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アンドレ・ジロー工業相は︑ナン

トの地方紙プレス・オセアンへの
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産董水黒門圃︵二十三︒薫万K 欠︺との煮方は変えていない︒

の覧遷しをもてるレベルに到達

インド原子力省の代表は︑九
月にミュンヘンで開かれた世界
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今園の華華輸入問題は︑今巻か
ら︑縮搾県に本社をおく江守商薯
を窓口に︑また︑中國に駐在所を
もつ三井物産の応援を得て謡會い
がすすめられ︑今憂︑中砲化工総
公罰との交渉が成立したもの︒今
月十躍にも︑神声に到碧︑﹁ふげ

ん﹂に納入される運びだQ
動燃珊業樹の五十五輝度の重水

は︑その先陣となるもので︑残り

購入計装は六ゾ︒中藍からの輸入

ロ敏から︑それぞれニナずつ︑十

製造には︑莫大な電力を必嚢とす

三沙の水が必要とするその重水の

インドネシアは

質溝造調盈を行う︒

謝画でスマトラ凝鮒部を対象に地

九九七駕に六

る︒このため︑国内生産では採舞

十万KWの原発を完成させ︑二十
五蕪後には藤野力設備の約二胴を

が禽わず︑そのほとんどは輸入に

原子力懸軍でまかなう計画で︑す
でにインド︑パキスタン︑亜独︑フ

のように︑閲料工場の副産物か

ランス︑イタリアと原子力協鰭を

頼っているのが実悟︒ノルウェー

る︒肥料のアンモニアをつくると

スマトラ島紫黒でウラン傑鉱に麗

締精︑このうち西独︑フランスは

ら︑璽水を作っているところもあ

きに利帰する水素から︑窺水際を
﹁抜く﹂という方法だ︒最新工場

がきまれば闘湯煮部でそれぞれ並

罪している︒このため臼本の墾入

薙あたり

でつくられる池水も︑

行して飼査が行われることになる

縢葎ゾていどとされている︒

今園の蜜水は︑減速材として利

だが︑核融含では﹁核燃脳﹂とな

を締結したい悪醐だが︑こんかい

子力開発全般にわたる協力協定を

また︑インドネシアは田本と原

晃込み︒

る︒それだけに︑﹁ニゾ﹂とはい

用されるもので核燃料ではない︒

え︑藩中の原子力分野で野水が︑

に限定されることになりそう︒

の交換公文はウラン探鉱での協力

は︑こんこの磁中協力に︑大きな

﹁原電工箏Uをスタートさせた︒

臼木原子力発馬は一臼︑蕨鼠社

初代祉痩に大神氏

工事が発足

新会社門感電

ウラン探鉱驚動を展開している︒

酬；≡＝︻三帰一

影響をよぶものとみられている︒

閥ゾは︑DOEとノルスクハイド
その輸埋入の対象となったこと
は農水の純度など︑その品質が満

化に新稿藏をひらいていきたい計

ウラ

立させ︑発臨所補修体制の強化を

はメジV一各社がつぎつ

しかし︑すでにこうした

ぎと鉱匿をおさえてきており︑糧

はかることになったもの︒資本命

ン銀座

轟の長期購入契約などによって一

いるのが現状︒このため︑政府で

嚢な新規参入は難しくなってきて

わが国のウラン資源は露気購業

画だ︒

九九〇三代初期まではすでに確擬

﹁原電嶺業﹂の工事鄙眺を分離独

ずみ︒しかし︑それ以降について

は門将来ウラン資源調達先をでき

した︒

男木原子力発虚会社副持長が就任

は八千万円︒初代社長には大抑正

竈務系対象原子力セミナー

原産︑受講生を募集申

林酪敏︑武巾竣工︑三韓鐙績︑汀

講師は鈴木器二︑近藤駿介︑小

科臼も新設されている︒

﹁ウラン難源開発と環際協力しの

か︑門放射性廃藁物の処理処分匙

日本原簿箋藤馨︑瞭ル討論の臨が設け︒れ騰
子力セミナーを開いているが︑そ

秋の二圃︑購書系職員を対象に原

の第二十幽躍が十二月一日から六

繕悟︑浅渕忠一︑吉沢康雄︑佐々

田間︑榮康・大手町の原涯会議窮
で開催されることになり︑受講生

学会︵参加費九千円︶が設けられ

田には購に残影原子力発磁所の児

参加鍛七乃六千円︒最終臼の六

康の各氏︒

水臼贋︑兜玉勝雛︑笹生仁︑岸水

を募集している︒

このセミナーは︑原子力の広報
立地対策ならびに企顯︑三輪など

に︑原子力の澱近の動陶︑また嶺

の業務に携わる瑠務系職鐡を対象

画の璽襲問題について二手閥分野

ている︒定員五十名︒締鱒りは冠

四国耀力

臼︑窪川原子刀調

閤題に対応するのが︑こんかいの⁝

繊を機に憩浮上した原発要地調査

た︒醐知傑窪川町住民の捌遣．而

燕串務所︵森瓜生所長︶を設置し

四国竃力は

町に調査事務所

請願うけ︑窪川

せば原灌業務諜まで︒

一月二十五露︒幽し込み問い合わ

での講師を迎え︑相互の毒血を交

今圓はとくに︑﹁原子カー田民

換し︑研修するもの︒

の理解を郷るために一﹂が基調Q

金・安定運紙の確撮と稼働率向上
にむかって︑さらに発電駈の補修
体制を艶備強化するため︑この工
裂部門を独立させる必塑がある﹂

させたもの︒

と魍断︑﹁瀕電工嚢﹂をスタート

新会社の壌業の雛的はの発電所
とその付携設舖の建設︑増改丁に
かんする設餅と施工請賃②発電所

で調査を行うにさいして予定され・

腰銭所設置のねらい◎当酸・列町⁝

懲類の蟄四五費ばかりが瞭視され

四三二︶濠で︒

イソトープ部門︵Q三−九四四一

﹁第三図放射線プロセス国野

を納めておりますQ

豊中協力に具偉的な一歩
鋤力炉・核燃料開発三業鐡︵瀬川正男理蟹艮︶はこのほど︑中国から璽水ニゾを輸入することをあ
きらかにした︒げんざいの予定では十臼にも入荷の運びとなる毘込み︒原子力分野での日中協力は︑
原薩鶴表圃の訪中︵七月︶︑中国代表職の来鐡︵九月︶という雨圏代表躍の交流によって︑一段と濡発
化しただけに︑今立の勲庸愚業圃による中罵からの原子力物資の輸入は︑脳中協力の群体的な一歩と
して︑各方面から鵬翼をあつめそうだ︒
とノルウェーと︑ほとんど同じで
二月中にも契約したい考え︒

この璽水は︑動燃麟業樹の新型
足すべきものであれば︑こんこと
一グラムの寒水をつくるのに︑

転換炉﹁ふげん漏︵十六万五千K あったことも︑輸入決定の大きな

今年申にも公文書を交換．

スマトラでU探鉱へ

爵本・インドネシア両政府

上≡＝≡ヨ＝営−歪需≡葺ヨー需㎜；導箪冊ヨ丁⁝⁝−一圭≡琶︻＝扁一＝1＝⁝璽筆⁝γ一−幽︻≡≡㎜藁＝1≡ヨ︻冊≡≡ーヨ辱≡冊＝＝㎜一−

W︶の頗速材で利昭されるもの︒ 窮困となったQ勤轡難業幽として も輸入したいとしている︒
﹁ふげん﹂には︑総磁蕾六十少の

蜀水がみたされているが︑イオン

われる︒

交換樹脂を交換するとき︑多少失

このため︑補給用の鐙水として

︵DOE︶とノルウェーのノ ル ス

螂業繊は繊無︑※鷹エネルギー省

るだけ多様化するとの観燕から︑

この従来からの購入先から︑あ

とその主構設備の假守︑修繕にか

﹁

ている㍗蓋開締結﹂闘題について一

越とツ・の隻をい馨︑・△

調査買収から二年にわたっ

ごの調血にそなえる計画だ︒

⁝

⁝

て︑地形︑地質︑海象︑気鍍調査⁝

研修生を募集

が予定されている︒

果攣力研究畷擁硬

⁝

トープ・原子炉研修所は︑以下の⁝

▽第六剛ラジオアイソトープ研・

器で研修生を日中︒

修嵩麗︵作業灘測定コ⊥

がちだったが︑このセンターの発

当︑

象議が開鵜一の認壌中︑桜田〜郎

原研大阪研究所長とあるのは︑桜

です︒お詑びして訂呈し京す︒

田一郎独都大学舶難教捜の聞達い

ノチ、ボ

ハ

圏

聞
融

業

世界的にウラン蒲給がゆるんでい

はほとんど手妻てされていない︒

このため︑わが国では﹁一九九

原電が放心線管理︑麗薄物処

んする設dと施工講負③発隠所︑
建物︑船舶等五作物の防火︑艦蔽
にかんする重書と引墨引負④土木
・建設工購にかんする設凝と施工

議題にかんする業務を行うことと

備の保守工購︑修繕工廓︑増改濃

峯薩は︑発電所とこの玉傷設

v業務領域を拡大して︑工事部門 講負一1など︒

のは照和四＋八葎︒同社は︑その

を設置︑発電勝内諸設備の撮守点

も手がけていた︒

検︑保修ユ噴︑防火遮蔽工嶺など

しかし︑TM王原発添故も〜つ している︒
の契機となり︑﹁原子力発電の安

二一二多玉筆ζ一 二玉 一二
輸省鶴動車局長が︑それぞれ︑国

玉二 一 二 一 ニゼ玉 二 玉

民蛋鷺に必蟹不司欠となっている

六千四︒巾し込み締切り十一月冠

募集人員灘十二名︒受講繕九が一
う新法人の更要牲を強調︑前途を

門核一としての役制と期待をにな

今臼のRIの二瀬をふまえ︑その ス︶期間十二月十五臼〜十九貸︒⁝

玄人の門出を祝った︒

まず︑あいさつに立った安分技

﹁代行機関としての費任の難さを

術センターの山崎又一理壌畏は︑

混によって︑凱質的な安全羅査が

閤い合わせば同研修所ラシオア

悶B︒

つづいて︑設立発官人を代表し

そして︑門これまでは︑とかく

祝った︒

て茅誠別氏が︑﹁この新法人は︑

できることになった﹂と︑ユーモ

い﹂と︑スタートにあたっての決

痛感している︒瀬張っていきた

皆さんの総懸でできたもの︒その

ア藤じりのことばをおりまぜた郷

意をのべた︒

興銀を忘れず︑新法入の悪婦に心

蓬生牽輔氏の二刀で︑参茄蓄命員

▽月華・前日︵一〇互聾︶一

をかけてほしい偏と︑新法人に対

がグラスをかかげ︑新法入を閃揺
した︒

スリーフ、ライこ二〕

放射線遮蔽扉、スリーフ頬、及ひP．P．システム

防水雛、蓬

まいりましたQ
今、こうした経験を生かし、原蚕力の各施設に

各種放射線漣
各 種 気

フシセイコーは永年金融機際Bこ対し、金陣室
扉とセキュリティ・システムを開発・納入して
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るいまこそウラン探鉱を績極的に
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スマトラ講南部でウラン探鉱へ

ど大筋で愈悪にたっしたもの︒影

一1政府は攣ければ今鋸中にもイ て折衝をつづけていたが︑このほ

る﹂との國襟をかかげ︑カナダ︑

理︑便用済み轡料輔養など漂子力
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、設業は

讐

O

クハイドロ社から︑颯〜五踏輸入

ンドネシア政鰐との間でウラン探
干では交換公文のツメをいそぎ︑

発解合に特蒋の叢路処理を円滑に

た：

していた︒

鉱に関する公文艦を交換する毘通

すすめる必裳がある﹂との燃えに

0

行うため門原電禦茱漏を設立した
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発給亀力羅〔MWH〕
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稼動聴問〔H）
〔乃KW〕

騰闘稼動薬
認可出力
式
型

発電難名

（原産調べ）
1＝
．、．：
醒
・1
▲

1月6Eヨ

B召禾B55年哩

子
（第三樋郵便物認可）

第1053号
（3）

聞

業

はエネルギー・原子力についてこう考える﹂︑共通テーマとして﹁原子力に携わる人々への手

募集をおこなった︒今年の俸文のテーマは︑中学生が﹁私たちとエネルギー﹂︑⁝尚校生が﹁私

日本原子力文化振興財団は︑十月二十六闘の﹁原子力の二一を記念し︑中・高生から作文の

らない程度のものだ︒私達は地味

あるだけで︑人間にとってはわか

入口と出口では摂氏七度の上膳が

問題である︒物議︑海水の温度は

反対する第一の理由は︑温排水の

﹁岩内漁協などが原子力発亀に

る一などと︑これからの薄策も話

し合いを進めていこうと思ってい

後もさまざまなデータをもとに詳

る原子力発亀所をつくりたい︒今

興にも役立っ安金で長く運転でき

﹁亀嵩に望んでもらえ︑地域振

れは我々の薗に立ちはだかってい

曲論も理解することができる︒そ

てしまった︒だが︑今なら老人の

題だと予翻していたので一瞬驚い

は当然︑社会福祉の問題や物価問

私はこの老人から得られる答え

であった︒

力を利宿したが︑ほとんどが人力

であった︒エネルギーは牛鴨や水

たり︑荷噴で運んだシルクロ⁝ド

る三つ峠は︑生糸や絹布を背負っ

蜀江に南場を諮保した︒栃尾を出

であり︑工場の動力も︑明るく暖

している︒禽獣織物の原料も石紬

わさな町を︑織物の代表的産地に

物の原料や製品を運び︑由あいの

んだ道を︑今はトラックが合繊織

意気エネルギーは︑農村家内工

つかり︑石臼にささえられてい

ーである︒僕らの生盾は︑石油に

かい轟らしも石油によるエネルギ

さん︵福井県武生第四中三琿︶︑橿王毒充霜︵新潟県栃尾中二琿︶︑鈴木畠江さん︵北海道札

紙﹂とされ︑全国から千五頁十四編の臨募があった︒今回は最優秀入選者の申から︑町村典子

業の栃尾織物を工場生産に発展さ

工干して︑絹布の生歴は全国第三

いけない︒数年繭に石鎧不間が起

るQ明るく暖かい生滋︑豊かな衣

って︑石けんやトイレットペーパ

ったとき︑母たちは︑われ先を争

食住がいつまでも続くと悪っては

夜襲はタクシーの運転手と結婚

尾閥に電車も通るようになった︒

したQそこで︑ガソリンというこ

位となった︒そのころ︑長岡〜栃

しかし︑石礫は有限の資源であ

る︒

る深刻なエネルギー問題を他人事

﹁普は良かった﹂などと・少し

による独特なよこしぼちりめんを

せた︒昭南の初期には︑撚糸加工

将来︑原子力発電の必要性はよ

に望むことは何ですか﹂︒老人は

でも感じる世の中にだけはなって

り一層畷ばれることだろう︒

私は十年もの間︑反対する住民

ほしくないと心から患った︒

﹁今のあなたにとって︑この凝血

の老人がインタビューを受けた︒

三カ月露︑剛のニュースでひとり

いう環状だからだ︒

として傍観することはできないと

和五十八年三月には看工にふみき

て帰ってきた・

も夢ではないという気持ちを持っ

ず︑私たちをあたたかく迎い入れ
れるところまできた㎏

のエネルギー問題を解決してもら

石油・石炭にかわるエネルギー

ーの買いしめをしたそうだ︒

源を開発しなければ︑祖母の恐れ

迷うことなくこう答えた︒﹁現在
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耐強い姿を見たような気がした︒
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将来を予湖してつくられている︒
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る︒
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タクシーを蓮憂していたころ︑栃

道の雷よけをしてくれる︒祖父が
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に努めているので︑いっかは必ず

派・爾派盈いに一歩も譲ることな

海道電力ではにしいにもかかわら

だが一生懸命に地元住民との対話

私の頭を混乱させ︑原子力発電シ

結局・両派の橋反する意兇は︑

安全牲を強調した︒

昌江

幌手稲冒剛三鎌︶︑三名の作贔を紹介する︒

義・

難髄謙諜鈴木

﹁足﹂で知った現実

轟欝︐
ンポジウムは何かふききれない気
分のまま薄を閉じた︒

く・窟分たちの慧見を主張してい

期間の世界全体のエネルギー消費

在の田本は﹃油の上に築かれた豊

竪町隠代から絹の生塵地であっ

一

がなかった︒今では︑どの家にも

村に出た︒そこは︑苗から燃える

一幽一日目剛

た栃尾は︑江戸天明のころ︑藩主

水が鵬るところがら︑火霊の村i

昌：一一一︐

圏動繭がある︒昔︑入力で絹を運

明冶生まれの祖母だが︑針の糸通

一﹁一＝一η一

の奨励でしまつむぎを工即し︑全

しもだいじょうぶだ︒﹁おばあち

庸＝一＝

比礼といわれた︒明治になると︑

工にふみきれないままの状態であ

一

ゃんの子どものころ︑なにがいっ

る︒その点についても話してもら
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その後も︑なんとなく原子力発

子園の熱気が飛びこんできた︒こ

きなかった︒私は︑賛成派︑反対

ある真夏の午後11︒巨匠なく 電シンポジウムは忘れることがで
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わめて
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ネルギーの未来はわかりません︒

が一つになったとき︑初めて原子

私たち利用者とみなさんの努力

はならないなあ︑と愚いました︒

臨にしたとき︑﹁あんなコンクリ

いでしょうか︒

力が何倍にも生きてくるのではな

最初︑バスから発電所の施設を

しく思えてきたのです︒

ート詰めのなかで︑よく働いてい

発電所の内部まで熱学させてい
ただいたのは初めてのことでした

けるな﹂という一種の憂うつさえ

す︒

もむごいことだと思ってきたので
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格的に石油を使いはじめてから今

ている︒

用騒を地球浄化能力内の一九六〇

能を人工的につくるのは子孫への

無代の壁にもどすべきだ扁と反対

わらず︑石油は︑あと三十琿で使

ぱ同じ程度になっているにもかか

繭までの菖十薙間の消費墜と︑ほ
︒この衝繋的な

派は撮摘した︒

故意の犯罪
需葉は︑私が原子爆弾を通して原

原子力発電所に働くみなさん︑

このように︑私はつい先臼濠で

りでした︒

恐怖感をとりのぞいてほしいので

も早く︑私たちの原子力に対する

先厳はいろいろとお世話になり︑

原子力を頭から恐ろしいもの︑と

しかし︑そうかといって︑利縮

い桑たされると言われているの

本物にありがとうございました︒

もすると廟分までが襲われるので

者の全部が原子力に全面的に賛成

だ︒

発露所を見学させていただくま

覚えましたが︑﹁多くの家庭や工

ックを受けたQさらに鍛近は︑来

での私は︑正凄いって︑何ほどの

場にここの電力が耀けられ︑世の

子力発電を想像していたのでショ

を正確な数字で知ることができ︑

とりわけ︑一番強く感じたこと

私はこのようなエネルギー危機

現在・新たなエネルギー対策を必

は︑発電の仕事に瞳接︑従事して

これから先︑どんな苦難が待ち

す︒

いけると思うのですQそして一刻

々に不安をかきたてるニュースが

嘉故︑放射能洩れの問題など︑我

のと決めてしまっていて︑何の疑

しているとは︑一概に言えないと

はないかという不安を抱かせるも

中の役に立っているのだという自

知識の持ち合わせもなく︑﹁原子

った︒だが︑その対策の一つであ 力﹂という言葉を聞けば︑すぐに

おられるみなさんが︑その仕事に

要としている理密がはっきりわか

問も持たずにきていました︒

だ︑いつあのスリーマイル穏事件

思います︒正薗なところ︑私もま

次々と巖に入り︑原子力発電は恐

広鶴や長崎の恐ろしさを思うぐら

負と責任に︑生きがいを感じて働

かまえているかわかりません︒私

る原子力発電所については︑どの

いている偏と︑生き生きした表情

ておられるみなさんのことを認識

は︑悪条件を克服して立ち向かっ

がもってしまうのは︑当然ではな

おられ︑充実した毎田をすこして

驚くほどの自儒と満罵感を持って

のようなことが起こるかわからな

ところが︑夏休みに入って問も
なく︑先生からの勧めもあって︑

で話された言藁に︑強く心をうた

いのものでした︒祇会の授業や報

おられるということでした︒そし

道機関を通じ︑原爆が私たちの生

みなさんの働いておられる発電所
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酒に及ぼした危密の鑓大さや︑被

ように警えるのが一番良いのか︑
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いて考え︑理解していきたいと思
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の住民との連絡などその趨切な対

ての＋分な護合いや︑万一の場ムロ

いままでの私の考えていた原子力

される一方で︑万全の注意をはら

大きく分かれて原子力がとりざた

を毘学させていただきましてから

れてきました︒

しみながら暮らしておられる入た
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に対するイメージを一心しなけれ

った︒私自身の考えもまとまらな 爆されて︑いまでも療養生濤に蕩

イル騰原子力発電所事故でも︑周

ばならないことに気づきました︒

私たちの住む福島累には︑いく

だけに︑同じ日末人として︑とて

ちのことを︑いくらか知っていた

そこで思い切って︑北海道電力

頭をかすめるようになった︒

るものだった﹂と︑原子力発電の

辺の入の健康への影響は無視でき

世界的にもゼロである︒スリーマ

いだろうかと思った︒

ろしいという印象を多くの人びと
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には非常に効果的です。

議

核燃焼めざす慨究を
学衛審議会田中文棚に建議
的な露見を解決していくことがま

る先駆的研究の推進④人材の獲成

生起するプラズマの講特性や周齪

薫任蓄艶状︵一般︶と特定の放射

性贈位元素装備機器熱を明示した

第二種放射線取扱空乱養免状とす

への影響の解明︑さらにその制御
方法の心馳をめざすべきだ﹂との

また︑﹁第十七条の三﹂の﹁二

マの実境を間近にひかえた競段階

1一の四点について﹁臨界プラズ

項﹂には﹁第二橿放射線厳扱露任

る漏と開記された︒

そのため﹁核融愈反窩が＋分に

蕎免状︵一般︶は︑科学技術庁長

響え方をうちだしている︒

生起しうるプラズマ発生装置の娘

では︑この四つの役謝はますます
颪要になっている扁としている︒

設にとりくむとともに︑トリチウ

試験に台諭し︑かつ︑科学技術庁

齢の行う第二秘放射線取扱艶麗蕎

こうしたなかで︑こんかい同

ム取扱い技術の確立とその置物影

長懲の行う講習を修了した蓄に対

審議会がうちだしている﹁嶺澗数
無間の推進方策偏は①核蟹

る必要がある﹂と強調しているQ

響に関する研究等を岬惣にすすめ

焼を

に代わる方式の研究の推進③広雛

験﹂には門第二種放射線取扱霊任

蕎免状︵装舖機器犠︶は科学技術

し交付する﹂と︑さらに岡﹁三

庁長竃の行う講習のみを修了した

次に︑トカマクに代わる方式に

櫃陶した研究への．痛手②トカマク

な関連分野の研究の振興一1が犠

装讃を鵬いた研究の進展を鷺守り

ものに対し交付するものとし︑免

ついては﹁げんざいの多稀多様な

このうち︑﹁核燃焼を指向した

装鶯の堰強や研究の統禽をはかる

集験の威粟を吟味し︑必要に応じ

点︒

の笑現違成が視界に望まれる今賑

研究﹂については﹁臨界プラズマ

において受講の対象とされた放射

状に明示する機器名は︑この講習

すます悪態となりつつある﹂とし

などにより積櫨的に推進するとと

大学の核融舎研究も実際の核似声をめざして新段階へーー学術審議金︵吉識雅夫余撰︶は十二︑

では︑新たに核暮雲反感そのもの

牲同論元素装備機器名とする﹂と

融食研究への窃与③大型装躍によ

問分野の確立②大学笛が擁する核

した①プラズマ物理讐の関連新学

会が﹁大学の役購﹂としてうちだ

らにすすめ︑核融舎及応が集際に

むかって必襲とする塁礎研究をさ

究体制を整畿しながら菌己点火に

てきた研究突績をふまえ︑その研

には﹁大学讐が今闘まで築きあげ

鉛をあきらかにしている◎

備を格段に整備充実する﹂との方

ための研究センターや大型研究設

ネット︑トリチウム研究開発鱈の

ては﹁核融薄湿材料︑超億導マグ

ー︒のこりの四分の三は来鋸三月

もなう改正のほぼ四分の一をカバ

こんかいの政令改正は新法にと

﹁広範な関連分野の研究﹂につい 明承された︒

ク袋瞭について︑ごく近い将来︑

き段階にいたった﹂とし︑三体的

への膨響などについても研究すべ 別を行うべきだ﹂と指摘︑さらに

もに︑たえず照込な評働を加え選

﹁大学箸における核融愈研究の長期的推進方策について﹂と題するとり墓とめを行い︑田中竜央文部大
臣に廼議した︒それによると︑まず核融舎開発の現状について﹁ごく近い将来の臨葬プラズマの実現
役割をはたすことがつよく間塞れ

﹁この点で︑大学こそが兜駆的な がおよぼす筒温プラズマ維持制櫛

は確実だが︑その先には工学的実証︑檸済性という関門が家ちうけており︑核融合研究開発の将来は
る﹂と二二している︒

緬界プラズマの実現は確実との麗

異休的には昭和玉十薙に岡審議

相当罠期にわたるものと著えなければならない一との基太目認識をあきらかにしたあと︑﹁こうして

のこの新しい形勢をふまえて︑こ

段階にたっしている偏と覇断︑そ

ウム取扱い技術の確立をはかる11などの方釧をうちだしている︒

ならない﹂と強調︑轟体的に①核融愈反憾が町能なプラズマ発生食毒の建設をスタ⁝トする②トリチ

学術審議会が前圃門核融禽研究

方をあきらかにしている︒

核融愈研究が照璽な周腰をむかえているこんにちこそ大学での研究が失駆的な役灘をはたさなければ

の推進について﹂答晦を行ったの
んごの長期戦略をあきらかにした

しかし︑その将菜については

ある実絹炉という視点にたって霧

﹁時隈立法試論眺討へ
通産省原発交付金制度で方針
一部構想の手薩しについて検罰を

力業界も﹁暁隈描鷹にするのが適

このため︑通庶総でもこうした
考えをうけて︑購墨描置の呵能性

を襖還することになったものだ
が︑翼体的な期闘については︑こ

瓢規原発の交付金をアップする

んこの検討課賑となりそう︒

通産省︑四基
の着工を認可

福鵬第二と寓浜

TM更郭故いらい︑初の原子力

発電所建設篇工へーー︒

一蕨子力塁壁所三︑四号機︵BW

通雲雀は十繊︑頭票霞力山鳴第

浜原子力発惣駈三︑四号機︵PW

R︑各薫＋万KW︶と関菰魑力勘

を認薄した︒耳垂力としては︑早

R︑各八＋七万KW︶の工唯薦丁

期に建築確認鵬請を設篶県に行

い︑年内にも出格着丁に入りたい

昨奪三月の※国スリーマイルア

としている︒

認司行政の一貫化とともに︑その

3編から構成されていたが︑第2版はこれに悶着

たもので︑特に癒嗣・舶工技術を大漁に拡充して
いる︒例えば︑初版は総論︑接薯剤︑接着技術の

●

中嚇話〇一二

︵⁝．駄ハごじ

⁝↓⁝

東京都千代二豚九段北

一

⁝→代じ

⁝八ーヨ

日刊工業新聞社出版局

のγ線スペクトルによる放射線の測定︑分析法に
ついて基礎理論から測定技術︑デ⁝タ解析のソフ
ト穐に軍点を署いた境場実務醤︒

瀾本原子力研究撰野口正愛著 A5／3500円
γ線は放射線の一種︒γ線による放射線の分析
は分析法の中心であり︑コンピュータの利用とも
あいまって今後主流となっていくものである︒そ

髭

蜜金性をめぐる論議が酒発化する

﹁GO﹂となったことから︑原子

力産業界は︑ふたたび活況をみせ

この新規購墓の工箏義工につづ

はじめるものとみられる︒

くのは︑七月十七臼︑原争力安全

また︑十二月四田には︑東電柏

鵠

政府は十一田ひらいた閣議で︑

日本接藩協会編 A5／一40eO円
初版︵1971年︶発行以降の進歩をカバ⁝し

糟

｝リr長に聞く

ノ旦

体︑接堪機器︑試験法なとを独立させて︑読者の
鱗木を満たすものにしている︒

購故を契機に︑また︑わが国の許

イランド︵TMI︶原子力発電所

難題を追って

ヒ

村

忠

有機廃液の小型1；・乞式燃れ装補およひ燃焼耕カス中の

なかで︑今幽︑ようやく新規着工

府

盛
今蕃の九十一國会で成立した放射

政

十八田までに施行される予定︒

は剛強五十隼十月︒このあと︑岡
もの︒

それによると︑樋久的なエネル

えるとき︑トカマクには原理灼な

隔＝一＝隔＝＝糟＝月一＝二一一＝階＝＝＝冊＝＝瓢㎜＝＝二二二巴＝＝噂＝＝桐＝＝一＝＝凱﹁＝薗一¶；酔＝齢＝謄二二瓢＝＝舳零＝＝一＝曽一＝謄一二＝＝卿：一＝コ

審議会では特定研究領域推進分科

ギー資源として︑核融禽が大きく

﹁核融愈研究開発の終周の門的で

会核融愈部会を中心に大学讐での

期待されていると述べ︑とくに︑

十一田ひらかれた離職党の商工

について審議をすすめていたが︑

パルス作動︑複響な炉構成箸の問

核目蓋研究謝函︑とくに大型計薩

﹁さいきん︑これらの大型謝画も げんざい世界的に霊流となり︑こ

題点が存在し︑このため︑トカマ

だすことになっていだだめ︑こ

こ数琿の進歩が鐵ざましいトカマ

順調に進展し︑次競計画を考える

このうち︑同制度を藍隈柵戸と

れに格差をつけることによって新

行うことになったもの︒

通塵藻は︑来隼度の重点施策とし

する謬え方は原子力発電所隅辺へ

しい原子力発電燐立地の促進をは

部会・電源立地健選小委員会で︑

お相当の朋発努力を面懸とする﹂

てうちだしている門原子力発掘施

の優遇描灘に一定の期隈をもうけ

の原子力発電駅に対等に交付金を

との構想は︑従来の構想がすべて

と判断︑したがって︑これらの問

ることによって︑この閣に簗申約

かろうとするもの︒

て①これを躇隈立法とする②新規

に原畢力発電所の立地促進をはか

設等立地協力交付金﹂構想につい

立地原子力発電所の交付金を既設

の研究を倒製してすすめる必要が
あると指摘している︒

ろうとするのがねらい︒すでに電
ーーなどの点について検討してい

こうしたなかで︑こんなの核融

禽研究で大学がはたす役割につ

のぞましい扁との見解をあきらか

新障害防止法に
伴い政令を改正

原子力発電所のものより響くする

題点をもたない他の方式について

ク型が実用炉になるまでには︑な

だんらんのひととき
島村武久原子力委腿ら約八十名
が慮廣︑燭羅の原子力開発の発

門第二回田韓原子力セミナー﹂
のレセプションが十日夜︑萸京

展へむけ︑なごやかに懇談し
︵二薗に関遷艶購︶

︒丸の内の熊本工業クラブで開
かれた︒セミナー参撫番のほかた︒

にしており︑大巖雀もげんざいの

々で︑その期開は五〜＋奪程度が
これは︑げんざいの交付金制度

期瞑を設けないやり方には難色を

ることをあきらかにした︒

標は齪人未踏の籏域にあり︑この

を示していることから︑通産省と

構想に対しては大蔵省が強い難鋭

いては︑﹁核融愈研究の究趣の購

分野で大盟にして斬新な発想にも

隠標に到達するには︑それぞれの

示していた︒

異常な過度現象を敵点に解析

隆

松村

人阪1デ位放射線中央醗先所

辻イ・

鰍レビュー

，八都人∫

昭

嚢所1業

〈調達〉投階の晶笠，〔保llll

モニターの論難技術

第5童

原∫カプラントにおける品仁保闘llの実務（2）

コンピュータ化の効果と、，緊題

第4輩

線∫㌦力宏全解析所

トリチウム水捕集裁署

跨｝1

会

力

本
臼

しても財政当周の慈母を考慮して

線陣霧防止法改正にともなって政

令の一部を改駕することをきめ
た︒同法改正にともなう政令改正

婁髄会の第二次公開ヒアリングが

簡・刈羽漂子力発醒所二︑賀弩機

直

とつく先駆的な研究により︑基本

おり︒

Oウ90εOSO309長q7へY9⇔7SO8φ◇◇O◇6▼O◇ム▼03φOOO？
セミナーとして予定されていたも

て行われることになっており︑こ

面に分け

んかいはその第一弾︒おもに放射

は十一月と来無五月の

護照貞弘田揮

会委農・エネルギー総禽工学研究

雪景寛原子力安金委顔

所理廓長▽圏願

▽齪長
ダを加えた中墨セミナーにしたい

の︒ソ連側からベルギー・オラン

との握築がなされたため︑今園の

放射線隔轡防止法のおもな敬正

所一轍機︒

点のうち主任番免状については

十五臓公布︑十八臼施行される︒

行われた九州鱈力川内原子力発電
藤茂騰本原燃サービス︵殊︶技術

︵株︶頗子力量業本部副本部長︑俊 線取扱昇任薔免状に閲するもので

プログラムとしては︑贋使胴済

本部長︑下田秀雄粟察磁力︵株︶

四か園銀閣セミナーとなった︒

み燃料再処理﹂﹁オフ・ガス処

第2蟻

測定範囲をとう鉱人：するか

〈逮載〉

第3輩イ計」伝送の技術

幽

日・ソ・白・蘭で合

同セミナー開催
再処理・廃棄物で
日本︑ソ遮︑ベルギー︑オラン

理﹂

ダ四か国による再処理・放射性廃
爽物処理処分に関する禽周セミナ

原第力籔理部醐部長︑橡醗蔽三動

ーが十七譲から二十七田まで︑ソ

公開ヒアリングが新潟県柏崎市で

からの意毘をきく通産釜の第一次

ひらかれるなど︑原子力をめぐる

門二種免状﹂を二軍類に分けると の新設の是非をめぐり︑地元住民

設所試験課罠︑欝木洋子績本原

門付則﹂の﹁第十七条の三﹂に

これにともなって政令第四齋の

いうのがポイントQ

﹁崩膿性生成物の環境影響﹂の五

子力産業会議調査部企画霊長代

力炉・核燃料開発禦業圃薄処理建

セッション︑二十一論文が辛定さ

﹁その区分は︑第二灘放射線取扱 動きは酒発の様棚を耀している︒

理︒

原産代表國のメンバーは次のと

れてている︒

﹁放射性廃棄物処分﹂

﹁放射性廃蘂物の固化・ガラ

適のレニングラードで開催され

ス國化﹂
る︒

これは︑獲本原子力産業会議と

の協定にもとつく第四嚥陽の臼ソ

ソ運原子力利爾圏巨獣撮会との聞

第肇璽

森由

保鍵物理入門講座く12＞
放射線と被曝㈲・

難解

放射線モニターの役〜lllと可能1畦

核熱の！罷業科堀聞多惹の現状
fレト瞭f曲淵幽幽 場4・ 敏和
サイクロトロンの1うこ学への利用
凹凹鵜ケ・ソ総合闇闇F斥 iilノし 博

財・1三1ミ∫力罫業騨封廼人

鵬童部記聯

特別放射線モニターの分野に現われた．
企画
エレク鴎ニクスの新技術

年歴購読料8，760円

原子力工業娼繍靴、

謹

器（201＞2171（代）振蕾策京5895番

前100棄啓開千代田区大手町1丁饅5番4号（安田火災大手町ピル7日置

業

産
子
原
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毎週木曜扇鑓行
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二〇三〇年にはFBR

＝

濯

誼な．

ご卍

％∫

蝿∴転

︑ゐへも 心

＝
翼体的に︑二Ω二〇年にはFB

源となり︑副供給源に旧徳環エネ

Rによる原子力が主なエネルギー

ルギー︑再生利馬エネルギーがあ
たるだろうと予測した︒

また︑今回のセミナ；ではじめ
て︑韓国のアイソトープ・放射線

それによると︑韓麟では︑一九

利用の状況が紹介されたQ

六〇年中頃から︑工業︑医学︑騰⁝

現在︑RI適業駈は酉六十八か

業の分野で始まった︒八○無四月

所で︑従事蕎は一一千三頁四十七人

学三十五︑研究・教育二十一か

となっている︒

アイソトープは︑金翔︑イリジ
ュウム鵬︑ヨウ素捌など九種類・

防災対策のため
の手引まとめる
原安協
財団馬入︒原子力安全研究協会

三智四十繊を韓羅原研で生産する
ほか︑欧州︑米︑頒からアメリシ
︵罵沢広巳理事畏︶はこのほど︑

を受けた﹁原子力防災対策実施の

論難省資源エネルギー庁から委託

ウム脇︑トリチウム︑コバルト60

ている︒

と

できるように︑マニュアル的にと

などの臨戦体が︑防災対策を実施

の低減係数︑家塾の自然換気率な

性物質からのガンマ線による被曝

めしている︒また︑沈漏した放射

原子力安全委員会の﹁原子力発

ども︑翼体的にしめしている︒

するにあたって︑参弩として二野

したがって︑全体の離調は︑翼

りまとめたもの︒

が公表されると同時に︑通産省か

電所等周辺の防災対策について﹂

ら委託を受けた原安協は︑ただち

体的な処し方が︑簡潔にのべられ

たとえば防護対策での庭内退避

ている︒

のを除く全細管六千六蕩四＋四本

に列挙︑その被曝の低減係数をし

光源装認︑内視鏡を冷却する冷却

︵委員長︒富永一郎原

討委員盆﹂

に﹁原子力防災対策マニュアル検
対する家屡のしゃへい効果を︑圏

たもの︒

研理事︶を設蔽︑検討を行ってき

について︑手引書は︑ガンマ線に

手引書は︑今年六月二十六臼︑

コンクリート建物といった家屋別

動山内︑木造家屋︑石造り建物︑

について﹂を基本に︑県︑市町村

についても渦二流探傷検奮が実施

﹁原子力発電所等周辺の防災対策

原子力安全委員会がとりまとめた

ための手引﹂をとりまとめた︒

など三十種十一万六千綾を輸入し

医学利用では︑ガン認諾用のコ
バルト60施設を撮有する総禽病院
が十二︑線型加速器を持つ病院が
三つある︒なお︑舶遡器は︑工業

R主取扱い技術者は①一般免状

利用には用いられていない︒

曽一一＝＝

一一一一蚕

曹寵一一一一﹁

一語一

曽一一一一憎

一一一一一一﹁

P

また︑調整運転後の蒸気発生器

一三一一一

文部織は鳥追委員会等に訂し﹁省

核融合心臓部の
監視モニタ開発
古河爾工
古河電気工業株式会社はこのほ

この他にも観測部位を照明する

測部位の温度較正に便用する較正

同社では︑今回納入したイメー

用黒体炉が付目している︒

漣分野の先端技術︑光渡銭技術開

ジガイド︒システムは︑核融禽関

技術院の﹁光感用計測制御システ

発として画期的なものとし︑工業

で同社が担嶺する赤外線伝送三囲

ム﹂研究開発の大型プロジェクト

している︒

口叩質保証シス

テムで刊行物

原

契機に︑﹁昂質保証﹂が大きくク

原発事故やわが麟でのトラブルを

昨年三月に起こった米国TMI

実際一を刊行する︒

子力発電所の扇質保証システムと

原磁力産業会議はちかく・﹁原

簾

開発にも大きな意義があるものと

光ファイバ約二万本から成るイメ
ーシガイドを応用した

が便用されたのは世界でも初め

に光ファイバを応用したシステム

して開発したもので︑核融禽開発

能のイメージガイドをシステムと

この真空高温状態に耐える筒性

るためのもの︒

度︶を観測し︑温度分布を調査す

部である翼空容器内部︵六否五手

ズマ試験型置︵JT⁝60︶の心臓

これは︑原研の核融禽臨界プラ

ステムを完成した︑と発表した︒

視郵袋視および赤外モニター

シ

頁空壁監

ど︑日本原子力研究所と共同で︑

の︒

蒸気発生器の注能評価については

されたが︑この検査結果によると

②特殊免状③放射線安全監囑免状

﹁六〇％︑七五％︑八O％︑九〇

のいずれかを取讃しなければなら

％︑一〇〇％の各段階について一

ない︒げんざい︑①が六百八十

可能とするシール鄙︑内視鏡の観

装置︑内視鏡の回転方向の移動を
次冷却材流罪︑一次冷却材温度︑

細管には威肉等の巽常はないため

二︑②が七酉六十五︑③が泣落二

輔輔三一■

としている︒

細蟹の健金性は維持されている﹂

また細雨の減肉損傷要因となつ

判断している︒

所要の性能は維持されている縣と

っている﹂とし︑門蒸気発生器の

領はすべて設計値より安全側にな

び設誹煽と比較検討したが︑実測

偵を︑その予想される計画値およ

一一次側圧力等のパラメータの実動

業所で働いている︒

十八の合計千二蕩七十五名が各事

一﹇㎜一一一一

ゴーサイン

一一重圏

気城ヒル指」㈱

調禰ある国際協力を
韓国
田本原子力産業会議と韓国原子力産業会議の共催による﹁第一一園日韓原子力濫業セミナー﹂が︑
十闘︑十一冒の両日︑東京・大手町の原産会議塞で開かれた︒このセミナーは昨年四月︑韓国釜山で

開かれた第一園に続くもの︒韓圏から二十名の代表団が来臼した︒﹇原子力産業への期待扁門安
全性﹂﹁アイソトープ・放射線利用﹂など︑五つのセッションと総括討論では︑両国の現状などを披
露︑浩発な討論が展開され︑今後の両国原子力産業の発展に資する成果がえられた︒

ひきつづきセッションにはいり

所Q利用分野鴇では工業頁九︑医

つづいて韓国代表団団長の金鐘

二一から﹁韓国における原子力産

性を強く訴えた︒

開会にあたって︑今圏のセ眠︑︑ナ

国電力常任顧問があいさつ︑エネ

珠韓国原子力産業県議副会長・韓

一一冒輪■辮一拍． 9薗一肌曽一轄卿咀 需一一欄■一一7 曹＝十一一一＝ 騨一＝

ー開催の準備にあたった一本松珠

棒韓一出口備一一．

六年遅り戦列復帰へ

匿鞠＝備＝一︐

磯日本原子力発電取締役欄談役が

それによると︑韓国の原子力発

＝幽一鞠＝

ルギー危機により世界的に剛気が

あいさつにたち議いま韓蟹のめざ

電は現在霞目で五十八万七千KW

の除去を行うなどして総△口的な対

関電美浜一号安全委が了承
原子力安全委員食は十五︑関西

一一一一榊

㈱ヒル代ll・i瞭ヒル代｛1㈱

社

会

連

業の偲来﹂と題して︑韓国の現状

ふれ︑﹁先進工業諸国は︑開発途

一基を稼働中︑穴十三万〜九十万

哺一一一＝脚

開

社

ノノー

一／∫
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一時的後還をしめしていることに と将来の展墾が明らかにされた︒

は十分なエネルギー︑とくに噌力
上閣が最小限の石階で経済発展を

KWクラス六日を建設中︑九十五

た二次側器内水のリン酸ソ⁝ダに

つけた︒

結興︑いずれの濃度も非常に低く

藁剛一一

し︑こんかいの

曽一一言

それぞれの家庭で省エネルギーの

こうしたなかで︑今無四月︑原

ローズアップされてきた︒

産は︑斯界の鳴門家によるセミナ

A︶篇を開催︑関係霜の好評を博

ー﹁原子力発電の昂質保証︵Q

これを受け︑原麓としては︑受

した︒
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原子力代行

すところは重工業の確立︒それに

の十分な供絵が不可欠だ︒石油代

愚存と同時に︑原子力開発の稜極

続けていけるように︑エネルギー

策を実施し︑ことし四月には段階

ついても門リン酸およびナトリウ

安全は確保される﹂との判断を下

原子力安全委員会ではこの運転

細蟹の健語性に悪影響をおよぼさ

的な出力重縫調整運転にまでこぎ

し︑題産省に暮雲した︒これによ

ない漏とし︑﹁運転再開後もリン

ム濃度を醐定しているが︑確認の

霞源開発をすすめるにあたって

運転の安全駐について演討を行っ

結果をふまえ︑こんこの定格出力

酸およびナトリウム濃度を監視し

運転を停止していらい約重訳半ぶ

ていたが︑﹁蒸気発生器の性能も

ていくことは適切である﹂と判定

り岡炉は蒸気発生器の腐食問題で

りに戦列痩帰へ大きく蘭進ずる兇

大丈央で︑監視を十分行っていけ

長期計画の重要性をとくに強調︒

通しとなった︒

している︒

は少なくとも五十祖先を麗越した

の五〇％以上を供給する予定︒

一九九一無までに十四基︑総霞力 いて﹁定格出力運転に移行しても

万KW二基の契約も済んでおり・ 意力美浜原短呼発電所一薄機につ

なければならない世界的膏燈を費
的な欧策をとり︑石油消費渕減に

薔源として糖局は原子力に依録し

えると︑韓国はいま︑実際に役立
協力すべきだ︒原子力平和利用の
円層な実施は︑単に燗々の蟹で行

っ︑現実的な立場にたち︑軽水炉
の妓術開発と国産化にむかって超
えばいいというものではなく・国

愚う︒FBR開発については︑原際的ベースでの調和のとれた努力

実に︑自儒をもって前遊すべきと

が必嚢だ︒使用済み燃料貯蔵や廃
﹁安定的供給︑無公憲︑低晦﹂と

いう国民も納得する︑酸も望まし

ば問題はない﹂との縮論にたっ

讐

同機が運転を鯵止しだのは四＋

二一

九重七月︒そのこ関西電力では水

黛画一一一

の理想とを結んだ線上に︑ゆ期的

鞠篇一一一榊

い電力需給計画をたて︑現覆とそ

■一一一蒲唱

の健全牲についても﹁調整運転終

二一一＝R

なったもの︒

二＝一一曽

処理剤をボラタイル処理にきりか

一一憎柵一一囎

門省エネ総点検の臼﹂の墨体的な

一鰻胃

ないし長期的計画をたてていきた

一一一冒﹁■

了後︑蒸発生器細管の施栓したも
一一一簗冒

それによると︑まず瑛点となる
一一一一﹁騨

えるとともに︑残留リン酸ソーダ
一皿一一一冨

い弩えをあきらかにした︒
藁一＝一

て︒

システムに用いられたイメージ
ガイドは︑約二万木の光ファイバ
から構成され︑赤外線を伝送する

る③高純度の石英系ファイバから

内容は︑講績中にふれたものは

刊行することにしたもの︒

成り︑赤外線を伝送するIIなど 講生や関係賓の要望をとり入れ︑
の特徴をもつている︒

むろんのこと︑要望の多かったN

このシステムの醸成は︑イメー

機雛の除染、各秤廃棄物の処理、ブイルターの交換、空闘線猛率・衣面朽染率分布認定、全曲路

RC10CFR50APP・B︑AS

備運転保守、管理区域内除染および消掃、普通区域f削，i｝、浄水管理
〔原子力関連主要得愈先〕
（発璽所嘉賓）「レト原ゴ力寸尺〈株〉・敦賀および東海発電所、東尽電力（株）・編島原rノ」発屯所、
刺斑竃力（株）・島根原子ノ溌屯所、九州糞力〈株）・玄海原∫ノ」発竃所」、 菱繭事（株）、 欄電興
シガイドを用いた内視鏡を真空容

転保守、施設内の補助工事並びに営繕業務、管景雲域内除染および謝暫1｝、蓉通区域 1㌔掃
（研究施設関係）RI放射線取扱実験至匡轟轟1コンサルタント、施設の改造・解体、門戸施設整備、
器の申に挿入し︑司視映像と赤外

メラにITVカメラマウントによ0︶なども資料としてすべて掲載

映像馨器外に引出し︑王TVカ M￡璽NCR4000︵一九八

の中間報告も疲梯しているため︑

一

エネ総点検の闘一の意銭について
学校教爾を通じて捲製するよう働

巽態をチェックしてもらうという

きかける︒

点検運動方針をきめた︒十月工十

十八度以上にしないように気をつ

もの︒チェックリストは﹁蜜温を

﹁冷蔵隊のドアの開閉の頻度︑時 て総点険運動を携進しょうという

の高温に耐える②細径︑小型であ

間に気をつけていますか﹂IIな 作戦︒また︑運輸省は︑大鵬輸送

点でも画期的なもので︑①七菖度

運動を二野し︑﹁節約一への意識

ど三十項屋で構成︒それぞれ﹁十

機関の利用促進のためのステッカ

通産繊は二戸ネ真桑簿︑燃費点

に囲ざめてもらおうという趣商︒

一を日成︑東京︑名霞屋︑大阪南

険カードの作成︑長野などを通じ

四田にひらかれた総食エネルギー

けていますか﹂﹁家族が続けて風

薄策推遊閣僚会議の方針にもとづ
いて家庭︑学校︑職場等を通じて

総理騰︑警察庁︑経緕企簸庁︑文

分気をつけている﹂︑﹁まだ改

内の駅舎・バス蝋蠣に貼付する︒

麟民的規模で憲エネルギ1総点縷 畠にはいるようにしていますか﹂

部省︑通産省︑運輸雀︑建設省︑

羨の余地がある﹂︑﹁従来見落

に対し︑経済速度の励行︑導引効

て詞録し︑演簾装置︵コンピュー

る︒

要講ずるほか︑自治街も︑地方公

関係蓄の座右のマニュアル滞とな

福 鳴、！1…双果郡入flヒ陶 人沢 董董二1（02喜032｝〜793
摘島営一所
守冨鵬第2営業所

東，毎嘗粟所

本

子力先進羅の努力を待っていてい

子力平和利罵の麟際的協力の必要

棄物処分など︑国際的な協力を要

︑

いと思う﹂と︑韓国のとるべき翼

︸

する問題が多くある﹂として︑原

ト5き

自槍省など関係雀庁が総動員さ

かなければならない﹂一⁝の三段

しており︑これから努力じてい

（発閉所関係）機器その他の馬乗除去、疋期検査時の除染・サーベイ、核麟繊荷・交換融業、
個人被曝管理、f弓染衣類のランドり一、冷却取水講の情帰、廃棄物の運搬、変電所・空調設備運
率点険のキャンペーンを行うよう

一方︑建設憲は︑臼本道賂公団
運動を展開する︒

れ︑それぞれの管轄分野で幅広い

〔原子力関遵常樂種鳳〕
階で門評懸﹂するようになってい

このほか︑響察庁は全B本交通 共錘体に対し︑地域で省エネルギ

ター︶によって階調表示にし︑モ

このうち︑逸玉は各象庭への省
エネ︒チェックリストの配布︒こ

一総点検を展開するよう働きかけ

って送られた映像をVTRによっしたQまた︑趨産雀のQA検討委
れは総理府管理整が膏頭をとり各

ペーン﹂を行うよう嚢請︑さらに る︒

安全協会に対し﹁堅約理転キャン

っている︒

て下之庭にチェックリストを配布

都道府藁新生濡運動協議会を通じ

ニターテレビでモニターするも

省エネルギー・雀資源対策推進

家庭にチェックリストを配布
会議幹薯会は十麟︑十二月一面の

室温は18度以下ですカ

体的な薄策について卒蔭な慧見を

ミ

述べた︒

き

ジが熱

溝灘熱

︑纏︑

︑馨

12月1霞は「腹凌ネ総点検のB」

株式会社

ノ
、

目口な目見交換が行われた第二回6韓原子刀鷹藁セミナー

嚇

力

原

兼

乗＼

（2）

第1054号
（第三種郵便物認覇

新

子

昭和55年11月13日

業（林）、関西電力（株〉・美浜発屯所）、口立プラント（株）、東京芝イ｝1掩気（株）・原∫ノ」本部、ご菱、

原∫力1業（株）G￡・敦賀および福島建設所、W｝至・尚浜建設叛、ll本シールオール（株）、和テノキ（株〉

（研究施設関係） B本原∫力研究所・東海・大洗・莇崎各研究蛎、理化学研究所・人和研究所、
粘力申央研究所、B本アイソトープ協会、東大1二撫；・原r力研究施設、象北人孟・金属材群研
究所、東淋都」ンアイソトープ研究所、放射線1矢≠総合研究所、屯気酬口研究湧

0

聞

産

力

騨

ミズーリ粥など否決
粥民︑原子力の未来を選択

霧
した低レベル放蟹性廃棄物を処分

蕉七月一賦以降︑鷹耀以外で発生

れたイニシアティブは・〜九八一

べており︑今後の行方が控園され

鎖岡様の禦態に遣い込まれると述

ティブが可決すれば︑処分堀は閉

図的で州内に持ち込むことを禁ず

てもよいとしている︒﹁ワシント

を繕べば︑他州の廃曲物を受入れ

るというもの︒ただし︑州間協窟

この発電筋は︑今圓のイニシアテ

鷹力の一三％を供絵しているが︑

するな﹂という市民グループの甲

ン州を※獺の廃棄物のハキダメに

し︑ポートランド・ジェネラル・
張が州民感磯を動かし︑頁五万九

ィブの対象となっていない︒しか

エレクトリック社が建設を計回し
千五暫六十二対三十四万八千二筥

決した︒同州ハンフォードの廃器

CO︶は︑かねてから︑イごシア

に勇気づけるものである︒われわ

コモンウェルス・エジソン社は

ている︒罰金提纂の告知にあたっ

・㌧㍉
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﹁投票縞累は︑われわれをおおい

これら五州のイニシアティブ投

の勝利とともに︑原子力発懸を含

この件について︑﹁嶺蔦醐長は︑

ていたと供述している︒象た︑当

前から制御塞にいたが︑全員起き

検蛋宮は︑うしろから運転員の資

る扁との談琵を発表し︑﹁NRC

を出ただけであり︑見誤ったのて

NRCの調戴は︑運転員か眠っ

はないか﹂と力説しているQ

ていたことを示す断縦的な証拠は

兜当たらなかったとしているが︑

原子炉の状況を回視する職務に対

して蓬悪力が欠けていたと指嘱し

て︑NRCのビクター・ステ禦検

査笑施局長は︑門制御整で歎路申

蕪PAの本部はワシントンD︒NRCの常駐検査磨が︑中央制御金は︑規則違反︸件につき五千

構築に成功した複数の異機種コンピュータ・コン

る︒

ズーリ痂で︑勝利した︒ここでは

投票蓄は︑圧倒的多数で︑将火の

れは︑大きな関心をよせていたミ

民投票が行われ︑原子力推進派が

ことを姫心した︒ミズーり州の鞘

原芋力発電にモラトリアムを謙す

票とは別に︑フロリダ州のジャク

出した提蹟が二対一の製口で支持

ソンビル市では︑拘束力のない倥

された︒投粟に付された内容は︑

建設︑運転されることに蟹成です

のか︑そうでない来来を選択すう

めたエネルギーの来来を選択する

門ジャクソン市で原子力発一所が 果は︑先ごろ行われたメーン州で

か﹂というもので︑市営のジャク

るのかという問題に投業轡がぬ蜘

ソンビル電力公社は︑こんご原子
力の跨坐に廟け横櫛的に刷くこと

した場合︑彼らは原子力のオプシ

ョンを選ぶであろう︑というわれ

が期待されている︒

五州のイニシアティブ糖果につ

る﹂と語った︒

いて︑米原子力産業会議︵AI われの虫張を跡づけたことにな
F︶のウォルスキー理辮長は︑

トエンジニアが舗掴籔に腰つたと

め制御墜を出たが︑検査鰹とシフ

：一二＝三二一≡雪＝欄二＝一＝；榊一＝禰一・騨二齢一＝一陰騨齢二≡楠﹃齢二一＝閏朧騨︒＝備一＝輸柳傅一＝潮一一勲﹃．一一鱒一■讐一一二楓＝隔：￡

策委鎖会は︑産業界︑学界︑弁護
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士︑コンサルタントの代表二十六

蜴N
てきたとき︑米国の墾襲なエネル

巌と軽水炉の便用瑠大に舗限が出

私で構成︑前タフツ大学フレッチ
ャー分校燭際法・外交学部長のエ

NRC検二四が制御窒に来る少し

ころ︑運転員金員は起きていた︒

ギー・オプションとして期殖炉を
利金することができなくなるだろ

務めている︒

ドムンド・グリオン氏が委員長を

についても分析し︑﹁贈殖炉は︑

また増殖炉の安全性︑環境影響

う︑と蟹回している︒

他の主要なエネルギー源に比べて

ていたと曳張︑もう一人は︑面杖

細謹の一入は︑うつむいて読瞥し

米国のコモンウェルス・エジソ

ン社のドレスデン原子力発電所
居
運転していたという二三に

で︑いわゆる二入の運転員が
眠り

をついて休息していたと述べてい

劣るものではない﹂と述べ︑さら

＆象
NRO

露距

に︑核拡散問題については︑国際

玉薬描置の改良と制度的取様めに
よって︑﹁エネルギー供給と核不

きる﹂と結んでいる︒

が必要なときに︑その増殖炉技術
が利用できる状態になっていない
可能性がある﹂として︑実証炉の
畢期開発を勧難している︒

関連して︑原子力規制婁醸翁︵N の運転員の謀議敬鰻︑まどろみ︑

液体金属高速増殖炉は︑カータ
ー政権発建までは︑簸高のプライ

いは繰返し行われる規劉違反に対

が︑三十薦間にわたる継続的ある

テレソクス252〜4362

敷（03）663−640駁代〉

海（02928）2−2980（代）

大

︵薫三十六万八千KWのPW四七
二十穴票で︑イニシアティブは可
璽︶がイニシアティブの影響を受
物処分場を運激しているニューク

教商贋駒以外で僅用されるすべて

実証炉の早期建設を
験鋼FBR開発で声明

ファン冷却雛の水

難
纏

許容することはできない一と述べ

RC︶は︑このほど岡社に鮒し︑ 睡眠︑怠慢を︑NRCはとうてい
四万がの覇金を課すことを握案し

ている︒もし︑魑眠り運転の事突

が糊明すれば︑運転員の免許は取

Cにあり︑弁護士のウォルター・ 塞に入っていったとき︑勤務申の

して二万五千メの上限がそれぞれ

東

ているペブルスプリングス発纒所

十一月四欝の※大統領選挙と岡購に︑五つの州で︑原子力反対イニシアティブをめぐる住民投粟が
けるため・周祉は︑訴訟を禽めた

砲所のサイトになっているキャラ
の放尉性物質の処分を禁止するイ

リア・エンジニアリング社︵NE

鍵灘されたが︑岡イニシアティブは︑ミズ⁝り︑サウスダコタ︑モンタナの三州で蕊決︑ワシント

ウェー郡でも︑イニシアティブは

一菖十三対十六万七千六

ワシントン州で住民投票に付さ

対策を険帯しているところだ︒

ミズーり州のイニシアティブは

七一％薄二九％の大驚で醤蝦され
六万九千

票で齎決された︒約九甫票が未關

は︑貯藏タンクの

いたが︑一九七七葎のカーター原

この翻金提案は︑今秋から改訂

た︒

謙鱒

オリティ︵纒先度︶を与えられて

子力政策により︑欝欝炉の商業化
時期はそれ墓での一九八六薙から

なお︑ヤ月七三から実施のNR

Cの新韻金規定によると︑規累歳

反一件につき薄墨十万が︑纒航的

に対しては︑上薬なしの二藍を課

あるいは繰返し行われる規則違反

議購し立てする愈岡だ︒

ジソン社は︑罰金を不服として異

での第一弩︒コモンウェルス・エ

二〇二Q年へと大鷲に延擬︑それ されたNRCの新罰金政策のもと消されるだろうQ
にともないクリンチリバー増殖炉

しかし︑十一月四賑の大統領選

の建設中止描認がとられてきた︒

運転瓢件というのは︑

四人の運転興のうち二人が居眠り

居眠り

ドレスデン原子力墨形所での
原由で原子炉がト

しているのを発厳したというも

Oソフトウェア技繭癒を募集していま夷ゐ問告せ

ン︑オレゴンの一〜州では可淡された︒また︑フロリダ州ジャクソンビルでも︑拘粟力のない住民投票

①蕩レベル放射性廃褻物の永久処

が行われ︑原子力推進提興が二対一の剛禽で支持された︒

分場が稼動し︑発磁所からの廃藁
た︒

ニシアティブが提起されたが︑十

物金部の受入れ司能性を連邦政府
ツウスダコタ州のイニシアティ

摘︑再生可鮨エネルギーは一δ一

が保翻する濠で︑州内での原子力

来園は実証増殖炉の建設︒運転

〇奪でも米国のエネルギー供給の

い︒

を翠急に行うべきだ一⁝※麟の経

せいぜい一〇％しか貢献できない

禦であるが︑結果には影響しな

済問題を調査︒解析している非蛍

と強調している︒診た︑太陽発聡

ブは︑原子力発磁所の建設︑放射

は門新規原子力受壷燐の建設は︑

利の民間機闘である回米計画協会

性廃棄物処分場の擬闘︑ウランの

般について︑州の許司を纏るにあ
遡邦政府が醐レベル廃戴物処分方

実的なエネルギー・オプションと

発電藤の運転を漿ずる②発電所運

コストをカバ；する回金を設けな
たっては︑弼罵投票にかけ︑その
法を華備し︑かつ︑州蔑投票で承

関する禽岡政策委員金﹂は︑十月

みなせないと断じている︒

転暫は︑発魑所のディコミッショ

ければならない一1という内容︒
承認を響なければならないという
認されるまで︑禁止する偏という

三十田︑このような声朋を発表し

オレゴン州のイニシアティブ

菖十八万八蟹四十三対七十六万六
もので︑十五万四千懸穏四十三対
内容︒五十七万九千六十二二五十

に開発し商業利用するのに数十無

ニングと敷地の原状園復に要する 採鉱︑製錬など核燃料サイクル全

千忍目蒙で斎決︒陶蜜は・州内の
十四万六千八齎八牽五票で喬決さ

については︑二〇一〇隼以前は現
︵KPA︶の﹁憎殖炉と核拡散に

すべての郡で沓決された︒

角明猫は︑今世紀来までに輔入

NPA蚕員会は︑増殖炉を塗盆拡散をうまく両立させることがで

れた︒同嬢には︑運転中︑硬設
対イニシアティブは可決された︒

た︒

ミズーリ州では︑げんざい キ
申︑自画中の原子力発出駈はな

一万七千九薩十二票で︑原子力反

ャラウェー原子力発電所︵薫十六

増戸炉開発については︑さきに

かかるとし︑皐急に実証炉を建設

運審議食の会計立敵院︵GAO︶

石油の依存度を大幅に減少させる

・運転するよう訴えている︒さ

オレゴン州では︑ト内層ジャン

原子力晃勘所︵蕩十七万八千K ためには︑石炭と康子力の利照拡

一︑格納容聡のサンプポンプは

ような閉鎖系では

翼︶◎左測が二号機︒手前はハドソン川︒

潤碧水洩れというのは︑岡炉の

二台とも働かなかった︒一台は︑

ないため︑糞騨

性︑積極性に欠け︑将来︑増殖炉

も︑門米国の堰殖炉開発は方岡

四︑ファン冷却
器は雨龍にも漏洩

インディアンポイント原子力髭魔斬︵模型写

もないと︑将来︑発砲源として石

った襲園について︑次の点を指摘

の河川水洩れを引趙こすことにな

NRCは︑十月二十七田︑大匠なった︒

W︑PW翫︶が運転巾で︑岡廻の大以外にとるべき道はないと摺

万八千KWのPWR一塞︶だけく
が︑数か所で行っているウラン採
鉱が対象となる︒

モンタナ州では︑賑療︒科学・

ント原子力癸難所二弩機で起きた
格納容器内への大鵬の澗瑚水洩れ
の原因が解明されるまで岡炉の運

格納容郭内に十一万瑠︵約四酉

り︑もう一台は︑サンプ内の水を

罐気ヒューズがとんだためであ

喪主を険出できる

したことがある︒

踏︶の時分を含む非放射性の水が

ような水インベン

している︒

洩れ出て︑原子炉圧力容器の下部

感知し︑サンプポンプの作動を制

トリーがない︒

郷する浮きが置蕊していたためで

二︑運臥蚕は︑サンプ水位橿恭

格納容器内への
河川水洩れが発冤

されたのは︑十月

挙でレーガン氏が豪選したこと
二︑サンプポンプからの水を賠

リップしたため︑

スターリング・サレー氏が会長︑

の︒NRC検責窟は︑この出来薯設けられていた︒

＋七日︑何らかの
＋写の配籍を遜って︑再びハドソ

溜するホールドアップタンクが他

以苗から調子の懇

アム・ウィンビシンガー氏が蟹

機械製作工労働緩ムロ議擾のウィリ

すことができる︒旧規定では︑文

ン川に膜される︒多数のファン

の水源︵たとえば︑ラボラトリー

かった出力レベル
三日にも格納容器に立入っている

ことし八月八醸の午潮六時ころ︑

が︑格納容羅内の空気を冷却雛配

排水や⁝讐機の処理水︶からも水

平飼装麗の膨理が行われることに

が︑そのときには何も蝿常は麗麗

で︑増殖炉開発が一挙に進むもの

げる働鷺をするのであるが︑五つ

管に吹きつけて︑空気の温度を下

を受け入れているため︑ホールド

されなかった︒

と期待されている︒

のファン冷却器のうち四つから水

なり︑作業費が格納容器に入った

︑

九嫁︵二︒七難︶が水につかり・

灯が︑格納容三内の水位上昇を示

格納餐器フロアにも五嘱の水がた

納容羅内の窒気を冷却するファン

していたにもかかわらず︑機敏に

あった︒

器で使照される水は︑ハドソン川

冷却羅から洩れ出た︒ファン冷裁

まったというもの︒この水は・格

転を鯵止するように命じた︒

米国における原子あ反対イニシアティブの
投票結果

ときであった︒これ以前に十月
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務局畏をしている︒NPA禽同政をシフトエンジニアに運絡するた

脈傭盆颯私 鞭
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が洩れ出ていた︒

から取り入れ︑格納容器内の口径

野織工
逸万ジ

セ3チュリリt晦セヨ蟹

脈『

（lBMコンパチブル・クラスタ）をジョイント、いず

エネルギー経済／データベース／事務計算／シンクタンク／その他

スーパーコンピュータCRAY一箋を核に、CDC6600、

〔適応分野）

CRCが世界て初めて

CRC複：含システムは、

難設中で︑それぞれ八二奪︑八八
奪の運開を予暗しているが︑岡発

は︑コンソリヂーテッド・エジソ

米原子力規制委興会︵N鼠C︶

ファン冷却器配管が故障

ン祇に対して︑インディアンポイ

O

格納容器に大量の水洩れ

M−190

74（C［）Cクラスタ）、およびFACOM

CY旺R

藤金・

にコ
罰モ

昭和55年肇自脈肇3目

新

業
子
原
（第三灘郵便物講可｝

第肇054号
（3）

刷

電気事業蕎や原子力機耳聞業を

評語しているところもあった︒各

・グループの間には︑調蒼禦項が

書が収簗された︒三つのスタッフ

分うけなければならない〇
四︑十分な運転手瀬を整備しな
ければならない︒

信頼回復に熱
意示す産業界

しで︑排気装羅での醜れ︑その他

ても十分に理解されなかったよう

指針偏や﹁安全関連項穏につい

ムと原子力発鰭噺の還隔立地につ

いては︑盒委醗の意見が一致せ

挙されているが︑それぞれを順守

◇

しかし︑岡隠に①米燭の潤業炉

兇解でもある︒

は四頁八十姫・琿の遡転を続けて

らない︒

JlS−Z4810（放射牲汚染防護用ゴム手袋）規定試検含格贔

髭二二の御綾用に朗えます。

種類・寸法

凍結︶が提趙された︒モラトリア

て︑巖終採択において蒼決され

ず︑口実に基づく理撫がないとし

のアプローチは︑この点が欠けて

が︑その他の点では婁媛会の精神

ス9瑠故︑格納容器破壊瑠故など

濾隔立飽指針を提冠したり︑クラ

を安全棲分の購療に倉めることを

は︑嘱故欝憤に対する経費掌握だ

1．癒芋力発議莇を始めとする、凍∫力関係作業㍉㍉引用のために開発された薄ゴム丁袋です。
2．全品完全検査によって汚染準1峯故の凍因となるピンホールは全くありません。

故瞳

装灘の故隙にもかかわらず︑施設

ており︑入為ミスがなければ︑T である︒魏魏の関係で︑蚕蝋金剛

めの﹁アクション・プラン﹂を作

と惣園に同轍する矯を明らかにし

常に短期闇で︑さらにその上︑各

するためのタイム・スケールが非

アクションの鰹先順櫨とランク付

7簸工甥故を契機に︑NRCは
て︑金ての委員食勧告を履行する

この紬粟︑翼RCは︑覧入王委 けが行われていない︒この興野順

消蟹蓄を保護するため︑新しい山

され欝るような態影響を等えたこ
瑚月につくられた︒NEILに加

けでなく︑TM王が動かなくなっ

⑳NE：W PR◎T置X GIL◎V置S

また︑婁員鍛では︑﹁単

らず︑濠たその対策も計關してお

金体のシステムは十分に機能し

十︑われわれは経験から学ばな

M王の累故は軽微なものですんだ 箔はあいまいであまりスペシフィ

雲して独立の薪行政機関とすべき

︵判断︶力が必要であり︑NRC

三十日に放射能洩れで閉まって避

いる︒

の過ちは住民に対して︑短期閣な

と述べた︒

らした︒︵これは︑温故が醗践に

かないのではないか﹂と言う︒

醗後に︑ケ尊重i報欝欝は︑

は︑総力金社︵機雛メーカ⁝およ

い京いにすべきでない︒これはま

蛋任︶にあるという中心譲題をあ

うQまた︑衡能あるいは有照格運 たため︑これまでTM王で賄って びア；キテクトエンジニアも共岡
膿運転協会︵INPO︶が設立さ
いた霜力をよそから購入しなけれ

転農の選定方法が侮軍炉と照射発
れ︑今薙から本格的に活動を開始

険会費︵NH夏L︶が

た︑？Mの鱗故に薄するわたしの

破
に近い状態に陥っている︒こ
のような原子力発醗漸の長期悌癒

砕

ばならず︑その賃擦のため

はないかと潟える︒

も参鴨とすべきところがあるので

している︒INPO理事縫には︑醗所では遵うので︑海郷炉での例

ス懸の初代艦幾を覇めたユージン

NSAC︑重饗来国簸初の原子力導水艦ノーテラ
P◎などが発驚

磁所での遡転籔理体制の実地監

金運転の纂確の設定︑各誌畢力石

INPOは︑原子力発電漸の蜜
による財政的影響から出力金祉と
が就任した︒彼は艦長として︑運

ヌ・P・ウィルキンソン海軍中篇

転や安全撮嶺スタッフがげんざい

丁醗−後の産業界の対称につい
て触れよう︒まず︑一九七九銀五

入する蹴力余響の磁格︵運転︑麗

藁界︑蕪RCおよび舗度のもとで

理能力︶については︑INPOが
繍は︑ここで︑批判されている鰹

とがない︑そして︑②この運娠実
う︒

の間では︑運転経験や購故悩報を

これ濠で︑腕力書社やメーカ⁝

査︑運転訓練襲件の作成などを行

いるが︑公衆の健膿に対して確講
九八O鋸

月カリフォルニア州パロアルトの

タッフの訓練や再訓練について

滋力研究所︵EPR−︶内に︑圏何をしているか︑あるいは︑餐ス
立研究藤︑蹴気贋叢論︑原子頬メ

賑懸してきた経歴を持っている︒

ーカーや鷺PRIのスタッフ騰十も︑湖い宣場から総影響に指揮・
人が繁旗って原子力安金解析セン

成よ
されたものである︑という蟹
以上︑NSAC︑王NPO達お
秘鰯にする傾向があり︑お互いの

チェックしている︒

ター︵NSAC︶が設立された︒ わたしは︑原芋力発清福の運転

交痴がほとんどなかったが︑NS びNEILの設立は︑いずれも懸
突を晃失ってはいけない︒

れたことは︑自eMI珊故の縮累と

ケメニー嬰撮会の調査から縛ら

NSACは︑各種療子炉の遡転イ
員と隠蟹原子炉の運娠嶽の間に能

ACやIKPOの設定により力
︑会
こ歓および原子刀産饗界が︑原

して︑原子力発電のオプションを

力差があるとは思わない︒ただ︑

子力発澱所に対する公衆の僑頼を

ベントの解析を行っており︑近

同復しょうとする熟意の蓑われで

とは海照発艦だったが︑これは︑

う︒

策炉の遡転員の方が優霧である︒

TM王の運転綴と比べた場盆︑海 れらの問題は解糖されていくだろ
表する認定だ︒

削減あるいは欝欝すべきと提翻し

再訓練が黙りなかったからであろ

ていないことを強調しなければな

もっとも︑TM1の運転雛も︑も TM王を運転している臓力会祉 あると理解できる︒

く︑炉心撫傷に関する報借轡を発

膿子力発露所の運転・講話能力

灘ージア州アトランタに原子力発

問題に対感ずるため︑昨無来にジ

﹂

電話254ヨ341（大代表）

かねばならない︒

十一︑緊憩聴謝爾は現実的なも

ければならない︒

た︒NRCの改組については︑①

について勧衡することになった︒

任務③新機関の役罰ーーの三項日

ックでなかったし︑わたし霞身︑

原子炉格納容器もその補助設備

委鍛会の検討の鹸終段階で︑勧

であろう︒

十一一︑政層と公衆に幟報を握供

も︑住民を防護するため十分に機

所のモラトリアム︵許認鶏の一特

告纂をまとめるとき︑原子力発耀

運蔽要雌に閲委して︑シフト・テ

A︶の標用を考えている︒SτA

を監視するため︑五人の脚門家か

〜部失墾しているところもある︒ 機関の組織と愚理②新機関の懲要

するための十分な用憲をしておく

に機能したことを熱している︒

能した︒蟹故は︑安金装熈が萄効

のであるべきだ︒

十三︑細々とした規制は︑原子

優先順位欠く

べきだ︒

力の安全性を保配するものではな
い︒

とになった︒この諮罪業は﹁原子

対継の特溺訓練をうけた学土日が

は︑工学知識とプラントの動的な

クニカル・アドバイザー︵ST
力安全監視婁農会扁という名潮

なるとしている︒わたしは︑NR

らなる諮聞叢員食が設躍されるこ

で︑バビット・アリソナ州区界を

NRC規制策

婁翼擾として︑今黛照月に発避し

十四︑運転金祉は︑原子力の簑

一九七九無十月三十臼の委雛会

全性に対して第一澱掻をもつ︒

報岱︵逓称ケメニー報籔︶をうけ

Cによるこのアプローチに同悪し

五人捌婁皿会は残す

午説明したい︒理解力と判断力の

た︒

人間に関遮した間題について若

面で運転輿と運転瞭鰯澱の酬練が

て︑カータ⁝大統領は・岡奪十二

して︑NRC霞身もτM王蟹故対
営嚢貫については︑蟹格だけにと

ないし︑巌業界も岡じ悪意だ︒運

不足していた問題︑以前に他の原

した︒

月七臓︑新原子力安全対策を発義

われわれの霞員象の勧露に蘭豪

を防止するための適切な描躍をと

子炉で碍られた経験から類似蟹故

策を検討し︑昨無響から今妬にか

らわれず︑塞際藏での経験と診断

この中で大統領は︑門現行の五

難勧告を出し︑三十一田には水素

成した︒約一一酉のアクションが列

がら激しい情神的ストレスをもた

気泡が爆発するかもしれない︑と

だ﹂との婁興会勧告を拒哲した

︵診断︶能力についての訓練を十 らに数人のNRCスタッフが三月人舗委員会としてのNRCを潮けてTM昏冥故の教訓を生かすた

︵原子炉運転状慧に対する︶判断 らなかった問題があげられる︒さ

三︑運転穏とエンジニアは︑

用されなければならない︒

であり︑この蜜全装灘は適切に使

二︑儒頼できる安全装認が璽要

されなければならない︒

一︑プラント機器は十分に保守

ことができよう︒

訓として︑次の＋胴点を列挙する

ピグフォード氏講演
原子力安金研究協会は十一月七賑︑東京・薪橋の航空食館大ホールで﹁ケメニー委員会の調

蕉臨港と弩弓におけるその後の対応﹂と題する講演禽を開いた︒講演会では︑溝瀬農平・東京

大学教授の座畏のもとに︑トーマス︒H︒ピグフォード・カリフォルニア大学原子力工学科教

擾が︑ケメニ先回三会の測鎖として同蚤綴会の結論が出るまでの経緯と︑ケメニー報告鐙が出

たあとの敷府︑民閤の対応状況をピグフォ⁝ド氏霞身の冤解を濠じえて講凝した︒ピグフォー

ニア大学原子力工学科教授兼薫佳︒燃料サイクル︑原子炉設計︑原子炉安全︑廃棄物空理が聖

ド氏は︑一九鷺二年にマサチューセッツ工科大学で化学簿士毎を取回︑五九駕からカリフォル

王で︑原子力発躍運転協禽顧問︑全米工学アカデミー︑米鰯原子力学会などの精別二三とし蟷

広く酒動している︒本紙では︑周銭の講演内容を以下に紹介する︒

代表する人々は誰も委興に選ばれ

医員はこれらスタッフが京とめた

ユーさらには公聴会で広範翻の軍

ていない︒また︑委員の顔ぶれを

科主任︶︒

みてわかるように︑原子力工学の
調蕉結渠に対してそれぞれ検討の

社会的政治的
使命をおびて
一九七九年三月二十八陰に趨き
膨門家は︑わたしを除けばゼロと
黍を加えた︒

多彩な顔ぶれ

た商業原子力発電吏上目悪の嘆故
いっても倣い過ぎではなかった︒

黙認期間が六か月と短かかった

を受けて︑二階闇闇の三月十一日

婁
ため︑報籍轡の表現が〜部あいま

変わった

員会であったが︑この婁員会は社

﹁スリーマイルアイランド︵TMある懸味では︑
I︶原峯力 発 贈 所 購 故 大 統 領 特 騎
いになったところもある︒なお︑
婁澱会では︑原子力やその他の代

会的︑政治的使命をおびていた︒

委員会は︑資金とスタッフを付

調壷婁蝿象﹂ ︵以下︑蚤員会と略

猛エネルギーのコスト︑安全性︑

六︑運転会社と巌業界は事故か

五︑TMIの安金装融は︑予想いう照大な誤りを犯した︒これら

専され・独自の調査を爽施するこ

ら興復できるよう確傭すべきであ

称︶が設翻された︒カーター大統

かった︒さらに︑わたし自身︑原

礎境影響などについては調査しな

いては︑海外鰭礪への影響が大き

検討しているようだ︒これらにつ

を判断するための墓輩をもってい

RCは︑鰻欝欝な安金園櫨と國的 いとみられるが︑﹁薄葬は譲家と
が欠如しており︑安覆の妥磁性 しての独葭の立場から横討するし

畏雲を存続させるが︑NRC三川位付けが〜番璽要なのである︒聾
った︒︶

た︒連邦識会の方も︑五人制の婁

畏の梅隈は強化されることになっ

誓えた曜〜の深鋪な健齪彬響であ

しかし︑報搭秘では人間問題を

議会を隻持する欝が強かった︒

発に耐えられるようにすべきだと

強調するあまり︑運転腿が箪大な
過失を犯したにもかかわらず︑安

力藤業界によるケ姦直ー勧告の履

関︑州および欝気近業蕎など原子

ついで︑聾RC︑他の運邦機 ない︒例えば︑格納容器が水素爆
八︑発生する司能性のある故陣

う璽襲な事実があいまいになって

全装鷹が完全に作動していたとい

行状況や原子炉安全性の改薄努力

による結果︵影響︶をもっとよく

いる︒加撃器逃し弁が開きっぱな

NRCは警えているようだ︒
NRCをかなり幡広く︑拙疑して
家た︑KRCは織子力発甲所のいるが︑原子力安全の第〜澱儀

典故は璽大であり得る︒

響が無視できるとしても︑原子炉

七︑たとえ放射線による健縦影

る︒

以上に機能した︒

領は・この婁麗会に対して︑①思

のスタッフ︒グループ︵技術︑法

鱈気遡業蓄︑メーカーおよびアー

M王講故の内容︑原口︑璽要挫② とができた︒籔いに独立した三つ

子力に蟹成・反対といったことは

律︑広報︶を設観した︒

キテクト・エンジニアの役捌③漂
意にとめなかった︒

ピグフオード氏

：軸二榊三層二≡＝曽﹁三一一一一讐：四一隷雪＝＝二＝＝胴：二＝＝＝二一＝＝7二唱一一＝7乙＝＝＝：二⁝曽7二雪雛胃7齢卿幡一日＝幽卿二＝鱒一下＝三二＝甲二＝餉＝辮騨二＝篇＝二三＝隠＝二：讐脚聖二＝■＝7

九︑購故は予期されなければな

婁損金がTMI書影から簿た教理解すべきであるQ

正当な理由がないため

過半数で否決

モラトリアムを

子力規制委員会︵NRC︶の役翻 技術蕎・医師・ジャーナリス

越え・金般的に葬常に巷くて︑有

④緊急階対策⑤公衆の知る権利1 ト︑社会科学養︑弁護士など各界
から集まった常勤講習は六十名を
⁝について調査し︑勧告を行うよ

う命令した︒

能でしかも糠力的であった︒衝五
委一会は︑ダートマス大学学長
のジョン・G・ケ名跡ー氏︵数学 十以上の蜜醤繍や︑面接インタビ

についての購潰に聞きいる聴梁

220ま：5

産

力

原
蕎︶を委澱長に︑倉計十二魯の潮
風で構成︒他の十一名は︑バビッ

元ジョンソン大統韻特別顧聞︵弁

7M一の教舗

205止5
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ト︒アリゾナ州庁鱗︵地球物理学
膨土︶︑ハガティ・テキサスイン
ストルメンッ触名懲日長︵醗気技
師︑弁護士︶︑ルイス・コロンビ
ア大学教授︵ジャーナリズム学聯
攻︶︑マークス・コロンビア大学

ット・ウィスコンシン大学教授

副学長︵内科︑血液学蓄︶︑マレ

︵社会学︶︑マクブライド米撚綱

覚働癌遼 盒 圏 際 議 長 ︵ A F L・C
10劃蝋 纈 ︶ ︑ マ ク フ ァ ー ソン

護士︶︑ピーターソン金蟹オーデ
ュボン協禽会長︵齪環境霧議金鞍

懸︶︑テーラー・プリンストン大

アン︒トランク女史︵ペンシルベ

学教授︵機械︒航空宇欝工学︶︑

ニア州ミドルタウン在住塞姻︶︑

フォルニア大学教授︵原子力工学
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し︑個々の機器について健金性を
実証する︒試験はすべてコールド

顯棚曇では︑こうしたハンドリ

で実施する︒

で得られる経験をもふ濠えて︑理

ング試験に蒲え︑東海再処理工場

ていきたい悪飼だ︒海外委託から

想的な受け入れシステムを確立し

蛋じる筒レベル廃棄物をどのよう

は八霞庫までに決定することにな

な形でB本に返還するかについて

還ばれる講レベル廃棄物を還隔操

今園の調査は︑こうして田本に

薔を中心に検討が行われているの

返還廃蘂物については電気璃業

を試作し︑その信頼姓を確認する
総命研究として返言廃棄物短策・

をはじめ︑露申研でも大型試験・

しかし︑これらの容雛は︑いず

の望見として︑大いに参響にして

もに︑護彰状が授与された︒

芸から﹁おめでとう﹂の乱雲とと

入選した中学生たちは︑中川当

拶製影

カビまぶ

毎月一1醗A￡Aから送られてく
る磁気テープを硬凄して、利用
者ご指定のプロファイルによる

欝裁

へ

藩轡

（財）原子力弘済会資料センター

作文入選者表彰

いきたい︒みなさんの時代には︑

となっているでしょう﹂とあいさ

原畢力は欠くことのできないもの

トミック社の核融命試験装丁門ダ

究塾擬︑﹁核融倉瞬断料の開発﹂

牛額隆欝生任研究髄︑﹁ダブレッ

原

港区発赤坂一i一

こんなときがlNlSの出番です

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

投藁海域周辺諸園の理解を得るよ

式なごやかに

鐵本原子力文化振興財団は﹁原
つ︑緊張のつづく議会とちがうの
子力のB記念・第十二圓中細隻作 か︑終始︑圏を細めての︑な︸︐偏や

の漁鑑蓄︑圏民はもとより︑三選

分霊罷雄氏が︑これまでの成粟を

ブレット遷﹂で研究を行っている

に対する岡盟としての響え方をた

低レベル放射性廃比物の海洋投藁

住断

常霧取締役支店長佐藤

︵株︶岡崎製作所東葦支店

裕典氏

産に入会

電話〇三一四〇一二⁝〇三七一

−一五ニュートヨビル干一〇七

検索します。

う努力すべきだーー︒

盒日本労働総岡盟︵三岡盟︑宇
佐菱忠儒会長︶は十三臼︑執朽評

鉱物の海洋処分について︑罵盟と

議会をひらき︑低レベル放射性麗

かこんでの記念豊麗︒その聞にも

そのこ︑入選暫は︑中身畏官を

いだ表彰式となった︒

文扁の入選看表彰式を十聞︑葉票

入選看二十六名︒一人一人に中

手をさしのべられ門おめでとう﹂

入選番はひとりひとり︑長官から

の土壁とともに︑嚢彰状

センターを︑十二日には東海発起

術館を冤学︑翌十一日に大洗工学

実題式のあと入選蕎は︑科学技

の欝藁を贈られた︒

﹁身をもって体験した率薦な悪冤

表彰状授与のあと中川長嘗は︑

と野宴罷が手渡された︒封写翼

でとう

川一郎科学捜術庁長憲から〃おめ

・千代田区の竹橋会館で行った︒

しての正武の態度を初めて決め
た︒﹁理解を響られない状態での
投棄は実施すべきでない﹂として
いるものの︑その藍調は︑いち皐
く門投棄反鮒﹂をかかげた総説と
は一線を画し︑﹁原子力推進のた

をお翻せ下さってうれしく思って

めの新方針﹂を鮮開にうちだして

いる︒未来をになうみなさんから

いる︒

新方針はまず︑﹁わが函に︑原

所を箆号した︒

子力の軍租利罵を定濃していく立

のデータを︑国内外に公爵すべき

が得られない状態での投棄はすべ

海域周辺諸国の理解に努め・理解

臼導弓導尊趙導護照σ溢麺麺蓼導導手工⑪三二0碧導麺趙冒冒弓罎ほ雌000鑓

は︑門投棄苧定海域で︑模擬投灘

核融含の研究成果を︑それぞれの

発表するなど︑進展いちじるしい

だ﹂とし︑その安全性について

る︒

きでない﹂との結論を下してい

門JFT−2におけるプラズマ加

﹁核融禽開発の展望﹂森茂理甥︑

主なプログラムは次のとおり︒

囎を舗旧したのがキッカケ︒

視機構への加盟など・安金性に万

熱実験﹂田中裕ニプラズマ突験研

玉協墨金のラーマン麟務局長が同

九月十七臼︑フィジー翻の労働蟹

勢門象がレポートする︒

を実施するなどの慣璽なプロセス

また︑薪方針は︑﹁上金委麟会

岡盟による今園の決定は︑さる

をあきらかにすべきである﹂と︑

の環境安全評価︑ロンドン条約の

確化を求めている︒

わかりやすい安全評価の季順の明

盟としての︑原子力に対する態鹿

全を期し・あくまで政府璽任で実

避守・0鶏CD︒NEAの羅際ラ
監ーマン局畏は憂悶のなかで・

を再確認した上で﹁こんこは︑さ
らに興体的対策を検討し︑その鍵

そして︑わが函が︑五十六無度

環を政府等に求めていく﹂方針︒

ト皿による実験研究﹂狐購晶雄灘

長︑特別講演﹁核融愈超諏灘磁石

状隔鈴木康夫﹂？160第三開発整

だすとともに︑フィジー労働紹合

これを受け︑周盟は︑十月二

齢する﹂ことも求めている︒

そして︑豪颪の施策として岡盟

十八田︑電力労達︑海腹囲命︑造

ゆにも実施したいと計醐している

は・﹁理解を得るための最大隈の

主圧研究澱︑門3T−60関発の鏡
低レベル放射性廃棄物の海洋処分

努力﹂を強くうちだし︑﹁わが国

の窟場を鋭明した︒

の慕礎研究︑海洋調萱・結巣など

教授︒

開発の環状と玉茎﹂安河内含量大

については︑﹁政府は︑今臼まで

船璽日嗣運︑全炭鉱などの閥係産
俸一一鵯一

代表取締役則武輝邦氏儒所大

騨朧襯

なお︑原子力土遊をうたう岡盟

苧五五〇

阪市西鼠江戸堀一一二六1一五

原蔽に画聖
次冷却材のメカニカルシール・※

は︑十二月十一︑十二の爾臼︑大

山翌塵粟︵株︶
昭租五十庫六月に︑蒸気発盗露

阪で︑被会経済国属会議︑電力労

一目

業溺労運が簗まって協議︑その脅

騨一一回一一P

ンを使っていたのに対し大型サイ

四一四一髄畳憩

まで臼木漫録を傑持していた︒

一卿僻榊静欝︐

属に広く理解を求めるとともに︑
一冒：

業関係蓄の不安解消をはじめ︑醐

鱒

原子力は高度の技術を駆使する

輔一幽一一一p

低レベル放射懲廃棄物の試験処

︐榊：＝一︐一

ものだが︑最終的には労便や業壱

る︒

格となる方餅を決めた︒そして三

たとえば︑火力発電駈とちが

ている︒

●層需一二幕一︐

十一日の産業政策委翼翼でこれを

分にあたって︑政膚は︑わが圏漁

同盟︑海洋処分で初の方針

悪遊確立を鼓乏してきた﹂と︑同

っており︑至聖の試験紬集もこの 場から・放射牲廃蘂物処理処分の

わが翻の海外再処理委託はUR どして︑どんな形で受け入れるか

作で完金にとりあつかうシステム

検謝の墾讐にしていく考え︒

GE瓢Aに三壬蕎漣の総詔照千要がある﹂と判断︑今園の三蓋の
のがねらい︒船で露本に輸送され

うごきとなったもの︒

海外再処理委託から盗じる隔レ

じるウラン︑プルトニウム︑放射
再処理高レベル廃棄物対策に葱窪
しており︑今晒の還醒雀の誹薩に

りだし︑検塗し︑もし膨理が必要

ることになる︒

よりわが国の対応は大きく蘭進ず

たキャスクからキャニスタ⁝をと

な叢叢には︑遠隔操作でバリアを

ベル放鮒性廃簗物はキャスクに入

設定できるようなシステムを開発

れたうえ︑海路わが国へ送題され
る発込み︒一体のキャスクには十

日本に返遷されることになってい

これをどんな形で臼本に返還す

る︒

れも高いレベルの放射性廃棄物を

れるものとみられている︒

九八四年︒とくに︑高レベル廃棄

るかをきめるタイムリミットは一

物については取り扱い上の問題が
収容しているため溺温で︑人聞が
繭接とりあつかうことは不可能︒

ある︒

このため︑通塵釜では﹁類潮に
このためすべてのシステムに選隔

﹁需鱒平門一畳

ドクレーンを︑配蟹も︑系統こと

い︑工瑠が始まる前に道を舗装す

との人間関係︒単純なミスをふせ

細かい配慮が必頭だ︒

輔一一胴＝甲

ブロックごとにするなど改難

る︒これは珊前に電線や配蟹を整

一一＝一一甲

擬僅を灘目しなければならない︒
一＝翻＝

こうした賜レベル廃爽物の熱り扱

一＝一＝︐

い方法について実地試験を行うな
一＝鋸輔

良好な運転成績をあげていると

闘の正武決定となったもの︒

報鑑︑岡流質会の了承を得て︑今

佐賀緊康松浦郡の値駕繭の先端

z／多／彰
はいえ︑いくつかの悩みはかかえ

し︑建設期聞も︑一罪の三十か月

臼庫原子力塵集会議主催の第八

ぐことも璽嬰だ︒

遮との共催で︑海洋処分問題もお

ができた︒

から二牽六か月半と短縮すること

損等があれば︑すぐ補講工蟹をす

鯖し︑また瓢騒箪の通過による破

十体を棄海髪へ搬入している︒一

りまぜた原子力シンポジウムをひ

苦労しているものの一つは︑⁝

に位圏し︑敷地繭積約八士二万草

パーでみがきあげたりしている

翼翼のもので︑思入後さらにペー

鳳で颪二十体・二万本の燃料を交

電謡〇六一照四︻一一三

の中に巻尺がはいり込み︑徴羅の

換するが︑燃料漏れは﹁漏れたか

髄朋済み燃料は︑これまで酉六
放射能漏れを超こして約三か月郷

が︑シールを通過する流騒に安定

らく予定︒

四五三

性がない︒二棚機はイーグル工業

である︒

な扁という程痩のものが一本きり

止した︒

いるので︑来年の定期修理で︑日

固体廃棄物は︑ドラム衝八千九
頁本を貯蔵中で︑薙間五脚本が薪

核融合で研究
成果発表会

のものを使用し︑愛い結累を得て

全員一丸の成果披露

風にさらされるのをふせき︑将来

ステンレス配讐は︑少しでも塩

る必饗がある︒

方摺と狭い敷地に効累的に建てら

いえる︒

れ︑原子力発電駈陶きの地形だと

設謝の段階から︑システム︑レ
イアウトなどについて︑三菱麺工

飯締

役から門玄海原子力発電所の建設

機雛の鰯産化率は一弩機が九五

業と︸体となって陵討をすすめ︑

お願いしている︒

本のものにすべてとり代えるよう

区蕊照一一四一二八予一〇八

会

高稼動率の玄海発電所

理を厳しくすればするほど増えて

潜

もう一つはコンデンサーチュー

くるQ塗込み違いといえるだろ 薯擬︶は十一月二十八隣の午後︑

原産に入
ブ︒これはローカル色の強い闇顯

旧暦鍋︵株︶ピル代行から分離独

︵株︶原子刀代行会員名風戸

電話〇三一四五五⁝五七五一

住所

この鱗故により︑籔理方法を反

だが︑少懸の放射能漏れを二型お

第六圓核融ムロ研究成累報欝会を︑

東禦︒大手町の経団連会館でひら

社長金鋸厳照郎氏
雀︑災い転じて福となし︑昭和五

B本フエルト︵株︶
の応力腐食罰れに対する配慮とし

十無十月に鴬業還転に入ってから

う︒

長齢原子力研究所
て︑墨水でふきあげ︑ビニールシ

こしている︒対策として︑全数調

たに出てくる︒これは︑放射線籔

ートで傑護した︒

は朝霞の簸険のほかは・三畷・禽

日本原子力研究燐︵藤波欄雄理

運転にはいってからは間じ職種

査を行い︑二〇％曳くなったらと

央区銀座五⁝五一一二文芸暮秋別

地元のあたたかい理解をえて︑

計四十七日聞の中間点倹だけ︒発
の人による々ダブルチェック

︑

麗でバッチ運転の試運転を行って

館

立 社長鈴木貞一郎氏 住所 申
今圓は︑Jτ160の開発現状は

く︒

むろんのこと︑日楽核融盆協力協

⊥ハ〇五九

電磁Q三一五七一

自覚をもちつづけ︑こんこも︑順

リフォルニア州のジェネラル・ア

定にもとづき︑昨無秋から︑米国カ

干一〇四
調に運転していきたい︒

が発鰭所を動かしている﹂という

H︑設備利用率七十照・九％と好

二弩機建設にあたっては経験を

職員一堂が﹁手分の発題所・自分

調な運転を続けている︒

生かし︑一轡機でセンタークレー

えているが︑最終的な解決にはな

ェック4を実施している︒

また︑遮続運転手颪七日は︑先

電実績は蕩八十七億九千万KW りかえ︑今までに二千本をとりか
﹁整理︑整頓︑灘潔﹂を強調し

月関西纒力窩浜二弩機に破られる

クロスチ

違った紹述の人による

てきて五年闘︑工壌の終わりには

っていない︒

金員が一体となる心がまえが大

全贋で掃除をするまでになってい

メーカーと馬力が一体となり︑

いるが・農工な成繍をえている︒

っている︒げんざい日揮の横型装

廃藁物はアスファルト固化を行

％となっている︒

ローバルブを旋絹するなど・九九

ル工業が憶界で初めて開発したべ

％︑一一弩機では高圧系に︑イーグ

と運転﹂と題する講濃を闘いたあ

九州電力玄海原子力発電所の職

◇

概要を紹介する︒

を毘姦した︒以下白石氏の講演の

と︑タービン盛や麟央舗御塾など

が参加︒九七電力の窃石州

秋滴れの中︑全国から約六＋名

所で開かれた︒

が穴繍︑九⁝州動力玄海原子力発電

原子力産業懇談会から

﹁理解求ある努力を﹂

〜十五体のキャニスターが収容さ

性廃藁蓑は︸九九〇隼以降すべて

七薫ジ︒しかし︑この再処理で生

Gへの千五酉ナ︑B翼FしとC検
O討する際の基礎デ⁝タとする必

の受け入れ依制検討の霧蓼にする計薩だ︒

ら五十八年までの三か年謝噸で約士ハ億円を投入︑キャニスターの取り扱い試験などを実施し︑全体

れることになっているため︑購前にその受け入れ体制のあり方を検討しておくのがねらい︒来無度か

だ︒げんざい猷薩されている海外再処理婁託から笙じる放慰鑑廃藁物が一九九〇無以降鼠本に返還さ

通麓街は来四型から門海外薄処理返遡闘化体受け入れシステム関発調査﹂をスタートさせる翫画

輻枷献黙鞭システム開発へ一歩

受け入れ体剃を整備
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ご希盟のテーマに関
する文献をまとめて

検：索を行い、英文抄録長きの文
献リストを鰻重・送付します。

のデータベースから、

RS（遡及検索）

1974年以降最近まで

IAEA（国際原子力機関・ウイーン）が中心とな

：〒319−U茨城渠凹凹凹凹ゴ毎番乎

っています。

い力が集まっている︒

塾

騨㌧

白石

SDl（定期検索）

り、頒盟国の協力のもとにすすめられている圃際
的な原子力文献情報流通システム，1ntematlonal
Nuclead難formatlon Systemの略称です。60ケ籔
か協力し、年間70，000件の文献を滋養テープに収
録しています。日本の担当機関は臼本原子力研究
祈ですが、国内サービスは（財）原子力弘済会が行
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そだてている︒設計の経験もでき

このプログラムを通じ高い入材を

このため︑教養課程ではすべて

る︒実際の研究に参加することは

るし︑実際の研究経験もえられ

る︒

の人にババ広い分野について勉強

オランダでは炉の開発

してもらっている︒かぎられた時

ラツ灘

間だが︑原子力プロパーだけでな

といってもいいだろう︒

コースはいらない︒ドイツでも原

謝醐はなく︑原子力エンジニアの

く・瑚象の心後の螂実も理解して

バンスで原子力工学をやった方が

子力工学のコースはないときいて

もらおうという趣礪だ︒また︑大

ラツ期

なぜ︑いままで基礎研

究ばかり考えてきたのかというこ

な立場で行われている︒一つのテ

また︑大学の研究は銘較的自由

棊礎研究が組織できるかという理

る︒もう〜つは︑大学以外どこで

が聴いてきたという面が つあ

のは困難ということで︑基礎に國

えられてきたが︑こんこはロード

ポートするところがある︒応用研

かかえているかをみてみると︑ひ

はたすために大学はどんな閣題を

なコーディネーションをインフォ

おり︑こういう点について眠際的

ように原子力の闇題は國際化して

界の原子力開発に影響をあたえた

の役剛もある︒原子力開発につい

藁人の継続的な教潜の間題があ

また︑漁業界との関係では︑産

をおくかも問題だ︒

には非常に異っているところもあ

方は手本的には共遜だが︑部分的

とつの新しいスタートをきりた

学科も二申周年を契機として︑ひ

はならない課題も多い︒原子力工

米圏︑ヨーロッパ︑鰹本の響え

原子力の翻訳は専門家のいる当社へ

いいという蕩え方があるからだ︒

分野すべての原則を知り︑これを

原子力エンジニアたる人は︑この

いる︒食気などの学科をやり︑職

璽大原子力工掌

協調させる技術をもっている必嚢

場で心門化が行われる︒

科シンポから

いいのかはひとつの問題だ︒MI がある︒このため︑いろんな分野

原子力工学の教萄上墾嚢だ︒

Tでは︑かつてアンダー︒グラジ をつなぎあわせるのをどう教える

寓橋基礎研究にかきろうとい

とは一つの問題ではないか︒

うことではなく︑原子力工学では

ーマに畏くとりくめるため︑﹁研

特定のものを大学だけで完成する

究室の伝統﹂といったものもでき

一覧墜の理融に

由からだろう︒

は螢成だが︑一醤雷についてはこ

ビグフォード

ており︑一つの財薩となってい

れから現爽陶なものをやっていく

る︒

大学には動力蝉はなく︑その懸

安全性の間題について

味で墓礎的な部分が多い︒このた

ラツ罰

ことが大鱗だ︒

ノベーティブ指向でありたいと憩

め︑大学はその特億を発揮したイ

・ファクターについて︑たとえば

っている︒研究覆はそれぞれ独自 はこれまで主にLOCAとかが警
のアイデアをもっており︑こうい

大学にとって研

府機関によっては墓礎研究だけサ

究蟹の確保は璽要な課題だが︑政

ビグフォード

大学でおしえることも大肇だ︒

のかといった麗場に役立つことを

どのくらいのクラックで炉とめる

う人々が繕来それぞれ惣分の云え

だ︒

研究は非常に璽

をのばせるようにすることが大瑠

ベネディクト

要だ︒しかし︑大学ではなかなか
現塞的な研究施設を設けることは

実的な研究の機会を与える方法と

難しい︒このため︑MITでは現

の研究施設と協力を行っている︒

して︑オークリッジにあるDOE究は対象とならないわけだ︒しか
し︑大学ではもっと時間をつか

近藤安金研究についてだが︑

とつは応罵研究と岡じになるが︑

ついては︑オン︒ザ・ジョブ・ト

レーニングの聞題︑イノベーティ

し︑もっともっとほりさげた研究

ては︑この技術を地域が受け入れ

る︒再教護をうけたいというよう

るQこんご各国と爾らかの形で澱

翻

賢

〒189東京都東村山市恩多町5−15一肇0

び薦
㍉

人についてその特
性をみわけて教膏を行っている︒

学院では一人

力工学のディグリーはなく︑大学

また︑フランスでも大学で原子

しかし︑米国の教膏ではこうし

ュエートに原子力を入れるのに挑 かという問題がある︒
戦し︑カリキュラムをつくった︒

その意味で心礎研究には醗向きに

二十年程度の興践を縫ている︒こ

ロッパではかなりの教授が搬業界

米躍では運至上

一つの参蕩になろう︒

からきており︑こうしたやり方は

ビグフォード

の理由からあまり高いレベルに教
授が入ってこない︒このため︑教
授が薩業界のコンサルタントをや

とりくんでいるといえるだろう︒

院のコースとなる︒しかし︑それ

っている︒

でも原子力研究では撃壌有数にな

た分野は軽んじられている傾潮が

管理などについてはまったくない

ある︒たとえば︑放射性廃棄物の

しかし︑い京になって一部心配な
こともでている︒やはり︑電気な

︷どの墓礎をおさめたうえで︑アド
冊≡＝≡認＝圏＝＝茸＝≡＝三ご＝一等＝幽≡＝柵﹇≡柵≡＝≡＝＝闇

学生をプロにどう膏て

ということだ︒

ラッコ

あげていくかという問題だが︑多

のため︑教授は原子炉をうこかす

くのヨーロッパの国々では教授は

した人がすぐ政府の規制四周に入

ており︑学蛋にこうしたことをお

のがいかにむつかしいかよくしっ

藥大原子力工学科卒業生

しえることができる︒家た︑ヨー

う︒こうした問題は教肖に課せら

い︒

ピグフォード

卒業生が政府に

に就職しており︑聞題かもしれな

も並〜四犠は毎無政府の規制方薗

関口

れた一つの課題だろう︒

るのはある合駒で危険といえよ

力エンジエアとはなりえず︑こう

力工学科の卒業生は即プロの原畢

げんざいの教商制度では・原子

る︒

界のやくわりは大きいものがあ

＝＝＝ロ≡藁謄＝＝鱒：＝＝＝＝曇需二＝＝営騨＝幽＝≡謄＝一二一曇＝＝

産業界との
協調体制も

やらせてみている︒かなりリスキ

題について関口さんから︒

に原子力のいきいきとしたイメー
ジを与えられるか検討した結渠︑

っている︒

野ばかりではなく︑もっと軽水炉
ーだが一〜一年半後に設謝課題を

いくことになり教薄的側醐がある

て縁起がどこにあるのか理解して

プ戸の養成が課題

トな顧識をもつ必要があろう︒

るなどして︑アップ・トウ︒デイ

萬橋研究の間日に閲塾してい

こそ大購だ︒

い︑よりょく現象を理解すること

もうひとつMI﹁eではアルカト

っている︒

ここで第一級のオン・ザ・ジョブ

懸の課題とさらに将来の間題をも

うと教養はこれからの二代をにな

のりこえていける技術蓄・科学暫

・トレーニングができるようにな

つとめることがわるいのではな

をそだてていく役謝をになってい

う入秘をそだてること︑つまり当

けられるようなシステムが必要だ

く︑藍業界の人がいて知慰がさず

これも応照研究の〜つに入ると懇

安金研究の質感の開題がある︒ど

題もある︒たとえばTMIが傘世

曹＝＝＝＝＝一＝一＝一色一一讐冊謄一＝一冊闇＝一一＝＝一＝冊需＝冊冊勲＝一芸一一冊寓＝＝芦一曹繁写庸＝榊需瓢刷箒扁柵需一一騨一＝罵コ＝＝鼎工需＝一口隔日一冊闇

ール型の核融畠研究施設もあり︑

この制農がスタートしてすでに

＝一二寓；＝一諜二一需¶二一幽＝＝謄＝囁＝謄＝一一瞥＝＝

う︒この分野での大学の役畜は安

ーマルにやっておくべきだ︒

つぎに︑こうした役劉を大学が

金性の研究を︑経済的︑療治駒に

こ家で安全研究の薇で蟹鰍できる

ことが大学の役翔だと思う︒

大学の研究は教湾硯煽と分離し

安成弘爽天教擾︵フ瓜アーから︶

アクセプトな技術を開発する際の

かは所穂している研究急設にかか

重要な先進的
な研究部門

謄＝＝＝＝一凹篇＝脚瓢冊闇冊＝鷺冊冊瓢需＝

三聖になるが︑みんな熱愈をもっ

と考えたからだ︒

広範な基礎教育ふまえ
る仕甥がなくてこ家る偏というふ
うな慧兇もきいたことがある︒

産業界との関係でも︑オ

てやり︑りっぱなレポートをかい
ている︒

大鵬

ン︒ザ︒ジョブ・トレ⁝ニングは

はある程度大学でやるべきかとい

企業に謙かせていいのか︑あるい

ていてはいけない︒教義は研究が

暴礎とすることだ︒

大鵬大学の原子力救育闇題に

あってこそ十分なものになるから

っており︑どこに線をひくかとい

融資の安金研究など広はんな分野

う闇題だ︒安全研究には軽水炉の

BR開発をとってみてもそうだ についてよりふかく理解するとい

ていくつかおそわっているが︑エ

ずであり︑これは未来のFBR開るかどうかについて安全性をめぐ

を行ってこそ特来の進歩があるは

る論議が行われているが︑こうし

な人にたいし︑大学はこのうけ入

際約な遠流凌つづけたい︒

ブラスチノク

ビッグ︒サイエンスの粋をあつめた漂子力発鱈開発︒こうした属度化したテクノロジー開発

μ

ρ

一

岬ても過醤ではない︒そうした将来に対応するにはげんざいの教膏システムで十分なのか︒い

㌦の将来は︑それにふさわしいマンパワーをいかに確保していくかに大きくかかっているといっ

一

沸ま︑大学の原挙力教膏の現場ではなにが問題となっているのか︒こんかいは東大工学部原子力㌦
工学科二十周葎詫念金のパネル﹁大学における原子力工学の教商と研究扁から︑その概要を紹

副介する︒田腐暫は大覇懸一策大教授を認会にM・ベネディクトMIT名饗教授︑D・G・H︒

㌔

㌦

業蛋は︑いろんなことをしってい

五

らない︒このかねあいをどうする

策大教授︑蕩橋洋一東大教授︑近藤駿介東大助教授の五氏︒

宴bコ・デルフト工大教授︑禦・ピグフォード︒カリフォルニア大バークレー校教授︑関口晃

㌔

げんざいの教
原子力工学科で何をおし

といわれ︑家たソフトには強い

近藤

粟大の原子力工学科は脳設以来

が︑ハードには弱いともいわれ

るためまとめ役として適している

二牽周隼をむかえたが︑その卒業

るQこのため原子力工学科の教薄 大学紛象を契機にどうしたら学生

かということはひとつの課題だ︒

焦は約五酉二十名にたっしてい
でもハード画をもっと強化すべき

育は基礎に重点

る︒膨士謙程鄭業暫は二酉五十
だとの懲晃もきかれる︒

えるかという問題についてだが︑

関口臼本の教肖システムは戦
葛︑博士諜程卒業轡は八十名とな

大鵬まず︑原子力工学教膏問

後ヨーロッパ方武からアメリカ方
鐵にかわった︒東大の場倉は四無
全国的にいうと毎奪三重名程度
に麗点をおいたらどうかとの意兇

私のところではある程慶の設誹を

のうちはじめの二蕉は一般教養︑
が原子力工学科を卒業しており︑

産業界からは︑あまり新しい分

後半の二庫は騨門教筒を行ってい
もだされている︒門大学の兜艦は

棄大の事事︑こうした卒業生の

あたえ︑これをこなすことによっ

修士課程卒業峯は菖三十名︑博士

る︒

る︒これに対置するため大学でも
六劉がメーカーに︑一一翻が電力・

う分野の人が食膳にきてもやらせ

核融台︑核融含というが︑こうい

広はんなカリキュラムをくんでい

就職している︒仕薯を部門別にみ

窟庁に︑のこりの二翻が研究断に

る︒

課程卒業雀は二十名となってい

原乎力は炉設計︑運転︑安金確

る︒このため︑教えることが多す

保など広はんな分野にわたってい

ぎるというような悩況もでてきて

ると企画調蛮︒ソフト設計に四
翻︑建設・ハード設計に四睡︑の

いる︒

が︑一方では原子力はげんざい
こりの二翻が墓礎研究にたずさわ
っている︒

成擾している段階にあり︑いろん
な新しい問題がでてきており︑こ
いっぱん麹に原子力工学科の卒

原子力工学科のうけもつ範醐は
なにかという問題については︑原
子力プロパーの間題はいろいろあ

学生のもっとも得慧な分野のはず

るが︑炉心現象は原子力工学科の

研究や塵業界との協調をどうす

だ︒

るかというのもひとつの閥題だ︒

原子力蚕業は︑げんざいしだいに

ピグフォード蜜嚢なポイント

う問題があるが⁝：︒

のびてきており︑これをどうフィ

家た︑すでにいろんなことが薩

ック・アクセプタンスの閲係から

うことも大鎌だ︒さらに︑パブリ

濠た︑たとえば動燃終業獺のF 業界で行われているが︑このこと

だ︒

ジニアを養成することにある︒し

が︑こういう研究機関では晴曇を

トレーニングの役翻はプロのエン

だQ産業界のオン︒ザ・ジョブ︒

を行っていく必要があろう︒

限って研究開発が行われる︒しか

ンジニアには書始が必璽だ︒どこ

発にもつながる︒が︑これをやる

た点については客観的な判断がな

れをどうすべきかという問題だ︒

安全研究︑FBRの豪彊研究︑核ブな開発などいろいろやらなくて
ロではない︒学生は原子力につい

かし︑原子力工学科の纂業生はプ

かでだれかがおしえなければなら

ことは現場ではむつかしい︒そこ

る︒これも大学の役謝だ9

しうるよう伝えていく必要があ
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また︑学部と大学院の調和をど

う薯えるかもひとつの課題だろ

がありこのへんのどこにウェイト

ないが︑鍵際にやっている人がお

で︑これを大学でひきうけ︑もっ

い︒

しえるのがもっともふさわしいだ

とほりさげ︑兜逢的な研究をする

さいこに鰯際的なバランスの問

ろう︒独学もあるが︑うまくいか
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識：ニ
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ム
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はどうちがうかについて︑まずピ

すぐに原子力工

グフォードさんから︒

ピグフォード

えてから原子力工学をやった方が

学をやるべきか・一窯の基礎をお
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力・

本
繊

で懸りる︒これ

石油に比べ一万分野一で済み︑漸
要資金も十分の

冾ﾉ佐世保

・長崎を訪問

子力船﹁むつ﹂の膨理状況を視察

するとともに︑地元關係餐と会談

なお︑会談は︑佐三保市長︑屡

構想の検討に湘わっておくことは

愚質管理や運転蟹理の徹底︑充実

点から薄処理を中心としたウラン

政策はウラン獲源の有効利用の観

これにたいし︑わが国の原子力

には日韓側から矢田部科学狡術審

ピカリング国務省次鷺補︑ノセン

議欝︑豊田索電常務︑※国側から︑

﹁AFR貯蔵は核拡散防止および

ゾ次宮補代理ら十犠が出席し︑

AF魏貯藏を検討しておくことは ついて日※両国が協力して検討を

理の供給がかきられているため︑

当蟹から原発の今無慶上半期にお

ひきつづき議黎に入り︑森羅鞘

とくに原子力発電傾斜開発の銀蘭

疑コメントが相次いだ︒このうち

際構勢とわが國の諜題﹂と題し特

ら﹁原子力発鰍をめぐる澱近の国

この後︑村田店原審常圧顯問か

処が必要になろう﹂⁝1など︑質 でも長期ビジョンづくりのための

送︑懸鴻については日本が中心に

立地︑環境については※圏が︑輸

が協力して実施する︒

いの研究は電中研とボーイング社

総額富嶽がそれぞれ就任・いっさ

常務・来国側はカニンガハム國携

ェクト・マネジャーには盤照藁聡

して襖討を行う︒臼本側のプロジ

︑貯藏については相方が分更
けてIAEAでもISFM担
構当想
の

臼塞原子力産業会議は︑十四菖

ける敷垣網通︑野際協力︑各種研

について有沢会長は︑総理もこの

科

命
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することを明らかにした︒

崎凝灘知璽︑擾嫡興漁欝欝獲︑佐

貯蔵旛設にいったん藥め︑国際管

有蓋﹂と判断︑米国側と折衝をつ

業界商らが澱任をもって対処すべ

発電の半分に当たる麹一手万KW など含めこれらはいずれも蔑間産

ープルトニウム核燃料サイクルを

世界的なエネルギ⁝購要へ対応す

るうえで麗要﹂との書え方を再確

認︑このあと先の実務者象命で禽

ィ実施誹画を承認し︑二年間にわ

恵したフィージビリティ・スタデ

鍵施比丘によるとフィージビリ

たる検酎作業をスタートした︒

検罰がスタ⁝トしており︑こんか

核不拡散上からもエネルギー關発

この構想は米国が新核不掛合法

午後一蒔単から・菓東・丸ノ内の

究禽および早雪研究滋鋤各臓にわ

鍛えを了承し︑幽幽業弊もエネル

科学技術庁は十八β︑爾太軍洋
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だと二二も少なくて済む︒つま

中川一郎科学技術庁擾冑は十八

る︒

世僚璽工業代表が予憲されてい

中川科技庁擾官

とって︑経済的な︑外纒節纏のみ

臼の閣議後の鋪装会兇で︑一峯二

り・原子力発醸の拡大はわが国に

日に佐世保市と擾崎帯を訪問︑原

検討がスタートしていることなど

らも有利である︒

るもの︒原子力発電所から発生す

ならずエネルギーの安全保陳上か

しかし︑こうした原子力発罐の
傾斜開発を司能とするためには︑

理することによって墨画器転馬の

地域版ともいえる太平洋ベースン

から﹁わが国としてもISFMの

振興へ繧結する所要施策の興体化

リスクを低減させようというのが

︸方で蜜全性確保鰐策︑立地地域 る使熔済み燃料を太平洋上の騰の

なければならない璽要諜題もあ

稼働率痛上対策の強化等︑克服し

づけていたもの︒

を原子刀に切り換えるだけでその

き課題でもあるとし︑原塵として

確立するというのが基本的な方

に︑他の閲係閣僚や自民党韓部などにも同横に訴え︑理解を求めていく競えであるとしている︒

み燃料は存在しないことになって

なく︑理論上は雛藏しうる籠絹済

いる︒

いの太平洋べ；スン梅想によりわ

上の要講に基づいておし遭めてい

工業侭楽部で初の評議鏑象︵議養

たる霊要業務ならびに原子力闘際

立に絞り動向を概

フォーラム蘭係国に︑懸レベル放

海洋投棄で第三
次説明団を派遣
聾するとともに︑

射性廃藁物の海洋投棄に関する説

庁
わが国にとっても

技

今後はより舅近か

平洋フォーラム関係国のクック諸

べ︑早強を得た︒

発促進に窪与していきたいと述

優れた技術と品質を誇る

有沢会長
総理大臣に

思置の卒先姿勢第一
昭和65年五千万Kw着工を

鶯的︒米国はすでに昨年までに予

約〜蟹︑幕間六十億がの外鍵が簾

もこうした諸問題の解決に精力を

針︒このため︑わが国の康子炉か

の原子力施設外勤蔵については︑

すでに一AHAを中心に国際使用 しかし︑今年二月に作業を終了

ワシントンでひらかれた初会禽

る︒この点に関し岡会長は席上

約できる︒六十懸がはわが国電気

投入していく考えであることを明

ら発生する鑓用済み燃料にかんす

を要号した﹂が 備的検罰作業を行っている︒

定め︑その鍵現を鰻優先の政策とし金力を投入すべきである﹂と強調した︒原子力発電を脱石演戦略

製品の金輸出額に対毒する︒さら

らかにした︒

麟偲

の峯懸の支柱と位躍づけその開発健進に政鰐の卒兜対応が不可欠なことを求めたもので︑岡会長は︑

に︑ウランも海外からの輸入に依

門総理に

しかもこの格差はむしろ増大傾

蒋しなければならないがその羅は

いるが︑この際︑稼働中石蘭火力

向︒また︑現在石抽輸入に必嚢な

する隼闇六面五十簿ザにも還して

お相当の止金と今月を要すと掴摘

喫飯は輸入総額の半分以上に樹嶺

田本原芋力塵業会議の有沢広巳会長は＋四碍︑嶺藏のエネルギー政策︑とくに原子力発勉の傾斜開

これに対し︑康子力は﹁国民が

発に関して藤兇を明らかにし門麟は︑昭和六十五黛麗まで今後十鋸開に五千万KW着工を第一囲標と

会長所覧はこの鼠午後開かれた

決意さえすれば圏内で覚すぐにも

このことについてすでに鈴木総理はじめ笑本経済企画庁長言にも捉器ずみだが︑さらに各界落脳と共

原産評議綴会の蟹頭のあいさつの

での積極対応を求めている︒異体

るかぎり︑擬期貯藏を行う薯えは

申で明らかにされたもの︒わが購

し︑政騰による欝任ある体制の下

推進できるエネルギー漏であると

的には︑昭和六十五隼までの十隼

しようとするもの︒籠期済み燃料

戦略は雀エネルギーの徹底と代轡

が緊急撃壌を迫られている脱石藺

エネルギーの開発だが︑代驚エネ

が国の検酎も新しい段階にステッ

詰施設︑立地︑環境などの項臨に

ティ・スタディは輸送︑港溺︑難
したINFC露で﹁世界的に再処
済み燃料貯藏︵ISFM︶構想の

洋上の講の賠製糖設で使飛済み燃

検討作本工スタートした︒環太平

第一回運営委開く

門太平洋べ！スン髄脳済み燃料

藏する構想について︑その実現可

行うことになっている︒このうち

麗定貯藏構想扁のフィージビリテ

をすすめるうえでも璽蟹﹂との結

ヨ米共強調壷

太平洋べ川ン検討始まる

ルギーになりうるには鰍的にも十

第一至愚に︑その箕現を醸纒先政

間に原子力発躍董千万KW魑工を

きだとしている︒

策とし傾斜開発に金力を投入すべ

分で︑かつ︑コストが石漉よりも

のことが物樋や外飯の薩でわが國

安いものであることが大潮提︒そ

経済に与える衝盤を鰻閲すること

プをすすめることになった︒

能性を技術的経済的側薗から検浮

論が御られているうえ︑これをう

料を圏際響理のもとに一定期聞貯

トンでひらかれ︑瓢無間にわたる

は︑すでに軽水炉による鶯万KW 愈岡運蛍婁綴会が十三滋︑ワシン

ィ・スタディに賀する第一圃圏米

級大規模発無筋が実爾段階に入っ

ちなみに︑原子力発羅について

うした観点から︑今後十年をみて

になるからでもある︒同鼠擬はこ

そうした対象となりうるのは原子
ており︑その発装コストは岡規模

・永野璽雄βホ商工金議所会頭︶

蘭震動岡について概要説明があ

別講演があったが︑村昭氏は焦点

の冤遡しであることに齎え︑原産

を開き︑五十五隼腰上業期の霊要

ギー問題でいろいろ困難をかかえ

を安金性︑核不拡敬︑国罠命愈確

飢えればなおさら機械工学麗な対
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力と石炭だが︑石炭は海外羨署長

石簡火力に比べ四〇〜五〇％安く

業務ならびに原子力圏際目適動向

り︑原子力は裾野が広くこのため

ており︑梱荏理解を深めていくこ

な途上国との協力

検討に製鋼穏継したと報告︒

について報衝するとともに︑原子

広い範開の見たちでの検認が必要
いて懇談した︒

評議興会ではま

開発促進へ幅⁝広く検討

力隔発に関する当画の諸問題につ
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観

羅

原子力の重要盤強調
永野議長

とを決めた︒この代表國は二十一

曙を行うため代表団を派遣するこ

蘭会に際し畠山爾二劃議畏︵篠

ツ︑ツバルを訪問する予定︒説明

島︑ニウム︑トンガ王国︑バヌア

臼から士鳶二十︸頗濠で︑蘭太

問題が大きなテー

原製作所社擾︶は︑原子力開発の

には堀川昭央科技庁原子力蜜全局

マになろうと結んだ︒

度予輝編成で地元助成策の一環と

会は毎無定期的に開催︑原塵なら

璽褻性にかんがみ︑今後評議澱

子力船暴発響業圃を研究開発機関

また立地促進に閣運し政府が来隼
罐傾斜開発の提諾に対し総理の願

蹴り幽す謝懸を進めていることも

して協力金の形により暴力料金を

原子力環境整備センター試験第一

防災贋境対策塞長補佐︑井上昭栄

との蝿蟄性に触れ貌たと披露︒

えはどうだったか﹂門船舶脱石油

いて纒広く穰極的に慧兇を出し開

びに原子力界がとるべき方策につ

これに算し︑席上︑﹁原墨力発
陣上から猛硬な悪義をもっことが

化のためもあり専用炉の研究開発

について︑森聯務理要は︑憩本原

付露した︒舶用炉研究開発の促進

であるなどと報轡︒

明確になってきたとし︑しかし一

は瓠遠化すべきだ﹂

り国民経済上︑エネルギー安全保

は︑原子力曇霞は既に爽用期に入

の中で永野議長

灘攣鰻
二二︐慰兀

蓑笠二野−

方では立地に麗適し社会的台悪の

開務では入駒籔源の開発とともに

に改組する法案が近く國書で承認

門原子力発電

ため蜜属一体となり原子力に関す

形成で難しい埴土にもあり︑この

輿動化・機械化をさらに進めてい

雛難同センタ⁝企画一

る国属の理解と儲頼を深めていく

くことが不司欠で︑醤来のことを

9
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﹂ 蟄ゆ盆を試験台に
総合竃開発に二百億円

できる廃炉技術の確立をはかるこ

将来の商機原子力発電翫にも臨用

今圓の廃炉技術開発計瞬は門放

えられている︒

射能インベントリー曳裂技術鳩解

するのではなく︑一定の冷却期闇

の耐用年数がきたあとすぐ廃炉に

り

検討するが︑ここでは

スソ切

じる放蔓性廃藁物を敗り扱うかを

皆囹検討のつかない︑法律議題と

償は︑結果が発生するかしないか

られているため︑この除染技術を
では︑放射線籔翌翌域内の高放胃

また︑門遠隔技術操作の開発﹂

通の船舶などの訴訟と違い構孚が

業暫が訴訟をおこした場愈でも譜

考え方を指導するだけとし︑灘

る体制については︑ただ一般的な

また︑金漁連の補償問題に関す

は別闘題であると述べた︒

をおき︑さらに可能なかぎり除染
握ることになりそう︒

開発するのがねらい︒コンクリー

モートコントロールできるロボッ

線下で機器の切断作業などが︑リ

の聞題が一つの大きなカギを

したあと︑廃頬にすることが蕩え

トや配管の除染技術の開発に蚤点

めの︶資産がなくなるものでもな

逃げるものでもなく︑︵賠償のた

をおき︑このうち配鷺については

JPD飛の一次系配笹を使って化トの開発に勇点をおく︒

く︑さらに賠償金は納得のいく額

について紫黒試験を行うQ

科学狡術庁では︑こうした研究

学除染法︑物理除染法などの方法

開発を併行して進めながら︑﹁麗

﹁騰蘂

業暫側はじっくりとか法えている

が支払われるものであるから︑漁

門還隔操作技術扁

発﹂で︑金休を箆議してどうい

炉システムエンジニアリング閣

﹁廃炉除染技術﹂

求た︑廃炉ではかなりの放射性

体工法偏

廃藁物が発議することが予想され

物処理・処分﹂

このうち︑﹁放射能インベント

討を加え︑翼体的に解体溺画を作

次に︑顕策総力の石井穴氏︵立

う形でJPDRを廃炉にするか検
と指摘した︒

ており︑遡転中の発贈所からでる

らいの残留放射熊があるかを予測
よってできるだけ墨を少なくする

め︑この縄蟄物を旺縮︑減容などに

癒馬できる技術開発に十葎程渡で

通じて今後の商業粥原子炉にも

科学技術庁では︑今圃の計爾を

明した︒

がら︑その方法︑聞題点などを説

の素謡立地煎を貝体的に例添しな

よび補償問題﹂と題し︑粟野鍛力

って原子終発鱈所のなかにどのく ものに比べての鰍も多い︒このた

するシステム壷騰発しようとする

方碕で効果的に怒罵に処理する方

メドをつけ︑繕束﹁繭本方武扁の

地総禽推進本部︶が﹁用地火罪お

開発するとともに︑JPDRの遮
法を開発しようというのが﹁放蟹

もの︒ソフト研究で評価コードを

性纒鍵物処理技術の開発﹂の照的︒

の謬響にすることにしている︒

廃炉のあり方について検討する際

哉する計繭だ︒

蔽コンクリートの一部をぬきと

また︑処分についても環覆のフレ

べ︑自治体の役翔りの墾鰹性を強

団体との協講の擁護だった扁と述

岡氏は︑﹁磁源開発は地方公呉

ームワークの申でどう廃炉から生

﹁除染技術﹂は︑原子力発出所

り︑コードの検証を行う︒

の射穆内に入ってくるため︑JPDR解体を誠験台にして爽

いるとはいうものの︑いずれも机

大きくクロ⁝ズアップされてきて

リー評価技術﹂は︑廃炉にさきだ

11など十項葭で構成︒
3PDR解体をモデルに廃炉捜術確立へ一⁝科学技術庁は来隼度から十銀計爾で原子力発贈所の廃

廃炉

癖技術開発プログラムをスタートさせる計画だ︒わが国の原子力二等翫画が進展するのにともない初

期に建設された螺からしだい に

ムエンジニアの開発などに総額二落懸円をつきこむ︒わが圏で原子力開発がスタートして以来二十蕪

地にその技術開発にメドをつけておこうとするもの︒解体工法︑除染技術︑放射線目口︑眺炉システ

あ象りしかたっていない現在︑廃炉はまだ旧来の問題だが︑今画の誹醸により最近動きが活発化して

一般的に原子力発蹴所の物理的

いる廃炉研究は︑いよいよ門実謹﹂へ向け大きく潮進ずることになる︒

耐用駕数は約三十年といわれ︑こ

＝二＝卿＝一一＝コ＝二丁騨＝階＝＝＝＝隔＝＝＝＝盟扁：＝幽＝＝＝＝＝一＝巨川隔一二＝階＝冊一■＝＝一＝一一＝二一墜＝＝冊一＝一一胴圏＝一＝幽＝謄一開隔＝箕一＝＝瓢コ尉＝

調した︒特に︑千藥県の嫡崎火

詩体胸なスケジュールについて

とになっている︒

や立地拡大策として研究が進めら

が実澗だ︒

上調査の段階にとどまっていたの

の禰鵬第一原子力発鍛醐について

力︑横浜南の陶機浜火力︑欄一蹴

の計騨でいくとわが国初の商用原

にとらえるのがねらい︒

れている地下武原発などを総禽的

子炉藁海一号が廃炉の対象に入っ
は︑まず来葎度から三無〜五庫を

自治体との協調第一

かけて﹁3PDRの廃炉計繭轡﹂

と題して譜食した成細健撫・全漁

して黒蝿に︑懸源立地の適地が少

常に無効であったと揺駕した︒そ

このため︑科学技術庁では門将

来わが国での廃炉戦略を検閲す

すべき課題となっている︑原子力

連顧簡弁護士は﹁原発立地にかか

洋に港を揮って簸地化しなければ

も門陸上炉の教訓ばかりとり入

われている遮蔽改修工薯について

また︑闘謬蕩入は︑げんざい行

ている﹁五琿後の統学問蟹扁につ

さらに︑隅氏は岡法に規窺され

する愈兇表明をおこなった︒

とっている﹂とし︑岡法案に反対

り方が原子力舩開発に常につきま

！ピオン攣の沈没箏故があるが︑

についてはスレッシャ箪笥︑スコ

は門むつ︸の礁造︑遮蔽改鰺に縢

獄中爽執行委濫悪・罠劉党推薦︶

障害防 腰法改正
部が施行

法の一

今審臨月に公窃された放射線障

宙防止法改蕉法の一部が＋八日施

今回施行されたのは防庶法改

行された︒

正で新制度へ移行する部分のう

関︑輸送容器に関するものが主

ち放射線取扱主托習︑指定試験機

体︒これにともなって︑さきに閣

議決定された政令のほかあらたに

された︒

総理府令︑科単技術庁窪目が施行

このうち︑総理肩令は﹁防比法

施行規則の一部を改正する総理栂

分﹂と﹁想定試験機関に関する規

規劉にもとついてっくられた放射

劉﹂︒それによるとIA露A運搬

性岡位元累菅野爾還搬規劉と核燃

料物質事簗駈外預搬規則にならっ

て禦業所外運搬の墓蘂が設置され

たほか︑RI輸送容器承認手続︑

雪︑烹任蓄免状交付手続が定めら

辞任蕎試験︑烹任嵩講習の契鷹細

このうち講習については二

れた︒

とRI等によって湾染された物と

彊﹂は門放射線の安全管理の夏ホ

放準線皇猷装課の取扱いの黒金管

理の実務扁十五時間︑門放酎線の

腿およびR︷による汚染の状況の

灘定の実務﹂十二野間︑門放射線

年記念講演会
が︑一読もはやく実験成累をあげ

郎乙吉︶は︑雲立三十周駕を記念

社鐡法人田本動力協金︵井上五

繍本鋤力協会
また︑木下千代治参画人︵下北

いている﹂と述べ︑岡法案に鞍成

られるよう使命感にもえ懸命に働

轍見陳述をおこない門﹃むつ﹄

地方労働船台会議園務局擬︑社党

されていない扁とのべた︒

推薦︶は﹁田本の原子力得敗はつ

り︑そのもっとも褐効な活用方法

つ湾の瀕獲高は照万八千ゾもあ

索京港に入ったとすると︑わが圏

し驚団氏は﹁たとえば﹃むつ﹄が

ンヘンで開かれた第十一圏激騨エ

部では本図九月に西ドイツのミュ

で特鵬講演会門明麟のエネルギー

し十一蔦三日︑経団遡金器ホール

は原子力船の定鏡鐙ではなく漁業

このあと︑佐藤昭炎熱︵奨鷹︶

する態農を明らかにした︒

統禽によって簾研の研究計爾は横

支畠は四酉懸円をこすといわれ︑

振興である﹂と述べ︑周法案に反

同調若齢は二部門わかれ︑第一

について政策学︑組織上︑契約上

も﹁大山銀簾金では原子力船開発

さらに︑原茅力船研究のあり方

と政策決定のあり方を批判した︒

が穰談をうけることはなかった﹂

るようになったと思うか扁との雛

が原子力舩の衝継としてねらわれ

また︑同氏は﹁どうしてむつ湾

ると︑むつ蕩ではほとんどの市酒

たあと﹁八〜牽謎を防災薄策とす

いうことになり大問題だ﹂とのべ

ーマで︑臼本のエネルギーを国際

来社金の構図︵仮題︶偏というテ

協力﹂︑罫環象︒堺屋太一氏が門将

教授が門エネルギーにおける國際

っているのか﹂と無闇したのに対

の間題について欠陥を指摘してい

気がこの範囲に入る︒また︑沈没

関運あるいは社会発展の中でとら

また︑第二部では大鵬恵一藁大
これに対し︑小野周参幾人︵榮

問に対し︑﹁原子力瀬水艦を開発

などのケースも蕩える必襲があ

ネルギー金議の報告︒

大名欝教授︑社党推灘︶は﹁﹃む

についても岡むつ㎞の係船繕が一

する場禽︑津騨海峡封鎖にもっと
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竃力ゆ央研究所、11本アイソトープ協会、取人：t学部・線子力研究施設、東北大学・金属材料研
究所、東琴都疏アイソトープ研究所、放射線1儀学総合研究所、電気通信研究瞬

福福東大敦大鵬四九μ関

轟髭農歯州匙

原牝

座丁

瀦

本銀

子躯

姦直鷺

代 行

てくるのは＋数奪完ということに
なる︒

けて工合の解体を行い︑その評価
譲本政策センター主催による産

発電所建設にともなう環境保全対

地の分譲協定・取得委託等が︑非

述べ︑地方隊漁体や県公社との嗣

く実地に技術闘発を行っておく必
和四幸五 琿 に J R R − 1 が 廃炉に
を行う誤薩︒原子力発箇所の騰炉

業偶報セミナー﹁原発の立地撚進

漿補償にかかわる法的処理捜術﹂

セミナーの巾で第二田隅に﹁涌

を作成︑このあとこ薙〜三薙をか

要がある﹂と覇断し︑今回の謝編
には①密封管理方式②遮蔽隔離方

立地問題でセミナー開催

るためには︑単に調査だけではな

されているぽか︑世界的にもいく
となったもの︒

このため︑研究炉については昭

つかの旧例があるものの︑大型商

た︑囲いつ損憲がおこるか釈くわ

ならないだろうとしめくくった︒

なくなった今︑企業みずからが外
地方乙津体︑塞際に立地問題や補

からないので現実闊題にはならな

わる湘業補償には原則がない﹂ま

計画では︑すでに動力試験炉と

償間題に携わっている握石動を講

策および補博聞題を︑関係省庁︑

業炉については世界的にも例がな
しての役懲を終えたと蕩えられる

町会館で開かれた︒

このセミナーは︑こんにち党服

いフィクションだ﹂とし︑漁業補

策と補償議題の寅際﹂が︑十七︑

く︑田本の経験も︑もちろんゼ

原研のJPDRを試験台とし︑こ
解体方式﹂を採写し︑跡地は整地
し﹁緑の野原扁にもどすことが著

師に招き︑地域振興対策の得体例

践③撤去・解体方践⁝⁝があるが

ロ︒さいきん︑通薩省や樋中研で
れを爽際に解体することによって

が︑J P D R の 場 盆 に は ﹁ 撤 張 ・
十八繍の両田︑粟東・平河冊の麹

研究がスタートし﹁廃炉間題﹂が

︵全岡造船鰍機械労働組合遼朝会

また︑岡謬考人は原子力船開発

いて﹁悪難兜は原研以外に考えら

ねに密墜のなかでやられてきた偏

ンスを指摘し︑門原子力船の環故

に対する産業界の費え方につい

れられているが︑船特萄の問題も

れない﹂と述べたあと﹁原研の五

とその体麗を批覇したあと︑門む

点こうした木に竹をつぐようなや

て﹁海運騨は経済性や航行の㈱隈

あったはずだ﹂と批覇︑さらにご

つの研究炉を倉濁した予算は藁十

対する態度を嚢明した︒

などから︑いますぐ原子力船の必

いては一まず︑原子力船のメリッ

んこの原子力船開発の進め方につ

億円品番︒これに対し﹃むつ﹄の

8日に創立30周

施設の安金売理の実務﹂三雨間な
臼︵目門農α︵口︻︵縫Ω︽饗Ωa食食自自A目N自轟A嚢Ω甕費禽Ω0Ωa良食血口A目H食nHΩΩΩa費甕0臼Ωa禽臼自日︵翔費臼自自△封ΩaA鋳Ω食Ω￠出自霞目旨旨自︵H門︽目H︵U︵目門臼自︵H西︽褥Ω日自自Ω︵鼻髭自撰露自自自自︵U舞舞食舞A琵︵H因︵開臼︵
どとなっている︒
輿に蟹成する湾え方をあきらかに

えて︑いつでもつくれるようにし

要性は感じていないが︑糟汁を考

い︑もし作るとなったとすると︑

トなどについて総禽的な検討を行

その論点で船用炉としての研究を

変わりを余麗なくされることはあ

問題を弩える扁を瀾催する︒

していくのが墾ましい﹂との響え

きらか︒こうした璽大饗題にもか

ではじめて動力炉の大都市蹴地と

が門﹃むつ﹄の防災盆画はどうな

これに対し︑角田道生参考人

対を褻明した︒

また︑黒川正典滲懸人︵氷川商

るが︑原子力議員会ではこうした

鎌継に二十一億円なのに対し︑還

方をあきらかにした︒

かわらず統愈問題について研究覆

翻会喪︑難民・公明推麗︶も﹁船

つ﹄の使崩はおわった﹂との解方

点はあまり響慰せず﹃むつ﹄の継

える謂演を行う︒雪間は無蓋から

十六蒔︒聴講無料︒

12（文芸春秋ビル）

6059

03（571＞

業
病

力

原

年の石油ショックのときは罠本の

ておくべきだとの姿勢をとってい

した︒

船が油をもらえず︑繊麗の嬉で立

る︒造船業界では講要のみきわめ

︷原船団法めぐり論議︸

臓本原子力舩麗欝欝業団法改正

往生したこともある﹂として燃料

捜たずさわった勢働薔の立場から

案を審識している謬瓢院・科学狡

多横化の欝欝性を強調︑経済性に

﹃むつ﹄ではこうした経験がいか

術振興対簾特別婁厨会は十四臓︑

が大きな襲困となっており︑留来

一難力あたり五円程度安い︒＋二 にそなえ入獄の確保などを行って

鯵辮参考人招き意見聴取 〜

嶺党鍵鷹の謬著人を招き︑愈冤聴

ついても﹁原子力は石湘にくらべ

ついては経済性や畏期性の観点か

いる﹂とのべたあと︑宮践分担に

このうち︑竹村数男穆考入︵藥

︸

取を行った︒

京商船大教授︑自民・公明擶薦︶

〜蕪欝欝擬すると約二十億円程度

︵原研労雲叢駅長︑鉄製党推認︶

舶は察気と液体の両方を走るため

をあきらかにしたあと︑﹁﹃む

ら﹁政府憲灘がのぞましい﹂と指

万編力の船が轡本⁝欧擢間を庫二

燃蟹の節約となる﹂とその優位性

は﹁原子力船の窯常化は三万〜五

万馬力の船が船醐で航海する二十

〜十年程慶の遅れが出ており︑将

が圏の技術は鑑逸国にくらべ五年

船体や炉にもいろいろな力がかか

る﹂と悶題提起した︒

摘した︒

来にそなえるには︑今から自主技

るが︑こうした襖雄な力は陸上で

も適しているとの判断があるので

一世紀ころ﹂としながらも︑﹁わ を指摘した︒

術開発を繕いでおく必要がある﹂

輸雀船舶技研の原早力船研究蜜は

はないか扁とのべた︒

続をきめた﹂と放射線洩れの経験

二牽露庫闘禽訳しても烈婦簿円に

つ﹄の炉は旧践であり︑この延長
は再現できない﹂として︑

すぎない﹂と資金支出のアンバラ

﹁む

述を行った︒

に対して不満を蓑明したあと︑

が法改正にいかされていないこと

とのべ︑闘法案に織成する悪見陳

くのは疑問﹂とのべ︑同法累に反

これに対し︑藤舛久※雄参尋人

つ﹂の酒用の璽璽性を指摘︑同法

線上に原子力船開発をつづけてい

また︑同磐薯人は﹁昭和四十八

欝澱。営騰潭帆嵐il｝．耀集。口入ず1ヒ田1．木沢埋レ（02期2）27q3

株式会社

（2）

第竃○ξ55号
（第蝋引郵便物認可｝

高

子

昭和55年鯛月209

〔原子力関連営興種目〕

転保了、施夢没薬の補助」，1磁ぴ1こ営繕業務、讐理区域内除染および謹製1｝、鷲刷目域で1婆1掃

（発避所関係）機器その飽の朽染除ム、盆期検査時の除染・サーベイ、巨霊1概論・交換作業、
竿入被曝管理、の染衣類のランドリー、冷却取水講の譜撮、廃棄物の運搬、変電所・空調設錨運

（研究施設関係）R王放射線取扱実験室設溺コンサルタント、施設の改危・解体、廃棄施設整備、
機器の除染、各種廃粟物の処理、ブイルターの交換、空聞線箪率・表面朽染 華分痛測定、空調設
備運転保守、管理1×域内除染および漕婦、曽岨区域罐婦、浄水管理

（原子力闘連主要得愈先〕
（発躍所関係）日本腺∫力発・賦（株）・敦賀および乗海発竃所、乗京電力（株〉・福晶原∫ノ」発電所、
中国電力（株）・島根除∫力発電所、九州屯力（株〉・玄擁療∫力発電所、 愛商劇（株）、 （関電興
業（株〉、関内電力（株〉・美浜発竃所）、rlウプラント（株〉、東端芝講覧気（株）・原野ノ」本部、㌻菱、
原∫りjJ業（株）GE・敦賀および福島建設所、WH・高浜建設所、Hノトンールオール（株〉、ご和テノキ（株〉
（研究施設關係） 1体1，翼子力研究所・東海・大洗・尚日工研究所、馴ヒ学研究所・大和研究所、

﹁強く豊 か な 米 国 に
新政権への期待まざまざ
門ワシントン十九β封飯高特派畷︶﹁活力ある経済のための原子力漏を黛調テーマとするA王F
︵来原子力蔑業会議︶億界大会は牽七日︑劇的な大統領選挙の余韻をいまだ残すワシントンD︒Cの
ヒルトンホテルで︑五臼闇にわたる酎議の羅を切っておとした︒世界の炉原子力界をり！ドする米国
が︑瀕争力推逸を鮮明にうちだすレーガン政権を選出したということもあって︑聲議には内外から一
千名をこす關係響が謬加︑初旨から推進へ向けての力強い発欝があいつぎ︑毒殺は早くから黙気につ
つまれた︒

社のハワ1ド・M・ウィンターソ
ン社長は︑﹁新政権の登場は︑崖

ン政権の登堀に歓迎の態慶を表

業界を勇気づけるもの扁とレーガ

解決し︑他の国を助けるという宿

明︑﹁この国には︑自らの問題を

命があるのだ﹂と強い※醒︑橿灘
国としての米菌のとるべき姿を力
感あふれることばで述べた︒
そして同氏は︑門こんこ十目閲︑

来圏は毎奪三・五％増獺の電力を

必要としている︒数字はことば

ない要懸になっていることを述
あげた︒

べ︑薪晴代に向けての金議をもり

門パリ松本駐在旗日オーストリ

二の多数で廃止に蟹成する③国属

講願購に霧雪する②議会が選分の

を廃回するためには①二十万入が

棚が強まったことなどをあげてい

また岡氏は︑一九七八︑一九七

る︒

燃料初装荷とコールド・テスト実

②営藁品目

とを明らかにした︒

ゼブロスキi氏は︑その顕著な

輸入で占められている︒ツペンテ

工業鰯のコミュニケによるとこ

施について工藁相の豊町をえた︒

の甘薯は申央原子力施設安全性珊

ンドルフ原発は爾力の＝一％を供

したが︑やはり必要だという惑冤

給する予定だった︒原子力を拒西

の後に与えられるもので︑基礎原

務局︵SCSIN︶の徹底的調査

子力施設査察宮が爽旛の実際的条

しかしご大政党のりーダ⁝の多く

件に関する出定︵核燃料の贔麗・

がこのところ急速に鱒えている︒

しており︑オーストリア圏民の若

はいぜんとして原子力反対を表明

の不轍の修理を禽む聖画路検糞の

滋一次系上で行った綱讐類の熔接

《スーパーチェノク》

談霧︐

広島0822（44）0400㈹九廻e93（92D25】2㈹

べ関係蕎の共感をよんだ︒

國として︑英国︑インド︑日本︑

九薙で新規の原子力発電所を比較

◇

放射性廃蘂物対策②FBR開雛の TMI島田にもかかわらず︑米瀬ドイツ︑フランス︑韓国︑スイ

もかかわらず︑世界全体では︑七

し︑﹁楽国の大幡なキャンセルに

こんこの諜題として同氏は︑①

ス︑フィンランド︑台湾などをあ

八葎の八墓から七九年の十四墓へ
NSACの分析によるとこの剛

国を除≦一十か国は原子力機鋒の

りも四〇％も職い数字を態沸して

アでは︑十月二十七賑から一週

投票で原子力支持が表明される一

年圏も反対が強い︒

︻バリ松本駐在畏︼デンマーク

デンマークの鍛力会社

出資不可能に

西独原発への

る︒

始崩テストの結聚を湾睡してい

結渠︑一部誹豆類郵貯︶と還転開

電力三社がN

SACに参画
スウェーデン
︻ワシントン十四田糾飯高特派

ト市にある原子力安全解析センタ

凪︼カリフォルニア州のパロアル

ー︵NSAC︶は十四日差スウェ
ーデンの吟歩会社である︑国懲蹴

力公社︵SSPB︶︑繭スウェー

TE二し〔｝3（フ77）1852臼や

癖馴癬
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こ
PDR
UUU

液影身
三三三
障現洗

工場・久里渓0468（35）0935㈹

推逸③群認司行政の鰹爽化と安全

いる︒げんざい︑米国で隠窓され

閣︑再蔑原子力強堅投票を求める

鋼願掛覇名運鋤は︑労絹︑経琶

テルダムの﹁核燃料会議﹂も︑

ロックドルフ原発に二五％出資を

のエルサム躍力会社は︑西独のブ

デン躍力供給会社︵SKB︶︑オ

謙画していたが︑政府が反対した

営樂所・東京03（765）｝712㈹

げた︒

原子力安全解析センター︵聾S

I瑠故にもかかわらず︑脱石抽に

と繕えてきている﹂と述べ︑？M

るエネルギーの三〇％は羅力︒平

調顯轡への騒魯運動が展開され

調した︒

十一月︑ツベンテンドルフ原発の

蕎団体︑報遵機関︑銀行が鶴岡で

各国の米国批覇と米魍の苦しい

スカーシャム蹴力会社︵OKG︶

いる︒

分の電力を購入する交渉を逸めて

蛍光農透探偶三舞各梗

安全運転に自魑を深めている⁝︒

が強化され︑遡転麗の技術がより

AC︶のゼブロスキー所畏は︑十 結累は①緊慧攣燭含めた運転酬繰

遼めている姿を強調した︒

圓け各国がその開発戦法を態速に

性廃棄物対策や軽水炉技術の向上

年後の一九九〇奪にはその㈱は三

1条件が澗されなければならな

求た同沃は︑﹁何よりもわれわ

運転開始について国民投票が行わ

的には再処理容翻になり︑王N の朽きすぎの抑え役に圃ってい

応酬に終始した︒フィリピン代

DF︵電力庁︶は︑十月ご十八日︑

営業部・東京03（762）445！㈹

性向上のための規準強化④未来に

九日の国際パネル﹁軽水炉技術の

ンプルになり︑緊急賭でも迅還に

向上したこと②制御窯の表添がシ

向けての薩業界の遮帯⑤公衆の儒

あげた︒

頼と理解を得るための努カーーを

全運転にふれ︑※国を除く世界ご

安金性﹂で世界の原芋力発電の安

③運転会社と行政当局との協力体

対応できるシステムになったこと

このあと︑フランス原子力庁の

の蜜全運賑の実需を残しているこ

十か国の原子力発鷺国が黒影にそ

ミッチェル・ベッカー擬冒が︑世
界の原子力関係暫が熱いまなざし

など・蜜全技術の確立に力を注ぐ

六％に︑今一紀末には四二％を必
た︒

主催暫を代衷して︑ロジャー︒

れが原子力に囲を飼けるのは︑そ

トリアの石油輸入依存痩は上る

の経済性にある﹂と強調︑一KW れ︑菰O・三％⁝四九・置％の少 イニシアティブをとった︒オース

FCE︵国際核燃料サイクル評た︒不拡散法の繕いは※国中心

襲が﹁途上罵の正当な怒りは︑

Hあたり石油の楽分︵二壌︶とい 鍵で反対が表明された︒合金はこ

一方で︑銀閤五百簿弥︵三十七憾

おり︑笠ち遅れの挽圓が容甥で

が︑それは※国書会の伝統的要

体制のタガの締め深しにある

認めないとした︒エルサム社は将

した堀禽に電力を購入することも

ブロックドルフ原発が送電を開始

協力を違法とし︑また一九八六年

政府は︑西独NWKとのこの種

ので出澱できないことになった︒

の三社が︑NSACに謬画すると
三歓は︑いずれも稼働中の原子

発表した︒

力発電所をもっている︒こんこは
安全技術の樋報交換を定期的に行
うことになる︒

に反対を再確認

カットノン増設

訓練をも計画していた︒

来に備えて岡原発での逓転要員の

なお︑NSACに外国の電力会
社が鯵加を決めたのは今月上旬の

フランス￡DF︵電力庁︶につい
で二番目︒

ルクセンブルクの首相

︻パリ松本駐在凪︼ルクセンブ

ルクのピエール・ウエルネール醤

桐は︑十月二十四日︑フランスの

ないこと︑三︑匹暑機の建設には

カットノン原発に出資する惑國が

反対だということを確認した︒し

かし︑岡国は︑EDF︵仏電力

ダンピエール原発二暑機︵九十万

︻パリ松本駐荏鼠︼フランスE 庁︶と一九八臭墨から四十万KW

ダンピ二二ルニ暑

初装荷を認可

工業相︑燃料

海康

臨書

八千万が︶の負揚になっている︒

ない点にある︒レーガンが改め

る︒ただこの辺りは米国国内政

価︶報告とのギャップもせばま

キャッチ・アップ躍

璽大な経済的撫失をおかして

て鍛翻の

求ともいえる◎対ソ強硬路線の

計画を練り環すとすれば︑蒔間

策の問題なので︑その対外政

も︑着午の供給国との協力継続

がかかる︒その手段に海外協

レーガンのもとで︑不拡散法の

を撞齎するだろう﹂と述べ︑民

︵K・K︶

が︑少なくともレーガンにはあ

的感覚と健金さが麗る可能性

る︒

しかもその㎎O％はソ連圏からの KW︑PWR︶︵ロワレ県︶の核

≡曽璽＝≡至＝≡ぎコ＝脚＝︻嚢藁⁝鉦嚢＝層三蚤≡；猛⁝＝冨−＝騨＝竃調≡＝璽⁝＝冨夏＝≡至≡二董嚢＝＝豊1＝三二輔≡；監﹂三＝至≡＝1⁝＝猛≡置隻≡＝蚤⁝π1

でみつめる同国の原子力政策を述

国民投票やり直しへ

の諸道化にもっと力を入れるべき

台については﹁喋喋界は︑核融舎

籔とする﹂と︑こんこの厳しい罐

オーストリアの原発運転

だ﹂と強調︑下院のマイク・マコ
力偶勢を展聾した︒

である︒これはGNP一一︒五％よ

ーマック議員とともに︑﹁磁気核

ューセッツ州選出のR・E・ツンべきだ﹂と述べた︒そして︑核一

ひきつづき濃羅にだったマサチ

融合工学法興扁提熈の一人である

立堀を前薗にうちだした︒

の議麟生湧の体験をふまえ﹁山国

ガス上院議麟︵民主︶は︑六年間

立覇をあらためて関係蓄に印象づ

初巳の十 七 臼 は ︑ エ ネ ル ギ ー 騰

のスピーカーが登堀︑それぞれの

満員は︑﹁未来の※国が︑こんこ

シャーマンAIF会長があいさつを行った◎その中でツンガス上院

勢全般にわたり︑内外から十一名

蟹かな社会を築きあげるために
けた︒

の緒桑を受け︑原子力を追放する

立覇からエネルギーの鯛饗性凝強

にたち︑﹁細政権の登鵬によって

は︑①雀エネルギーの推遙②再生

う低コストをあげ︑エネルギーと

エネルギーの将来扁と題する舗演

われわれをとりまく騰勢は織しい

可能なエネルギー關発が不可欠と
山したパワーシステムグループ・

法学を議決した︒憲法上この法律

い︒

こそ︑レーガン政櫃へのり⁝ダー

時代を迎えることになった◎いま

しながらも︑当面のエネルギー源

経済の独立に原子力発電がかかせ

オーストリアでは︑一九七八蕉

シップに期待する隠はない﹂と新
コンパッションエンジニアリング

健︑多
︑／

力︑たとえば来臓あるいは米

緩和に議会が動くかどうか︒

族主義の力を過小騨喫するなと

処理︑再移転︶︑多國間管理

カーネセイルの懸名保留にも

策︑たとえば覇劇同意要求︵再

︵再処理︑濃縮︶︑プルトニウ

英の藁固開発が浮上してくる可

湘技術暫のM・ハルブーティを 能性もある︒当薦の問題とし

議澱に婆調したこと︑地麗・石

党レーガンの勝利におわり︑カ

表もウラン・カルテル問題のウ

訴えたほか︑オーストラリア代

はないという運

エスチングハウス裁判を蹴り上

ょうとする国によって︑ウラン

由のようだが︑

懸念はある︒彼の指名が醗蕩で

レーガン新大統領の原子力政策で

策の不人気をよ

産業の商業的安定が衡されてい

トラスト法︶を外国にも適用し

く知っている一

げて︑﹁輸入藥止や国内法︵反

ム管理︑便馬済燃料貯藏などへ

社長︶らによる

商業的感覚もどるか
七八年核不拡散法の存在がカ志

カーネセイルは

キャップに︑W・K・⁝Tビスて︑来銀一月二十鼠まではカー

エネルギー政策

︵ベクテル社副

騨にとっては待ちに待ったカー

諮間グループを

でその幕をおろしだ︒米国薩業

の争点にならなかったことや︑
編成したこと︑

ターの円陣だが︑原子力が選挙

この四国間の悩勢変化のため︑

がわかっている

カーターのスタッフには︑国

レーガン政策がこれからどのよ

る﹂と︑米国を非難したのが注
にも毘較鮒支持されている︒最

際問題や環境問題の学者グル⁝

囲される︒

人︒米国産業界

一年度予箪案の成立とカーネセ 望ー土窯が存続し︑その闇に予

の態慶の変化は︑い謹の段階で

の周囲に誰か頭のフレキシブル

善の入頚でなくとも︑レーガン

程度︒議会は八

が多い︒

はまだ予測できない︒﹁予覧可

うに展開するかはまだ不明な点

︵クリンチリバー予算への︶が 能な蟹前岡悪手続﹂の程度なら

を待ったが︑はたしてどのよう

イル揺犠を延ばして選挙の終了

な工NFCE経験蓄は必要だろ
プが簗まったが︑レーガンの周

子力産業会識が主催したアムス

大統領選薩前の九月︑米国原

寄りは函難となろう︒

転換︑INFCE報告への歩にみ
も見える︒米国の政策に商業

囲には産業界の入脈が多いよう

カーター政権でも予想されてい

騨案が仕上がると大統領拒盃権

報道からレ⁝ガンの﹁原峯力

予想されるのも厄介な点だ︒

しかし︑憎殖炉を推進すると

の存在にある︒この法篠は共和

な懸換が始まるか︒

観﹂を拾うと︑原発針画の拡大
と再処理の再検謝を露明したこ

なれば再処理も必饗であり︑来

党もふくめて満覇一致で成笠

う︒でなければ︑米国の政策

レーガンの欄殖炉政策はイコ

国の不拡敬上の立場はそれだけ

問題は一九七八無核型拡工法

を墾んでいること︑A・カーネ ール クリンチリバー炉︵嵩速

クリアになる︒少なくとも再処

たことだ︒

セイル︵ハーバード大学︶のN 贈彌炉実証炉︶の推進 ではな

無期延期

RC︵原茅力規制婁貫会︶婁舗 い︒米国の翼の闘題は︑クリン

理の

し︑カーター政府はむしろ議会

と︑期殖炉と核一台の全力推進

米国の不拡散政

ーター政権の原子力政策は四年

注目の米国大統領選単は共和

ひきつづき麗業騨を代表して登

政権への期待と︑ATFとしてのとしての原子力については︑放射

フ
プ

聞

」
が消え︑釜ホ

チリバー解の設計が石くなって

その他非破壊検査機材一般
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米議会のスタッフは

原子力の将来を楽観

多多

⁝

罠が反対強化の方向へ動くと覇断
ディングは︑﹁私は原子力反対還

することについての擢威餐ボール

の両方を代表する多くの全國の

一孝 ・二孝

掴面壁が米国エネルギー遡闇の

多孝

原子力めぐり公
開のテレビ討論
ウォルスキー︑ネ
ーダi氏らが塗加
米國原畢力産業会議理瑠擾のカ

に行われた原子力についての一時

家のラルフ︒ネーダー氏が︑十月

研究所型親展チャンシ⁝︒スタ

り三管あるいはそれ以上の比率で

挙で︑原子力隻持同型が反射派よ

と﹁メーン・ヤンキー救済蚕桑

局のマネージャー連は︑軍均する

して滲加した︒

来国のエネルギーにおける原子

ネーダー氏以外のパネル参加蓄

リーを鼻茸的に終らせるサインで

投業の結菓が︑原子力反対ヒステ

電所を維持することに蟹成投票を

年間はもっと予想される原小力発

1原子力発躍所を始めとする、瞭子力関係で雫撫〜・1目のために開発された薄ゴム丁袋てす。
2．全品完全検査によって汚染 1峯故の療囚となるピンホールは全くありません。

JlS−Z48犯（放射性汚染防護用ゴム手袋）規定試検合格贔

3．GLOV￡Sが手の全体に良くフィノトするため伯業哲がJh・i〜に良くまた優れた材質のため

長時間の御使用にi鰯えます。

種類・寸

有線テレビで放映されたQ

露分の二の生徒が経済と箸えてい

先するかと鐸う質問に灼して︑約

制機関に対して︑さらに努力する

西O％は︑産業界および政府の規

映画館から姿を消していたのに︑

︵ザ・ディリ；︒鳳ユース︶

☆メーン州住民は︑田螺の電力

☆結局︑メ⁝ン据の怯民投票の

の三分の一般供給し︑今後約二十

巖終繕粟は︑大体まとを得ている

PR◎TEX GL◎VE：S

力の今後の役翻についての憩った
悪兇を述べ︑時には幕辣な批判も

工珊中のもの以降も︑原子力聡警

は︑すべて現在運転中または建設

採薦の可能盗を残しておく必要が

し分ったこのパネル討論会には︑

ア上院議員︵共和党︑アイダホ

その他にジェームズ・マックルー

州︶とモーリス・K︒ユダ⁝ル下 あると主彊した︒ウオルスキー氏

がすべて運關すると︑原子力発醒

は︑﹁現在建設申の原子力発電所

電力籔は三管になる︒これは︑石

院議員︵二三党︑アリゾナ州︶が

この討論会は︑来国企簗研究駈

印加した︒

つた︒

油輸入灘の半分に桐当する扁と藷
﹁公共政策フォーラム﹂で︑全国

が毎遇放送しているシリーズ番組

で約六百のテレビ局︑ラジオ局︑

は経済上の問題が撃茎され︑他の
エネルギ⁝源をまた叢初からやり

これはU・S︒ニューズ・アン

る必要があると響えている︒

で・今後原子力発騒騒が増設され

米国の高校生は︑五頬三の比率

米薗の高校生は
原発増設を支持

一＝＝轍＝＝一一＝＝輌幽＝薗謹二鷲一冊＝一曹＝冊一＝瓢需一一＝＝一＝＝＝＝幽一一＝一一＝＝＝＝＝＝＝謹一一一−＝＝＝弾＝＝＝圏；誕＝一＝圏＝繋扁篇＝＝一一＝一堺需一鷹藺＝

原子力と石炭
の開発推進を

醐さなければならないというよう
な危険をおかすことはできない︒
AgL・C−O会畏

対する二二な代替物は︑石炭と原

AFL・C10︵アメリカ労少
働なくとも短期的には︑石湘に
総同盟産繭別会議︶のレイン︒カ

ド・ワールド・レポート誌が実施

子力である︒これらのエネルギー

した高校生二二狂酉名についての

ークランド会撰は鹸近の評議で原

経済に短する危険は︑これらの螢

源を開発しないことによる将来の
子力心立と石炭開発の推逸を要求
し︑これらのエネルギー源の關発

調査紬累である︒

原子力発蹴蕨の囎設を禁庭すべ

源が提起する瑚二上の心配より︑

一九︒六％が不明と回笛した︒

六％が反対︑鼠一一・七％が二成︑

きかと延う蟹問に対して︑二七・
ちにモラトリアムを要求する人々

健康のためではなく︑アラブによ

また︑経済と環境のどちらが遜

るわれわれの生命の支配のために

いる︒彼らは︑われわれの安全と

は︑一纒独特の優先順位を持って

環境の危険を防止するために薩

はるかに大きい︒

反対蓄を葬難した︒

カークランド会長は︑シカゴで
開かれた第二回エネルギー推遜琿
次大会で次の通り述べた︒

あらゆる倹替エネルギー源につ

えて開発する必要がある︒弱国は

いて岡じような簸高の優兜権を与

単一のエネルギー源を追求し︑あ

多多

る︒

別な間題はないので︑腐価な運転

⁝

中の発電所を溜める踏継はない︒

ニニ孝

る︒ロビンソン氏は︑そのような

孝

働いている︒

例としてピ⁝ター︑ポールおよび

二孝孝一 三
しなければならないとしている︒

ついても︑あまり跨れるものでは

しかし︑産業界の龍録はいずれに

ら多

とになって解決できない躍境また

選挙啓蟄に関する鍛終報働は︑

メアリー︑ジャクソン・ブラウ

さらに︑メーン州の原子力反対

ない︒原子炉を閉鎖することに蟹

派は︑気付かれないで過ぎてしま

成の投込をしたメーン弼の住民の
メーン霞力会社副歓擾ノーマン・

をあげている︒

十一月霞β家でに委薦垂へ報曝し
なければならない︒

メーン・ヤンキー発電所の共匪

テンプル氏は︑﹁反歯派は︑実際

な入物が選単二に同感へ来たこと

ニ・ジェームズ・テイラーのよう

ξ 多多多
⁝多 ・・5多多 ⁝ 壽 ；

ー氏らが禽まれている︒

聞の討論金のパネル・メンバーと

で︑原子力エネルギーは核兵器と

全国委顔会に参加することに二

べた︒

とは蘭係のないことである﹂と述

とは間違いである︒それは︑平和

般的な原子力の反頬にまと叢るこ

ると捲摘︒しかし﹁この一うが一

の門蘭漣による罪﹂で悔しんでい

INFOとのインタービュー
ール・ウォルスキー氏と社会批評

ている︒

憲を及ぼしたと糊断ずる﹂と話し

たので︑平秘運動に対して大きな

鋤が奉和に対する関一5を尖なわせ

している︒

また︑岡強悪は︑議会スタッフ
の八七％は︑親在建設警司がおり
て︑建設工袈中である九十基の原

翻司がおりるものと考えているこ

子力発電所は︑完成した蒔に運転

判断し︑四八％は︑今後一一年間は
とを閣らかにしている︒

コ瓜ンビア政治研が調査
米国議会でエネルギー問題に麗
不変と判断し︑一七％は︑一般國

禽の申および一般国蔑の原子力に
な思想罪であるケネス︒ボールデ

係しているスタッフの多くは︑議

対する感偶は今後二年間︑安富ま
ィングは︑反戦酒量家による原子
力反対が平和逼動を妨げていると

経済的安定を通して紛争を解決

蓄えている︒

避

議綴のロバ⁝ト・ビルド︵丁霊

二している︒その串には︑上院

党︑ウエストバージニア州︶︑
ハワ⁝ド︒ペイカー︵共和党︑

う名の下に︑催しもの︑エネル
ギー展︑記者貧見︑セミナ⁝な

チューセッツ州︶︑インディア

ップ・オネイル︵民羅拝︑マサ

ナ州ゲアリー市擬のリチャード

テネシー州︶︑下院議翻のティ

詣しによると︑この※園エネル

・バッチャー︵※国市長会議

ど華々の特別行薯が金石で行わ

ルから金國隅を対象に︑米岡の

ギー避闇の欝標は︑草の根レベ

れる予定である︒スポンサーの

丁霊では︑来奪露月十五〜ご

エネルギー詰篭についての蘭心 擾︶︑全国製態簗簗誠会長アレ

⁝

ックス・トロウブリッジ︑潜力

べての国内エネルギー源開発の

ニニ孝

エネルギーの生薩暫と消澱蓄

を引き趨すことである︒

・⁝多

﹁米国エネルギー週間﹂と露

計画されている︒

ルギー週間として多くの行嚢が

必璽溢を強調するために︑エネ

十一田の週に︑原子力を禽むす

多彩な行事を企懸

来年三月開催

米国仁義週間

・鷹♂一い摯

来国の世界平租に關する捲灘的

K・ボールディング氏

原子力反対派は
平和運動を妨害

これは︑ワシントンD・Cのコ

たは好転するだろうとみている︒

ロンビア政治研究所が八月に実施
した調査の結論である︒周研究駈

算

は︑エネルギー聞題と関係のある
婁中金のメンバーである議薦の私
酌スタッフとこれらの螢護憲のた
めの作業をしているスタッフの一
部について調蒼を実施した︒

彼らの回答は次の麺り︒四三％
は︑議会が今後二年聞原子力支持
を強める方向へ動くと判断し︑三
九％は︑湖月にあ旧り変化はない
と画報し︑一七％は︑議会がさら
に反薄を強める方向へ勤くと判断

・三多孝

回筈擢習または悩報がないという

を許可した鵬念︑再度イ一一シアテ

多くの資金を投入したというもの

九月にメーン州内の四つの映繍館

☆われわれは︑メーン州の佳濁
ィアによる多くの働きがあった︒
WDCSラジオはニナ七圓の無為

各社の社説内容
マネージャ⁝であるロブ︒ロビン

電話254−1341（大代表）

は米原一 二 塵 藝 正 議 ︵ A − F ︶
が︑パブリック・アフェアーズ
︒アンド・インフォーメーショ
ン・ヅログラムの一環として︑

原子力に関ずる構報を収簗︑分
析︑騨価し︑その累累にもとづ
いて︑全濁的な篇ミュニケーシ
ョンとパブリック・アクセプタ
ンスの輪壱ひろげるために発行
しているものです︒この徳報に
は︑原子炉をめぐる飛翻の動き
がたんねんにまとめられていま
す︒

瑞
西
している︒

わずかな差ではあるが︑彼らは
原子力に養する一般国属の支持も

る︒園管番のうち︑三五％は︑一

不変まだは向上すると予想してい

多

般国民は支持強化の方向へ動くと 工

オ局のうち︑十二周は門公平の原
酬﹂により無料の広告階間を与え

れているテーマは︑この特殊な選

止住罠投票後の報道で常に掴摘さ

たと回酷しており︑残りの三局は
か他の方法をとるかまだ決ってい

郭㊨診鰯⑳擁鵬鑑翻霧鋤確⑭鷲
運転停止案を

ことであった︒

ィブの資格を響るためには︑一九

INFOの調査に圓齢した放送
三儀暫の一社であるセントラル・

ない︒州政応秘懸憲が今回の晦舗

八一庫一月二十二濤までに総計三

ﾎ41で否決

メーン州の公式の最終鍵醗結

いるのであり・それに同適する米

ったもう一つの無料の利益を翠饗 ようにというメッセージを送って
したはずである︒それは映画﹁チ

には自分遼が投入したと霞ってい

るのより多くの蜜源を使ってい
雪たは四回忌つき一口の劇舎で︑

国人は多くいるだろう︒

会﹂が支払ったスポット広憲三回

ャイナ︒シンドローム﹂の上映で

である︒その一つの例はワシント

コロンビア映圃配給会社の語しに

ン︒ポスト紙の社説で︑原子力推

る扁と述べている︒無料の広告蒔間

よると︑この映薩は今春の璽以降

とが必要であるとしている︒

反対派に無料広告を無えていると

の他に︑原子力反対派には︑儂段

︵ワシントン︒求スト︶

進派は門約頁万が偏投入し︑反対

推定している︒例えば︑ポートラン

しかし︑これらの推謙鐙には

ニュース報道も
反対派に好意的
メ⁝ン州オロノにある公営放送

ソン氏は︑鷹民投票に対するニュ

︵qサンゼルス・タイムス︶

要巽であることを示している︒

ニューイングランドの性格の強い

した︒この投票は︑常識が今でも

の原子力発電の金体的な安金配録

ランドの蟹故はあったが︑わが国

からは︑安全上京たはサイト上特

と換える︒スリーマイル︒アイ

た﹂ので掘薄的にみると原子力反

の賑えを椎進ずるために利絹し

対側に好悪的であったとみてい

ース報道も︑﹁ニュ⁝スを自分遷

局WM珍HlFMのプログラム・

あることを盟む︒

スポットを反対派に提供した︒

と襲えている︒しかし︑州政府秘

で上映されたということである︒

﹁公平の原鋼﹂に墓づき反逆派に

使ったとしている︒

ドのWGANラジオは一一十五回︑をつけることのできないボランテ

万二千二十七犠の魍私を包めるこ

反対派は再挑職へ

万

派と比較して門鑑五簡扁の資金を

累によると︑投票蕎は同州での原

反対派に無料の
広告時間を提供

住民投票ウラ話

子力発慰翫の運転陣止を求めるイ
エシアティブを五九％対四一％で

派は︑この投禦に敗れたことに対

しかし︑メーン州の原子力反鮒

蚕決した︒

Aードが﹁ニュークリア・イ

して︑圏ちに第二圃欝の住民投票

現在までのところ︑メーン州の

ンフォ﹂を翌行した萄鰻には︑

原子力反対派は霞分達が受けた無

テレビ︑ラジオ撮組

与えられた無料の広簿晴曇が蓄識

の甥彌をすることを決めた︒住民

されていない︒また︑選豪華の分

原子力醐髭への撹判や反対が先

糊の放送双翼を州の政臆倫理︒選

鋭化するにつれて︑一方的な見

析で反対派に災まった﹁無給運動

挙上層委農象へ報告していない︒

投票の次の日の九月二牽四田に︑

メーン州の原子力反対派は︑投

魔﹂について説明したものも皆無

沓決されたのと全く岡一内容のイ

ニシアティブについて霧犠を簗め 票後の多くの分析において﹁メー

解や不圧確な摘縫が増加し︑火

鍛の原子力に対ずる純粋な疑闘

鶴潟湖務断は︑放送局が政治的広

の選挙法の下で要求されていない

彼らは︑この毬の報告はメーン州

のうち︑六局が原子力反対派に無

メーン州の七つの民嘗テレビ周

である︒

料の広告購間を提供したと醤って

ン︒ヤンキー救済委畷会﹂が投入

ったということになっているが︑

間は門現物思付﹂にあたり︑報告

告のために握供した無料の放送階

した資金に比較して資金不建であ

必ずしもそうではなかったようで

いる︒もう一つの局は︑図筈を拒

冒へ提嵐された︒

しかし︑韻彿のイニシアティブ

語した︒また︑州内の十張のラジ

るための許籍欝欝轡が州政懸盤憲

を繊織した芸術蒙レイ・シェイデ

ある︒

や舞な不蜜を験つた方向へ増

かが究まず︒この檎報は鑓行以

ィスによると︑原子力反頬派が苺

梱させかねないという翼購もう

薬︑厘子難関鎌癒のみならず議

び同じ行動をとるか︑あるいは何

九月二牽三日の原茅力発電所鰹

どからも注饅されています︒
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原

の安全盤を確認
出は︑藍をとりはずした場命︵約

をつけた場合︵餓出土なし︶の漫

験の結果によると︑ドラム缶の難

ついて行ったセシウム麟の漫出試

投棄される圃化体︵ドラム笛︶に

羅 纏 籔畿籔瀧難 鑑 講 磁 鋤
海洋
処分
再処理工場

化パッケージの落下衝撃について

二誓

旅省けば︑駿河

たことがあるそうな︒そこで︑

ない趣を免している︒

いる門ポンチ画﹂が何ともいえ

︑

その解決策として︑藤田癬独に

スカレー
と︑およそそ

一体に漏洩が認められた︒

の一例

﹁原産訪中代表悪報欝描﹂をとり

日本原質監置業金手はこのほど

報告書﹂を刊行

﹁原産訪申代表団

になる︒

射線安全技術センタ肇が行うこと

からの婁託を受けた財団法人・放

ポンチ画

文中に鐵てくる

円︒学該出版センター︒

B6版︑一九匹づ︒千七頁

の国に莱の隔り

その絵を調べてもらい︑また一

絵のコピーを送り︑自分艇身で

の線が強

ということに

また︑それぞれに表現されて

それによると︑七月二十日から

表した︒

第一圃定論にはいっている関西鷹

また︑同発電所一腎機で制御棒

企堅塁まで︒

たもの︒関心のある陶きは原産・

や各施設の視察概要をとりまとめ

城寺次郎無産醐食畏﹀の懇談内容

視察した原藩訪中代表団︵齪擾円

錬工場︑梛興のウラン鉱山などを

子力諸研究所や︑衡陽のウラン製

め・第二機械工業部と会談︑原

訪問︑谷牧副首相との会蜀をはじ

碍から十一譲問にわたって中国を

業部の招講をうけ︑今葎七月十三

この報告羅は︑巾国第二機械工

濠とめ刊行した︒

力大飯発爾駈二弩機︵PWR︑頁
十七万五千♂陛ノ︶で燃料体検萱を

か哲かの購故を纒定して︑医療設

実引した結漿︑取藩予定の燃料体

傭やテレファックスなどの準鯖簿

クラスタ察内管支持ピンの撮鰯が

持どン全数を改三型に取り薔えた

﹁防災対策は︑科学技術庁︑通産 認められたのに鑑み︑二響機の支
省だけでなく︑圏土庁︑酒防庁︑

が︑取り出した支持ピン日本にひ

響機の滑台と同じく︑

び翻れのあることが覇萌した︒

野生欝等日雀庁にまたがる話題で

原困は

遜継中に支持ピンに作期する感力

の撰含による応力腐食謝れと考え

および支持どン材の己れ感受性と

られる︒

放射線主任者の
合格者を発表

原子力関係海外留
学生試験について

科学技術庁では例年通り︑明年

し・日本三蔵の身元保証を必要と

慶に原子力関係の海外留学を希望

受験聯盟蕎は十一月二十八譲ま

する暫に対して選響試験を行う︒

でに原産企画蜜へ︒

新倥勝

原子力に貢献する徳田の原子力関連真空装置

﹁アイソトー

プの工業利用
の雪翼からは﹁アイソトープ﹂

だ︒何璽にもピエールシートで

線分析を行ってみることになつ

方では︑科学的方法として放漿

酋︑アイソトープはどのよう

ど︑ウィットに隅んでいる︒

ということが推定できないほ

墓畔アイソトープ

に理解されていたか︑あるい

小林翻敏著

ーポンチ画談藤﹂

薪一刊
は︑生酒の中の身近な議題をと

琶まれた絵はスイミングプール

され好目を題した︑

協象の広報誌に雑載

の照射で引選上げられた︒放鮒

原峯炉の水霧に沈められ︑数分

墾介
を説明するなど︑轡門門の固い

クロ

とんだ化け猫

猫騒鋤の 結渠が届き︑結周この絵の猫は

の搭いだものではないとの鑑定

くなった︒藤田画佃からは自分

が検出され︑

化分析の結集︑かなりの璽の銀

﹁ポンチ癬談義﹂が一冊の本に り出し︑アイソトープとの関運
まとめられた︒

でもわかりやすい本となって

RIの工簗利矯について︑面 イメージとは金く遡った︑素入
白く易しく説明してあるこの本
いる︒

ホット試験も三論影響なし
少している︒また︑懸と固化体の

はうかがえないが︑一たびペー

は︑顧名からはそのユエ1クさ

介すると⁝1題名は

﹁昨庫一年間に︑匿視対象海域で 影響は年閣頁卵レム︶は︑﹁投麗物
は︑﹁コンクリートマットに対し

心に科学技術庁︑戦闘雀からの鋭

防災問題に関しては︑自治体側

玉

科技庁
科学技術庁は十七臼︑昭和五十
五年痩放射線取扱霊任轡試験の愈

験申込み者数は繭無・より六百五十

格者を発表した︒それによると受

四人多い一万六百八十四人︒その
うちムロ格番数は︑第一種が山ハ︸白九

十一入︑第二穐が一千五十人で︑

慌所変璽

4汐／彰

刈羽村役鵜

は新潟興刈羽郡刈羽村大字鋤町新

鐵翼轟

越藁︐

詳細については三業部にカタログを御請求干さい。

八分の一露出︶の約＋分の一に減

グを施した場愈は損出液サンプル

閣にアスファルト等でキャッピン

ジをめくると︑出てくるのは愉

そこで︑面白い内容を一つ紹

第十一翻粕原子力常設と滞日海洋シンポジウム﹂が十一月十八繍︑璽東・千代田賦の霞ケ關ビルに

から放琳能は検出されなかった︒

れて︑放射性物麗は海水中に拡敬

は海底に遷すると岡時に破腰さ
ては︑落下高さが二規程度以上に

第六回都道隠＄苔騰適絡禽を︑十・二

明をもとに愈兇交換を行った︒

雪

ラトンホテルで開かれているAN

亙二黒玉
したうえで︑嶺面の課題としてク

S︵米国原子力学会︶と￡NS

玉 ゴ 一 5 玉 二 玉ニ豊玉ニニ玉

ローズアップされてきた日来再処

ユ

一八・八％︑二五・九％︒

禽格率は純美より低く︑それぞれ

放射線取扱主任管試験は昭和＝

奪より行なわれ︑これまでの
盆格者は今畷の命格轡を含め︑第

±

儘駈変璽

〒九四五10三

札幌羅カ工鵬︵株︶

一種が九千蒼二人︑第二禰が一万 田二一五i〜

四一露−十

新羅所は札幌衛西区発塞十四条1

七千三酉五十三人である︒来年度
からは放射線隔密防止法の改正に

㌣O論ハ一二

ともない︑これら主任留試験は國

◇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

ある策海大学校友会館で開かれた︒このシンポジウムは︑原子力安全研究協会︑臼ホ海洋学会︑日本

保健物理学金など六切協金が共催︑日本学術会議が後援するもので︑約冒五十名の脚門象が出鷹し

の絵が隈作ではないかと疑われ

なった・1一と各項欝がこの調

カレーライスとライ

心臓の弱い人のた

の蕾︑十年も前のこと︑藤萬嗣

介すると

も約十琿の健全性は期待できる﹂

論として︑通常仕様のドラム缶で

との冤解を明らかにした︒

さらに︑投業体の深海中挙動を
調べるためのカメラシステムを開

防災対策で意見ふ父子

採取しだ海薩焦物の測定結果を用

なると︑接地面がわずかに変形

藍に同市町村会員還絡会を藥京︒

玉二 王二 玉二

は︑議鰻による原子力パネルでハ

死5一

で翼大な蟄用をかけるのは疑問﹂

灘灘鍵灘臓

︑

混混︑放射化分析その一ガ︒そ

ム餅に比べ非欝に小さかった﹂と

なお︑コバルト60の窯出はセシウ

なった彪︑

みんな悩んで小さく

た︒国民の菰野環の一つとなっている低レベル放射性廃闇物の深海投灘について︑安全研究の現状が

めに

躍による試験結累に触れ︑﹁セメ

快な項図ばかり︒その一部を紹

四人目講師によって紹介され︑海洋処分の安全性を再確認することになったが︑漁業者を含む国罠弊
述べ︑さらに︑通常塗装と防食塗

義久殴︵動燃鵬業団︶が︑過叢十 整備センター︶が︑わが国の低レ
ント闘化体の一軸厳縮強慶が薇五

畢でまとめられている︒

誌形成に対しては明解な態晃は出なかった︒これに関連してこの日㍉﹁熱構地域沿摩の放射線生態学﹂

の腐食試験精累から︑﹁中食的結

装のドラム缶についての翻訳熊蝉

ベル放射性廃褻物の深海投棄灘顕
十賭緒／彫方態層を満回していれ

治繭儂が描いたという一枚の猫

歪曲した誇張報避が国民を不安に陥れていると揖摘して︑﹁大衆とわれわれ科単暫を継ぶ報道関係番

と題して精別謎讃したインド・バーバー原子力研究所のB︒パ1テル薄切はマスコミによる︑窮実を

は︑正しい偶報を︑分かり早く︑ありのまま伝える解任がある﹂と述べた︒

年聞にわたる策海粒沿摩海域での
の概褻を説明し︑試験投蘂での被

嶺︶までの斑水圧試験が旧刊な装

海洋放豊能モニタリングの状況を
ばく線羅○・○○OO一︑勢レム／庫 ば︑パッケージは破腰することな

続いて︑藤本澄氏︵原子力環境

説明し︑﹁再処理工堀のホット試
と本格投藁での被ばく山沿O・〇 く︑健全であることが確かめられ

シンポジウムでは︑まず︑北原

験による環撹影響は︑とくに翻め
二︑ザ．ム／庫の数値︵自然放射線の

いて︑金身被ばく線麗を計鱗した
する﹂という罪常にシビアな条件
し︑圃化体にひび謝れが発生する

大手町の原産会議室で開催した︒

た﹂と述べた︒また︑セメント圃

られなかった﹂と述べた︒また︑

ら○・一三︑ゾレムであったが︑岡年

下で騨価したものであることを強

が︑外部に露座するような現象は

原産自治体関係者連絡会開く

に再処理工場からの低放射控液体
調した︒

B本原子力薩簗会議は十三臼に もの︒今園は原子力防災問題を中

廃棄物の海洋放出蟹を用いて︑謝

から門康子力は圏策であるにもか
かわらず防災対策に関しては霞治

岡連絡会は︑地域に蘭遼する原
子力間懸について恵見交換等を行

生じなかった﹂と述べた︒

天野恕氏︵原研︶は︑﹁國化体

﹁授藁体の健全性試験﹂につい
て講演した阿部鰺俊氏︵蹴中研︶

医したらO・○○〇一讐鴨ゾレムとな

った﹂と述べて︑この違いは︑中

一二玉

しかし︑鶯奪か二欝隼に一度ある

体が鮒旛することになっている︒

玉

するため︑定期的に開かれている

うことにより︑根亙の趨携を強化

二

いて講演し︑﹁試験的海洋処分で

の溶鵡試験および腐食試験﹂につ

二王二5玉 二 一

謎鰐／平方聾耕︵水深七千綴に槽

は︑醗近璽中硯に設翻された七菅

が原圏だとみている︒
二玉二多玉

亙

魍の核実験によるフォ；ルアウト

△︺

FBR路線強く表明

⁝バード大学のチャリース教授を

議で︑IEA︵国際エネルギー機

︵欧州原子力学会︶共催の国際会

の衛効利用を誹るためにも︑また

理交渉について醤及し︑﹁ウラン

エネルギーの中心となる原子力と

関︶のランツケ瑠務周長は︑代蓬

与謝野議員︑国際パ @ネルで膿麟難壁諺⇒

にも︑新政権が理解を示してくれ

世界の原子力開発を健進ずるため

た︒

の韻近の定期検査状況について発

通産雀は十三田︑原子力発開所

遡薩憲

状況を発表

原発の磁壁

して欲しい﹂等の慈見が轟され

アル︑避難行勤マニュアル等を出

とが璽饗﹂︑門単懲に医療マ一

に︑各車庁間の運携を密にするこ

あり︑地城特性を考慮するととも

ントン入りした与翻野駒衆議員議ト議翼︑繭独からはステガー議

︻ワシントン十八臼睡飯高特派

石炭の拡大を強調した︒

鍛M米 原 子 力 学 会 ︵ A N S︶と欧
隅︵科学技術婁︒婁貫︑密民投資員︑スウェーデンからはロイヤル

ることを盤む﹂と述べ︑再処理を

席上ランツケ禦務局長は先進工

理︑放射性騰藁物︑核不拡散政策

業麗に対し﹁高速増殖炉︑再処
パネルディスカッションに入っ

え︑謬加蕎の共感をよんだ︒

その中で与謝野既は﹁臼氷の原

ェーデン︑米国の上院議員が謬加した︒

は十八B︑フランス︑西独︑スウ盤配嘗︑地元からはマックルーア 必要とする醤蝦の原子力政策を訴

州原子力学会︵ENS︶共催の国源エネルギー対策調査会翻身授︶ ・コミッションのエリー・アソン
際会議に出席のため十五日にワシ

議魔とともに︑国

などをばらばらでおし進めるので

えて行動するよう訴えた︒

ル全般︑そして︑経済性までを響

ー供給だけでなく︑核燃繕サイク

うつすべきだ﹂と求め︑エネルギ

圏づけをおこなった上で︑実行に

はなく︑相互に蘭遡づけ明確な位

てからも︑そのなめらかな英語は
ミ

子力驕発扁と題して舗均し︑無資

ますますさえ︑原子力に強い

際パネルに出席︑

三酉私近い閲係遙源国の二本が原子力開発をおし進

を内外の関係蕎に

スターヨサノ

サイクル全般にわたって興体例を

免進国にとって︑原子力は︑将

◇

薄舞づけた︒

を前に︑三十分にめる必要性︑その経済性︑核燃料
わたり講演︑その

ﾘ癖蕪欝

来のオプションとして本蟹的なも
のとなろうーーワシントンのシェ

継

◇各種分析機器用排気系

J

ゆ

バも

ド

◇核融合装置用排気系

@

@
@

@@

山遊粟会楓雲珠会のもよう
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急遡な進展をとげている核融禽研究の将来的展叢を兇定める⁝⁝︒本紙⁝O葺四署で報じた

ように︑学術審議金︵吉識雅失金擾︶は十一月十日︑頒巾龍山文部大朧に﹁大学等における核

融合研究の長期的昂進方簾について﹂と題する建議欝を提出した︒学衛讐議象は菰十目に門核

融禽研究の推進について﹂の筈串を行って以来︑特定研究領域推進分科食に核融台部金を設

ヨ

学術審議会
の建議から

は︑超大型トカマク装置を三界で
協力して設謝・建設し︑共岡実験
を行おうという構想が来圏やソ連

から提嘱され︑園際原子力噴門

ク方式による科学的実舐箸を冒的

よび制御⑤減速した核融命反応生

よって生威された中性子の利用お

と異常拡散の解明④核融愈反応に

められた︒

七九璋に第一段階の報告撚がまと

この翫鋤で著えられている装撚

必要とする︒したがって︑核融台

定に嶺たっての基煎的な薔え方は

確立を璽点的な霞標とし︑十分に

全取扱技術︑放射線防御技術等の

②については︑トリチウムの安

型研究設備等を格段に整備充実す

また︑核融倉炉設誹とシステム

るものとする︒

の検認︑蟹源や安金性を含めた技

①核燃焼を指賑した研究に藩手す

︵トカマクの改農を禽む︶に関す して確歪な成心をえて後︑初めて

術評価等のいわゆるソフト分野の

ること②トカマクに代わる方式

トリチウムを取り入れた核融禽反

る研究の推逸

▽研究体鋼の整備

えて︑核燃焼を指向した研究への

これまで推進してきた研究に卜
翻的なアイデアに墓つく磁場閉じ

る研究を推進することは︑大学等

魑手および広範な関遺分野におけ

における今後の核融舎研究を進め

込め方式に関する研究成累は︑そ

いては未だいずれも核反応プラズ

ある︒

る上で醗も璽要な軸となるもので

このうち核燃焼を指向する研究

マを取り扱う段階までに成碧して

在の装睡︵建設中を含む︶による

て段階的に実施すべきものであ

り︑核融禽反慮が牽分に生慰しえ

については︑十分な鵬備研究を経

や研究の統△口を間るなどにより横

るプラズマ発生装躍の建設に取り

研究の進展を兜守り︑実験の成聚

極的に推進するとともに︑絶えず

阪大学レーザー核銀張研究センタ

おける﹁ヘリオト切ン計画﹂︑大

リオトロン核融禽研究センターに

研究職懸に憂して横難的な推量を

絡のもとに︑わが国全依の核融命

会議は︑学術審議会との緊愚な遼

原子力婁興会に設國された核融禽

てきている︒昭和気十隼十

月に

門JIPP野掛醐漏︑漿都大学と
ヘして総合的︑野山的に推逸され

と活気ある研究然制の礁立︑適切

研究者の窺律強ある稜極的な活動

含反応の制御を霞指して大学等の

齢はますます鯛らかであり︑核融

段階においても︑上述の四つの役

プラズマの実現を闇近に控えた現

研究暫が各霞の学問的醤条に従が

大学等における研究は︑鰯々の

を結製して進めることが鞭まし

く︑国際協力のもとに人類の総力

の携逸を行うことは適切ではな

閉鎖縫な立鰯から核融命研究開発

このような特撰に鑑み︑各国が

を投ずることを必饗としている︒

にわたり入知を集め︑雇大な経饗

する極隈技術の開発のため︑藁期

御題であるとともに︑その特長と

核融禽研究開発は︑人類共通の

▽国際協力による研究の推進

繕記しなければならない︒

くの分野の研究者の能力・経験を

このためには︑大学等における多

究をただちに進める必要がある︒

響に蘭する研究等の安全工学的研

扱い技術の確立およびその生物膨

組むとともに︑特にトリチウム取

射のための研究センターおよび大

マグネット︑トリチウム研究購発

とともに︑核融合炉材料︑超餓轟

よる総諸勢︑組織的な推進を図る

補助金︵エネルギー特別研究︶に

効である︒このため︑科学研究鑓

統的に進めることは︑きわめて衛

おいて五運分野の研究を纒織的系

多くの研究蓄を擁する大学等に

の推進

▽広範な関連分野における研究

とする︒

厳密な評樋を加え選閉を行うもの

を吟味し︑必要に憲じ装圏の増強

いるとはいえない︒したがって現

れぞれに評価されるが︑髪状にお

これまでのトカマクに代わる独

る︒

る研究を推進すること③広範な関

られるトカマク型︵もしくはその
改良されたもの︶を想定して計画
することが適嚢である︒この核反
応プラズマに関する研究は︑いず
れの山武による豊麗で実施されて
もその成菓は他の方践の叢逸にも
大きく璽献ずるものであるので︑

により核書記反応を行うことが司

賢島の過程でトカマク以外の方式

能︑かつ︑適切となった場禽に
は︑その方式も愈めて検討するも
のとする︒

▽トカマクに代わる方式に関す

研究についても推進するものとす

比較して小規模な装腰で核反応プ

展により︑従来想定されたものに

①については︑巖新の研究の逸

究簗発を三五に行う必婆がある︒

して必嚢とされる関運諸技術の研

に取り纒む②核門口反応生趨に際

起しえるプラズマ発表装翻の建設

としては︑の核融禽反攻がヤ分生

核燃焼を指向した研究への潤手

▽核燃焼を指向した研究の推進

おりである︒

立って講ずべき推進方策は次のと

さらに︑この基末的な薯え方に

こと⁝一の三点である︒

癒の箋験に入るものとする︒

これらの問題点をもたない他の方

ー︑強磁場を必要としない慣性閉

じ込め方式箸︑トカマクにない畏
所をもち︑したがって︑トカマク
に代りえる諸方式による研究が併
行して進められている︒

きウミウき

推進方策の

明確な確立を

では︑DlT反応を用いて核燃脱
を実硯し︑トリチウムを増殖させ
ること等が検討されており︑核二

核美髪研究の今日の急速な進展

8φ＄O◇9声 ラズマの鑑成が薄能であると湾え

をみるにおよんでプラズマ物理の

二研究はいよいよ実際に核融愈反

を必要とする鯖代に入りつつある

応が趨きつつあるプラズマの制御

みならず︑大学等における広範な

研究の璽要性を認識し︑これに滲

関遡分野の多くの研究暫も核融台

た︒

聾しようとする気運が糊まってき

このように今田の核融台研究

に瀞実に近づきつつ大きな成渠を

したがって今後︑大学等におけ

収めているが︑実周蝉という終点

は︑嶺面の科学的実謹という闘標

と認識される︒

趣分野における研究の振翼を図る

炉の実現を一膳確実にするため︑

式について研究が併行して進めら
れるへきであると判断される︒

この認識のもとに︑日本︑来
国︑ソ遠︑野壷︑西独箸では︑こ
れらトカマクに代る方武として︑
たとえば︑磁場配位としての定常
動作が罰能なステラレーターやバ

︵1A鷺A︶においてその予備的
ンピートーラス︑プラズマの腐ぺ

設謝検討が一九七九輝当初より開

とする大型二二を建設中である︒

成荷野塩芋の取りだしIlなどが

1ターが期待されるタンデムミラ

け︑大学等における核融含研究餅画︑特に推進中の大型計画等について審議してきた︒そし

計画と呼称され︑嬢本︑来圏︑E

核融愈制御の研究が始められて

同隠に米国では︑ミラー鱈磁場閉

実用核融暖炉実規のため︑炉心

Cおよびソ連の聯門家により一九

始された︒この謝錘はINTOR

め性能の礪上に基づく燃焼率の上

て︑これらの大型点画も順調に進捗し︑次期計瞬を薯える段階に達したとし︑遜薩数隼閥の推

の値を得︑閉じ込め鷲聞の長さに

プラズマ申における不純物除巌③

罫②燃料注入法の開発および炉心

進方策をまとめたもので︑ここにその概嬰を紹介する︒

憧久的な エ ネ ル ギ ー 資 源 の 開 発

の値にまで劉達している︒

おいても︑医標鱒の十分の一程度

すでに二十余薙になるが︑この闇

じ込め方弐やレーザーおよび軽イ

式により︑ソ遡ではレーザー型慣
プラズマに関する研究に加えて必

に立って薯えるとき︑トカマクに

る研究を組織的かつ蒋効に推算す

ることが緊饗である︒今後や蕉を

るためには・明確な方策を確立す

は原理的なパルス伶動︑櫻雑な炉

ため︑トカマク型が実用炉になる

展魑し︑当醐数無間の携進方策策

構成等の閤題煎が存筏する︒この

までには︑なお相当の関発努ヵを

9◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎黛︹︶6◎a︶δ◎︻

ーにおける﹁レーザー核融台欝

いたったものと弩えられる︒

な運嘗が最も必要とされる時期に

大学別の多種
わが国の核融命研究は︑基礎的

画﹂︑筑波大学プラズマ研究セン

図るとともに︑その調整に努めて

核繋留研究の究極の國標は賢人

り︑研究の推進に当たっては︑特

って行う基礎的研究が匹田であ

い︒

研究の段階にあった昭租三牽無代

きている︒

多様な計画
離半より大学等を中心に短めら

画﹂等の大型謝画をはじめとし︑

ターにおける﹁タンデムミラー計

◇

れ︑そのプラズマ物理学に関する

その他の関連分野における謝瞬を

その発展を膿ることが必璽であ

て見落しなく適切な蕩嚇を加え・

究覆の懸樋な協力とたゆまざる努

る︒

に︑基盤的︑萌穿的研究に対し

力のもとに学際的分野を含めた粗

未踏の領城にあり︑この目標に到

昭和五十奪十月︑本審議会から

織的︑系統的研究を推進すること

基本的問題解決

先駆的な研究と

砥兜繋累は醐際的に高く騨懸さ
れてきだ︒昭和照ナ琿代拳ば︑磁

禽め︑広く研究の推進が図られて

一方︑隈ホ原子力研究所におい

提出された﹁大学等における核融

発想に墓つく先駆的な研究によ

に成果を確保するためには︑常

わが国の核親臨研究開発謝画

箸串より五琿を経︑また︑臨界

の人秘の養成1⁝の㎎痴である︒

射という長期開発に対処するため

とが強く望藻れる︒

ける研究が先駆的な強剛を心すこ

必要に応じ評価に麹たる体制など

きわめて麩要である︒このため︑

第二回

放封線事業駈

ﾉおける

労務管理者

研修会

@ご案内

1月26日︵月︶

1月27日︵火︶

定員四十名︵先着順︶

サンケイ会館

一1七一二

東京都千代田区大手町

一

話 〇一九二八−一

白方一1．

−こご・︵代︶

︵東海発電所内︶

次城m県那珊郡唖果海一村

・几⁝一

社長室東海研修所

日本原子力発電株式会社

詳細は左記にお閥合せ下さい

場所

期日

た研修を行います︒

斯界の権威者が徹底し

務管理の問題について

なっている放射線と労

現在企業の重要課題と

@
@
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誤題であり︑核融△口舗御による核

は親代社会が当即する最も盤要な

臼本︑楽竃︑欧州共岡体︵E 核融逆襲癒が生起しつつある炉心
C︶およびソ運においては︑それ プラズマ中の醐エネルギ⁝感想粒

エネルギーの利用は︑その驚能性
をもつものとして広く認識され︑
ぞれ一九八颪黛ごろまでにトカマ

研究は魑爽に進歩を璽ね︑今日で

子に由来するプラズマの不要定性

かつ期待されている︒

は墨体的な核融出田を念願におい
オンビームによる慨性閉じ込め方

性閉じ込め方式とともに梱対論的
獲とされる研究諜題としては︑①

ある︒

た研究に進む段晒にはいりつつあ

核融合研究の三三の鶯的は・核
鰍子ビーム方践により︑それぞれ

る︒

融合がエネルギー澱源として人類
千四衝万電子ボルト中性子や他の

ラズマからの激しい照鮒を受ける

科学的婁謹に近い状態を実魏しょ

第一壁等︑核分裂原峯炉の場禽よ

に役立ちえることを科学的に実理

これらの研究の進展状況から覇

り︑はるかに厳しい条件を満たし

高速粒子にさらされ︑かつ高灘プ

の方武を毘いだすことである︒究
断して︑ごく近い醤来︑核融禽制

える諸材料の開発②トリチウムの

うと謝纐を進めている︒

極的には︑核分裂や化石燃料獺源
御の科学的実舐すなわち臨弊プラ

敗り扱いおよび憎殖に関運する種

し︑そのために簸適な核融合制御

っこれらに比較しえる程度の騰格

等に比較してクリーンであり︑か

られる︒

炉の安金性の確保④大型の超躍灘

ムの生物影響の騰題を盒む核融禽

々の工学的問題の麗麗③トリチウ

ズマの実現をみるのは磯実と薯え

やゆ

実用炉に向け
燃焼率向上を

かウリウまウウ

研究一⁝などがある︒

に閲する熱工学等炉工学に関する

OO◇◇6￥8ム凸V マグネットの開発⑤ブランケット

学的爽薙がなされたあとにおける

核融命制御の珂能鑑をしめす科

やき

のエネルギー源を生みだすエネル

ソき

ギーシステムを開発することであ
る︒

みワき

早まる臨界プ
ラズマの実現
φ◇◇O＄登
ざす方向に移行していくものと考

鵬開じ込め裳験結聚に飛躍朗な進

ては︑臨界プラズマの実現を闘指

達するには関運講領域の多くの研

す大型トカマク謝画︵JT⁝60︶愈研究の推進について︵管晦︶﹂

ては︑今後研究規模の拡大が予翻

いる︒

ようになり︑わが国の核融舎研究

されるので︑研究において能率的

炉心プラズマの実現が構想される

はその方爾に陶かって大きく進展

の分野において大胆にして斬新な

が必要である︒さらに︑それぞれ

関運新学問分野の確立②大学等が

また他錘︑核融命の研究におい
した︒

T反憲を用いて核燃焼を行う計画 約すれば︑①プラズマ物理学等の

が進められているが︑これはDi の中で述べた大学等の役親りを要

とはなっておらず︑プラズマ科学

すなわち︑大学等に鍼え︑曝本
原子力研究親臨にも大型実験離日

評価し︑それに從って研究醗画の

に︑それまでの研究結粟を適確に
ことがますます璽璽となりつつあ

見醸しを行いつつ推進することが

り︑墓本的な闇題を解決していく
国の核融愈研究への窃塔③大型装

る︒この点において︑大学等にお

擁する広範な学術分野からのわが
とを主要なねらいとするものであ

國による先駆的研究の推濫④核陽

の範囲内で科学的実証を集たすこ
体制は一段と充実されて︑慣性核

る︒

が建設され︑国金体としての研究

融禽も禽め︑銅鐸の酒勤をみるに

それぞれの役劇を分担しながら国

は︑大学等と他省庁の研究所とが

翌っている︒

大学等においては︑今日︑名古

について十分配慮すべきである・

屋大学プラズマ研究所における
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研究の墾点は︑実驚核融禽炉をめ

〆

国際協力によ
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早めに商業工場を
電気軽業遮禽会︵平岩外藩震︶は二十闘︑社幾会で︑趨縮ウランの蜜短礁保対策の一環として︑
鑑力業界が霊体となり繭業罵プラントを建設する必要があるとの駄本方針を決定した︒わが国の駕気

ウラン濃縮部会
メンバー決まる

敗締役麟社擾︑井上玉蒲中部懸力

原子力研究薪顧問︑森一久譲本原

が濃縮ウランの商業プラントをな

いずれにせよ︑蹴事遮の社長会

る︒

研究職発をすすめることとしてい

速器の隆学剥用の二点にしぼって

尾の検討翻題を①放射線化学②加

二号二食では︑鎖面︑放射線利

発については懸盤の資金を鼓し︑

ようとしている︒これらの研究開

によるがん治療の研究も試みられ

パイ中間子線︑懸イオン粒子線驚

がめざましい発展をとげており︑

要がでてきた︒

核滋原画がある﹂とのべ平曲利用

に対し総理は門原子力基本法︑非

は︑近年︑放射線によるがん治療

それぞれ岡法案を支持する態展を

不可欠で噸子力船は必中扁とのべ

︑帰

／餐

・轟恥

特長

㈱簿指向挫Nal（TDシンチレータを妹謂しました。
働エネルギー平担化圏二二（8本原子力研究矯所有
特許）の採用により、入射γ線エネルギー依管性

⑳検出部の周囲、騒度を一定化するための櫨温羨置
ぎわ目ll部の空調および厩度補償演路により、蕊

を補偵しています。

度変化の影響を極めて少なくしました。

研究所理靱畏︑伊藤俊翼関西題力

相談役︑大島面一藁康大学教授︑

腿餓理特撰︑熊谷鐘二野畑木開発銀

子力産業ムム武舞務理襲Q

るべく攣期に建設することを決定

成メンバーは瀦に妬めるとしてい

要があり︑とくに大型船の原子力

これに対し︑社会党の八着板正

には他の原子力関係機関に統愈さ

り・昭狙ハ十葎三月三十一厩濠で

【Ili制し、

m冗

モニタリングポストてす。

しても︑三型プラント用遡心機製

を霧懸すると︑多少畢めの建設が

造と蘭纂用遠心機製造との継続性

原子力野馬会︵婆鱒畏・中川一

ルギ⁝庁長窟窟房審議蜜︑後藤宏

行理聯︑兜薫勝三二薩雀資源エネ

豊崎殆郎識力炉・核燃桝関発窮業

一芳︑乱掘室体については︑効

のウラン灘縮園鷹化騨門部会の設

郎科学技術庁長蜜︶は先月十七欝

原子力婁

率性︑経済性等の確保の観点から

必要︑としている︒

民闘で行うべきで︑電力業界が憲

会の構成爆を決めた︒

国璽庵にもとづき二十五墜︑岡部 科学技術庁原子力安全周次長︑末

帰一郎東京肥力取締役醐社長︑寓

授︑永野健三菱金甲鞠務取締役︑

審議當︑高翻洋一索寒工業大学教

摂︑高岡敬展科学技術庁擾窟官房

永聡一郎三菱墾工業取締役副社

麹業界の参加を求めて灼処するこ

体となり︑これにメーカー等︑関

周部会は遠心分離法による濃縮

中にも第一圓会禽が開かれる冤通

査審議することを闘的とし︑来月

ウラン圏膿化の進め方について調

国に対する要理としては︑麟塵

ている︒

とが妥当であるとの湾えを示し

商業用灘縮工場の建設促進を蹴る

同部会の構成農は次のとおり︒

川公男︸橋大学教授︑村田薦樹ホ

に対する長期低利の政臆関係機関

▽生醸蟹朗三障エネルギー経済

し︒

の融費︑国際水蘂に達するまでの

ために︑国産綴縮工場の建設資金
性能は署しく向上し︑醗薩化が図

過渡期における圏の助成箸が望ま

さらに︑教義遮ではこのような

したことにより︑核燃料サイクル

の騨門塚との共感研究の必襲が嵩

は︑来駕八月をめどに報告をとり

るが︑審議スケジュールとして

ディフから約九薇万KW二四の濃

っては同騨門部会の下に︑放射線

化学︑加玖賀医学利用の二分科会

船は非常に効薬的になろう﹂と特

以外︑唱えないとの不動の姿勢を

氏は﹁原子力船は禽恵もえられて

関への移行はのぞ濠しい偏とし︑

こんかいの法改正にともない難

また︑佐藤昭夫氏︵典醗︶が

集中審議がおこなわれた︒

ため、線∫力委員会より公駈された 環境放射線
に適合した環境放射線

目艀玄小
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凝る国際的水鷲に漏しているとの

判断に立ち︑ウラン濃縮の商業用

学︑物理学簿の騨門家との協力の

また︑研究開発に当たっては工

れるとしている︒

プラントの建設は︑濃維役務の嬬

放尉線化学の研究については︑

判断を︑臆事趨として初めて公武

の評価と経済梶晃醸しについてふ

酵累の固篤化︵鑑物学︶︑制がん

に打ちだした︒

れ︑動力炉・核燃料開発二業麟の

給状況︑遷心分離機の緩済的な鐙

て大きく動き出したことになる︒

の上流部門も︑実規模段階に向け

欝業蓄は︑すでに昭租六十五鋸までのウラン酸縮濡雪騒を確保済みだが︑核燃料の安定洪給の観点か

話しており︑濃縮南場が少数の特

パイ腱ットプラントの一部羅転を

灌規換讐を薯齢することは嶺然と

濠っており︑これまでの研究開発

原峯力委では︑岡騨門部会の構

必要性鷺捲摘している︒

ふまえて︑わが濁の遡心機の分離

剤カプセル︵隈学︶︑萄機ガラス

進展をみせ︑利胴仁心も拡大する

の進め方を蝿癒し︑必饗に応じ研

︵工学︶などの分野で︑他の分野

いつぼうである︒また︑放射線利

業︑放射線化学等の分野で些しい

胴技術の醐度化・多様化に伴っ

究開発体棚を整儲し︑その研究開

縮役務を確面している︒これを昭

医学利用開発などに重点

て︑いくつかの関係機関にまたが

発謝画を策定する必要があるとし

原谷力婁

る研究課題も霧鐘しており︑この

相漫の濃縮役務を︑また仏ユーロ

を調査審議するため︑あらたに

和六十庫一一千八蔭万KW︑六十五

正榮隔が二十六臼ひらかれた謬議

籔明︒さらに︑八酉板氏の﹁げん

おらず・三原則からも逸脱してい

を設躍することを決めた︒

院本会議で論決︑成立した︒旧旧

来を展認したあと門こうしたなか

ざいの科学技術庁を﹃省﹄に昇格

れておらず︑結局︑蝦禦利用以外

も﹁安全軽視の姿勢はあらためら

に考えられない扁と反対の慧向を

る﹂と反対︑共薩党の佐藤昭失氏

そういう方向で警えていきたい﹂

かってはどうか﹂との提寮にたい

とのべ︑きびしい行政改革のなか

とのべ︑周改正築の鎗双脚を強調

また八瀞板駕氏︵社禽︶が門協

に入り五貼エ十滋分︑政府原案ど

表明した︒このあとただちに採択

の門むつ﹂放射線もれ以来波乱に

定を締聴したら︑これを守らなけ

でも前向きにとりくんでいく意識

しては﹁趣旨は十分理解できる︒
子力船研究開発は︑その再建へ膚

をあきらかにした︒

した︒

け新しいスタートをきることにな

ればならない﹂と四暫協定当時自
十醸衆議院

で可決︒これにつづいて二十六田

おり自民︑公明︑民社の蟹成多数

ひらかれた参議院本金議でも午前

このあと岡法網の懸葬をめぐる

十賭十五分︑岡様の螢成多数で可

た鈴木総理の激賛を問いただした

化に質献ずる︒い窪から着実に研

淡︑成立した︒

を逓過したあと参議院に送付︑科

究開発を行っておく必要がある﹂

航力船開発はエネルギー源の多様

として岡撫案に賛成を表明︒これ

業団の名称は﹁日本原子力船研究

討論で富民党の後藤正炎氏は﹁難

濠だ実行されていない薪定係港開

したい﹂とのべ︑四蕎協憲のうち

に対し公明党の堀出啓興氏も﹁研

にあらたに﹁研炎︑調覆﹂が加わ

開漿薯策団﹂に変織︑従来の業務

のにたいし総理は﹁大変鎖任を感

題に総理としてひきつづき横樽的

やすくするためにも恒久的研究機

究穫の身分を採証し︑研究をやり

じている﹂と陳謝したあと﹁こん

このなかで︑小西博行氏︵民

にとりくんでいく慧向をあきらか

に精力的に審識が錘ねられ︑二十

社︶が﹁原子力船曝発は大へんい

にした︒

臼には鈴木総理大臣も繊席して ご騒幽をつくし︑完全な実行を期

そいで︑しかも憤鑑にやらなけれ

のあり力を開いただしたのにたい

れることになった︒

民社党の小西博行氏も門海洋國轟
轟にとって船舶まわが園の檸立に

﹁豊里力船が平和列朋以外に縫わ

れることはないか﹂と質問したの

し総理は﹁船舶も他の分野と溝隠
にエネルギ；源の転換をはかる泌

モニタリングに関する指剣

空連
ばならない﹂とこんこの研究開発

学技術振興対策特別委員会を舞台

﹁改正薬﹂は十墨

った︒

民党総務盆長として交渉にあたっ

みちた貌跡をたどったわが国の原

鍛近の放射線利用は︑二丁︑工

二十譲廃止﹂と

で臨本の原子力船開発は先進径国

し︑いっそうの科学技術搬興をは

ることを決めた︒

まとめる悪同︒濠た︑霧議に嶺た

原子力委畏会︵婁農長・巾川一

ている︒

いかかわりをもつ放物線利絹方策

力分野の中でも圃属生濡と臨接深

業算法は﹁十一月

にくらべおくれており︑い蒙から

一方︑医学利用の分野について

ような研究課題を調整し︑総物

規換の濃縮ウラン需璽羅と照し禽

に賄うことができる晃溢し︒

せると︑昭釈六十万璋まではや分

また︑今殴の決定では濃縮技術

ト

規定されていたため︑堅忍四日厳

蒋来にそなえておく必要がある扁

あきらかにした︒

たが︑これによって昭和四十九鋸

司決というきりぎりの成立となっ

的︑謝画約に研究開発を進める必

﹁放射線利用專薄煙鼠︺を設羅す

放射線利用で新部会

ら︑欝欝性のある核燃繕サイクルの確血が必須の要伴であり︑ウラン濃縮役務についても︑できるだ

定圏に片霧る恐れがある︒したが

け自給をはかっていくべきだとしている︒
わが麟のウラン濃縮政策につい

、

られれば繭業用プラントに使用し

難燃の遠心機高く評緬

磯

隼五千酉万KWという原子力腸発 郎科技庁長竃︶は二十温滋︑原子

醗エネルギー省から約董千万KW

現在︑わが煽の本気幽幽暫は来

推進すべきとしている︒

ラン濃縮岡麓化の異体化について

って今後︑わが国も蜜民あげてウ

ては︑先罵十七照に原芋力蚕員会
に設齪されたウラン濃編国鷹化恥
三部金で審議することになってい

るが︑今回の電関連の決定は︑
民間としての態度を明らかにした
もの︒

霜胎連によると︑わが国はすで

に世界第二位の原子力発躍飼だ
が︑今後とも︑骨力舗製に占める

れはならない状況にあり︑そのた

原子力の比率をますます高めなけ

めには核燃料ツイクルの確立が不

ウラン濃縮について︑欧※譲國

可欠であると強調している︒

はすでに濃縮役務の商業出動を闇

へ一⁝︒

﹁翅翼原子力船粥発窺業團法改
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次はミむつ．の母港決定
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掘則定します。

ワの
樋久的な原子力船研究開発体制

研究開発へ薪たなスター

原ゴ力施、没瞬辺のγ線を精度よく漉糺的｛二

一一
一

陀

・

疎

原船団法改正爽を可決した蜜議院本会議︵二士ハ臼︶

Q

新原船団法が成立

原∫力施婁没尉辺の環境放射線1歴｛の監視を看なう

制γ線を高感度醗高精度で
@
@
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一石

ガン政権になることによって︑米

のは︑カ⁝ター蚊権に代ってレ⁝

処理︑核燃繕製造︑購歳を集中す

している︒英国は︑一サイトに再

場と再処理工場は区叙すべきだと

フラマトム社のジャン︒ク窃ート

︻パリ松本駐准沼目フランスの

②に近い懲兇だが︑骸燃料製遺ユ

⁝と悪晃が分れている︒羅独は︑

に監視する︵ベルギ⁝など小酸︶

ラ︑遠隔監視などによって弾力的

造工場に貯践駈を設け︑封鱒カメ

を行う︵米仏など︶②各核燃料製

臨駐させ︑できるだけ厳縦な管瑚

のセンターにIA封Aの査蟹貿を

数をできるだけ誠らして︑これら

けるプルトニウム聡演センターの

規約伶旗会議ては︑の世膵に撒

．◎週遙一入畢密書⇔⑥

一AEAの査察を満たせば
＝蘭

増殖炉開発へ
西独︑国際プル貯蔵で提案
︻パリ松本駐在貴︼曲独は近くlA拐A︵幅際湶チ力機関︶の園瞭プルトニウム貯蔵︵IPS︶規
約作成a議で︑①各滋が︑IAEAの逓吊の鍛祭条件を満たす場禽には︑増殖炉糾画をもち︑プルト
ニウムの供紬を受ける繍由をもつ⑬勲独と三国は︑鷺C︵欧州父同体︶の構旗国だから︑その間にお
ける核物震の移勤は押出が原則である一という提案を行うとみられている︒

した
炉︵SNRj諜OO︶の核燃料
用︒そして︑西独にはプルトニ
田の日日打豆蜘についてのはっ選

のプルトニウム供絶に反離を表明

ウム貯蔵の条件とその使用につい

の処分を禁比している︒とくに︑

で便用されるすべての放射性物震

原発の駕御費は二珂ご傅孔千万逆

建設サイトは蔚珍品野郎甲で︑

ヅ︶を憂汀する契約に署名した︒

は間に愈わない見滋してある◎
そこで︑西独と萸國は︑英田が

当初悟報に誤り

府から融装を蔓ける︒その利子は

ワイトハウスから組で十分驚ら

それは︑世界名地で八牽を紹す

︒

たたび︑あかるい展望をもつに

臣
年度からウ
ン生産削減
鰯格鰻落が理由
︻パリ松本駐在畏Mフランスの

の砺究所を星盤に︑クルシーユ

い︒COGEMAは︑ベッシー

由を世界の先端をゆくものとし

い意洵だ︒二陣出の絶間探部門

はA．開幽難が崎い弓隠だけを採掘

千ゾをこえているが︑明細度か

ッス社長は︑この箏態は二年か

て生就を一〇主6％誠らす︒

四︑五年続くが︑その後は急連

改譲すると予測している︒

八月送電めざ
︑燃料初装荷

フォースマルク㎜暑

の躍樹電力金祈ヴァッテンファ

︻パリ松本駐在戯扁スウェ⁝デ

は︑十一月鳥臼︑フォースマル

原発二丈機の核燃料初簑荷作嶺

の後試運転などを行い待機の

ね手した︒作業は一週間號き︑

︑一九八一年八月送電聞始の予

である︒

︑再処理工場
排出基準制定

︻パリ松ホ日覆騒冒フランスの

OGEMAに対するプア1グ薄

OGE簸Aのシ測ルジュ・ベッ理工場の故体および気休貸費物
社長は︑シュントル⁝ブ鉱山拐

によると︑緋出てきる有間の﹂

た︵十一月一目付苦報︶︒洞省

排出猟鳥を定める省令が公等さ

体廃鎌物臼トηチウム丁♂

︑トリチウム以外のRI四や磯

餅の合訓六蜻犠︑アルファ縁放

骸︑ストロンチウム90とセシウ

R王悶十賀緯︒

子力選曲プラントの難設荻績を

る︶の二人が︑レーガン次期薬

次官捕代理まで︑すべてその儲

︵飯隅畢雄箭特派騒︶

くはじまろうとしている︒

勧は次の通りQ

掘とべッシーヌのウラン鉱罪悪

ュでウラン価格が購落している

〇⊥δ％削誠する重三崔明ら

で︑生麗を八○一八一年展から

にした︒

︑一義痢十四鍵から丁十八・五

体⁝万庶ツヤ謎片隅︑トリチウム︿

気体廃聡物読トリチウム以外の

ラン精鉱姫格は︑この一年悶

は閉由もでている◎フランスで

エ♂臓︒

♂牲︑ハロゲンぞ菖︑エーロゾ

に下がっているQこのため寒国

この三盛から新規雇用は紳翫さ

が︑岡時にまた︑世界各礪の薗

〇〇のうち玉十二位にランクさ

ち︑フォーチュン誌の世界企業

たったことは︑凝うべきもな

政権の骨予が固まらぬいまがチ

がワシントン入りし︑﹁レーガ

るベクテル被の翻会畏のシュル

で十一月四八から法益濠で行わ

︻パり松本落手鼠丸打ースト・リ

くりひろげている︒

の蠣として︑大きくクローズア

が聞われているときだけに︑推

入れ変わるというワシントンは

姿勢を鮮明にうちだしている︒

転開始認可が僅荒で折蕾され︑

金は︑その結果に索いて︑門原

︑議会の三分の工の多数が囚民

︒この法律を麗藁するために

力エネルギー禁比法﹂を議決し

濁属投歎で議淡しなければなら
い︒

票の蕩実施を決め︑さらに実際

署猛通宝は︑滞業界︑労組︑金

た原子刀圏競投票の再実施を求

約八％︶が蟹伊興顯轡に逸早

二万二千麟闘三十一人︵有権管

とったが︑原子刀反対派も皮対

界︑報道機関がイニシアティブ

辛購を提繊した︒しかし︑反対

げる必曖がなくなった︒

なかったので︑識会としては取

纐讐は︑二十万人の署名が得ら
ければならない︒

︒訥畷講は・二十万人以まの総

一九七八無＋一月の閃罷投歎で

がある隣合には︑議禽で二十げ

八％︶が館外議瀬欝に螢葛し

︑十四一力七千七箇六十四入︵二

る請願欝への職犠運動では︑四

オーストリア

︑ツペンテンテンドルフ駆込の

＝需齢一一＝＝＝＝Σ齢一一幽隔隔開二＝二一＝＝一一＝＝騨＝二需一二自営＝コ＝＝＝鴨＝謄＝m＝二一＝一二

ており︑退紅賓は補充されてい

メリカン・エンタープライズ研

ンス扁とばかり︑寸感への隅益

予算局長の入閣が確実椀されて

氏と︑副社長のワインバーグ氏

了万が︒

COGεMA

象
七・六％︒返擬期聞は十五隼だが

澱初の七年聞は据えおかれる︒

究所︵CSIS︶︒そしてやはワシントンはい法︑このトラン

にあるジョージタウン大学戦略

シ製ン・チームの動きを中心に

析研一所開設を機会に︑リモー

ll 〃一一⁝PWRll ノノ
F︶VVR︸〜

すべきた﹂︵ミッチュル・ハル

発な政策づくりが展開されてい
て前働にうちだし︑これまでカ

レーガン政群下で︑田家安全

所︵AEI︶︒

新醸権のポリシーの中に組入れ

はり国内撮漏の補伜冑が確実視

そのようななかで︑い京︑だれ

ンクタンクが支えている︒再十

の域を鐵ない︒墨黒視されてい

年一月二十田の蕨政彬のスター

だが︑いずれにせよ︑規制強化

Sシリーズ

形軽羅に羅針したポケットサイズのGMサーベイメータです。測篤範翻は0

ンチレーションザーベイ隅一タ

射線作業に従事する入が僅差衣のポケットに入れて作業ができるよう、特に

漉独は︑カルカールの増勲原型

のプルトニウムを︑英鰐で再処理
ることを主張している︒

ウラン︑トリウムを抽出するため

に一るものと琵積られている︒フ

ｦ原芋炉ご基︵囲億四乎三酉万

ルで園圃電力から残十五万KW発

︒レニ岩疑は︑十一月畑田︑ソウ

りした態展の表明を求めることを
鼠的としている︒

エシアティブ広漿に賛成が十七万

の製鎌過習で発生する鉱さいにつ

ラマトム社は十嬢開にわたって核

篇山農劉万妙︒CS玉Sは二十五 強めたカーター政撫とはちがい

ーティ︑レーガン政橡エネルギ

肖郡ワシントンにあり︑フォー

ター故権ととかくぎごちない外

工担灘の補佐欝就任が箱力視さ

ために田夜激しいキャンペーン

び国民投票へ

関係にあった蘭独と︑改正強化

ているリチャード・アレン氏

れているマ〜チン︒アンダ⁝ソ

DOEの長欝になるのか︑とい プされてきていることからも︑

こえるトランジション︵政権移

ヘンリー・ジ短クソン上院議員

バーだGちなみに︑フーバー研

願署名集まる

とになろうか︒

はかるため︑シュミット閥独葭

氏︵フーバー研究所︶など︑有

をひとくちにいうと︑こういう

入椹外交を展開し︑内政薦でも

やジスカールデスタン仏大統領

ニクソン政搬下で財務長憲︑現

メンバーの中心は︑この三つの

ジョージタウン︶︑経済学嘗で

地方﹂を大切にする民主主義ル

クテル社副食長︶を国猫長富に

ける︒

︶チームのスタッフも︑ほとん

所の研究員は約七十五人︑年悶

§シリーズ

Mサーベイメータ丁囎覇囎

Sシリーズ

脳サーベイメータ

帯に便利なポケット形

費（0422）45−5111

鯨都三三魔而牟率も6＝rE塁｝22番1号

癒窪81

て詳細出馬するよう求めた︒

西独が規鞠作成会議で提冤する

二千ヒ山九野六曲小︑反町が十七万

いても処分禁辻の対象に倉めてお

燃料も供給する︵四勧八播肥惣力

A分八丁纈拓懲rて・し一働刀炉︵康

誕生によって︑来国内はむろん

子力拡大をうたうレーガン政橡

無策委員飛︶とずる筒も︑効率

充大統領が磁讐書擬をつとめる

括蝕したAEIは山ハ十八︑六齎 こと︑匿界の原子力薩民弊は︑

イクウォリティ︵Ψ等︶からイ

解できるし︑同盟国との関係を

をかかげる新政権の施策として

でに14纂を運気させ、当日力の50％以上を
子力で供給する計画だ。

ルをおしすすめたカーター政搬

フル・パ⁝トナー・シップ﹂と

運転中の古里辻噺肩号機。韓国は199窪年

親しいジョージ・シュルツ氏

の︑その政策の温本となる考え

X88）

︑まさに﹁イクウォリティ﹂そ
ものであったといってよい︒こ

いう動きも﹁なるほど﹂とうな
改薄なとを前胸にすえたレーガ

そしてい濠︑ワシントンにいる

がこの三つのシンクタンクのメ

た論議は︑DOEの存蕉そのも甥に推察できる︒
し︑実態に即した祉会保障制度

に対し︑ブリ；マーケットを虫

薪故権は︑ムダをなくし﹁効灘

外の記油倉の圏は︑その新大統

に熱いまなざしを戦いでいる︒

レーンとなる三つのシノクタン

に向け︑人びとの大移心がまも
の政治糎学とともに︑新政権の
この大きな赦治誓単の上に︑こ

民説︑ワシントン州︶も︑入閣拒謝

メリカ﹂をたからかにうだう︒

な社会﹂︑とどのつまり﹁強い

ご四無間︑レーガン政権は突っ

100m師hと広範囲にわたって測定でき、特｛こ弦線鍵薬のチェックに：はイヤホ
｝w1桝u）鍋勒脇門ノ〜ノ鴇w㌦、い■ M伽糊鱗｝） 論ノ目口い目ノ1
よ二紀の鯉こ3H／℃閑サーベイメータもあり魅す。

匹函ア圏力株式会社

華峯隠蓑麦ll礫墜ターの

される西独の軽水蜘の使用済み燃

予定だった︒しかし︑ウィンズケ

繕から生磁されるもので供給する

ニイ爾七ヤ三票だった︒おそらく

り︑災質的には︑州内のウラン採

集訓粘毛によると︑原チ力反対イ

鶴舞の数えぬしが行われる見込み

鉱緬動を停止あるいは禁ずること

モンタナ州の住

だが︑その紬果が発盛されるのは

⁝ル工場の拡張が起汽ているため

駅モンタナ州で十一月四臼投票

牽二月上旬かあるいは中旬になる

民発幾献︑可決へ

欝醸してい る プ ル ト ニ ウ ム を ︑ S

ィブ︵住罠発議︶は︑愚初の情報

が行われた原簿力反対イニシアテ

励︶︒韓国脚力は︑フランスへの

藤猿からの便用磯み燃科の再処理

聾鼠⊥瓢○○に供給ザることで命

になる◎現農︑勝州では︑数地点

ひとつは︑レーガン氏の出身地

︑フォード政殊のプレーンとし

牌ヨ脚二腰＝＝＝⁝＝篇﹁二＝二＝＝藁需ヨ＝二＝㎜ニニ＝

子額銀と核医料︶について仏政
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一九八八年運転開姶の註醐︒この

幽した︒しかし︑この使用済み燃
だろう︒

る︒
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で地トウラン探査が得われてい

噛した︒

と巌い︑六撒二擁三票差で引決旗

案は︑医療・科挙︒教育目的以外

モンタナ州のイニシアティブ法

あるため︑カータ⁝敗権は︑この

料のもとが累櫓舵の濃編ウランで

ナ一月十九臼現蕉の公式の投票

る︒

3

燃料も10年問供給

ィセンシイ︵効粥︶へーー︒

いエネルギー省︵DOE︶は麗 大学フ⁝バ⁝醗酪素︒ ゐは︑

﹁規制ばかりを強化し︑ムタの

@〃

韓国から原発2基受注

リフォルニア州のスタンフォー

＝＝琶二＝＝⁝コ需二欝冊二＝＝冊二r＝＝＝＝﹇＝二置＝三＝＝＝需⁝閉；篇；二憂二︸＝⁝欄＝≡驕＝≡＝：湘一轍備二丁僧藁＝胴需調＝＝＝＝＝＝＝需コ嘗≡一＝鼎：≡柵三＝ニニ＝；コ屏＝榊＝

漉しい命運に座く英鶴から曲独へ
ヨ胃＝冊＝堂＝＝＝

平等﹂から﹁効率﹂へ

斡飼の原子力発璽所隠子状況

仏フラマトム社

カーター慰撫からレーガン蚊権

甥鞭原．＋力は拡大方向へ

価響

騰・

エスチノツ

@究
@瀧
@斉
@み

剳
2
ノノ

@建
@設
@ヰ、一

業

力

原

r

ーガン漸 政 権 を 待 つ ホ ワ イ ト
ウス

札幌（0鱈）72／−6604、書論（0222）62一刀8学名省屋（052）203−0574、大阪（06）344−539り、福岡（092）4質一5735

・

E985）G
鼈鼈黶c…

離箱サーベイメータ

ベイメ一纏

磯醜の定評あ

揩X85）（

Xb

@

ノノカナダ／諸子ノ3公艇

?５

､マトム璽

X8ア）（
閧X88）G

og
bX
T

X824、…㎝…（
…

c986）G
№盾

ハつス蚊………｝｝｝

鴛83）（

ll

65

@

弓978遺

ウLスチンプ
揮

呂

U／8

警耀総煮………㎜㎜而

開
ア劃1

楓

糞P

狸｝

595
……

｛

ﾉ〕㌧u
駕轟ゆ一一

79
敷ル

（2）

第1056号
㈱三種郵便物認可｝

新
産

子
B
昭和5ξ5年肇肇月2「7

◎

聞

産

力

原

y量醤慰慕鱗欝⁝

条件つき賛成が大勢

ために原 発 は 不 司 欠 ﹂ i 一 ︒

たてさせないゾ﹂﹁日水の発展の

﹁もうこれ以上二野湾に原幾は

省の行う安金欝燈のダブルチェッ

改姫にともない安金蚕出会は通麓

生原子力安金委鑓は﹁昨礁の行政

を代表してあいさつにたった御園

子力発霜開発の董要性を指摘した

けることはできないだろう﹂と原

ていかないかぎり社金の混乱をさ

赫エネルギー開発を強力に携撮し

迫が予想されているげんざい︑代

げてこれに対隠する右翼圃体︒

見は報告欝にとりまとめ︑惣門審

調したあと︑﹁ここでだされる悪

い﹂と公開ヒアリングの悪義を強

できることがわかった扁と報儀し

行ったが︑その結集︑安全が確保

る角度から安全性について検説を

油を節約できる︒野津ではあらゆ

嬰灘
る実議裳験を行っており蟹金性を

格納響器についても﹁モデルによ

少影響はあるものの広範際な影響

予測を行ったが︑取水口付近で多

間題については﹁いろいろな謝算

えた︒

はないものと響えられる﹂とこた

醗認した﹂と説明した︒

求た河瀬軍治氏︵掴洗県磯会議

貴︑60歳︶は﹁福拝県には九基

冾ﾉ第二回

講演会を開催
衆来政策フォーラム

二月ヤニ麟︵金︶午後二期から︑

未来政策フォーラムは来たる十

識︶が門万一の瑠故のさいの防災

さらに︑羅伊三男氏︵漁業︑50

もおきたことがない︒原子力は

の原発があるが︑人望窮故は一度
などにより原子力への不安がある

議場で︑第二園融綴金を開く︒

開発をすすめていくためには廃藁

にのぞんだ御園㌫原子力安全委員

藁一≡ 竺一一阿齢

一書言

一三響

気になってもらいたい︑と切に思
っている﹂とのべ︑こんこは反対

藻一三

三牌㎜一一

鼎二一﹁

派も公開ヒアリングに参冠するよ

二一一㎜㎜曽

う睡びかけた︒

鴨舶鼎一誓

所長・筋麟際原子力機関︵工AE

門エネルギーにおける岡瞭朗な競

A︶肇務筒終演の遡花秀践藩士︒

界弱毒罠に蚊毒する最も大遂な躍

象と協調縣と題して︑げんざい麗

て議演がおこなわれる︒

題︑エネルギー聞題の対応につい

会蟹三千開Q摂し込み︒聞い倉

せは圓フォーラム︵〇三⁝五八三

題の解淡が国家として最纒先すべ

棲めて大きいとし︑エネルギー閥

一一薫二六六︶まで︒

く・中長期的にも︑蕊油国の講政

おいて︑民間エネルギー関連投敷

き課題であることに置き・政府に

安に常に擬求されるばかりでな

簗によって緊冥冥を加える世界的

健進のための税制上の優遇措置の

講給の渦に翻究されかねないとい
う駆慰すべき壌態にあるとしてい
る︒一方︑このような惜勢の中で

ことを提論している︒そして︑石

創設と財政投融資金の確探を図る

むことが濁際的にも確認されたと

の簸鏡面課題として︑これに敗組

の〜閣の推進のため︑来年のエネ

開発・轟入の促進︑省エネルギー

など各種の石油代替エネルギーの

籍醸対策︑原子力・石炭・LNG

油の探鉱開発・備藻の増強などの

ころであり︑わが鰹はとりわけ︑

ルギー関逓予騨について大幅に拡

ては︑エネルギー聞題は各国共通

先般のべネチァ・サミットにおい

エネルギー海外依存慶および石油

発するよう訴えている︒

内外の厳しい経街社会情下下に

行した︒

困無度版門科学技術庁焦報﹂を専

科学技術庁はこのほど昭和万十

版年報まとまる

科技庁の54年度

依存度が主駿国中最も弼く他麟に

のためにあらゆる努力を尽くすべ

一一二一

きであるとし︑属本が国際社禽の

も増して︑エネルギーの安定確傑
るエネルギーの安定確保は︑わが

中で果すべき役翻と費任の遜行の

目下箸一一

講師は犠古麗大学プラズマ研究

東票・大手町の経団連ビル国際会

〜課するような翼知の結粂を敦袈 はやくその積極的開発をすすめる

いるが︑罰もこの支援肋藁を行っ

が防災計幽をつくることになって

対訳は﹂と闇いただしたのにたい

べきであり︑大いに離職だ扁との

し︑遜産省は﹁翼体鰐には蜜治休

基水附態肢をあきらかにしながら

火力よリクリーンであり︑一瓢も

二野にもとめたい﹂と碓設に賛成

ことは黙黙だが︑こうした不安を

する目違をあきらかにしたあと︑

物処分が高閣条件となる︒また︑

は︑まず﹁住民から綴広く慧毘を

公開ヒアリングのあと詑薪会見

ている﹂と説明した︒

るが︑これは従薬の炉とどこが違

敦賀二讐は八十ジ／秒もの海水を

きくことについては潤的をたっし

も︑﹁しかし︑こんご原子力発禁
﹁敦賀二響は改農PWHといわれ

うのか︑蜜金織はどうか﹂と通産

取水することになるが︑これによ

省の説明をもとめた︒

これに紺し︑通産織側は﹁これ

たと思う偏と印象を語ったあと︑

二重一 蔭︸＝一 三一篇

﹁外の人も内で認せるような堺睡

って灘無生物に影欝はないのかし

これに対して通巌雀側は﹁廃棄

と疑問をなげかけた︒

象での榔入日術から脱気するため

これによって大幅な安金性陶上︑

に改膿櫻確化をすすめてきたが︑

物については灘洋投藁について科

っている﹂とのべたあと︑その腰 技庁がげんざい説明鋼を派遡して

被曝低減化がはかられることにな

謡言

解決籠二

一蕊鵬一一 二一一篶

おり︑陸地処分も言行して蕎えて

亀＝

弘化の〜つのポイントとなってい

二一一一﹁ 一P鰻

いるしと説開したあと︑海水取水

一三誓

るプレストレストコンクリ⁝ト製
錬一一一

エネ問題

園経済社会の発展と麟愚生瀟の商

あると述べている︒

環であることを認識する必嚢が

上をはかるための必須の命題であ

国エネルギーの誤謬を占める石浩

ると撫摘し︑そして︑今繭︑わが
を謙とめ︑二十⁝欝︑渡辺灘相︑

郷蟻鉛予算拡充の提言
エネルギー総禽撫遊説鱗金︵委

また︑エネルギ1閥題の解決に

ものとなってきた︒科学技術庁で

が報告されている︒

類の発展に資する課題の研究成果

愚留

︑

難

曜

．癒

ります。

会場周辺では反対デモ

﹇翁ビアリン藁誼止喬ん
れる恵晃は住民の畏礁な態晃とし

クを行っているが︑ここでのべら
あと﹁こうしたなかで敦賀二弩が

会場と な っ た 節 残 文 化 セ ン タ ⁝

メンバー︑各箔町村に配布すると
た︒

の洪給については︑兜般のイラン

たすべき役割りはしだいに大きな

ある今躍︑科学技術がこれから果

がある偏と荊隠きしたあと︑﹁げ

ついて岡氏は﹁錦窯挫を確認する

の研究開発を進めるなど・科悌技

う一方︑原子力︑墨型︑海洋など

たやり方はとても科学的とはいえ

人和IH雛2ビル

﹁職賀原子力三一所二弩弓にかんする公開ヒアリング﹂がニナ贈︑反対派のデモうずまくなか福井
県敦翼甫の寵民文化センターで約七爾名が参加して開かれた︒会揚となった敦賀南には及対派︑右翼

など各醸体が麟贈から躍徴力iをのり入れ︑入りみだれて街頭縛動に移ったため︑一一険悪な二二に
つつ下れるという場面もあったが︑市民の短応は冷静で︑隔日七時楽には無薯にすべての田程を終

でジグザグデモをくりかえす地区

てこんこの響炎に反映していきた

周辺は無筆から螢成︑反対両派の

ともに︑安金密査への取り入れ状

・イラク武力紛象に鍛徴されるよ

あたり︑鶴間繊麗の昂揚を支識す
た︒

桜沢窟湧長宮ら政臆漁脳に提出し
総愈エネル

る政府の旛策に難織すべき分野は

穏長・中繊素平鎧水興業銀行槻談
役︶は繁懲政策論叢

を行った橋嵐義央氏︵石窟販売

うに縢饗石蘭供給地域の紋治約不

幸のどん隊の生瀟をよぎなくされ

うえで怠学な冷都島穫失蟹故につ

たが︑この五十四年度隼報はその

ず︑幌術的世界にとどまっている

襲

職

・評濾

7（営業）
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1睾再

了︑わが鷹三十四番駿の原発敦賀二讐機はその建設へ向け大きくステップをすすめることになった︒

労など反対派︒賞伝カーのスピー
運開すれば瞬間璽ハ＋万㎡趨の石

シュプレヒコールがとびかい敦賀

況についても報鑑したい﹂と安金

カーのボリュームをいっぱいにあ

公開ヒアリングは噴曖とした鞭あ

婁轟会としての姿勢をあきらかに

これにたいして︑まず三見陳述

ングもこんかいで四回鼠を数える

けとあっだ︒しかし︑公開ヒアリ

提謡は濠ず︑石油をはじめとす

る方法さえないのが実惜だ﹂と

はこれまで︑蒔代の趨勢に対すべ

題
うきびしい選別統制の下に行われ

んざいのところ︑この繭方とも十

く長期的視点に立って︑わが困の

るようになった︒こうした原発は

う論理はなりたたない﹂とげんざ

われているが︑これは炉心の発熱

いてはげんざいROSA1賑が術
行振興のための糖策を推進してき

もって発展するよう総命調整を行

科学技術が有機的にかつ整台性を

いの従業員被鰻許容線騒のあり方

このうち︑濠ず機械的安全性に

した︒

一基ものこらずつぶしたい﹂とい 分でない﹂との芝蝦をあきらかに

し︑げんざいの放出蟹理のあり方
を非難しだあと︑﹁いろい

ているのが実態だ﹂とその
開性

かりをぶつけ︑蘭秘導出爽氏︵阪

を批判した︒

葬公

蛋¶ニニ雲霧：朧蚤＝二胃冒纂⁝窯璽墜＝＝聾≡コ冒覧灘﹇：匹整覧1二＝幣匪コ⁝＝璽：髄：蚤︻＝＝猛葺曽阿﹁三重＝噂＝冨︸幽＝＝璽＝＝一暫覧毒一層二一匪幽＝二﹁乳お冊髄≡聾＝¶＝覧⁝需︷墨幽：薫﹁乳溝︸二冨嘗

榮︑50歳︶は﹁羨浜一号の薯故 ギー政策の一構の推進について
鱒三f﹁＝＝垂下卿＝需茎＝＝

した︒

発二慰機の安全審査を行った題薩

つづいて︑昨鐘嵩月から敦賀原

とあってか大きな混乱にはいたら

雀の兜玉勝匿資源エネルギー庁長

しい製出の灘を守ろう扁11︒

ず︑姦瀦蕎も係瞬のチェックをう
けてつぎつぎに入覇︑午餉九時定

圏の公開ヒアリングに鮒抗して

また︑防災計魎について岡氏は

大︶も門入聞が労働嶺だからとい

﹁園のペテンには煮るな﹂門美

刻盤り会議にはいった◎
竃蜜腸霧議富は﹁石麗麗給のひつ

ろの愈晃の人が参加できてこそ

﹁げんざいの防災計醐ではその塘

ていない︒湾染されたらその地域

に疑間をなげかけた◎

国の140FT計画でさえ呼出力添内容は︑原子力の開発利用とそ

がひらかれ槌

﹂︑黙使用

四

から耐放射線用TVカメラシステムまで

叢

公關ヒ ア リ ン グ で ま ず ︑ 説 催 蕎

原発反対禰井興践会議は二十臓午

公開の名にあたいする︒い衷の制

から逃げだせないように憔民を隔

諸施策を濠とめたもの︒

ってよけいに被曝してもいいとい

後一晴から敦蟹謂勤労禰祉センタ

域から避難することは心えられ

離し︑収容所にしてしまおうとい

﹁住民公開ヒアリング一の正嶺姓

度は葉書的︑ギマン的だ漏とし︑

ング﹂を掻いた︒

このあと禽場から︑原発の放射

を電黙露で模擬するにすぎず︑※
は敦賀帯労働福祉

に︑無二開発の推進︑海洋闘発の

万KW程慶︒これではミユチュア の溶出対策の強化拡充を頭点的

また︑これにさきだつ十九臼に

含声などとなっており︑今後の人

を強調した︒

うのが欝金委員禽のねらいだ偏と

のおもちゃにすぎず︑大型炉の模

はガン発生懇暫

会館で講演会瞥ス

擬はできない﹂と述べ︑﹁こうし
て

團原子力涯業懇談禽﹂の灘那中︑

海水漏れ

放射能漏れを二醒おこしている﹂

は﹁・

東海村へ搬入している﹂は﹁

済み燃料は︑これ窪で鶯十六体を

7選一ト・夢ヤパン撫競盤雛

gGene淵1尼1ectr裏。

rし

Rlver

。】三茎k

これ謹での公開ヒアリングでも
各県地区労などは兜沼に前後して

能影響闇題について﹁敦賀布内で

が確実に増えて

思量の原点に立っ

リーマイル島原発

反対派も独自沈ア殉開催
いるといわれて

沼勧氏︵京都精蕪大︶が約翼五十

TM一事故で講演会も
難燃の晃解を披鑑︒これに対し禽

といわざるをえない﹂と批判し

いる﹂﹁大飯原

ふく階にかぎって巽奨がする漏

名の謬加暫を濠えに︑原子力発電

た︒

発の方から風が

場からも﹁さいきん迦路に遮断機

問題について独自の脅え方をあ潅

▽訂正・一〇旗四轡一顧︑黙82

一との慧麗がだされたのに服し・

がふえており︑これも隔離をね

なお︑﹁入﹂の闇懸についても

助露者の指川定夫氏︵誤植大︶は

らかにした︒

岡氏はこのなかで﹁原発が安全

程度でしかないのに﹃安物は爽証

といわれる らったものにちがいない﹂﹁逃げ

であるかどうかは︑ひとつは機械

されている﹄とする人々が原子力

﹁放呂繋馬は五︑ザレ

ようとしても病人や老人は動けな

として安金であるかどうかという

を撹乱している﹂とし﹁こうした

びして訂類します︒

十二体：﹂の闇避いです︒お認

少職の

が︑これがまずインチキだ﹂と述

い一一1などの悪晃が据ついだ︒

こと︑第二に原子力発霞をやって

穏険だ﹂と述べた︒

入に原子力をまかせておくことは

門藥水﹂は﹁純水﹂︑門もう一つは

べたあと門これは敷地境界での放

つづいて凹太原子力発電敦賀一

いる人がちゃんとしているかどう

コンデンサーチューブ︒

射牲希ガスのガンマ線被曝線環だ

号機の下請工署で被曝したとして

かという繭闘から考えてみる必婆

﹁安金研究がこうしたオソマツな

けにすぎない︒しかし︑実際の被

にたち﹁この禦故により一家は不

裁判中の岩佐獄簿宰氏が特別報告

Q

いが︑これについては危険性を謝

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

12

曝では体内被曝の方が影響は大き
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聞

︷

鏡象および他の巽受難象と岡時に

悪に越こるとは考えられない轟然

係な複数個所での火災発生や︑乱

が︑岡一発臨所内での岡時に無記

災の発坐を想定するものではある

三指の対策を施しても︑なお︑火

火災沓冠防止︑火災の早期検知︒

のである︒

際に︑考卜すべき禦項を示したも

する墜本的な設計方劃を審蕪する

せて︑原子炉施設の安金性を確保

火災の影響の軽減の三方策を繕命

症︑火災検知および消化ならびに

火災防護の見地から︑火災発生防

木編餅は︑原子頬施設において

︿指針全般﹀

おいて確認される必要がある︒

については詳細設計以降の段階に

影響でないものもあるが︑それら

れているか濁かを確認することが

冠説の段階においてそれが満足さ

なお︑嚢求潔項の中には︑鑓三

掲げる︒

られるので︑解説を以下のとおり

らかにしておく必要があると響え

鉛を満足するための要求影野を明

運隅上の露盤郭頂︑解釈衷たは指

本指針を避潴するに嶺たって︑

黙黙雛

点から︑火災防護に閲して考醸すべき禦項をとりまとめたもので︑用語の定浅︑蟹査指到およ

長薯蓄以下睾の諺文舜すゑ

跨 ぜ

⁝

︵重︶消火葭・炎

い設謝であること︒

および機器の安全鰻能を災わな⁝

講録襲籔雛鱗

︵二⁝二︶消火裟興は︑その㎜

火奏る馨であること・︷

p 墨一邸ご需一−霊一 ﹁霊一﹁一一一一一−一5一一一一卵一一一︸一︸−一一一一一ド一一累一甲一騨−累一一胴一5一一硝一一﹁一 一一一一一一一一一一f

贈一

︐

火災により陳子煩施設の寝全

開性が撮われることを防止するた

と岡晴に有懲に越こると考えら⁝

⁝

A薩銑離繍腿

︵三︶火災の影響の軽裁

胴

罷雀議霧ること画

㎜せた設計でなければならない︒

︵一一じ原子炉施設の没請

二一︶火糞壷
⁝
脚にあたり︑その運転詩はもとよ

は︑その箪要度に癒じ︑離接区⁝

⁝

対しても︑この火災により凍子⁝

か範舞雑納潔

ていること︒

一一一儲継

懇礫鹸齢縫罐

ない設謝であろこと︒

⁝響の軽蔵の一．秀策を題切に組合 れる噸然囎象によっても︑その⁝

礫鞘編朧姓蘇

産
剛ていること︒

暴を使用する設計であ︒︒︒

⁝司能な隈り不燃性家たは離轡性

力 町鞄纏酷腰蟹

原
⁝︵丁三︶攣裾設内の構
舗籔熱翻憲

瀦鋸潮岬鞠醗響
は︑その安全系に単一鍍障を履㎜

誕絵悪矯温傾止で一

⁝鑑ずることがないよう防護した
五爵であること︒

低編防症に必襲な系統は︑原㎜

胴慾納恕血糊醤

L

機能を失わない設詩であるこ⁝

と︒

無開係な火災が発生することは仮

る火災の態様は存在する司燃性材

定しなくてもよい︒濠た︑想定す

▽隔壁火災の波及を防出す⁝

料︑発火源の糧嫡および性質を弩
慮するものとする︒

発

・

災

止

指針雀

火

防

︵指導︸⁝二︶撰釧一一一

を渦

足するための設説上の吸求事項は

①二更または貯蔵している物質

次のとおりである︒

二次的悪影響の町能牲を蛭川し

篤を意味する︒

機器に適切な耐食設副を待うこと

指針2

火災検知お

よび消火

耐滴火用水供給

い︒

羅の消火用水を供

系は︑必要とする

給できるように設
訓しなければなら
ない︒岡供給系の

また︑消火ポンプ系は多索性を

の正射をはかるために攣期に瞥報

る場舎には︑系の作動時に立入者

確率が有毒である地震等の独立嘆

﹁その性能が著しく一霞され

象をいう︒

る一とは︑想定火災に対処する消

火能力が獲失することをいう︒

出力運転中の原子炉に亀卜が及

定﹂とは︑想定される火災により

に変翼がない安全系の機器の単一

要求するものであって︑作動状態

勤的滋一故障を仮定することを

作動が要求される安全系の機器に

饗な系統および機露がその機能を

︵指針三1二︶門想定される火 慮して︑論温陣止状態の逮成に必

される火災の原子炉への影響を考

集たすことができることをいう︒

い︒

明らかにされれば消火装躍の効果

火︑熟︑または煙が安金上麗露な

災﹂とは︑魚探炉施設の精励の二

る

す

の司蝿姓および火災により坐ずる

て︑不燃性材縛および難燃性材繕

中配籔をサービス
水系または水道水

︵指釧二i一︶﹁悪影響を限定
し﹂とは︑想辻火災の影蟹の範囲

系の薦籍と共粥す

の選択と飽絹を行わなければなら

の拡大を防耀し︑指導三⊥一の要

ない︒

②蜜義士霜被な構染物︑系統お

系の隔膜麗の低下

る場合は︑覇詳知

をきたさないよう

求が満爆されるとともに︑放射主

ることをいう︒

物覧の制御されない放出を防止す

よび機器を設溶している区域のう

ない場︑所で︑かつ遠隔消火袋躍が

ち︑手動消火のための擾近ができ

もたせ︑かつ︑故計時の欝蝦を制

を発生させなければならない︒

ならない︒

配慮されなければ

特に水素に閲宿した設備には次

﹁終期消火を行える設詐﹂と

①火災検出装着は︑各火災区域

御籔で示さなければならない︒

⑩水スプリンクラ系およびガス

は︑次の糞取を考慮した設計を慧

③火災賦域内で油のような珂燃

における火災の影響および性残な

さらに︑消火ポンプ系は︑常用

スプリンクラ系を採覆する場合に

行わないよう設計上の配慮をしな

ない黙念には指導性材料の簗積を

のような箏項を漁記することが必

①水素の倶給設備については︑

要である︒

機器を内蔵する火災区城外の庇護
雑材料を使翻する場会には︑火災

らびに放射線︑温度︑湿度︑空気

電源が喪失した場合でも機熊を失

味する︒

された場所で︑かつ︑よく換気さ

区域内貯識騒は運転上の要求にみ

流鴬の環境条件を考慮したもので

ければならない︒

れた場所に設けなければならな

あう澱低轍とし︑多殖の司轡性材

安余上溝婆な構築物︑系続および

い︒

よび機器がその散布により資金機

は︑安盒上津覆な構築物︑系統お
なければならない︒

なければならない︒また︑汚染の

能を諒しく阻密されないようにし

⑦消火栓はすべての火災滋滅の

築物︑系統および機器を内蔵する

料の供給設錨は︑安置ユ磁襲な構

消火慈動に対処できるよう配謂し

ってはならない︒

憲た︑水素を使用する機器︑系

喪失した場倉でも機能を失っては

②火災検掛装躍は︑常用霜源が

統では水素の澤力︑純度鱗を監視

火災区城外に設けなければならな

司能性のある水のプラント外への

し︑安全圏の対策が謬論されなけ

⑧電気ケーブルが欝難し︑か

なければならない︒

③火災検出装認は僚則として制

ならない︒

また︑防火対策や乾式または不

︵指針一丁三︶門火災と岡時に

流出を防止しなければならない︒

い︒

つ︑入が容易に接近できない区域

②放射線勢解に俸う水素により

御蜜讐で適切に藍視できるように

ればならない︒

燃性縮の要用等を考慮しなければ

きる場愈には︑ガススプリンクラ

ススプリンクラ系の効栗が期待で

ただし︑密閉された区城で︑ガ

穫憩に趨こると考えられる懲然事

火災発生の危険性がある場命に

スプリンクラ︑換気設備および防

水スプリンクラ系を用いなければ

に消火群婚を設置する場台には︑

火ダンパ等を制㈱︑作動させねば

④火災検編袋礫は︑必慶に応じ

なっていなければならない︒

の自然事象により火災を生ずるこ

﹁落雷・地震等

とがないよう防護した設計﹂と

︵獺鉛一⁝三︶

よって火災防護の観点から対策が

ならない︒

象扁とは︑火災と緩解に発律する

ならない︒

なされなければならない︒バッテ

は︑蜜全上鋲要な構築物︑系統お

⑤騰火朋水供給讐の水源は儒頼

換気︑あるいは他の遜切な方法に

リ⁝整で発生する水素について

よび機器を内蔵した建家または区

ならない︒

は︑鍔絡禽器の傍用瀬たは適切な

は︑水村の蕎積を防止するために

⑨ガススプリンクラ系を採翔す

系を用いてよい︒

災︑または︑眠気機器および纏気

性のあるものであり︑かつ十分野

災の延焼から防護するために適切

ケーブルの口気火災等をいう︒

容量をもつものでなければならな

の組倉せを利用する火災区域で

⑦遡気ケーブルや引火性液体の

な方法を用いなければならない︒

威には︑野鶴設備を設けること︑

は︑これらの効架を評棄しなけれ

蜜面上亟要な構築物︑系統および

域内の延焼防止を行うことによ

ばならない︒この評纐は︑火災区

常運転員が駐在する区域では火災

密集区域および制御整のような逓

つ︑幅出状態を維持する必要が燦

び︑原子炉を速やかに陣止し︑か

榔類︑蟹および配躍を篭卜して妥

によって発生する煙を処理できる

城の中および周辺の罵燃性材料の

嶺と認められる蕃強姦たは火災薯

ような聖女をしなければならな

満足しなければならない︒ただ
し︑制御塞以外では司歯型消火器

故・実験に棊つく適切なデータを

っては︑消火装躍の単一故蹄を仮 趨こる火災に関熱した爆発の潜在

⑤上詔③および④の評議に嶺た

なければならない︒

的可能性は実行司能な限り撲除し

じた場禽︑筒配員北のため新たに

の効漿を期待してはならない︒

い︒

定するとともに熱︑煙︑取繕流体

③火災の影羅を軽減するために

蘭いて行わなければならない︒

減し︑捲針一詳一二に述べた嚢求を

門その安全系に単一故陳を仮
よび機盟に対する火災の影響を軽

り・安金上雅要な構嵩物︑系統お

い︒

◆

換気設備慶設けなければならな

指針3

火災 の影

響の軽減
︵掴針鼠一一︶門その距嬰慶﹂
とは︑原子炉の簿癒および除熟の

観点からの安全上の麗嚢度をい

は︑火災区城の巾または周辺の司

耐火壁のみを期待する火災区域で

等の影響や断線︑爆発等の二次効

⑧火災区域内またはその近磨で

燃牲材料の翻漿および羅から算定

﹁火災の影響の軽減対策﹂と

した火災禰璽に墜ついて必要な耐

う︒

謝を三味する︒

は︑次のような麟項を弩醜した設

あるポンプの機能喪失は仮窺しな

のではない︒例えば・作動状態に
生した火災による熱︑煙により必

故塁を仮簸することを要求するも

果を十分響低しなければならな
①安金上報頑な欄簗物︑系統お

なお︑これらの評価に用いた条

くてもよい︒

⑨原子炉施設近辺には可燃性秘
火壁能力を決定しなければならな

い︒

この場舎にも原則として消火装

饗な安全機能が損われることのな

蔵の羅を少くし︑また︑外部で発
い︒

の影響を受けるおそれのある駈で

件は︑康子炉施設の運転管理にあ

いよう設謝をしなければならな

よび機羅を含む区域のうち︑火災

腰を設けることが好写しい︒消火

たって遊守される必要がある︒

②各火災区域について︑③に述

を見込んでの難燃性ケーブルおよ

構築物︑系統および機器の存在す

門縄温檸止できる﹂とは︑想定

は︑適切な区嫡により火災区城を

装國を設ける場禽には︑実験陶に

べるように耐火壁によって隣接区

び延焼防止閉を塗布したケーブル
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火壁︑購壁︑間隔および消火装躍

希望者は英和履歴書を送付するかTELして下さい。
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︿周語の定義﹀
耐火壁︑隔壁︑
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､火災露域

湘間壁まだは︑それらの掘み含せ

朗発継鷺をその空間の火災荷距⁝

⁝

持されている司燃性糧料の潜在⁝

という・

消火器異︑消火⁝
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高純度化学薬品・工業薬品

職 種・炉心解析法ンジニア一
難 格・原子力工学又は関連学部卒以
上の学歴を有し、核設計、解析
における電算機使用経験者で
英語堪能な方。
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原子力の躍進に質献

G．E．原子力事業部日本支社では
下記の人材を求めています。
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