①新設プラントの対応

されるとともに︑ある檸雛が運転

BWRプラントでは︑冷却系内
にトラップされるガス対策につい

放射線および放射性物質の測定﹂

るため実施する実証試験の結累を

8︑綱御室のレイアウト等

の各条項をふ蔽え︑慎璽に二曹を
反映させる︒

研究開発炉心水位計の必要性︑

c︑炉心水蝕計の実現可能性の

行う︒

なかから︑原子炉安金網門審丁目が審査した十六項圏︒本文は︑その運筆と一致させて審目口
のコメントを掲載している︒

▽審査関係
運転購の異常な過

咽︑安全上灘要な系統および機
器の霞継作動

安全に重要な系統および機器が確

5︑小破断瑠象時の安全性P 設計条件︑測定方式︑問題二等広

▽設計関係

実に自動作動するよう安全保護系

をより一厨向上させるための楢躍

WRプラントについては︑安全性 範囲な臆面を行った結果を反映さ

た︑運転時の異常な過渡変化およ

に︑長期朗観点にたって進めてい

策︑翻定レンジの拡大︑実証試験

箸の改鐘新設プラントでの改鋳

︵2︶計算機技術の橘用前項

認する必要があると補える︒また

び事故躇に贋態の瞑束のために運

る一次系小破断蔓立蒔の熱除去機

b︑中央制御盤等のレイアウト

転員の手動操作を期待する際には

能に関する研究の結累を反映させ

等に関する現場の悪筆の簗約結果

b︑炉心出ロ温度謝の耐環境性

査を行う︒

結果等をふまえ改茜を司能な範囲

象の解析を実施したが︑設計に反

察し・険討した結粟を反映させ

を集積︑評価し︑設計︑運転管理

整理した結果︑ならびに各種の弁

ための搭躍について検討する必要

事故時または異常な過渡変化

9︑弁の悟頼性

これらの対策の実施により︑現

13︑運転員の誤操作防止対策

ているが︑報告すべき異常事象の

いな異常事象も報告徴収が行われ

げんざい︑規制当局によってささ

使用し︑異常のあった機器︑機器

あると考える︒そのため計算機を

な情報の収藥︑分析を園る必要が

も含め︑こんこより一層︑組織的

上反映させることが望まれる薯象

が︑故障に至らなくても運転管理

還転員の誤判断︑誤操作を少なく

するとともに︑これらの技術情報

翼体的内容︑様式等をさらに整備

弁の開固着と 観点から検討を行う必要がある︒

いう現象に鑑み︑弁の材料の甜

の向上︑誤操作防止に関する直

の点検頻度に塾する考え方の毘蔭

り検討を行い︑運転操作旧領等を

われる異常薯象について可能な限

時に施設内の放射線レベルを括棄

び防護用機材の点検︑整備緊急

び防謹用機材の点検︑整備TM

させる︒

に行われる調査研究の結集を反映

▽選転管理関係

いて検討を加える必要がある︒

6︑一次冷却秘の状態の監視方 質︑弁の機能の信頼性の向上につ

がある︒

式

時に一次冷却秘の状態および炉心

するため︑現行の誤操作防止対策

一＝＝篇＝精髄＝＝＝＝幽＝一＝一＝＝阿＝：冊冊一＝＝柵＝＝一二一＝圏＝＝＝二冊＝︻＝＝＝＝髄＝一＝＝＝＝＝＝曽＝＝コ＝＝＝＝需瓢鼎＝階＝P扁一＝＝＝＝一■ニ＝一二＝＝＝：蟷＝階層＝一瓢＝隔圏一＝＝一＝＝＝一＝冊＝営＝＝＝＝一＝＝＝＝＝一一＝＝開営一一＝＝＝一一＝一：＝＝囎＝瞥＝＝＝墜幽＝扁＝曹＝＝＝＝＝＝＝一＝＝＝一＝憎＝盟一冊＝＝＝＝＝帰＝一幽＝＝コ＝凹二＝

︿16項目の内容﹀
3︑制御塞への接近可能性およ
事故時における綴郷室
への接近萌能および居控性の確保

び寡住性

ド化を行い︑運転管理︑設計面へ

しを行い︑墨壷をはかる必要があ

するため︑外線騒率測定器︵還隔

I事故いらい︑緊急時測定器︑防

16︑緊急時の放射線測定器およ の対癒の迅速化を図るなどのため
できる装置︵ディスプレイ等︶の設

さらに充実する必要がある︒

測定可能なものを含むことが望ま

護用器材の点検整備状況について

格納容器内モニタリングおよ

る︒

鱗︑プラントの運転管理体制

しい︶︑高線蟹まで自賠可能な個

4︑婆故時に必要とする機器 態にあることを運転員が常時監視
等

置などの検討を行う必要がある︒

原子炉主任技術暫の位置づけおよ

人被曝線息綱︵韓人アラームメー

手動操作を要求されるものは︑ヒ

び格納容器内水素濃度制御のあり

びその踊歩と置任に関し︑とくに

る︒まだ︑還転職長を技術的に援

線壁計等緊急器用の測定器を点

タ等︶︑および手などの周部被膜

されているものと湾えられる︒と

の点検整備については︑十分実施

が図られた︒その結果︑防護翼類

見顧しを行い︑係管場所等の整備

16︑緊急時の放射線測定器およ

ューマン︒クレジットを考印し︑

手動弁の管理方式について︑たと

緊急時について検討する必要があ

に審歪を行う必要がある︒また︑

器の自動作動安全保護系の口幅

▽審壷関係

いては呵熊なものと蓼えられる

能力の霧蓋の際には︑プラントの

映させるものはとくにないと蕩え

る︒

面に反映できるように検討する必

事象の収簗ならびにその反映につ

安全確保上必要な管理体制が確保

る︒さらに︑長期的観点にたって

▽BWRプラント

10・保修時の点検頻度等保 領︑訓練の方法等について検討す

要がある︒

に定められている範囲内であって

できることの確認を行い︑さらに

すすめている中小破断袈象に関す

BWRの一次冷却材の状態の監 灌︑安全上期要な系統および機

る必要がある︒また︑運転員が事

定められた︒

燃料装荷葭の保安規定認胃等の際

るより詳細な研究の結集を反映さ

視方法は現状で問題ないと響え

冷却の状態をよりょく甥下するた

故時に誤判断をおこしやすいと思

程度の長期養成計画が継続的に作

に技術能力の確認の一環として︑

せるものはとくにないと斎える︒

上灘要な献御蜜の遮蔽︑換気等に

安規定に明記されている保出時の

め︑弁の異常事象のデ1タを集約 以上で︑炉心に照射された燃料が

原子炉主任技術習等の職務が適確

さらに︑長期的観点にたってすす

により安全上量要な系統および機

保安に関する事項︑とくに僚修時

▽PWRプラント

えば︑鍵管理の方式︑保膨作業中

添方式などについて︑さらに改薔

助する体制を検討する必要があ

検︑整備するとともに︑緊急時の

数多い
方︑また︑獲期冷却系およびサン

発生蟹を掘握する手段およびトラ

の中央制御蜜箸での系統図上の表

▽般計関係

を合えるべき要素があるかどうか

15︑報告ずべき異常事象TM
作業に従事する者の被騰を適切に

る︒

ついて検討し︑また制御盤等のレ

運転員の養成計画に閲し︑長期的

運転員の朝煙︑補充をはかるため︑

転員の資質の向上︑余裕をもった

異常薯象の掘握は極めて璽要だ︒

周種の異常事象が発生しており︑

II二の零墨︑今回の表慶の前に 防護するための防護異類を点検︑

くに高性能が要求される翫器につ

鴛︑運転員の長期餐成計覇運
確認するとともに︑加圧心気楢部

からも検討を行う必要がある︒

イアウトに関して人間工学的観点

8︑制御機のレイアウト箸

5︑小破断事象蒔の安金性原 転制御をより一曝しやすくするた

検討する必要がある︒

劉︑手動弁の響理方式
プリング系の遮蔽などのあり方に

ついて検討する必要がある︒

ップされたガスを除去する方法に

一次系内のガス

確箋に作動するかどうかさらに慎

ついてもさらに慎重に審萱を行う

体制

め︑制御室におけるプラントの主

7︑ガス対策
壷に審葦を行う必要があるQ

必要がある︒

畏︑運転員等がプラントの安全確

要なパラメータの表示のあり方に
を行っているところだが︑その方

うえでの安全性をより向上させる

からの冷却材獲失現象に対処する

原子炉主任技術蓄︑当薩
部等ガス抜きラインを這加設黙す

子炉冷却材圧力バウンダリの小破

2︑技術的能力および運転管理

計︑換気設計等の面から慎璽に審

示するためサブク⁝ル謝を設賑す

保上職務を適確に遂行し得る体縦一

断事象時の安三瀬をさらに詳細に

運

査を行う︒

ることについては︑その得失等検

いては︑設躍許可の段階から審蓋

にすることは必璽だ︒この点につ

ジの拡大薯熱讃の炉心の冷却状

原子炉水位計を含め︑萄効な方法

に十分に確認する必要がある︒

針をその後の運転等の段階でさら

ガス発生蟹を把握する手段として

この購項については︑安全設計

態を監視するため炉心出口温度計

る︒

について検討した結菓も反映させ

b︑炉心出口温塵計の翻定レン

ることが適嶺である︒

討した結累を反映させるQまた︑

審査指針ならびに基準閣係反映甥

ンジの拡大をはかるものとする︒

を猶聾することを響無し︑制定レ

映させる︒

いては︑こんご検討した結漿を反

項の﹁事故聴に必要とされる系統

整備することが必要だ︒

および機器﹂︑ ﹁可燃性ガス農度

4︑鷹故時に必要とする機器等

も︑還江上の制限が適用される弗

に遂行できる体制であることの確

る︒なお︑念のために水位横出の

水炉の一次冷却樗がサブクール状

めの手段︑たとえば︑撫心隈型軽

▽PWRプラント

①新設プラントの対応

成されることとなっている︒ま

認を行う必要がある︒

めている中小破断薯象に関するよ

他の方法が炉心冷却掘握の季段の

ついてさらに慎璽に審責を行う必

全委員会が決定を行った﹁﹃わが

①新設プラントの対応

万一︑一次系内にガスがトラッ

装荷されているとき﹂と明細され

3︑劇御窒への接近可能性およ

り詳細な硯究の結累を反映させ

要がある︒

国の締金確保対策に反映させる

a︑サブクール誹の設薩炉心

できると蕎えるが︑原警護容器頂

プされた煽禽でも規状設備で除宏

ち・中央制御盤等のレイアウトの

び居便性購故時における制御整

器が確実に自動作動するよう設計

への接近の罵能性および滞在の可

べき薯項﹄について﹂︵以下﹁竜

︵幽口側︶での一次冷却材のサブ

7︑ガス対策

﹁制御塾縣の条項をふまえ遮蔽設 クール条件に対する余裕を適続捲

昭秘五十五年五月六臼に原子力安

能性について安金設計審葦および

6︑一次冷却材の状態の監視方 研究した結果を反映させる︒

されているかどうか︑さらに測距

新設プラント もふまえ︑人闇工学的観点にた

BW汎プラントについては︑丁 ではかることが適当である︒

る︒

華墨繍灘鞭灘毒言融縣三島灘芝葺／壷

向上となる可能性があるかどうか

c︑炉心水位計

謹響難蓋騒

親

る︒

体捌原子炉設躍許筆癖の技術的

2︑技徳的能力および運転管理

安全評価審議指針に従い慎璽に審

せる︒

されることを﹁安金設計審査指

統が設計され︑その儒頼性が確保

渡変化および事故時に必要とする

マ
討

聞

副
産

力

原

討
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