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設計︑施■管理に問題

る︒

そして︑逓産省階身の安全饗

も︑今圓の翼故に︑少なからぬ影

査︑安金醤理行政などの不十分さ

理専門官制度︑安全審査・検蚕の

響を与えたことをふ京え︑運転管

拡勲など︑原子力安全行政全般に

の結論をいそぎ︑こんこの行蚊に

わたり選討を加えるとともに︑そ

なお︑今回︑一般授水路からは

反映させたい膨ちえ︒
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﹁源子力欝欝の設計︒蟹理﹂篠田

CRAyY凋⑳主認憶容量奄拡張

三原瞬発億蟹理部︑﹁原子力二瀬

﹁原子力発箆の品質菰野﹂森山照

の安全性﹂近膜隔日東大助教授︑

費（03）665・9711（ダイヤルイン粟内）

⊃

原産︑受講生を募集

業政策﹂資源エネルギー庁原子力

究顯問︑﹁原子力規制・体繭︒慶

﹁保健物理﹂勇上武一郎電巾研研

三菱量工原子力晶聡保証統播蜜︑

﹁原子炉理論王且﹂原沢進立教

講義名と講師は以下のとおり︒

大教授︑﹁放射線計測﹂阪認識康

田本原重力産業会戯は︑五月二
十五鐵︵月︶〜二十九臼︵金︶︑

東海大助教授︑﹁ウラン濃編﹂山

薩第課︑﹁口際原子力動向扁科技
の二期にわたる＋日脚︑﹁第二十

六月十五田︵月︶〜十九臼︵金︶

庁原子力局調査国際協力凝︒

滲猟籔は原蕉蜜鍛で︑講義のみ

木文雄動燃ウラン凝縮開発本部︑

四千円︵講浅テキスト︑配布漬

九万一千円︑講義・兇学とも十万

﹁原子

定員四十私で︑締切りは五月十

交逝蜜は台まず︶

料︑昼食代︑兇学宿お費を念む︒

守凍大教媛︑﹁核獣料﹂

﹁熱工学﹂﹁原子炉の設ぶ﹂秋出

五醐原子鋤力講湖風﹂を東京・大
手町の原薩金議窯でひらく︒

今回のカリキュラムは︑原子力

﹁放射線漉蔽﹂申柑尚司乗大助敦

炉材料﹂鈴木弘茂東工大教授︑

子炉研修所︑﹁原子力発惣の桿済

授︑﹁原子炉制郷﹂小川繁原研原

ついて︸ての基礎から実務濠で︑必

発電を中心に︑脹子力工学金般に

うに編記している︒

で︒

八臼︒詳細問担わせは︑奨三二謙

直読原研賢愚線汚染処理第一課︑

︵臼経連蕪蜂・三菱鉱業セメント

▽噸一等旭田大綬駆 大槻文平

﹁放尉性廃艦物の処理・処分﹂江

性﹂鈴木利治エネ研塞任研究員︑

要な知識を系統的に摺揮できるよ

まだ︑最終欝の六月十九田には

境への影響について︑﹁遊産総の

東京豪気︒福島第一と第一一原子力
発蹴所を見単する予簸︒

申閥穣告およびこれまでの環境放

苧釜03東京都中央区爾塞橋本町3−2小二四館ビル
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行政の見直しも指摘
瓶κ欝．資源エネルギー庁は四月三十日︑一般排水路に放射性物娠か漏洩︑社会的に大きな影響を与えた臼木原子力発電収賀発電

出てはいけない放尉性廃頭物が襖

四月二十ロ付で︑原子力発電湧を

出されたのを軍服した通薩閥は︑

もつ七竃撃壌勝義に対し︑一般排
ている︒

今回︑逓艦省がとり蕊とめた中

のおそれについて点検を行うよう

︵元日本瓦萎黄︶︑出離仁八郎

盆長︶▽勲一等瑞蜜駿河下妻晴

水路への放射性物蜜の混入︑漏浅

射能調姦結果を拶零すると︑末輩

原子力発難所建麗の設計

所舞故の申閥帳告をとり京とめ︑厨日夕︑原釜力安金委員会に報告しだ︒中聞蝦告は︑今珂の漏洩費故を﹁廃．渠物処理唄建扁の設韻
．施工鷺理上の開講に虻たる腺因があり︑これに運帳讐理幽ヒの人為的ミスが加わって発黙したもの偏と分析︑通語省としては︑こ

る表示︑警報装罎などの繰作︑管

タンク窯のサンプボンプにかかわ

間報街は︑一般撹水紋への放射性
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核融禽研究開発

で指轟︑概査を行っていく方貫︒虫な︑行瀬サイドから

まず︑その設計︒構造上の問題
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所︑フィルタースラッジタンク籔
点として︑①洗濾廃敵ろ過施設建

に指示︑二十七欝付でそれに対す

︵経園漣型食︶︑口詩忠次郎

への影響はなかったものと養え

の漏洩放射性物鐵による周辺公衆

井空舟︵三洋竃機社鏡︶

︵光三菱商寒食︶▽勲二等旭撒

柴課率礁︵塾友財界会長︶▽量子

環光漁

いて︑﹁まず第一霧的には︑磐業

挫長︶︑翅翼忠雄︵猛爆国力副社

鵯瑞蜜蟻

炉謄俊夫︵闇西晦力劇

である﹂とし︑門規制行政庁と事

携が蔭ら魔伍をもってあたるべき

さらに︑原子力の賢全確僚につ

る﹂と判断した︒

こつだ軽水舶熱器の論却材漏れ︑

薪廃棄物蕉屡の讃縮タンクからの

物質の漏洩のみで︑それ以前に越

廃護漏れについては︑今月中にも

る回答を得だが︑原電蝋纈発電駈

る例はなく︑まだ一般耕水路に

黒物処理弛設の下に押設されてい

とり濠とめる方針︒

のように︑一般掛水踏が放財性暁

は︑何ら異窩がないことを確聾し
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科技庁科単讐議冨︶▽慰二等踊蜜

江文古︵元

▽勲

畏︶︑嚥木俊三︵発新鋼鉄乱丁錠︶

つことが必要﹂と指摘︒原砲に対

二等旭欝中緩章

ながらも︑たがいに信傾関係を保

業蕎とがそれぞれの立場を保持し

して︑﹁今園︑この関係が灘され

社長︶氏らがそれぞれ受章した︒

灘

筏藤織熱︵光冨上鍛機製告副

るような箏態が発生したことは誠

人事発令

一臼付︑科学技術庁

康子難局動力蛸開発課長︵撫子

力欝金局原子力安全課原子力鎗金

局原子力安瀬課原子力鍛金調査薩

調査籔長︶堀内純央︑康子力安全

長︵同局核燃料境制課長︶佐竹宏

︵瑠産省資源エネルギー庁公益繋

文︑原︸懲懲欝金局核燃料規制課長

︵醸子

業部原子力発電安全審疎課統播安

辞職︵四昼二十田付︶

全冨査官︶奥井楽信

難局動力炉開発課長︶糠田嚢︷

②非線形解析や3次元解析も容易に処理

ん幣．﹂︑︸磯温水路の閉鎖︑像安管避体制の強化など︑原電側に厳しい姿
も︑今同の孜訓をふ求え︑抜目的亮直しをはかる纐策も鯖明にうちだしている︒

と薫製廃液ろ過装緯窒との床面整

報岱は濠ず︑幡羅枕物質が蒲議
した漂囚について︑逓蕉省が四月

瓶が十分に行われなかったこと②

屋増設時︑同建歴とフィルタース

黒潮物処理賑建歴制御盤のパトロ

合部︶を通って︑地下の一般挑水
ラッジ貯蔵タンク峯とが通じるよ

ールを怠るなど︑運転員の職勝遂

二十三溝から二十翅臼にかけて行

つな漏漉実際誤読の結果をふま 路に討入したことを解閉した︒
うな狸込鴛路を設けたこと︑同難

故発見後︑発竃課長への報督が遅

行に手濤ちがあっだこと③本作郷

そして︑放毒性物質の漏洩原

ンクリート床郡塑込部に施工不良

澱内のモーター臆源用確線管とコ

え︑ろ過雄置縫のコンクリ⁝ト床

彼瞭状況などをあきらかにしにあ

れるなど︑発徳所内の態絡︑題覆

因︑オーバーフローの事実開係︑

があり︑漏洩防止が不十分であっ

体制に不十分な点があっだこと⁝

にある陣間︵フィルタースラッシ

と︑今回の拝故薦聾で精明した問

たことなど︑設計・施工鍔理に不良

貯蔵タンク窯に画するコンクリー
ト確に設けてある確謀管四本に訟
題点として①設雌︒構造上の不備

その上にたって︑こんこの対策

iを指摘している︒

って︑床爾にある侭径二︑勢ていど

②運転管理上の悶臆点llをあげ な点があったこと② 般排水路が
廃飛物処理旧為書の地下を通過・

として逓κ俗は︑原電側に対し︑

て︑約二時間にわたって︑その詞

に遺憾であり︑及雀を強く求め

る﹂と述べ︑瀬醗雀に対しては︑

﹁本件を顧みて︑万全の対策を検

吹田委員長は濠だ︑偶人附印璽

誘するよう望む﹂としている︒

として︑﹁原田力の笈全性を確保

するためには︑すぐれて入間附な

企業と︑すぐれて機械的な行政庁

の︑ミクロとマクロのインターフ

ェイスが大切との剛僚を持った︒

桐互に鷹張関係をたもちながらも

偏顧関係がないとだめQそのイン

タ⁝フェイスがどこでくずれたの

か調べたい臨と語ったQ

喩

その他

④ターン・アラウンド・タイムの短縮

部に提さ
ている︒

埋設され︑かつ一般排水賂の開口

放射性騰飛物処理旧建歴下の一般
原子力蟹金堂員会︵吹田徳雄憂

る旨︑原チ力繋金湊Q会に諮聞し ーする前に鳴る警蝦が︑なぜ中央

大槻氏︑伊藤氏

原子炉安全解析
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メモリ拡彊による4っのメリット

の小回三か欧︑側講の
か

部が賑姥屋内にあっだこと③廃菱

折水路の聖蹟描綴を指示︑また保

吹田翠蔓藁は盆議後の詑沓鼠見

査騒騒の中間蝦告を受けた︒

た︒

②洗浄弁の開閉を示すランプが故

原子頬配管の設計

①コスト・パフォーマンスの改善

銘欝勧﹁独自に確謬を表明
物処理設備の蝶鮫瞭︵検知︑警報

で︑通産省から︑賦木尿子力士霞

員長︶は四月三卜口の尼例会譲

攻賀発擾擾で起きた一般貫水路へ

で︑﹁強腰省の調査で︑原型およ

に得うよう指導するとともに︑そ

の放射性物質漏洩の原閃につい

安篠理体舗の扱本縄兇直しを早急

の諮果の帳ぴ口を求め︑必黎に応じ

ーーをあけている︒

旗た︑運転管理上の紅裏点とし

厳蕉な監査を行っていくとしてい

装罎︶の一部に不備があっだこと

ては︑①フィルタースラッジ貯蔵

の疑全購資で︑安全蚕員が現地視

た︒原国力発竃所の蝦蟹について

員を派遣する﹂ことを醗らかにし

を受けるため︑﹁ちかく︑蟹念歪

に現場で轍摩省から異体附な説明

判断する﹂と述べたものの︑さら

び経路はおおむね閥明したものと
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冾ﾔりに運転再開
鵬礒駅動燃再処理工場

簸するのはこれが初めて︒

に︑二月四口にはプルトニウム檎

問委員会では︑①オーバーフロ

液の酸増収工程への撮入︑六臼の

憂していたことを確認していなが

⑳高峯力開発

セ2チュリリサーチt記三士

スーパーコンピュータGRAY−1の主記憶容麗：を、5月

より1メガ語に倍憎。原子力開発や宇宙開発、構造解

〒541大販市東区北久大郎町468俳藤忠ヒル

犬賑営禦所

より愚逮に、より経済的に処理します』憐報処理の未来

原子炉炉心解析

析、流体解析等の分野における高度で大規模な計算も、
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核燃糾輸送容器の解析

を有効にご利用ください。

CRG嬢合システム

をひらく

」

③ベクトル機能の有効な和用

叢

工賓および改蕾措躍を双当とす
動燃為業剛の東海偽処押℃場は

はダブルチェックを開始︑今月一

らが晴れて受章

野の叙勲

〈詳細ホ3面に掲載〉

九十臼ぶりに塞格運松へlI︒ 動不良を超こしだのをきっかけ

七日午後︑使用折み燃料樺を小片

酸混入トラブルが発生しだため︑

酸回収檎留塔の蒸気ラインへの硝

思れたのか③オーバーフロー後の

五＋六隼容の勲草受蛮者が︑天

墜誕生濤の四月二＋竪臼付で発表

そのうち︑原子力関係茜では︑

された︒

70．o〔％〕

制猛撃に遮験していなかったのか
に切り落とすせん断を開始︑一一月

ら︑なぜ二睡園の操作で弁をしめ
このため︑動燃喉蒸剛は︑二瞬

除染作業はどのように行われたか

りしていないところを現地で確調

一など︑通澱雀の報告ではっき

罰湊員盆は求た︑地元住民鋤環

したい意同だ︒

660〔％）

〃設備利用‡

これを受け︑順子力滅金委農会
六感のトラブルいらい︑九十目ぶ

襲︑翼嶺なものと判断した︒
日余ら総点検にはいっていた︒

二月六曜から運転をストップ︑九
りに木格運娠にはいった︒

同声処理理工場は︑咋館十二月

そのこ︑寓故の原園があきらか

から三交替による聖餐運転にはい

二十五田︑科学技術庁の飽用前検

これからのスケジュールとして

っていだ︒

は︑六月峯訊でに約二十ナの飽用

となり︑対策がすすんだため︑科

澄み燃糾を処理する予澄︒

学技術庁は四月二十二臼から二十
四田濠での三か田間立入検査を笑

爆還転にはいった︒

髄︑二十八田付で︑事業圃の捕修

査に禽格︑今隼一月十七臼かり水

だが︑六田擾の二士二日には︑

干均難問稼勤享

一禰

溶解贈送夜鷹ジェットポンプが作
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額拙力
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原子炉数

六十五︑いていどのクラシック

七日からせん断作築を闘嘉した鋤燃︒毛玉再処理工場

4月の運転速報
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浅した臓の推定にあたって︑洗濯

放射性廃液が︑一般釧水路に漏
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るとし︑かつ贋檎聴取の内旨を調

シ弱戴タンク窒と洗認廃液ろ過装
置盛の間にある疑を償通する颯込
提とすれば︑幽幽実副畝験結果か
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フィルタースラソジ貯蔵タンクのオーバーフロー水は、次のような経過をたどって、一般携水
路に覇洩した・①洗浄系弁の閉め忘れによる洗浄水の流入一ン②貯蔵タンクDのオーバーフロー一
一ン③ドレンタンクAのオーバーフロー→④ドレンタンクBのオーバーフ筒一→⑤無冠タンク窯
サンプポンプ趨動一》⑥サンプオーバーフロー→⑦洗腿廃液ろ過施殴鍵へ流入→⑧放射牲廃献物
処理建麗内床へ流出→⑨一部は洗麗廃液ろ過施設霊床隙間より一般排水路へ寝入。
屋の地下を通過して埋設され︑か

②一般排水路が廃棄物処理二二
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フィルタースラッジ野蔵タンク繁
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当罎の放嚇聾廃液がオーバーフロ
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起動を示す謀示灯がつくことにな
17・ 罰 頃 運 転 員 A ︑ B は 旧 建 蟹 ・ 4 0 頃 B 班 趣 転 員 A は ︑ 五
屋内制郷盤で︑胸五分間の涜浄実
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ている︶︒

︵砺浄系弁墾AOl誠二七五魏し︶︒

示︑警報装隙などの増作︑管理が

班運転員Fから﹁累臨なし﹂と聞 ク罎のサンプポンプにかかわる表

十分に行われながったこと︒
②廃熱物処理唱建歴制帽盤のパ
トロールを怠るなど︑運転員の職

⑨本件の壌故発見後︑発亀課長

務逐行に年落ちがあったこと︒

への面傷が遅れるなど︑発駕所内

鵠・00頃A班運転員1は︑パ
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REしAP4、R∈LAP5のこ使照はもちろん、モデル化、データ｛乍成、奮†算、
評価、報告欝の作成にいたるまで、問題をお持ちのた、コンピューターの処
理能力でお困りの方は下記営業部までお知らせ下さい。
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漏洩発見までのタイムシークエンス
つ︑一般耕水路の開目部が旧建区
には︑ツンプ水鯵醐高により︑そ
旛優︑移送ポンプを軸止し︑洗浄 視のもとに︑旧建屋内制郷盤で移
系弁睡AO−4二七五瞳を閉めて送ポンプを停比し︑B班運転員 れを知らせる表示灯がつくととも 内にあったこと︒
A︑Cは直引継のため申央制鱗撮 に︑警報が鴎つたものと考えられ
現場を離れた︒
③尾葉物処理没備の計綾類の一
るが︑磁引瓢のため︑凹凹屋内制
︵同︶︒
▽3月7g︵土︶
20・ 2 0 頃 B 班 運 献 員 A は ︑
作運
簗に戻った︒このとき︑薩讃系
部に不備があったこと︵洗浄水の
鷲時50分頃 B凱運転員へは︑ 鐸︒25頃 移送後︑移送ライン 転員Cの猛視のもとに︑旧建屋内 弁翻AO−4二七五睡准﹁閏﹂に郷櫨には誰もいなかった︶︒
8・40 C斑からA班に筒引開
継閉を検撮するリミットスイッチ
運転員Bの麗視のもとに︑氾腹肘 を洗浄するため︑B班玉転員A︑ 勤彿搬で︑刃ージタンクから貯蔵 することを忘れた︒

この騎職では︑リミットスイッチ

作動することを確灘した︒なお︑

を発見︒

⑧二相流モテ1しの取汲い

オーバーフロー

︵三塔八田の斑棄物処蝉設備逸転 の故障︑中央腿郁繁へつながる誓
Bは︑旧建屋内制郷戸で洗浄開始 タンク﹁D﹂に︑二圓闘の移送を
︵事將聴徽によると︑このとき
性廃饗物建屋内鰯御盤で︑フィル
の豫作災施︒
タースラッジレージタンクからフ
開始︒移送により︑ジ！ジタンク B班運転員A︑Cは︑泥湧系弁の口議には︑C研逓転澱Gは︑貯蔵 設備の故障など﹀︒
報
ィルタースラッジ貯蔵タンク﹁D扁
︵萬旗系弁莫AO−4二七薫馨レベルは四六％︵移送前︶から三 菰示灯が︑﹁閉扁を示す﹁線扁で タンク﹁D扁の水位レベルを確認
▽運転管理上の問題点
を﹁謝漏にし︑サージタンク出口 七％︵移送後︶へ︒貯蔵タンク あったため︑鉦際﹁閉講雪曇にあ するのを忘れたが︑m建屋内鋼卿
に移込開始の採竹失施Q
①フィルタースラッジ賠歳タン
このとき︑錠灘タンク門D扁入 弁翻AO⁝﹂三煕九薪を﹁腿﹂に ﹁D﹂レベルは八四％︵向︶から るものと習い込み閉め忘れたとし 盤の羅朝パトロールを闇闇したC

した︒なお︑移送ポンプは運転
口弁︵AO−4一〇〇一D︶は

により︑りージタンクレベルは六

︵新磯圏内制御盤にサンプポンプ

蘂京騒騒黒区申目土1丁圏耀羅71号ニールセンビル
羅1活（03）79a一一a60喋（代）
大阪嚢務所：〒500 フく阪南爾区京町鰯1丁目4番9号京町橋八平代ビル

盆：〒得3

本

した墓本ソフトウエアに1裏うちされている

こ相流・非均質・非Ψ衡解厨が可能てあり、

転を可能とするのは、CY8ERア6の成熱

ン・パッケージが揃っており、安定した運

BWRの解析においてRεLAP 4力均質Ψ
衡状態を取扱うのに処して、RELAP 5は

多ノ【

鷲だ
︶ので︑前欝姫八八％をそのま
﹁開扁︑糟縄タンク門C扁入口弁 中︒求た︑このとき灘ぷ系弁翼△
銀・30B班運紙員Dは直引羅 22・eO置61就︵8班←Cい
京引
謁入︒また︑斑情聴取によれ
24︒00C班運転鑓Eは︑敗
︵AO14一〇〇一C︶ぽ﹁閉﹂
0︑
⁝ガニ七みUの開剛状臨を示す 前のバト篇ールを寝了Q
洗瀞系弁︵AO−4二七丘︶は表示灯は門緑﹂︵閉を示す︶の象
21・訪頃移送後︑移送ライン 継後のバトゆール終了︵翼常な ば︑漬交益したA磁闇闇員11も︑
﹁閉﹂︑刃ージタンク出購弁︵A まであったため︑運転員Aは弁設 を兆浄するため︑B班運紙資A し︶︒
ランプ蓋小︑警報については誰．儲
▽3月8躊︵B︶
O−4三四九︶は﹁開扁︑フfル置場所へ行き︑作動確偬を数呵行 は︑運紙員Cの盛視のもとに︑旧
がないとしている︒警報は︑確認
ったところ︑リミットスイッチは 建屋内制獅振で詫承聞始の擬僅実
8・00噴C班運転員Fは︑の
虚ボタンを押さない騰り鰐りやま
タースラッジ移送ポンプ︵以下︑
引聯朗のパトロール農了︵異寓な
移送ポンプという︶は磁勤Q移送 不調であったが︑弁曙体は引田に 施︒
ない︶︒

六％︵移送前︶から四六％︵移迷

にした︶︒

方用意されてい欲す，、

外野一レベル100％

8︒25貯蔵タンク宝のサンプトロール申︑旧建巌一階階段付近
を﹁開﹂にした後︑サージタンク
出ロが雅AO−4瓢重ん報を﹁閉㎏水曜職により︑サンプポンプ起動 床に︑漏洩水が流れてきているの

⑲非均質状能の解析
⑧非平衡状能の解析

椀，儒、諏最へ

鳳ドレンサンプぷンプ

7

後︶へ︑貯蕨タンク﹁D﹂レベ の不調については︑保修依頼禁は
ルは七蓋％︵同︶から八四％へ 発行されていなかった︶︒

＿ユークりア・チータ株式会社

蝦蟹のソフトウエアにネットずる

｝一 一一

5によっ

て実際のモテルを解析し、REしAP

5がR巴一

ーターのなかで、もっともアプリケーシ…ヨ

へ

こってからでは遅すぎます。伯79年3月T
Mi事故の直後、日本の大型コンピュータ
ー・ ZンターはRELAP 4など三二解析プ
0グラムを墨黒をとわず何ケー図も何ケー
スも計算したと聞いてい濠す。奮ばしいこ

㊥二相の流速解析
⑧二相の温品解析
㊥界面の質罷と運動墾移行
⑧閉i聖に対する二相流速特性の解
⑧分岐・混合の運動璽計算
モテルをよく説明する信頼度の高い燈の
出力

あってはならない事故のモテルを謝算する
アプリケーション・パッケージは事故が起

2．りのもと
て動いているCYB∈R 76をご使用いだだ
UるのはNDOだけてす。

す。すなわち、

z ／
tィルター云ラノン
9

レベルユ％

A

z
・uけレベル
豊 回レベル

彰

砥レベル
「

U

廃、剣弗タンク
定

からてす。い毯B本で＄COPE

より精粗なモテル化を実現q能としていま

R汗しAP5のプンフルよグ燭撚

｛カムポンプ．

5はOY旺R刀6の標準オペレーティング・
システム＄COPE 2．1で動かすように作
られてい詠ず。数あるスーパー・コンピュ

MOD

5

RELAP

／

フィルタースフノ！

AO一△9i9

鰯鰯
／z4z
z
@
@

ソ
夕

6こ

！
（㌃
、イーペーフ・一論
一智1・バーフロー・ト
㊨騒フ，ン、ル

lz％

y・、言

1λフ
」し諸系フf

①
レヘル
100％

AO一△275

しAP4によるよりは非常によく現実を表現
していることを確認し獣した。安全解析の
必要性の高唱る機運の中でわたくしたちが
REしAP 5を使用できることはまさに時宜
を得たものといえるでしょう。このRELAP

㌔

1ん浄水

駄
レベル

ぐ》

匪
匪
蜜
匪
蓬
鐸
絆
①
・○

のたくしたちは1980年夏RELAP

9

臨

7rルクーースラノ
！ノーノタンク

一△1001C

83％

ﾅ
．μ一

＝

・10006

領

の

脱脳 汐

灘
灘

などを特徴としていま1す。

とに／980年秋安全解析所が国の機関として
開所され、発電用原子炉の設計段階からき
びしいチェックの目が光ることになりi家し
た。一巳もはやく頭初かかげられた目標に
たいして機能されることが期待されてい濠
す。NDOては設謝の段階てこれらの恥故解
析に高力ながら協力てきるようRELAP 4
MOD6、 MOD7はもとより、

一

統
系

AO一ムユ 00！D
レベル
＝

＝

脇

V
扁謄

（4）

昭和56年5月7日
新

出
産

子
原
（第三懸郵便物認可）

第1078号

第1079号一
昭和56年5月玉4欝
毎週木曜1ヨ発行

購読中打溜分謝金550G凹

竃部1三〜0円ぐ選曾共）

力

霞

粟共 璽萌
観

﹁恒久的な解決図る
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十六項園におよぶ兵岡声明では︑単果関係を初めて﹁伺盟寮費﹂と睨確に国璽づけ︑両国が緊麟に協力して︑世界の尊秘と蜜定に留
与していくことを縫調としている︒懸繋の原．r力問題では︑集源再処理工場の運綴継当と︑浅間再処理薫嚇の鰹設について︑﹁璽急
かつ顛久的な解決をはかる﹂とし︑これまてのカーダー敬鷺と一転︑郷国としては最大隈の協幻をすることを明謁︑原子刀関係煮に
とっては歓迎すべき共同声明となっている︒

認した︒
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bりこまれだのは︑止！︑難論川 問鴨では︑渉拡散防庄に留慧しな
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は残りの①RI使用施設隅に

田に法令整備が実施されており︑
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工業國とともに︑エネルギー生症

月以降も︑堂陣をきたさないよう

ことを鮮明にうちだしだ︒
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の設舗麟︑椎掲速用響理圓につい

関遮施設の罐懸分析と対応策③保

のメンバーは次のとおり︒
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メ用化の時鰍として︑難儀は︑

価している︒

を流すことにより︑鎚磁エネル

い﹂とし・故障・トラブルの趣

鬼

貯藤期間についても︑コイルの

この超諸掛コイル︑世界では︑

ーの形磁でエネルギー崔貯蔽す

菰ん︑そω賄献擬細も︑郷的

駐泓展を超舷轟︵抵抗がセロ︶

﹁錨磁技循﹂︒目鉄ユ客ルギーの

掛に瀞持するためのエネルギー

か盤磯牧畜爆竹っているてい

ドイツか二鰐二彗二KWHのも 配乗の力沖之明慨に規讃してい

か︑そのぴは︑なんといっても︑

必要とするが︑貼藏エネルギー

礎詞費ご髭善し九︒これは︑

窓外エネルλ1の開発・利用かた貯戴技衛頼︹は・鞍臨池・西

がきわめて汰きく︑コイル肖体

凱亀とり款とめたもの︒

からた︒

しる笈動と︑必ずしも

致しない

％︑島藤欝欝荷万KWと︑ずぱぬ

どかb︑掲群発撫斯と同亀の運

娯扶をぼとんど無握できること

といってよいぼど丁かつけられ

︒むろん︑わか層ては︑まった

的に灘め︑脚謝している︒

かった等︑蓮噴飯秘の小繋を全

研究公か五慰み勾域にとりあげ

メスを八れるため︒

一

一

保修脅気は︑門趨簾省に報謝す

術的には︑紙撚加勲密の二圓
自魁エネルギーは︑エネルギーけた貼融握力をもつ超囁恵コイル

か呵能と分析している︒

いない︒

鼠が抵いものの︑クリーンて無では︑門コイルの材料として︑将

いる﹁エネルギー恥威﹂につい

この覇幾が行われた二二は︑丈

十五郵農より訊施してきた踊迅4角か︑纏塗田二⁝スによって塁

駐にたかまってきたのをふま擁︑フラで泳ール︑超黙轟コイ

︑雪辱︑地幽︑バイオマスなと

このうち︑熱讃効薯八五〜九〇

︑その曽及︑韓人の野卑を蜘っル︑厘纐節気︑化ぶ及応募周︒

所のユネルギー恥磁観黄食か︑

尽滅︑この九め︑爆興各階で・活

まつ吉

た︒

っての取扱いについては︑別途︑

U年緩二砺㎝二十二分︑臨罪舅倉

間は︑門むつ﹂t人湊心の座κみ

謡︑串川最冒か訪爵するご↑四臼にけ出慧にたっする晃迦し︒照鞘四三九勲の放劇脚もれ瑠故いらい押甘藍つつけπ塚づ力舶﹁む
つ扁爆蕊聞髄は︑一挙に︑決膚つる亮麹しとなった◎

つ舘畿賑にの暑製額一鰻掴聾 地 苅 に 抗 ． 小

はδ融費梵としてで三・れによ・て・霧湾か3

止窟漏︑関僕闇僚趣絡倉︐一に一の囚蒐吃爆えてきに腸了力旧刊む
一

一

け︑益藺から回した鈴杏一
構も加え︑協謎に入っだ︒

瓢田

、

原子力船

附な地名がでだことを駄遡した1 撰つく他用朋峨尭として行った
一

鰹顛弱蒲撃蕊議肌典 儀 旗 手

このなかて︑中川灘真炉症返

撤超韓齪躍隔曝
て聞根訴豊決んしたいという捏集

これに丹し︑出脆した鋤飴から

を行っだ︒

面もあろうが︑わが国の按﹂力財

は︑とくに騨楡か中ず︑岡L窟の

の折︑斬しい母旭の説置は撒餌な

政の勢鹸であり︑これまでも幾︾

齧

鐡ンテナ難畝技術の提供

穿縷縷懸鯛昔＝欝鷺弓懸絶）、・i、
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むつノ紙揖湛としてうかひあかった関根選︒早ければ︑
二十四臼にも決定しそう︒

@

窒簾

欝戦跡、

設窮のパイオニア

｝灘1灘1灘llll耀lllllllll
1線1織lll麟鞭議難llll灘

一ご

幽一

（2）

和56年5月14B
同

業
産

子
原
齢三三毬郵fぎ物糟闘

病1079号

鴇
艮

力

新規計画はダウンか
運転・建設中原発は容認
︹パリ松本駐在疑概況月十掃に濃霧健票が行われたフランスの大輪領選挙で︑辻会宛のミッテラン氏が当泌1一︒これまで︑貯界

﹁フランス民叢労運﹂

︵CFD

T︶が︑畷境派よりも厳しく原子

とでのフランスの蝋子力開発の行

力に反対しているQCFD饗は︑

原発は講めるが︑残りの契納は︑

︻パリ十一限聴浜地特派員

ミ

質保試製爵および設計︑製造︑建

プラントについての十分な総合晶

設︑運転など︑個々の分野に対す

用される夏本曇項および園的につ

究する場禽に︑安金について︑適

る︑そ3■それの品質保計計画を研

計④逓転における蜜全⑤安全のた

いての概念を指摘した・

いて憲める一とし︑品買保凝につ

﹁煽盟瑚に提供することを団的と

めの晶資保証一の五項陵について

ーA匿Aがパリで開催

初の品質保証シンポ

に進むかによって変わってくる︒

たとえ建設中のものであっても金

一日︑園際厭子力機関︵工A皿

ッテラン勝利の網図さめやらぬ十

トに閲する韻震課誕計画を罐伍し

﹁康子カプラン

遂㎡することは竃要である︒側窟

さらに圃氏は︑

あいさつ︒

準の改定作巣に簸予している﹂と

A︶霊鑑の﹁原子力陥残保証シン し︑一九七五葎から広範な推奨基
ポジウム﹂が︑小繭降るパリの國

家により構成されている狡術険討

する場合の懸液的な礎任は︑腱務

続いて︑IA昆A加盟園の専門の業携を実施する際の品質を達成

繋金議場に︑世界の関係蕎︑魯三

オープニング・セッションで

首犠を集め開催された︒

〜づ写ノニニ王

は︑週三十五時闘労働制︑公務員二

とくにミッテランの農済政策

ギリスと繭ドイツから︑﹁原子力

なか思うように進談ない近隣のイ

の原子力冠墨︒原子力開発がなか

の欠媚︑そして︑局瀬曳裂炉開発

の低ドや核鰍料サイクルへの関心

さらに︑二業興は︑ウラン価格

ホ国立工学研究所で行っている一

今圏の実験は・NRCがアイダ

社︑エクソン︒ニュ；クリア社︑

金臼には︑アライド・ケミカル

を震める淡議廉を捉撮したが︑約

発電所の開発︒建設・計醐の停止

を起していたが︑裁判所は︑二十

できない揖醤をこうむるとは判断

昨年の尻尾総会でも︑原子力反

された︒

一の割禽で習決されている︒

対決護案が上程されたが︑十㎎対

代理人は︑株憲悪金の席上︑門原

脱却するためには︑なおさら原子

で蕩鱗格の石油供絵への依存から

子力は必嘆てあり︑海外の不蜜だ
されない﹂として︑NRDCの請

願を却下した︒しかし︑裁判翫の

・︑ん鴇ノ︾

︽

︑︑㌔一㌧

@勲

働㌻乏露争w

＼

麟

方は︑今筏の飲治国程がどのよう

といわれている大統領就圧の後︑

CP⊥契約︵約秀KW︶分の

ミッテラン氏は︑隠ちに落相を指

の開発はしない︑外壁の旋用済み

掘ダメと主張︒また︑高淫繕殖炉

ンスとの聞の︑︐同速翼翼炉協力の実

ク氏が︑﹁晶晶傑読に閲するIA って︑喫驚の手段により・晶質が

づ

KW︶と建設申︵実語炉スーパー ミッテラン支持に騰った︒

十一万人鯛︑低所得贋の収入引上

ウエスチングハウス被︑デューク

衷による禽倉が非公開であったた

は︑鋭気灘業の資金調達への援助

会合の合点となった蘭業再処理

力が不遡欠である﹂と述べ︑一鞭

ジ誼ン︒プラット判撫は︑﹁今國

﹁サウスカロライナ州のバーンウ の山隠は︑非常に微妙な聞題であ

の間題については︑産業界側は︑

の一年間だけでも︑西部の低硫黄

社の原子力発電駈は︑一九八O蕉

石炭による発竃に蜘べて︑四億六

ちに藤壷料金に反映されている﹂

千万がの灘約に震度し︑これは鐵

来猿チカ規制委員金︵N飛C︶ と嶽子力の蔓擬性を強饗した︒

N決Cの翼験轄累

TM一類似事故は
ト分制御できる

ェル再処理工場を政府が買上げ る﹂と付賑えた︒
る偏ことを支持すると︑従来の主
張を繰り返した︒

DO上欄が欝処理の践聞投資を
妨げる饗購について賢聞したのに
対し︑鮮製界翻は︑﹁政胸や撰の

＼

具佑的には︑五月二十四研むろ

命し輯定内閣を発足させ︑油鼠議

燃料の蒔処理はしないとの政策を

会を解散させる︵総選挙は六月二
十一︑二十八の濁田に予定されて

現が難しくなるとともに︑溝処理

これらの状況から︑睡本とフラ

打ち撮している︒

との連寛②滋藤艦載との蓮寛③祉

ミッテラン新故椴が︑①共産覚

いる︶︒

会党申心に共窪党︒巾道塗派を加

EAの冥二目準および工A温A重
達旗されたことを爾実にしょうと

は︑セミ﹂ーノブ王AEA壌携局委員張︵TRC︶のN︒ライシッ
を罰りあてられた蓋にあるのであ
次長が︑﹁すばらしい都甫パリで

した︒

する爵にあるのではない﹂と強調

二玉

二一二多ーニニー

実際﹂と題して講止した︒

多重

隅氏は︑﹁実癒基準は︑原子カ

三麟における蹟質保証駿二一墳と

開催できたことをうれしく思う﹂

する①規制のための膿漏組繊②立

ては︑フラマトム︵原子力庁釜O とのべたあと︑原子力発港所に闘

原子力離業の国警化問題につい

がチ懲される︒

えた漣立Iiなど︑いずれの方式 婁託︑濃縮没務養誰に微妙な影響
をとるかによって︑原子力政策が

％撮黄︶︑コジェマ︵原子力庁一

変わってくる︒共泥党と述立すれ
ば︑ジスカールデスタンらの保守

地における蟹全③翠黛のための設

に比類のない﹁殴チ力擬轡生﹂として騒進してきだフランスの原子力開発に変化が出て≦0ものと予想される︒被会党は︑選腫政策

派が港返すことは臼に見えてい

〇〇％出資の苧翁仕︶︑ノバトム

の中で︑﹁遜転申・建設中の原予力免鵡所は認めるが︑鷲規建設は国賦との協︑瞬︵国民投票︶の後で淡める﹂としており︑今後は︑
噺規碓設にこぎつけるのにかなりの時間がかかるため︑斬規の原子力開発ペースがスロ⁝ダウンする見込みだ︒謹選的な影欝につい

る︒しだがって︑総選挙擾の高金

ξ﹂

は︑このほど︑甲MI嘉故を模疑

多

規制︑政論が榎雑にからみ二って

多一

下げ︑インフレなど経済混乱が

の縮漿を発貰し︑﹁壌故による超

した冷却替喪失実験︵LOF饗︶

一

致になるが︑これらは法律累項で

を行うのは不可能﹂と述べ︑﹁政

おり︑現伏では民間が再処理璽業

ールでき︑事故時の冷却材の挙動

過斑力は遜転員によってコントロ

ンスの財界は︑繋金党が共蔑党と

決断しなければ︑同埋設は閉鎖・

府がバーンウェルの取得を阜急に

慰念されている︒このため︑フラ

大統傾と議金が馬立関係になれ

連窪しないよう強力に働きかけて

あるため︑総選挙後の試金の構成

領選挙の第一圓投票︵四月二十六

ば︑内閣を組閣するたびに︑すぐ

環滋派は︑①スーパーフェニッ

を︐ツ落するコンピューター・コー

クスなど高速増盈炉開発の巾虎②

四月十五田に実馳された︒

辺の冷却材拠失実験の第八播目で

ドは非冨に安全側に立ったもので

フェニックス︑菅二十四万KW︶

の遅れから︑﹁商遜蕗処麗は現時煤

と警告した︒

会は原子力支持派︵共和国喫驚︑

のものは認めるとしているが︑安

発億による安い電力を用いて︑近

では最傾聴課題でない偏と指摘︑

解体しなければならなくなろう扁

いる︒

ジスカールデスタン大統領の蕉

これにょうと︑フランスの一九

ている︒

罠航連命︑共感党︶が多故を占め

げなど非篇にお金のかかる内灘

い将来︑フランスの工繋力が強く

任の七年間に急伸展しだフランス

九〇年ごろの原子力発竃規槙は三

外圃の核燃黙思処理反張ーーなど

となっている︒祉会党が葉手党と

とにもなりかねない︒

倒れてし求う不完定状態が続くこ

臼︶で︑環撹派が推すラロンド候

のは︑環境派の仔在であるQ大続 にかかってくる︒

ここで注訳しなければならない

ひ 二玉 二

︵原子力庁鴬δ％出資︶などが紺

驚をうけるとみられる︒

べて︑前進的な内容となってい 実で︑原チカ雌業界はかなりの影
る︒また︑難船投票に拘張力をも

補が約闘％というかなりの禦を泥

約によって︑凝議ぶ画︵石撫換算

千八蒼蒼KWになる猛込みだQ

全性に醒して再検討すると述べて

十二項闘を提黙しており︑ミッテ

フランスは︑自らの進路をどう選

なる漏と︐次望の囲で見られている

︵原型炉フェニックス︑一一十五万 めたが︑この多くが第二難鍵票で

需速鱒殖炉については︑運転申

非冨に滋藤な鍵である︒

における与力分骨がどうなるかは

確評さない︒なお︑フランス国毘は︑TM1套故轍後の世論調費でも︑その蹴ヒ％が額子力開発に萱成︵三ヒ％が反対︑六％解答な

ては︑ミッテラン所奴騨が︑どの政獲と連詫な磁むのか︑および︑六月下旬の国民議会選書の詣裂によって変わってくるだめ︑予断

発電所については︑民主鮒討論の

し︶しており︑石油危機以藻の﹁フランスの独砿日エネルギーの自血﹂という考えはかなり冠捲している︒
フランスの佳会党は︑大輪儀選
後︑網民凶漁を曰い︑議会がその

幽門を参房に決目する一iとの正 だせないで︑益金に決冠檀を与え

挙をひかえた今耀⁝罵十ん臼︑エ

斜を明らかにしている︒

二億四干二爵万蹄︶よりも少な

図題の縫子力発墨所については

おり︑スーパーフェエックスが完

達慰すれぱ︑これらの豊強政策の

ていることも掩国されている︒議

〇隼の一次エネルギー需要を︑漁

ネルギー政搬を発表し︑①一九九

い二優二千万誘とする②石西と薪
社会党のエネルギー改籏は︑原
騰睾附討論←因属投票一護照臨疋

完金実施へと動くため︑必襲な漬

あることが分かった一と述べた︒

エネルギーの開発を聡出する鰯原

殖炉開発の放轡徽を訴えた七八年の

発建設叢生の二年聞申断と ︐回細細

ていくか︒

ランがその辺の要求にどう対処し

qモン社株主総会

一︑建設館田段階で提越された

ため採択した竃風合は次の震り︒

パワー枕︑メリル・リンチ社︑イ
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限定した覇愈と︑令︑世紀朱までに

力発惣を現在すでに纐陸中の炉に

均値より低いことを明らかにして

の台引入から除外すると︑奇国ヰ
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A︶では︑原子力に関糊する酒動 肘が齊唆しているためでもないと
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多多二

が覇除されるならば︑※困の消徴

多多一
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ープがペンシルバニア州ハリスパ

ﾏならない﹂と岡調査は述べて 七九年の鯖3および雛4躍楽期に

でのところ︑原子力発賑所からの

いる︒このGNP数銀分に栢嶺す増撫しているはすである︒現在ま
る傘額に悟︑インフレめ経撫旗長
︸

中で︑ほとんど知られていない別

麹医療器材へのγ線照射による滅菌消毒
⑭水翻・真珠などへのγ線照射による着色

﹁徽ユークリア︒インフォ偏

は米原子力塵纂会議︵A−F︶

が︑パブリ ン ク ・ ア フ エ ア ー ズ

・アンド・インフォーメーシ翁

ン︒プログラムの⁝環として︑

原子力に関 ず る 傭 報 を 収 簗 ︑ 分

析︑罫儀し ︑ そ の 結 果 に も と つ

いて︑全国的な識ミュニケーシ
を簸識する二つの発議ポストがカ

そのほか︑国務省ではマイケル

れるので︑NRCの四番目およびに承調された︶
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ーガン戯徽のチームの任命は︑ス
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がたんねん に ま と め ら れ て い ま

隔

炭︑水力35よU醸子力により蕉産米国湾曲会議漸わ婦人クラブ総同

は︑恥故の麹⁝⁝と比嬉して一九七
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州蝋㍑近く照射施設が稼動

めに利用する﹂
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V研究分野で
究開発をめざすことになったも

濠ず︑鋼鉄製格納容器で機蟹性

の︒

安全研究で

総合発表会

の安金聾の櫨確︑休制などの整備

い茨という時期を勘為し︑わが醗

強化の現状について内田需雄更冤

事故据腰に対する新しい提︑爾﹂を
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ンクリートで内圧に対応する佳組

が困の防災対簾などを申心に︑内
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十灘養いらい錘薙開かれている︒

今圓は特別講演として︑あのス

策に資することを口的に︑昭和四

リーマイルアイランド原子力発電

建設答祉では︑これ塞でも格納

が︑BWRでは形状が褄雑なことのの︑霊な工饗は建猛の建設にと

所箏故から二鋸以上の歳月を経た

容器工壌の一部は担噛していだも

ど訳っていたのが現状︒こうしだ

敦翼璽への馬田が内定している

む原子刀
力発竃所建設に果たす建設会骨
怩の
ﾌ役
役矧
矧は
は覆
覆蟹
蟹さ
さを
を要
要す
すこ
こと
とに
にな
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のと
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力︑北海道電力︑懸木原子力発

﹁改鍵型鵬騰水型炉﹂︵ABW億︑中部電力︑東北纏力︑中隅電
R︶健舐針麟は来匿ジェネラル・

なかで︑格納容器分野への進出に

線のリスク評価1一など

価②糠子繍遜器の医学利罵③放鷹

リートは遜していないのが実構︒

項瞬としては①内蔵禦再循環ポン

になったことにより︑原子力分野

ひとつの展望がひらけてくること

などからプレストレスト・コンク

プ②微調撃山郷樺駆動機構③改艮

エレクトリック社︵GE︶の提唱電︑日立︑痕芝の各社︒滋な改樹
で米︑スウェーデン︑イタリア︑

炉心設謝④心置格納審器llの開 クリートで樋むレインフォースト
・コンクリート格納容器︵RCC で果たす建設業界の役鋼は新しい

の研究をバランスよく

ます︑特騎研究の一つである

いる︒

農は四隅十六犠と一肌滅となって

一∵六％と大編に伸びた反面︑定

予算は絢五十欝円で荊隼塵比一

罷める方餅︒

守り

と

放膿整
研整
馨研
合合
性性
ある業務めざす

内部
部被
被曝
曝な
研究を充実

V︶が適していると判断・その研 局面をむかえることになりそう︒

槻を鉄筋コン

田本の醐か麟の国際協力としてす

立︑東芝に協力する形で研究を行

飽接の契鵜蒼としてではなく︑脚

このため︑鋼鍬蟹容幕

すめられてきたもので︑従來の衙
発が予定されている︒

水建設が押翼するのは﹁新型格納

このうち︑今臓︑鹿島建設と溝

繕環ポンプに代ってインターナル

アップをめざすのがねらい︒一九

ポンプを擦溺するなど大幅な性能

となっている現状を∬賭する瞬り

八○酔払の後単には︑PWR濾流容器﹂の闘詩で︑﹁共同研発﹂の

札として︑装いあらたに一歩をふ

回一一一一一．

の進展にともない環㎎放射線の蜜

う︒

謁一一冒

＝；一ザ

m罵一一一

覇稲田納容器でも︑PWRにつ 放購線障学総倉研究溺︵熊取敏

照接参茄するのは磯獄穀︑アセ

みだすことになっている︒

一一一嵩轍

金八目の唱酬性が一翼鑓大してい

一一口官

之仲良︶はこのぼど︑昭和五十六

三一﹁7

いては︑すでに従来の鋼鉄製格納

藁一＝F

アアトム蝕︵スウェーデン︶︑ア

齦?一

では︑昭和四十八年度からの十か

@ 鰻一﹇＝

危険贋の推定に関する調査研究﹂

一一一一齋囮

研究を中心に①内郡被曝の陣響諜

＝一

る﹂との認識にたち︑三つの膿腫

輔柵柵塞騨

駈では︑門近年︑原子力平相利
贈糟
賄

ゑ一丁

隼腰業務計顧を驚潤した︒問研究

．一一嵩鷲

ンクリートの開発が行われ︑原電

幣嵩罵一

一

隅センターは︑昭和五十八年十

このほか︑⁝一一か月聞の穣騨放購

月から試運癒に入る東北飽力・女
川原子力発疎酒から北幽へ約八♂

糠題を測定するモ昌タリング・ポ

されている︒塞た︑温排水につい

の︑女川駅から徒歩十分あまりの

ても︑十一か所で水温を蓮続測定

ストも︑周辺の二十一か所に設認
敷地醐繊は約三千軍方騨︒赤レ

する︒

ところにある︒

ンガの二階建の建物の総岡積は︑

なお︑陶センターの二階には︑

約千七酉平方綴︒

原子力に対する知識︑啓蝦をはか

ー1亀期1

菓京都翻鐸区申麹黒／丁目／璽7耀量ニールセンビル

社：㌣153

本

容器に代って︑プレストレスト・コ

轟籏一

＝幽＝一

カ

一階が︑コンピュータが躍かれ

設などから環麗中に放繊された放

計爾で始まったもので︑原子力施

02次元非線型（ヒステリシス）地盤建屋適齢震動

ー
ーーi潭

＿ユークリア・チータ株式会社

鑑覇のソフトウエアにネ・ジトする

などが実際の仕事に乱用てきるようになったのは、

野板フ〔コグラムの開発とそれを利用しての解析

NDCが臼本で最初てはないかと思います。

○アース・ダムの地震無茶動シミュレーション

STEALTH

蹄榊麟懸盤・

モi一ドの決定

PLUSH，

闘衛

○強制振働実験チータに璽つく圏衛振動数

行できます。とくに、

ムの開発とそれによる解析、線型および非線型、
点加判および池震動。

ますから、蓄積されたノーハウとともに無駄の少
ない、迅露な解析あるいはシミュレーシ薦ンが実

02次冗・軸対称・3次元達成震動解析ブログラ

NASTRAN、 MAFIC＼PISCES、 ASHD a
PLUSH、 ADiNAなどをいずれも最新バージョ
ンでOY旺R 76上て使爾できるようにしてい

貢献しているものと囲負していますが、その中で
も、とりわけ耐震解析と麟震解析をともなった安
全解析についてはかなりの経験とノーハウの蓋積
があるものと思っていま1す。つぎに飛べた各個条
は私たちの経験の一部分を順不出こリストしたも

一

タ

た中央鱗調整︑計潤辺︑化学分析

闘されている︒

るため︑展示整を設備︑一般に公

一連の挙動と体内での代謝機構を

射性物質が︑人体にいたるまでの

総魯的に杷握する︒

の測建ーーを行う︒

耐震解析讐ll霧

ムの開発とそれを使園しての解析
○原子力建歴における地回波形の解析

ます。さいわい、私たちNDCではSHAK巴、

とそれによる解析
○烈強震の地動変位解析
くり、大きなダムや高い建物を完成させています。

○取水薦および取水トンネルの耐震解析ブ［コグラ

ANSYS、

SAF）4、

ST駐AL丁H、

FLUS日＼

○円1箇容器のスロッシング蔵板フ〔コグラムの開発

おNDCては原子力発電の安全解折に微力ながら

ご覧のように：、各々の問題にあうように震動解析
フ〔コグラムを種々闘発して、それらでもって本来
の解析を行っていると同時に、ずでに存在する賊
名な汎用パッケージを使爾しての解析も行ってい

ていなければならないことも知っていま：す。私た

そしていま複雑な大システムである商業用原子力
発電飯を建設し、運用してい談ず。私たちは原子
力発電所にたいして他のものに較べて、まだ少し
のチータしか持っていませんQよって、私たちは

＝二＝

県

室︑荊処理窺︑灰化整などが設け

立地に対凝して︑地城住民の健康

竃

られており︑監視︑分析の中心

このセンターは︑犠聞放射線量

と妥金︑出帆保全をはかるため︑

岡センタ⁝は︑原子力発驚駈の

を連続駒に測疋するモニタリング

那︒

榮北軸力・女川原子力国財所に

従え︑前軍慶に引きつづき①放射

総総獲は︑従来の研究成果をふ

性物質の環境巾における挙動②モ

の閤で締結した蜜全協定にもとづ
き︑憾城県が昭秘五十四無から︑

県︑女川町︑牡麗町︑東北叡力と

ピュータで認録されるとともに︑

総工蟹十二憾円を投じて建設して

・ステーション︵周辺八謎以内に

センター内のデータ表示盤に妻わ

十力虜︶と直結されており︑コン
ンター︵田代息男所長︶がこのほ

れるようになっているQ求た︑嵐 いたものQ

ニタリング③体内代謝④被曝内腿

ど完成︑業務を開始した︒当颪

駝視︑測定を行う冨城票原子力セ

る③いが慮展
か崇薦め内題評ウは
1際践身薙
。発て璽水に潜る的糧
、部点価ラ 、特1憲の体副
が①要素とた：
o研の多被でをンプにを詳特陰画
研価蝦膨の
ん憩に）も 、 鑓代種曝あ陽元ル
は︑機器の調整︑国礎的データの

ともなう女川周辺の環擁放射能の

一⁝晃し

ン

0質点系モテルの地盤一建屋煙成震動解哲フロクラ
ムの開発とそれによる解析
○斜め入射波動解栃プeグラムの聞発とそれを煙
用しての解折

科学的態度てもって考えられることは全部検討し
てぽとんど完全といえるまてに窒金性が保証され
にあって私たち日本入は通路、鉄道、通唇網をつ

ア祉︵イタリア︶︑醗宗から束
畠需瞥

﹄響懸欝灘︑畷︑

泌 本 印運 聖
違。

原子 力
㎞
完成
宮議

…
…
…

一⊥」」＿一暇。（規レ

0断層モデルによる地震動の解析
○構造物・地盤系の地震癒答解折
○原子力建屋の弾塑腱解折
○漂筆力発電所墓盤の静的安定解析
○原子力発電所の璽盤静的残留変形解折
○建屋地盤連成での墜盤の2次元動的安定配陣
○建屋一地盤連成での墨盤の3次元動的安定解析
○原子炉建屋の転倒解折
○地盤・構築物の3次元連唱震動解折プログラム
の丁零とそれを使用しての地下空洞の耐農解析
○原子カプラント装麗・四達・三鷹の耐震解析
02次元、3次鴛の多入力運成震動解析プ〔⊃グラ
ムの開発とそれを慶爾しての解析
づけているものだと感心してしま：い擁す。その申

ンサルド・メカエカ・諜ユ⁝クレ

鑛蹴

一椚

むさかほ

のてす。

いると、紙本とは歴史はじ濠ってからよく揺れつ

醗
醗
瓢辱︵導西疑 環写ウ鴎

一一

原子カセンター

ゆ駅

鼬ﾐ
o鷲

す

理科無表の∈ヨ本付近の被讐地震年代衰などを見て

業建
界設
…会

獅ｩら本格的に機能をはじめる宮
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大きいシステムについての耐震解析について、モテル化、データ作成、計算の実行、

結果の考察・評価、報告露作成まで、どの段階でもお受けてきます。また、CYBER
76のこ糠雨に関しても下記欝業部にお知らせ下さい。

璽語（03）792−2604（代）

大阪事務所．〒550大阪rb西区京窃掘耀丁圏4謳9舅京町鵜八千代ビル

躍話（06）444−Q50窪（代）

聞

九珊四番目の原子力
昭和六十年度運開へ全力
九州臨力は七口︑川内源イ力発控所二る機︵PWR︑八一九万KW︶の建駿にしずした︒鷺月二耀二凹に第⁝溶解㌦難曲が認醸さ
れたあと︑今月六燃付けで呉の建樋口溜駒町もおり︑づへての四囲か孕ったため︑建設に満工したもの︒これによって︑川内二腎は
九州四犠臓の原子力死瓢跳として昭箱ハ十一窮三月趣聞へ醐け︑大きく伽噛する児噂しとなった︒また川内二号の建設石工によって

沖蟹は象北・果力陶・ハ葡五耀Mル︒家

心の申心から敗地境騨までの最勾
は原ず炉格椚各器の建設に入るこ

コンクリート打謎丁肇︑窪く月に

至

至

至

−

蚤

騰︐∵

欝驚
︑評鵡紬︐

鍮蜘騨

繊弱

え︒

ン

︷

灘欝

として謝画の迩行をはかりたいむ

一

たったもの︒

騰

二奮も覧ノ多多㌔

がら浅恥駐地埋設処分の開発をづ

地処分の地網．ぞ陶研飛瑚発が蟹捜

ス圃化︑セラミノク闘化と饗触醜

コ罵﹇

一日

し

認

酵

錘

鐵畷図

瞑

ノ︑D⊥W

ぎ

綴四

マ

放射線取扱技術者講習会（第；種）

り︑重囲の雌さ乃か奴ろのは当

の溌騰八型給爪炉︒

福島鋤二∴号機は︑出力着ヨ

今回︑獣鳴ざれる解繕は︑拶料

万前

集く口体ヒ負ハ十四体︒臨界は今葬

ド鳳蝶遜絋を開始・曝平入りする副

転た︒

伊方原発に

燃料体を搬人

霞国羅力

四国L力︵由U頼幽門鼠︶はp

四回︑傍ゐ培ヨ力発冠所一︑二壕

功用の弾料象合鉢之搬入した︒

v機︵五彗六万入千摩

園圃搬入されるのは︑辻嘆申の

︵回︶の初裁指用六＋九体の扇八

ご塔樵の射軍術用ノ糾隠四月に

暴食繕

鉢と掘り・来月に﹂冗されている

機聾したものと謡わせて篇ご恥し

一←﹁＝附＝竺

甥屑獣何を待つはかりとなった︒

≡

の八埠から観熊されている︒

1鰭蕊一篇門一＝1胴﹁胴一一ヨ濡τ＝一

の揮rを鳶 うので旙ないが︑何もかも 子

しているQ

一

放射線取扱技術者講習会（第2種）

九州繕力の玄海菩薩調書儀臥一

弓機︵PWR︑出力五十万刀九千然﹂としながらも﹁放射霧庇懸

燃料装荷を開始

福島第二・一号

が汰切た﹂と指編している︒

わづ詑騰の疑い研究開発の竃め方

り︑燭の跳躍の下に︑管・氏をと

i政集の得力をあもする闇趙であ

KW︶は七日︑瓢薔二十二日面に 物の処理処分蘭解け団のエネル4

︵11写轟︶

日に

わたる超軌遜拡紀録を疑識した︒

玄海一号は当年⁝ハ月ニイ

運続を再闘して以来︑順調に運転

﹁三頁二十二日﹂の記録を史新し

をつづけ・七臼で門還菖のもつ

たもの︒士一百現穣では諺録は三

百二十八日となり︑さらに議録更

象烈日力・鋤赫鋤二原子力発翫

東京躍力

玄海一謄の次期辻歓は今月不旬

新申︒

所一弓械への卿料装何が︑八欝午

〜

瓢四隠から妬まったQ

が予凡されており・このままいけ

ば︑記録は三鼎閥墨田を染渡する

二

ことになりそう︒
二一

すめる必襲がある﹂と箪講してい

だ﹂と強濁している︒

また︑騰捧物処分をふくめたわ

ろQ

が暇全体としての核正妻ぴイクル

砕葺田題については﹁わが闘は臥

象た︑遡レヘル放射醒純盛物に

ンポンウムでは肛餓配に菖レヘル

が乏しく︑纏水炉から罫8Rへ岡

州各国と間じく・エネルギー濱凋

ついては﹁楯料研究︑子達ヨ催のシ

放射牲脇野物の団係化︑深被陸地

う路線しかない﹂とのへたあと

処分に闘するものが多かったが︑

により一δOO年までにキャニス っては門側々の扱掬の開発ととも

ステム技術についての研ん爆発も

万四千瓢軽軽の75レヘル廃 に︑プラントの大型化に必丑なソ

聯物の派益が見込泳れる﹂と予

類蟄となろう﹂と圃撤している︒

ター

測︑﹁さらに︑央仏への再処理壷

髄

最後に報刻は各署の放射製罐胤

T−i一三幽ロ

在來技勧化と還し︑﹁いわゆる

繰締諮鴫駈讐

にVち︑口本の白3開発に如膝

襲麗蘇螺蝦踏

き金になりかねない﹂との記譲
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力

日

通産省

さらに脱石油化図る
三韓義強原発安全対策も報告
通産省は二年ぶりに﹁罠蛸エネルギー需給鳶足兇濡し﹂を改定することを琶め︑十九田開かれた錆十五園総台エネルギー対簾蹴逸
闇僚食譲に報告︑了脈をえた︒さいきん︑わが圃では省エネルギーや燃料癒換が三遠に進展するなどエネルギー謂論に構造的な変化
がみられるため︑こうした新しい情勢をふ京えて︑脱石油をいっそうはかる方向で蒋検討にのりだしたもの︒近く通涯欝総倉エネル
ギー調食金講給部金で検討作業をスタートする︒濠た︑嗣翻追金譲には︑原磁敦賀原子力発羅翫嘔故にかんする安全二三強化簾も蝦

このだめ︑代鞍エネルギー供給
囲標はほぼ変えずに︑全体のエネ
ルギー購要を引き下げ︑その分だ
け輸入上演をけずることによって
脱石細管をアップさせるというの
が壁本戦賂︒しかし︑全体の見直
し作業のなかで代替エネルギー供
給隠忍の変璽が必要となってくれ
ば︑その諸腰しを行うこともあり
うるものとみられている︒

△

﹁扁扁＝二輔＝

八日午後一時単から二時単京

離水原子力産黛金議は六月

らびに田申山ハ助通商野業大臣

鐸冨︒原子力委贋金委鎭長な

なお︑巾川一郎科学捜術庁

総食に付される講題は①昭

きつづき三囲輩から︑岡所で

から特別講凝があります◎ひ

設備等付言設備についてよりいっ

ルギー調葦食轡型部金中間報街の

て︑わが困はこうした瑚際的璽請

慧しており︑今園の兇臨しによっ

偽を相議程慶引き下げることで舎

としては敦賀原発贋故を契機に簑

強化について﹂によると①通魔省

された﹁原子力発躍の妥金対策の

家た︑通麗省から岡会鍍に報告

運転管理部門竃制度のあり方の冤

いてもより一闘充実させるため︑

める③原子力発醒の運転管理につ

実︑安全購竃・検査の改醤をすす

にかかわる閲題ではあるが︑原子

かわる影響評価について報告をう

庁から間発露所の放射能洩漏にか

しかし︑報告は﹁原子力切継所

行政の強化をはかることとし①戦

た︑今園の購故を教訓に安直規舗

審蠣盆などの委員を務めるなど︑

今園の澱終蝦告によって大きな

うちだしている︒

ために︑今後とも妥金性の確保に

うな鱗懸をふたたび発生させない

訓として直写にうけとめ︑このよ

している︒

確化liなどの方欝をあきらかに

別にそれを補足するようなかだち

嗣委胤鼠はまだ︑この評定とは

淡めた︒

査指針の充実を図っていくことを

性臨棄物処理旛設にかかる蜜全審

教団をふ塞え︑電通な販体状放射

まだ︑今回の放射能漏漉購故の

議していく方針︒

求め︑その内容を十分に凋査︑審

の実施に関し︑藍建雀から報鰻を

保対策や安金規制行政の強化対策

告に添された漂矯に対する安金確

安全委は︑こんご︑通産欝の報

た︒

れらの報傷を了承することを決め

規三法第三士一一条第二環第四塔に

うちだしている︒

このぽか︑原慰に対し門行政指
醸﹂として①給水棚熱器の徹臨的

整の撤蓋③廃藁物処理旧殖屋内一

な点検と対策②洗醍廃液ろ過装顛

全体の僚安蟹理体鎚や蜜金規制行

術基華の整傭充実③蜜全露都の改

巾川罠富自身が汚い原子力襲員へ

蟷広い筏会濫動を行っている︒

祉金曲衝繋を与えた教賀発霜所の

で原磁敦賀発霞所の給水加熱雛と

般排水路放射能漏洩製故につい

て露営をとり談とめだ︒

その中で安全姿は︑通顔省の報

告で︸般排水路への放演能漏洩の

さらに︑﹁今圓の唐故を振り返

り︑関係慧の注意を瞬超したい﹂

故を厳しく反漏して経営戴任者を

◇

慈

三菱原子燃料株式会社

として︑原鷺に対し︑﹁今飼の窮

確傑に関する澱任を十分に自覚

はじめ︑すべての関係者が︑安金

し︑安全簿理体制の抜本朗改薔を

はかるとともに︑規制行政庁と窮

業黄との信頼関係を圓復するよう

鍛大線の努力をすべきだ﹂として

また︑規制行政庁である通摩雀

いる︒

に対しては︑﹁これまでの安全規

制行政に関し︑十分な反省にだち

嬢告に示されだ塞規制行政強化

に対する指灘︑監癬について万全

等の対応策の具体化および箏業蓄

を期すべきだ﹂とし︑原鰍以外の

鷹気山業者にも︑﹁廃漿物の処理

施設や管理について改めて所硬の

点検簿をおこない︑騰簗物の鷹釜

ている︒

確保に遺漏なきを零すよう﹂望め

﹁保安管理体制

再整備に全力﹂

鈴木原躍社喪が会見

醸氷原子力発露会祉の鈴木俊一

社長は干八日目︑策京・大手町の

子力発墓所瑠故に試する通魔雀の

本社会議窒で㌶蕎会許し︑敦闘原

処分について﹁まことに厳しい繕

躍と受けとめている︒こんこ必要

な二三改善︑全社の遮絡民報︑僚

しだい﹂との蓄えをあきらかにし

安留理体制の再整描に巖善をつく

また︑認者団の﹁告発されなか

た︒

ったのは︑予想よりも軽い処分だ

っだのではないか﹂との蜜問にだ

いして︑同社長は﹁通座雀の措躍

は︑告発よりも︑もっときびしい

ものと解釈している︒電気難業上

かっだ﹂とのべるとともに︑﹁問

はじめてのことであり︑予想しな

題の深刻さは掛にしみていたの

にうけとめ︑会社の姿勢を圧して

で︑こういう厳しい描齪でも謙虚

いきだい﹂と語っだQ

繍覇難論蝶

さらに︑﹁葛鰹の鰹比処分は総

軍上相蠣の影響となるか﹂との質

が︑電力鼓往ともうちあわせて︑

問に対しては﹁だしかに大打撃だ

だ︒

見預しをつけていきたい﹂と述べ

三菱重工業株式会社

U一＝齢篇一扁篇一＝＝＝＝＝コ＝＝＝■＝一篇＝﹁寓＝楡書＝＝＝一圏＝＝＝＝凹篇縛篇＝冊＝＝＝＝＝＝＝＝コ篇一二一＝箒

﹂

で︑東京・大手町の羅國連会

から挨捗が︑また︑﹁新篇

謡⁝簸臨7

館十二階のダイヤモンドホー

頽五十五隼度業務報借ならび

B本原苧力慶簗会識

懇親パーティーを開きます︒

と題し︑川田掘上智大学教授

際秩溺の構纂と門暴の雌択﹂

五十六隼度璃業継剛ならびに

覧たねばならないが︑ひとつの隠

ルギー機関︶閣僚理線書でも加盟

油謬論が緩和墓調で推移している

照租六十五鋸農石翻換郷七徽試㍊

これら設傭の技術鎮準の夢占発

が実情︒こうしたなかで石油照尺

のエネルギー鴬要を椙嶺程度引き

圃金佑として︸九八五磁石縮翻標

総命エネルギー調糞会鮒絵部会

迫の傾嫡はさけられないとみられ

直しと課蜜規定の整備充実をすす

とはいえ︑中瀬期鮒には舘給ひつ

めるとともに︑蟹故報欝の短象此

も三月朱現僅で薦日分麗度にたっ

翠急に実濃し︑原子力発飛の確保

余蟹理行敢に関し︑所要の対策を

している︒

らに︑大きく舳進ずることにな

ｰることをめざす③環境保全に にもそって脱石油挫会の実現へさ
留悪しながら昨年閣識決定された

ているためで︑貝体駒には①渠泉
サミットで決定された昭和穴十無

このため︑﹁さいきん︑わが園
のエネルギー鶴給は︑省エネルギ

ついて鰻終報薮蔭をとりまとめ︑

力発電の安金牲の藍本にかかわる
性格のものでほない﹂との鍵本的

もとづき六か月間岡発鍛斯の運転

等の明確化をはかる一としてい

口和六十五琿度のエネルギー蒲要

逓産省は十八田︑二本托子力競

それによると報告は﹁いずれの

発表したーー3颪にその内容︒

け︑その内容を横討した結果︑こ

に万全を期していく②雑体的に
る︒

六か月の運転停止へ

鷹敦費発勉所で超こった績水加黙

敦賀事故問題で報告書

今幽の菟虚し作業で鰻大の焦嶽

賠と

通産省

のいっそ

檸止を命ずる﹂との厳しい描隈を

る︒

石油代替エネルギー供給闇樵の実

総舎エネルギー調査会霜給賞金で

原子力直訳湧の放射牲廃葉物処理

六衙三十万癬／臼の石油輸入空解

ルギー悩鐘をみてみると︑昭和五
具体的横這作業をスタートさせ︑

は︑今圓の饗故の紋調をふ論え︑

ーや燃料転換の懸速な湛展によっ

十五年慢の原拙輸入鐡が二億四千

早ければ今秋にも結論を謹とめる

昭⁝租六十五楽器の石油龍眼駆が

を石油換算七億謎認と想足し︑こ

九酉二十万が認︵対前年慶比八九
ことになる触込み︒

となるのは

予足していた原痴繍騒騒を大きく

・九％︶と︑嶺初石湖供給計画で

うの徹巖︒これは︑げんざい︑石

般排水路放鮒能漏洩嚇故に

下剛つたのをはじめ︑石譜製韻の

脱石傭化

瓢蟄は顯漕な減少を示しているの

般排水路の甥鎖④傑蜜饗理体蘭の

に関する報借繍﹂を作成するな ない﹂としながらも﹁思懸は多く

政のより一顧の充実強化の必硬性

鍛③換査の改薄④運転讐理尊門官

抜本的改趨一などを懸轟︒家

の保安規定に違反しており︑その

をあらためて強く認識させる驚鐘

⑥購故︒故陣の報讐鮒象馳囲の明

制腱の改砲⑤撮安規定の整備兜実

な蕩え方をあきらかにしている︒

ど︑厨際核質縮にも大きく関与し

傑安響理体制はずさん﹂とし門同

となるものだった扁とし︑﹁通蔵

にかかわるような性格のものでは

た︒五十一鎌からは原子力表猛を

発蹴翫にたいし六か月閻の原予蝉

省としても今回の事故を澱愚な教

の諮問蚤員として﹁核兵器の二期

︾目醸酒︶NUhり蘇り日口馨導因Uり廼hり目U麺麟捕り凶U鱈りHU雛OhリロO因り嚇卦︶リロ縛U口麺圃窮故も原子力発電の安全性の基水

委員長代理に向坊民

@雑嚢清成氏 の 後 任 に

棒止を命ずる﹂との厳しい処分を

者会見で︑溝総懸原子力委師長代

の就任を要請︑十五田朝︑陶氏よ

向坊隆︵むかいぼう・だかし︶

最大阪の努力をはらっていく﹂と

象た︑現在は学術審議翁︑経済

約⁝痒米誌噛している︒

理からの煕翫鎌入れと︑その離任

り山野正登贋勝次窃に二二で︑承

給水加熱雛と一般緋水路放射能漏

いた︒後伍の向坊氏には十四臼︑

写翼

昭和十四隼東京帯大工学部癒二化

を淡慧︑十〜臼に辞譲を嚢㎎して

に向坊隆︒前東京大学学長

降する旨連絡があっだ︒科技庁で

終止符がうたれ︑今後瑠惣は収拾

廃棄物施設の
安全審査充実
紅の麗任内定を明らかにした︒

二等欝認蜜︒三十三年原子力委聯

っそく︑園金手続きに入った︒

原子力安全婁
原苧力安全婁貝金︵虚栄徳雄蚕
欝は︑移送ラインの洗浄を手順避

報告から︑今國の漏洩放射能によ

ついては﹁立入り検蟹によって康
まず︑今圃の報轡は﹁購故は原

臓擾︶は十八田︑通商産業雀から

段階に商かう晃通しとなつだ︒

日末原子力発罐敦賀発懸駈の給水

門蚤員︒三十四薙東大工学部教

り行わないなど多くの保安規定に

授︑四士二筋岡工学部擾︒五十一

違反していることがわかった﹂と

ないと判断している︒

る周辺公衆への膨響はこんごとも

向坊氏は︑昭和三十隼の田米原

翼切るものとして︑きわめて遡懸

子力発露にたいする国属の儒麟を

乱離露および⁝般排水路放射能漏

子力研究協建の締結作業に︑田木

耀原子力蚕鰍︒五十二館頭大学

洩瑠故について︑塞だ︑科学狡術

原悶と軽路は解明され︑科技庁の

長︑五十六薙東大還職︒六十閥

指摘し︑﹁これらの保安規定の遡

最初の科学アタッシェとして謬

﹁いずれも康子力発罐の蜜金二軸 反は極めて璽大であり︑原子炉等

加するなど︑縢子力とのつながり

また︑柵原罐に紺する愛甲﹂に

の淡葱をあきらかにしている︒

申懸一郎科学捜術庁長官︵原子

どの程鹿になるかは今後の険講に
改短作業をすすめる︒
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醸窺て扱いにくいプめ︑②新塚

しかしミノヴラン譲権による凱

緬誕の囲土につると点食的だ︒

監うだ︒

︵卦D伍U︑波厨の唯力盛観 防止対策の竪忽惟を富津して︑

唱加﹂工場滑欄水炉用︶では晦

こらし﹂ごーク撫ーカKW

﹂測にも二二的て︑れQ脅に四 逓私保安蔑曇の再訓紳︑発二二

処理し膀いよう贈根設頃を一章

爾の窯出に︑もっと効果園な言

11二二ざる︑その分の遅漏寅 ている︒

千僧KW11の冤趨しは一イ偬周
K辺趣鰭網の整備などを勧磐し

﹄田胆二千力ノ︶の建里方釘目

扶火力物千鳶力込W︵71紘益謹﹁出子i触妙を勉に園旭ば︑曜

ぐ︑八りくんた

隙チカがひとつの群類関銭弼蕩

化鷲る晦統軋も

ランスてはカー瀞1政鎮の抵

汰国てはカーターかムリ︑フ

る︒

内敵集の転換はぞの輸出政鐵に

ワランスの国

兇﹂ている︒

qます贈λ︑開 期を迎えたことは確かだ︒日本

認璽の必躾がま

そうにない︒

る列瑚使用済淋淋の大騒持ちこ

みなどの蒲争の火極かくδぶノ

りたが︑霊液の前垂拡大につれ

い刀かで書Φ︑と正弘してい

スタンのム石板

る︒

彌縫響訪謬﹈

炉の緊期裏用化

だp九媛鞍弛
に吃反幻ん︒

︸73︑集㌔
．．の仏力働鼠一

︶も︑懲感な源訴欝欝允μダ︾

の獺酬不にあるが︑これ家での

大島目凹措戯条聰で販路セ払

擁壱ノスカ⁝ルテスタンがエ︑
ンス国嵐のねがに撫がっていろ

再処理人糠へね九勾し↑し﹂︑

ミノヴツンの当恵じU︑フツ ている︒ここの労組はCレD職 も曲論を及ぼうに趣いない︒ノ

澱︑猛気後愚せ招く綴れかある

八十頚白四ノ︶が西入配力の4 け︑フラ慌トムを最大級の源字

毛鑓撫させ︑﹂窒ルギ1の訳

ダ全帆への不籔が作用した形跡

炉輔出メーカーに籍て一げ泥︒

がある︒速づぎる開発テンドが

擦軟乃開発がな蛙矢業と不況

分樫農と低いことこ蟹擬︑払血

と︑撮澗を鮮明にしている︒

万全ではないとの魚蝋を艀ぶわ

︵K・5

さ魁されないよう︑口ゑの政茉

電招くのか︑モの論坤はちょっ

講郎しにはか9◎獄創にメ↓v

︑除舜沽動かr珍皆

判断している︒

壁体的に

張︶活動他儀遼之湿るための政徴
肉明h発表しん︒
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力
＼

鴎ユ窒ルキー︑バイオマス︑地

ーと見なし︑転全轍や縫済性の

群︶総懸よての欝欝的コネルギ

ンづへきだとつるQ

理状からぐの開発をスロー々ウ

磁挙戦では︑一九八二肉以壇

四月には㌦炉愉aの詰め︽くO にb自工壮の必嚢がまφ急づ揃

トノクが貯駄藏力乏はるかにま

一
コの大型八れ㌦びかλ︑カラが

一

画が実蝿してU︑傍嗣済解dス として漁麟との研Y協力協心に 騰駐り︒
をありて

回るたつうと騎幽している︒

フランス炉の斧正

のさいも︑政附凋炉設昌のもい

﹂圃の無害帆に寂静を獲の︑讃
酷

と労9にくいが︑原子刀の雇用 けでるる︒スリーマイル灘蟹数

的に建設賑甜ゆふ︸・︿て之︑やが

榊凝議幽の民主糧重庶と擁氏毅 効聚がもともと慨いつλ︑

の緬規発注の潔フトリアム︑旅

（137＞

おち謹している︒ノスカールテ

9

し︑隙r力気漁工才ルギー︵入 目酬ふ︵︵王D覧

ゆる除ヂか反対て臨海い︒しか

ミソZツン賃生倉艶は︑いわ

力が挫四される︒

た猷ず刀・工掌ルギー政籏のね

かてb選争の登点として手わ瓦

改鐵大転換か﹂轡されるが︑島

内政・磐丈の殉剛てツランスの

のF・ミノテランが灘遣した︒

フランス人輪回に撤弦ダ転蘇

1

典の叉腱・公物して蘇り︑撞﹂

三ゐ肩し︑格瀦の対舞・解しね

種類雪，野

ト3るため質鼠舞凌辱hし艮くよた摂丸た材賛の、め
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野

長期エネの有力帳補
朴効中心に多様化必要
日本︸怨ム磯ド叩合研銑油絡余は貿三口︑﹁移融脅研究闇発引幽中間報砧﹂しとり菖とめた︒でれ

によ鵜と︑輪鑑は核融盆七﹁長期ユネル山回源の有力な侵補と佃置つけたみと︑今後の鼻体戦略に

翔ある﹂と

多糠な開発路線

竃りに︑報包帽げんさい9b為 選するま︸．︵に△﹂謝魎を断含Uざる
をえないだろう﹂と詳解を写りし

てb⁝炉心罪哲としてもっとも血 目伊を煮端にしたヨ画の立茶︑黒

ているトカてク以外の方式につい

門者・技術盛の鵜桟的趣けい︑磁

︵DlT︶灰応を国穆としてあ
織化および話調勅撰の墾聾帽を油

い塾離にある霊水嘱ートリチウム

商的問麗から獣ぬかれることはで

ヂ用化に向けての開野研究であっ

トカマク炉の乳現を弾く五泊した

騨体郎には﹁厨研の酬染は回申

湾している︒

襲爵みよひ致全

り︑トリチワムに関ぢる園雌な技

強の敷地からは︑無水策一鍬水素

溢ない扁とし︑

いる炉はより望よしいものであ

的に支んるための帳と深みをもっ

際みくめて︑これを無撲的︑臨接

︵D−D︶反応なと︑新蝉凝を剛て︑人鋼管の研発は論議頓の灘入

り︑核融合研究開発の最終冒橡と

こ
瓢鷲たちと極鷺チー

︸︵の席ーカマヲコ矩餐は︑
んこ藍本の科

タ迭窃めてト分戴し舎い︑問題の

躍進にあたっては︑旧劇π軌讃団

一

つる一と醤えた︒

この代数団幅︑紘マリアナ趣邦
μ相国のし︒C・カマナ﹂燭演︑

末日の轡削け︑一口本の彬庚無物

クアムの﹂・ア双副知噛ら雪名︒

浜岡三号公開ピア

の意晃取扱い決定

厚子力安介婁

瞭炉雪力協全幾撫禽は↓四臼︑先

︸︸れによると︑とくに颪岡ユ号

駅海地践にあることン浸映して︑

弱のM地地ぬか︑地厚多発地潜の

るQ

彗分近くか地鳳闘係となってい

之とのように扱ったか﹂﹁明於池

⊂の一なものぼ︑﹁東撫鯉厩説

震はM︵マクニチ潔ード︶糞八・

の三月十九陰に臼つた中部販力・

ロ熊鋤国会への議験﹂︒一行U向 浜岡原電力三下所書丹徽増設にと

六︑か全再査ではM巨八・覧とな

の入耳消への拶瞭瀦画に閲して︑

で吐されに隙見などをとりまと

にどのように反映するのか﹂なと

炉の経常を地義対鑑の蜘で為体的

っているか汰丈入か﹂︸＼ごン

そのゆて︑際了炉英全魯門霧鳶

塾議つるよう撫小した︒

馨

・熱響騰鍵撚

となっている◎

玄で参酌零へき禦隙については︑

め︑その取り扱い竃決めだ︒

もなう︵第一一へ︶公闘ヒアリング

口曳従︑認金山︑公明宛︑社会氏
主教台の一一菟に協力を細身し︑数

千人の野牲とともに園金に箔跡し
た︒

門論纂しは︑カリフ﹂ルごア人

た口本政府の撫洋処分謝画の玖撹
無全評緬の金子をもとに︑﹁礫末
の樫を討価には慕本的な駆りと兇
治しがある﹂とし︑①聚参萌院の
しかるへき観鷹金で︑海洋処分函
蜘に関する調査公聴会を開き︑膏
醸嘱側の翫人や議拠が擢用される
こと②園女で組縦剛に海洋処分踊
幽を盛視する公聴禽を扇くこと一

；箸を要求している︒巖終印に

は︑摺融の欝後の︸文︑一日水の

衛甑

㌧重目

詞

をはかる観鳳がら︑蔽体伏

見︑撫麹填入の鴎旦と科部への襯

ー ー ー 一

中川畏窟︵左︶に擁洋投嚢反帰刈を㌫えるカマチョ北マリアナ知麟

織
国禽か廃棄物処分と琉織の朋の方

任を受け入寮︑穴
Ψ消を築堤騨物処琿郷として早う

冴を遍羅する

ー

両の禁止を泳めていろ︒

ー

一

祈る⁝にあるように︑置酒処分爵

これに凝し田川ktは︑門↓画 ㎜ことをゑ久に放諏するようしかり

した︒

合一た一⁝との夢λこあならがに

クソン︒テービス敦授がおこなっ

さっそく団日付で同型総会に講盤
たものでなければからない﹂と ンサンタ︒クルーズ校のW・ノヤ

とのへて

を組織化︑機動怯を付与する新組

して溜れてはならない

球た︑こうした醗人未踏のヒノ

︵仮称︶の設薦を捉藁している︒

織として﹁核融盆理工与研究所﹂

慌醒鴇募

を提唱︑こうした前人未踏のビノグ・プロジ∫クトを成功にみらびく

ついては﹁もっとも有畷なのはトカマク乃式たが︑それり外のか式についても㍗幽して開発つる必登

ためには原研や大．子での研究を強化ぢるとともに︑新たに﹁核融合理工単研究所﹂︵仮称︶

いま効果的な推論策を

ク・プロノ置クトを成功にみちひ

るなどして機動性のある開発を噂虜めることの題要牲を聯調している︒
マクにかわる方式を遡碧噴ること

くために

し︑さらに広い分野の自門研究蓄

いわい︑わが国の狡術水毒は高い

みをもつ﹂との考え方をうらたし

は︑トカマクカ式の抱蕊と難じ一

いる︒

とれによると︑縦衝はまず核融
ので︑これを最高度に癌矯し︑承

うらたさなけれは︑究銀目梗に二

踏の趣限技術を幣セ開発︑これを
ている︑

円滑訟の段階にあり︑技術的実証
錐物することによって鍵盤つるの

禽研究開発の現杁について﹁科学

授紘にたっしていねい﹂と位癒つ

ている佑マリアラ聯邦災秘国の銭

ノ國が弓八鷺舘剛︑難燃技伽11に 解明ぜはかる建業かのる﹂と癒

一

る︒技受講門題の照し倉いは歓二

へ︑カマヲー知ぶとしては︑﹁友 企焦の理謝と協力霊得て叉樋つ

一

縮田心開色︑引父田ねゐ満て噺し

噂

洩防

鎗物処理識備箸夢﹂力発電所の付

︿女義鱗戴の改♂﹀技常κ唯

る技晴蒐舷のが耳輪糺をはかるQ

の放射性鵬翼物処理讃備怨にかか

属設備については抄胃塾阜の楚

玉壷填塞の改ヵを憾かる︒

の警偏弛氏に対応し︑τ堺副幽記
負心論麟の添付磐唄をぬ加講る讐

洗液潔換恥故の町田果︑放削野臨汐
訓紳の強化壕を趨じ︑掻蝉︽を今 なけれはならないと吃﹂．んている〇
が周辺耀蝿に洗みした原囚の一つ
妙職艇全体の意瓢の岡1︑とくに
一︑原了力発儀所の原．畷炉承捧
は︑漏洩防妓対策がi分はがられ 逓塾員の醍醐︑技瀧︑意畝の岡﹂ 難についてはこれまて融底した改
を図るとともに︑会貧塗体の保ゑ 浄規制を行ってきたが︑放耐性肋

えており︑これらの諸点を申心に

管理の敏麟を図る髄脳があると考

て徹鳳を欠いた点があったこと︒

備︑女寡犠査︑検査鑑の蘭に難い

査を実施噂るとともに︑全織水加

燭についてもあわもて検字δるよ

轍騰夜癩洩蟻故難一趣の致故け︑

連の曝飯の強暴について周知させ

草に関諺る使用前杖累層U早期検

査内駈の整伽宛．ハをはかる︒

翻力碁の内郷の明野化︑喰携研レ

ロール聡肋鱗．に臆する辱体財后鼠

一︑山41の二に蘭志し︑搬．憾13 ︿逢爆管規短期官調臓の改讃V
発電酬に関qる壌故故醸の報弧君 臼隔点興すへき認録の押類︑パト
なかったこと︒

B6版3700円

科学技衛庁原子力局監修

埠噂力閏葎の全てを網羅した︑最もノ旧

頼てきるチータ︒フノク︒図︑衣を多く

に便利なB6販︒出火なヒニールム紙︒

糖え︑増頁により一段と充冠した内谷︒
虚雑な鯖報を君本に魯門ぶか編隻︒縷罧巾

敵

その製会

○原題力の安全対気

O核不払散の困降沼湖野

立への苫．凶と諏題

し︑

ﾋ﹁ダ． 蟹

調い利用贋を誇る︒

⁝

初の蕗・潤・入刈訳の壕ナ力利手用粛辞
典︒源予力用語から関逮諸賢犠まてこ論及

断界の吟門塞 ○余名の編集による双
録冶浪一碧一〇〇〇語におよふ︑わ力弾

A5版4500円︵送騒250円︶

⁝驚

生ヰ︑最終餓身授︑粥身地を双録︒最覇
のコ／ピュータ処理によ乙愛鷹にフ産ロ
⁝された入墨素引て︑全桑名︑欄人名の
いす死かbも引くことかてきる︒

︸万 ︑○○○名の所属︑氏嶺︑潤みかる︑

発椴関下約hOO個所における役職蓋約

わか頗鴉子力聞係企業︑政鳩︑研九開

A5販2900円︵送科300円︶

にとっても原ゴ力知識の宝峰︒Z斜め霞

的何爾は／
＊確かな情報をわかりやすく︑ 一般・眺者

をとう允人するカ

の療〜力発熱

○選曲噴騰の㌘匝由化 に対処うる世界

B5版5200円

肇馨

ワ

q一

＝

認

廻

ｽ幽と一したがって︑コネルギ は測配たろ2とのへ︑穆揮合か
長期エネルギー狩のなかて㎜有刀

般性のある

ーコストについては

わか國が副画している低レ＼ル

談認調査公聴会を提案

海洋投棄反対で請願

こうしたなかて報色は彬鎌倉欝

な解補﹂てあるとの見力をの琶ら

欝への翼体的戦略については一8

二郷の醒めの伊拠が不確蔑であ

蝋紙た﹂とのへ︑規時点で鼠期間

かにしている︒

ネル議一供論副薩のなかに核需用
んさいのところ︑トカマク力凱ゆ

り︑凝済性の羨謙ができないのが

を明磁に位熱づけることの姐しさ

実絹炉としてもっとb圃能暢かh

力武が見山されれは︑だ九らにト

﹁より高い柑醜と効審るもつ他の 放翔帆騰鉱物の擁洋処分に反対し

いといえるにろう㎜としながらも

を指摘している︒

あ佃蔽つけt磁短ナるために

しかし︑今後の厘望について据

信︑他のどの∴ネルギー開究にも
闊黶^ない深しい紋何剛入醜およ カマク︑刀銭にかわって炉開焚の慮

一

酵願を丁澱したQ

鼻

申川長寛を柄れ︑擁ハ投身甲止の

ー㌧

一

瞬穿物処理施設の制鋼標齪が際
建置と新建歴に分散していたこと

一 一

心噛ゐ行われなかつ戸こと︑放慰 故の原選球ふまえ︑今際恥ひこの
紳管理課kが放甥線星雨を怨めね ような塵隠を発熱させない泥め︑

一

?ねりねい﹂としながらも﹁さ 摘︑一この見廻かりでれμ︑トカ

・

ー ー ー

L篶

一

し鵜澁晦ヂ瞭の酵㌧他充服しなけ 遅にのせることとなろう㎝と獺

躍

卿 ㍉4闘財悶廷

ワ

け︑通転管理ま魍切てはなかつ鵜

されていたことにある︒そのため︑

ていなかった腕簗物心琿旧負託の
濡事を一般排水路か通過して轡設

ハ︑地元の補伽問題讐に対つる

冤乏しを求めていくこととうるQ

紳雛について輿倣壌歓織︑肉質測

う指小する︒
葺︑保寮織押体穂の拡本田改∴
よだ︑麗偉物処理施設で黄生し
の指灘⁝倉水翻趣凝からのトレン
泥V㍗な事野を騨期かつ磁穿に植 水漏鳩訟故︑一州排水路への放射

することとdる︒
▽他の羅気藩災麿に対する周知

る︒

霧隠による塑造︑磯物を丈施し︑
それらの結累を少よλ︵︑曲虫の

いず汽も目本態彗ね胴亀︵株︶の

しては︑他の原﹂力闘鴫納につい

徹底と旛轟轟抑エネルギーbと 鯨馳囲の塁華か必弓しも明白ては

ったこと︒

措闘陰極凝し︑こhを波やかに丈 類し対瓦㊨る能力をさらに昌める
観点から掲疎の樫展︑帳締を光細

あったことから生したものと−勾λ

保本篇理体田がきわめて小↑分で

に滋藤をもつて対応認るよう掻舞
施すべきことを掘示つることとづ

して襲弊制雑事においてもゑ㌻﹄

し︑運荻儀理﹂重甕な幅韓を附
︑旧臨舞物処理施故の改滋の

の結渠の報偽せ求め︑ゼ蟄に応じ

掘小︑此身腕液ろ遇猛躍驚の撤去 韻てきるよつに見隠しを行い︑描 らhる︒当獣脅エネル或1bほ︑ ても︑より⁝繍の女黛欝侵をねか
今従︑憩Uこのよつ后飾肱t梵 の允天藻琴弘蟹琿㌫門欝早算の漕
1腕棄物処理暇建腱内てオーハー 盈す0とともに︑新しい制部盤を 先の給水加畝器の泥田蕊故に関細 る観31か一9︑猿〜暴発亀欧盲穐つqさせないためには鮎気㌻業法の ぬをはかる︒
フロ；し℃放螂艦廃融が︑洗濯騰 召め︑麗搬卿処理施設の逓転愚闇 し︑すでに4月10日敦賀尊し勝こる全ての臨気蜜硬鋼によ︐回の一
日塞傑胸懸理郷網を石化づること

三︑汚染士敏の回収の指小一隅

ち︑変全落査︑検幾箸叡全規鵠∬酸に関し︑次のような刀晦で所寅の繊嗣を早急に酷じ︑原ぎ力発蟻の〃全の礁傑に乃命を期していくことと撮るQ︿技栴暴翠の野偏沁記﹀治体状の放窮蟹匪撮物の望薄の早期発

㎜㎜

ブ

疑

圏

胆石に対し次のような描滅を驚ず
二︑第四迎水加執讐Bの瀞洩に ることとつる︒

と考．んる︒このため廃零物処理旧

がら所長に藤色しなかった答︒

醒し︑伊拶のために殿子炉の厚丘

の一般職水路とこれに瀬じる開口

箏の遇切な描躍之とりなかったこ
と︑佛膨課鼠が探修時期について
発ゑ架長と協議せず︑よたコ！議

今孤の低久丹傑として︑当該轟分

宅得なかったこと篤これりは運転
しの詔慧駆鞠︑翼吊を発挺した場

フでルタースラノノ附蔽々ンク町

査の過福て施鱗物髄鐸蘭狸爆内の

内て︑3穏に 男 ー ハ ー フ ロ ー し た

部を光堂に封鋤蘇ることを振熟す

禽ごるべき処磁︑几められた級

︿併多規疋の整舗あ充V鳳イ㌍
㌃ 捗砺者の劉胡の明磁化︑麺秋

一︑絵水歯触毒の走期凝血にお 算盤内の讐灘盤は︑すべて新盤屋
ける徹底的な点極及ひこれに暴つ 内舗残聴に移設し︑廃藁物処理制
く所要の描繊の曲やかな吏馳の播 御は款建塵内覇邸塞においてβべ
承Qドレン水癬洩ののった第四給 て行つことと弓るとともに︑この
水鑛郷器のひび駆れの原因究開調 小舎制濁機能のより一瓢の画し灯

告︑勲功十随蝿の麗嘗鹸務に健闘

か璽本月に璽験であることはいう

熱づべき雅項毛明礁化3る鴬併血

機押恥門矯に提示すへさ譜録︑藏

ング等の処躍について所長の承認

きかつた亀のの︑放Ψされた放尉
はじめに
56焦1月にご回にわたり第四拾惟拗難の騰は少なく︑これまでの
水加黄雲背側でトレン慰撫れか発 理編放射舵薦箆結漿では︑本編の
猛した蕊象については㌦弼管bて 漏洩放射眉物質による周辺環境へ
める資淘エネルギー匂に対して報 の駈別の影響はなかったことが明

δる︒また︑恥内の教禽︑調紳の
不譲鳳に加えて︑箪数な矯総懸雌

るり

よでもないが︑資凋エネルギーね

し︑孜体状放窮性醜調物処理設野

つたうえ︑総懸工宴に闘し らかで︑いずれの螂砂も原イ力発
週切な触工を欠さ︑かつ︑飯要の 稔の女全昏理に関わる間題てはあ

の取り舅しに際し︑康了挿3難技

喬む岡判の保蜜懸理体副に開つる

としても︾上のような縄点にた

︿検血の改ゼ﹀鼓借邦軽の整
鑑瓦実と女全軍搬の改勤に封聞

泓的丁統きをむbなかった臼本煽 ろが︑炉了力発霞の点全桝の塁本
了力麗麗︵幌︶の暖簾は︑仮潔U に倖わΦよう后柱格のものでは慧
蝕隠題がきわめて界卜分てあった いと﹂えられるQ
ことに起因づるものて山うと﹂λ
7年賀発馳所原子炉の運転檸止
られるQよた︑56︑14月に明りか
A鷺℃ 目本細〜刀孔亀︵軒︶につ

偽者を改＆照照に参照さ旦ていな
いこと︑究俺軌蝦蟹衆畝にみいて

を羅切に負心できるよう肋垂の人

それの押歩衡琿体側について自ら

璽魚検を指ふしているか︑ムr後で るとともに︑これをふ濠え︑それ

適切な附応の指細i漁瀞エネルA 一 ︑現地に派無している運転窟
ihとしては︑り七のような機慮 卿臨門篇を台め簸瀞エネルギー后

となった一般耕水路への放肋性物 い︵は︑今回の一趣の瑞故に関
質の漏観添故については︑V入弧 し︑次のようね保覧規託痩弓瓶務

番誕しない籍揮蛋懲獺■爆撃ある

改ろ軍装震塾のコンクリート臥づ

員配置憐を行うよう指解するQ

による原子力発熱所の逸駄笹揮状

藻反の畷実が行毅つることが︑ゾ

き聞から一般捌水路へ漏洩したこ

とあわせて︑目本廉子力発毛︵耕︶

入極査螂︐により明らかとなった︒

者の不卜分な対応︑発臨阪蟹全会
瀞の形獣化箸保饗規疋の趣蹟をふ

とにか入がみ︑抗瀞樹液ろ渤装臨

況の語頭が必づしもト撃てはなか

一︑鵬葉拗処理旧建屋内におけ

ない︒これらの保安規疋の￡反は

まえた費任ある運用がなされてい

に灯し︑地㌃における楠侵問匙等

る膜射性廃液の漏洩に関し︑移瓢

⁝︑冗拙しながら癒ちに当翻しに掩㌫畷獣顧蝶賜論唾縦縮恥下下裁上雑

ラインの洗趣に際し手順濃趙りの

たものであることが轡明したが︑

放射性臨液が一台捕八路に艶艶し

切 に 猛 摂 て き な か っ た こ と ︑ 運 瓢 ミ ス 浴 塘 わ って丸バし鷹ものとみPが庇浄系力の開閉数小装羅の隔り耗る︒
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本原子力産業会議藁務課

ご沈叉・お問合意は日本原子力露場ゑ都イへ田区人y恥⁝−五一τ一〇〇

55脅5月の放射線陣急防趾法の失認改
鑑により︑週搬︑輸島関係・も一層整備さ
れた︒強姦口は好瀦の第一版をへースに内
谷見直しを行い︑よ一9一層の内職目零を
はかった︒仏令総革たけでなく︑通達︑
届出盛儀を什した夫遺名向き︒

科学技術庁原子力安全局核燧蔚規制課
運輸省大臣官房技術安全管理官 監修
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カービン

WH会長

鐸

購響きし︑﹁敬年罰に︑政厨の磁
簿が簡醜摺殖炉の開発とクリンチ

難炉の闘発について︑レーガン政

ーになりうる﹂と説明︒

り︑﹁この三国は晃金なパートナ

宏た︑カービン会長は︑﹁クリ

ンチリバーの設説をはじめ・W11

ーパーフェニックスよりも多数の

社のハンフォ⁝ド研究所には︑ス

研究技術編が鱒殖炉研究に従輪し
ている﹂と述べ︑醐翠煙開発の実
績を強調した︒

そして︑﹁群馬が協力するため
には︑もちろん下府聞協定が必要
で︑それにもとづき︑各鰹の謂業

実㎡

のデザインは能否っていない

を進めることになろう︒

管がジゴイントペンチV1で計画

炉

と補助難騒の巾にた濠つた放肘能
汚染水の処理におわれている︒

このような状況をうけて︑田本

るとともに︑岡社が汚染水の処理

った放射能水の現状について述べ

理方法が検紺されている︒

ー︵イオン除虫袋綴︶を使った処

在︑特別佳様の水中デミネライザ

っている放鍬能水の灘は︑黛羅に

それによると︑施設内部にた族

容器サンプ︵水だめ︶に四ナニ万

冷都部系に一万七千九唐㍑︑格納

射能蟹は︑燃料邸分を除いて炉心

一方︑施設内にた濠っている放

に便用している機器︑エピコール

の一つである麟子動力研究金の再

二千犠︑原子炉捕助二二に一千五

ー︑狂の説明を行った︒

処理●灘黒物処理グループ︵主査

定められた一立方聖層当たり一群

頁六十艸隣となっている︒

療子力薩叢金屋の研鋪・研修機開

・角谷鐵三荏原製作所理饗︶は十

犠以下が一万五千渚︑同一〜醤群

に水の脹家で七十三万工千沼︑四

理した放樹鮨水は︑TMI勲地内

旗た︑エピコールシステムで処

三臼︑東駅︒新開の航空農館で︑

肘能の低い湾量水をエピコールー

旗た︑すでに頑二＋三刀濯の放

万瑠となっている︒

TM王原子力発霞斬で実際に除染 鷺が九万沼︑岡酉群犠以上が七十

レペンダンスキー瓠疑を招いて研

作業に当っているエピコール社の

究会を開いた︒屡次はエピコー

ールXでそれぞれ処理した︒否 烈碧羅撮41されている︒これらは

日㍑︑濃鞭脆液として十一万一千

今後︑アイダホ船ハンフォードの

で︑五レ万濯の申レベルをエピコ

米囚TM王原子力発蹴研では︑ 出費去祉である円餅エピコール批

欝雅以上の放射能の渦い汚染水

ル往と件原インフェルコとの共同

一隣年の康子炉炉心揖傷旗故以 の関係業務のため︑象呈した︒

処分場に輸送する計画︒

▽英岡財政タイムズ社主催﹁エ

ネルギー供給一充分か欠乏か﹂︑

ネルギー雀長宮らの講演が予定さ

相︑来国のシュレジンジャ二元エ

ラブ首長麟運邦のオタイバ澱源

本年六月一︑二臼ロンドンで︒ア

行︑好評を搏しだ﹁第一版﹂慶抜

で︒

zノ／レ髪

閣い命わせは原藤・企両駿濠

れている︒

は︑乙津が︑五十一年六月に朔

このほど︑困内外の里子力関係資

日本原子力薩業会議・鷲料釜は

目録﹂を刊行

原産︑﹁資料

本的に改庵しだもの︒

作盤については︑そのこ改良をす

麗

住所

原巌に入会

代表取締役社長江騎謙三氏

豊更通爾︵株︶

行した︒この閣録は︑当会議翼料

料を対象とした﹁蝦料翼録﹂を刊

予四五〇

名古屋欝中村区名駅四−七一芸二

臼水原子力薩業会識は今月来︑

原

子力地図刊行へ

一目でわかる原

釧だ︒

四讐機などからとり入れていく方

すめ︑東京万力でも福島第二原発

この﹁原子力施設世界地璽

がほどこされている︒

国際会議案内

は︑いぜん処理されておらず︑現

煽上︑陶氏は発電瞬内部にたま

とくに︑原子力先進地域である

マン・マシン性の最適化がなされ ようになってい番︒

こうしたなかで︑NUCAM
てM
いる︒

ない︒

が︑規模は蔚〜酉二＋万KWとみ来⊃廉たったいま︑鳳ぎ炉門屋
ている︒民闘の羊で実認煙を垂垂
するわけだが︑こ汽は︑あくまで
も尚艇髄殖炉の標壁設計を縛るの

−80は︑機能および配羅を入節工

今群竹発されだNUCAM北M
※1
︑欧州︑田本では︑地図を拡

が霊目的で︑それ以降は︑各圃が

学附に蛇慮した中央監視舗郷盤を

カラーCR①表示を使っだ薪翌繰

ち宅盤にあだるもので︑こうしに

性ら大幅に飼上している︒

にくらべ減少︑しかも︑運転監視

霊蒙操作の幽動化を広い麗麗に
わなって実施︑入為的な誤石作や
主機の異宿運松の可能性を議小限
にして︑プラント稼働率の商上を

蜜が昭和三十五薙から昭和五十五

電話〇五二一五八四一

鋸三月宋までに収集した籔糾三千

全紙大のカラ⁝地鳥︑﹁批界の原
工学にもとづいて︑パネル︑器具

千九

住所

︵有︶宮川興桀原産に入金

五四八O

のレイアウト︑カラ；CRT瀬画子力晃惚所と主要核蝉繕施設﹂を

はかっているのも赫偽まだ︑人闇

ﾍ︑コントロ⁝ルシステムのう 大︑一段と晃やすくするなど工炎

橡準設計にもとづき高遽増殖炉を

操作の霞動化を倉理的に調秘さ

巾心に︑プラント箔報の築約化と

った︒

建設していくことになろう﹂と食

画期的な制御システム開発
筒腱化しており︑運転員は繕報の

コントロールシステム︒醗動化シなどを反映してきわめて大型化︑
ステムと臨検ガイドシステムの翻

目録入手および閥い合せば︑当

四西二滞を収録しだもの︒

代表取締講社罠窯川競氏

一

日米英で実証炉を
政府協定結び民間が建設
臼来観の三国が協力して醍初の醐旋用隔速増殖炉︵蕩速実証解︶を礁設しよう一⁝国際経済協力シンポジウムに出席するため来田
しだ米ウエスチングハウス︵W慧︶社のロバート・E・カービー会長は︑五月十五田︑東雇・内国町の箭国ホテルで認斯会見し︑﹁最
初の大灘商業用高漣鋼題炉︵いわゆる調達炉︶を田部英三囚の呉岡プロジェクトとし︑三国敵府の支援のもとに属閲の手で建設する﹄

ことを提案した︒カービー会長は︑この捉廉をすでに※目配驚に行っており︑﹁米国敵府が同提案に帰心を持っている扁ことを明ら
かにしたQ岡提案は︑原子力の園際協力として︑大きな慧腹をもつだけでなく︑マンパワーや資金の霧効和歌という点からも夜膿さ

い騨疑餅訣離礁舞熱澗欄韻縮螺魂綴

れている︒また︑カービン会簸は︑レーガン敗甑の原子力改策について門原子力の役割芝生を明磁にしたヒで仙帳と一己を閲痩する

議ムムの．潔認手縞きを行うだろう﹂

方向に進んでいくだろう﹂と諦した︒

カービン金疑は︑レーガン政権

ている︒

せ︑さらに逓転支線浦動を装備し

硬ポストにつく人間に対して時矩
リバー実験炉の建設を支持してい

闘立体作所は効率附で信頼性の
高い新型の原子力発織所用中央監

その結渠︑常時監視範棚は従来

だせば︑原子力以外のエネルギー
の分野でも具捧的な動きがみられ

企鞭とのつながりなど利犠関係を
ることに︑﹁われわれは大いに男

監視性能がアップ

と述べ︑﹁NRCが本格朗に動き

ない点については︑﹁レーガン政

次に︑カービン会長は︑鑓速憎

ることになろう﹂と緯け湘えた︒

による原子力の開発︑輸出︑規制

権は︑第一段階として経折再生政

に燃する翼体的両明がまだ鵡てい

策を推し竃めようとしている﹂と

きびしく制限する法律ができたた
気づけられている漏と述べた︒

五月隅田に下院科学技術婁でク

め︑レーガン政擬として︑望法し
い人赫を得るのに鯖闇がかかって

0用により運鮨操作の偏調性はん乱するコントロールルームの
発8
・適
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いる﹂と説明しだQ

中のものまでふくめた原子力発露

ている︒

も陶上︑理想鮒な運転裟概となつ

など︑すべての点で運転員の璽本

を閣発した︒機鮨と配羅を入間工

特性とプラント濡羽機熊の融禽を

学約に配属した中央監視入御盤を

なかで︑遜速に山子炉の状況を把

そして︑﹁エネルギー僧︵DO された点については︑﹁議余が今

握し︑四塵土ハ蔚姻にもおよぶス

E︶は摂富が決荻つただけで︑残 後も︵カーター政権下のときと樹

今田の原子力発慮システムはユ

所や︑再処理・濃羅工腸など︑世

巾心にプラント憐報の集中化と操

はかっており︑さらにV野川インタ

様に︶引続き鋼殖炉計画を支拷す

界の原子力施設が︑一癬でわかる

イッチ類を駆使して︑的確に原子

りの次浦補などの要職は法だ決謙

ニット審議の増加︑安盒設備強化炉をコントロ⁝ルしなければなら ーフェイスシステムの醸入など︑

一以下にさげることができる︒

作の自動化を謝相させだ画期的な

波及効果は大きく︑岡時に省エネ

擾38された新日鉄は︑岡社の基

るだろ．つ扁と楽観していることを

に一九七八銀からEPRI︵購力
うな過程で行う︒

ルギーの製造狡術ともなるQ

中

3一一5157

っていない ︒ 原 子 力 規 舗 蚤 員 会

質︑機械的性質をもつている︒

まず所矩の期禽で配濾した源料

わが園の︑昭瀾五十四銀厘の発

霞鷹力擢は約五千二衙態KW11︒ 擬餌飴金属を・亀力変圧器罵鉄 中央研究所︶を細心にすすめてい

カ⁝ビン会長が共同の⁝曲置旧嫌

︵NRC︶も︑四人の優墨が康子
明らかにした︒

炉建設を呼びかけているのは田︑

力鑓成と瓶贈に一一人置つ分かれて

いる︒魏在団畷の一入と鷺く艦

祉長黒田駆雄氏
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礎研究所︑生瀬技術研究所を娘心
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求ず︑製造面でみると︑方物性

に︑昭和六十一隼をメドに︑実期

を不編性ガスで溶解する︒そして

化を図る考え︒

心樗料としてみた場台︑金属の蘇るが︑B本でもこのほど︑新技術

歯の熱処理︑圧延工程が不離とな

ケイ瀬鋼板の鰻濾に欠かせない数

むろん︑年ごとに︑その蝋をふや

これを不順腔ガスの圧力で︑ルツ

会鍵私と代表

旧犠は田立運輸東東モノ

斯代表蚕は社長嶽

⊥コー十ヒNNビル

住所変吏斬悪所は湛石櫃ノ門一
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日本エヌ・ユー・エス︵株︶住

松茂輔導

レール︵株︶

薔変鰹

日立運輸︵株︶

ボのスリット状ノズルから高速で

璽

研究勝の増本健致擾らの研究成果

愈金が︑磁気脇性︑非舗礒形成能︑

圃癒している水冷ロールの糞面に

の石癌の鯖約が同能

年高生無縫約三十万誘登この製造

される方向牲ケイ素三根の全懸︑

となる︒このため︑わが醜で化証

たり︑約笥

るため︑製造工程の薄板一が鰐あ耀

繊では︑鉄︑ホウ素︑ケイ素などの開発轡廊廟が︑粟北大学金閥材料

コストなどの曲から醤望褐されてである﹁脳力変圧器鉱心用非驚動

そして︑その櫨大な露力は︑発
懸斯から舘書家に届くまでの送酎

諮り︑従来の方向性ケイ噸欝欝と

の非晶質金属

響

しているのが実情︒

※︑英の三国︒

潮
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堺営購所

る︒このとき︑変圧器の鉄心によ

この精長を生かすため︑非繍賃

鋏損値がいちじるしく少ないた曳

大阪市大正髭三軒家西1丁目2番22畢
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大正区営綴織

って︑魁力は執︑となって失われ

る︒この損失は﹁鉄損﹂とよばれ

工程に躍き換えたとすると︑年悶

約三十万♂㍊の石油が勲約できる

金鵜は︑総懸ヘッドなど︑磁欝欝
連続的に押し撮し︑溶解金属を超

ことになる︒

る︒その﹁鉄擬﹂で失われる電力

は︑奪間約八十億KWH︒石油換料として︑すでに一部領域では笑金属の製造技術﹂を委託開発画題

高速で冷却凝固させる︒急冷凝囲

圏
珊化のメドを遡えているが︑臨力として選走︑新田塞艘鉄︵篇藤英
算で約二衙万試娼︒

め︑これを発陸墨の鉄心として使響

一ヵ︑材料面についてみると︑

で︑非飴質盆閥ができるというわ

る蓋蟹金属

変圧器の躍力損失低滅が期待され

態の原子醍列の濠脹固体となるの

による臨力擬失は︑従来の四分の

噂した鳴禽︑送配臨過狸での鉄心
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けである︒
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原
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そこで甥弓えられたのが贈品聡金

属の応飛︒非鹸質盆騰は︑ガラス
のように︑原子が不規閥に配列し

では︑広い瞬上ゆえの︑この鉄損

増本数授らの製造謀議による
を療視︑ロスの少ない材料の開発と︑非晶質盆繍の製述は︑次のよ
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原子力船
﹁むつ﹂
壽＝臨

大湊港に暫定停油
薪母港﹁完成には約五年目
瞳子力船編むつ﹂爆港賜灘に湊着をつけるため︑二十四臼年前八時五十分野ら冴撫市のグランドホテルでひらかれた政尉︑隔取皿

峡
軽毎

姦

という形で︑関係茜の台意がみら

また︑北紺矧嚢は︑﹁韻脚声明

ア力船研究開発機業団︑県︑むつ市︑県麟趣の五痔会談で︑①勲爵晶をむつ甫嶺恨浜に礎画するの曇霞係慈が冗成する票で︑大廃港に

れたことは感概深い﹂と︑閲題解

1rほ紛
絵対照）㌧蓄Bよ会費に合む

門ここ法でくるに

の障縛と膝組移転を瞬醸にすえ︑

はだめだが外洋であ麹ぱ︑という

農鷹雄原子力局長は︑﹁阯奥湾内

臨︑こ為に対し︑科学疲術庁の石

しだ申川面井県知遇が︑﹁二幅︒演

小袋員会でも︑参樹一︑入として磁場

貴会のエネルギー・慰物資源問題

薩森県民の両︑自民党浮撮県連か

にしたのは県の調査から︒塞た︑

賀発話所の服罪能蒲れをめきらか

県灘趣会優は︑

ξの調戯に黛η没入してきた聞け

は︑関係織関︑とくに中川提榎の

らの誘致などがあって決竃した﹂

ないマンホ⁝ルを男つけたのも︑

廃難物処理建間内にあってはなら

瀕属に対する理解があったからこ

と答えた︒

権限拡大を強騰するなど︑ここに

ュールについて︑臨本原子力船研 立入調査にはいっだ県鰍員﹂と︑

また︑関根浜の斑港建設スケジ

そ︒今後︑瀬民が危蹟している
ことについて︑深い引解に皿つた

究開発郭議団の盒水昌昭愛野理購

ろうか﹂と述べ︑さらに︑調査の

の声は︑円増しに高まってきてい

電気二業蓄に対する地方闇漁倣の

べ︑灘連としても︑ひきつづき︑

設に三年ちかくかかるのではなか

は︑門調戴に一一年ちかく︑風騒建

円轟な解決を望んでいる﹂との

でいく姿勢をあ遂らかにした︒

開題処理に万金の沫制でとりくん

きて︑立入険萱権をめぐる霞治体
なお︑其同声明を受け︑政府︑

るのが実態︒

臼椴省としては︑このような点

費用は︑原船欝業団が約二籔七千

にあるものの︑蔀迫府県による立

草露法による立入繭三権が物産欝

もふまえるとともに︑現行の電気

懸母幽の磁薦磁については︑石

は︑明磁な規んがないところが

入演査無双と強鷹慰待について

ら︑噌話謡いによって倉滋でき

藻取．字力局長が︑﹁煽久的に使硝

地墨の慧向が弟一偏と讐え︑ま

﹁階森県鰭欝の蟻兜は﹃むつ﹄燭 る偏と判断︑今剛の巾し入れとな

だ︑中川一郎科学技粥庁長享も︑

さ㍍ることは望ましいと喪うが︑

にした︒

万円をジ短していることを明らか

簾醗繋礁団としては︑新丹臨監讃
に廊け︑ちかく︑関恨浜漁協︵西
口才太郎根禽長︶へ調浅の実樋を
正式に糊し入れる．丁笈︒

関根浜︑調査に2

年︑建設に3年
原船団

なお︑岡日ひらかれた参誠院科

ったもの︒

二十六醸に聞かれた衆護院科学

技伽凌員会で︑掩a党の関暇蛋氏 用燕らしい﹂と述べ・礪伍の段階

謝のことばをのべた︒

りくみ︑むつ．串︑漁民の協力に繍

決に同けての中川長官の熱心なと

趣掴する③穴誕魑の入虐・難燃についての取汲いは今優︑隔論ずるーーということで倉感︑呉同病明として薫濃した︒これによっ

て︑四＋九隼の改劉線漏れいらい︑綿ヒ確間にわたって議流〃しつづけてきた﹁む2母融問題は︑一応の逃︑惜をみることになっ
た︒一方︑この共岡声明を受け︑一一十六田ひらかれ話芸識睨斜学捜術愛一会で︑昌昌事裟剛の倉小曝拐躍誓は︑郵駅溢冠成には︑調

認野むつ沁長も︑﹁今日求での

査︑建設期間をふくめ︑杓五年の歳繕を必要とすることをあきらかにした︒
とのべ︑瞳興湾内での出力上覆誠

る強い要請があったこと︑濠た県

は︑原子力船﹁む2の燈轟闘題 では︑続母屋は﹁むつ﹂響鷹融に

要論を行っだが︑二十蕪口付で︑

経雌をふりかえると感無蟹だ﹂と

をとりあげた︒

この檬の盆談には︑政府測から

によろこんだ︒

膿漏にわたる唯間の解決を︑堺爾

続騰誕それまでに恒久的解決

九沙︶に︑新たに五十ナの再処理

くても九月以降にずれこむ公簾が

や楮限のあり方を疑雲的に魯逆詞

この賦入検査に一行できるように

すること⁝一の心薫を文蕗で申し

︑

発電所構内の玉入検査は︑陰気

入れπ︒

葺三法第唐七条によって︑遜江

省以外はできないことになってい

だか︑絵電・端縫饗故でもあき

るQ

らかになったように︑応治休の鎖

に︑その痙震詮が碧しているのが

国は︑原．＋力発施所の拡大ととも

﹁このさい︑晩霜監視について︑

田中暁無届鱈行政局行政課良が︑

部追懸県が法醜に︑何らかの淫行

ができるようにすることが望事し

だが︑隅委茶会と︑二十六田ひ

い﹂と讐蹄しだ︒

らかれた衆識隔科学狡術震員会で

凝一郎原子勃監禁冑命職騨輝長

は︑顯席省煮源エネルギーの寧照

﹁自治体につ

廓だが︑同時に康圃的に一震した

が︑﹁地方との繁附な燦けいも大

玉印も唾痩と思う鳳

ぎつぎに蕪雑をうつしていくのは

適当でないと思う﹂と発占︑現行

いことを強調した︒

の反騰監編依制謹変える撒同のな

⁝藁謎㌻

なお︑懸盤一郎科学技術庁

回目

長宮︒原子力瑛員会委員誠な

纏

産出から二時霊魂

臼木原子力無色会識は六月

6月8日︑経団連で
八田午後

から換拶が︑震た︑﹁斬藤織

らびに田申六助通商蹴果火距

秋彫の構築と日木の虹鱒﹂と

で︑東鼠・大下町の経鴎連会

題し︑川縁侃ヒ讐大学段撲か

つづき三時半から︑難所で際

ら特別欝欝があり法す︒ひき

ルで︑弟蕉卜圓樋脇総会をひ

総会に彊される議題は①昭

細本原子力腱藝獣議

幌パーチで一を鵜き衷す︒

和五十五隼鹿業務弓隠ならび

ら巻ます︒

飴十二階のダイヤモンドホー

繊＾︷魚一

F二篇鰭一一一論橘嶋一一認輸コ譜冊用＝一＝ニ一暢識一＝算一篇腎＝＝幽＝＝＝一篇篇甲鷲＝冨＝鴫一﹇＝胴開聯＝＝＝一＝︻需訟一鵠醐一︻二＝辱＝曽＝柵

十二繊ひらかれた衆護院商工委

実塘

学授術娠雲客策特別愛発話でも︑

ぎり︑行わないことを解明にうち

験は︑涌民の了解が得られないか

に関擬浜を選んだ理由は﹂と質

事魔ﾜでで日米合意

嘗饗二二﹁＝﹁揃K二二＝門＝﹃竃漏ヨニ﹁量ヨ一＝；至：≡玉一コ漏﹁監灘＝≡一＝≡︷憎轄三隻楠＝＝﹁︼需揃ヨ﹁覧薫四二＝墨＝＝一﹁玉＝輔＝罫董董：≡董三＝蛋≡需﹁﹂一≡﹁

なる愛息しを曝らかにした︒

ことを入甦の条件として撮示され

斑晶側から耐﹁原子炉を凍結する偏

の一致をみるにいたったので︑そ
こ為に鰐し︑中川畏冨は︑﹁む

まずはじめに闘氏は︑﹁折母捲

今日︑万醒で警語しだ赫果︑怠見

回答を得た︒その翼翼をもとに︑

むつ猜長︑植柑正論県議連会長︑

の内答を五醤の共同角明として発

2の修理については︑﹁安金の

そして︑政厨に紺し︑四蕾協定

ら北村鉦靴海森銀知票︑河野導縮

これに曝木原子力船研究開発蜜蝋
表する﹂と照り︑支諮による共同

まにも瓦全﹂との亀木講誠のもと

だした︒

噂川 郎科学技術庁長冨︑地㎜兀か

団から野村一彦麗罫疑が切めて加
声明を発表した︒

たことなどをあきらかにした︒

わり行われた︒

に︑疑黛性には万縫の携置でとり

くむ姿勢を強調したuそして︑

濠た岡k冒は︑盆談のなかで︑
地元側から︑門むつ﹂の大凝寵へ

三十公間にわたる象談後︑総総
は︑聞ホテル内で記鷺愈昆にのぞ

一罪翔期間︵今無＋月︶を延江す

寒鯛解淡を図るための努力を行う

るということは︑まだ決めていな

こととしているが︑レーガン政擢

の入心にめたっては︽倥世醸です

での原チカスタッフが未だ確定し

すめられている搭蒲には万金を期

塾した︒六月一口に口上潜がとり

ていないこともあり︑

んだ︒まず︑中川蕪資が﹁政府決

科学授術庁は二十二田︑六月一

薩雌再帰麗施設の問題は︑去る

かわされ︑蕉式に発効する．孚定︒

決﹂に同けての呉体的作兼は︑曝

定を受け︑去る十二臼︑新撮港建

田付けで運転の期限繁れとなる動

二月二十闘緻の日※交渉により︑

してもらいたい﹂と腰全牲に対す

との間で︑円渦に緑亀問題が決熱

燃・漿海再処瑠雁設の冷熱措鷺と

それ虫での得処麗磁のワク︵九十

設について地元三高へ蕉式に協力

したので︑︵ちかく︶膨えを決と

して︑このほど日米間で︑十月三

い一としながらも︑﹁今睡︑胃森

めて佐融保へ行く帯鮫偏と︑ふく

十一田まで延長し︑それ家での間

そして︑通漣側が強く窯張して

に︑織久的な解決を図る方針で両

門抑製陶解

みのある允謡をした︒

艘については︑

いる﹁原子炉礫

な鷹発︒

大きく︑十月末衷での決齎は微妙

この暫竃決定をふまえ︑七日か

縫を追加︑窺建転⁝斜眼も︑六月一鞭

ら運転を擬糊した粟轟醇処理施設

までとすることが擬態したQ

を候補地として調査︑調整のう

慮冶雀︑通塵と科技庁に

自治体の立入
権限で申入れ

飼が努力することで禽意したと発

え︑決定することとし︑縦及的速

が︑こ縞家で処理した環は︑磯算
して九十二鏑Q一十菰田現在︶︒

やかに建設するものとする︒

六月末までのキャンペーン中に︑

ふ濠え︑通だ僧華墨エネルギー庁

発電所の放射能漏れ毒故の孜調を

し︑必要な描露を講じること②蜘

菰幸六年賜餐嘉日垂葉ならびに

に糞袋湛算冤．承認の作②昭租

収楚．γ挿璽．爪認の件︒
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②ヲF綜形解析や3次元解析も容易に処理
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その他

．

④ターン・アラウンド・タイムの短縮

原子力髭璽所建麗の設計

僧（06＞241脚尋111㈹
費古屋出張所一〒460名胴輪市中区錦i5一質巌古屋浄藤忠ビル
岱（G52＞2032841㈹

メモリ拡張による4つのメリット

！

簾靴鱗醗に鍛鋼の灘葉理は・轡

原子炉配管の設一

①コスト・パフォーマンスの改警1

干103算京都中央区日本橋本町32小塵本館ヒル

本薇

費（03＞665・9711（ダイヤルイン案内）

ス

原等炉炉心解析

穴販二二二一㌣54i大阪市寅区北久大部町468餌撚忠ビル

より迅速に、より経済的に処理します。情報処理の未未

総イ｝騰艮サーヒ

懸、流体解析等の分野における高度で大規模な計算も、

舷蜘塾畢輸送容器の肉身斤

を有効にご利用ください。

GRG複合システム

をひらく

﹁漁民の急陶は十分に鯨頃する﹂

共同声明全文
原子力船﹁むつ﹂の冗係港につ

設の見遁しを確認のうえ︑大瀕潜

通りにいけば︑台勲等蔭七賢の処

綿二型漣を処理する予驚で︑計裏

いては︑昭積閥千九隼卜月＋闘

の走係蔭に入饗し︑新定係港が冗

幽総省は二十二日︑原鳩・潔費

田︑閲係四海聞において締議した

燃する家での醐は︑大湊踏の短係

﹁むつレは︑新走藻類の建

﹁原子力船﹃むつ﹄の疋海港入泌

②

および定霜露の撤去に閲する臼愈

子力発慰撫の安全監糧体翻の潤︑

と科学技南庁に対し︑①現在の原
泌に停泊するものとするQ

動燃舞装獺によると︑六月以降

琿縫となる︒

協疋濫﹂の票旨に基づき︑瀞探県

﹁むつ﹂の大難港のだ係齢

定︒このため︑残り約四十鏑は︑

③

十月三十一田までの二か月間の処

への入港・傳掬にあたっての取扱 のキVンペーンは九月から入る予 都磁府県それぞれの法律ヒの縫製

については︑今後︑脇誠するもの

いおよび大払溢の定係港の厳扱い

内の外洋に擁しい定項幽を設置す

て︑科学技術庁︑陰木蔭子力船研

ることとし︑その取扱いについ

究開発燦鍵団︑薄髭県︑むつ蒲お

漁とるべき措置として︑漂予震発
電祈の購入検査は︑都道府県の醤
断で国に譜壌できるようにすると
¥一田豪でに︑蔚処理問題の．領 ともに︑異訣都道層県の瓢員も︑

今回の田隈倉櫨には︑その十月

る︒

理量としては十分な冠となってい

④大腰溢の走係港は︑鑑定係
港の発伐を旗って撤広するものと

す袴

劃票子力奮発

原子炉安全解析

晒あ型三一チセ壷璽難

スーパーコンピュータORAY−1の主記憶容簸を、5月

より可メガ語に倍増。房ミ子＝わ醐発や宇蜜開発、構造潮

翻

とする︒

よび瀞懲罰纐黙協構盤台連合象の
芳葛は︑次のとおり倉麗した︒

①原子力船﹁むつ﹂の新定係
蔭については︑むつ帯関摂凝地鼠

轍

賢

③ベクトル機能の有効な利器

＝
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戟[ガン大 統 領 に 報 告

×画の緑子力蟹篠懸視壷員獄︵NSOC︶は︑このぼと︑門原子力発賑所急転員の調練・致欝はかなり改憲されたが︑衛カムみ牲の

のく積棚的な猶灘を講じた欝欝︑

湿土を浬めており︑われわれはそ

一︑原子炉勲愚論以外の促管・

の努力を強力に討議する︒

猷三界全体がレベルアップするも

趣転員の能力の藍蝋だけでなく︑

｣騨穂綿穂野 はあ︑りこ︑の鳶閲某題界に︑猷学圖界でお取よりび縫政む厨必四し↓︑筑鶴分ち︶に︑︵所申内部欝繰報準が時発御唐前さ○瓦鴫

るため︑産業界︑学界︑規制機闘 愛がある︒エネルギー雀かこの聞だ︒全繍力透門中だっだ岡炉は︑

間うけた学士号探持蕎でなければ

オペレータは︑技術課臼を六十時

ただ︑一般的にすきるきらいがあ

設撮方践は望ましいと袴えるが︑

認しているだけであるQこの纂墜

漏れだ⁝乃ガロン︵3一八ト

午に冷繊停止した︑と発難した︒

その後︑TVA灘局は︑プラウ

付け加えだ︒

統していることを示している﹂と

／分に減少︑重罰状態が配翰に持

までにはりークは総十万ガロン

とハフマン氏は語り・﹇年前三時

﹁運転農は︑出力を港とすため迦

NRCは ささいな事故 と発表

二十三分に芯正陥に耀止した﹂︑

設灘される︒
センスをうけないQNRGは︑債

検二心や技術爵帽︑NRCのライの黒点からなる﹁認驚蛮澱象﹂が 題の総盆調蒼を始めたことに︑わ 一二〇％に出力ダウンされ年揃一隔

ならないなど︶は︑必璽限度を鵬脱

る︒工NPOが︑これら聾費の工

米国のブラウンズフT・リー原挙
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つまり米国の国籍にのみ汀Rし︑

的な国輪転理のあD力について︑

を︑どこがやるかということだQ

馳磁し凝つけなければならない課

﹁実証炉は60万KW﹂

題だ︒

る万銭が母えられて齢り︑岡倉と

この件については︑実証炉をやる

委が実億鴛体を決めるのがよいと

姿勢としては︑長擬貯融が可能な

一・高レベル暁二物への基煎的

りつけの手続きが複乳化するのは

という繕論がでた晴点で︑原子力

瞬蟷麟A丁Rで発言

必蟹の傭勢︒まだ︑新日嫉協短が
発効しだ時嶽では︑これ家で釆国

人工施設をつくり︑監視ができる

理想と思う︒五薫琿︑手郊という

範囲内での﹁単永久胸﹂な処分が

慰う︒

一︑ウラン灘縮原型プラントに

ついては︑五十七館度から懇手し

闘の科学技徳では十分︑可能だ︒

なお︑藁海では︑高レベル腱調物

の処理研究馳設CPF︵実蝿液
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う︑技倫酌横討の不備を整

また︑市川皿一氏︵戯︶は㎝欝 職設輪に関する狡衛墾準の改訂俘

扁

臼

6月12黛︑遜産憲て

澱肝省は二十七β付の嘗報で療

月十ご日に闘欝金議察で開くこと

を隻固した︒岡省では窮故を起こ

した周発臨所に対して原子炉等規

の一環として開かれるもの︒原子

炉薯規制法にもとづいて︑こうし

で初めてのケース︒

た聴聞会が開かれるのは︑わが濁

日本とユーゴが
科学技術で協定

この協定は︑科学技術分野の協

た︒

ビア外務穴距が呂席して行われ

大手とボルホベッツ︒ユーゴスラ

康︑爪・醗が関の外務省で園醗外錺

循協力協定﹄の緊嶺が二十二田︑

IRC︵国際霧気標準玄議︶︑等

SO︵国際語輝化機構︶などの椀

繍集i一など認遊行蟹を行った︒

誌記念特錐弩﹁三十鰯の歩み﹂の どを調蓋検討するQ

学技術に閲する研究繕渠の交換一

る金訳︑シンポジウムの聞催③科

術癌の交換②科学者︑技術蓄によ

騰絃麟難

行おうとずるもので①科学省や技

原子力関係営業種圏

とカナダの﹁二重国購管理体制﹂

門経済性にこだわるべきではなの実証炉扁という線でまとまりつ
い︒新型転換炉解織炉の経済性つあるようだ︒実証炉について︑

であっだものが門三璽魍鱗管理体
制﹂となるとみられるため︑これ

一部に経済性を問題視する恵冤も

潮懸闇に耐えうる人工施設は︑今

は︑核燃料サイクル金体のなかで

ていくために不可欠のもの︒原型

たいと考えている︒原型プラント

にまにあうように理想酌な蟹理体

あるようだが︑鼻薬醜にみても︑ は︑商業プラントの狡術を確宣し

動力炉・核燃料開発眺業繋の瀬実訊炉は潔くなるのが普遡で︑経

みるべきだ﹂一1︒

まだ︑英仏から憂患される園収

鮒のあり方をさぐる︒

プラントは︑商業化蕊での︑メー

による關化試験装灘︶の講整試験

省禽との会晃のなかで︑次のよう

川正男運劉長は二＋六日︑科学記餌性にこだわるべきではないと思

う︒たとえば︑仏のFBR︵筒速カーの技術と生産力を維持してい

あり方もこんこの検謎課題のひと

プルトニウムに対する要義管理の

運転に入る予驚︒これにつづく︑

が順調にすすんでおり︑薬無から

な燕をあきらかにしたQ

網殖炉︶爽謙炉﹁スーパーフ丁二 くという面と︑海外の技術に到達

つ︒さらに︑将来は輯換醐も蔭国

ックス偏は︑薗73KW級の軽水炉
した凹本の技術力を︑どう商業化

脚一僻＝一

実弾機設徽でのプロセス試験も︑

一︑新型転換炉実証炉について

一

は︑原了解蛋員会の評価離隔珊門とくらべ︑二︑三侶︑隔くなって に反映させていくかという畷騨約

の規制を要求するケースが墓えら

一0一＝＝縛

れるため︑三逐電犠働理︑四条染

一

来年度から入る二季だ︒
＝一炉

部会で脇門中だが︑﹁六や万KWいる︒間髄は︑実証炉の建設t体なポジシ出ンの爾職から︑學惣に
一

様伽理の町能性についても換討の

あらゆる書哲厳蕉公平に対処し

嗣＝＝一

観毒できる﹂といわれるが︑げん

てきて35り︑この点で今河も阿植け︑資線エネルギー庁から五露草

一一＝β騨︐一

ざい︑門ではどれだけ核物蟹が不

だ﹂との砿潟を説明した︒

襲

一方︑豆粥月でけ阿じく今年肢

明になったら危険と考えるか﹂と

いる︒

必装性がでてくるものとみられて

かり阿横討会に謝雲理解栃ワー

の考えるが必ずしも購破になって

木原子力文化振腿財園の出してい 業に

公薮していたら︑原発の漣転はで 査委託を受けた︒

が︑これは購故隠しの冨震にも値 認定集務については︑二月十九︑

停止翁令を出すことにしており︑

制法にもとづいて六か月闇の運転

﹁しかし︑評価を欠いた誤濠炉を 一⁝十三田の三日間︑高松蒲の四国
止めたりすれば︑結果的に隠すこ 新麗礼ホールで行う︒
火力発露闘係湯華は︑今鎌度も
とになりかねないので︑公叢する

血目の聴聞会はこのための畢続き

だ﹂と政府の兇解を求めた︒これ 習と口箸試験を実鑓し︑二丈瓢名

が受験し︑二十⁝猛の禽格省を出

する︒これが罐力の総慧なら璽大 ご十臼の藺日︑東京で初めての講

に対し︑蕩橋審級窟は﹁親の心︑

子知らずだ︒細大漏らさず公義す した︒
五や六鎌度の蛮業謝画では︑火
ることが原発に対する岡罠の信頼

簡工蚤丸盆で曲田正雄氏︵祉︶が

たい偏とのべたQ

も︑そういう．則嗣きの懲殊と解し

﹁県民会議が補強地検に仏翻した 場台はキチンと評働をした形で公 引きつづき①ASMEコードの講
22礒︑外務憲で
験するのが前捉だろう︒あの文墨 査検説②﹂︷S︵田本工区綴梅×
門碍塞・ユーゴスラビア科学技

田無難払描画荊毒局璃喚課鼠は

格検討③公害防止技術調幽ーーな

隙子力発織陽係業脇では︑絵子

どを行う︒

力部門の総猛機関として①技術棊

武左衛門会長︶は二十六欝︑東京

第二点は︑門原子力発熱所運転 認楚試験は︑第一團を四月二︑三

醗任薔認定離度扁の実施を新たに 日︵大阪︶︑第二回を万月十四︑

力を相厄主嚢の原則にもとづいて

準・規絡②ASMEコードなどの

・丸の内の東商ホールで第二十七

総会では︑昭和近十五琿展壌業

iが霊な協力内容︒岡協定の有効

摂行は二隼聞となっている︒
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國際的な潮流に斌処
籔繊効率的な管理体綱探る
多腿阿織鶴甲〃の必蟄牲が莇まっているため︑こうした移払散防毒薗での要求を轟たしながら︑効舞舞に国鰍三三

科挙温海庁は今磯殿中をメFに輸入嵩物震の属臓籔瑚のあり方について総禽的な検梅を行う誹厨だ︒二国辱原親電協短激定にとも
なって抜物質の

わが憤の保捻する讃羅ウラン
は︑潜門五十鷲砕宍現在で鶯街六
侃宏のん賦︒しかし︑隣奪九月に
一発化する形がとられているが︑

行う力餅︒たとえば﹁プルトニウ

確敦難度庵所に関する馳聞会を六
記するため︑ASMEコードの調

の保陣娼罎技循検酎会に多麺麟熱
日膿腺子力協定改定では︑葉水と

きないだろう﹄との配述がある

る衡覇には﹃すべてのトラブルを

管理ワーキング・グループを設圧

ムが八避竺あれば十日間で原爆が

⁝方︑原子力発飽駈運転思懸管

羅州の二圏間で﹁事前隅憲﹂を得

ざいは︑鉛筆で響いているようだ

曝懲理記録に詑入するさい︑げん

︶る◎蔓◎◎◎R︹︶6登穴︹︶6◎◎◎蔓◎§マ︵︶6◎◎︹入

して検討に入っており︑約⁝集聞

今後の対応で論議

が︑これは騰きかえができないよ

か一とただしたのに対し︑平田課

うにボールペンにすべきではない

羅類の鱗故と考えている﹂との解

国会︑継電敦賀事故問題で

を郷る滋だと思う﹂としながらも

わるものではないとしているが︑

釈をあきらかにした︒

力原子力発電大会を十月二十一〜
業も門指摘の遡りなので︑その方

参舐院秘学技術振興対簾特別委

どういうことか﹂とだだしたのに

きなかったのは題猷省にも嶽任が

ないか﹂とだたしたのに対し︑飛

が︑丁こころが加えられることは

向で横討したい﹂とこたえた︒

員鼠は二十二繍︑敦蟹原発好題に

；月審議官は﹁今岡の嘱故は癖憎

対し︑蕩禰宏遜雲雀資源エネルギ

あるのてないか﹂とせ襲ったのに

一方︑ニや六田開かれた参議院

ついて通戸隠と科学狡術斤から鰻

附し︑駒無害議冒は﹁一訟鮒には
原憲に貰仔がある﹂としながらも

さらに︑﹁今圃の需要を防焦で

儒をうけるとともに︑今後の対応

格のものではないということであ

体の碁水的醜語概愈にかかわる性

診︑逆にいえば設備の改鎗︑擦籔
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大会は秋︑高松で
敷側妻個人会員は約九千名に

としているが︑通産省はなぜ源編

場會には答発しなければならない

った︒

十五日︵東京︶︑第三回を十月

﹁火力発聰技術協会﹂から﹁火力 八︑九臼︵大阪︶︑第四園を十一

︒ムム刮報悠︑五十六奪度欝欝謝罪 類業として加え︑協動の磁称も

原子力発露技術協鼠﹂に改めたこ 月ご十六︑二十七日︵東京︶に行

うQさらに︑同協会ではすでに︑

無謬し︑佃人金員数も八千七十七 調査︵団疑・都印姦正索大教擬︶

とである︒

蒸立三十周葬圏を迎えたことをあ

瓢一瓢七一一
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τεし

癒行うゐ漢のあ診方懸擢ろうとするもの︒今傑蔑から原子力笈全冊の保障搭齪技術検討愈の多螢瞬籍二野ワーキング・グループで換

で一驚の結論を求とめるみ乾たQ

キング・グループをスタート護せ

いないだめ︑こうした慰にもメス

リカ機械学会︶検討婁員会を設 窪窪敦賀の処分
間題で聴聞会

とくに︑陽加原子力協蜜欝欝で

ており︑係蘇措臨のカギを黙る

講作跳に入っており︑将兼︑予想される酬収プルトエウムに鞭つる国織懸理のあり方にもメスを入81ることにしている︒

は︑一叢︑規制については累麟に

十詣力五イ五自ご♂擢ざ濠た︑レ
瞬加除静力協篤改釦藏憲鰹が発効

十八73七千円の予棟で︑原子力発

たもの︒異装厩かり原ぞ力量を局

リウムは四千六轡日八イ留 ︒ガ ︑プ

しだことにより︑わが國は米図と

行︑さらにげんざいオーストラリ

﹁不明物質羅﹂の解析を短点的に を入れていくことになりそう︒

⁝霞した規制か行われていたのが 総へU的なメスを入れることになう

ルトニウムは六イ九醤七十暇♂躍ノ

カナダ︑オーストラリアなどの原
アも岡様の規制彊化を打ちだして

﹁二墾圓構核物磁管理体制﹂へ移

カナダから耳隠に規制をうける

農国から輸入したもの︒こうした

いることから︑こんこ﹁團鱗魁

これらの核物臓は︑霊に来凶︑

にたつしている︒

織物質が︑わが国に入ってくる凝

躍﹂は︑さらに擾雑化が予想さ
れ︑こうした新しい

多郵国織管

路をみてみると︑一部原蕊麟から

天然ウランの形で藤接鷺本に入っ
理

が磁鹿に復簸にならないよう照門

要詣にこたえながら︑管理手離き

庁ではこれらの核拡散防止颪での

こうした膏禦をふまえて︑科技

摘されていた︒

のあり方の捗討の必襲轍が指

てくるケースもあるが︑大部分は

換されたあと︑蝋に※国で灘纈さ

楽国︑カナダ︑英羅︑仏などて転

れ輸入される形となっているQ
このだめ︑わか国で輸入される

按物質については︑輪入欧前国︑

このなかで︑松・嗣達郎氏︵牡︶

のあり方について震疑を行っだ︒

が⁝懸浮野の戴終報乞諮では今圃

歌書体制の強化で︑こんこ防げる

つづいて再出瞥典氏︵公︶は

く﹂との姿勢をあきらかにした︒

円来の原子力聞題などを話し愈つ

﹁告発醗題﹂をとりあげ︑

﹁刑轍

ため︑関係省を集めて行った懇談

て︑最近の核不拡散聞題の鋤瞬や

の罫故は懸子力既判の堪水にかか

一

﹁通蕉省としても︑できるところ
︸
からはやく郷環改稽をはかってい
⁝

一

日三一処理交

渉の再現？

二人はなつかしそうに鼓を匿い

訂版の発刊④禽費名簿の発行⑤会 外国規格③溶接の戦術基蹴Itな

出し︑かたい揮手を交し儲ったQ

薬と同収支予算廉などが上程さ

火力原子力発臨技術協会︵進藤
三社九か月齢︑カーター米大統

その貼の交渉は・二年聞︑九十

これに対し︑平田風一郎通鮭省

訴訟法によると︑法禅に違及した

領の核不拡散悔涙の風がふきすさ

九踏の翻限つき運転で︑台潜に逃

資源エネルギー庁原子力発黒糖金

会の席上だつた︒

ぶ中︑でき上ったばかりの環海再

した︒それ照門︑同工場はいくつ

れ︑原案どおり可決した︒

スミス氏︑宇野氏と再会

処理工場の運転開始をめぐって︑

かの運転期間延長交渉を経て︑今

衡理謙飯は﹁漏電に法律違反のう

その謂業綴告によると︑五十五

求た︑金爵数も岩体鼠畳数が九 黒月十九日から五月四欝議で︑来

った宇野宗国代議士︑一方は︑来

あえて司法制裁は必要ないと擬え

とりまとめ申︒
新設委貝会ではASM遡︵アメ
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兵庫県尼崎布杭瀬字上島iの
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大阪本部
東京支店

藁粥

曽＝煕優「

憩原子炉関係各種機器、装置
緬核燃料施設の諸装置
轡核燃料取扱、交換、輪送装置
轡放射性廃棄物処理及固化装置

いています。

鶴鐵ξ・

軸》㌧骸

本社・工場

。礁

諒欝

（下記装置の計画、設計、製作、据付）

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

卿∴譲㌧

木村北工機

≧㌣

未来に躍進する 農瀬野！

原子力機器への実績は高く評価されています。

冠懸

@

字盤
κ激鷺調かスミス氏の来駕に禽豊
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嚇煮が少ないかを論じだ︒その脇
命として岡氏は︸諦轟櫃の万が高

したーーと把明している︒
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ちなみに︑除．＋力発偽は現κ︑

Nースロードとして昼夜を忘して け方には︑原〜力発嘉所が負何の

﹁蓋

関西甑力末重工不ルギー館は︑

ての疑隠が凸臨め

り︑繕弛初につい

パビリオンが．口璽にそひえなつ︒
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だそっとしている︒特に厘鈴力発
強

未来エネルギー館

にきわうポートピア
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かっている︒
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Dる瞬渥なのかも
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るF轡り一の潴
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ポートピア浴入場舞のこ畷弧
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