原子力発鱈駈︵炉心︶を中心に︑単二約八〜十計耕の題離を︑防災地蔵のめやすとして呪いること

を提環する一⁝︒来スリーマイルアイランド︵TMI︶原子力発電所郭故を契機に︑原子力発聰蕩所
在の各翻治体から強く求められていた防災のガイドライン︵指針︶は一琿二か月の労力をかけて調葦

また︑放射性ブルームに対応す
る防災鰍策を璽点的に充実すべき
地域の範睡として報告は︑﹁競段

階の施設の状況に対する技術的

薩︑地勢など︑地域に固荷の特

側爵に加え︑人口分鵜︑行区区
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めやすとしては︑周辺モニタリン

ど︑災密癒愚対簾活動をはじめる

一方︑騒騒対策本部の設躍な

むね妥当なもの︑としている︒

的側面からの検討によれば︑おお

層︑福腿は半径聯詩層︶は︑技術

城︑福井︑扇根︑佐磯は半径八♂

各県で採用されている距離︵茨

となっている︒

てはいちだんと安金性の商い基準

やすい乳幼児︑児蟹︑妊購につい

る︒とくに︑放射線の膨響を受け

防護対策を貝体的に明ましてい

レムを下隈として三段階に分け︑

に分け︑萌蕎は一レム︑後蓄は十

ウ素による聯状腺の内部被鰻線騒

をもりこんだ五十二項闘の旗討項

進委熈長︶が︑緊急聴の措躍など

発惣藤瑠故調董特別委綴金︵村霊

れ︑九月十蕪欝には︑※圏練子力

上︑当面とるべき措躍Uが決定さ

﹁原子力発惣所讐に係る防災対策

との観点から︑中央防災会議で

かかわる防災対策を発実整備する

で︑五畿︑︑野レム以上を提繋してい

住︑活動する場藤の予測被曝線騒

ドレントゲン︑あるいは倥民が罵

ンマ線鰍率で︑一將歯あたり︑一

よって設躍された︒この闇︑七月

ことを圏的として︑安全委嫡会に

聯門的購順について調査響議する

円滑な実施をはかるため︑必要な

電所等の周辺の防災酒勧の︑より

五十照隼四月二十三田︑原子力発

大臣に答串した◎

麟の定例婁輿会で決定︑内閣総理

から提出されたこの報告総噸一華

まれていた︒

による原子力防災の編針が待ち望

騨門部会は︑TM王事故薩後の 圏が義金委に撮出されるなど︑麟

る︒

十一百︑わが国の原子力発羅燐に

グポストなどで実潤された空間ガ

歴内退避および避難等に関する

鐸内訓配購は︑垂目に紹介

源開発宮︑四十鰯一月索京通産周

薩復公益箏業腿技術長︑四十五年

公益事業部蔑︑瑚十二葎十一月通

財団法入・関榮電気藻震協余鐸噴

閥︒六十㎝篇歳︒

長︑薫十四難七月より東察羅力顧

電事連副会

長に大垣氏

電気瑠業連愈該は︑原燃りービ

ス会社禽長就任にともない︑翻会

曝せると︑七月の瓢力禰要に質鰍

務として推進する︒

象の解析計算⁝⁝などをおもな業

タの整理分析および旧故︑盟常職

社長︑籔十二隼常携薮締役・立地

村長宰人事課長︑三十七年金杉支

◇◇

ウラン濃縮プラント用配管・トラップ及排気系

◇中性子発生装置用排気系

◇各種分析機器用排気系

麟灘

爽空磯器全般に翼る技術・禰簸サーヒス

営藁晶田

原子力安全委籔会は︑響門部会

指標では︑全身外部被曝線騒とヨ

三十田の理事余では︑設立にと

原工試︑新理

業をすすめていく方針︒

ついては︑十月をメドに興体的作

なったが︑麟務駈や人目︑体制に

れ︑その体制が整備されることに

もなう甥付行為変更の議決が行わ

﹁GEは原子力を推進﹂

の仕禦が十分にある︒

一︑購箋としては︑TM夏物故

事長に藤井氏

き︑藤波樋雄理博長の原研理購畏

就任にともなう後置ポストに︑束

藤井翠氏は大正六年瑚月二田艦

ことを決めた︒

一︑GE社が田本から人工を引 東蹴難山聞の藤井首邑を趨上する

る︒

きあげていることから︑認事の一

部の一因となったかもしれない

学部醒気品学科卒︒釜十二鋸八月

まれ︒昭和十六奪〜一一月九州大学工

一︑日本の一部の新聞に報道さ

れたような︑GE社のポリシーの が︑これは︑福島第一原子力発明

田ひらかれた財圃法入・原子力工

経二食爵二三倉計三局誹三三︑電

駈六弩機の兜成にともなう懲窺の
変化︑饗掴の変更はない〇

科学技術庁と通薩雀が︑かねて

原手心工学試験センター

設立を決める

安全解析所の

一︑GE社は︑国内で受注済み 措麗で︑ポリシー変化ではない︒
の原子力に対する契約上の費任を
蒋しており︑これだけで四〜六隼

需要期を前に

唐ﾆ好調

から斜設へ向けておしすすめてき

六月の原子力発電所の稼働状況

学試験センタ⁝の国宣理事会で承

た﹁原子力安金解析藤﹂が︑三十

は︑騰開稼働率山ハ闘︒七％︑設描

設灘されることになった︒

認され・正式に︑岡センタ⁝内に

六月の設傭利用離

利照⁝箪六一・○％と︑それぞれ対

に︑大妻事鮒象票蝿力鶴重事締役

昭和十六年一二月障

の就任を淡めたQ

長を還仔した薪親箆一氏の後汗
設躍が決濠つた﹁原子力安金解

を審目する独守機関として︑國が

月に引趣つづき順調な伸びを示し

かえ島根が建損を終了し︑敦賀︑

大婚患国主

送露入讃︑三十六駕八月東京償力

壁大学法単聞酒︑岡鋸一月日本発

安金毛癒を実施する際に行う①安

ドの改漫戦備②安全審査関係デー

する原子力の鰯臼は︑ます塾す蔦

垂垂推進本部畏〇六十〜歳︒

京るものと期待される︒

く運転再開する大飯︸弩をも弩え

入ったためQしたがって︑藤もな 全解析計算の実施②安金解析コー

玄海が濡雪鹸終段階の調整逸転に

たQこれは︑憂の国力鮒敷期をむ 析所一は︑原子力発電所の安全性

前月比一三％増︑一照％増と︑五
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審議してきた原子力発聞所箸周辺防災対策騨盛事貧︵部会長・江藤秀雄賑本原子力研究駈理聯︶から

¥六霞︑原子力安全委員会︵吹田徳雄委農擾︶に提出された︒防災教膏︑訓練︑蟹急隠体舗などを
盛り込んだガイドラインだけに︑ただちに原子力蜜全委員会はこの報告識を検討︑三十臼の定例委貰

さいきん︑新聞報道の一部で︑

欝欝日本の一部報道を否定

る﹂とし︑とくに︑防災対策を円

﹁来麟の原子力メーカー︑ゼネラ

o

88，窪90
刀

大鮫営漿所李轟山薯￡昌査町諾晶6冤一認鶴ぎ1裂y

徴︑災憲応慧対敵実施上の実効性

性物質である希ガスのクリプトン

滑に実施するため︑﹁地元都道撰

会で門婁戯会淡定﹂を行い︑内閥総理大望に提出した︒
いことなど︑原子力防災の特殊性

録および葡町村の行政区燭は︑曙

などを総含的に謬麟する必璽があ

報欝はまず︑原早力防災は︑

櫨であるヨウ素扁とし︑これらの

とキセノン︑そして揮発性の核

ル・エレクトリック︵G罵︶社 以後︑堂島からの受講による仕事

必要としている︒この悲しい狸解

が増えており︑三か月前に︑技術

から︑原挙力防災の箆しい認識が

が︑ちかい将来︑原子力部門から

番の増鍛を認めたばかりである︒

﹁原子炉等規舗法﹂等によって︑

麟すべき蟹饗な要鰹である漏と規

撤退するか︑岡部門を大蟷に縮少

禦故の発鑑防止︑駅故の拡大防止
放射樵物質からの低減化をはかる

定している︒
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がいちじるしく低くなるという点

して繕いることを提幽している︒

する司能性が強飯ってきた﹂と報

をふまえ︑﹁放出源からの風下軸

そして豊門部禽としては︑地域

その髭欝を軽減することができる

し︑孚MI郭故においても︑結果 という響態においても︑有効に︑

な安金対策が講じられていると

と︑明確な基纏を規定している︒

から︑なるべく逮ざかることが碕
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◇核融合装置用排気系

一一

振簑華東京5895番
言舌（201＞2171（｛七）

干100棄京都千代醗鳳大手町壌丁霞5番4号（安田火災大拳町ヒルフ階）

議
会

業
産
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原

発行所
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昭和55年7月3田
毎遇木曜日発行

額部120円（送料共）
購露発料垂年分薗金5500円

原子力に貢献する徳田の原子力関連真空装置

誌細については営業部にカタログを御請求下さい。

三

昌
昌

全米商民大会開催

第二回

全国的運動母体が発足
︻シカゴ六月二十九課目小林特派鼠︼草の根連動によって里民︑政府︑議会を動かし︑※田のエネル

ギー間題を解決しようt︒第二園エネルギ⁝推進全来南民大会が六月二十六田から二十九日まで︑
シカゴのパーマーハウスで開かれた︒大会には全※各地から市民団体︑女性団体︑科学技術者︑労働

﹁反対派から学ぶべきこと篇

﹁放射線と健

緻盆員など︑千名を上まわる入々が参加︒全体会△降三セッション︑パネル討論卜ニセッション︑さら
に﹁いかにして離の槻市民グループを沮喪し籍濡するか﹂

康﹂﹁マスメディアへのはたらきかけ縣など実戦に即した五十四のワ⁝クショップや展示会など︑盛

なエネルギーを求める科学技衛

国幻の露劇震祉が一社しかない

い︒

ニオン原子力発電所︵PWR阿

で︑このほど︑ディアブロ・キャ

（研究施設関係） li本線f力研究湧・東海・人洗・高崎各研究所、理化学研究所・大和研究所、
電力中央研究所、日本アイソトープ協会、東大．1≠部・原イ力研究施段、東北大≠・金属材料研
究所、東京都疏アイソトープ研究所、放射線鷹学総合研究所、竜気通鶴研究所

り︑マスコミ関係者にたえず清報

瀞臨与｝鱒騰騰穐鱗薦骨樵詳覧鞭婆：

さらされていると鰹告︑国民を臣

というのが第四の理由だQ覇由世 亀︑各薫＋一万KW︶を他の轡料

はすでに完成しており︑轡料装荷

同発電所を葉叢するパシフィッ

ク・ガス・エレクトリック電力会

社︵PG＆E︶は︑この下院の決

なお︑下院とはちがって︑原子力

定にたいへん不満をもっている︒

発蹴はカリフォルニアのエネルギ

ている上院では︑この法案を廃案

ー開発にとって重要であると考え

この研究は︑エネルギー資源節

においこみたい考え︒

ることになっており︑一九八一年

約・開発委員会において行なわれ

一日までに最終報告の提出を求め

七月一田までに概要を︑同年九月

られている︒しかし︑この法案の

でに原子力規制委員会︵NRC︶

規定の中には︑八一年三月一顕ま

原子力工業（株）G￡・敦賀および福島建設所、WH・尚浜建設1派、1体シールオール（株）、一和テノキ（株）

般衛罠参羽番線に

油不足に画面︑謹た国産石巖も埋

が︑同発嘱所に運転認可を与える

〔原子力関連主要得憲先〕

を流したり︑また公聴会やテレビ

界最大の亀力会社として︑EDFを使う発電所に転換させるための

TMΣ事故の時でさえも︑原子力 岡規摸の共毒言は︑エコロジスト

蔵蟹が少いため︑エネルギー源と

ならば︑この報告書は作成しなく

鞠襲

・ラジオの

は︑全国的にサイト選定を行い︑

の発言は狂気のさたであり︑まじ
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を明らかにした︒その安全性シス

藤でに燃料装荷をはじめたいとし
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速に増大してきているのが実情︒

い核物質を使用する施設の数は惣

質防謹条約が懇名のため開放され

たのをはじめ︑今隼三月には核物

AEAのガイドラインが改定され それによると報告は︑まず第一

いたが︑そのこ一九七七薙には至

況について﹁わが国の核物賀防護

次報告藩にもられた対策の実旛状

原子力開発利編の進展にともな とめ当藏の対策をあきらかにして

初歩的な知識の入手は一般の入々
たことなどから︑こうした新しい

Aの核物質防護に翻する墓準をお

変化に対憾してその規制のあり方

供給や低価格の時代は終り︑いま

速化と核燃料サイクルの確立②石

には︑門核物質防護体制に係る法
令とは崩に︑妻琴法分野の法制蕪
の整備も必要だ﹂と指摘︑さらに

軽水炉技術課・軽水炉燃料技術課

管理課︵技術部三具課を改称︶・

軽水炉一三課を新設︒軽水炉技術
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燃料の再処理という﹁核燃料サイ

する条項の新設を求める強い動き

渉でも核物質防護に係る規制に関

躍がトータルシステムとしてバラ

開発の推進扁では﹁核物質防護描

要だ﹂と捲摘︑さらに﹁関遡研究

をよぶことになりそう︒

PP法を定めるのかを愈めて論議

脳えることに留めるのか︑新たに

は︑原子炉等規制法にPP条贋を

たあと三十営後に発効することに

崎で舞ムを持つことを決めた︒

共和・泊原発計
画︑用地交渉へ
北海遜眼力
北海溢慰力の四ッ柳蕎茂社長は
六月二十七藏︑株主総会後に詑議
会発し︑﹁共和︒泊原発について

今圏報告でPP条約批准にとも なっているが︑げんざいのところ
※︑ソなど一一十一か濁と￡Cが署

また︑ウラン綴縮と優用済み核

定︒

により充実した体制に移行する苧

附議の出地取得交渉の開始によ

とになったものQ

って共和︒泊原発計薦は具体化へ

第一歩をふみ目すことになるが︑

同原発建設のカギを握る凶刃漁協

は依然﹁建設絶対反対﹂の態度を

ため︑こんこの計画では窟内澱協

とりつづけているのが現状︒この

同鱈力では︑こうした計薩促進

の野馳が大きな焦点となりそう︒

を憩ぐとともに︑鰻近の厳しいエ

の磁源開発推進本部を発展的に解

ネルギー惰勢に対旛するため従漿

部﹂と門原子力立地推進本部﹂を

消し︑門糞蝿エネルギー対策本

設躍︑原子力問題へのとりくみを

共和・泊原発一襲機は昭和近＋

強化することになった︒

八隼三月趣工の予定︒

在日大使館関係

産

者懇親会開く

原

が国のエネルギー・原子力関速機

壕・ざ

／匙

○その他、特殊機器設計製作

原子力開発
体制を強化
三搭載工が機構改革

編成となった︒また︑新型炉技術

に︑開発体制を︑軽水炉と新型炉

技術部を設徽︑三業化体舗を明確

部には︑核融節附技術課を新設︑

とに騨叢化することによって︑技

開発を横極的に濫めるため新型炉

を無水炉技術部︵小雨成美部長︶

新型炉技術課・高漏ガス炉技術課

核燃料サイクル技術部の設藤を機

クル﹂の確立の課題に闘しても︑

としている︒こうした原子力利用

と新型炉技術部︵鳶木一郎部長︶

・技術籔理グループと︑三蔵一グ

うのが皇霊の改革のねらい︒

術力の強化をへ段と推進するとい

︵原子燃料技術課を敬称︶の四課 利用技術の多様化がはかられよう

に分署するとともにウラン濃縮装

ループの編成となり︑ウラン濃縮

三菱雛工は一難︑原子力技術部

躍技術部を核燃料サイクル技術部

装羅技術部では︑ウラン濃縮装翻

に打ち娼すことにしたものQ

︵源進〜部長︶に改称するなどの

頼性と稼動率を纏めるという要求

軽水炉技術部の無料は︑その信

機構改輔を実施︑総舎的な原子力

わが国で実溺化されている原子

技術課が新設された︒

その聖体的な方法は未定の状況︒

嗣＝一＝＝：＝一戸＝＝構冊＝二一＝＝二＝一＝鴛＝圏一η＝一一一一一＝讐＝＝帰一＝一一＝＝一需＝：翼＝一＝一＝＝＝一瓢＝謄冊謄一一＝一一＝一一＝一＝需口糧需＝＝隔何＝噌驚＝＝＝鱒＝冊一一一＝＝＝一牌襯＝冊＝一＝麗一＝＝一一＝一＝：瞥＝需冨幽幽＝一＝凹＝胴

要の対臨が可能となるようその役

があり︑必要な核物質防護措躍を

ンスがとれたものかどうかについ

このため︑国内法蟄舗にあたって

講じることは園際的禽悪事項にな

て研究響価を行う必要がある﹂と

﹁また︑一一国間康子力協定改定交 謝をあきらかにしておくことが必

りつつあるといえる﹂として︑こ
強調している︒

PP条約は二十一か圏が鋤憎し

のための体制整備の必要性を強調

なう国内法整備問題の麩襲性が指

しているQ

また﹁緊急時対応体制の必要

は地元の空気も好転してきてお

い﹂と同原発建設華備に難点的に

り︑とりあえず聖地交渉に入りた

名ずみ︒しかし︑各園が露ちに批

で︑今腹中に条約が発効するかど

准にふみきるかどうかは流動的

摘されたことにより︑こんこの熊

ていくかという間中に移ってくる

点はこの國内法整備をどうすすめ

姓﹂では﹁軽業蓄はあらかじめ緊

る鍵盤隠蟹憾プログラムを作威し

とりくむ懸向をあきらかにした︒

本海に薦した約鶯一一十診の地点︒

同原発の立地予窺地点は礼幌の

うかは微妙な偶勢だ︒

瀬約欝菌撰︑積舟半島の西側の磁
この文欝をうけて岡田午後︑第

承した︒

急階に際してとるべき行動に関す

ことになるが︑げんざいのところ

ことしも﹁統一大会﹂

一圓準備委員会が発腿︒八O年世当初︑共和町と泊村にまたがる地

和五十三矩九月に泊村のみに立地
するよう計爾変更が行われ︑芯無

点に立地が予定されていたが︑昭

競争の実態③被爆者擾護の実現④

価のための調査が行われていた︒

十一蒐からこれに伴う薯前環境評

界大会の議題として︑①核兵器の

軍票教育⁝⁝が決められ︑討論議

完全禁止②核戦争の猛機︑核軍拡
﹁誤謬の核軍拡競争に歯止めをか

題として箪拡競争︑起縮の課題と

響鯉蠣準備委貝会スタート
﹁原水爆禁止一九八○庫世界大

めには︑被爆趨田本の原水禁運動

け︑被爆番援護を実現させるた

こうしたなかで︑最近になって

宍﹂要害委農会が六月二十八臼︑

途上諸氏の關発︑原子力開発と核

日本猿子力産業会議は山蔓月二十

六︹口︑日本工業倶楽部で︑在田

地元の空気が好転してきたことか
ら六月十九口嗣には︑従来︑岩内町

大縫館の原子力撫嶺窟︑およびわ

拡散の二点が取りあげられた︒

また︑大筋の駅程として八月

に設醐されていた壌務所を鏡地に

か
月を残すのみ︒ぜひとも今庫の世

二︑三田︑藁東で国際会議︑五︑

ことが必要◎準備期閣はあと

を頁の国罠運動として前進させる

発足した︒これで七七奪以粟の原
水禁統一世界大食が守られること
になった︒

界大会を成功させましょう﹂とい

今琿は︑社共の対立などを背禦
に︑原水禁と原水協が共通の土俵

至髄＝

移転︑興体的な購地交渉に入るこ

断を下す事は各分野にわたる高度

隻︻
＝：
至＝

六日に広島で世界大会︑九日に罠

た︒

魑玉幽＝；一︻＝二一茸＝騨墨＝冊：︑囲＝瓢至髄篇＝1＝一一

う内容の禽腰文謝をとりまとめ了
鴨需讐

にたてず︑統〜世界大会の実現が

幣一一P開毛

関西璽力が原子力発電所の立地

一層﹁讐一毛

し︑六月十五欝に管掌原水爆被密

の能力を超えるものであるといわ

な奪門知識を必要とし︑当委員会

って安全性の確認は将来なお究閣

ざるをえない﹂と鱈摘︑観したが

それによると︑報告はまず原発

では︑原子炉内部の放射性物質が

の安金蘭について﹁原子力発配所

蟹故や運転ミスで慶境に放出され

間町原子力発電所無題調蛮対策特
別姿員会︵出口義武男優擾︶が原

を予定している和歌山興古座町は

発受け入れ闘題についての報笛を

を求めて門二千万人箸猛扁運動を

六臼に小野周東大盤轡教授や一瓢宅

嵐めることを決議し︑あるいは十

畜醐体協議会が原水禁運動の統一

あやぶまれる照もあった︒しか

炭の皐期蝉入と条件整備③LNG
の契約の健進と安定化⁝⁝を唖沸

麟の確立︑定

騰にすすめる方針︒とくに原子力
について安金牲の

検期間の短縮︑贔質保議をはじめ

て軽水炉の定糖化︑稼働率の向上

とするトラブル防止苅簗をすすめ

をはかるとともに︑立地対策の推

た︒

また︑報告は同条約批准のため 開発体制を強化することになっ

だ﹂との考えをうちだしている︒

環として所要の検討を行うべき

岡条約批准のための関係法令の一

体制整備に係る法令についても︑

闇題については門国内核物質防誕

謹

描置は︑現状では実態的にIA露 さらに治安嶺周︑規制当局でも所

にとっても不灘能ではないともい

おむねみたしうるものとなってい

として簸

状況に即応︑

る﹂としながらも︑﹁さらにごん

第二弾

われており︑一方では綴織化され
新の対応策をとりまとめたもの︒

こ核物賢の増大とこれにともなう

第〜次報告憲で打ち出された﹁法
制面の整簾﹂﹁対応体制の整糖﹂

力の推進﹂の四本柱のうち︑﹁対
を検討していく必要がある扁と指

核物質防護に関する社会的要講の

な移転あるいは原子力施設に対す
応体制の整鮪﹂﹁関連研究開発の

﹁關超研究開発の推違﹂﹁圏際協

る妨審︑破壌行為を防ぐため五十

摘︑とくに核物質防護条約の批准

かけての長期的な展墾の下に︑階

や省エネルギーの推進と石縮代琶

化方策﹂として①原子力開発の加

推進﹂について新しい対憲策があ

長期経営路線で強調
済社会に厳しい変容を迫ってい

代に即癒した使命を難行していく

とめた︒八○鋸代から九Q無難に も︑潤沢な石癌に支えられた安定

0年代鞍懸の基本路線偏をとりま る﹂と指摘︑さらに﹁磁気蜜業で

粟京電力は六月二十七臼︑﹁八

東躍

原子力促進︑さらに

二奪九月に第一次報告欝をとりま

うした核物質の盗難箸による不法

このため︑岡騨門郡会では︑こ

だ繋力集団等による不法行為に対

≡≡

する不安も繕大している︒

まだ︑核爆 発 装 縢 の 製 造 に 蘭 す る

の特魯︒

きらかにされているのが今回報告

批准問題が大きな焦点としてクローズアップされてくることになりそう︒

ど二十〜か国が騒名︑あとは批准︑発効を待つだけとなっており︑わが国でもこんこ同条約の響犠・

きだ﹂と指摘︑同条約の羅名︑批准の箪鯖を急ぐ必要性を強調している︒PP条約はすでに米︑ソな

放された核物賢防護︵PP︶条約への対癒間睡については門幾濫のために国内法整備の検討を行うべ

状は実態的に国際基雌をおおむねみたしうるものになっている﹂としながらも︑三月に署私のため開

して︑こんこの核物質防護対策のあり力をあきらかにしたもの︒それによると報笛麟は﹁わが国の現

日︑第二次報告露をとりまとめ発表した︒昭和五十二鋸九月の第一次報簿欝以降の新しい構勢に即癒

原子力蚕鍛会核物質防謹聯門部会︵部会畏・川島勇郎核物質管理センター導務理諸︶は六月二十八

騨勧罎報黙すでに21か国が署名

﹁國内法の整備急げ﹂

三
進︑碓撚りードタイムの短縮︑核

関の代表讐を一堂に招いて懇親食

＼寧、》

﹁

聞

業
産

力

原

塗
エネルギ；の開発を逓じて新しい

悪向をもうけて町民を対象に原発

を開催した︒問懇親会は毎琿一画

T狂しO3（377）81H
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等＝160

コバルト照射室シャッター付〕邑蔽窓

ノζ

＼

一
ため︑こんこの覇業経営の新しい

の研究︑審査と住民の判断にゆだ

すべき璽要課題であり︑国や学者

出している︒

ねるべきである扁との警えを打ち

問題についてアンケート調査を実

開かれ︑今回も内外の原子力聞係

このため︑同町ではこの二一の

とになったもの︒調奮は今年中に

げた︒

番約萄人がつどい︑懇親の輪を鷹

施︑こんこの施策の参弩にするこ

全員に対して行われる計画︒

Q

実施される予定で︑岡晦の萄権蕎

醇蹴脚噸黒酒、慣、．欝撫撫轍撫1或
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○各種遮蔽機器

さ：1000％

○照射装置

コールドサイズ：380町％

○フォークリフト用遮蔽窓

ホットサイズ：730町％

○大小遮蔽覗窓

厚：1600嘱

壁

鉛ガラス と遮蔽機器

様

仕
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囲二
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ープ実験施設で用いることはゆる

の保守点検が実験掌の作業と無関

時︑フィルターの交換や︑配響系

メカニカル・フロアを設置し・常

へ購灘

つく核燃料使用施設としての敗り

されず︑核轡料等の規制法にもと

熱纏 灘 難
内部被曝実験
棟建設に着手
このほか︑この碓物の空調が連

係にできるように考えられた︒

しかし︑これらの規制の対象と
続二十四時間運転であることの考

扱いを受ける︒

しては︑動物実験灘設のことは︑

放射線医学総台研究所が昭和五
十一年から建設の藁備をすすめて
慮から︑省エネルギーにも十分な

大きいことが推定されている︒た

生物効果に関しても︑動物差は

実験とともに︑イヌ︑サルなど︑

待されるわけである︒小動物での

験棟ての各部門の密擾な協力が期

のも特微の︸つである︒新しい実

とえば︑プルトニウムによる骨肉

研究の成魚である︒

たとえば︑現在︑核実験フォー

いる︒

ルアウト由来のプルトニウムによ

て︑実際にちかい条件での実験研

比較的︑ヒトにちかい動物を用い

ければならないようになってきて

シミュレートできないものとし

腫の誘発は︑骨への沈着鍛︑骨で

り︑外部照射の笑験ではまったく

て︑各週ともその生物学的研究に

の分布︑挙動︑骨そのものの放射

内における年酒分布が復雑とな

ざるを得なかった︒このことが︑

る環境汚染などを翼体例として︑

線感受性の三つに支配されている

この実験棟では︑プルトニウム

で︑麗在の法規制のもとでは笑験

放医研の池の実験施設と大きくこ
努力してきた︒その嵐発は︑職業

の消化散乱叙率のみなおし︑卵巣

食物連鎖を想定した超ウラン元素

の酸化物のエアロゾルの吸入を各

施設全体をほとんと管狸区域にせ

となる点であるQ
人の内部被曝の影響評舖がその屡

のある現象であるから︑これらの

が︑これらのいすれもが︑動物差

いが︑原子力旛設の拡大にともな

滞りた人類全体での危険度の評価

あるQ

に︑大きな動物差が生ずるわけで

総含である発癌楽や発癌の潜伏期

入実験技術の開発にともなう空気

種の実験でめざしているので︑吸

究が期待されるわけてある︒

的の全部であった︒しかし・三面

リスクの評価などの例がみられ

や門訴への移行の研究から遺伝的

プルの生物学的
への考慮の重要性は少しも変らな

では︑やや状況がかわり︑職業人

う一般礫麗へのプルトニウムの拡

は︑必須の要件となってきている

が︑プルトニウム時代のために

研究の必要性
プルトニウムは︑アルファ放射

散という不則の事態にそなえ︑職

る︒このような︑職業人︑公衆を

体であること︑物理的および蛋物

業人のみでなく周辺住民︑ひいて

ータでは︑代謝率や平均寿命との

発癌の潜伏期は︑いままでのデ

がる闇題でもある︒

は︑ヒトの吸入蟹評価に薩接つな

も行われる◎動物の吸入量の評価

汚染の評価︑その安金対策の研究

と︑肺︑肝︑骨など複漏した標的
のである︒

学的串減期が︑きわめて長いこ

は公衆全体の問題としてとらえな

犬で十薙で骨樋腫が発生している

＼5託導

噸

﹀κ︸﹁で

激ぞ

三二鰭

に︑いままでの基礎実験の結果を

から建設がはじまるプラント設計

何とかメドがついたので︑来年度

処理の統〜システム化について︑

討で︑アルファ放射性動物廃蒙物

上の難点であるが︑現在までの検

が困難な点がプラントの維持運転

が多く︑中間段階での一時的貯留

なうのでその処理も隠間的な制約

る︒これらはいずれも腐敗をとも

転していく上での重要課題であ

の処理と同じく︑この実験榛を運

放射性動物死体の処躍も︑し尿

テストをつづけている︒

接触酸化法を採用することとして

げ︑検討を羽え︑回転円板による

処理を研究テーマとしてとりあ

る︒このため︑放射性動物排液の

をすることができないからであ

てからでないと︑放射化学的処理

物学的酸素要求璽︶を充分低減し

生物学的処理によってBOD︵生

はまったく無力で︑前処理として

ルファ排液処理系は︑し尿汚水に

あった︒従来から確立しているア

る鍛初からの最大の技術的問題で

汚水の処理がこの実験棟を設計す

とともに排出される︒この放射け

で︑これらの排泄物が洗浄用の水

ニウム投嬉動物が飼育されるの

この実験標では︑多数のプルト

廃棄物の処
理プラント

関連が示唆されている︒どーグル

現実の危険度評価においては璽要

十ミクロン程度︑骨では十ミクロ

な課題である︒

れそれ動物差の支配要園をあきら

だとえば︑プルトニウムの消化

の差異が直謝標的部位での被曝線

第二の圏標は体内汚染薯故対策

のが︑ヒトではいったい何庫で誘

管の吸収率には動物差がないが・

雛に影響を与えるからである︒た

の墓礎的研究︑つまり事故的に摂

発される可能性があるかなどは︑

吸収後の臓器への分配率や携泄率

とえば︑イヌで平均骨格線蜀ニラ

取された放射性核種を治療的に薬

ン程度しか飛程がないので︑分布

には動物差があるといわれ︑臓器

のデータを︑ヒトでどう解釈すべ

ドで骨凶腫が発生したという来国

の状態と動物組織の幾何学的形状

関があるといわれている︒

季

﹀ま壕︸︾シ患鵜

燃灘購

峯

支援部門の協力にまつ部分が多い

閣の排泄物の敏腕瀾定など︑実験

行われなければならないし︑長期

ルの吸入塞験技術の支援のもとに

ある︒これらの研究は︑エアロゾ

出す方法の実験動物による砺究で

入してしまった放射性粒子を洗い

り肺洗浄等の特殊な方法で肺へ吸

体外への排泄の捉進をはかった

からの生物学的半減期は体璽と相

つr

︸窪懸

剤︵キレート剤など︶を投与して

一方︑放医研での検討によれ

ば︑粒子状物質

殴

魯
琵

きかなどがこの分野で期待される

かにしょうというわけである︒

器宮をもつなどのために︑その体

内部被曝実験棟
湛期待する研究
内部被曝実験榛での研究露標は

いままで︑まったく考溜されてい

大別して二つに分けられる︒第一

きたわが国初の本格的な超ウラン

の目標は︑プルトニウムを中心

検討が行われ︑冷温蓄熱槽の設

ポンプ方武の採用などが決められ

ニウム簿の生物学的安全性研究を 置︑空気熱源のスクリューヒート

とするアルファ放射体の人体への

なかったのが現状である︒プルト

実施するためには︑アルファ動物
た︒また︑建物外部への騒音防癒

の血中からの消

蟹が︑とくに藁

完成まで︑プラントを含めてあ

反映させたいと匿えている︒

と三庫は要するので︑計画から完

成まで十年を嚢することになる︒

懸燈

鍵

勲難

甥雛灘

遜響︑心懸
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元素に関する動物実験研究緬設で

本葎度着工した︒この実験棟が完

だ規制に命致した実験施設が必要

廃棄物の処理プラントを備えた︑

影響を推定するための動物実験に

失速度には︑動

岡

を人類に適用するための各種のパ

物差があまりみ

結果が得られて

ラメータを求めるというものであ

現在︑すでに米国で擬年月を費

いる︒魏魏評価

られないなどの

して得られたビーグル犬でのプル

の分野でも︑動

る︒

トニウムによる発癌の実験結果が

物差は大きな問

横線羅は大きく

プルトニウムを

での爆下の急務であるが︑環実に

を与えても傍表

が払わなければならないことはも

まだまだ多大の努力をわたしたち

PQwer

至）alryiand

ある内部被曝実験棟が︑いよいよ

成すれば︑わが国も核燃料物質の

となるわけで︑このために︑濠つ

にも︑特別の蕩慮が払われた︒

建設される実験棟の構成は︑大

内部被曝実
験棟の概要

ステムを組み込むことであった︒

放射性動物し躍の

別して汚染動物の飼欝施設︑これ

おいて︑動物実験で褥られた結果

鋤隷舞讐口隙霧囎麓轟轟松

動物廃棄物処理にメド

翫と人類の共存めざす

生物学的安全性研究の分野でも︑
やっと原子力先進国の伸間入りを
たく新しい見地からこの建物の設

まず実験榛のなかに放射性動物

であった︒

ての電点臨標は︑次のようなもの

内部被曝実験的の設剖にあたっ

内部被曝実験
棟の設計方針

計が行われた︒

はたす7﹂とになると期待される︒

原子力開発がいよいよ独自の道
を歩まなければならない今臼︑生
物学的安全性研究についても︑独
自の研究ができる体制を作りあげ
ることは意義があると考える︒

内蔀被曝実験
棟とは
廃蘂物︑すなわち蕩染動物死体と

注射や吸入等︑各種の方法で投与

ウム等の放射性物質を実験動物に

これは傑存の嗣備なこれらの廃棄

らの動物から得られた各種の試料

内部被曝実験榛とは︑プルトニ

して︑休内でのその挙動︑内部被
物を︑排畠と同階に処理する必要

貫した処理シ

曝による隙憲︑さらに体内からの

題である︒体重
して︑この施設で生じる湾染動物

あるが︑動物蓬についての情報が

死体︑放射性し尿等を安全かつ完

動物実験で繹られた総懸を人類

乏しいので︑人類にそのまま適用

第二は︑実験の性質上︑窒気汚

全に自邸内で処理できる廃棄物処

へ適用するための異体的方法の確

臓器での被磯線

投与しても︑各

を分析検討する実験研究施設︑そ

があるからである︒

染の防比のため榛内各部の空気の

理プラントの三つの管理区域と非

毒性物質に関する安全性研究全体

立は︑放射線の分野のみでなく・

どの研窺を行い︑入体での危険度

放射性核穐の入為的な排出健進な

流れの制御︑グローブボックスな

汚染の研究塞等の照つの部分より

当たり岡一マイ

を推定するための研究施設であ

どによる封じ込めの問題で︑とく

成り︑これらが中里にメカニカル

することはできないでいる︒

る︒放齪性核橿を投与した実験動

に生きている汚染動物を空気汚染

クロキュリーの

物を飼畜観察する汚染動物蝿叩施

を防止しながら飼膏管理すること

は︑かなり園難である︒この実験

ことなるし︑同

の総緻について各種の分析︑観察

設と︑この動物を解剖したり︑そ

んで地下一階︑地上七階︑延べ薗

・フロアをサンドイッチ状にはさ

棟では︑これを多種類の動物の同

原子力先進国ではいずれも大規

模なこの櫨の研究施設をもってい

るが︑残念ながら︑わが国には核

面線墨が動物に

などである︒

よってことなる

第三に︑汚染動物の飼育蟹理に

繍約一万三千平方綴の建屋を構成

が至大の間題点であった◎

関しての作業蕎の被曝の低減を

している︒この建屡には︑約二着

支配している法則をあきらかにし

を行う愛験研究施設の一体になっ

めざしての省力化︑驚動化の努力

匹のビーグル犬︑数十匹のサル︑

て︑イヌで得られた結果を人類に

たものである︒

で︑とくにビーグル犬の排泄物の

各数醤匹のラット︑マウスなどが

一条件での比較によって動物蓬を じ車均骨格線蟹

自動洗浄︑窟勲給水装置の綿入な

あてはめることができるようにし

かい御協力を最後にとくにお願い

ちろんであるが︑多くの方々の曖
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十踊に漸法難設立

せることを決め︑

臼から︑その設立準備委員金をスタートさせた︒新法人は罠法上の財団法要︒新

ちだしていた新法人﹁放射線安全技術センター﹂︵仮称︶を︑民聞の協力を得て十月⁝臼から発燈さ

科学技術庁はこのほど︑放射線陳害防止法の改正にともなう処置として︑かねてからその構想をう

運営されることになるものとみら

の職員︑＋数磁の非常勤横薫員で

監串の役員のほか︑十数重ていと

新法入の継騰は︑会長︑理購︑

騒の指定代行機関として
法入は国の指定代行機関として①放射性糞婆元素︵R王︶装舗唖然の放射線障国防氏機構の確認②一

臼本アイソトープ協会矯務理墾︑

ーは︑後藤氏のほか︑準々木筆鑑

なお︑設ヴ蹴備委員会のメンバ

れている︒

理委託費︑鵬版暇入等をあてるこ

ることを決めた︒一行は︑十三日

プレベルから成る代表繊を派遣す

▽鑓長

り︒

円城滋次郎

▽圃員

轍軽羅灘蟹

二機械工業部らの首脳と︑難中原

から工十三繊まで申国に滞在︑第

一

一

冊謄一一傭一

一

議麟務備州︒

＝冊届胴噂

人事発令

⁝

一

︸

・

らも周辺大陸棚での黙認の探鉱︑

禽研究病害︵工業技術院研究開発

発案付︶西脇誓平︑研究調整周総⁝

長籍愚議譲︵撃壌遭

▽科学技術庁︵一盛醤︶

開発および原子力︑朽炭の暴発・

ェクト鐘麗姿︶佐条層∴

子力局調蕊騰際協力諜畏︶石塚︸

原子力安金局原子炉規制課長︵療⁝

にとって獅要な蹴油函︑産調麟︑

い﹂と指摘︑﹁そのうえで︑重水

ることをあきらかにする必聴があ

の忍耐と犠暇をともなうものであ

を求め︑場爲によっては国民生活

策の必要性について︑国民の搾解

密宮勝科学調鐵官︶楢騎泰追︑通．

官實房震災滋策課長︶に出向︵K

畏︶寂静雅弘︑建設総︵濁土庁長︸

︵通塵省薄暑産業局化学編安全課︷

質︑原子力安凶器保障措羅線髭．
め

ウラン盤藤手芸との関係を選好的

原子力安全局

辞⁝職︵六月

謡十型付︶

研究凋

安全周原子炉規制課業︶皐川驚彦．

組局総禽研究課長熱熱健一︑原子

▽遜産憲︵盲繕︶

⁝

力蜜全局課締描躍課良森下保広︒⁝

資源エネルギー庁叢鐵霧肋原子⁝

力二業課長︵大臣窟還付︶田辺俊︸

︸

⁝

帥

彦▽勢炉・核鵠蓮凱

迫田泰鱗難任期閃耀

︵百轡︶

理葺

迫田喚葦︵さこた・やすあき︶氏而
︸

剛奪大学省入省︒四十薙羊溺局／

昭和二唖八二東駅汰学涼学部年︒

麟劉補拓︑閣計乃駕内閣俵腿局谷⁝

事冨︑h十一奪肖森県副知庸︑五・

十三奪理財局次長Q

一

▽B本工⁝子馬刀心開蜘蛇購業鎚︵門戸

月三＋鷺付︶

企顧部長︵運輸省大距宙鶏技術

安全管理宮︶搾郷栄炎︒退職︵介．

踏
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一著・最蔽放射線敢搬主儀者

裳験記嶺を娼﹁象に︑

︑反験

試験闘懸と解職一
村上悠紀雄μ⁝修 A5／撫OOO円
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約闘千件︒豊十釜年報時が約菰十
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ている︒

密分析機器︑医療用などの公野で
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グループ︵議長・猪木π道平和・

によりも総合的なものでなければ
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保間題を企めた蜜全保障のあり方

かしい﹂と述べたあと︑このため
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がつづくなかで︑脱石油のエネル
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る﹁識した形扁でおしすすめるの
が最製の乃法と思う︒
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までは︑とかく
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先行していたが︑これからは︑地
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三代の科学行政︑緊懲の麟民的課
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ート委員長︶によって発表された︒これは昨年十月のTM王原発事故調糞大統領特別委員会報告︵ケ

多くの調査検討が行われた︒そのしんがりともいうべき報告書が二三︑上院原子力規制小委員会︵ハ
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とほとんど同じ内容であるが︑調査にあたった上院議員は︑﹁NRCと産業界の安金性に対する決慧

ている︒今後もその使用は必要﹂
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サイトの更新拒否
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驚動で停止しようとしたところ・

ェリ⊥二簿機の窺期検査のため︑
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を有する︒

商業低レベル廃棄物︵ほとんどが

現象が趨きた︒しかし︑定格出力

本が完全には炉心に挿入できない

て︑同社のビーティ低レベル放射

び楓勉に関する聞題を理幽とし

きなかった﹂として︑操業認司返

安金に有審だと直証することはで

完了まで︑約十分を要したQ故障

停止作業開始から金制御樺の挿入

棒挿入の間︑機能しだ︒そして︑

除張装置は︑運転員が残りの制御
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TM一器写機
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をとること︒

緊懲対癒i1などが盛り込まれる 影響を鰻和するため︑明確な行動

＝一＝帽

模様︒

ルギー不足導埋め禽わせ・ エネル

原子力によりエネ

る︒このことから

とりかかることが必要だ︒国家の

言挙に長いため︑開発には畢めに

ができない︒原子力の建設期間は

圓X線の透視を受けた腿に箸しい 力機器製造︑特殊な材料漸漸︑原

子力の位謬づけを確定すべきだ︒

中国のエネルギー供給における原

期的なエネルギー痘毒を策定し︑

六月二十八旧︑ブラウンズ・フ

にあたる︶が排出された︒

想定される万万七千憧の約五三％

V〜
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が鋸出していたかどうか不明だっ

幽一円囲騨曹甲

衝繋をあたえたアメリカのスリ⁝

欠であるとしている︒

ギ1供給の均衡を図ることは不可 関係部門が各方面の騨門家を動員

子力技術能力はすでに原子力発電

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。

たことから退避については︑なお

一隅紳一一脚

マイルアイランド原子力発電所の

を開発する基本的条件を備えてお

核流体制御精機の領域です

検討すべきだった﹂としている︒

産業廃棄物で︑医療廃棄物も少墨

来ネバダ州政腐は︑このほどニ

米ネバダ弼政府

ュ1クリア・エンシニアリング社 ネバダ引言鑑局は昨年十二月︑

また︑報告欝はケメニ1報鰻やロ
ゴビン報鑑に盛り込まれた炉心溶

性廃棄物埋設サイトの許可を更新

却下しており︑今回の翠嵐冊の措

NRCはTVAの評価が完了し

原因は︑げんざい調査申である︒

上を求めたりスト州知事の串請を

してNE8は三吉の応酬翻置はこの淡海に賢慮するもの︒

しないと通告した︒この蓋置に対

から出力を下げるための十分な数

融事故問題については︑どのくら

︵NECO︶に対して︑輸送およ﹁圃施設の操業が︑州民の健康と の制御棒は挿入されだ︒原子炉凱︑

念む︶の十二錫を処分している︒

い正躍なのか問題であるとしてい

今臼の原子力発電所の媛滅的な

と語り︑①NRCと産業界はT
るM
︒
I塗故で明らかになった闇題点を
薯故に対ずるリスク評価への質問

は蕩のものに比べてさらに菱全と

た②τMI事故後︑NRCと産に業
対し︑ハート委員長は﹁発電所

克服する並々ならぬ決恵を表明し

界が実施してきた津蟹について再

ーシン多

安金問題か解決されるまで︑三三

孝シン4ワン！多一多多

1謝儀やロゴビン報憲とは巽なり の運転季続きを再評試すること︒

機の運転愕開を認めない謡言告し

﹁たとえ︑もう一度箏故が起きた

▽水漏横をモニターするために

調査はしない③NRCと産業界がなっている﹂とするとともに︑

としても︑産業鼻やNRCはより勧告は念まれていない︒政策と勧

ュームを監視する方法を開発する

スクラム・ディスチャージ・ボリ

決意するならば・原子力産業に関

れる予定であり︑そこでは①原子

告については約一か月後に発表さ

騨一餉層幽顧﹁

▽抱の指示がない限り︑二十臼

この放出期間中︑何國か放射能

る︒

▽げんざい停止中のBWRは︑ 出は︑現伍まで順調に推移してい

すること︒

を実施すること︒

運転入りする前に要求事項の試験

抜いた状態において︑通常運転時

以内に五〇％以上の制御権を引き

るそれぞれ一圏のスクラムを実施

べて誤儒羅と闘明︒八購年端一時

今圓のNRCの指示の原研とな詳報器がアラームを発したが︑す

の温腱と圧力て︑騒動と手動によ

すること︒

ている︒

えた︒さらに︑嘆故からの放射能

ょく愚速に対応できる﹂と付け赫

する聞題て解算し得ない問題は何

一つないIiと付け加えた︒

一一一曽営一

こと︒

事故の初期において︑電力会社

的要素の配慮②原子力発電所での

力発電所の設計・運転に関して人

︸嘗擢開一曜

米国︑BWR点検へ
募功㍑制御棒挿入機故障で
米原子力規制委員会︵NRC︶ 実施を指示した︒

運転経験の評価と普及③事故時の

の放出による短・長期の肉体的影

響は煮えられない﹂としているQ

漏れに関し︑報告書は門事故の聞

が故愈に事故を隠蔽したという証

が正確な情報提供を行ったかどう

傷に彩る臨接的な原因となった︒

この報艶書は事故とその結樂の

かについて報告需は︑﹁魔力会社

てとりまとめている︒シリーズの
拠はない﹂としている︒しかし︑

澱任を負わせるのは︑不適当で不
公平である︒

同期︑G・ハート委員長︵民主
党︶とH・シンプソン議員︵共和

た︒ハート委員長は広範囲にわた

分析のみを行ったもので︑ケ擬制

しかしながら︑蝉純にこれらの発

述べている︒

は︑見解と結論の章で次のように

事故の原因に関し︑同報回書

だ︒

︵勧籔︶がとりあげられる予定 電鮨の関係暫のみにτMI事故の 両議農は﹁電力会社と州は︑炉心

第二弾では︑興体的な改善項臣

があれば︑原子力産業において解決不売能な問題はない﹂と強調している︒

米上院環境公共嶺業委の療子力

れだけが漂因で︑炉心露出や事故

らに対し・この調査結果を説明し

▽発蝿羨機器の不調が︑TM工 党︶は︑塵業界︑州︑環境握当官

する調査報告酪︵四酉二十三紛︶

▽この種類の噛象に対し︑特別

針が確定されず︑延期されると︑

原子力の開発は︑軍と民の月回

煽在しているた

かりか︑原子力を生みだす科学技

原子力工業の発展が不利となるば

票故に関しても︑﹁最大の被曝を

る︒學期に︑一一〇〇〇年以後の長

検証を行ない︑魔羅的に検討す

結論は原子力発電の安全性をさら

ものである︒この事故の最終的な

中国璽水硬究炉建屋の外観

ξ二三ξξ三一三二三一帰需一三三ユ膚一一三一輔＝竃2需箋購＝＝ミ一三ξ二三一哺毒三巴一三一鱒襯扁三一＝㎜轍＝三一三騨ごξ・一三重量ξ﹃

十分かどうか確認するだめ緊三時

現在︑三万三十五障のクリプトン

あるテネシー渓谷開発公社︵TV ・ガス︵？MI二障機内にあると

つだプラウンズ・フェリー原発の

ェリー原発三号機︵BWR︑酉六
以内に︑スクラム・ディスチャー

▽運転ゆのBWRは告示の一言 ▽スクラム試験の精渠から︑S

万五千KW︶で起きた制御捧挿入 ジ・ボリューム・システム︵スク

るTM王事故調奮を踏まえ︑﹁原 は三六︑先月下旬ブラウノズ・フ
子力発醒は必要で︑今後も使胴を

A︶によれば次の通りである︒

の深刻化︑長期化に璽つたわけで

続けなければならない﹂との二八

運転鷺に対し︑次のような検査の

敏障に関連して︑すべてのBWRラム水排出容器系︑以下SDVに要求されている運転員の行動が

DVSの起動牲を確認すること︒ 故随経過は︑この原発の駈萄番で

▽発蟷所運転蕎および管理蕎が
を述べた︒また︑シンプソン上院

の第︸弾に当たるもので︑TMIはない︒
事故当日の詳しい状況のほか︑事

議員も﹁来園は原子力を必要とし

S︶の監視試験を行うこと︒

不適切に窮動安全装灘を無視した

びTM王の除染・修復作業につい ことが︑炉心露出および璽大な損

隔蓋皿﹇ξ雪三三一二蚤コ＝三ヨ一三一一ξ三三一三互罪鼎一署扁需．一三一一三一＝一一騨⁝需ξ一一⁝一ξ瓢一一ξ量ξ一三⁝一一三三＝ξ二襯需ξ一備二雪ゴ三一ξ二一ξ扁三榊＝一三三鴬刷・三榊三四ξ三一三︻︻一二．ξ一篇＝＝一三扁

り︑大きな潜在力をもつに肇って
品質を厳格に規制さえすれは︑原

に証明した﹂と語った︒

展は︑闘然放射線騒の一千分の︷

中国には石佃︑石炭︑水力な

を進め︑社会主義締済の発展を健

少し︑二十一蹴紹繭羅には慧速に

芋力発磁所で死者がでるような重

ど︑エネルギー源は羅欝にある

潔し︑さらに企業体の進むべき道

三二﹁人民日報﹂で論文発表

め︑開発︑輸送︑

術能力を農費し︑散笑することに

害意のすべてにわ

％ほど高いが︑原子力発竃の燃腿

巖初・麟防上の必璽のために取

ルギーを消費す なり︑この損失はとりもどすこと

たって大騒のエネ

費は格段に安く・金体のコストを

受けたといわれる三人の運転員の

り網みはじめた原子力工業︑原子

コストは火力発電所よりも約五〇

蕎えた場命︑火力発電よりはるか

放射線蜀は︑たかだか入間が二

は︑多電防謹の欝金設計原則を取

また︑原発の安全性に関して

り入れ︑機器の製造や安全装置の

し︑広く深い調査研究を実施し︑

に低くなる︒

﹁τM一事故は安全性を立証﹂

原発は近代化に不可欠

ッ素酸化物︑灰じんは環境を汚染

いる︒

ないし暫分の一にすぎない︒多

大肇故が発生する司能性は︑ダム

口をかかえており︑一人当たりの

が︑十億を越えたとも謡われる人

申国共癖党機関紙﹁人民日報﹂

③原子力の開発

だと認めてい

積渇に向うことが予想される︒し

構成を展望 す る 騰 に 原 子 力 開 発 は

は環境汚染を低減

る︒

は六団月十四闘︑中国における原発

溜潔

の総懸や飛行機事故よりもはるか

早期に原子力を開発するための方

をますます拡大することになる︒

くの国々が原子力発醗は

に少ないものである︒これまで死

平均では十分に余裕があるとはい

かし核燃脳となるウラン︑トリウ

を大幅に節約で

︸ですみ︑輸送墨

要燃料の何万分の

小さく︑岡規模の火力発鱈薩の所

②核歎科は密度が大きく体櫨が

の必要性を訴える論文を発表︑各

◇

なエネルギー源

◇

ム資源は比較網羅窟にあり︑多く

傷蕎を出した核的な事故は一度も

えない︒また︑資源分布が非常に

のエネルギーを提供できる︒

④原子力発胞は低雁なエネルギ

発生していないと述べた︒大きな

が︑以下︑その概要を紹介する︒

ー源である︒原子力発電所の建設

国の原子力関係誉の口裏をあびた

◇
門わが国 の エ ネ ル ギ ー 源 に お け
る原子力の位躍づけ壱阜期に確定
すべきであるしと題する論文で︑

巾国科学技 術 委 員 会 の 徐 樺 光 氏 は

不可欠であ り ︑ 安 全 性 が 確 認 さ れ

する︒石炭火力発

﹁中国の将來の轡料エネルギーの きる︒

た以上︑早期にその開発にとり繊

し︑石炭の中には微猛の放射能が

むべきだ﹂と語っだ︒

この論文の中で同氏は︑原発が

電所の排出するイオウ酸化物︑チ

惣速な発展 を 遂 げ だ 原 因 ︑ そ の 璽

含萄されている︒原子力発電が大

所ならびに関連の核燃料サイクル

規模に開発されても︑原子力発題

要性を次のように述べだ︒

①数百隼 に お よ ぶ 大 規 模 な 開 発

によって住民に付加される放射線

施設から排罎される放射性麗棄物

により︑世界の主要有機エネルギ

ー資源がすでに限界に近づいてい

原子力バルブは

米上院原子
力規制小委

謌鼬ｴ因は機器の不調

安全 装 置 無 視 が 致 命 膓

臨轡

故に欝繕する類故以前の状況およ

を発表した︒岡報告書はシリーズ

長︶は二日・TM王原発襲故に関 蜜故の発端となった︒しかし︑そ

旧臣小委員会︵G・ハート委畏

ハート委鼠幾
る︒石油・天然ガスの生産騒が減

エネルギー革命を展開する鋤のバルフ

輔

@
@
@
@
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原

射性物質の特性②原子力発電所箸

としては例えば①放鍬線および放

①離調騰通信連絡訓練②緊惣時

源性を確立すること︑および周辺

災対策に習黙し︑周辺選民への指

この時間的余裕を有効に利息す

ることになれば︑万一の放射性物

住罠の知識の普及と警鎧が行われ

行うことが望ましい︒

ることは︑万一の場倉の災密応急

環境モニタリング訓練③上製①②

る︒

て垂垂の対置ができるものと考え

施設の概要③原子力災憲とその特

愈めた総台訓練︒これらの訓練に

対策の実施にあたって艶要な礪子

よって防災業務閲係者が原子力防

質の大鷺の放出という鱗態に対し

広報の内容としては︑例えば①

み禽わせた訓練④国の豊野体制を

では放射性物質から発生する︵あ

および住罠に対する憎報伝達を縮

検知された場含には︑その日報が

るいは有する︶放朗線および放射

留藤響項箸があげられる︒

施設側から防災業務機関のうちの

殊性④原子力災霧発生時における

量麗な役翻をはたす国の関係機

全性の廷組および飼︑地方公共団

性物質の性質等︑②では施設の安

となる︒したがって︑異常瑠態ま

関︑地元都通膚累および地元帝町

たはそれに先行する環象の発生が

栂に迅速に俵えられ︑その情報の

いは緊憲鋳の里離放射線の監視の

体および髪冠側が行う平常躊ある

十六臼︑こんこの防災対策のガイドラ

インとなる﹁原子力莞融所等周辺の防災対策について﹂と題する報告をとりまとめ発表した︒それによると︑今圓の報告は①防災

内容によってこれらの機関が︑災

繭矯で紹介したように原子力安金委澱会の原子力発議断等周辺防災対策專門部会は六月一

対策を重点鮒に充実すべき地城の晒囲は立地点から導径八〜十詩綴を浦安とする②防護対纂準備の圏安は窒間ガンマ線蟹率で一︑︑跨

密対策本部の設麗の準備を行う等

しかし︶ながら︑これらの山金対

制を整えておく必嚢がある︒

裕を効率的に利羅できるように体

懸に対して必装とされる時聞的余

放射性物質の大騒の放出という斜

の通報連絡︑防災湧動の手順等が

被礫を避ける方法︑④では緊急蒔

被曝の様梱と放射線の影響および

仕組︑③では放射性物質による

▽馳域の範囲の考え方放射性

引金対策が講じられている︒

安定度︵大気拡散の程農を示すも
策にもかかわらず︑大騒の放射性

離︑放出の高さ︑風速および大気

の︶の関数として表わされる︒さ

混乱をおさえ︑嬰常事態による影

れらの被懸は放射性プル！ムの

しては︑空気中の放射性物質によ

放射性物質の通過による被曝と

かめることができる︒

るが︑これは風洞実験によって確

設外への協力体制に関し計画を策

の吸入による内部被曝があるQこ ては︑この施設内の対策および施

る外部全身被爆および放射性物質

定し︑従業貴に対する教組と訓練

ない︒したがって︑施設側におい

園をもって実行されなければなら

における対策は旛設側において禁

鰻小隈に食いとめるための施設内

態が万〜盆じた腸合にその膨饗を

覇象としては︑例えば一次冷却材

の発生の酌段階として想定さ剰る

あるが︑この癖心の大規横な損鰯

述の通報および躍備を行う自選が

て︑炉心損鰯の発生の餉段階で前

な損傷が蕩えられる︒したがっ

においては原子炉の炉心の大規模

菌としては︑鋼えば原子力発難所

実施する必要のある異常郭態の原

敷地外における災鰹応急対策を

動をすることが肝要だ︒ことに注

も沈魑冷静な判断︑捲示および行

は防災業務関係蓄が万〜の場舎に

円牌かつ袴効に行われるために

緊慧礎における災密癒急対簾が

︵一︶敦育

知徹題することが曝璽である︒

をとることが肝要であることを周

災審対策本部の繋留に従った行動

蕩えられるが︑とくに周辺控國は

上することはできない︒いずれに

離等により異なり︑あらかじめ特

相︑気象条件︑鷹住感域までの距

で達する鋳間は・異常購態の様

難ブルームが佐里の層催区域にま

設において異常壌態が発生し放射

拡散する被曝に対してである︒施

らないのは︑施設から風下方向に

緊急に癒慈対策をとらなければな

あった場慣に︑周辺住罠に対して

だ︒とくに︑周辺防災垂簾の適切

る︒

パウンダリの破撰禦象があげられ

おさえるためには防災業務関係蕎

民の心理的な動揺あるいは混乱を

周し︑周辺住民の被曝を低減する

しても︑限られた購問を霧効に利

告の内容としては︑第一に施設か

よって防災体制の軍鶏をはかるこ

行い︑その翼果を評題することに

対する教弩とともに︑防災訓練を

講ずることによって得られる効果

範囲を拡大しても璽点朗な対策を

ら・ある程農の範謝から・さらに

そのおそれがあるような異常製態

三にこれらの裏付けのための施設

櫛とぶ慧の今後の翼趣しであり第

これら防災業務関係省の揚示を守

つ適切な苅応を行い︑周辺往民が

場の防災業務関係蒼が沈稔冷静か

おいては︑周辺僅民に指示する立

対策としては︑原子力発醒駈簿に

お︑この地域の範囲内で講ずべき

を響鰹することが概要である︒な

地域の範囲は地城に特荷の藷条件

弾力的な運照が必要なため︑この

翼常事慧の様々な態様に対癒して

態横とその対応

が瞬時に生ずることはほとんど驚

の状況に関する情報が必要と藩え

り秩序ある行動をとれば︑一般防

▽施設内の防災対策および異常

とは考えられないが︑万︸そのよ

に影響を嬉えるような箏態に契る

対簾本部の指示に従って事序ある

と動揺をおこすことなく現地災憲

じて行うことが必要であるQ

よび皇城防災体制の整備状況に慮

訓練を︑包構の教欝の徹蔵状況お

ついては︑飲食物の流通形慧によ

飲食物の隠避による被曝の膨響に

放鮒建物賢によって汚染された

象

q＿＿￡

匿

ている距離は︑技術的側面からの

謝薩の地滅の範闘として採照され

よび甫町村において︑原子力防災

が設羅されている地元都道冊県お

なお︑げんざい原子力発電所等

磁要な嚢照だ︒

び帯町村の行政区醐は霧隣すべき

するためには︑地充都道府県およ

とくに︑防災鮒策を円滑に実施

のである︒

状況を勘幽して憎減されるべきも

ト毎に︑その自然胸︑社会的周辺

的に採用する必要はなく︑各サイ

際に適爾するにあたっては︑画〜

ものであり︑地元の防災溢血に実

この園安は︑一般的に提葉した

用いることを提薬する︒

八〜十詩層の退陣を圏安として︑

子力発霞所等を中心として業径約

地域の範囲を選定する場倉に︑原

件を総禽飽に険恕した結語︑この

専門部会としては︑これらの要

必要がある︒

上の箋効性等を総合的に弩慮する

に圃構の特徴︑頭髪応急対策実施

人口分布︑行政区薩︑地勢等地域⁝

の状況に戴する技術的測囲に繍え

あたっては・親段階における施設

溢すべき地盛の範囲を選富するに

に灼応ずる防災対策を難点約に発

え方にもとづき︑放射性ブルーム

▽雛域の範囲の選定前述の考

用により対癒が胃能である︒

描羅は・一般防災分野の描躍の応

れる︒さらに︑代替飲食物の供給

講ずることができるものと露えら

ってかなりの時間帥余裕をもって

による被曝への対陣描認とは異な

論

に

制限等の描認は︑放射性ブルーム

騒

のと考える︒

検討によれば︑おおむね妥嶺なも

を納めております。

レントゲン／聴とするーーなどの響えを打ち出しているのが特色Q以下︑四までその要約を紹介する︒

安全確保に最重点一一
らに︑地勢によっても影翻をうけ

物質の周辺環境への大羅の放出が

響をできる隈り低くするという慶

放購性物質織機︑放射線のエネ

いように警備しておくことが必要

を実施し︑万一の場合に遡漏のな

て︑これらの被曝を低減する描

な実戦のためには以下にのべる防

らの放射誓物質の放出状況︵黛︑

はわずかなものとなる︒また・災

以上のべたことから原子力防災

られる︒

災と同様に実効性のある早目を講

聯醒の招握原子力施設について

行動をとれるように普段から原子

樵も考えられるが︑飲食物の摂叡

ノチ、ボ

ハ

物質が周辺に放繊されるような襲

▽原子 力 防 災 対 策 の 特 殊 牲

の欝標を達成するためには︑災密

一か︑またはそのおそれのあ霧 標を還成しなければならない︒こ

射盗物質の大鐙の放出が生ずる

対策基本法にもとづいて原子力の

ルギーおよびブルームによる影響

5麺鍾慧σ壽

ける異常嚢態の険知および関係機
防災計画の整備をはかり︑万一の

の継続階間に比例する︒したがっ

︒

関への彌報の連絡に始濠り︑災禍

つ葎効に行われるよう普段から嬉

場合に簾えて種々の驚動を円渦か

放

に関する情報収簗の一環としての

ﾌ防災活動としては︑旛設にお

繁急モニタリングの麗始・対応組

翻としては︑放出源からの風下軸

備が必要である︒

▽放射姓物質の放出および被隈

には︑あらかじめある地域の範囲

ための応急苅策を適切に行うため

織の確立のための災審対籏本部の
設臆・住鼠への腿報伝達を含む連

が原子力防災藏策に習熟すること

を選定し︑そこに重点をおいた原

が最も重要となる︒このために︑

子力防災に蝋型な対簗を講じてお

︵二︶異常噴態の掘握の手段

薄地対策本部の組織のなかで田々

くことが必要だ︒この対策として

原子力発飽断等において放射性

の潮繋応急対策を実旛する防災業

を施設側から関係機醐へ迅速かつ

物質の大腿の放業にいたるか︑ま

務関係薇に︑漂子力防災対策に関

災対策上の翼常鵬態に関する橘報

たはそのおそれのある場禽には災

からなるべく逮ざかることが有

正確に提供することは︑施設側の

害絡悪対策の輩備およびその異常

効であり︑ある地域のある塒期に

極めて翠蔓な畷務である︒これに

の態様原子力防災計繭の立案あ

おける爾越した風購および風商の

癩えて︑ある原子力筆算所等に嶺

るいは充実をはかるにあたって基
本となる放財性物質の放出および

をもった範囲の地域の住隅に対し

変化を蕎奏し︑風下紬からある幡

の行動︑災密の低減化のための倥
民の行動に関する指示箸があげら

べる︒

被曝の態様についての考え方をの

絡体制の確立︑関係諸機関の所定

これらの防災薦動を凹む原子力

れる︒

体制の整備︑避難簿の場所および

は・住民への迅遜な摘報連絡手段

︵一一︶訓練

経路の明示等があげられる︒

する隠事を行うことが必要とな

緊懲時における災露応慧対策が

放射性物質は放出源からの鷺離

る︒

爆薬および継続騰闘箸︶と敷地境

とが必鼓だ︒

︵〜︶防災離策上の異常三態の

に並要な地点における予測被曝線

興簿における線装率であり︑第二

対策の礁場から蟹要な被曝として

えられないことであり︑瑠前にな

▽周辺健民に対する知識の普及

近い区域に墾点を誘いて整備する

需要懲対策の実施にあたっては︑

原子力発霜解箸において放射眈

弩えなければならないのは放射性

んらかの雲行的な響象の発生およ

と恕罪原了力災宙の特殊惟に臨

じることができる︒

訓練に関しては︑原子力防災に
物質の大饗放出があるか︑濠たは

ことか

事態の拡大の防癌という面から︑

離層かつ萄効に行われるためには

の濃度は慨しく減少する

が髄翻するにつれ拡散によってそ

故が生じだ鰯臼︑近隣の施設がそ

原子力発電猫撫に内蔵されてい

からの状況報笛が迅速かつ正確に

前述の騰辺住民に対する知識の難

て措灘を講ずればよいこととな

に共通あるいは類似するものに加

防災対策には︑︸般防災対策譲動

園の関係機関︑地元都道府県およ

及と牌顕および防災業務隣係者に

の確立︑緊悪賭環境モニタリング

また︑他の被醗形態としては︑

ことが期籍される︒これらの施設

び地⁝几市釘村に行われなければな

る︒

る放購性物質としては︑核分裂生

内外の防災対策が円型に行われる

らない◎この施設側からの状況報

のため︑原子力発電所等の施設側

成物︑超ウラン核獺および誘郷放

地表に沈遷した放酎性物質による

ように群聚側および関係機関の遵

箏態の状況掘握が垂要となる︒こ

えて原子力に特有なものがある︒
射化物がある︒これらの放射性物

外部全身被鰻ならびに放射性物質

絡調整をはかっておく必要があ

液体状の放射性物質については

の保有する騨門家と機羅等を動員

原子力防災対策の特殊性として
質のうち翼常蟹態において周辺環

摂取による内鄙被曝がある︒

を含んだ食物および飲料水の経口

よび揮発性の物質が蕎えられる︒

の陣壁があり︑周辺耀境に藪大な

周辺腿境に到製するまでには多数

して防災対策に秘極的に協力する

は︑翼嘉な膚然現象または大規機

い物質としては︑気侭状の物質お

塊に大騒に放鐵される可能性が難

したがって︑広域に膨響を及ぼし

る︒

に係る対策とは異なり︑放射線に

災憲もしくは爆発に趨残する災憲

よる被曝が通常五感に難しられな

原子力防災欝欝において響際すべ

はほとんど通えられない︒

影響を及ぼすような流出の司鮨性

般的な災密と異な

きないこ と ︑

ある希ガスのクリプトンおよびキ

き核椰は︑気休状の放射惟物熈で

いこと・被曝の程度が醸ら判断で

り慮らの判断で対処できるために

なお︑気体状の物質および揮発

ブルームの避過にともなう希ガス

びその検知があると弩えられる︒

み︑原子力発電翌翌の周辺の住民

必要とすること簿があげられる︒

は放射線に関する概略的な知識を

躍︑飲食物の摂敗制限箸の防災対

性の物質に付随して粒子状の物質

およびヨウ素のガンマ線による外

このような先行的購象は︑原子力

に対して緊懲戒に周辺住照が泥乱

セノンならびに揮発轍の核撮であ

策の実施については︑一般防災対

が放出される場愈には︑上記の核

部金身被曝ならびにヨウ聡の吸収

発亀嵩等の防護設備および慎癒な

放出された放購難物質は︑ブル

うな顛態になったとしても︑これ

るヨウ集である︒

策との共通性あるいは類似性があ

穫に対する対策を充実しておけば

対応籍によって必ずしも周辺住民

ームとなって風下方醐に移動し︑

は︑原子炉簿規制法籍にもとづき

防災業務関係囁が行う訓練とし

一方︑通繕連絡︑住民の還避難

るので︑専門難識にもとつく適切

による甲状腺被曝が挙げられる︒

による瑚状腺被曝︑食物箸の摂取

したがって万て放射性物質の

拡散によって濃農は低くなる︒風

ては︑次に掲げる懸序で段階的に

ことが癒要だ︒

る︒

蕨要の鳶応ができるものと考え

大難の放出が生ずるか︑またはそ

下方圓の窒気中の放尉性物質の濃

啓象を行う必要がある︒その内容

力防災に関する知識の酋及および

したがって︑防災業務関係蓄の

対憾が可能である︒

な揚示があれば︑これを橘織した

のおそれがある場倉には︑総懸の

に饗るまでにはある程獲の時間的

⑳金庫つくりの豊かな経験が、原子力事業にも生きております。

が
ってかなりの広範閥に及ぶ町能

特殊性お よ び 類 似 姓 箸 を 勘 案 し て

経過があるものと考えられる︒

防水賑、蓮

今、こうした経験を生かし、原野力の各施設に

馬

および災審の防止について＋分な

スリーフ、ライ鳳二

放射線遮蔽琢、スリーフ頬、及びP．P．システム

キ

禦故の発璽防止︑購赦の拡大防禦

円弓〜今
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@

、すカに要

ニー一一難
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盈−廃棄物対策検討へ
防止法関連で規則改正も
難生省は二田︑門緩擬機関RI問題検討金﹂︵座畏・密沢康雄策大医学部教授︶の初会盆を開き︑
全国で約千百五十か筋といわれる医療機関のR1廃粟物処理処分のあり方について検討をスタートし
た︒今響︑同省蹉務局がとりまとめた鷹療R工廃棄物対策の基本方針をうけて︑総盒的な処分態勢の
興体戦賂をあきらかにすることになったもの︒今薙度束をメドに一応の結論をとり濠とめる予定︒隈

いるが︑医療機衡の廃棄物は綱源

菌に汚染されているケースもあ

ロセスを加えたもので・①従来法

還元分離技術に新たに溶媒抽掛プ

での工秘が今團新たに開発された

み︒このうち鉱石から流動塩化ま

ることができなかったため︑壁灘

かなり古いもので︑簡単にふきと

今臓検出された湾染はいずれも

を完了した︒

学は先月二十八目塞でに除染作業

や机の表覇を譲るなどして︑岡大

もの︒

プロセスは圓の補助金をうけて基

とくにポイントとなる溶媒抽出

に比較しジルコニウムとハフニウ

最中のハフニウム分がきわめて低

本プロセスの開発を行い︑そのこ

ムの分離効率がずぐれている②製

い③操業が容甥で安定している④

の実証に努めてきたもので︑従来

開銀融資によって生玉技術として

原子力文化振興財國

ら作文募集申

中・高校生か

工程が簡蝉で︑設備の腐食がない

の還元分離工程とのドッキングに

⑤環境上襲がない⁝一などが難
色︒

ルギー・原子力についてこう考え

○その他、特殊機器設計製作

放射線レベルが下ったあとも岡橡
の規制をうけることになるが︑膿
生備では︑このうち極低レベルの

R工廃駅物については︑これを盆
理繭に処理できるようにする方針
で︑今醐の検認でその翼体的なあ
り方をあきらかにしていく︒

象た︑このほか鼠王管理につい

揖本原子力文化振興財照は毎

日﹂にちなんで︑金濁の中︒高校

奪︑＋月二＋六田の﹁原子力の

ものと素魚されている︒

よってさらに効率化がはかられる

会社では︑こんご被擬籔メ⁝カ

ジルコニウムスポンジの製錬工

ーとの連携を強化し︑一貫工程に

程は︑まず鉱石をアルカリ溶融し
不純物のけい酸を翼翼したあと硫

よるスポンジを八月以降トンオー

異るため︑医用R王薫製物独隅の 兼ねるケースがあったことなどか
ら︑こん︸．﹂は脚任の管理薔をおく

酸溶解︑溶媒抽嵐︑流動塩化など

り︑その性質が一般RI廃棄物と ても︑こ8■まで戸閉習が管理春を

処理旛設を建設することになる冤
方向で検討を加えていく方餅だ︒

今鷹のテーマは﹁私たちとエネ

に募集を開始した︒

法﹂構想は①産業茎盤の整備︑工

マ﹁原子力に携わる人々への手

る﹂

ルギー﹂︵中学隻︶︑﹁私はエネ

業圃地の造成②酒久的な魑幣確

癒勢蕎は九月十臼までに東束都

紙﹂︒

︵慕凹校庫出︶︑中︒醐誕ρ通テー

保︑企業誘致③遠泳水漏業の振興

に寄贈していく方針だ︒

ダーで供給︑被髪蟹の脚75全国産化 年もこれを行うことを決め︑一日

盤から作文を騨集しているが︑今

込み︒コスト的には全圏で一か所

をへて四塩化ジルコニウムを製

﹁原発立地後も

コニウムスポンジを製造する仕組

辱などの工程をへて最終的にジル

造︑さらに興華︑精製︑遡元︑凌

同検討蒙のメンバーは次の逼
り︒

伊藤

の処理センタ⁝を愚蒙することが
理想とされるが︑げんざいのとこ
吉沢康雄▽婁農

長握︵伊藤病院︶︑飯躍蕉籏︵都

▽座長

立養膏院付属病院︶︑帝川龍資

ろ︑一か駈とするか地域ことに設
置するかは未定︒このため︑今圓

︵放医研︶︑北川俊夫︵国立ガン

の検討ではこうした点をふくめて
総盆的な検察を行っていくことに

地域の繁栄を﹂

④地方財政対策⑤地域別随気料金
制度iが五木柱︒異体的には対象

OO︶の岡財醐まで︒

千代田区大手町一の五の照︵苧〜

差出繋が要盤へ
福島堅は近く︑抜本的な贈源裂

れ﹁特別振興整彌計爵﹂を作成︑

地域を抱える各都道騰県がそれぞ

費を補助することや進出企業に特

住友原子力工業︵殊︶は六月二

十四日の定書株主総会で︑大隅改

の後任に阪本勇住友蹴気工業会長

要撃の代衷取締役馬長辞任と︑そ

また同塒に︑法貴瑚郎恥務取締

の就任を決めた︒

役の副社長興任も決定した︒

国際会議あんない

▽米燭原子力学禽薫催﹁核不拡

散と保瞳垂垂に関する国際食議﹂

ティで︒参舶締切りは八月二十七

π九月七欝〜十闘︑メキシコ・シ

闘︒ただしホテルの予約を要する

詳細は原歴・企画竪まで︒

場禽は七月露盤︒

麹和エンジ轟アリング︵株︶

〃汐／彰〃

産に入会取縞役松本薄謂氏住

嘩

TELO3（377＞8111

8−10

4
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生省ではこれとともに兜に改正された放射線隔憲防止法と整台性をもたせるために関連医療法施行規

瑚の改正も予定しており︑R王薩学利周の飛躍的進展とともにクローズアップされてきている鷹療廃

健衛生大学︶︑柴照鉄治︵朝B新

センター︶︑窃駕侑滲︵名宙屋保

これとともに焦点となるのは極

騰︶︑田中勝︵困立公衆衛生院︶︑

なる見込み︒

低レベルの汽王廃棄物の処理問

q

題Qげんざいの規制では一たん放 長岡轟︵N穫K︶︑橋本二二︵慶

簗物問題はその解決へ向け大きく検討が進展する見逓しとなった︒

理旛設構想については科技庁が従

進について襖討する︒こうした処

地地域振興鮒策を求めた﹁電源地

国はこの誤画の実現を円滑化する

ー地域定住圏

溺融資を行うことなどが考えられ

役員人事

︵仮称︶

の実現を国に嚢望していく方針

ため地方公共団扇に工業隙地迄成

域振興整備離別措三法﹂

た︑原子力悪業自立化の観点か

エネルギ

発鑑所が完成したあとも撹久的な

ている︒このため︑地域劉料金制

として姓格づけ︑

だQ電源立地地城を︑

このため︑岡麓では昭和四十二

度も︑あくまで企業進鐵を衙利に

への裟講も強い︒

ら︑こうした原子力材料の国塵化

応大学︶︒

の確立が憲がれているのが実偶︒

射性廃藁物として規定されると︑

このため離鋸省では今蕃五月︑
来からその設立にとりくんできて

病院などの医療機関で使網され

﹁緩療機関の祝エ廃棄物処理対策

門理行法令の遜守につとめる﹂よ

第一歩をふみだす計醐だ︒

察都大学工学部︵京都帝左票鼠︶

で︑放射姓学位元素による下染禦
故があったことが︑三悪︑明らか

圃学部から報徳をうけた科学技

になった︒

ると︑今奪四月二十八欝︑岡学部

術庁が四B︑発表したところによ

管理区域内の建期的汚染検査の実

このため︑先月十二臼から︑管理

所焔川区西五反照二の二九の万

厚

区域から搬出された機械を麗いて

施中︑軽微な汚染が発見された︒

ある部屡の検査を行ったところ︑

︵株︶敦賀原子力サービス

贈謡四九ニー三二一⁝

予一四一

部一能囎金体の検践を笑出したと

別の汚染が検尺され︑さらに薬学

産に入会代表取締役池田毅氏

@ジ

る雰密封魏王の羅は︑さいきんの
放射線医学の飛躍的な進展によっ
について﹂と題する報告をまとめ

ともに︑抜本的な対策として処理

懇被覆管完全国産化に寄与

㌶翌貫生産体制確立

て急速に贈禰してきており︑とく
に僻びのいちじるしいテクネシウ

四犠から五十三無には約霊⁝簡半
機関の設立のあり方などについて

ム99mは四十九隼の落七十四・う漫醐の対策をあきらかにすると

の千八篁ハ十七・三毛に増加し

地元の繁栄をはかろうとするのが

東北地方は︑三全総でも﹁電源

法篠制定の圏的︒たんに地域別寒

宣地を中心とした工業開発地域扁

間贔を購入し︑露悪命懸技術によ

策を打ち出しているのが特邑︒福

として掲定されており︑今回の計

鋸から︑ハフニウムを分離した中

移行するため︑昨庫二月に幕無化

楽とも連けいし︑政府提黙による

轟県では裾井県など他の張力集中

ダーのジルコニウムスポンジを供

今圓の検討会は︑この方針にし

れるジルコニウムスポンジの一舞

ジルコニウムは︑並に核燃料樺

セス設備の碓設に警手︑このほど

に重要なカギを握る溶媒抽出プロ

解本鉱渠︵佐々木陽信社長︶は

たがって︑興体的な処理処分態勢

園産化休制を確立した︑と発窮し

いの璋開再認腿は約三酉ナといわ

の被難点に使われる材料︒げんざ

ているのが現状︒8王利馬医療旛 検射を惣ぐよう指摘していた︒
設も五＋年の九召五か所から践＋

について三門的な立場から検甜を

た︒同社申央研究所︵埼玉県戸田

画はこの一環︒

するための〜条作としてとらえら

四黛には千十六か所にふえてい

行うのが圏鮒︒今年度宋をメドに

市︶で技術驕発をすすめてきたも

立法化を強く働きかけていく方

京大工学部

れている︒

る︒

一応の紬論をとりまとめる︒

新しいスポンジ製錬技術の開発に

針︒

農林水産業の振興など総愈曲な対

これに対し︑こうして増えつづ

今回の検討のうち︑まず擁︑点と

れるが︑原子力計頭の進展にとも

成功したもの︒

氏
中

からも幽治体が地域離業計図をつ

それによると︑今園の門搭置

気科盆制度だけでなく襲用確保︑

ける医用RIの廃棄物対策につ い

なるのは処理処分態勢のあり方の

ので・月産能力は十ナ︒岡社で

ない昭和六十年には約二摘の七齎

≧

今圓開発された獅方式は従束の

蕊．︑

くるなど地城霊義が強くなってい

一調授がそれぞれ講趨した︒

で汚染事故

る生産をつづけてきたが︑鉱石か

ては︑まだ巖終的な処分態勢が確

は︑こんこ被覆管メーカーとの運

少に儒饗が増大する兇込み︒ま

外側にある核拡散にどういう態獲

ろだ﹂と述べて講疲を終えた︒

を示していくのか興瞭のあるとこ

らスポンジまでの一貫生産体制へ

立されていないため︑各施設内に
検討︒霊に︑土地の確保と傑籍施

携を強め︑八月ごろからトンオー

あるいは各国の力関係で優繊にた

あるにもかかわらず︑安金撮謹上

のぞましくないという国際世論が

一手︑主に核燃料棒被覆籍に使わ 給︑被蟹管の完金国産化に大きく

保管を余儀なくされており︑鍵の
設︑処理施設の整備の謝醐的な推

前編きしたあと︑原子力について
﹁平和利用では高い安金性が襲求

され︑欝欝利用では国際醜規制

﹁虜幾運動は田木が膿栂型社会か

つきに松下氏が講綴に立ち︑

祉など新しい問題への対応力はた

くだろう⁝iと分析した︒

窪讐欝出超

ち遅れている③いったん行政側で

謡

生濡鼠をもち︑語群技術を持つ磁

行致行為が確定してしまうと変更

また最後に︑とくにエネルギー

まず初めに田欝欝が講演︑門人

間︑社会︑技術がバラバラに存在

住所

干

ころ︑六塞から︑ストロンチウム

福井隙藪賀衛明神町三

九〇︑セシウム︸三七︑鉛二︸○

五四八

による汚染が︑最島O・四蕊富臓 九一⁝幽 電話〇七七〇二一六⁝一
からO︒○＝一群鷺検拙された︒

0サンプリングフード

麟厚

増大とともに騨懲な処分システム

臼木原子力総懸会議は六月三十
田︑稟象・丸の内の巳本工業クラ

と︑他のエネルギーでこれほど規

分析した︒

的に生まれてきた博き﹂と腐熊︒

社会が成黙するのにともない必外

ら都市型社盆へと移行し︑都櫛型

とうと核を持とうとしている﹂と

一方︑﹁第三撒罫に核を持たせ

制されているものはない﹂と指摘
した︒

﹁高まる学際化満会﹂

が

と市罠運動についてふれ︑﹁行政

超過密社会で集票や大阪など大型

たくさんあると垢摘︑鐵本の現状

木には︑惣民運動の

で︑いかに立論過程に南民を参画

不詳能という環礁の手続きの中

vの課題だろう﹂と結論した︒

手続きのあり方と情報公開がこん

が広がっていくだろう⑤経済学上

は裁判の場で公開されるという形

○各種遮蔽機器

さ・1…％

○照射装置

邸翻コールドサイズ：38び％

○フォークリフト用遮蔽窓

鵜ホ・トサイズ：730㌦

○大小遮蔽覗窓

厚・16・眺

も：…壁

仕様

鞭

翻囲認難艦断

藁∵シャッター厚：鉛50％
壁糸灘（外枠含み）・約1欄kg

ヨノヘ

ド

やごニ

干160

バルト照射室シャッター付遭…蔽，窓

ブで︑第七十八回原子力難業懇談

今回は︑原子力闘発が︑最近こ

会を開いた︒

とに編広い観点からのアプローチ
を必要としていることに視点を難

き︑門第三世界における核拡散リ
スクの難題偏を学習院大学繊中嬉

と将来について①一般に行改は國

させていくか④宙民滲閥の上から

新しい視座求めて︑懇談会

民へのサービスという認識が浸透

も鱒報公開は農大な課題て︑今後

窟庁も懲治体と比べると環境や福

ない②世界に多昆たる田ホの中央

火ダネ

障上︑摩擦を調傾できるだけの東

錘縢的拡散があるが︑INFC鷺
できるか﹂については︑門安金保

しているにもかかわらず︑巾央宮

ないために西欧は何をすることが

での換封以来︑第三の核拡敬−

西桜台悪があるか︑また経済的蜜

庁のしくみはまだ対慰しきれてい

つきに︑ ﹁核拡散には水平的・

核を作る能力を持つ国がふえるi

金蝿隔をどれだけ蕃だすけできる

罠運動の方縦﹂を法政大学松下藪

しえなくなった今曙︑技術が人間

一が難題になってきた﹂と説明︑

政教捜が︑﹁八O薙代における布

購

にどう受け入れられるかは政総そ

また臼本については︑﹁嗣木の

﹁第三世騨は︑十郊で二〜三颪億 かにかかっている﹂と述べた︒

がと莫大な費用がかかり︑拡散は

O

のもの︒その慧味で政総総管も原
芋力をどんどん論じるべきだ漏と

｝．

松下郎

鰹
／

鉛ガラス と遮蔽機器
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世界の原子炉メーカーの熱いまなざしがそそがれた三田間一⁝︒南※ウルグアイのモンテビ

する会議﹂︒この禽議を契機に︑一躍︑浮上してきた中小型炉︒ラテン・アメリカ諸燭から九

デオで五月置瓢日から十五田まで開かれた﹁ラテン・アメリカにおける中小型炉の必要性に関

か国︑原子力先進国六か国が参加した同会議では︑来圏︑仏︑西ドイツなどから︑貝体的な発

すべき曳な項國は︑①保安の必要

表が相次いだ︒本欄では︑このなかから︑藪トイツのクラフトベルク︒ユニオン︵KWU︶社

ていた︒しかし︑化石燃料発亀所

が発表した自然循環式小型炉について紹介する︒

石油露要が常に増加し︑埋蔵騒

▽蒸気発生黙は︑コンティメン

スチール製タンクである︒完成し

曾

次薫気人日

蒸気︒蒸気熱交換器の内部構造

齢水入適

準BWRの場舎の約半分である︒ 冷却材は途中で復水し︑コンポー

1を二次系へ伝える︒さらに〜次

で︑重力のみの作胴によって凍子

ネントの形状から開鎖ループの中

鰍料との関遠で︑出力密度は標

れ︑原子炉の緊慧三三雨に論われ

したがって︑燃料交換のサイクル

制御棒は上から炉心に入れら
るほか︑運転サイクルの燃漉度補

八千MWD／ナUの最終炉心鰍臆
検査︑修理︑補助発電に必璽な機

4を使うことにより︑平均約三等 む︒それに加えて︑僚守︑試験・
たがって︑制御棒の一本一本は完

撫子炉圧力翠黛︑配蟹および蒸

一次冷却材と接しているすべての

ル合金で製作されている︒また︑

コンポーネントは摩さが六〜八ド

比︶まで乾燥される︒霊蒸気は︑

中で最高残貿湿度O・三％︵重三

小さい︒さらに︑従来と翼なる建

費は現在の標準軽水炉のそれより

しかし︑この種のプラントの資本

麗代の発電所建設技術と造船捜術

埋めるだけで完成する︒これは︑

取水・排水構造を接続し︑水路を

に堤を用意する必要がある︒そし

から痕接︑据付けられるよう水中

いうことがら︑原了力の採用は終

舶に対する田内需硬が減少すると

子力がコスト面で荷利であり︑石

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

は︑工場で製作できる闘己支持型

▽タービン・トリップの場命︑

ョン・チェンバーは︑安全弁と逃

系︵二次系︶から放射性一次系を

︸．地気︒蒸気独︑交換器でタービン

器も少なくてすむ︒
度が達成される◎

原子炉冷却

全に入っているか︑完盒に抜かれ

炉の出力は︑原子炉圧力容器の

ているかのいずれかである︒

BWRの冷却材は︑PWRと
蒸違
気として利用することができ

を特閉な処理をしないでプロセス

分離することにより︑二次系蒸気

って炉心を通過するときに相変化

システム
下が必要な場当には︑余分の蒸鍮

する︒いいかえれば︑冷却材の一

しな
︵PWR︶と沸騰水型炉︵B
Wい︒それで蒼然循環で全出力

原子力を利用することがある︒だ

しだ︒

とえば︑飲料水の需要は憎撫する

ーブ型が購われている︒一次系蒸

中央にある蒸気出臓ノズルを通っ

被擬されている︒

層のオーステナイト・スチールで

気は︑交換器の上部にあるノズル

を使って︑炉心の中の密度を低く

て︑ずでに完成している冷郎水の

ユ1⊃LoZgZ8−2弓0〔）3

た容器を輸送することにより現場

▽原子炉の出力制御は︑原子炉

での纒立費が安くなる︒

る︒制御棒は︑通寓︑炉心の外へ

ルを変えることにより行なわれ

磁力容器の中の圧力と冷却材レベ

引き抜かれており︑特殊な田的に

▽再循環ポンプの矩用をやめ︑

緊慧炉心冷却システムを利幽す

制御棒は上から原子炉圧力容器に
蒸気はタービン・バイパス装置を

▽標準型BWR設計と違って︑ のみ使われる︒

る︒緊懇稼動ジーゼルは不要︒

入るようになっており︑重力を利
使って復水できる︒

この設計により原子炉旺力容器基

用して急激な停止が可能である︒

数部のノズル貰通部をなくすこと

が一琿ではなく二三に延びる︒濃

炉圧力容器へ戻るので︑循環ポン

縮度の異なるゾーンを使うことに

プを必要としない︒

イクルの始めには︑制御棒の約七

原子力発電所の熱源である炉心

より︑可能な隈り均一の軸方向出

この概愈は計装︑制御機器︑補助

正の機能を有するだけである︒サ

▽圧力抑制システムは︑独立し

力密度の分窃が初装荷炉心の時か

システムの数が大幅に少なくてす

ができる︒

分の一が奨金に炉心に入ってい

ら偲られる◎さらに被覆材料とし

高い④建設費が安い︑という点で

体の実証されたBWR誤想桝集命る︒燃焼が進むにしだがって︑制

は︑すべて同じ設計の三百六十八

郷棒を︸体ずつ完金に抜いていっ

てジルコニウム欝金のジルカロイ

度が低い②運転が簡単③稼働率が

た外部サプレッション︒チェンバ

体と︑このタイプの炉の特色であ

て︑サイクルの終わりには制御棒

のエネルギー価格が常にま昇して

ている︒そのコンテイメントの中

る十字型の制御棒八十九体で溝成

きたので︑クラフトベルク・ユニ

の水・蒸気サイクルから山金に分
に原峯炉圧力容羅があり︑放射能

えると︑この璽要な燃料の代替品

原子力発電藤の場命は︑発露藤
離しているという利点をもつてい

されているQ水は減速材としても はすべて抜かれた状態になる︒し

がしだいに格渇していることを篶

の規換に関係なく一定であるコス

は︑水・蒸気サイクルに化石轡糧

る︒しかし反歩・BWRシステムの放出を防いでいる︒サプレッシ

﹁運転簡単で高稼動率﹂

標準型の発電所と比較すると︑

で強くなってきている︒すべての

トの割合が大きい︒したがって︑

オン︵KWU︶社は小規模原子力ある︒

国一！高度に工業化しているか︑

経済的な小規模原子力発露概念へ

に対する要求が︑特に電力および

工業化への境界にあるか哲かは問

PWRは放黙黙物質が非放躯性ーを饗するコンテイメントをもっ

わずーーは︑自國の経済にとって
のアプローチは︑全体のシステム

発電所の問題に取り組んだ︒

現実性のある石油のあらゆる代薔

くし︑そうすることにより安全に

を簡単化し︑災警の毘能性を小さ

便われつつ︑熱除蛍のために上の

必要がある︒蘭鋳の増加︑工業と

中の圧力と水位を変えることによ

がバイパス装置を通して直接復水

るために承認された微粒子スチー

気・蒸気熱交換雛は︑腐食から守

対する要求を亀鑑にすることな

器へ蝉かれる︒出力を四〇％以下

るのである︒厘力容器内部の熱力

部はすでに圧力容器の中で気化す

農業のより一層の発達︑それにと

で運転する場愈は︑制御棒を便用

り制御されている︒急速な出力低

て炉心セルは︑四角い断面を持つ

方へ向って炉心を題過する︒そし

しての制御調整が必要となる︒制

学および構造設計により︑気化し

モンテビデオの中小型炉会議で発表

四つの燃料集命体と︑中心にある

御棒は︑炉心グリッド板でそれぞ

だけである︒

ない水は猛然循環により循環する

ることである︒新しい概念はすで

パイプもサプレッション・チェン

し弁に結びついている︒冷却系の

制御棒で構成されている︒炉心

れ上部と下部が保持されている︒

く︑工学的な安物対策を単純化す

R︶の既知の技術をベースに開発 の四Q％まて運転できた大灘BWバーと連絡しており︑署故のとき

は︑一つの申央炉心セルのまわり

冷却水は︑各派科集倉体のまわり

と予想されるが︑この需要は源水
原理に関しては︑炉システムの中

▽この小さなコンテイメント

きるようになっている︒

る︒

Rの経験に璽づき︑一次冷却材循 放出蒸気が確実に復水するように

に炉心セルを対称的に配置した結

発電所以上の複維な機器を必要と

環ポンプを使用しないで一一重サイ

滞︑ほとんど円柱に近い形であ

原子炉罷力容器を出だ蒸気は︑

に経験を積んでいる加圧水型炉

クル・システムが探用されだ︒二

蒸気管を通って蒸気・蒸気熱交換

もなう電気とプロセス蒸気の消費

に必要な石油と石炭の鞭は大幅に
増大するだろう︒

この代懸案の一つとして︑醜力

これらの二つの炉システムの申

璽サイクル・システムのBWRトの外に設罎されており︑連纏パ

の燃料チャンネルおよび炉心を囲

の驕塩によりみたす必要がある︒

およびプロセス蒸気などの生産に

のいずれかを選択しなければなら

る︒炉心計装および中性子源検出

器に入り︑そこでその熱エネルギ

比べて詳細設計が大幅に簡単にな

なっている︒

ないが︑少なくとも原子炉の運転

は︑PWRとBWRの墓所技術
とについているパルプで分離で
イプ

間を通って流れる︒

んでいる炉心シュラウド囲い板の

の運転圧力が低く︑設計を簡略化

できるということからBWRの方 っている︒選ばれだ基本概念に関

従来︑原子力発電所の主要なメ

が優れていると判断した︒

気出力約二＋万KW︶の自然循環

しては︑歎出力六＋五万KW︵食

べてエネルギー儒要に愈つた最も

ーカーは︑その発鱈駈の設計をす

選ばれたシステムについて考慮

を還して加熱部へ入り︑チューブ

が︑運転費の安い原子力発電所の

投資という観点からは高くなる

で十分司能なことである︒

また︑建設コストの中で璽要な

うにペース・ロード発電研として

世界中で

般に莫施されているよ
よりサイトまで運ぶならば︑大幅

全体を工場で製作し︑晦上輸送に

金体としての利点は︑今田すでに
で製作されているQ

食性のある材料インコロイ800部分を占める建設期間もプラント

所と同様に︑潴熱チューブは耐腐

すべてのKWU社製華甲力発電 ができる︒

設方法によりコストを下げること

ーブ・シートの上にある圧力シェ

巾で復水する︒復水は︑下部チュ

て蒸気・蒸気勲交換器から出る︒
水の自然循環原理および炉心の

の外側に沿って下の方へ流れ︑途

低出力密度の採用にもかかわら

のBWRについて横討され︑詳柵原子炉冷却コ
ンポーネント
れている︒

なエンジニアリング作業が開始さ

設計全体の特徴

給水は︑士部チューブ・シートの

を通して加熱部から排出される◎

ず︑原子炉冊力闘麗は塞BWR
ルの側薦に付設されているノズル
寒気出力二十万KWのBWRの
の大きさのわずか半分にしかなら
ノズルはすべて炉心の上喘に設

賢の高い石佃火力発電駈で対応す

ない︒

さは百六十・出撃×四十五層であ

るQ短時闘のピーク需要は︑運転

上から蒸気・〜．照気熱交換賠へ供給

コスト面での利煎は・もっとも

し︑重愛なコンポーネントを比較

石佃の大幅な煩上りに比べて原

運転することによりさらに増大す
される︒それは接続パイプおよび

ることが豊能である︒

に短かくなる︒このような漂子力

中心ダウンカマーを下って分配プ

る︒サイトは大部分が海または河

経済的側面
置されているので︑炉心は配管破

重要な基本概念に示されだ原子炉

い︑プラント盒体を︑海または河

に面しているので︑水底をさら

発電所は︑薫さは約八万鋪︑大き

が臼然循環する二璽サイクル型B 断の晴にも常に冠水するようにな

レナムへ流れていき︑そこから加

と︑すでに優れた実績を有する実

▽原子炉圧力容貌の申で冷却材

WRで︑蒸気発生器からの復水も っている︒本質的に安全を確保す

証僧みコンポーネントとシステム
その結果︑できる蒸気・水の混

的大きくできるという点である︒

済的に鳶利な方法である︒

にある気水分離器と燕気乾燥器の

同蒔に気化する︒

熱部のチューブを上っていきつつ

る︒

設誹の主な特徴は次の通りであ

聞に躍かれている︒

器をもったランスは︑炉心セルの

騒の轡加の績果︑需要をみたすの

舗について徹底朗に検討してみる

プロセス蒸気生産の分野で世界中

次蒸気出日

盆物は上部チューブ・シτトの上

所てすか、国内サーヒスは（財）原イ力弘済会か令

（財）原子力弘済会資料センター

録しています。B木の掴当機関はH本原テ力研究

検索します。

献リストを作成・送付します。

1の女献を滋気テープに収

か協力し、年間70，000f

ご希望のテーマに関
する女鰍をまとめて

Systemの略称てす。60ケ則

心

るために︑規定出力時において︑

蒸気∴．無気熟交換麗は彊線チュ

いる︒

間の翼翼は比較的大きくとられて

▽標準型BWRに比べて炉心の炉心の上端と平常時の炉内水位の

自然に圧力容器に腰る︒

出力囲度は約五〇％︒

▽モーター駆動の機器使用は最
少にとどめる︒

1AEA（団際1泉イ力機関・ウイーン）か中心とな

炉

のチータへ一スから、

り、加盟国の協力のもとにすすめられている！玉1際
的な原f力文献情報冨む通システム，hユternatlQnal

RS（遡及検索）

礎

1974年以1簿最近まて

1NlSとは

N lSの出番です

こんなとき力湘
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子⁝

本
日

日︑関葭電力取調原子力発織軍門︑四辱炉︑榮東電力豊島第二原子力発驚所轄︑鰯弩弓降雪の簑金牲
性の恥い改良型である点を響慮︑

断Iiなどとり入れた︑より安金

力発霞筋の地質・地盤に関する安

子炉欝金専門審董会の内規﹁原子

冨に・甲踊騰馬

しすすめていく姿勢をあきらかに

また︑原子力船臨むつ﹂の問題

した︒

一方︑照中新遡薩大隠は羅藻省

申一鱒幽幽嘗律

真中新遡簾相
・齢一鮮讐P一

湿た︑さいきん問題となってい

る霜漂立地泥進のための地元環元

問題では︑酬その︵雲量立地︶地

のは轟然なことだ︒地域軽羅金制

域の人びとに対して︑藤倒をみる

と語った︒

＝＝＝

︸

も︑そのひとつの鶏え方と懸う扁

＝＝謄7

☆只今絶賛発売申☆

科一技庁聯繋

題となっている◎なかでも︑原子

での詑糞諏鬼で︑エネルギーの安

一6も戴く︑母港を淡めてやりた
衆謬岡時澱雛の紡漿を受けた第

力は欠かせないエネルギー源Q安

簸確保の露要性を指摘したあと︑

とくに原子力問題については﹁瞬

鼎騨

業︑鷺菱原子力工業の三祉と取り

約を石川鵬播磨購工業︑三蔓嚥工

艦

推薦春

責台刊
係教職ー

罠大教擾村井軸圧

埼王工大教授渡辺葵知炎

では︑門遮蔽改重工癖をすすめ︑

九十二園特別園会は十七蹟︑両院

全性に万全の描藤をとって︑圏罵

鵬噸馳通産相には田華氏

本会議をひらき︑薪蕊相に鈴氷寵

の理解と協力を得ながら︑穣極的

民にアレルギーがあるので︑ペン

い︒そのため︑原子力の正しさを

ディングになっていることが多

に推進していきたい﹂と総懸の抱

そして︑轟蘭の醗大の壁となっ

負を語った︒

い﹂と語った︒

幸畠残党総裁を指名した︒

そのこ︑鈴木葭相は継瀾に入り
科学技術庁長窟に中川一郎氏を︑
遜産大面に田中六助氏の曲用を淡

ている原子力立地については面心

伝えるPRや補償︑環境間題は︑
賠幽士二分︑初登庁し

で接し︑理解を求めていくことが

年後難

ければならないと稽えている﹂と

多少コストがかかっても︑やらな

めた︒

の局面打闘へ轟け︑凝幾官として

なによりもたいせつ扁と述べ︑そ

有脚齢嘗

述べた︒

で︑﹁資源に乏しいわが圏にとっ

膚一一一圏一﹁

も原子力行政の強力な妊としてお

た中川謹奏狡庁長憲は記蓄会見

て︑エネルギー問題は︑緊要な課

一

中翅褻技庁獲寛

これに対し︑逓薩雀側は﹁わが

た︒

体部を撫蟻︑格納容羅外遮蔽休と

十六奪十爆までには︑すべての遮

期工

蔽工撫を完了したい潟え︒

原船聯鑓國としては︑第

六奪一一月未習で︒

い﹂﹁漏排水の影響が心配隔⁝⁝

原

議事録を刊行

欝末原子力鷹業会議はこのほど

ホールで﹁原子力開発一⁝エネル

表る憲月幽躍から六磁塞でイイノ

に騰催した︑第十蕊園原産隼次大

ギー危機への新たな挑戦﹂を墓講

A4版二半嵩十八畔︒定価︸万

会の識購録を刊行した︒

迪ﾜ醤円︵送魁薔円︶︒購入

希望の黒きは原脹・企遡源濠で︒

宇一

蜜全委・原子
炉安全審査会

反響
について調査審議してきたが︑門いずれも︑安全牲は確保し鶴る﹂との結論をとりまとめ︑岡襲員会
問蒔に︑高浜三︑欝欝炉の安全黙

後水ろ過羅による腐食生成物の臆

昨

原子力繋金婆鐸会︵吹繊徳雄委員長︶の原子炉安全響二審蓋会︵会長・蕊島良績榮大教授︶は＋四

に蝦燃した︒安全婁としては︑ちかくこの報街を正式決定する予竃︒安全規舗の一難化により︑

しだ﹁わが圏の塞確保対策に反
映させるべき薯項﹂のうち︑安金

などを反映させ︑いちだんと︑安

冷却装羅︶作動偲弩懸路の難燃1

金審壷の手引き﹂などの櫃針を︑

では︑認両以降の段階で︑溺管行

地震波︑火災防護などの軸簾計瑚

安全霧査に適用し︑その安全性を

いる︒

装置の製作︑現裟遮蔽然の撤査な

石川崩播魑は二次遮蔽である船

かわしたと発表した︒

も︑﹁さいきん︑原子力蜜全婁興

どの工麟を行う︒契約額は約七億

岡でこうした膿故が起こる確立は

奮の導門都禽が原子力防災灼策に

円︒三菱二四は︑格納容難内下部

政庁が確認すべき聡要事項を指細

ついて報簿をまとめており︑懲薩

今憾のダブルチェックでは︑

雀としても川内炉が還開するまで

子炉を掻当︑契約額は八懸千川露

遮蔽体の取巻など︑一次遮蔽の瀕

きわめてほい﹂と鶴躍きしながら

会場となった川内帝民会灘糊辺

には︑この線にそって地城防災謝

した付帯意気が出されている︒

では﹁ヒアリング中止﹂を求めて

画が作成されるよう指灘していき

との結論を下しているが︑換擬醜

臼取最広野の原発︑川内原子力

ジグザグデモを行う一部反対派窪

﹁錠全性は︑十分に確保できる﹂

確認しだことをあきらかにして

ている︒

三︑匹弩炉では︑これまでの原子

一方︑禰羅第二原子力発聰岡

金性が確保できるとの霧断を下し

機能の強化④ECCS︵懲懲炉心
欝欝に反映させるべき薯項と︑原

へとすすむことになる︒

蓋問様︑孚MI甥故の教訓を反映

GO

隼十月に安全婁が発罵していらい︑初の原子炉建設として症霞された両原総懸増設は︑安金婁決定に

ひきつづき二月には︑編島で岡ヒ

よる避薩大匿への警磯によって︑蕉式な建設

高浜一二︑㎎弩炉︵潴繊水型炉︑

今鳳︑騨門審蒼該が安全委に行

地元住民からの慧艶を謬錯しだ︒

った報告によると︑高浜三︑四号

力発醒所思︑出張炉︵沸騰水型

各八十七万KW︶︑福鵬第二原子 アリングを行い︑安金性について

は︑薪しい原子力行政となった﹁

①炉心冷却状態確認のための計器

炉では︑聡M王購故の教訓として

炉︑各醤＋万KW︶の増設串講

昨年の審にもと予定されていだ

昨鋸＋月︒

納容器内検奮機器の自動化③制御

︵サブクール誹︶の奇麗②噴二階 炉から︑①格納容羅の大型化②縮

リーマイルアイランド︵TM王︶ の放射線モ一 タ機能の強化③窮故

鰺駆動機構交換機の遠隔薗動化④

通鷹雀による簗一次審蛮は︑来ス

駅の一次冷却秘箸のサンプリング

欝欝所二響機︵頒配水型炉︑八十

このほか︑﹁鹿漂流壇方は命風

工瑠引護期限は︑三社とも五十

アリングは予定どおり十七照︑午

銀座といわれるが︑こうした弓勢

五蕎協定による期隈切れになる五

撫が終了しだい二期工襲に着手︑

係暫︒

九万KW︶増設についての公開ヒ 民と機動隊が衝突し︑騒然とした

たい﹂との謬え方をあきらかにし
前八鯖半から︑購が切って落とさ

災憲に対する紺策は十分か扁﹁舐

などの慧晃があいついだが︑その

た︒

場内に発艦穫の淡々とした濁が

には軍懸のうちにすべてのプ鷺グ

ントラストをみせ︑集後六窓十分

質保醗体制の光爽を懲いで欲し
て﹁住属の恵兜を灘接行政に反映

ったが︑場内はこれと際立ったコ

欝きわたる︒穴きくうなつく老

れた︒

ラムを終了︒原発公開とアリング

万円︒

空気につつまれるという場燕もあ

人︒熱心にペンを走らせる政府関

も︑すでに三回藤を数えるとあっ

が彷彿︵ほ

ェクトとしての位躍づけを行う︒

誓学

させる場鳳として︑しだいに定魑

較的︑生かせる職場に数多くいた

された態発は畏懲な住罷の意見と

年次大会

門大学で学んでいたことが︑比
をもつ類聚行政︒その懲味でも︑

﹁警察禽総総罰と戯判官的役國

うふつ︶する︒

行政に対する

い行動力で︑ナショナル・プロジ

反対デモの申で開催

久氏

﹁防災薄策にも配慮を﹂

て欲しい鳳

門安金にはくれぐれも気をつけ

川内原器
公開ピア

強い防災への懸念

れた︒そして︑TMI蜜故を反映

原子力発電所嚇故のため大難に遅

しだ審選も行われて︑同年十一
月︑安全竈査を終えるというスケ
ジュールとなった︒

十一月二十六詳覧で︑懸鷹省か

月に︑初

ら︑ダプルチエック蟹査の諮間を
受けた安全婁は︑今琿
の公開ヒアリングを嵩浜で開催︑

科学技術庁原子力安全局幾になった

信

内容は﹁条件つき賛成縣が大勢︒

入を蔚に悪見陳述を行った萄馬勝

ていきたい﹂と述べた︒

して︑こんこの安金霧盤に反映し

安全委員は門公開ヒアリングで韻

之殴︵三十七歳︑川内欝鋸食議蕨

このうち︑濠ず約蟹騙牲の傍馳
は︑この勉強のほかに︑﹁野駈鰻

手瑞長︶は︑昨隼起ったスリーマ

﹁むつ﹂遮蔽改

こんだ議は︑︷○○○を越える︒

発磁所の肇故について︑﹁この甥

イルアイランド︵TMI︶原子力

修工事で契約
弩えた﹂と︑嶺跡のショックをふ

故は︑川内箭罠にも大きな衝難を

気分転換が畢い︒コ週悶も経

りかえったあと︑﹁τ継蔓炉周辺

沼本蹟子力船開発瑠粟剛︵野村

原船瑠鍵団︑鼠社と
つと︑軸から︑そこにいたように

の郡では︑窮故買晴から防災灼策

門むつ漏遮蔽改膨第一陶工懲の契

闘︑原子力船

なってしまう扁

︵す︶

が国ではどうか﹂と危娯を蓑明し

一彦理覇長︶は十
そのものである︒

もはや︑儲念に燃えた安金局擾

が確立していたといわれるが︑わ

解いたものです﹂

代は︑落語を潔きながら︑数学を

門蕾から好きでしてね︒学生藤

が楓わる︒その録膏テープにふき

闇は机に向かう︒照十隼ころから

これに対し︑御園搬節輔原子力

してきつつある姿があらためて浮

﹁根が化学歴的発想なので・一

き彫りにされるかたちとなった︒

ものですから﹂

何度も︑囎みしめるようにいう︒

とはいうものの︑その嚇越した︑

葭分に厳しく︑一語︑鍛低一晴

轟い識兇と高鷲な人格が要求され
る︒身がひきしまる慰い﹂

﹁森と木の︑蟹田を見なければ

洞察力と得動力は︑定評のあると

森を見て︑木を見て︑

﹁安全行政はバランス﹂

﹁ふつうの局長とちがう﹂と︑

で︑ふたたび科学技術庁へ︒

赤 羽
﹁強すぎてもいけない︑弱すき
てもいけない︒あるところを強く
すると︑他のところが弱くなる︒

バランスが大切︒とりわけ︑安全
行政には︑このバランス感覚が︑
璽要な要潔になっている駄

三代囲の原子力安全周畏に就儀
した赤羽繕久氏︒十八國臨の異尊

いけない︒箏いところから森を兇

ころ︒

科学捜術庁の核燃料課撰の階︑

るだけではダメで︑森の中に入っ
て︑氷の︑⁝本一本も見なければ

いちはやく﹁恋心分離法偏の籍縮
性に点眼︑強い懲念と︑ねばり強

いけない﹂︒自分にいいきかせる
ように話すことばの節々に︑安全

橋本

元金樗研所鎚

資擢キ
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︹パリ松本駐在口回スペインの

社︶は︑アスコ原発一号機︵九十
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一P讐F旧蚤岬冊昼需曽蚤一一用餉

する政府の責任を追求し︑二十五

ク両原発当局はこれらの遅れに対

た︒リングハルス︑フォースマル

三愚機の核燃料装荷は約二年遅れ

露を麗薄した︒リングハルス康発

一早島一一玉鴨営醒幽謄雪幽︸鼎一需亘謄岬月一需隻

である︒また︑八日におけるサイ

十五︑ゾレムと比べても十分低い燈

〇四四︑︑恥レムと推定され︑KRC

ト外での最大全身彼鰻二士もO・

の放出限界値五ドレムを下まわっ

さらに︑孚M工当局は二入の作

ている︒

入れる予定であり︑十一月までに

業員を︑四週間後に格納容器内に

ス社製PWR︶で核燃料装荷が完

三万KW︑米ウエスチング︒ハウ

了し︑試鑑賞期間に入ったことを

一千億ペセタ︵約三千七十億円︶

明らかにした︒岡原発の総工覆は

トリカスタン一号

をこえた︒

近く定格出力へ

〜認

瞳§シリーズ

距

一総出力三百万KW

欧州最大規模に

これで岡発電所は総出力蕊百万K

面識共和国︑中部ロシアに送られ

翻

OO

一部はフィンランドに輔鵬され
て 灘管＼黛撃墜
灘
繰鞍鋤簾．霧望

レニングラード原発はソ通の大

いるQ

O型炉を採用︒これは重い鋼製圧

型原発では初めてRBMK

一九七三隼に運開︑その運転経験

ネル型ウラン黒鉛炉で︑一号機は

にもとづいて春型炉が各地で建設

一口曽一膳三四縣唱騨一隻艀一騨曽¶隻需一曜一騨覧曽一帰曽幽隻辱闇一囲瞥雪

のためでなく︑将来世代を廃棄

府や霜力庁は﹇批判派は政治

め︑固化体は比較的簡易な︑場

はデミネライズド・システム︵格

せたいとしている︒

納容器内の水処理装置︶を稼働さ

リングハルスニ号
運醐は来年二月

燃料装荷を開始
︻パリ松本駐蔵凪︶スウェーデ

臥

麟㊨§シリーズ

政調の決断次第であるQ民憲党支
配の議会と政府は︑これまで便用
済み燃料問題をたな士げにしてき

た︒共和党が議会と政冊を握れ
ば︑一九八四年以筋を圏標とし

て︑使胴済み轡料のAFR︵原子 APN1ータスによると︑ソ連レ
炉敷地外︶貯蔵施設を地域ベース

KW︑黒鉛減速軽水冷却BW飛︶

ニングラード漂発の三号機︵頁万

一︑米国の将来の安全なエネル
で建設する計画を︑臨ちに実施に

︻パリ松本駐在展︼国際原子力

委員会を設置

響鰹巴畿恥︑︒零

ギー供給源として大きな珂能性を

の費任であり︑州に受容し難いよ

W︑欧州最大の原発となった︒霞

うな常任を負わせるべきでない︒

最終処分場を學急に開発すること

一︑共棚党は︑放射性廃棄物の

が六月一二十・日に設計出力に達し︑

の研究・開発・実証をさらに進め

もつている高速総懸炉︵FBR︶ 移すであろう︒

ることを奨励する︒

一︑共秘党はまた︑便周済み燃

力はレニングラード︑バルト海沿

藏・再処理のための十分な計弼が

性廃棄物処分と使用済み似料の貯

料の再処理にも蘭向きに駅り組

を約束する︒廃棄物処分は︑国家

なければならない︒これらの技術

一︑原子力発霞開発には︑放射

曲な解決策は存在している︒要

今秋の※大統領選に商けて︑共和党の次期大統領候補を指名するため︑デトロイトで開催中の共和

が最盛の選択縣として・原子力利用の健避をうたった一九八O年度綱領を採択した︒先に︑総懸党綱

党全国党大会は︑七月十五購︑﹁来国の中期的なエネルギー供給源としては石炭と核分裂エネルギー

む︒

より︑円滑にできるし︑当然そう

討する︒供給保証血汐はINFC
力容器をもたないいわゆるチャン

は︑解決策を選択し実施する逮邦

予定︶とは好対照をなしており︑来国の政界は︑原子力開発をめぐって︑翼っ二つに分断されること

石炭と核分裂エネルギーである︒

供給保証改善へ

領委員会がまとめた︑将来︑原子力発斑を順次廃止していくとの民主党綱領案︵八月の党大会で採択

効率的で︑しかも安全であること

1

原発には闘五＋万KWにパワーア

機関︵IAEA︶はこのほど︑国
はこの間題についてIAEAの役 中︒特にリトアニアのイグナリナ
︵第一園会命は八○年秋︑報告は

劃を検討して理事会に報告する

すべきだ︒

ービスの供給条件改善の方法を研

一︑TM工懸盤の結漿︑原子力 家閣の原子力技術︑資材およびサ
発電駈運転員の訓練言いくつかの

ンガス放出は︑ほぼ完了した︒T が︑もう一爾温かけて放出するこ

サイト外における個人の皮縄へ

八一奪二月の予定︶︒

の最大被鰻線墨は四・三︑︑掛レムと

遺する委員会の設躍を決定したQ

つだが︑T懸−事故はまた﹁適切 委員会は︑相互に受諾できる核

よると︑四万三千犠はすでに放

試算されており︑これは原亭力規

M1関係蕎が十闘語ったところに とになる模様︒

拡散防止条件全般を配慮して︑核

出︑最新の推定では数鑓撞がまだ

クリプトンの

許認可と建設に十〜十二黛かかつ
に設計︒運転される原子力発電所

TM一二号機 格納容器内に残っている︒すべて

放出ほぼ完了

ているが︑それほど長期間を要し

ービスの供給を︑より確爽に︑よ

燃料サイクル技術︑資材およびサ

物に近づけないためのもの扁

所をとらない貯藏方法︵半地下

制委員会︵NRC︶の放出限界二億クローネ︵約千三薦四十億円︶

らすことはない﹂ということを立

一をもっている︒来奪の初めま

という独特の哲学を立ててい

のガス放繊は本環中にも豊能だ

でには︑中部地方のウラン鉱山

的﹂︑﹁立ち止まったのでは経験

来τM一二臼取からのクリプト

体の

中幣部の全廃棄物を受け入れる る︒

に第ニセンターの建設を決め︑

当面その門時間︺を使ってガ

り儲頼できるようにする方法を検

が︑関係蕎の丸瓦を生んでいる

ラス固化の完全性をさらに芝生

証しだ︒

は︑公衆の健膜と安全を危険にさ

電蕨の許認町プロセスは現行プロ

ようだQフランスの計函がひと

計画だ︒一方高レベル廃棄物

になっていること

ころの米国の﹁エネルギー廟立

は︑マルクールのガラス固化設

とが︑鰻終処分への自儘をもた

備が二年間順調に動いているこ

にならない偏﹁選択の余地はな

ィペンデンス︶に似ているとい

計画﹂︵プロジェクト︒インデ

う麗方もあるが︑フランスのよ

原子力比率は四︒五％︵石油換

くまで山鳥達成をめざす構えで

フランス経済の危機に根ざして

ろん石油の値上りがもたらした

フランスの全力投球は︑もち

ある︒

を逸めながら︑

いる︒国情の違いもあり︑その

ボーリング調理

嵐岩厨を中心に

ためておき︑花

うな開発の順調さは当時の米麟

二八颪五十万ナ︶︑それを十一

噂＝一＝

武︑コンクリート籔に内蔵︶で

寧：醤一＝

せている︒︒西ドイツがすでに

にはなかったものだ︵米国の計

：＝＝

ンスとれた払原発開発
いフ

急がれる経済の構造転換・≡⁝

ノ

安全な処分方法

いえないが︑そのハイ・ペース

悪戦や成習の兇通しを一概には

ンのリングハルス原発三讐機︵九

を綴実に確立し

十六万KW加圧水型炉︶で︑七月 トリカスタン原発一号機︵九十万

ようという蓄え

ない︒

がはらんでいる危険は無視でき

︹パリ松本駐在忌寸フランスの
だ︒フランスの計画が

には送電開始予定︒

テスト中で七月十五臼臨界︑八月

である︒二愚機︵同︶はホット︒

し︑同二十欝に定格に達する予定

七月五日には定格の七五％に達

六月三十日磁力引上げを始めた︒

潮一1五月三十一日送電開始︶は

KW加圧水型炉ユーロディフ工場

ばかりでないことの一面を晃せ

二厩核燃料の初装荷が始まった︒

そのライセンスを買い︑英国か

営業運転開始は八一無二月の予

らも引き温いが来ていて︑核開

物嘉が順調なあいだは凄い

一例としてフランスの廃棄物
ウラン生産から再処理まで︑

が︑一度つまずいたときの反動
フランスの批判勢力は礫境撮

定︒岡四弩機︵同︶の核燃料装荷は

ている︒

技術蕎不罵でかなり運れる流通し

圏化がすすんでいる︒

ぶり危ぶむ声も・し

灘羅譲講駕

発と原茅力発電の双方の廃液の

ばく進

こi賠哩、2号機
レニングラード原奨駅1

は悩みの穐の廃棄物処分にも︑

ンスだけには止まらないからで

しかし︑フランスはまだ鍛終

が懸念される︒その膨響はフラ
処分の方針を決めていない︒巖

ースマルク原発一号機は四月に送

後始めて核燃料が装荷されたフォ

ろう︒國民投業︵三月二士二割︶

ところ政府の勢いに押されてお

る︒そのみなもと︵源︶はやは

︵K・K︶

護団体と労繕が申心だが︑今の
進展︑そして軽水炉立地の手際

クス︵召五十万KW︶の建設 フランスでは余裕と自倦が兇え

求がせい一杯のようだ︒門危険

り︑計麟の﹁スロ⁝ダウン﹂要

で︑運開は△二無十一月以降とな
間扁があるというのがフランス

終処分までには︑まだ充分﹁時
︵中︶レベル廃棄物は︑ラ・ア

ーグの近くにすでに貯蔵センタ

なスピード﹂門速く走るほど問

りこれまでの実績であろう︒低
功よりも︑ひとつの成功が他の
成功を生み︑協饗曲のように全

の基本認識で︑門処分は現世代

のよい成功︒それらの艶々の成

ある︒
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醗蓑蕗蟻
事項垂謹
三等灘灘

管理熱血を見てみよう︒他国で

画は一隼でつぶれた︶︒

市

核燃料サイクルの兇薯な確立︒

ランスがとれている︒

詠、

高速贈殖炉スーパーフェニッ

しかに順調でバ

子力開発は︑た

フランスの原

である︒

れない超テンポ

他圏では響えら

というのだから

無間に実質九倍へ引き上げよう

かそるか溜の挑戦だが︑昨年の

勢い

なくても鏡在の原子力発電所の設

分野で改羨が実施されることにな

@ @
@

計・運転は保証できる︒原子力発

一︑今のところ原子力発寵筋の

進すべきだ︒

り︑原子力エネルギーの利用を健

がすでに実証されている技術によ

になった︒また︑士ハ臼夜には︑りーガン前カリフォルニア廻知襲が共和党の大統領候補に正式指名
された︒

鰐諭
薯

臥

ご
共釈党の全国党大会で採沢され
た一九八○四度綱鑛のうち︑原子

一︑来国の中期的なエネルギー

力に関連する部分は次のとおり︒

賑給問題に対する最諺の解決策は

鯉︑勲
フランスの原子刀推進は梱変
わらず続いており︑一九七四年
以来のテンポがさらに加速され
ている観さえある︒

トラブルや反対がないわけで
はないが︑一戦それらを闘題に

ばく

九九〇鎌の

ぶりを危ぶむ声も上ってい

しない勢いであまりの
進
る︒

仏政府は綴近︑
エネルギー購読を石油換簾二億
四千万沸と見回り︑そのうちの
七千三颪万ナ︑実に三〇％を原

た︒石炭︑天然ガスなども鎌継

子力でまかなう民望を承認 し

な範囲で比率を高め︑九〇鰯の
石油依存度をわるくても三二％
︵七九駕は五六％︶へ一気に押

し下げようという︒フランス経

1軽羅1冥
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来年 か ら 実 規 膜 試 験
蹴俵62年菱︑罧運転めざす
鋤力炉・核燃料闘発瑠業団は︑爽海再処理髄設から排出される醐レベル放鮒異国蘂物のガラス圃傷
技術について︑来庫から一璽システムによる実規間門験︵コールド︶に入る兇通しとなった︒昭和五

十三隼から翼厚してきた燗瑚の工学試験で︑ほぼ技術的なメドが簿られたことから︑金工程を接続
する爽規模試験糠を建設・全体システムについて総愈的な工学試験に移符することになったもの︒ま
た︑動燃ではこれとともにホット試験についても︑来銀には小規模ながら実廃液による國化試験のス
タートを予定しており︑わが国の高レベル廃爽物戦略は︑昭和六十二鋸の固化パイロット・プラント
の建毅へ向け︑大きく進展する見通しとなった︒

轟

︐

鞠弥
5

た

なべ

としひこ

題避密・資源エネルギ；庁
原子力鷹粟螺畏になった

の時代をつくるのには︑柔軟な

題︒その時代に呼応した原子力

くのかも︑これからの大きな課

﹁やりがいのある仕製です︒

榮課畏へ︒

誇りに懸っています﹂︒自然と

焔る︒そのこ︑ワシントンの

業局階代︒立地闇題の難しさを

康子力との出会いは︑公益薯

発想が大切﹂︒

﹁八○隼代の原子力産業は︑

日本大縫館では︑エネルギーと

調秘して︑左右に︑劇後に動く︒

濁手が︑そのリズミカルな口と

ひとくちにいうと︑足圃めの無

拷ρ

俊彦

代︒それも︑核燃料サイクル全

この間︑田来湾処理交渉を︑側

貿易撹妾の滲事窟として灘顕︒

田辺

しかし︑璽力を効果的に利屠す

︒新しい芽

段として響えられている︒

るためには︑かなりの落葉が必要

を︑どう禽てていくか︒既存の

多柁をきわめる田辺原子力巌

般にわだって・

価憶を高めていくか︒けっして

技術を生かし︑どう︑その付脇

で・モックアップ試験櫟も二十屑

鋤燃の醐レベル礎藁物対策はコ

で︑司馬遼太郎の本を読む︒そ

業課長の趣味は歴史小説︒好ん

程度のものになる忍込み︒

ールド・モックアップ試験で工学

に︑魑実に︑竪樋な醜業として

平坦な道のりではないが︑魑実

を解かれて婦隅畢々︑俊々木間

この五月︑楽国の大使館勤務

た

さんは︑霞分のことばに

酔っ
をひろ

フレキシビリティ

運転終了後ただちに廃炉にするよ

しかし︑実際の廃炉職略では︑

二繭から八月四臼までの二週閣に

海洋蛋物環境研究鮨は七月二十

磯︒奨智子

覧隼だが︑その機械的奪縮はおよ

原子炉の税法上の塗擦期間は十

騨纐では・とりあえず︑原子炉

評纐を行った︒

とそれぞれ契約︑約一年をかけて

立︑五十四薙一月に米ベクテル社

昭和五十三蕉十二月に容態︑揖

方武のあり方について研究を行う

いくかをふくめて︑理想的な廃炉

建設のサイクルをどう生血づけて

確保していくうえで建設︑廃炉︑

実態などについての調盗︒

調査研究︑あるいは灘排水利用の

生物︑激業に与える膨饗に関する

子力︑火力発醗所の灘排水が水生

響を与えることになる︒

め人口密度の高い国々に大きな影

講結果が採用されると日本をはじ

を決めようとするもので︑この検

人口胃管によって原発立地の適盃

聾RCの新立地規準案は周辺の

な検討にはいっていたもの︒

長の蟹岡を褥て日米双方で異体的

談の腐上︑欝本側が提躍︑爾理箏

購擾と欝本原子力産業会議との懇

引したC・ウォルスキーAIF理

ル謹直二食象会議に鵬席のため来

︵す︶

思人とのあいだに一男一女︒

二黛生まれの臨±

榮束大学経済学部卒︒昭和十

主義轡﹂︒

にウイスキ⁝︒自己評は門楽観

たしなむ躍ていど

のほか︑旅行︑ゴルフ︑野球と

瀬からバックアップ︒

レベル放射性物麗研究旛設で小規

的安金性を確認するとともに︑高

のびていく扁︒八O無代︑一一十

﹁いや︑ほんとうに勉強にな

顯産棚に隅行してベネチア︒サ

換のホット試験を行い︑これらの

りました︒丁嫉−以後︑一臆︑

一世細へと両翼するとき︑田辺 多彩︒酒は

成田を反映させながら︑六牽二薙

世界の原争力騨は悲観朗になり

そして︑

げていく︒

﹁地域社禽と︑どう調和︑澱

を強調する︒

草していく原子力を湾成してい

︵柔軟性︶

そして︑ふたたび臓塞に出る

温排水で訪米

と︑こんどは三代圏の原子力産

深くする︒

夢

に固化貯藏パイロット・プラント

じました﹂︒楓切れのよい話し

ように︑その

を運職させようというのが最終的

する晃込みで︑わが騰の賜レベル

変わる︒

方から一転︑感慨深いト⁝ンに

迫化の度惑いを︑よりいっそう

ミットへ︒エネルギー定置の繁

りそう︒遮蔽牲を填めるためには

けて︑大きな磯場を迎えることに

廃棄物研究は︑今年から来鎌にか

っていることを︑ひしひしと感

ましたが︑見臨しの階期にはい

ポンプを使わないようにすること

ついても来薙から塞験がスタート

な霞的︒このうち︑ホット試験に

高レベル灘液の処理工程は︑ま

が〜つの条件︒これまでのとこ

一斗理嚢 で 肇 の 便 霧 み
と︑これにガラス原料スラリーを

ず廃液を蒸発街で脱硝灘縮したあ

のアーク切断機を使って水中で切

五筥錫の高 レ ベ ル 放 射 性 廃 棄 物 が

断すれば︑現在の技術で対慮でき

燃料を処理 す る こ と に よ っ て ︑ 約

なりそう︒

ルギー安定供給確保の観点から

調査団を派遣
をくみこんでいくかを検諭してお

わたって﹁米国濃排水間題実態調

る兇通しを響たという︒

くことは必要であり︑蕊た・電気

が放射能心理上はるかに簡単︒こ

り︑数十無経ってから解体する方

研
料金原樋のなかに︑どう廃姫二

査団﹂を派遣する︒

生

九をおりこむかも一つの艶麗課

のため︑璽鯨では今学窓から畏期

海

題となっているため︑今回の共同

的に原子力エネルギi安定供絵を

しを響たことをあきらかにした︒

そ三十〜四ナ隼︒このため︑わが

が運転行止後すぐに廃炉にする

の技術で経済朗に廃炉できる見遡

昨年一叢闘をかけて︑藥芝︑

電・粟海第一が廃炉の射程内に入

翻初の商業原子力発電所である原

この調葦國の醤的は︑米国の原
研究となったもの︒

なかに門廃炉←建設﹂のパターン

は︑いまからどうこの長期戦略の

ろ︑強力を使って廃液がうまく流

原発廃炉技術にメ

背馳鄭長期的観点から検討

ド

添揃︑さらにこれを千三首五十慶

このうち︑廃液を脱硝灘縮する

放出されるといわれるが︑げんざ

のが﹁廃液前処理試験﹂・ガラス

れるようにすることも︑盤要な手

現状︒しか し ︑ 液 体 の ま ま で は 欝

ーースラリーを含んだ廃液をとかす

ャニスタ⁝に収納する仕組み︒

藏するうえ で も ︑ 輸 送 す る う え で

の能力をもつ溶融炉でとかし︑キ

も不利で︑ こ れ を な ん ら か の 方 法
ャニスターにこれを収納するのが

のが門ガラス溶融圃化試験﹂︑キ

いのところ︑こうした廃液はその

で圃化して︑安金に欝藏する方法

まま賠藏槽に闘えられているのが

の開発が慧がれていた︒

策禁汽力は八十〜経緯KW級の 簾的廃炉研究にも着戯し︑総量的

BWRの廃炉のあり方について検な廃炉戦略のあり方にメスを入れ

﹁キャニスター︒ハンドリング試

験扁︑この工程で発蛋するガスを

このため︑ 鋤 燃 で は 昭 租 五 十 二
隼一月掛ら﹁礪放射性謡曲固化処

処理するのが﹁オフガス処理試

討を行っていたが︑このほど︑編在

来葎からのモックアップ試験で

賦立︑来ベクテル社の四社共岡で

墜︒
は︑この四つのシステム全体の総

行った調査の結粟あきらかになっ

には︑それぞれの処理工程につい

て工学試鹸をスタートしていた

命索の確認に盟点をおいていく︒

炉︑孫王建設のサイクルを実施す

ていく方鉗だ︒

理工学試験標﹂を建設︑五十三琿

が︑これまでの実験で︑ほぼ技術

実験で実際には放射性廃品物は使

たもので︑廃炉蟹馬は再建設蟹の

力容器もリモートコントロール武

数十年を経て廃炉にするとなる

十五に後となる︒

果︑萬度に放財化された炉心︑圧

この場愈︑国などが得っている

フス原子刀憂欝所︑エンシーノ火

原子力発餓所︑カルバート・クリ

圏との悪蝿交換が行われる︒

地規準婆について説明があり︑各

今團はその三國囲︒

灘生研は米鮫︑カナダと欧州視

の予定◎

関藪徽力原子力整建設部擾が出席

トン箏務所の浜田博畿氏︑中川三

趨

シントンDCで︑昨葎八月※国

は︑七月二十八︑二九の両臓︑ワ

氷躍原子力産業会議︵AIF︶

米 原

準で国際会合

▽ウラン協会諦観﹁滋賀暇無次

国際会議あんない

国︒

イス︑英︑ブラジル︑韓罰の十か

摂︑スペイン︑スウェーデン︑ス

沼厳のほかベルギー︑仏︑西独・

NRC新立地規

なおA王Fが呼びかけた国は︑

察を握琿交互に実施しているが︑

原子力管理部擾︑榮崇電力ワシン

瞬本からは佐々木史郎藁京罐力

検討では︑土雌の蕎効利罵の観点

廃炉になる段階には解体された

算する︒

力発聡所など五つの発鷹所管を舗

る方法が有力︒京た︑運転百穀日

から︑岡一サイトで炉建設︑廃

ー︵NSAC︶とA王Fから新立

会議では原子力安全解析センタ

的にメドが得られたことから︑来

われないが・想定はすべてホッ

約工○％︒榮躍では︑さらに今年

しかし︑長期的な原子力エネ

機の開発︑低損失で経済酌な熱輸

送技術の驕発が課題と期汗してい と︑この間︑運転齢止炉のとな

最後に﹁温語水・排黙はその二

旧炉サイトに︑さらに新しい炉を

りに新炉を建設し︑この高炉が
の発蹴翫を選定するなど発躍断計

度レベルが低いため︑高義収装躍

建設して全体として安定的な電力

点に対応するため︑襖数ユユットる︒

王時点から利用計画を織り込み︑

供給をはかる方法も著えられてい

今園の検討では︑異体的に福島

る︒

用の経済性を乏しいものにしてい

でかつ経済朗なものとする必硬が

る︒しかし︑贈気薯業蕎として

動力疑の鰹滅︑省力化など禽魏的の大形化や熱輸送の困難さが︑利

あるとしている︒

今園はスリーマイルアイランド

無からこれらの全システムをドッ

ト︒このため︑設計では・システ

度から藤織第一原子力発電所の予

陸上旛設ではポンプで汲み上げる

方針だ︒

キングさせ︑実規模のモックアッ

ム金体の遮蔽性が大きな焦点とな

として縄排水を温籔に利用︑花や

中央躍力 協 議 会 は こ の ほ ど ﹁ 混

の温排水を駅構内の融鱗や取水口

﹁即尉解体方武闘を採用︒その結

プ試験に移行することになったも

にも翼鰍し得る﹂との観点から同

ため動力蟄がかかる⁝1等の問題

キンググループが検討したもの︒

温排水の荷効利周としては現の凝紬防止に利矯︑実直化された
りしている︒また︑海水淡水化試

ってくるのは︑い潔から十五〜二

の︒

協議会技術鵜発轡門委員会のワー野菜などを試験栽癌したり︑淡水

排水︒撲熟 の 萄 効 利 絹 に 関 す る 調

査研究報儀扁をとりまとめた︒

代替エネ ル ギ ー 開 発 ︑ 省 エ ネ ル

在︑一一十九の発難所で利用研究を

﹁地域振興に寄与し
儘協温排水有効利用で報告

また齪藁への利用では︑冬期のは︑その鮭雌両立堀や地域協力の

原子力発電騎について︑こう

原子力規制委員会︵NRC︶がまシンポジウム扁11九月三︑四の両

第

した方法もふくめて︑廃炉サイト

験も一応の成功をみている︒

なって進めている技術開発に繊乱

源度の問題等があり︑安働で織工推進などの観点から︑醜が中心と
能な熱交換器やヒートポンプの開

とめた愚慮地規準環に関して麟際

今後の灘題として水産への張網

の理想釣なあり方について予備的

課まで︒

謬論問い漏せは懲ぎ原産・副醐

欝︑ロンドンで︒

では︑①販水田展との差が七度C 発が必要だ︒地域冷暖鰐への利用的に協力し︑これら排出エネルギ

会盆を開く︒

この隠場は︑先月︑臼楽核エネ

な検謝を行う︒

ンプとそれに整物する吸収武論魔

は低温熱源で効率の醐いヒートポーの筒効酒用を灘展させることが
望ましい﹂と紬んでいる︒

である②発艦駈負荷の変動にとも

85

蹴慧

矯
ない水灘変化や撲出傳症がある③

360双

290以i

8

灘

ギーが叫け ば れ て い る 昨 今 ︑ 購 力

から放出︑ 廃 棄 さ れ る 湿 排 水 ・ 排

業騨でも︑ 発 難 所 な ど の 躍 力 施 設

熱を離離︑ 有 効 利 用 す る た め の 試

験研究が櫨 極 的 に す す め ら れ て い

ビ︑アワビ等の増獲殖が行われ

すすめ︑おもにタイ︑クルマエ

今回の報 告 は ︑ そ の 塞 懸 と 今 後

﹁つくる漁業﹂に大きく聾唖しょ

る︒

の課題につ い て ︑ ﹁ 温 欝 水 ・ 排 熱

水産以外の分野では︑醗業利鰐

うとしている︒

○

の萄効利用 が 地 域 に 審 与 し ︑ 躍 源
立地や霞力 輸 送 設 癌 の 円 滑 な 描 逸

7

電話254−1341（大代表）

※厚さは予の率の厚さをいう。
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FAO主催国際シンポジウム参加して
獲る漁業からつくる漁業へ一iFAO︵国都食樋農業機構︶︑E工FAC︵欧州内水面難業諮問委

璽に会し︑経験の交流をはかるとともに︑こんこの

員会︶共健の発電駈温水利用鷹際シンポジウムが五月二十八〜三十の三日間︑ノルウェーのスタパン

利絹の方満を探るのが今回の会議の圏的︒わが国をはじめ二十四か国から約二百四＋名が出席した︒

ゲルで開かれた◎世界の温水利罵養魚関係巻が

いま︑盤界の温水餐魚はどうなっているのか︒こんこの問題点は︒今團は︑同会議への参艇を機会に
気餌

方のような感じだったが︑ハード

議のハイライトなどを紹介願った︒

われわれは︑これに出席するため
スケジュールになった︒

て︑外に出るとまだ明るくて︑夕

十一時頃︑シンポジウムが終っ

で︑欧州を区域としている︒名称
五月二十六日にスタバンゲルに到

れる
EIFACはFAOの下催
都さ線
織ことになっていたため︑

欧州の温水利用の調蓋にあたった下水養魚開発協会派遇調査団の黒田竹弥氏︵温水協常務理事︶に会

世界24か国が
着した︒ところが︑折悪しく︑そ

り︑出席できない人がかなり出る

の翌嗣から航空会社がストに入

上からも各羅の知見を簗約整理し

だけ有効に利濡するために︑学術

て︑水と熱エネルギー源をできる

発展が予想される簗約養殖につい

シンポシウムの囲的はこんこの

岸海面漁業の問題も扱っている︒

は内水画漁業となっているが︑沿

ことが心配された︒そこで︑蛍催

一

適食糧縷 業 機 樋 ︶ と ︑ E 夏 F AC
国から約二百四十呂が出席した◎
蓄が協議して︑五月二十八日は開

が昨年︑三月︑西ドイツのハンブ

このシンポジウムの準備婁員会

ゲルで開催する計醸だった︒せっ

間︑ノルウェー雨部のスタバン

五月二十八賑から三十βの＝菖

の温排水と旙環方式の利用扁で︑

第一パネルから第六パネルまで

殖は〜番長時聞をかけて︑討議さ

の温排水利胴による纂約的流水養

基礎的な生物研究を十分している

感じたことは︑欧米では︑まず︑

また︑工学番が生物学番に協力

ということだ︒

学ばなければならないだろう︒ま

して︑施設を建設していることは

た︑欧来では︑日本より以上に環
境問題が厳しいので︑湿排水を冷

水することが多い︒このため︑養

却塔︑または冷却池で冷却して排
れた︒提鐵された論文は︑評論が

め︑恵まれた条件にあるといえよ

だった︒

った︒

う︒シンポジウムの討議の申で

魚の場台はそのまま利用できるた

発露所温排水利用養熊について

灘一の名は︑瀞末の兜覚著藤田東

二十︑実験論文が七十八欄にのぼ

短縮されたとはいえ︑第四パネル

て水戸薦に﹁県立原芋力館﹂を建

孝敬天神に

も︑温排水を養魚のために︑さら

て努力しているという︒

が︑年約三十鈴の生産冒標に商っ

主として︑丸池で︑饅本の養殖

に揚水する場台は︑よく検討する

方法とほぼ岡様︑しかし︑臼本に

必要があるとの態見が出ていた︒

なお︑欧米では︑立地の関係

教えることは何もないとのことだ

余り良い水とはいえないが︑企業

中が全然兇えない程濁っていて︑

った︒使編していた温排水は池の

で︑発電所の温排水は淡水の場盆

点がある︒端た︑一般に日本より

なり︑海水魚よりも飼育しやすい

た︒販売先は主として︑オラン

化に努力している姿には感服し

が多いので︑淡水熟の養殖が主と

気温が低いので︑発亀騎の温水を

千KW︒温排水臆は毎秒二＋五立

発電所規摸は︸二纂︑八十五万五

範設を見学した︒

の近くのフラボ火力発電駈の養魚

オランダでは︑アムステルダム

いうことだった︒

能についてはとくに問鵠はないと

ダ︑イタリア︑フランスで︑放射

有効に利用できる期間が長い︒

望まれる国際

間の技術交流
一
シンポジウムは五月三十臣に終
わったのだが︑航空会社のストは

方㌶だが︑これを全部アイセル湖

まだ続いていた︒したがって︑予

かった︒

に排水して︑生けすでコイ︑ソウ

定の視察場所を変更せざるを得な

それでも︑イギリス︑オラン

ギョ︑ニジマスなどを餐殖して

る
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参加し盛会
︵欧州内水巨魚業諮問委員会︶共 欧州の社会主義国も参加し︑欧州

ルグで開かれる匿︑藁囲醗学部の

かくの良い機会なので︑臼本から

ウムは二十九︑三十田の二日間に

あったが︑嚢初の計醐時間よりは

で開かれた︒北欧なので︑欝没は

所がここ東海村に立地を決めた二

患誠呉羅を蓉ぴ

原研が立地を決めた三十一隼当

ダ︑西ドイツの養魚場︑研究所を

つかう一から引胴したものだ︒

浜

を能く扶持するや卓立す索海の

湖の﹁正気歌﹂の一節﹁たれか之

その興立原子力館をひきついで

ーが︑ここ製麺村に移ってきた︒

時︑村の人口は一万一千入︑財政規

昭和四十二年︑原子力普及センタ

原子力開発の歴史から︑原子力

そののち茨城原子力文化センタ⁝

DRの模型︒

綴本で初めて置薬力発離したJP

底本騒初の原子炉JRR11︑
力P鼠館ということができる︒

野の視察麟の写翼︒

設した︒これが扇本で最初の原子

茨城原子力

センター

発醒︑核燃料サイクル︑環境保全︑

なり多い︒

しかし︑これを機会に温水養魚

開発協会が窓口になって︑できる

て︑この妄念の開発の促進に努め

だけ︑広く国際間の技術交流をし

なければならないと︑その思いを

ますます深くした︒

＼艶

このシンポジウムはFAO︵国 今回のシンポジウムは二十四か

催で︑IC E S ︵ 国 際 海 洋 開 発会
以外のアメリカ︑繭米︑アジア等
て︑こんこの方向を討議すること

江草周三教授を通じ︑本協会に連

なるべく多くの関係轡が出席する

短縮することになった︒朝は九鼎

今回の議題は﹁簗約養殖のため

からも出席した︒

会式だけ行って︑実質のシンポジ

議︶後援によって︑一蕉ぼど潮か

絡があったため︑原産の脇力も受

よう温水鏡熊開発協会から呼びか

の開会だったが︑午後は＋三半ま

ら計画されていたものだ︒

け︑江草教授に鵬鷹をお願いし

けた繕渠︑江草博士ぽか八名が錦

進展する養魚筆画

た︒その結累︑臼ホのこの方面の

席することができた︒

各国も企業化めざし全力

研究︑薯業に対する期待が大き

た︒

く︑多数出席するよう希望があっ
五月二十七鼠に準備委員会が開

原皐夷巌奪の綴颪
茨城原子力センターだ︒

そこは太陽の光がたっぷりと採

国道二四五讐線に面して約千二

いた︒瀦に︑ふ弓場があって︑樋

放射線︑将来の原子力である高温

視察できた︒そのうちで︑発電駈

り入れられ︑オレンジと白を基調

模三壬一遍万円︒それが五十三琿

叢叢櫨樹コーナーや園鷹︑整備

ガス炉︑核融命ilと︑原子力の 法人・茨城興原子力協議会・茨城

と名をかえ︑昨琿八月以来・社団

筥坪の前露︑その奥に間ロ六十メ

とした館内は︑顧子力に関するさ

の近く︑ブリッジウ男ーターのヒ

それぞれ国満も違い︑立地条件

も異なるのだが︑湿排水養魚につ
温水利嗣養魚を視察した︒発電所

いて各国とも種々に努力してい

水︒クルマエビ類︑ヒラメ︑ウナ
ギ︑カキ等︑礁々の生物について
約八年間試験した縮累︑ウナギが
良かったので︑一九七七隼から企
業化して︑現在はウナギだけ縫殖

池は十六面で千六蕩平方綴だ

しているとのことだった︒

水遼魚について視察に来る入もか

る︒外国から︑毎年︑臼本の温排
るという︒この発電所はガス炉で

と別の海水養殖会社が経営してい

ンクレーポイント原子力発霞藤の

していた︒

苗を生産して︑湖に放流して増殖
億円と大きな伸びを示している︒

で・村罠は何らかのかたちで原子

イギリスでは爾部のブリストン

温水養魚についてふれてみたい︒
原財力センターとしていまにいた

名称や管理する騒騒はかわって

力とかかわり︑原芋力とつながっ

村と原畢力はすっかりとけこん

も︑原子力の理解と協力を得︑儲

ている︒

村の人たちは︑二十年聞無事故

く︑埴輪や土器がたくさん出土し

Wだが︑海岸なので︑冷却水は海

の歴史に嚢づけられ︑？雌1のと 発電駈規模は四基︑頁八十八万K

きにも動揺をみせなかったとい

この辺の±地は飽くいにしえの

う︒

とらえている︒

ている︒東海村の﹁住みやすい﹂

︵方︶

という瞥からの顔がそこにある・

センタ⁝の特徴11﹁公益性﹂を ころから入々がはいっていたらし

電力会社のPR館とは違ったこの

北川一男幣務理嘱のことばは︑

がこのセンターの役割です﹂

﹁市町村と額業所の接点︑それ

照照は一止している︒

頼をうるよう県民ヘアピールする

っているG

にはそれぞれ二万八千人︑

二牽七

の階調
歴史と未来をとおして﹁原子力と

ネルや模型などを備え付け︑原子

は何か一の疑問に答えようと・パ

への階調でもあ

いる︒それは︑奨しい空間が織り

歴史

置ざまな悟報を眩しく包みこんで

原子力発祥の地に22年

二陣

⁝の中に足を踏み入れる︒すると

㍊
ん

荘厳 な

された駐輿場を横嵐に一歩センタ

な

紳

・受︑一鮎

障懲灘撚響

ートル︑奥行二十四メートルのガ

難

ンクレー塞イント原子力発開所の養魚場

囲薩

ラス張りのモダンな建物◎これが

騨肝

弘
三

なす︑

原子力開発のパイオニアである

している︒

力総命展承館としての機能をはた

鹿島灘の水軍線からのぼってく

茨城興は︑PR館でもパイオニ

﹁ようこそ東海村へ﹂

る︒

る大きな朝日をバックに︑臓本の

ア︒

﹁榮

東海村は昭和三十庫︑町村命併
ノ
促進法によって︑村松と石神の両
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馬鈴薯につぐ第一

鱗

︵四目原子力機関︶の三機関禽同の鞠門録金議で燭際的検討がすすめられているが︑今日の報告によ

めたため︑五十三奪終了という︑

また︑照射後の保禅について
は︑換気をよくすることで︑その
発芽防止期悶をかなりのばせるこ
とがあきらかになった︒研魏によ

通産政務次官

山本窟雄︵やまもと・とみお︶

区逡出︒

をふくむ十七の常設婁農会の婁穏

婁毅会に卿格した科学技術委員食

科学狡術婁員会の委鍛長には︑

擾を決めた︒

磯

三菱原子力工業株式会社

氏論纂中卒︒参院予算委員︑同

中村弘海浅を選熱した◎

久留来医大中遅︒建設︑防

申村弘海氏︵なかむら︒こうか

い︶

一

衛各政務次蜜︑党国対翻委員長︑

＝鷺需轄

畏崎二区選出︒

＝：＝︐一

外務︑通産︑科技庁の関係課長ほ

ン鉱由︑卜海手機械工場などの原

子力施設を視蟹︑関係賓と磁発な

なお︑澱饗宴の工十三臼には︑

討譲を行った︒

谷牧翻羨相とも会談した︒

三菱璽工業株式会社

に野田︑山本氏

国対翻鵜縄畏︒群馬県選出︒

衆院科学技術委

員長に中村氏

爾一＝＝︐一

道塵事ねぎの収璽期は八〜十月︒

かが︑※㈱側からは︑ノセンゾ岡

藏構想は︑米国が核拡散防止敵策

この太平洋使用済み燃料鷺定貯

講読の担当蓄が出席したQ

補ほか濁務省︑エネルギー省︑照

務次官補代理︑グリーン内務次懲

他の芝地の収穫期は四〜六月号
玉ねぎは︑暇穫後︑一〜一二か月
で発芽する︒

このため︑けんざいでは冷蔵に

の︑樹荷するとただちに発芽して

よって発芽を抑制しているもの

め︑その結果︑黙穰される各国の

上︑再処理の無期延期を各圏に求

ものにについて︑遠蛙洋上の島に

使用済み燃料のうち太平洋諸圏の

このため︑〜月から四月にかけ

しまう︒

ての端境期には︑玉ねぎの備格が

三十犀︶貯書しようというもの︒

貯藏施設をつくり︑一定期間︵約

醐騰する︒

さいきんは︑※国︑ニュージー

行は︑図説院第二機械工業部の

ップレベルから成る惣名の代表団

綿森力日鉱製作所副社長ら各界ト

長︑末永聡一郎三嚢重工副本長︑

理事畏︑伊藤俊夫関閃磁力醐社

長︑由本賢四一懸絶原子力研究下熱

動力蝉︒核燃料開発禦業繍理噴

円城轡強幾をはじめ︑瀬川息男

会長︶は二十三日の孜︑帰隅した︒

代表団︵馬長︒円城沢次郎原庶副

十三黛から訪中していた原鷹訪中

臓申協力の珂能性をさぐるため

表団が帰国

原産訪中代

ランド︑台漉などから輸入をは
かっているものの︑収擁期に比べ
て︑二億ていどの緬格になってい
るのが実情︒

にも安定供給が行われることがで
きれば︑ここでまた︑農業生薩︑
癒通・価格などの蕪で︑叛たな局
面が生まれてくるものとみられて

なお︑外困では︑カナダ︑ソ

いる︒

遡︑イタリア︑オランダなどで・

たQ共岡研究は臼巌双方の資金鞍 ※敵欝担当著聞の余愈で決定され

なお・実際のフィジビリティ・

：三菱原子燃料株式会社

政轡は十八臼の持ち回り閣議で
遡塵政務次窟には野田毅氏と山本

野田毅︵のだ・たけし︶氏張

窩雄氏を鎌継することを決めた︒

﹁齢謄鼎謄需﹁

衆議院は十八闘︑午後一時から

一

大法楽︒党調壷局次長︑新闘周

幣﹁需樺嘗一

本裂講をひらき︑今国会から常任

一

らは霜力中央研究所が︑来国側か

厘噸轄需噂︸

が︑いずれも︑照射によると蕎え

らはボーイング社の共同調笹によ

廻

長︑経済企画庁政務次實︒熊本一

蔵を行えば︑商晶纐値を下げるこ

わが国の玉ねぎの㌫藤地は︑北

られる膨響は認められなかった︒

協議には酉木側から矢磁部嘩彦

いるQ

っておしすすめられるとみられて

後︑やはり三〜五度Cの低温跡藏

賀︒このうち︑全坐灘灘再十万踏

海通︑兵擁︑大阪︑和歌由︑佐

となく︑保存できること︑整磁

間を霊か月︑延長することができ

﹁発電用熱機関協会﹂内に原子力

る毘込み︒

専門検蕉機関を設置することにな

五面万円が予疋されている︒

一隔冒

玉ねぎの照尉が許刺されている︒

一

苅欝部長︑華覚副部長ら中岡首脳

厘﹁騨鼎需¶
一

検討喫緊としては︑鞍懸的︑経

鞠齢一謄■響

繕的︑制獲的な開澱めほか︑健

﹁備＝四目．一

イトに位撚する使用済み燃料貯蔵

R賠載︵原子力発電所とは別のサ

雑な悪見を交換したのをはじめ︑

と︑鐵中協力の可鮨性について埜

二＝＝

定検一訓あたりの経費は約四千

響て麓傑する︒

気響藁脅︑電機メーカーの協力を

異好のうち経験蕎五＋犠は園︑電

八名の酎六十訴名とし︑これらの

離四十七名︑技術劇務スタッフ十

支部︑広翻支部を予定︒マンパワ
以上のことから︑放射線処理に
1については磁面三年間に検査流 よって発芽を防止し︑その端境期

組織は︑本部︑東票支部︑大阪

︵五十三年︶の三圃を占める北海 外務省科学技術蓼藍霧をはじめ︑

を行うことによって︑照射璽適期

また︑照射玉ねぎと罪照射玉ね

ることもあきらかになった︒

ぎを区別する力法として︑成分・

と非照射玉ねきを区別する有効な

したが︑二〜十五詩ラト照射玉ねき

酪素廓性や静菌力に懲冒して検討

も︑八か月貯思慕の健金な玉ねぎ

放鮒能︑栄養成分の変化・異當成

一方︑健全性については︑誘纒

の特記は︑照射していないものと
沈べると囚︑五億高く︑七〇％以

働率の向上をはかるためには原子
力轡門検査機闘の設立が必要との
観点から︑今啓四月から確備会を

り方を換黒していたもの︒

設け︑その翼体的な設立方法のあ

それによると︑原子力騨門検糞
機関の法的性格は﹁国の検竃業務
の代行を行うため中立で社金的僑
頼の綴られる公益の財國法人﹂と
し︑国の捲轟監鶴をうける︒

具体朗には︑公霊財囹法人とし

一輔色目
一扁

て技術的能力をもち︑溶接検査箸
一円囲曹・一

使用済み燃料

康︑安全︑法制︑潰境保全を念む

研究所︑ウラン鉱山地質研究飯︑

北熱のウラン稿錬研究所︑原電力

広範主な項趨にわたる予定︒ま
た︑太平洋地域の関心ある酬など

ため︑縁定貯蔵は核拡散防止およ
び世界的なエネルギー講勲への対

施設による貯蔵︶が必要とされた

太箪洋使絹済み燃羅懸定貯蔵構

湖伽省の衡陽︵こうよう︶ウラン

群発な実施灘姻については︑約

ディの進捗状況や紬梨が題目され

に対してはフィジビリティ・スタ

その鈷果︑鰯来双方は︑共食フ

も指摘されたように︑霧来︑世興

懸で約二卑間の予楚Q田本は今無

スタディにあたっては︑田然側か

優れた技術と品質を誇る

〆▽謂三針

梼錬工場︑薄曇︵ちんけん︶ウラ

応において長躯であろう旨が確認

ィジビリティ・スタディを実施す

︵実瑚岡能性の研究︶に関する沼 された︒

・霞が閲の外務省で行なわれた︒

※協議が十六臼から三臼間︑榮崇

的にみて使灘済み轡籾の大隣の取

る︒

腰歯舞に約四千万円を訓上してい

三か月以内をメトに開催予定の臼

上が予潤されており︑その結果︑

る見込み︒

灘際的京たは多国間ベースのAF

︿ノ岡の協議では︑INFCEる
でことについて懲晃の一致をみ

ろことになっている︒

想のフィジビリティ・スタディ

総〜滞日︑外務衝て

で日米協議

の横査貰務について実績のある

た︑照射後︑三〜五度Cの低温賠 分の生成︑灘性試験などを行った

上にのぼることがわかった︒ま

稼働﹂率向・上へ新⁝機関⁝

とがわかった︒

と︑ヒ〜十五詩ラトが必要となるこ

って︑いよいよ︑わが岡もその商務化へ向けての一歩を踏みだすものと期待される︒

食騒照射研究運蟷会議は︑昭和たが︑研究の進捗状況に応じ・謝

って策窟された﹁食酪照射研究基

照十一難九月︑原争力婁舞会によ薩の罠碧しを行いつつ研究をすす

士葦のロング・リサーチとなつ

発茅防止のためのジャガイモ・玉た︒

本誹画﹂にもとづき︑これまで・

報鰻によると︑発芽防止に必要

方法は兇いだせなかった︒

照射玉ねぎの健全性については︑FAO︵国燃費擬軽業機構︶︑W疑0︵世界保健機構︶︑IA￡
A
ると︑たとえ換気をしない場△口で

および灘性のいずれも︑問題とすべき煎は認められなかった﹂とする報嬢霞を同婁二会に提娼したQ

きることがわかった︒まだ︑照射による健全強は︑誘灘放射熊︑自判成分の変化︑異常成分の隼成

の水女子大学教授︶は二十二鐵︑︻照射玉ねぎは︑墜温申で︑収睡後八か月間にわたり発芽を防止で

原子力委顕会︵委殿鐸・申川一郎科学技術庁長官︶の食下照射研究運碁会議︵主査・藤巻正生お茶

N闘の醗究成果を発表

細

謂聡原子力検査センター
電気覇業連禽禽は十七懸開いた

い関心と姿勢をしめした︒

と述べ︑科学技術行政に対する強

そして︑大きな課題となってい
る原子力立地については︑昨薙の

仏訪問などの経験もふまえ﹁？M
三脇故にも左撫されず︑原子力麗
発になみなみならぬ力をそそいで

院議昂◎滲議睨議運委理事○欝由
梨選幽︒

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

躍購恥

三菱PWR燃料

三菱金属株式会社
三菱電機株式会社
三菱商事株式会社

ています。

ねきの研究を終了︒特にシ∀ガイ

るまでの期闇︶中であれば︑二詩

は︑休眠期間︵収穫後から発芽す

モについては︑隈生雀の許可を得なコバルト60のガンマ線の照射緊
て︑昭憩四十八薙から南場にでま

わっている︒

ター﹂︵仮称︶を十月一騰からス

九難題社長盆で﹁原子力検査セン

タートさせることを決めた︒原子

︒トで十分だが︑休眠期間後︑内嗅

ぎは︑ジャガイモと同じく︑照和が伸長しはじめる休眠覚醒期に入

力発賑所の安立を確仮しながら緊

今園︑報鰻をとりまとめた玉ね

賭し︑内芽が二〜三讐綴になる

い︒科学技術一1その振興に・
力を入れれば入れるほど︑田本の

いる仏の姿勢に︑深い感銘をおぼ
った︒

えた︒わが国としても︑霜源立地

鍋卑公友︵たかひら・きみとも︶

◇

ばならない﹂と語った︒

地響の打開をはかっていかなけれ

地域への避兀などをとり入れ︑礁

これか

氏

県会議長︑煮染党員由撮連幹襲踏

建山県立滑川商業卒︒県議︑

いたので・よろこんでいる︒わ

のある中川長窟とともに︑その重

島まってくるものと懇う︒行動力

も︑ますます墨摺農のウエイトが

っている科学技術は︑こんごと などを経て五十二年七月より参議

が圓の幅民生感にふかくかかわ

ら

の分野で活躍したいと思って

ら︑科学技術庁のような

﹁まえ賜えから︑次窟をやるのな

次冨に任命されたことについて︑

晶平次官はまず︑科学技術政携

未来はあかるくなる﹂と力強く語

要施策をおしすすめていきたい﹂

齪＋二奪から研究がはじめられると︑内芽の伸長に応じて線量が
た︒当初は三璋猷醐でスタートし
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繋圏．懸翻⑳塞禽
NR年
C内に麟彫勘レ作成
@だが山積する赤解決問題

で実施すべきでないとの批判も出

＆象

原子力発庵所の安全呂標の設定

ている︒

は一iなどの諸問題を解決しなけ

のか④他の社会的リスクとの関連

フランスの

ベツシーヌ︵オート︒ビエンヌ

︹パリ松本駐在鼠

仏ペソシーヌ

ン集会開かれる

第一回欧州反ウラ

については︑①NRCの政策指針
海距

とするのか︑あるいは許認司の具︑

体的規則とするのか②公衆の原子
力に灼する理解に寄与するか③原

ッフが頁剣に安全閉会問題に取り

いうものの︑NRCおよび同スタ子炉設計蓄は何を達成すればよい

動きがスピードアップしてきたと

組んでいるかどうかを疑問視する

折が予想される︒

は罪常に危険であるとして︑原子

属住している︒このため︑同原発

まった︒年間処理能力は瑚百ナ︒

料辱用とすると渓定したとき︑決

のセイニ・クンチェ大統領は︑こ

門パリ松本駐在鼠︼ニジェール

クウェート

力批凋派の﹁憂慮する科学者同
ニジェールのU
盟﹂︵UCS︶が︑二︑三弩機の
開発に資本参加
運転中止を要求していたQ

NRCスタッフが︑立地条件︑
設討︑公衆の防護描置などさまざ
まな観点からリスク評価を行い︑

参加とイムラレン・ウラン鉱山開

ゲ鉱山会社︵SMT7︶への資本

ウェートではタッサ・ヌタグハル

﹁インディアンポイント原発が高 のほど中藁諸国を歴訪した際︑ク
人口密度地域にあるという立地条
件の悪さは︑同原発に余分に据え
付けられている工学的安全装置に

発に出資する協定に調印した︒

SMTTのウラン鉱幽の埋蔵賦

は約二万沙と見穰られているQ同

社は一九七八無ニジェール鉱頗資

原子力庁︵C￡A︶の子会社CO

源局︵ORARHM︶とフランス

て設立しだ︒採掘はムニ年開始︑

一方アーリットの南七十詩綴に

年聞千五菖ナ生産の予定である︒

あるイムラレン・ウラン露虫は︑

び護国のコンチネンタル・オイル

COGEMAが0聾AREMおよ

と共同開発している︒現在エンジ

なお︑ニジェールは七九隼にウ

始の予定︒

を納めております。

取り縮んでいる立地・炉心損傷規

スタッフ軍籍を受けてインディ

きころNRCに報告した︒

県︶では七月五︑六両日EC︵欧 よって︑相殺される﹂と結論︑さ
州共岡体︶九か国からの代表約六
十名が集まって第一圓欧州反ウラ

の土木建設工事が進行中で︑八一

ノチ、ボ

向きもある︒また︑NRCが現在 ればならず︑今後かなりの粁余曲

則作成手続きは︑安全醸標の枠外

SDV排水系に原囲

インディアンポイント原子力発露

年には機械縄立てを行い︑八二薙

フシセイコーは永年金融機関に対し、金庫室

来国では︑原子力発霞所について定鰍的な安全国標を設定しようとする動きが高まってきている︒
とくに︑薩業界は︑門原子力発醗所の規制が︑実用的な安全冒標に基づいて行われていないため︑規

止につながっている隔として︑安全呂標の早期設定を強く要望︒一方︑原子力規制委員会︵KRC︶

アンポイント原発の運転継続は暫

︵睡定︶を全会一致で決定した︒

所期︑三腎機の運転継続の許両

気

種

制が不当に厳しくなる結栗︑原子力発電所の許認可期閻や建設下間が長引き︑ひいては建設計画の中

ン集会を開いた︒簗会の主懸者は

米ブラウンズフェリ⊥二号

現在進行中の原子力安全許認可会

定的に認可されたが︑最終的には

GEMAが七十億CFAぶ︵一億
議︵ASLB︶によるヒアリング

リモージュ地方ウラン代替簗団︒

して︑環境保護とウラン鉱山など

査実施局は︑BWRのSDVグ
排リ
出ーンランドからの代表も参艇

手続きを経て決定される︒

四千万フランス湯︶を折半撮資し
について意冤を交換した︒

NRC全会一致 黒鉛炉用燃料貯蔵
仏マルクール

施設八二年操業へ

関連衷項⑧手動による制御棒挿入

︵SOMAIR千七百八十ナ︑C

ラン鉱三千六颪二十誘を採掘した

OM工NAK千八百照十沙︶︒

ほど︑参事院︵行政裁判所︶に︑

A︶と︑自然と進歩協会は︑この

︵颪三十万KW加庄水型炉二等︶

ノジャン・シュール︒セーヌ原発

の公益薯業認可政令は違繊という

提訴者によると︑①政令中にオ

提訴を行った︒

ーブ川ダムと原発付属施設につい

っている③環境影響調査が不十分

ての記述がない②支出評価が間違

の欠如llを違懸の理由として挙

④安全性措麗に関する畷確な情報

同原発については︑参事院は張

げている︒

︒↓る畷
一二月十一日公益事業として適当

ための土木工事は約二か月前に始

だという意毘を表明した︒建設の

⑭金庫つくりの豊かな経験か、原子力事業にも生きております。
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ブ県︶自然防衛協会︵ASDEN

マルネ・シュール・セーヌ︵オー

︻パリ松本駐在園︼フランスの

反対派が握騙

い︒MARI四〇〇の建設は︑七ノジャン原発の
公益認可は違憲
九年九月プアーグ工場を軽水炉決

住醸長ケ⁝ス
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↓5
頃765432
クアノト﹀

防水扉、遣

ハ

においては︑原子炉規制周が安全目標に関するポジション・ペーパーの年内完成をメドに作業を進め

ている︒また︑原子炉安金諮問蚕員会︵ACRS︶も独臼の検討を進めており︑今年十月には結論を
ブラウンズフェリー原発三弩機

系は
︵BWR︑頁六万五千KW︶で
舗︑格納容器内に通じるもう一

つの排水経路を設けるよう簿示し

欠であり︑さらに社会・政治的プ
御棒の一部が炉心に入らなかった
た︒

については︑来原子力産業会議
ロセスにおける慎重な検討が必要
︵AIF︶がさきごろ開かれたA
事故について︑当芋力規制委員会

インディアン

で運転継続許可

門パリ松本駐在硬目フランスの

来原子力規制委綴禽︵NRC︶ マルクール原子力センターでは︑

手順⑨長期懸頼性研究と改良⑩電

下半期にホット運転を開始する︒

び被覆材除去施設MAR一四〇〇 ニアリング研究中で八二葎採掘開

黒鉛ガス炉勘定済み燃料貯蔵およ

ドレスデン三号機とブラウンズ

インディアンポイント原発は︑

概造への転換を生じるという︒と

門﹁虚業練㎜はクロスの大簡工7ルキー繭門囎て 曲嬢二 蕊 四 黒はごれでれ大舞同役噸の
回思潮門三年 五年 七鉾 九年﹂対応する正気工牢ルヤー繭釣瞳冷テデ

至ニクア・卜人並㎜X↓のト四＆㎞

細π碍三田囲難山凹田瑠四躯・︐囲肪励・︑旺田︒剃覗

皆
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大陽執暖募によるエネルギー節約蟹︵卑位

ある︒

まり︑完成は一九八六年の予定で

各種放射線矩

まいりました。

今、こうした経験を生かし、原子力の各施設に

とりまとめる予定だ︒

がないため︑※国民は磁接・間接

CRS会盆の席上︑①個人の死亡であり︑相藪長柱月を要する﹂と

﹁安全性についての明確な欝標

に多大の損審を被っている と︑

︵NRC︶スタッフは二十一巳︑ 険蛮実施局と原子炉規制周は︑

述べている︒

率薩十の欝五乗／無②簗腰リスク

ラム試験の結梁②排出モードの結

七月二十九陵から三B間︑①スク

六月にストックホルムで開かれた

・ディスチャージ・ボリュ：ム

﹁スクラム試験の結果︑スクラム

よるリスクが全人為リスクの

％

国際PAワークショップで︑原子 基婆110︒一／千MW・奪③コスさらにレビン氏は︑門原子力に

力安全解析センタ⁝︵NSAC︶ト・ベネフィット墓準騰百が／入

事象④翼空警報の構効性⑤各二水

ポイント原発

水の排出が不十分だったことが事

に対する運転員の即応性⑦放射線

監視機器の信頼性⑥火災SLSC
は十一鼠︑ニューヨーク州にある

フェリー〜弩機でのスクラム試験

力会社の努力の可能性⑪告示に対

渠③全施設で観察された典型的な
︵SDV翻スクラム排出容器︶の

彗未定一1の囲標値を仮提案して い﹂としながらも︑﹁原子力薯

・レム④炉心損鰯騒騒の発生確率

故の原因になったとみられる﹂と

れは媚百万熔／爲の石瘤一年間分

ならば︑それほど重大な影響はな

る︒同所長は︑原子力発電所の許

のゼブロスキー所擾は述べてい

NRC委員に報議した︒

際PAワークショップでの講演で ので︑知者三園は原子力以外の全

によると︑スクラム階に噛ちに排

また︑NUSコーポレーションめ人類の知覚になじみにくく︑多

いる︒

故によるリスクは比較的新しいた

認可や建設の遅延の結果︑米国罠
は︑これまで発電鰍にして一億蕊

人為リスクで寺門のもの︵飛行機

くの人々に十分理解されていない

﹁うまく安全冒標を設定するため

長のケースで採り入れた場合︑二

りわけ︑鉄鋼叢界では石炭︑さら

うことになる︑と結んでいる︒

かえって短期的には逆効粟を招

単一の資源に拘泥して他を排斥す
や
ることなく・実際にいつエネルギ

し百漣を除表しなければならな

八三隼までには被覆材八十ナない
の距離にある︒来国でも鍛高の人

ニューヨーク市の北方五十瞬以内
し禽うため電力会社と合同会禽を

出するはずのSDVヘッダーが機する対応への学事⁝一について寒
能しなかったが︑これは明らかに

墜落事故︶のヤ分の一に設定する

口密集地への近接立地となってお

には︑ベネフィット︑コスト︑リ

千万KW︒年を損失したと説明︵こ 副社長のソール・レビン氏は︑国

に相嶺︶している︒

安全畠山の設定を求める産業界

している︒

もつ予定︒

年までの太陽エネルギー利用状況

〇〇〇年までに炎然ガスや石油の

にアルミ業界の場命は石炭火力︑

トがある︒それとの比較をしなが

る︒来国がエネルギー勉機に際し

︵二〇〇〇隼までの太陽熱暖房
による翼献度の曲舞結果を図に示
してある︒太陽熱暖房︒給湯設備
の製造︑設置に要するエネルギー
投下蟹︑これら設備が稼働して︑

陽熱暖房絵湯システムの実用化を

き︑実際には在来エネルギーへの

ーを必要とするのか︑定かな翼通

は述べている︒

︵顕魔・調査資料窒︶

り︑五十碍以内には千七首万人が

排水が不十分だったためであると

について政府雀庁問で行つだ﹁太

ような大累な暖房繊料は簡約さ

安全国書設定に対するNRCのしている︒このため︑NRCの検

な開発に何も問題点がないのだろ

陽エネルギーに関する鑓内政策再

原子力そして水ヵによる篭気︑つ

定義する騙れた方法の閣発が不可

けでなく︑ベネフィットを麗的に

の要墾は︑とりわけTMI窮事スクを購一スケ1ルで籍糊するだ のが露呈であろう﹂と私見を発表
安全霞標に対する産業界の薯え

後︑強まっている︒

うか︒

二八八三四︶と題する分桁レポー

評樋﹂︵一九七九年一蔦11丁王Dれ︑翻要が減るが︑石炭と原子力

太陽エネルギー利用の一形態で
あり︑最近︑米国でも普及しつつ

らウイップル論文では︑能動武太

て︑太陽熱暖房の実施を急げば︑

への舗要は逆に高まる︑としてい まり国産の鍬料使馬にむしろ向か

ある太陽熱暖房・給覇設備の製造
と欝欝に係わる難題点を摘出した

論文を紹介してみることとしよ

臣

太陽熱利用設備の投入・欝日q自自食良食食Ω食自負目自禽自良食食食孟

節約より誓・轄換効果

ー躍など︑試算に係わる前握につ

それによって節約されるエネルギ

いては︑本欄では省略してある︶︒

う︒週刊誌サイエンス︵四月十八

學急に推進しだ鵬命︑それが米国

うわけだ︒

翻要が高まることになろう︑とい

ｴ子力と太陽熱の共存時代へ﹂
三子︶に投稿した﹁太陽熱暖房の

のエネルギー供給にどのような影

将来のエネルギー安定確保は︑

エネルギーへの影響﹂と題する米

消費構造から︑工業部門での隔要

ば憐窄・商業部門でのエネルギー

スリーフ、ライ巨費

放射線廼蔽扉、スリーフ類、及ひP．P．システム

1

扉とセキュリティ・システムを開発・拠出して

各
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次代のエネルギー源として今︑

太陽エネルギー開発の行方が番騨
から注醸されている︒このエネル
ギーがもつ魅力は確かに大きい︒

べ栖渇する心配もいらず︑また産

石疲︑石炭のような化石鰍料に比

出国からの禁輸あるいは領上げと

いった一方的な措國に輔かされる

石油に代わる現実的なエネルギ

躍力研究所︵鼠PRI︶エネルギ響を与えるのか︑それを調べるこ

こともないだろう︒

ー源の候補に原子力と石炭だけが

詳細は原文を一読願うとして︑

し立案の難しさを︑晒にこの論文

取沙汰され︑この魅力的な太陽熱

ー研究センターのC・ウイップル とに醸醜を麗いている︒

結論を誘うと︑太陽熱暖房を急成

ただし︑太陽熱設備を灘入すれ

開発がなおざりにされているので

米国ではすでに︑酉魑工○○○
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いものばかりで︑しかも実戦に即

祉に勤めていて︑夫婦そろって数

ネラル・エレクトリック︵G鼠︶

が︑いずれも被女たちの炎がジェ

ことがあったということだ︒彼女

磯間藁京あるいは福島に滞噛した

帯に十余の会場で︑パネル討論と
ワークショップが︑いっせいに開

したものとなっていた︒岡﹁時閥

催・いずれの会場も満員で︑参禰

ッカ⁝を買ってあげると﹁アリ

たちの罵している町民二三のステ

ガトー駄﹁伽羅キエ賦という講本

暫は熱心に講師の蹄に耳を傾け︑

罪常に残念なことには︑われわ

しきりにペンを走らせていた︒

てくれるコーナーが備えつけられ

ムV◇◇φ＄

からは︑雲水の単の根推燃運動の

製繕醗に阜変わりQあるカナダ人

幅に増えたということだ︒市罠団

使われているパンフレット︑バッ

てくれる始末であった︒

ためにといって︑一がをカンパし

ということだ︒わたしが巳本人と

集眼隊

表彰式は一つの宝物で

あった︒これは︑来園を電力不足

表彰

す

に追いやり優蹴を趨こすのに質融

した霊要人物や機関を

るというもの︒ヤリ玉にあげられ

たのは︑ゲーり一・ハート上院議

撮︑モリス・ユダール下院議員︑

ls電⑪磯翻y奪翻臆㊧評騨翻電1》⑲篭⑪⑩臨腰⑪鵬1◎翻◎1翻
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第二囲金栄市民大会か
一

日本原子力産業璽議は︑六月十四日から七月三瞬まで︑爾力会社︑メーカーの代表からなるパブリック・アクセプタンス︵PA︶

ていたことだ︒わたしも︑﹁饗と

のシカゴでは六月二十六日から二十九臼までの陽溝闇︑第二圓エネルギー推遜金米市民大会に参噛した︒この二字騒の大会には︑

問題調糞グループ︵団長・巌ホ膜鐵本膜子力文化振興財団常務石質︶を欧※に派写したところであるが︑同調査グル⁝プは︑米国

かった︒しかし︑われわれ園員一

子供の生活を守るために原子力を

展示会でとくに面白かったのは

同が︑全米箭蔑大会の騨睡気に薩

擁護する﹂といった内容の標語を

れPA調査グループのメンバ⁝が 語がかえってきた︒

に触れることができたということ

少人数だったことや︑語学の問題

は︑大きな成累だったと思う︒な

もらったところ︑先穆のGEの奥

臼本語でしたためてバッジにして

適発︑﹁メイク・アナザ⁝・ワン

と︑たちまち﹁ワンダフル！﹂の

問するので︑萸語で説明してやる

ってきて﹁どういう蔵味か﹂と質

さんや数人の外二人が誤わりに霧

お︑二十八日の国際エネルギー溝

入である工業開発研究所の水

展示会︑ 停電隊

きウきム

した︒

口哲氏が総策の状況について講演

の

勢に関するパネル討論では︑圃員

全州から八十にのぼる各種認館︑千人の話動家が謬加︑原子力推進へ向け︑済民レベルから︑豊麟な体験とすばらしいアイディア

全米に瞭原の火のことく生れて

た︒電力会社︑石演会社やメーカ

それをその場で簡単にバッジにし

プロ・エネルギー︵エネルギー推

きた融の根面濃縮体︒彼らは︑ま

ーなどのエネルギー閣適企業の広

自分で好きな鷹集や標語を欝けば

進︶の市民圃体が二百位できた︒

さにボランティアであり︑別に本

は石製の黎民団体の他に︑全※工

二＋七二の展示会︵アドボカシ

学技術者の会なども参加︑全部で

うことで︑わたしはバッジの下絵

してかなり参加していた︒大会肇

ー・フェア︶には︑各帯民醐体で

・フォー・ミー︑プリーズ﹂とい

国機械工学会︑鱈気電士技師協

比べて箭民國体からの滲艇蕎が大

務縄によると︑農圃は前回大食に

草の櫻活動家

エネルギーの安全保鶴を求める科

会︑国際電気労働霊芝皮愛会議︑

と
表彰式の行事も

学会協会︑全米航窒字霞協会︑米

のほんの一部しかフォローできな

十人から数十入の小団体を黒める

職をもつている︒これら市田騒体

展︑拡大してい争﹂とが大切とい

その仕掛け人となったのが︑草

報担当部員も

もあり︑これらのワークショップ

後︑原子力技術は︑発電という安

と︑その数は千〜二千に還すると

がお璽いに日動経験を分かちあい

ーの会﹂︑﹁ニューハンプシャー

い︒

う意見が劇てきても不思議ではな

の根運動の調萱と幅広い広報誌の

国原子力学会︑米国土木学会︑米

をもりこんだ発表が相次いだ︒その内容を︑以下四ページ窪で紹介する︒鐸小林雅治箭特派澱︑写翼も

和利用に供することになり︑民聞

いわれる︒大きな市民國体として

供給を求めている︒

れた︒そして︑今や︑原子力を霞

は︑﹁エネルギー自立を求める来

発祥

めエネルギー閥題は︑為政書や企

市罠運動のテクニックや情報提供

ひウヨウリ
原子の火

O＄為▼◇◇
イリノイ 弼 北 部 ︑ ミ シ ガ ン 湖 南
業だけでなく︑一般帯罠も深く係
国人﹂︑﹁トータルエネルギーを
を通じて︑草の根運動をさらに発

・エネルギーの函﹂︑﹁オレゴン

︵軸力会祇とメーカー︶に黍渡さ

西部に張国第二の都市シカゴが
わりをもつ蒔代になった︒その慧
求める市民﹂︑﹁女性とエネルギ

の地シカゴで開催

ある︒シカ ゴ は 別 名 門 か ら っ 属 の
味で︑原子の火発祥の地で市民大
会が開かれたというのも︑何か象

・エネルギーの階﹂︑﹁萎黄とエ

町﹂﹁米国 の 会 識 都 市 ﹂ ﹁ 静 静 の
ス⁝パーマ ー ケ ッ ト ﹂ と も 呼 ば れ
徴的な気がしないでもない︒

ネルギーを求めるニューメキシコ

リウきウ
人﹂︑﹁全来都市遡盟﹂︑﹁ウィ

80数団体が

ている︒わ れ わ れ が シ カ ゴ に 入 っ

りで︑湖騨 は ︑ ヨ ッ ト を 楽 し ん だ

スポンサー
発行で急速に顕角をあらわしてき

テージ財団が︑全米の箪の根運動

たヘリテージ財國であった︒ヘリ

スコンシン・エネルギー逮台﹂︑

挙するときりがない︒

﹁原子力を求める米国人﹂など列

φO＄φ
米国では︑一九七三隼の石油危
機を契機にして・エネルギーに関

などが展承あるいは販売されてい

ジ︑模型︑？シャツ︑ステッカー

の活動象に呼びかけて︑昨奪ご月

体からの個入参螺髪が二十五がで

これらの帯罠繊体の＆前からわ

八十数団体が加入している︒

心を持つ圏民が増えてきた︒労働

いうことで二人の琿配の女性︵帯

つCBS︑スター

スず・コラウニ翌醗i武豊継アイソトプ部

讃

※説明書、見本をお送りします。

り珊光浴に 興 じ る 人 で 一 杯 ︒ ミ シ
ガン湖は︑ 璽 溶 け 水 が 流 れ 込 ん で
いるため冷 た く ︑ さ す が に 泳 い で

いる人は見かけなかった︒

この湖畔 と 世 界 巖 高 の ビ ル で あ

るシアーズタワー︵閥薦八十四

大会のプログラムは別表のとお

民活動家︶から薦をかけられた

護庁︵旦PA︶︑原子力規制委

環境審議会︵CEQ︶︑環塊愛

公益廓業委員会︑カリフォルニア

員会︵NRC︶︑ニューヨーク州

ットワークの

州エネルギー委員金︑全米三大ネ

ングラス︑アメリー・切ビンスな

どの面々︒

NRCが表彰された理幽は︑T

える影響が小さかったにもかかわ

MI薯故が公衆の健康と安全に与

らず︑非寓に影響が大きいという

ように大げさに取扱った﹁チキン

・レバー﹂︵解っ薫が小さいこ

イリノイ・パワ；祉のクリントン

と︶を皮肉ったもの︒CBSは︑

上子力発廟所の建設に関趨して︑

不正確と偏兇に満ちた特簗番継を

衷彰された︒

放映し︑視聰麿を繊わしたとして

放射能除染剤

デ瓢ン9⑪

無リン酸洗剤

鹿圏購

聞たのは査二宍瞬︒璽の翼っ盛

業
産

た︒この展承会の場で気付いたの

ップの各テーマは︑非常に興味深

りで︑とくに五十四のワークショ

一

二十七日の午さん会に催された

あるのに対し︑企業からの個入参

ワシントンで第一圓全米一一大会

加蟹が一薔五十がで︑ポケットマ

かるように︑一般的に彼らは︑原

リウきムハソ

組食麟や〜般満民は︑蔭接灘用と

が開かれ︑嚢陪臣想の四百人を大

パブリックスピーキング、難しい質問への答え乃など

勤めている爽さんの役剛が大きい

だが︑縮髪還動の一つの漂動力と

子力推進だけでなく︑節約︑石濾

テーマがずらり

弔民グルーフをいかにして総緯醤撫するか、エネルギー経漁学、

とを添していた︒

実戦に即した

の関遮で︑またエネルギー価格の

幅に上目る八百人が参加した︒

φ＄08

灘残グループのための黄貧講達）去、80〜81fF慶のエネルギー｝鮭進戦略、
放射線と健康、エネルギーと農業と食縄、エネルギー廃棄物の処分、
エネルギー生産利鴎のリスク、稽穿技術書の役罰、メディアへの働きかけ、

層︶のほぼ 中 間 に ︑ 部 塵 数 二 千 余

しかし︑ヘリテージ財団だけで

シカゴの第二回大会には︑千人

して︑爽がメーカーや電力会社に

は︑資金的にも入的にも制約があ

以上が参加︒彰著を問わず︑さま

する南民を璽視した大会であるこ

石炭︑地熱︑太陽︑バイオマスな

薗大会から

社会倫理悶纈とエネルギー、エネルギーをめぐる罎論の動織、
エネルギー不建の亀険、石炭の蔚途と悶題点、原尋力の酌途と悶題点、
太陽など新工ネノしギーの繭途と難題点、魍際エネルギー摘勢など
ワークシ鷺ップ（計54セッシ謎ン）

轟

ネーを出してはるばる大金に参加

上昇が生濡蟄にひびくため︑一方

どあらゆるエネルギー源につい

るため︑シカゴの第

華近くを占め︑薇の根写声におけ
る女性の役劉の璽要性を示してい

バネノレ甜講（講鴛セッション）

力整の羅ある二型ホテルの中も
女性︑嬬入魍は︑人生や子供のた

て︑既存のエネルギーの衛効一

は︑法入齪体﹁八O薙代のエネル ざ濠な職業の人が参加︑女性が華

パネル討論とワークショップ
コモン「つエルスエジソン三口長童催晩さん余
お祈り 削隔日キリスト教会協議片理纂｛蔓 W＄カリー
エネルギーとその白金遂劃こおける慧味

外気の羅さ に 劣 ら ず ︑ 熱 気 に 満 ち
め︑あるいは生湧水聴維持のだめ
躍︑鉱毒エネルギー︑新エネルギ

ギー財獺﹂が主催蕎となった︒

エネルギーに対する労鋤蓄の立魏

ハウスの四 階 の 千 入 は 収 容 司 能 な

ーの技術︑経済︑覆境などと矛濃

トータルエネルギーを求める薦鶏代表 Kクールマン
単記のエネルギー われわれが一矯にできること

子満ちていた・というのは︑パ寺一
エネルギー不漁やエネルギーの安

しない形での開発利絹促進を嘱

﹁八○隼代のエネルギー財繍﹂に

た︒

え︑エネルギーの安金保瞳と安定

⁝

展示会σアドボカシー・フェア膏）では、各宙浅グルー
プが、模型、パンフレット、スチンカー、バッジ、7シャ
ツなどを展示あるいは販夷していた。展承会は、藁の根濃
動號たちの電器・交流の場でもあった。

定確保の問題に関心を拷ちはじめ

ここ二〜三鋸の聞に︑独立しだ

パネル討論とワークシ遡ップ
展示会（アド1ボカシーフェア）と立食パーティ

階︑六階お よ び 地 階 に あ る 三 十 人

求ざまな部 塵 十 五 蜜 を ︑ 四 臼 問 に

第2窃穴会共購議長（前FPC委翼侵）JCスイドラー

から ⁝頁人位を収容できる大小さ

わたり儲り き っ て ︑ 第 二 回 エ ネ ル
ギー推遜金 ※ 市 幾 大 食 が 開 催 さ れ
たためである︒

エネルギーの敷治穿

原グランドボルル去︑奮に三

翔
物

パーマーハウスの陶十菌摺には

THIソー
8G年代のエネ1レギー財翻会長

Mマ：＝トマック
米国1こ鞍懸を聾う
ワシントン彊選出煙娼下院議翼
大難賓議
甥貧

Bウィルソン
M
黒人噂．k協貧（NAACP）全露議畏

Lカークランド
全米労働総局睡（AFLOiU）金畏

郵世界で初めて猿子の火がともされ

大学のグラウンド地下に︑黒鉛を

WCドゥース
フィリップス石平起柱粧畏

フェルミの 揺 纒 の も と に ︑ シ カ ゴ

成功︒現在 黒 鉛 パ イ ル は す で に な

KAO一
金米工学金協金副理事長

題たシカゴ奉がある・言ヲ
鶴

穂み重ねた 窃 然 放 熱 型 の 熱 中 性 子

号 炉︵出力二KW︶が設顯され︑一
8 九四瓢年十二月二磁︑人類史上初
○

（8）

3の中性早による核分裂連鎖反応に

（後畢）パネル甜論と「ワークショップ

軽覆

午萌 （繭楽）パネル総論とワークショップ
（後畢）全館会禽 欝欝への呼びかけ
国家のエネルギー敬策における技術蓄の役割
29繕

JSハ署ンド

アラスカ扇田事

講震

狡演式
檸鍛隊

て

（上）

エネルギー その敢幽幽視点
エナジーデイリー発行蓄 しキング
80黛代の遷鶏政府のエネルギー課題
繭エネルギー雀次竃 」デューチ
エネルギー イリノイ鋼から眺めて
イリノイ大学エネルギー壷玉璽ン9一所長 」ハートネット

鴇夜

午蘭 （蔚畢）塗三会8 エネルギー問題の解決に醐けて
露量魍勤の役用 あなたも影響力を行使できる

288

第

（盆）

く︑跡地に原 子 爆 弾 と 原 子 核 を あ
しらつた詑念碑がたっている︒

㍗

第2翻エネルギー推遽全米市民大会フ［コグラム
2︵

午繭 奎体宍愈 エネルギーと政府
歓避と賜金摸拶
2ア8

原峯力開発の鵡発が箪麟醸醜で

㎞關発が進められていった︒その

参力盤録
闘会レセプシ爺ン

68

期睡⑧

@

鋤あり︑﹁部の政治蒙︑照入︑科学
︵管の手中に秘められた形をとって
輪

パネル認論とワークショップの主なテーマは次のとおり。

昭和ξ55年7月24B

新

・

脅かされる
︒

技術蓄が一般市民に謡をしてこな

せないのである︒これまで︑科学

なっているため︑彼らは判断を下

であり︑これらを今すぐ完全に取

鱈所が三十年︑自動繭が十年など

住宅の耐久年数は七十庫︑火力発

〇隼までに太陽エネルギーが全エ

厳しい︒さらに︑大統領が一九九

い︑とハートネット博士の追求は

むように訴えた◎

蛍篭⁝一の三つに積極的に取り組

して︑①市民盾動②南民参加③選

▲▲

何と

泌

ネルギーの二〇⊥二〇％を占める

を利閑しての教膏・啓蒙活動も璽

の環塊的側面⑤エネルギー樋設立

よる遅延の問題④エネルギー開発

ラムの必要性︵二項脂︶③規制に

爵ってもアドボカシーだ︒マ

要だ︒来年三月十五日から十九日

地心紺の症候群⑥市民湧動の璽要

性⑦門八○無代のエネルギ⁝扁財

まで︑﹁全米エネルギー週間﹂の

第二は︑政府主催のプログラム

大行事が計画されている︒

市民大会は簸終日のこ十九摂︑

と醤っているのは実に馬鹿げてい

第一の市民活動で大切なのは︑

のは不可能であると述べ︑省エネ

し︑さいきん最近になって︑よう

かったのがよくなかった︒しか

・節約の実施がなま易しいもので

さらに︑ハートネット博士は︑

り賦して新しいものに級り喪える

やく︑科学技術蓄が表に出るよう
ないことを強調した︒

ルギー自立のための広範なプログ

大破麗が到来︑成長率はマイナ
になった︒

①石鎗供給不安による脅威②エネ

米国はもはやこれらの途上国を
スニ三％に落ちてしまう︒その

スコミや政治家に︑陰極的に働き

援助することができなくなってい
対策としては︑備蓄と石油以外
最近の燈論調査緒果を引用︒原子

﹁ト1タルエネルギーを求める

クールマン氏

市民運動の
重要性強調

る︑と一笑に付した︒

る︒ブラウン国防相は︑最近︑石
のエネルギーを捜すことが薫要
力は璽要で︑原子力発電所を廃止

一般甫民の七七％︑議員の八九％

するのはよくないという意兇に︑

・

かけていくべきだ︒学校や嬬人会

油値上がりのため・米圏にお金が
だ︒しかるに︑このことを政治
ハートネット氏

酒石﹂代表のK・クールマン氏は

すること︒NRCの公聴象では大る大会賓露を満場一致で採択し

・

政治家︑市民
の教育が必要

なくなり︑石鎌王国を守るのが難

させるのは不霊能だ︒

家に伝えても︑そのように説繹

﹁来国にはエネルギー関係以外の

9

と述べ︑これらエネルギー開題に

しくなっていると讐告している﹂

が賛成しているが︑新しい原子力

いろいろな帯罠グループを盒める

このうち③に関して︑規制によ

た︒

高宮への送何ーーの九項邑からな

米国で最も石炭が豊富で︑原子

民も議員もどちらも置○％以上が

発電駈の建設については︑一般市

への参加である︒公聴会があれば 団の将来の役割⑧大会宣雷の政府

力発電所も数多く建設されている

たが︑たまに蟹成派が発語した

体原子力反対派だけが発謝してい

自分の恵冤を述べるため必ず出席

イリノイ弼を代表して︑イリノイ

百万人がどれかに参加している︒

と六百万もの混合があり︑三千六

どうして来国の政治の実態は悪
いのか︒キング氏は︑

反対を表明している点を指摘し

のような鷹合も大切だ︒政府の諮

発電所の完成さえも難しくなって

発電所の建設︑さらには建設中の

た︒本大会は︑国籏にとり璽要な

陣審となる段階にまで埴養してき

ー・セキュリティにとり恐るべき

第三は選挙権だ︒われわれの閉

を遷成できるように︑規制手続き

り︑阻止することなく︑その田的

プロジェクトを不当に遅らせた

購

︑等

から耐放射線用TVカメラシステムまで

米国の安全
スイドラー議畏

まず︑大会議擾で・前連邦動力

ついて国蔑を田覚めさせていかね

間︵一九七三年から今まで︶︑政
大学・エネルギー資源センター駈

﹁この六年

騰は何もしてこなかった﹂と厳し

長のJ︒ハ1トネット博士は︑ て︑﹁議員は一般宝物をりードし

闇委員会︵エネルギー省だけでも

のための規制手続きは︑エネルギ

いると指摘︒エネルギー施設建設

﹁われわれは十薙︑二十年先のこ

く指摘する︒プロジェクト︒イン

十四ある︶についても︑参加した

ら︑NRCが大変勇んでいた︒こる遅延と不礁実性のため︑新しい

る﹂と葡罠運動の璽要性を力説し

っているのかわからない﹂と痛烈 させねばならない素地は十分にあ

い旨の手紙を譜くなどして︑餓櫨

われわれが自分たちの態兇を流布

た︒そして︑エネルギー問題に関

的に参加すべきだ︒また︑政膚か

ているのか︑南民の後をついて行

い︒危機が起きていることを︑ま

とを著えて行動しなければならな

まだ︑石油に代わるエネルギー

つしか選択できないような窮地に

して︑最後のドタン場で一つか二

ディペンダンスが発表された時︑

①石油・天然ガスの価格統制撤廃

としてどれを好むかという質問に

ら離見公募がある時には︑どんど

的を御成できるような人を選ばな

︐捌．撫臨

ります。

婁員会委員 長 の ﹂ ︒ C ・ ス イ ド ラ
ー氏が︑﹁この大会には・全※か
ばならないと訴えた︒

く個人のお金で参施している︒ど

科学技術者は
もっと前面に

ら︑市民団体の代表や欄入が︑全

うも袴鎧う﹂と歓迎の言葉を薗躍

きして︑開会のあいさつを行っ
た︒

②人工燃料の研究開発③太陽エネ
だ来国民全体が認めていない︒エ

対して︑一般暴民は二〇％が石

もっていくのではなく︑もっとい

に議員の姿勢を批判︒

ついで︑エナジー・デーリー発
ルギーの研究開発④原子力発醗︑

り︑反原子力派もおれば︑反間炭

ネルギー問題はまさに山積してお

キング氏

輸入は︑一九七一一年の三分の一が

行暫のL︒キング氏が︑エネルギ

推進1などの結論が出された︒

石炭火力の援進⑤省エネルギーの

スイドラ i 氏 は ︑ ﹁ 米 国 の 石 油

今や二分の一に贈えてしまった︒

ー推進市民大会の悪義を強調︑
﹁米国には︑エネルギーは資源で

石炭から禽成燃料をつくるにして

炭︑一七％が猿子力︑五三％が太

ければならない︒もしそうでなけ

難

ili｝3番6〜」

入和田第2ビル
7（三業）
5

4

03−476一玉

口匹

も・八○年代には間に合わない︒
竃もいる︒十分な教育︑啓蒙が必

べきだ︑と述べた︒

にも︑そのように働きかけていく

べている︒

を円滑化するよう提案する︑と述

それにもかかわらず︑米国は反

ん慧見を提出すべきだ︒

それぞれ回答︒太陽エネルギーの

れば︑議員を教育していかねばな

あって社塞問題ではないと考えて

ようにすべきであり︑また政治家

ろいろなオプションを選択できる

大塞利用は来世紀に入らないと無

らない︒

これは九〇鑓代の問題だ﹂と断定

＝一％が原子力︑四〇％が太陽と

陽︑一方︑議員は二四％が石炭︑

格が安かったため︑安いエネルギ

クールマン氏は︑米国は蒲民と

一九七三年以前はエネルギー価

要だ﹂と語った︒

ーを塁礎として技術開発が行われ

政府の二つに分かれていると規定

家は正しく市民の代表となってい
ない︒政治家は一般のインテリや

理なのに︑議員の先生方は非當に

対の方鴬に進んでしまった︒政治

弁護士がなっており︑エネルギー

葬現実的な認識しかもっていな

で︑これらの人の考えを変えさせ
ていかねばならない︒さもなけれ

ンのものが今も残っている︒個人

た︒そのため轡エネでないデザイ

いる人が︑まだだくさんいるの

ば︑米国は大混乱に陥いるだろ
を知らない人間が︑技術的に蟹要

国の安全であり︑安全を保つこと
によって初めて自由と生活水華を

な問題に箸えを出さねばならなく

し・﹁米国で一番大切なことは︑

保つことができるが︑現在の※国
う﹂と述べだ︒キング氏は︑二十

愚腰

霧・熱毬馨㌔

霧

麟雛難繍

題

った人に必ず封をあけてもらえる

からだ︒騨金の孚紙は四頁が統計

くれるチャンスは︑絶灼に逃して

きだ︒また︑無料で摺報を流して

的にみて一番効果的で︑そこに愛

デモ︑フェアへの展示︑講師派遣

はならない︒自分たちの活動につ

などを通じて︑地域の人々の囲に
畜民グループをつくるには一一〜

つく騒動をする︒専門的な内容に

うことに怒りを感じている人間は

と悲劇が起きる︑ヘイト目そうい

対派の謡うとおりになってしまう

この國を愛している︑フィア目反

こと︵例えば︑ラブー1自分たちは

三人の核となる入が必璽Q会員を

︵NAS︶や来国原芋力単会︵腰
Aのスタッフに伝えた﹂と付け潴

偶・恐怖・憎悪の三拍子を含める

NS︶などに蔓援を求めれば︑喜 えると︑さらにニュース︒バリュ

いて︑﹁大統領に伝えた﹂﹁大統

市罠グループをつくった鵬會に

ついては︑全来科学アカデ︑︑→

ットをバラまく︒郵便私書箱や銀

標︑会費などを閣諾したパンフレ

んで助けてくれるはず︒一旗類の

は︑グループを代表して話をする

増やすために︑団体名︑活動目

醤まで配布してくれた︒

六人の科学技徳巻が集まって︑最

ゐ

いる﹂と述べた︒

ロココヒコのロ

は石抽のために危険にさらされて

後の鰭に金員の意見が一致した内

容を紹介II
浦曲の石油輸入が途絶えれば

ニロニロコサ

講うべきことを言ってしまった︑

エネルギーだけを押さずに︑全体

設けておく︒大体︑一縷間に巖窃

関紙のスミに︑留付金集めの欄を

原子力機器及び施設監視用ペリスコープ・ファイバスコープ

難鯉翫㌶ 金 健 金 舎

聞

業
産
さらに︑﹁中近東には多額の黒
字が累蟹し︑貧しい発展途上国が
ますます貧乏になっていくなかで

のニロロのぎ

先のないグループだ︒それに対

行口座の開設︑団体名入りの封

を含めて総合麹に主張すべきだ︒

を防きょすることをやめて︑自分

多い︑など︶︒そして︑自分たち

まず封筒は窓付きの封筒を利讃

7雅一ト・拶初冠；ン黒総櫨

Knolls

WPAD

の野州ロニの

ルギー派の活動

し︑プロ・エネルギー派は︑発衷

団体︵利益を求めない奉仕団体︶

筒︑立夏なども欠かせない︒法的

スポ⁝クスマンを置くようにすべ

⁝が高くなる︒

することが多いし︑非常に面白い

きだ︒スポークスマンはグループ

園発行し︑絶対遅れないように送

する︒内曇趨と間違えて︑受け敗

・Genela誕慰叢ectnc

Raly

前途明るいエネ

陶一一騨一一欝騨一 卿齢騨嘗胃縣噂97 ．胃脚一一騨雪需顧 開 禍■﹁騨一圏︐

エネルギー研究グループ副理事

というのは︑原子力だけを強く主

こと︒手紙には︑人間の生の手が

たちの恵見を明瞭に正しく述べる

張すると︑イやな人が出てきて︑

の会長でなくてもよく︑素人的要

ば︑郵便料金の翻引きや︑税金免

素をもった話上手の人が適任だ︒

となることが璽要で︑そうすれ
さらに︑トドロビッチ博士は︑

あるため︒

きる︒

名蘭と日付けは盧筆にする方がよ

加えられていることを燃すため︑

スメディアの方から寄ってくるは

したか︑今月は何をして︑これか

く︑明確に︑そして︑先月は何を

付すること︒機関紙の文齋は短か

活動資金調達法

ずだ︒

機関紙は少なくとも一か月に一

い︒

活勧︵いわゆるマーケティング︶
も大切で︑そのグループが有名で

自分たちのグループを売っていく

グループが先細りになる可能性が
も有職な人間を膏てて健っていか

どこまで三尉できるのかチェッ

メディアへの鰐応

一般の人に信用してもらえ︑しか 除などの恩典にあずかることがで

ー派の将来を展望した︒

畏のK・D・カーンズ氏は︑八Oグループだ﹂と︑プロ︒エネルギ

て︑①一番手っ厳り早い方法とし

年代のエネルギー推進戦略とし

て︑法律をつくったり結論を下す

クしたり︑活動予算や寄付金に対

議員や大統領に働きかけていく②

一般市民の教膏︒啓頚③反エネル ねばならないと強調︑これからの

マスメディアへの対処の仕方に

ラジオは︑音楽以外はしょっち

しかも僑頼できると分かれば︑マ
ついて︑EEI広報部長のH・メ

ゅう偶報やニュースを流してお

イナール女史が経験談を披躍︒
会社やエネルギー閣運企業の弁護

の弁護士を使ってもよいし︑電力

ではなく︑攻繋していかねぱなら

ロニコのコロロ

士を利聴してもよい︒寄付金︑資

羅う必要がある︒その場合︑友人

時代は﹁自分の悪見を防衛するの

コニコニロ

ロのの

ギー派への挑戦︵今まで反エネル

コロ

ロニニニコ

ギー派が主張してきたことに挑戦

コサ

幽儒同齢一隅■一顧 ・一一鱒営齢

出る番組には︑どんどん参加すべ

くことを忘れないように︒無料で

ことを知らせることが蟹要で︑機

これこれの資金が必要であると欝

ら何をするのか︑そのためにこれ

時を同じくして︑別のワークシ

えず躍呈して反論したり︑間違い

り・闇違い報遂などに対しては絶

ョップ会場では︑﹁原子力を求め

企業からいろいろサービスをして

を指摘することが大切︒その際︑

が資金簗めの方法の一端を紹介︒

る来国人﹂会長のD・0・り1氏く︒必ずグループが濡動している

料の提供・安い印刷所の紹介など

放送局から逆取材されても︑ちゃ

市民団体の紹織・管理方法につ

もらってもよいが︑市民グループ

んと憶えられるように準備してお

いて︑昨年九月に五人で発建して

櫛需讐幡 ︒二鵬一需一＝ o欄一間一＝一

市民グループの
組織・管理方法

ない扁と述べた︒

処するために︑弁義士や計理士を
する︒これは︑企業がやったので
は一般帝民は醤蝦しないので︑草
の根市民グループがやらねばなら
ない︶④霞分たち鷲の根市属グル
ープの仲間の強化・拡大⁝一の鴎

その後の四か月の間に百入の会員

の会員はあくまでも個人で︑企業

点をあげた︒

これに関取して︑﹁エネルギー

に贈えた﹁サンディエゴ・エネル

目的を決めて︑講演会︑簗会︑

だ︒

一次1典・資孝1、，1象泳は｛・。己へ一

・Dres（韮en一瞬ne1，

lINSPECTRONIC（FRANCE）

閲

の安全保障を求める科学技術者の

ッチ博士︵ニューヨーク市立大学

語ると共に︑参加者一同に忌引き

女史が経験に基づく置璽な教訓を

会﹂薯務局長のM・M・トドロビ ギーの函﹂代表のC︒ワ⁝シャム の患がかからないようにすべき

準教授︶は︑﹁反エネルギー派は
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業
産

力

原

れ︑焦点はいよいよ原聖教賀二馨

的破壌性状②内外ミサイルによる

リート壁の内部に鋼鉄製ケーブル
の構造実験を行い技術墓華案の整

これを受けて霞中研では︑各樋

に研究していく方針だ︒

ける力学的特性⁝一などを照点的

した経緯がある︒
PCC V は ︑ 強 磁 の 高 い コンク

を縄み込み︑ケーブル壁荊金体を

備を行ってきたが︑このほどPC らに今二度から向こう四焦聞をか

機のPCCV採屠に移された︒ 耐衝撃性③超蕎渥︵五百鹿︶にお

締めつけることによって︑コンク

CVの内圧と水平力による破壌実 けて③ P C C V の 地 理 力 に よ る 動

上の耐力があることを確認し︑動

の衝

れて重みをます︒

蛛を璽視︑本文に﹁格上げ﹂され

ネルギー分野での国際協力の緊要

︵旭化成工業︶︑北川〜男︵茨城 扱われていた﹁国際協力﹂は︑エ

友原子力工業︶︑斉藤謡久︵動力

県原乎力協議塞︶︑小醤田平︵催

爆計考課まで︒

の展望

と認められたものに対して与えら

兵藤博士の今團の受賞は︑その

れる︒

著暫︑編集養︑研究科学養として

受賞︑日本入

◇◇

U灘

ウラン濃縮プラント用配管・トラップ及排気系

西ドイツではイザール原畢力発電

工場︑ダンジネス原野力勝霞駈︑

所︑英ではウインズケール再処理

たのも︑今改定の大きな特徴︒

と︑原茅力開発は11︑化石エネル

分野劉のプロジェクト数でみる

炉・核燃料開発購業団︶︑俊藤哲

仏ではユー鴇ディフ濃縮工堀︑フ

︵日立製俘所︶︑韻中勉︵佐藤工

6︑エネルギ⁝萄効利用技術開発

ギー蘭発3︑膚然エネルギー開発

原子力分野での︑位置づけの大

8となっている︒

業︶︑徳久哲央︵エヌ・ティー・
エス︶︑永野卓三︵小野田セメン

業︶︑大良輝央︵日塞原子力蟹

ェニックス︑ダンピエール濁原子 夫︵﹇口本闘発銀行︶︑杉野栄美
力発電断を訪間︑醐諸賢と悪髭を

吉確正一▽団員飯罵

視察団のメンバーは次の通り︒

交換する︒

▽園長

実用化近し

をあきらかにしているのが︑今改

初頭﹂と︑

し︑おおむね向こう十鉱間に︑政

府が中心となって推進するエネル

ギー研究閣発の塾本を定めること

ので︑エネルギー傭勢の変化によ

を目的としてとりまとめているも

り︑毎年︑改定される︒

国際会議あんない

▽来・オランダ原子力薩業会議

アムステルダムで︒参加申し込み

際蕪辞﹂到九月十鴎譲〜十七貝︑

って︑覇たに﹁風力エネルギー技 共催﹁核燃料サイクルに関する国
術﹂﹁バイオマス利用技術﹂のニ

濃縮サービス③濃縮技術④爾処理

セッション構成は①供給保証②

締切りは八月末日︒

プロジェクトが加わり︑自就エネ
ルギー部門が強化されたのが大き

ギーのひとつの柱であった門波力

ベル廃怒物

および輸送⑤使用済み燃籾と高レ

な精徴︒また︑従来︑自然エネル

発電﹂に海洋温度着発電を追加

参簾激し込み︑済い匿わせは原

し︑名称も門海洋エネルギー技

また︑これまで門備考偏として

術扁と変えている︒

兵藤京大教授が
フェロー 授賞
米原子力学会

くに雪融原子力学禽で担ってきた

来臨原子力学会︵ANS︶はラの業績と︑数多くの専門学会︑と
スベガスで開催した第二十六回年

学理学部卒︑照十一隼に同大学工

兵藤博士は昭和二十三年票都大

挺灘的育場が認められたもの︒
の弥署を授

次大会で︑兵藤知典束都大学工学

与した︒

の表彰は学部教授︒五十一五十〜年環本原

子力学金理頚︑蒼十三1五十四薙

フェロー

原子力の分野で注記に潤する研究

る︒

に岡学会閣西支部長をつとめてい

ANSの

研究における技術的指荒性︑教師

フェロー

一天圏︒

としては大澗千弘博士につづいて

この

られている﹂と紹介している︒

方散乱の測定︑検討で国際的に知

謙的権威者︒とくにガンマ線の後

﹁中性子およびガンマ線測定の指

ANSニュースは兵藤博士を

・発明に対して︑あるいは爽地の

＼

としての卓越した指瀬性を有する

＼ ち一︾ーーーいξ獣

原子力に貢献する徳田の原子力関連真空装置

欧州原子力視
察団を派遣へ
今秋︑九月八臼から五雲間︑西

圃世界エネルギー鼠議に参

ドイツのミュンヘンでひらかれる
第十
撮︑あわせて欧州各国の原子力施

郡︶︑藤原成司︵開発難燃︶︑松

ト︶︑藤井璽雄︵鹿児麗環内生

開催された科学技術会議エネルギ

行われた電機労連定期大会初臼の

世紀

きな変璽はないが︑﹁核融台﹂の

︵エヌ・ティー・エス︶︑及川健

博一︵中部電力︶︑江波炉邦和

ー科学技術部会の審議を経て改定

観念的原水禁

運動を批判
鷺機労連竃期大会で

一万人︶の藁平臥治黙認

電機労遡︵堅掬利文委綴擾︑纏
舎員五十

長は十六環︑松山南の甫民会館で

運動方針で︑﹁原発反対簗会の様

相を騒している原水禁の独自藥金

また同等謹撰は﹁反原発運動は
原水禁運動と︑本来︑切り離すべ

ュな論象をくりかえす原水禁運動

きもの﹂とし︑イデオロギッシ

﹁二十一僅扇蟹からコ午

実戦化の麗通しを︑これまでの

出口温痩千慶Cの多軸的利鷹に関 裂成生物の漏洩が少ない⑤発騒用

GA社は原研の発電馬とは異なる ムガスを髄饗するので安全④核分

されたもので︑五十三年八月にこ

心をもった︒

しかし︑一次エネルギーの約七
〇％は非腕力部門で占められてお

ネルギー研究開発の受け㎜問題も
焦眉の急の問題として雪転に上っ

﹁げんさい職興は七重二十名︒

ている︒

する扁と︑

部教授に〃フェロー

に批判を下したQそして﹁NGO

凍結

画﹂は︑一一十一世紀までを展墾

1研究開発促進の漁燈となる﹁エ 定の特色のひとつ︒
﹁エネルギー研究開発基本計

元祐︵原産︶︒

井勇︵福鵬県保健環境部︶︑阿部

設を訪間︑原子力開発の箋態を調

︵川崎醗工業︶︑太田文舗︵藁洋

聾する原産派遇の原子力視察國
︵選分・吉田正一中部田力副社

エンジ謀アリング︶︑落台甫︵卸
本原子力研究所︶︑趣出嫁一一郎

長︶のメンバーが決まった︒一行

は︑世界エネルギー会議終了後︑

れる︒

定した︒

ネルギー研究開発課本計麹﹂を改
HTGRの長所としては①炉心

は︑その炉型式︑鷺標訳義︑利絹
法的等によっていくつかの流れに

溶融
分れる︒原研はGA社のHTG
Rが善きにくい②炉心熱聯帯が

でなければ多蟹の水を必要としな

の基本計画が決定されていらい︑

今園の改号は︑四月一峯鴎臼に

いので内陸立地が可能一等が

昨薙の四月の改定につづいて二圓

非常に大きい③冷却材にヘリウ

現在︑罠本における原子力発電

上げられる︒逆に開発錬題として

の製造・運転経験に興味を示し︑

は軽水炉を申心として︑全電力躍

HTGR耐究で協力

また︑同研究駈では︑こんごさ

リート製構造物の耐衝撃力を飛躍

ト工法を格納容器に応護したも
的な実験を除く静的な一適の実験

的に高めるというPSコンフリー 験によって︑設謙地腿力の三門以

のQ
を終了した︒

この実験は︑原子炉に冷却材嚢

日本原子力研究燐と米ゼネラル

原子力発霞駈の一基当りの出力

鳳の改定︒

失蟹故が発鑑︑そのうえに地獄が

︒アトミック︵GA︶社はこのほ
W︑冷郎材原子炉告温度千度

淡水化などの低温領域と︑これか

不確爽性時代

昭租四十七︑八鉱ころには立地
推逸本部畏として棉騰に︒地元漁

理想をめざしながら︑現爽に足を

民とヒザつきあわせて語しあつた
経験が︑今欝の﹁誠悪をもってあ

︵核兵器完全禁止と被爆餐援護を

めざす彌民懇談会︶のような︑ひ
ろく国翼に受け入れられるような
運動とならないかぎり︑電機覚連

議への参加を

としては︑こんご︑原水禁圏民会

反原発への傾斜を強める岡会議に
従来の路線から︑いちだんと強い
姿勢でのぞむ方針をうちだした︒

政府は十五田︑わが國エネルギ

﹁エネ研究遜本針画﹂改定

自然エネ︑国
際協力強化へ

それによると︑今図の改篤によ

は︑耐熱紡料・断黙材料の開発が

が繕乱するにつれて︑絡納容器榔

旧きたという万

ど︑爾 温 ガ ス 炉 ︵ H T G R ︶ の 研
C︶の設説研究を実汗しており︑ り︑その部門における核熱利用を
促進しない限り︑石油の大幅な代

た︑核熟利用の方法としては︑在

運開させ︑七九年には原型炉門フ

らの課題である石炭のガス化︑水

慧務とされているQ

％を供給するにいたっ

成材料は鋼製からコンクリート製

て︑内圧︑温慶︑地震力の罵⁝要粟

璽の約一一

に移行しているのが世界飽な趨

を同隠に測定したもので︑地震国

九六七年に実験炉﹁ピ⁝チ・ボト

を迎えている︒一方︑GA社は一 替エネルギーとは成りえない︒ま

五十五無慶からは詳細設計の段階

ている︒

勢︒こうした中で︑働口ではすで

究開発協力に関する覚轡に調印し

酌高温ガス実験炉︵熱出力五十M

に︑コンクリート容器の設計・建
鳳塞独密の研究として樵界でも珍

の覇盆を想篤し

設・四川︒テストに関する詳細な

覚描の内容には①公開悩報の交

しい実験︒PWR型百＋万KWた
級︒
原子力発電所格納器器の十五分の

定への格上げ努力等が盛り込まれ

ォート・セント・ブレイン﹂︵電

ム扁︵電気臨力四万二千KW︶を 来型炉を利用した地城暖房︑海水

方穆︑襟度八十塵︑地醗荷璽○・
ている︒とくに②の人的交流につ

一模型をつくり︑内圧四謎樗／平 換②研究者の人的交流③政庸聞協

六Gの力が艇えられた︒

気幽力三十四万二千KW︶を遮開 素製造︑原子力製鉄︑石油精製な

この実験で︑その安全性が確認

いては︑早ければ八月中旬にも実

作成︒引き続き同庁は電力中央研

こうした

醗波は原簿力開発にもようしゃな

﹁あるいみでは︑萄史以来二大

くおそいかかる︒

の蕾難のときでしょう﹂

つけ一歩一歩すすめていきたい﹂

のなかにも︑理想へ綱け静かな閤

と成照新理禦畏は温厚なまなざし

たればどんな問題も解決できるは
ず﹂との儒念を形づくる︒

﹁研究所というと︑とかく社会

昭和十五年三月棄北大学法文学

志をもやす︒

電気麟業を適じてどう社会の要請

部法科卒︒四ナ九星十一月藁蜷常

とのかかわりがうすれがち︒では

に想えていくか︒こうした観点か

年六月敗締役翻社説︒六月から︑

務取締役翠霞総合木部長︑五十三

就任︒六十四歳︒

第四代勉力中央研究所の理緒言に

﹁餌趣味﹂だが︑躍碁は五段の
腕潮︒不美子夫人との間に一男一
女︒

一
には参禰できない砧として︑昨庫

にひきつづき今憂の集鼠にも参撫

世界的にみて︑RTGRの開れ
発︑HTGRは後者の利雨に供さ

どに利絹する高温領城に分けら
させている︒

原研は昭和四獣繋累度から多囲

現される見遍し︒

一運の実験に一応区切りがつけら

されたことにより五十二無以来の

確証実験絃粟の検罰について婁託

究所に対して︑この技術纂雌興の

容羅に関する技術基甥︵興︶﹂を

﹁原子力発刊用コンクリート格納

究主体となり︑昭和五十二隼に

日本でも資源エネルギー庁が研

墓華が作成されている︒

螺蟹まず人的交流から

塵
︵ゆ︶

詳細については営業部にカタログを御請求下さい。

原
⑪けhU巳屑り渦り騒目り顛口目縫U5蓼㌶りM月りHUM日り雛U圓︶捕り纏UHU目鐸鯵圓り頓雌彫口h︾雑り齢U圓り稲U醜U圓︶門り導むU訂口目導疹雛錘σ巳口目hリロ麺鋒暮導擁
しないことをあきらかにした︒

一躍力申 央 研 究 所 薪 理 轟 蝿 になった

田
るエネルギー蜜源︒

﹁進歩する電中陣に﹂
社会の要請に対応
成田理事長は︑現代をこう表現

成照理珊長は︑電中研としての

ら技術開発を考えていきたい﹂

﹁協力と競争と秩解熱の必要性を

パワーをフルに発揮するだめに

﹁それだけに今Bほど努力が求

する︒

められているときはない︒社会が

くりかえし強調する︒

進歩すれば︑それ以上のスピード
で電中研も進歩させなければ﹂

理論長窯のイスにすわっていて
もその轟体策を求めていろいろな

﹁社会﹂ということばを口にす
るとき︑その句調は月奏時代の盤

アイディアが査来する鍵田︒新エ

◇各種分析機器用排気系

◇核融合装置用排気系

◇中性子発生装置用排気系

ナトリウム機器用トラップ及排気系

PCCVの総合草合
富な住民との接触の経験に隻えら

麗磯

成
激勤の八○年代lI︒
その前途を晒示するかのように

柚

国際騰勢は臼ましに緊迫の度愈い

為

への道を魑実にあゆみつづけ

危機の瀬芦際にたつ申東︒

を深める︒

渇

圃籔襲

欝

愚

i
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原

TMI周辺住民

しい﹂ストレスが現われていると
に隣係するのではなく︑それをい
明している︒

vした︒エネルギー・フェアは︑

ープリー︒ワグナー氏は﹁いまや

ー闘約計画についても実証実験を

石炭︑太陽エネルギー︑エネルギ

盗品の主饗︑元TVA会長のオ原子力情報の配布だけではなく︑
みんなの考えを代表する大衆が主

エネルギー・
フェアに㎜人

張し︑真実を語るべき時である︒

ン氏は︑﹁いまや無雷の一般公衆

かに建設するかという問題であ

セコイヤ原発で開催

いまや翼実が︑長い間にわたり一

が廟分の出陣を述べ︑政治の指墨

の紬論を出している︒プロメット

五月三十一懸にセコイヤ原子力

般公衆に与えられてきた希望朗耀

蓄にわが国の原子力発電計画には

ン・プログラムの㎝環として︑

原子力に関ずる構報を収藥︑分

この日の午後︑原子力支持のボ

ことを縮らせる階である︒そのた

大きな草の根の支持があるという

VVE会長のプライス・キニオ

るパリー・ボランティア・フォア・

いる︒また岡罐士はそれに対し

るとともに﹁これらの問題をソ遮

めに︑われわれは今繭のデモンス

した詳細な繭接調査である﹂と述

されていた魯彩豊かなテントのま

エネルギー︵VVE︶は︑この行
タンやシャツ︑文書が展示●販売

述べている︒

トレーションのために集った扁と

手は最近原子力麗業に対して不当

わりを︑多くのバンドが巡回し︑

の利己的な目的のために利用する

猿子力支持蕎達は楽しい一環を過

扇動を許してはならない﹂と述べ

プロメット博士は︑彼女等のグ

に集中している語竃的な置伝に強

べている︒

ている︒

曝線量についての記録を縫用して

いての予想は︑一九七九二夫まで

われは︑原子力廃棄物分離施設の

リング業界にかかっている︒われ

一九八五年までに稼働し︑一九七 建設を進め︑増殖炉および核融舎

に建設が進んだ段階にあるものは
今國行われた調蕊は︑﹁通常の

いる︒

回τーー上旧営≡薫＝琵−一≡華⁝三−二差一簿蓋Ti﹁二≡謄；＝日差1≡＝＝≡需＝TII⊥≡≡三冊≡曹1⁝冊⁝

奪して計画されたものであると説

﹁低レベル被曝

は心配ない﹂
メイヨー・クリニックが調査

ばならない﹂と同協会は述べてい

技術の研究・開発を推進しなけれ

こで働くエンジごアおよびそれに

ジニアリング会社を会員とし︑そ

る︒

会員の中には︑劇作家エドワー

ド・アルビー︑小説家ソウル・ベ

ロー︑元上院議員オイゲン︒﹂︒

マッカーシー︑作家デニス・スミ

ス︑俳贋ゲアリー・メリルそれに

スポーツ・ライターのモーり一・

CSNEの創立薔であり薯務周

アレンがいる︒

圃

團

徳囲

ζ

艸

諜

ノ

欝護

激動する80年代の諸課題に正面から取り組んだ

終

区

懇

遭渉擁

〆

継

臨本大会の講演、パネル・ディスカッションの全貌を完全収録！

﹁ニュークリア・インフォ﹂

は米原子 難 産 総 会 議 ︵ A − F ︶

発電所サイト︵テネシー州︶で開

えと不当な恐惰に取って代わるべ

る︒環境汚染という点での犠牲

かれた原子力支持ラリーとエネル

き時である﹂と語った︒

は︑原子力より石炭︑石佃の方が

ノーベル平和賞受賞者のサハロ

ギー︒フェアに七里名以上が参加

の無差別サンプルに対して電話調

て︑﹁われわれの調査は︑TM工 フは︑西欧諸国の国民に原子力の
した︒この行顯の共同叢催暫であ

博士は︑保健部の報告諮は﹁注民

開発とその他のエネルギー源の開

精神的影響はわずか

発およびエネルギー節約を要求す

・アンド・インフォーメーショ

に思われる一と述べている︒しか

えられる三つのグループを対象に

と関連したストレスを受けたと考

が︑パブリック︒アフェアーズ

無後に

し︑プロメット博士は︑﹁この予

した︒

ピッツバーグ大学西部構神曝学

備的結論﹂には事故から

同じグループに題して行ったイン
マイルアイランド︵TMI︶原子

大きい﹂︒

研究所の調葦の予備的縮織による

データが含まれていない点を注楽

タビューを通じて留められた追加

蛋﹂を行ったものであると言って

析︑騨価し︑その懸盤にもとづ

と︑昨年三月の薯故によりスリー

力発電所周辺の総懸と同発電願サ

ョンとパブリンク・アクセプタ
ンスの輪をひろげるために発行

イトの労働轡は︑精神衛生的にわ

ピッツバーグ大が委託調査

いて︑全国的な漏ミュニケーシ

しているものでず︒この情報に

ループは﹁本当に優れた伝染郷学

は︑原子力をめぐる月間の動き
している︒醗終報告講は︑九月に
的調査を実施するために必要な資
金と尊重象を艀ているので現在の

公表される予定である︒

ずかな影響を受けただけである︒
国立精神衡生野究所が三十七万

がたんねんに蒙とめられてい康
ずG
ペンシルバニア保健部が発表し

た別の報告書は︑TM王地域控民 ところ最も学問的な調歪である﹂

五千がの経輪を投じて委託したこ
の調査は︑余分なストレスを受け
の闇には﹁継続的かつ慢性的な蕾

九無宋に少なくとも進捗率が二∩

ワシントンDCに本部を置く岡

る︒

てOから三頁ラド程度の被曝であ ％までいっていものだけが一九九
九〇鎌までに稼働すると画定した

懸療の場合のように︑暑髄に対し

れば︑また︑羅期にわたり少腿ず

もの︒

メィヨー・クリニックの調琶は

つ被曝する隈り白血病が増加する

わずかな被曙であれば繰り返し被
曝しても︑成人の場合︑白血病の

ということはない﹂と述べてい

九九〇無の予想﹂は︑米国のエネ

する︒

関連するスタッフは約十万入に達

石墨産業研究基金︵PIR王N ﹁最近の実繍に比べてエネルギ

国民の鰐器に合理的な粛を

原子力推進の主張を普及させる

た新しい帯民園体が結成された︒

〜九七九卑束のイラン危機の来国 ことを饅的とした有名人をも含め

PlR王NCの原子力発露にの
つ石湘需要に対する物理的・経済

らんで原子力発電である﹂︒

安全な原子力を
求める会が結成

ルギー需要は鉱平均約一・四％で

ネルギー嚇筒における石油ll一

P王R王NCの調資﹁米国のエ
協会は︑三千六頁の独立したエン

はないという結論を罎た︒

N代に伸びる

る︒

危険が大隅に贈晒するということ

醗園の低レベル放射線の影響に
ついての調査と周様︑調査グル⁝

原子力放棄はありえない

石油俵存から脱却を

サハ麟フ氏が再度強調

と説明している︒

たと厭えられる三つのグループ︑
すなわち綱神病愚暫︑学齢期前の

しインタビューを行った︒実施蒔

子供の母親︑発電所の労働蓄に対

期は一九七九年士⁝月から一九八
○無一月目かけて︒

同調萱によると︑これらのグル
ープとペンシルバニア州哲部のシ
蔑が高いということである︒これ

ソ運の反体制科学轡アンドレイ

プは少人数であった︒クリニック

ッビングポートおよびビーバー・
である︒

五無から一九七四隼までの闇に白

の六人の蕨丁目チームは︑〜九五

決定的な撃墜依存

ソ運のゲオポリティークは︑正に

煙病にかかったミネソタ州オルム

︒サハロフは鍛近長いた手紙の中 は

この弱点を突いてきている︒この

ー羅要の伸びが高くなっている理

パリー原子力発電所の近辺に住ん
で︑滋欧藷国は原子力を開発すべ

ような状況の下では︑西欧諸国は

C︶が五月に発表した調査による

聞より少し麗くなっている︒

きであるということをふたたび強

ステッド郡の百三十八人の累横被

由の一つは︑一九七一二〜七九隼の

捧ぴると予想しており︑過表六鋸

でいるか︑働いている岡様の人た

調している︒六月八日の﹁ニュー

の余地を

全体のエネルギー網璽伸び率が︑

についての不安は︑原子力発亀所

石油塵簗研究留金の調盃

ちの間に継続的な﹁毘較的軽い扁

外交および経済

ネルギー源は︑一九七〇鋸代とな

と﹁一九八○庫代に鹸も傭びるエ

エネー原子力

健康上の影饗が現われてきている
ヨークタイムズ﹂紙に発表された

グループと比較した︒しかし︑メ

曝罐と︑その二倍の被曝嶽の鷲理

を建設するか沓かという基本問題自 4圓ホリはり炉﹄鳳春望現握り槻

操作

ということであるσ

ない︒安全性と環鹿に対する危険

残す原子力を放棄することはでき

は︑あるアメリカの指柔柔が指摘

﹁西欧の弱体化の原函の一つ

手紙には次の通り憲かれている︒

同調査の麗任者であるエバリン

しているとおり強磁に対する依存

・プ陰野ット博士は︑ニューヨー
クタイムズに対して︑﹁現蒔点で

イヨー・クリニックの研究暫は︑

は葬常に小さな影醤しかないよう

この新しいグループは︑﹁安全

な猿子力を求める布民﹂︵CSR

スポ〜ツ︑労働および実業界の有

一つ︑さらに璽要な原躍は︑多額 E︶という名称で︑芸術・教曹・

れていたということである︒もう

的玉響により人為的に引き下げら

防謳強化のコストを園収するため
PIRGは︑原子力モラトリア

名人も参加している︒その屋的

は︑﹁原子力に関する国民の対語

に﹂璽接行動間髪とその関蓮原子

ムのために広く活動し︑同州内に

ルックで不法かつ暴力的なデモン

原子力の開発
米コンサルティング協会

推進を支持
ふざけた行動に対する支払い義務

納税者は︑一部の無謬任な個人の

がないのは薮然である扁と述べて

に合躍的な声を加える﹂ことであ

エネルギー節約およ

を必要としないで達成できる比較
易しい

の資本投下︑あるいは新しい技術

的

力反対縄織に対して︑六月に二十
五万がの訴訟を提起した︒

に実施されてしまっているという

VOEとAMPSの代理人びと
利し
用効率の敬善がすでに大規模
る︒P王RGは︑それを中止さて訴訟を提起した弁護土ジョン・
望んでいるだけだ︒私は︑盟みも

ルダは語っている︒

る︒

ことである隔と問調査は述べてい
能な制限﹂規定について検討して

スヌヌは︑

﹁この訴訟は︑シーブ

﹁私は︑原子力発露を儘用す

を中止する運動を行った︒

ン・キャンパスの訴訟を決める前

トが経費を負写するという訴訟の

費者組織コンシューマー・アラー

いて検討していた図無利の甫民消

に︑全鷹番にP王RGの訴訟につ現窪建設中の原子力発霞所の建設

ガルダは︑ラトガースのカムデ

︑AUvQ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎Qへ
ラトガース大学の三学生

﹁私は原子力を 信 じ る ﹂

えを代表していないのみならず︑

線にそって︑P王RGの﹁返金司せそのコストを引き上げることを
門ラトガースのP王RGは私の考

ネーダーGrの活動 留 め ぐ り 訴 訟
ラトガース大学の学生一二人はカ

ストレーションを援助し︑鵬馴し

禽覆を含んだ学生費全額を会計に

原発反対組織に

は︑今後も原子力発露の開発を推

来国コンサルティング技師協会
いる︒

擾であるクレオ・ミッチェル︒パ

痔

響il

痴欺
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ムデン・キャンパスで︑学鷲の串

しないのにこの橿の濤動に資金を

門私の懇法上の権利が開らかに

支払わなければならない︒そし

損害賠償請求

たものに対して提起されている︒

いた︒

侵蜜されている︒ラトガース大学

提供することはないと思う﹂とか
門学生は︑二・五避のPIRG

後援の大学に鰐して訴訟をおこし

囲体のために﹃返金可能な﹄強制

が︑P正RGのような私的な政治て︑学期が言った第一週に︑P王

る扁と話し︶ている︒

に公其利益硯究グループ︵PIR私の憲法上の権層を二審してい
G︶の鼠蟹が澱まれていることを

ンフォ﹂を発行した背羅には︑

かれる予定︒

た︒一九八○鉱七月中に公判が開

AI騨が﹁ニュークリア・イ 不蘭として︑ニュージャ1ジー州

原子力開発への枇判や反対が先

RGの会員券に署名しなければ返

鋭化するにつれて︑一方的な見
解や不正確な構報が増加し︑大

チュリスは︑﹁われわれはりンダ
協会は識会や行政肩はエネルギー

ペル煮沸鑓者やその他の響門家が

ーの署名の愈義も認めるが︑ノ⁝

に︑より大きな関心を持ってい

原子力について述べていること

五月に開かれた年次総会で︑同

立法や規制について指示すること

決することはできないという点を

﹁シーブルックでのデモ参加蕎は

・オブ・エネルギー︵VOE︶と 竃分たちの行動に灘儀を持つべき

はできるが︑エネルギー問題を解

VOEとAMP＄VOEのティナ・コルスは・進するよう強く求めている︒
ることを希潤しない組緻の会澱券

S︶は︑シーブルック原子力発電 轡がこの原子力反灼デモ中の懸盤

動力源を求める※国人︵AMPだ︒ニュー・ハンプシャーの納税

ニュー︒ハンプシャー・ボイス

および第一四修正権を侵審してい

に羅議しなければならないという

してもらうために︑合分が所嚇す
る︒私は︑ラトガース大学カムデ

のはおかしい︒私は︑聖子力発躍

金してもらえない︒二・班疏返金
の指灘する組織で︑大学蛋にフル

ン・キャンパスを通して︑ニュー

PlRGは︑ラルフ・ネーダー
学生覆を簗めることは︑私の第一

粟の原子刀に対する純粋な疑問

タイムのスタッフを魑わせて︑全

・ジャージー州が私の支援しない

の防護強化の費用を負担するのは

︒ロンスタットやビート・シーガ

や嚢朴な不安を細った方向へ増

ることを自的としたものである︒

国の大単で彼らの利溢を代表させ

に反離するようなPIRGが所
行建設サイトでの鰻近のデモンス

かがえます︒この構報は発行以

私的な政槍団体を支援するように

る﹂と述べている︒

強調した︒

﹁巖終的な解決は︑エンジニア

正しくない﹂と付け加えている︒
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輻させかねないという爽構もう

しかし︑ラトガース・カムデン

よび財産を守るために必要とした

トレーション中︑門生命︑身体お

築︑原子力闘係看のみならず購

い﹂とかルダは述べている︒

っている濡動を山嶺に支援できな
強費するのはもうたくさんだ﹂と

一人であるジョセブ︒ガルダは かルダは話している︒

・キャンパスの二懸盤で︑原告の

どからも洩屋されています︒

会︑遼邦・鋼政府︑マス篇ミな

織
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今秋にも代表圃欝欝

〜︑中園は一九七八矩︑仏から

榔興ウラン鉱山で産出されたウ
ラン鉱石︵品位○︒︻一％︶

ンジと闘じ原理を灘いており︑そ

の大型化をはかったもの︒硝酸ウ

︑田程の鍛終日︵二十三臼︶

谷牧副薗獺と会談したが︑原子力

液に鷺擾マイクロ波をあて︑溶薮

ランと硝酸プルトニウムの混禽溶

二萎纏ウランの霧卜

この方法は鰻終的に硝酸プルト一

を蒸発乾固︑混倉酸化物にする︒

は︑原子力発諏の醒要性と岡鴎

瀬

四月二十瑚ヨから調整運転を閉

動燃の転換施設はマイクロ波撫

五山⊥ハ奪には鵡備工蜜に勉手︑七

根宗一大岡特殊鋼桐談役︑一水松

の口上描では圏曳的に導水が彊設

の臼憲となったもの◎また︑今園

続けても悶題ない﹂と判断︑今囲

んじゅ一の建設促逸︑ATR実雪 〜郎︑中嶽素Ψ陶購塞長のほか松 いないことから︑門さらに運勢を

再延長問題について交渉が継続さ

あと︑外交ルートを通じてさらに

を今隼四月三十田まで延長︒この

原丁力蜜全婁與会︵吹田徳雄委

上かかったことなどから昨奪や月
一たん口上撒を交換し︑運転期限

四原発の増設で
通産大臣に答申
原子力安全婁餓会

⁝

に問題はない﹂と顯薩大八に答申⁝

した︒

安盒規制の一貫化にともない二
り
昨蕪秋に発足した原子力安金華員⁝

こ

社社社社社社社行嚢店社
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開発の二野磯僅蓋である岡灘苗相

に懸盤の廃織物対策に強い関心を
撰した︒

してとり出されるため︑核拡散抵

三一訪中代表囲一行は︑原子力

抗性が極めて高いうえ︑アンモエ㎜

ア琵殿裏︑霧霞饒硝並

研究開発を一元的にすすめる第二

の対燧部長︑李覚副部長ら中園酋

円城善次郎▽圏員

俊潰副社長ら誼脳は二十八田︑桑

を些し入れた︒これは﹁脇根原了

いる◎

中︑その建設を延期する﹂として

たいとしている︒

無後の六十三黛に野業運転に入り

珠磯田本原子力発晦桐談役︑襟賀

を廼期していた混愈転換法による

I議鞍懸鱗

伊︸一

麟難㍊

始した関西霞力美浜一轡機︵PW

臼︑これ象での九〇％出力から・

R︑出力三十四万KW︶は三十

一〇〇％鵠力運転に入った︒一〇

〇％出力調整運転は︑八月二十︸

田まで続け︑順調にいけば︑今秋

から戦列復帰となる冤通し︒

島根二号増設を
地元に愉し入れ

中幽躍力

谷道雄鹿晶町長︑糎松舗治島根県

中墨露力の唄根雛作社長︑水出
からとりだしたプルトニウムの混

ラン︒プルトニウム混舎転換技術

九月の田通票隅腰明で﹁当藏二年

ミソ︒この方法は︑一般の電子レ

熱疇接脱硝法を採離している点が

嶺の開発刮趣の捉進など︶②ウラ

繁一三慶墾工業相談役︑大垣忠雄

プルトニウム転換施設についても

発鴬駈三︑四騒炉︵PW鶏︑各八

〃灘殿

筋斗難靴
幽

欄自螢3

轄蹴

脚

機械工業部︵戴ホの雀にあたる︶

脳との会談を皮切りに︑北票のウ

動燃では今園の決定をうけて八⁝

転換法より混命酸化物扮宋の特汁

設︑湖南省では衡陽︵こうよう︶

の腿設に蕨手︑わが国の核燃繕サ⁝

月中には堅塁耀／臼の転換施設．

ラン精練勝︑ウラン鉱山池賢研究

ウラン精練工場︑郷繋︵ちんけ

イクルの完結へ轟け鷲たな一歩を⁝

は極めて高いとされている︒

ん︶ウラン鉱山などの酸前線の施

所︑原子力研究所などの研究施

国庶

設を訪闘︑そしてぬ海では︑発電

ふみだす譲画だ︒

広い

が︑原子力発磁を︑近代化への︑

視察︑閥係蕎と活発な葱麗を交換

プラント工場である璽機械工場を

間題︑石炭の輸送間題など

理謝なのだが︑いまのところ電力

三十万KWのPWR︵加罷職
大型
きな撮進策としておしすすめる

道もまたすすめている︒すでに︑

翻要の高い上灘近郊の離離地区︑

ゆえの悩みもある︒これ

炉︶は設爵ずみで︑歪曲院の決篤

▽醐長

ーは次のとおりQ

なお︑原薩訪中代衷鐡のメンバ

した︒

待ちの状態となっている︒また十

一︑今回の訪中で︑両国とも︑

二万五千KWの獲水観も考えてい 広東織に灘南したい電量だ︒
る︒

一︑宙水炉については︑CAN譲中原子力平幅利哨のだめ︑こん
DU︵カナダ型濾水炉︶︑または ことも︑交流を積み璽ねていくこ

川二男︑田本蟹三日本原子力研究

圓の口上欝交換となったもの〇
一方︑今幽︑建設の洩まったプ

倉溶液を︑磁擾︑燃料用の粉末に

ルトニウム許斐施設は再処理施設

％出力運転へ

美浜一号︑oo
1

一︑導入と同時に︑霞力二輪の

帽鹸螺錘賦﹁着々と成果上げる﹂
闘中両国間の原子力平和利罵の交流と協力の司能性をさぐるため︑中国圓務院第一一機械工藁部︵苅偉

長︒円城専次郎原蔑灘金掻︶は二十四葭︑帰圏後の認囁金翼を田本プレスセンターで行い︑①中圏の

部長︶の招きに慮じ︑＋三日から二十三Bまでの＋一鷺闇︑中国を訪闇していた原産訪中代叢照︵圃

原子力研究開発は︑予想以上に広範多妓にわたっており︑地味ながら︑葱々とその成渠を固めてい
るようだ②原子力発懲の実用化はこれからだが︑現状でも一千五蔭万〜二千万KWに相慶するウラン
資源がある③中国は原子力軍和利罵について︑田本との協力を讃極的に期籍する姿塾を示しており︑

んでいるようにみえ0︒こん︸．﹂

原研としては︑今秋にも中醐代表腰を招謂することにになろう一⁝などのことをあきらかにした◎
読響禽見には︑円城響國長のほ

環本が開発したATR︵新型転換とで一致した︒交流を深めていく
九十万KW級のPW疑ご暴の轟入

所副理鐵藻︑伊藤俊央隅涯艦力副

は︑この蒸礎的な研究からエンシ

社長︑朱氷聡〜郎鷺菱錘工藁翻社

か︑動力炉・核燃料開発葛叢踊の

とになろう︒このため︑今秋に

なかで︑協力分野を決めていくこ

擾︑綿森力厩立製作筋翻社畏︑橋

一︑脳力不選は︑かなり深刻の

末好一︑櫨松邦彦動力炉・核燃料

炉︶などの炉灘の検討をしている︒

は︑こんどは猿産の招きによって

開発謝業鋼童任研究韻︑国分郁勢︒

の騒をすすめたが︑経済財醐の調

ようだ︒中国には︑水力︑石炭な

来臼することになろう︒

やはり九猶程度から成る代表棚が

整︑資金上の難題からタナ上げさ

どエネルギー資源に懲まれている

ニアリングへ︑どう展麗させてい

とはいえ︑籔源の論在︑送附網の

くのかが︑大きな諜題となってき

済みしだい︑ふたたびとり上げら

瀬耀藍無理襲長︑隅論叢剛の欄本

れることになろう︒これまで︑話

好一蝦工部次疑︑国分郁男原塵聯

一︑中農のウラン資源騒は︑未

台つた国は︑仏以外では︑カナ

れている状態だ︒経階上の調整が

探蒼地域も多いため︑確定的な数

ダ︑※︑西ドイツの諸国︒なお︑

ているようだ︒

た蕊一久原産顧勝琿事が娼席︑次

げんざい稼働しているウラン鉱山

字は︑まだわからない︒しかし︑

平首な葦葺②舗格が安いこと③写

導入についての中圃の原測は︑①

鞠局長ら代表鐡メンバー︑それに

のような諸撚をあきらかにした︒

だけでも︑二段︑少なくとも一千

先に鐵中協力の協講のため読侍し

一︑今園の訪中を通じて︑中言

ゾばかりあまるほどの余裕があ

ると︑榮海再処理工場については

腿畷齪転換施設も建設へ
田米醐濁耐量はこのぼど勤燃の

転期間を延擬することで禽悪︑今

の原子力研究開発は︑予想以ヒに

函万〜二千万KWの原子力発庵所 この条件がととのうならば︑い蒙

交渉も︑とうぜん蕩えられる︒

まで交渉した以外の︑他の国との

来年四月目で運転

広範閉にわたっており︑門々と︑
る︒そして︑身軽賠では︑一ヂ五

がある︒

をまかなうていどのウラン資源雛

った︒とくに︑その棊礎的研究に

象力があること一⁝であるが︑

その成聚をあげていることがわか

理研究では︑欝本よりむしろすす

がプルトニウムの核兵器転用に歯

間︑九十九ゾを処理する﹂と規定

このうち︑再処理工場の運転問

ン資源の手振︑ウラン濃縮プラン

鍛箏壷金霊長︑藤波顛雄日本漂子

員長︶は二十八譲︑通産大隠から

十七万KW︶と東殊電力繍島第二

騨欝
灘鷲 @％
繕

︵BWR︑八十二万KW︶の増設

知瑠を訪ね︑中囎電力頚根二野機
産便用済み燃繕を九十九ジ処理す

﹁運転の期間は二瀬間とし︑米国 変える設備︒二本側が多発したウ

る﹂というのが禽態二項︒また︑

索海再処理工場の運転期間を来無
四月三牽日まで延課することで合
商性能燃糧の閣発・確訂試験の撹

慧︑二十五臼・ワシントンでその

で扱われることはできない二代に

に関する協定懸﹂にもとづいて行

力発磁所縄辺地城住民の安金碑傑

内容を確認する口上器を交換し

止めをかける点を米園側が聞く評

追についても︑その要謡をもりこ

プルトニウム転換施設については

柴窪していることを強調した︒

懇談金には︑原子力委員会鋼か

題については門二無闘の運転﹂の

ったもの︒重し入れ瞭によると︑

ら︑養成鍛鋼畏代理のほか︑新関

されていたが︑岡施設の運転の運

﹁闘本は再処理工場の運転期間

価したことが今回の含悪につなが
た︒再処理施設の嫁取は五十二年

て︑轡型がとくに桜煎的に予算楢

れからまだ規定の処理騰に達して

ったとみられている︒

瞭を講じるよう要聾した出際は︑

欽哉︑翻村塾久︑獲部晴飾棚磯︑

来難度原子力関係敵府予算編成に

トの促進︑薄処理︑プルトニウム

力研究所理毒k︑瀬組丘男動力炉・

鵬間のあった関噸電力興浜原子力

①新型動力炉開発︵FBR﹁も解離側からは︑靭択金獲︑白涙冨

関する要墾を行った︒

脱石繍〃

席上︑萄沢広巳原産会長は﹁漢

燃料の開発などの核型料サイクル

羅がまだ規定の九十九曲に達して

れていたが︑①再処理施設の処理

能力︑災憲防止にかかわる安全朝

次のとおり︒

来薙展政騰予算編成にあたっ

んだ野饗轡を捉出した︒

はカを入れており︑たとえば炉物

原子力開発の
重点的配慮を
原塵が予騨要超
鐵本懸子力産業会議は二十九
闘︑癒成逓原子力委員長代琿をは

意の原子力は︑たんに

の確立③放射性廃鞭物対策の藻類

懲建設する扁ことが確講され︑わ

じめとする各原子力委舞と懇談︑

の中心的な担い手としてばかりで

が園の核燃隅サイクルはその完結

条件とされたINFC鷺が二年以

はなく︑わが麟の安全保障︑蜜定

彦日本原子力離開発箏業醐即噴

核鰍科開発癖業潮騒廓長︑野村一

いない②核不拡散に有効な技術開

難橘握饗田籍
的な経済社金を支えるという︑新

④今吾の原子力闘発で澱大の隣接
を曹負った

となっている原子力立地の二十⑤

聴熱畳

原子

たな

発試験をさらに継貌することが望

⁝

ましい③襲職FCEの紬果を消化原子力発電所蕊︑鵬弩炉︵BW この四菰の母野炉は︑今回の安全一

な一歩を懸み出すことになる︒
っき︑﹁繭毒力とも︑その技術的

R・各落十万KW︶の増設四華に婁決窟により︑建設に向け︑大き
するには濠だ時間が必要⁝⁝など

たU三層処理交渉の具同決定によ の理慮から来隼四月三十瞬まで運

、

／

をうけて昭租五十二琿九月行われ

カーター大舅鱗の核不拡散政簗

になった︒

へ醐けさらに一歩をふみ出すこと

箏︑国分郁男原哩蜘脇局長らが出

リング社長︑森一久凍潔惣務理
推進⑧漂子力船開発の推進⑨アイ

席し弛︒

長︑石原栄太郎隔速炉エンジニア

となっていることを講識すべ

ソトープ︒放射線利剛の戴物︒そ

安全確保対策の充失⑥核附合研究

力

関︶が推議する以←の・深くて窪

れに︑軽水炉の定遷化にともなう

きだ︒王EA︵圓際エネルギー機 開発の促進⑦原子炉熱利用の研究

い意味がある漏と述べ︑原子力が︑
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詠烈
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一鼎

メト切ポリタン︒エシソン歓の二人の技師が︑七月二士二際︑昨難鷺月の薯故以来十六か月ぶりに

籾めて︑スリーマイルアイランド︵TMI︶原子力発飽断二弩機の原子炉建屋内に入った︒立入り調

発生器周囲のDリング壁︑フロア

璽圏

思う扁と付け舶えた︒

一

メトロポリタン︒エジソン社筆

﹁状況は︑われわれが懸っていた

頭副霊長のボブ・アーノルド氏は

ほど悪くなく︑おそらく少し擬い

ることを勧告宣る報儀欝を公表し

た︒六目当からなる報銘窃は五
人のエネルギー関係閣燈が作成し
たもので︑螺料資源の健金な均衡

発電機固定子
に小亀裂発見
仏EOド

の独立の二園路で冷却されてい

交流発臨機の圏定子は水素と水

で︑仕様が十分国憲ではなかった

ので漂子力に関しない部分なの

する︒欠陥は熔接作業が遜冨のも

のではないということからきてい

る︒ビュシェ麗麗機では︑水が水

は欠陥岡定峯について竃齎ないし

ると弩えられている︒薄熔接箇所

六毯︒欠陥があるかどうかは検査

素圃路に漫親していることが発

に亀裂を認めた︒この速結部分は

麗され︑調窟の結果︑小型のくぼ

原発四弩機︑続いてトリカスタン

EDF︵仏画力庁︶は︑ビュジェんだ冷却水藤体と外部の連結部分

の諮果をみなければ分らない︒

︻パリ松本駐在異ロフランスの

スと石油の代置資源として石炭に

箱とチューブの複雑な島台わせ構

を維持してゆくためには︑天然ガ

磁剰に依存することは好ましくな
原発一弩機の交灘発雌機固定子内

造になっており︑各固竃子は眠十

小醜裂を発見したので︑CP1四の溝奴をもち︑各溝穴はロッド

ては購⁝削に検査して必要があれげ

に行う︒運転開始前の原発につい

いと認められるので冠検運休の際

︵擾期契約織豊︶に暴つくアル

＝一 一曜一 二
一＝

卿＝需＝

ある︒

一

ューブの闘径は十︑ゾ綴以下なの は二十二盤︑うち六基が運転中で

修理する︒CP1闘係交流発進機

ニ末︑倉謝四十木のチューブを受

欠陥は瞬大な性格なものではな

いとして︑原子力の闘発必要性を
部で多孔質性象たは漫透不十分の

原発のサイトとしては︑北棄ボ

述べている︒

ルダーに接するイッセルメール

万KW加圧水型外用タービン・交

方だ偏と全般的な印象を述べ︑八

流発電機をラジオグラフィで全颪

欠陥が認められた鋼製導体チ

入れている︒

発があるボルセーレ︵ゼーランド

︵二基︶とすでに四十五万KW原 ストム・アトランチック社製九十

州︑一三︶を推薦︒このほか二部

一Ψ縣一

でその修理は繕麿鉛管技術に斬属
︐需一一需︐律
一一＝曽一

月中にも再び立入り調蕉を行う可

一

蔚フィージビリティ・スタディを

一腕一一圃W

能性があることを添落した︒

ヒ

的に再検査している︒

を候補地としてあげている︒オラ

水に恵まれ人口が少ない四サイト

受注している︒メキシコはこの箏

テクニカトーム社はCEAがカ料サイクルの空要要驚について事
ダラーシュで研鐘開発した原麟用

ンダ政府は︑多くの国際機関が述

霊棚水型炉を基に十万〜三十万K

がでてくることが予懇されてい

フランスのSOFRATOME

ゥー炉︶にも委託している︒メキ

挙後に行うことになっている︒

究結果を比較してから︑大饗領選

独KWUが小型原発を関発したよシコ政窟による羅択は︑ 二社の研

O％子会社︶に依託している︒葭

ストム・アトランチック社の〜O のA泡CL︵六ナ万KWキャンド

いる︒この特議権はAC8︵アル ︵九十万KW加麗水型炉︶︑カナダ

究開発して販売カタログに載せて

Wの小型原発CAP／CAS前を
フ研
ィージビリティ︒スタティを

べているように︑原発は自然の放

臨象

ニカトームなど

C巴A︑テク うに発展途上羅では小型猿発顕要

小型炉開発

フランスも

略距

射能に多くを加えることはないと
いう態晃を採用している︒

だがオランダでは︑原発の新規
嬢設の決定はすでに穴か隼も開講
しているので︑報簿轡は数闘と議

このため明無一月に住槻の反応を

会が早惣に決定を行うよう勧告︒

無には政臆と識会が決定を行い︑

評価する公開甜論を開始し︑八三

心が示されている︒

︻パリ松本駐在澱回フランスの

ドーム興知計

仏ビュィ・ド・

計画明らかにす

原発四基の建設

る︒CEAのティヤック最萬顯問
原子力庁︵CEA︶はテクニカトはインドネシアで小型原発数纂の

門パリ松本駐在戯Uフランスの
している︒放射性麗蘂物について

アトリエ・エ︒シャンチェ・ド・

ーム社︵C駕A／鶏DF子余祉︶︑建設について協力の用悪があるこ

九一︑ご年に遡開という計画を示

は︑人孔過疎の北源または北部地

とを明らかにした︒また完進工業
方の岩塩翻へのガラス圃化貯藏を

発研究開発・建設の交渉をしてい

ブルターニュ︵ACB︶と小型原岡では都帯暖繁用に小型原発に関

ることが明らかにされた︒

ウラン探鉱予算

ピュイ︒ド・ドーム三農箏はこの

た穴に入れ︑酸化マグネシウムで

ンに入れ︑二・潮汲の深さに掘っ

なわち︑輔出されたオーストラリ

きわめて深劾な倫理上の問題︑す

ーストラリア人を遜慮させている

﹁これによって︑ほとんどのオ

︵鶏C︶委員金は︑一九八一〜八 岡︶を姥設することを岡らかにし

︻パリ松本駐在風︼欧州業岡体

蹴所から送られて来た狸藻物を貯

採用されれば︑オーストラリアに

するはずである︒もしこの提婆が

舘の製造に用いられる恐れも解消

一疋間にわたり落か所の原子力発 ア産ウランが︑外憂によって核兵

強化し︑世騨的規模で利屠できる

この計鑛はECのウラン膚給力を 淡に答えたものである︒この謎決

︵七七〜八0笙一欝万UCH︶に
︒行った岡地方への原発誘致の議

UC聡に定めて理頸会に提出した 会理箏会が一九七九駕V月十分拷

の開発間接行膵島薗予簾を八酉万

四薙のウラン探鉱開発研究のため

万KW加圧水型炉二基︑第㌘期

蔵することができるという︒

ぼう大な経済上の利益をもたらす

これはオ；ベルニュ地方膵済契

は多数派︵民輩連禽︑共稲閃連

測懸盤

刎轡昆割

■UU

超膏波探儀装避各種

探傷技徳コンサルタント

ツ色

ス

蛍元漫透裸鰯装麗各種

嶺古屋052（853M61㈹ 大阪06（453＞2301㈹
広島0822（44）0400㈹九廻093（92i）2512㈹
工場久墨浜0468（35）0935㈹

磁粉探傷装置各穫

査はきわめて順調に行われ︑建墜内の装躍や機器に明らかな物的撮鰯はみあたらなかったようだ︒岡
社幹部は︑﹁当初予想していたほど状況は悪くない﹂と述べ︑八月中にも二回欝の立入り調査を行う

TMI一癖機の原子炉建屋内にが数か熱讃から還隔測定によって
エリア︑エレベータ壁︑原子炉建

廠向を示した︒

入ったのは︑ウィリアム︒H︒ベ 得ていた結晶と一致する﹂と説明

を行ったと報告した︒これに関し

屋ライナ⁝の放射線サンプリング

ベンソン狡師の報告によると︑
て︑メトロポリタン・エジソン社

ール氏とマイケル・L︒ベンソン した︒
氏︒七月二十⁝二三年 削十瞬六分か

階段の吹抜き︵ベータ線で瑚．ム／

のクラクシック民は︑﹁汚染の礪

を講ずべきかを︑サンプルから読

類をつきとめ︑いかなる除染手段

みとるには︑少なくとも一週間は

いところがあった︒また︑床の上
に︑さびによる変魯が兇つかった

時︶など一部に放射線レベルの嵩

が︑さびの部分の放附線は異常に
かかるだろう扁と説明した︒

ン︑ベール両殴のポケット線騒計

二十分聞の立入りの際のベンソ

高いものではなかった︒吹抜きに

の読み億は︑一家ド．﹂以下であっ

あるドアには︑建駆内の水纂爆発

へこ

によってドアが強く弁にぶつかっ
たためにできたと憩われる

提罪している︒政府はエネルギー

府は七月＋七疑惑万KW康発烹 確傑の視点から住民の反対は押し

︻パリ松本駐在鼠︼オランダ政

基を一九九一︑二年までに建設す

た︒彼らは︑限界状態に近付くこ
とさえなかったと振摘し︑ベール

が確講された︒

ペンソン沃は︑﹁万歳がきわめ
氏は﹁ファンタスチックであると

み

て餐厨に進符した偏と述べ︑蒸気

切ってゆく意向といわれる︒

に八百万UCE
ぐれだ利点を持っていると迷べて

これを取囲むようにするのが︑こ

ャトー下流に原発︵第一繋属ぞ幸
いる︒これは︑シンロックが麗溜

の謄藏法である︒一つの穴には︑

ほど︑アリエ絹のボン・デュ︒シ

でも藩解せず︑また処理中に揮発

婁

これは廃棄物を門シン切ックし

性の放射性鷺素が放拙される恐れ

露 C

という藩士岩石の中に閉じ込める

の︒

方法である︒放射性廃棄物は︑こ

﹁シンロックの中に蘭じ込めら

継しい大型聴罪の確立も町能にな

た︒

た放射性廃簗物か

れ︑一つの穴の中に深く埋没され

盆︶と共産党が提案し︑社余党の

て淡醒する︒八一蕉中には公益L

興会と市町村会の協議墾続きを窪

興会︑閲運箭町会への資料送付︑

なサイトは明銀一月地方理嘆余︑

反対を押し切って成立した︒明確

技術の開発を覆髄としている︒
シンロック法と︑深い宜を掘っ

ろう﹂

は︑二千隼纒過し

メキシコへ技
術提供の用意

ら強じる危険轍

て廃棄物を埋没する方法を結増す

スウェーデン運輸相

ることを指摘し︑反対運動展開の

気構えをみせている◎

応力剣ぜ

塊

ら十隠二十六分象での二十分開︑
原子炉建屋内の放射線サンプルを
採取したり︑内部の購読搬影を行

果たした︒

うなど︑立入り調査の便命を無窮

このBの 年 後 の 認 書 金 晃 で ︑ 両
技師は︑﹁礒屡内の嚢畷や機器に
明らかな物的撰鰯はなかった﹂と
述べ・一鯖閣嶺たりの放射線レベ
ルについては門ガンマ線で四蕎〜
七糞︑野．へべータ線で一〜二．謬

で︑メト糠ポリタン・エジソン社

蜘

曜

騨

︐︐一
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藻難産ウランから生じた核廃灘物の

Ψ

﹁シンロックは︑放射性廃棄物

巳

を必要期閣閉じ込め︑これが地球

．

・処理処分を藤州で行うよう提案した

⑫多義

ホランダイト︑ペロブスカイト︑

．

ジルコノライトの紬愚構造の中に

がないからである︒

餉立二十五周年認愈金蝿で講幽し

閉じ込められる︒

の轡石巾の三つの含成鉱物である

オースト ラ リ ア 産 ウ ラ ン を 雨 い
た際に︑岡教授は︑ウラン濃縮と

する能力を持つと儒じている﹂

の慰物糊に漫罵していくの凝防止

て生じた海外筋層での核廃棄物の

リングウッド教授によると︑シ

う斬しい謝懸を提

リース方式で核燃料供給

ることにより︑全く安金な廃繋物

こうして製僅さ

躍しだ︒

たあとでも︑聯実

この人は ︑ キ ャ ン ベ ラ に あ る オ

リア人核科学蕎がいる︒

上まったく取るに

処理システムとなるが︑この方式

廃棄物はシンロック法で処理

建らぬものでまわりの嶽石に懸在

の講麟に特定の条
岡教授はさらに︑少なくとも六

れた轡料檸は︑他

ン切ックは纐めて安定しており︑

ーストラリア国立大学地球科挙研

件で︵障囲せずに︶りースすると

究学科のテッド・リングウッド敦
授︒闘教授は︑同教授が閥発しだ

は蓉門象の騨価も得られるし金く

業認瓦之続きと環境影響調斉を冗

曲に拝在する放射線レベルと比較

︹パり松添駐在戯冒スウェーデ

か燐の米国の露鋒研究所がシンロ

了し︑八四奪経輪︑九〇年運勢の

地郡内での状況において腐食に耐

ンのウルス・アデルゾーン運輸欄

いう︒りースの条件によると︑海

は︑七月十五躍メキシコで・スウ

FD孚︶の支持をえて︑この講画

の繁人によっても理解されるはず

関する知識すべてを供給する用悪

である︑と醐教授は纏う︒放射性
岡教授は︑シンロック法が追金

廃棄物処理の闇題を礪実に即して

しても︑ほとんど謹はない﹂

数えてみる眼り︑オーストラリア

が住職の支持なしで進められてい

ックについての研究誹画を持って

であるためオーストラリアとして

があることを胆らかにした︒

おり︑また︑シドニーのルーカス

は︑オーストラリア趨のウランか

魔ウランの採掘と輸出を一階的に

社は佛騰水型炉原発の建設と核燃

スウェーデンのアセア・アトム

ェーデンがメキシコに︑原子力に 計醐だ︒社食党では叢叢助連︵C
ら鑑じた廃継物の処理処分を一手

いと岡教授は述べている︒

せよ中止することは正義化できな
きるはず︑とも述べている︒

に引き受ける製糸を持つことがで

シンロックは摂沃九測度の渦度で

たあと︑シンロックを金軸性のカ

廃棄物はシンロックに閉じ込め

が進んでいると述べている︒

力婁五鼎では︑大規模な研究計緬

ハイツにあるオーストラリア原子
圧の脹力にも耐えるといわれる︒

も瀬解することなく︑求た五千気

岡教授は︑シンロックが︑欧米

スで処理する方法よりもかなりす

で用いられているホウ硅酸塩ガラ

《クラノクス》

．

えるすぐれた能力を持っている︒

放射性廃棄物の新しい処理法によ

らの燃料棒はオーストラリアに返

って︑オーストラリアでこれら廃 外の芸子炉で便用しだあと︑これ

棄物を安全に貯制することが罵能

るが︑生じだ醐レベル放射性廃翼

そのあと︑轡料棒は再処理され

還しなければならない︒

デレードで開催された科学の進歩

物は︑リングウッド教授の新しい

今薙五月︑オーストラリアのア

になると蓄えている︒

のだめのオーストラリア・ニュー

ジーランド 協 会 ︵ A 聾 Z A A S︶
方法を絹いて処理しようというも

紫外線探金工

特殊i塗料株式会祉
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力

わが国圃有の条件で
羅燗日本版ラスムッセン報⁝告
﹁漏本版ラスムッセン報簿を﹂i臼本原子力研究所は轟こう五矩間をメドに原子力発醗所のリス
ク灘樋手法の開発にとりくむことになった︒わが国独翻の立地条件などをふまえて︑磯灘論的観点か
ら総合的な評価システムを開発︑こんこのリスク響価に役立てようとするもの︒確率論的除金評備手

騨纐手法の一入漏問題ともからんで︑こんこ大きな熊点となりそう︒

法については︑昨隼のTM工原発珊故いらい︑その礁硬性が指摘されており︑﹁安全審糞への飛騰的

TMI珊故のケースでは従来の定
性的論理体系を上慮る購態が発生
したと蓄えられるためこれまでの
決定論帥手法を磯率論鮒孚法で補
っていこうとする動きに対庶する
もの︒すでに米国では︑原挙力発

設定しようとする鋤きが酒発化し

羅所について定店的な安全葭標を

てきており︑楽国顕子力規鰯婁員

の横撃をスタートしている︒

会︑原子炉安金譜闇婁興金も独窃

翻を安全欝蒼に反映させていくう

ーズアップされてきそう︒

で今回の研究の成累が大きくクロ

されており︑こうした検酎の誤程

慧

騰

えで︑確灘論的手法をどうとり入

着世紀のものといわれる別府原

蓬≡

騰董﹁

一呑笹

講書

謡湘讐

毒響

蓮誓
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ぐ︑〜鶴

轟一号

する必要がある扁と設立の趣疑を
開囎§言

歴史時代にぎわった久冤崎も戦

の波はこの町にも例外な

後︑入口はしだいに減少傾向へ︒
過疎

そこに︑いま潔

来の電力供給

くおそいかかってきた︒

露本原子力発磁︵鈴木髄一祉
長︶は二＋九二︑わが闘初の西

た︑茨城緊環麗罵藁の山雪氏は︑

門原子力に対する正しい理解を︑お

万KW級漂子力発羅断︵蔚十芳おいに警及させてぼしい︒我々も

で再現された筆海第二発耀燐の中

った平屋立てで︑中には実寸雪塩

この藥海原子力館は︑屋上をも

た︒

約鶯名が参加︑新しい門鳩を祝っ

学生からお黛宣り濠で二二関係者

式嚇には︑璽休みを利用した小

KW︑BWR︶に隣設された行
蕨政面から努力する漏と譲った︒
偲・策海原子力館﹂の賄館武を行
︵繋二二︶

まず︑あいさつに立った和田駅

なった︒

長は魂望潮と建地との関係は東海
第一発醗所の建設以菜︑二十年の

﹁蘂海村にめばえた穿は︑今や︑

長きにわたる扁と前おきしたあと

二十一基約千五酉島KWに成擾し 央制御整・岡原子炉の五分の㎝の

また簗会籔も設けられており︑地

その間︑古いPR館では驕館以来 糟密な模型等が展示されている・
十七万入の来客を迎えた︒こんご

時業まで︒

開館騰閤は午前九階から牛後三

は新しいPR館で原子力知識を普 元にも開放される予定︒

次に来蜜を代表してあいさつし

及させていきたい﹂とのべた︒

は東郷三二福鉢県議会議畏︑宇都

藤正二福鵬県議会議長︑醐会擾に

し役員遡出にうつり︑会長には還

説萌︒このあと協議会規約を採択

との考えを打ち出ちだしている︒

体系の整備をはかる必要がある﹂

性から︑圃の謎謎で特別宜法等法

策については﹁原子力災審の特殊

要がある隔と指摘︒また︑防災対

茨城県議会議擾が就任した︒

遠藤新会長は﹁協議会の縫命は
きわめて大きい︒澱任の璽穴さを

せ︑聞題解淡へ努力したい﹂と力

感じている︒こんこ︑力をあわ

強くあいさつ︒

このあと︑総台的な地域振興対

それによると︑要鯉は﹁原子力
発電については賊などの対応が住
属の理解と協力を繹るという醐で
は必ずしも十分とはいえない﹂と

また︑これにさきだ2一十三目

には全圏十四の原発所在県知曙で

構成する門原子力発電関係繊体協

期郭︶も︑関係雀庁に対し︑地冗

議会﹂︵会長・巾川軍太央煽が県

羅綾の拡充などを求めた﹁原子力

た︒

発確に関する硬豊轡﹂を提鋤し

要望懲の趣旨は︑原発関係県議

①国と薗治体の役捌分挺の明確化

会議長協議会の要望とほぼ瞬様で

②地城瀦電自撰金制を臨む特別立

どを求めている︒

国際会議あんない

▽国際原子力機関︵IAEA︶

主催﹁低レベル放射線測定法およ

西独・西ベルリンで︒論文提出締

ジウム﹂多照無四月六闘〜ナ田︑

び分光測定法に蘭する口際シンポ
このうち︑地域振興聞題につい

切りは墨銀十月八闘︵原巌必着︶

参加印し込み締切りは来奪二月二

閥い台せは原産企睡塞まで︒

＋七賦︒

訪中放射線調査団

報告書を近く刊行
産業の振興と︑住民福祉の向上を

告慰を刊行する︒B5版︑約六ナ

をメドに訪中放射線利用調霊妙輻

田木嚢子力軸簾会議は八月中旬

産

はかるためには︑鷹源三法の描耀

原

だけでは必ずしも十分とはいえな

み︶︒精盟者は原慶技術課まで︒

ハ峯︒韻布価格は一冊千円︵送料こ

のため速かにその灘入をはかる必

い状況にある﹂と述べたあと﹁こ

肢﹂については門璽源立地地域の

さらに︑﹁地域別電気概金制

1などの実現をもとめている︒

営の安定化④慨久的な財源礁保一

振興施策の甜立③腿林漁業嵩の経

鵬の整備②縄胴確保のための盛業

と強調︑無体的に①磁源地域窺住

麗法の爽現をはかる必要がある﹂

ては門懐久的な鮒策として特別描

えている︒

ることが不可欠となっていると訴

などについて抜本醐な改譲をはか

摘︑行政︑安全︑防災︑地域振翼

めて厳しい戸口下にある﹂と櫃

治体は孚MI騨故などによりきわ 法の塞現③電源蕪法の改醤⁝⁝な

述べたあと︑﹁こうしたなかで自

原発団体協議会も
電源立地で要望書

富光明愛媛県議会議長︑塚本脅造
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闘醜については︑これを導いて原

れていくかは擬期的翻題として残

わが國では︑こんご7三三の教

評願手法驕発への要田が蕩まった

ス︑灘細な評価を行い︑異体的に

発金体のリスクを鱗出するケー

原子力発 電 所 の 確 率 論 的 安 全 評
ことから門わが国としても本格的

どの機器がクリティカルパスに

原発県会議長協が設立総会

﹁特別措置法の実現を﹂

子力規制婁員会︵醤RC︶によっ 研究をすすめる必嚢がある﹂と判
断︑今圏の五か駕謝藤となったも

樋については昭和五十年に米国原

て発表されたラスムッセン報簿が
なっているかを探るケース︑など
が霧えられるが︑げんざいのとこ

の︒

引金研究協会や原子力委興会の韓
ろこのどちらに力点をおくかは未
定︒原研では二面︑両方を念頭に

今圃検討の焦点となるのは︑わ

にどう反映させていくかという

が園原発の特殊牲を安全評価手法

ムッセン報告を﹂との方陶が打ち
﹁地元薄策の抜本的改鵡を扁ー

総懸メンバーは福厨︑露城︑茨

ー原子力発電関係興議会議長協議

与するというのが設立の罵凶︒

進展状況に応じて焦点をしぼって

も出力など詳細設謝はプラントご

点︒岡じPWR︑BWRといっ
おい
てて検討をすすめるが︑作業の

畠され︑これをうけて原研でも昭

城︑新潟︑薇艸︑静岡︑細根︑愛

稲五十二痒から確率論的蜜全評価

会の設立総会が二十九磯︑郵駅・

とに翼ってくるほか︑立地条件︑
いく方針︒

手法についての予備約調査がスタ

轟響

ただちに関係街庁に陳観した︒

m一一＝一辱

策を強く求めた要墾雛を採択し︑

璽皆

釧にとりくんできたが︑こんこは

胴鴨剛言

総会では︑まず設立発貫入を代

皇柳讐

TMI鵬故以後︑﹁安全審蕉へのた︒金掻の原子力発瓢駈所在県識

垂＝

独窟の特殊性があるため︑こうし

髄三胃n

しかし︑昨犀三月目スリーマイ

﹁幣闇誓

さらに一歩すすめ︑各県議会が密

髄三言

表して塚氷育造茨城県議会議擾が

耳幣笹

会の轟けいを強化し︑原発間曲に

轟言

㎜≡言

定雛的評価手法の転入漏問題とか

三藝

；門蓼

た田本の窮携にあった評備拳法の

二m一＝

琵要

ルアイランド原子力発囎所購故以

二蓼

一一薫嘗

接に遮絡をとり︑問題解決に努力

蘂＝p

叢誓

あいさつにたち﹁これまで原子力

漏楠§

三審

ついて凱圃して国に要墾を行うな

三＝門曹

また︑こうした確率論的手法の
最≡

三蕃

どして︑地域住民福祉の向上に笥

皇誓

㎜§臨

らんで表薦化してきており︑これ

蕊扁＝

菖羨

もこんこの焦点の一つ︒これは︑

二一覆

毎月〜回の研究会の前職には出

たうえで︑わかりやすいPRに努

﹁これからも住罠の心を理解し

とめて熱弁をふるう︒

ったのは二二三十九駕＋二月の 原さんも出膳︑ 川内の心 をも

発サイト蝶補地としてうかびあが

川内畜議会の講致決議がキッカ
ケ︒中原さんは︑そのこの地元と

のは︑このPR館が金國で初めて の擾触で原峯力を不用に罷解して

内原発展示館

九州電力・川

髭菩

出発に湖月をおいていく︒

三＝7

悲喝をあげる︒

センター11久見騎﹂への新しい門
毘を祝うかのように︑工珊環場の

めていきたい漏︒

もらうには︑まず

中原さんは︑みやま池をはさん

を

の試み︒晃学蒼は︑この

理解することが大荊提ということ

住蔑の心

に︑じかに手でふれ︑原子炉のズ

ツチ欝が高らかにひびきわたる︒

実物

らい︑入場響はもう三万三千入︒

で︑工壌串の第一原発の工覇現場

れることが第一ですから・扁と

る戦死巻をいたむ門渡出離の踊

遡跡︒藁薦秀吉の朝鮮巖兵によ

︵ゆ︶

を実感した︒そして︑い濠や近く

心と五感に訴える
い人はいないほど︒郷土寅研究会

実物大原子炉に驚く目
までの縄験をいかしました︒やは

中原さんは︑川内に赴任して以来

り︑原子力のPRは疏接ハダでふ の祷力メンバーの一人でもある︒

繭擾住民に接触してきたこの八面

り﹂⁝⁝川内は歴兜の窒謙であ

川内原発展示館㊤とにぎわう館内㊦

﹁最新のPR館ですから︑これ で﹁PR館の中原さん﹂を知らな を塞ぶしそうにみつめる︒

ツシリとした嫉みを実感する︒

﹁昨無十一月にオープンしてい

曹三一7

後︑安全試査への定騰的評価手法

丑蓄

の灘入間題が表猛化し︑確率論鮒
警

＝言

発鍛問題については名県議会で簾

確愚論的評価黍法の開発鎖題は

媛︑佐蟹︑鹿箆鵬の十県︒

地盤︑運転・保守などにもわが国

平河町の都道府県会館で開かれ

ートしていた︒

門部会などの険謝で﹁賑承版ラス

世界的に宿名︒わが國でも原子力

二

東海

ネコの手もかりたいほどです﹂︒

門さあ︑これから原子炉に入り

ひびきわたる係員の函︒おそる

り︑もうそこごこをあるくだけで

ます扁︒

おそる見上げる縄学者の団また

そのむかし︑百石と大陸をむす

の羅験を感慨深げにふりかえるQ
実物大原子炉摸型を中心に外周

瞼︒

藪時の叙聯詩があざやかによみが

った川内1⁝その由緒ある地が原 えってくる︒

墨

麗

曳

誌

疑

㌧

臨本大会の講演、パネル・ディスカッションの全貌を完全収録！

訟

欝

離瀦越

ヒ

聴磁

瓢

愈

餐

騨︑露ゴ︑

＼8

欝蟹三三欝

日本原子力産業会議企画室

間合せ先

一
ぶ遇騰使の船出魅としてもにぎわ

島r

惹ノ

原鼻 夷 巌 倉 磐 の 配 点
欝欝から 言 霊 機 で 約 二 蒔 間 ︒ 眼
下にひろが る 薩 摩 忍 言 は 三 田 を う

けてはるかにかすむ︒

透明にす き と お る 海 の 街 ︒ 宝 石

が︑いくらいそがしくてもその
対応は通りいっぺんのものではな

のようにちらばる揺々︒

日本簸糠 蝦 の 原 発 サ イ ト ︑ 川 内

い︒臼水のエネルギー惰勢を説明
したパネルから実物大炉心換型濠

原欝欝発羅所は辛講の西側︑川内

川河口に織織する︒

で︑つぎつぎとあらわれるカラフ
ルなオプシ丁クト︒ジックリ兜学

洞辺にそ っ て サ イ ト の 久 灘 崎 町
求でくるともう人蒙もまばら︒突

すればタップリ

難問はかかる︒

如と視界に 入 っ て く る P 獄 餌 ︒ 嵐

亜の壁がみやま池の水撒に映え

る︒

﹁すみま せ ん ︒ ち ょ っ と ︑ そ ち

らでおまち 下 さ い ﹂ Q
まだ開館してまもないというの

コンクリートから原畢炉まで山径

に混み禽う館内︒つぎつぎと到漕

する団体バス︒飼罠の中原さん

二十二賢の実物配躍を行っている

ノ

鑑難

繍

〒100東京都千代田区大手町1−5−4安田火災大手Ili∫ビル
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供給の60％ま
は八つ︒核

ホットセルの

団地

種ことに入るラインが淡濠ってい

ラフ型加趣謡一号機の製作・調整

雛製作の経験を踏まえてパンデグ

五千件ちかくに達している︒

った核鷹学診断は︑昨隼度だけで 論議の的となった

ング︑ラジオイムノアッセイとい

どの機能検査︑各臓器のイメージ

めて放流しているという︒B本で

のは半減期の十億貯翻したうえ薄

工煽の機械痛工の盆格纂甥は︑精

海ケーブル工堀に豊麗する計画︒

六千万円を冤込み︑完成すれば上

からの輸入に一部依存している︒

放樹性医藁品の主役はやはりテ

も各地の機業研究駈で活発で︑研

などの短寿命乱調︒英RCCなど野へのアイソトープ︒放射線利馬

クネシウム99規︑インジウム螂窺

究者脚も漂い︒北東の中國慶業科

は︑ここではいち累く遡入されて

スソ切り

から完成までは三毎︒コストは約

を進めていた︒この一号機の設計

度︑千分の一︒作業成績纒秀蓄に

モグラフィ︵CT︶装甲など潮間 学院原子能利用研究筋は箪分け的

シンチカメラやコンピュータ・ト

農業の盛んな中主では︑この分

いる︒

に三月から画日閣の騒農成上鞍十

は報儂金が畠る︒工鵬入口掲示板

に加えて︑数隼離フランスから装

躍一式を玉入して中性子照酎を蚕

な存在︒コバルト60ガンマ線照射

種改良に取入れ︑悪欲的な研究を

の核医学装課の本格搬入はこれか

門中国の病院のベッド数は欝九

四入の名前︑作業慰留︑合格率の

向上への竸争懲欲を盛り立ててい

進めている︒照射による不妊虫作

らの課題だ︒

の義塾工場︒多贔樋︑少醗蛍産に

四万人いて︑このうち颯洋医は三

ン治療の現況を紹介したのは︑杭

ます﹂︒昨薙の暖療統計にふれガ

効果を試す謙漉だ︒

定の小島を試験区城にして不妊化

ロコシにつく虫を対象に︑近く特

出の研究も軌道に乗った︒トウモ

州腫彌医院の二恩見舞院長︒﹁針

十九万人︑漢方医は二十六万人い

十三万床︒医療関係蓄は二百論ハ十

数字がズラリと並んで︑昂質管理
馬鐸︒いずれもここの放射化栄部
る︒

にもユニーク︒検娼器は︑ヨウ化

徹し︑カバー範囲の広さは盤界的

緑一纏の研究所の中庭︒その上

アイソトープ・靴型棒利屠を分

スソ切り実施

病院廃棄物の

門から送り出されていく︒

ボロン入りなどの各稲シンチレー

チューメン固化やガラス縮化など

ターをはじめ︑単遡体横濫器︑贈

廃麓物処理の化学の研究をしてい

いた︒放射能が二十分で楽減して

ヨウ素胤・モリブデン99コ口各 不格好に横切っているのが醸をひ

ナトリウム︑プラスチック︑液体

種のアイソトープは︑ここで姿︑

を語学を超す窃い一本の気送管が

次いで昨秋代衷闘の副欝欝とし

る︒

て来田した尚倫アイソトープ副主

るという︒

並木とレンガ塀の還りに︑灘の

でが医用核種
クラクションがあちこちで響き渡

しまう炭素11を一酸化炭素か炭酸 離箱︑比例計数笛など︒測定器

な人出でにぎわう︒趨りのやや奥

縫返︑＼≠・白墨

﹁ユーザーの求めに応じた機雛

技術は︑上海ケーブル工禍の聯用

線︒ケーブル被灘柑の放射線架橋
よう慰蓄が際立って多いのが︑こ

印伝群生物物理教欝研究窒主任ら

だ︒隈さ計︑レベル誹︑密度計の

ません﹂︒呉欽健駈擬の概況紹介

が浅く︑機翼はそれほど多くあり

線利用の拡大は欝積する課題をか

ー︒工業へのアイソトープ︒放射

ついた段階︒人︑技術︑コストー

加遜器設灘計画で︑奥入の囲途が

心

の地域の蒋徴︒ウイルス説もある

が錨樫改良の興体例を熱っぽく説

開発・製作状混や耐久性試験設備

照本で広く実用化されている電

まれた中国麗揺の禦勝地である︒

トープ装働機雛の開発はまだ歴史

をつくるのがここの役臣︒アイソ

形づくっているように思われた︒

墜で︑各地の稲や変の標本を前に

一つ︑上海騰顯医院は︑灘岡喉腫 水田地帯の一角にある大学の展示

が︑原困はまだはっきり分ってい

﹁より︵茎を︶短く︑より強

物理︑化学︑生物研究への利罵

かえてまさにこれからが勝負だ︒

く︒

を罠に断擾に続いた︒セシウム帰

く︑より︵穂数を︶多く﹂の研究

放射線の販扱いは︑中国国寒標

線源内猛の駆さ計が上海第一製鉄

ないという︒

工業利用に多

成粟の結晶がそこにあった◎

門ICRP︵国際放射線防護委贋

準放射線防護観音で規制される︒

会︶勧憲も参霧にしている﹂とい

人里千召万の大都箭︑上海︒ア

いう︒嘩さ謝の製作実績はおよそ

惣堀から感謝状をもらったのだと

そうに取り出して兇せてくれた︒

研は︑研究蓄銀鱗人︑補助者三筥

胴︑機器開発の五部門からなる核

放射化学︑放射線化学︑加速器利

大学︵上海︶で兇た︒癒用核物理
業所には並行して独翻の規定があ

で謝ることができた︒工業プロセ

イソトープ工業利縮の側面はここ

状況は︑上海康子核研究所と復旦

る﹂とも黒いた︒箆輩は日本ほど

工棚で︑熱闘圧延申の鋼板暉瀾定

國鷹学科学院薗部医院がある︒古

厳格ではないように得われる︒上

くの課題も
くからある核鷹学料に貰えて昨

うが︑内容は明らかでない︒﹇蟹
揃っている︒いずれも雛遊段階か

鋸︑放射線医学研窮駈が誕堕して

まったところにベッド数六蔭の中

杭州の漸江農業大学でも︑調董

麻酔が普及していて︑頭頸部︑表

ガスの彩にして超特急で研究篭に

は︑NIMモシュール詑体のユニ野別にみると︑医学︑農業への普

形を変え︑病院や研究所への旅仕

い﹂と山隠な悩みも︒放劉線知識

が放射線を怖がって使いたがらな

度を整える︒鍛錬蕩女史ら技術ス

放鮒線機器窯の十旅人が︑工業用

任︒﹁中国では︑アイソトープは

圃は昂稠改農や旛肥効粟の研究施

大部分が国藍︑一部が輸入されて

在性腫ようには特に有効偏︒﹁人

に抜けて車で一時闇余︑田園の広

及ぶりに比べて︑工業利用にはや

る北禦の徳並︒その中心部を︑癒

だ︒

アイソト⁝プ装舖機器︵ゲージン

ット典型︑スケーラー︑マルチ︒

がりの中に中国科学院原子能︵

ホット・ライン

グ類︶の開発︑製作に取組んでい

運びこむ

設を視察した︒﹁天に極楽︑地に

タッフから分離︒精製方法の園丁

楽幽︑蘇州と杭州﹂とうたわれる

います︒アイソトープの生塵の歴

参と免疫との関係が研究され︑延

ン測定器など︒典藻琴器︑保健物

ら醸力礎生の圏是に沿っての一聡

に活躍中︒利罵覇場の写翼を大朋

生産︒機器のカタログは輝さ二穆

¥台︒数の上では一番多いよう 入を擁する︒臨界簗禽体︑サイク

海膣瘤医院の放射性廃液の廃藁

二十葎を趨える申国のアイソト
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