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薗覚が必痩である﹂と強物した︒

このあと︑磁κ省と科技庁から
隔心発電所の一連の肇故について
経灘と対応の説明があった︒これ
に溝して︑地元自治依からは﹁民
宿があいている﹂﹁観光習がこな
い﹂など︑きびしい現状を訴える
角が禰ついだ︒

次に議嘆に入りω昭瓢五十五隼
度事業報告および収支淡輝②五十
六年腱慣譲墨画漿および収支予算

乃発範囲の安全礁螺と︑順子力発

に層ずる要甲慣壊を次とめ︑三脚

力文化振興財剛の岸本題窃鷲理

二十九臼︑参藩入として口乞原子

は行わない︒出力上昇試験の前に

た︑炉内検蒼については原籍剛の

二二は撤去するしと述べた︒ま

い﹂と述べた︒

三塁の地元と協謡して陵付した

愈承属昭芸西理弱が︑﹁縦磁鰍で

躍察︑臼本学術鼠．畷奪麓の伏見概

の野村一彦理寮疑︑二本昌昭轡務

述氏らを憎き︑原子力簡題を炉心

恥︑二本原子力舩研究開発雷策鴎

二戸確撮については︑①僚子力

簸後に自民覚の旧名部匿曾氏

臨二二祝薗二身の地域臥翼︒税紺

河道激転響理蝉門酒場践の允実②

に科学技爾聞題一般について審譲

や禽議遷需のあり方に騒騒をなげ

は︑田本学術盆議の禽鍵産挙覇殿

敗二二に大別している︒

纏の強化③防叙対策の報冥強化1 した︒同優鍼会はこの出の委磁会

国による富時凝境モニタリング体

で今田会での審読をすべて終了し

ある﹂と述べた︒濠た︑失われ

の欝欝︑霞源立地関孫国会議員と

露気科維制度纒入に関する慧猛轡

市のみならず全編の原発鮨征甫町

環なる放嚇歌書破について﹁敦蟹

党の属騨旧朗氏は︑日本原子力文

必硬があるのでは﹂と敵府の冶え

たプレスレリーズ﹁原窺・敦蟹発

かえられていない︒今田︑寮当な

勝から郡上瀦の禽議のあり方等が

に答え︑﹁昭租二十三年の設懸盛

中川太郎乙哩騰総携摂官は質問

をただした︒

鑑所の放射能漏れ一の中に︑﹁す

あり方かどうか研究の余地があろ

となるよう搬器する﹂と述べた︒

う︒闘蔑が俗績し︑購敬する禽議

一行は五臓家で鼠議に出事後︑

一考夜︑難路した︒

員食霞員疑︑羅︶に禺腰のだめ︑

グ・ブレンク譲鹸会麟宇脳技構婁

科学﹂雲譲︵議長薩ウ湾ルフガン

ンキで三田から開催申の﹁議会と

ー五名は︑フィンランドのヘルシ

議院科学技術喚環会の代表メンバ

中村弘海姿戯長を朧蔓とする衆

﹁議会と科学﹂会議に出席

フィンランドへ

衆悪伎委代表団

るだろうし︑そのような公表が麟

これに対し岸木康同財園鵠霧二

をただした︒

の蜜全性に対玄︑0同財画の毎え方

込があることをとりあげ︑康子力

わかには湾だしがだい﹂という譜

民の刊鑓にすべてかなうとは︑に

陳子力発電所の運娠は不可能に着

噛していけば︑たぶん臼京金上の

べてのトラブルを細大漏らさず公

化振興財団が五月九艮付で発表し

かけ︑﹁穿術勲謡の体制をかえる

⁝などを求める一方・傾レベル放

た︒

と受けとめたあと︑﹁原子力発癌

た原子力発露の撮頗演復をはかる

樗に痛烈なる∬盤を与え︑抑え難

まずはじめに蟹問にたった社会

嘱汽廃．璽物のサイト内鼠久的駈礒

地域振興と税財蚊搭麗について

には反紺している︒

は︑①慮源三法を改罰し巡転中交

策交付金などを篇町村浸の自由戯

付金制展の噂入②醗源立地促進対

簸で便璽できるように改窩③原発
等大規梗僚五黄聴について康発所

るように改薦④海町村税として発

在而町村が魚部に対して課税でき

る︒

璽ilの二擬が上盤され︑上磯ど 徽税の二塁ーーなどを或めてい
諮り萌決した︒

纂策的考えみは変わらないもの
の必要控を訴え︑園民購台悪にも

の懇訣愈開催︑園寒予簾護照のた

総金は鍛後に︑敏耀魔隠所の度

難ず︑あいさつに立つだ賜本会
の︑ ︐阿の箏故で失った﹁仙頼の

基本として︑﹁壕子力に携わる薔

その雲綻蝦鑑によると︑飽域溺

長は︑田寒原子力発傷・襲賀尭四
とづいてその円滑かつ強力な鑑涯

嘱故の報雲斗携純瑚には隈麗があ

藍は︑﹁プレスレリーズの典慧は

で線引きするか検討した方がいい

るのではないかということ︒どこ
学技術庁長嘗懸と︑騨村〜膠順船

という趣旨だつた︒通藤霞の申間

ったことは反省している﹂と答え

で︑誤解を求ねくような記述にな

闘理事長名二通の文潭で︑征式に

また︑そのこの瀕業聞係菖との

報籍発表後拙速陶に出したもの

会訟のなかで一水専務理事は﹁弾

協力を硬請したQ
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隈捜には答場ならざる努力と田時

凸十六隼髭の郵駅硝画でほ︑鳳

所の一漣の翼故について︑﹁や守
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いhりを憾じる﹂との特別決議を
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めの陳情などを行ったQ
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すべてが︑冨にその澱任の頃大さ
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をはかるべく努めてきた当会議に
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を燧する﹂という蕊びしい兜通し

次に廉織あいさつがあり︑題だ

衛町村のイメージダウンはもとよ

も極めて大きな影響を与えてお
省︑科学授術庁代表のあと︑あい

工期論議延長を要請

原子力船﹁むつ﹂改修

一左

をがみしめて膏動ずるという強い

り︑はなはだ澱憾に鎧えない漏と
さつにぬった円城寺次郎︒臼本甲

を開らかにした︒

述べ︑地方自治体の燃しい立場を
乎力詠漿詳説麟会長は︑﹁ただ今

り︑建設爾闘を撹罷中の竃町村に

訴えた︒さらに弼氏は︑国策に協

オ

とっても︑窯ことに涌掘の顯みで

徽税の翻設などを旧に嚢糊していくことを決めた︒
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下力発電臨写に対する強い不満羨朋が根次ぎ︑地響住嵐と颪援関係をもつ康発走地無町村の凄しい立場聖浮きぼりにした︒求た︑五
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恒久的財源確保等を
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ても空輸に欝くほど深矯な噴感﹂

1ル原子力センターなどを視察す

仏のツーロン海洋研究所︑マルク

ると闘時に︑議会関係蕾と懇談す

代表メンバーは︑中樗覆戯長の

るQ十三暇︑帰麟の予走Q

ほか︑小糠総懸四郎理事︵i︶︑
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の験瀦は︑形式陶なあいさつをし

だ︒

また︑共薩党の頷崎博洩氏は︑

原子力船﹁むつ﹂の母港間触にふ

こでやるのか﹂と猴饗した︒

うな段差をつけているが︑﹁C﹂

国

原子力委貝に
向坊氏を承認

衆識院は六月懸濁に開かれた本
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力することにより地域の発展・振

性波探沓などによる海繍地盤の調
盗には︑約半無かかろう﹂とする

モのなかでも︑鯵料交換時のた

めに︑とりはずしが肖宙にきくよ 泳︒
もう︑放射線漏れが評されない
うに︑ボルトの上部を憾写する
﹁C﹂ブ買ックの製作︑凋盤︑据 原基力船門むつ﹂︒その譲功のカ
付けが︑碓関中の難関︒
ギを握っている箔口答器ヒ部遮蔽
固屠して二村ける﹁A﹂﹁B﹂ 体改修工慣D五蕎協定による一眼
﹁D﹂ブロック綴の微調整を・す があるものの︑あえて・一儲閤の

りをめざしています。

・，

興と俺羅嶺課の向ヒを図うという

長崎地元三者︑即答避ける

兜通しをあ蓮らかにしたQ
窮は三十田︑地元河梁県むつ磁の

これに対し中川一郎科学捜術庁

れ︑門大藤織の定係紬としての法
め︑敗府︑廓業麗としては︑安全

関撮浜を訪れ︑関槻凝漁協︵欝欝
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学術会議の
科学技術庁の島単公主政語次窟

確保の福点から︑期隈内の工箏終

入︶に対し﹁新羅港建設に向けて

才太郎粗△国語︑継倉員三酉六十二

的魏査はいっか﹂﹁炉内検査はど
と謡本原子力離研究開発顎業倒の

了は困難と翠雲︑策三期工趣に入

と据付け︒

1≡編＝㎜≡M＝τ三⁝一≡二一︻王一備≡筥≡⁝1漏＝騙＝≡＝﹁ーヨ≡隔≡⁝齢丁

体制検討へ
移村一彦理事長は一田乍前︑原子

罠窟は︑﹁鑑定係港が完銘すれぽ
＝三⁝蓑≡

衆議院の科学技術婁陰金は四月
一一冨一−

﹁むつ﹂遮蔽改修工

蚤二

の閥査をしたい﹂と︑中川一郎科
⁝礁霊長を満し入れたもの︒

︻解説ロ

るのを機盆に︑今園︑地尤豊涛に

地元三重との金談のなかで︑下

仁多・肇腱団が発表しだこんご

ばならない︒

聯で︑石川海難織田工業︵亙11 格納容器の上部蕊蔽体は・上蓋 ブロックは︑その上に︑いつでも
の上に己惚する﹁A﹂﹁B﹂ブロ とりはずしがきくようにしなけれ
1︶︑屯漣虚工業︵M11工︶︑三
までを穏蔽する﹁D扁ブロック︑

ックと︑上蓋のボルトから抑止部
菱原子力工業︵MAP1︶と裂約
を赫んだのが昭和五十五年七月尋

古うている︒

りの灘捗で︑本年署月一．干一日︑

一臼︵いわゆる第一期工噛契約 それに︑﹁B﹂と﹁D篇との聞を の工繋スケジュールによると︑こ 金議で︑まだ︑参懸盤は三臼の本
︶︒その後︑第二期工添契約が陶 売罰する﹁C扁ブロックから破り の﹁C﹂ブロック︑フランジ部川
会
議で︑晦坊隆・荊搬京大学学疑
目体コンクリート発娚︑据付け
の原子力黍員就任を承認しだ︒
が終わるのは︑覧＋七庫の四月
雌十二月三編に白墨され︑予定瀬

六月一日に契約したいわゆる第

工郎が完了した︒

托期工壌は︑①格納恩器上郡蕊蔽
添の製作・謂整・充翼・据付け②
謡講篠傘下の二重底上部および内
部愚蔽体の据付け③船体部穫旧識
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力船門むつ﹂改修閾題で畏輪県庁

平雌務次窟は﹁五者協憲を守れず

を訪れ︑無韻勇知窟︑筏︵かけは

提紬限漁遵学長の地元瓢蕎に溝

し︶熊獅佐世保帝長︑住江蕉三

し︑工期の一溜延長を嘱し入n 目し訳ない﹂と陳謝するととも

とりまく親しい溝勢を説睨︑工期

に︑新母彪淡定という﹁むつ扁を
放射線漏れ慣故を起こした原子

た︒

だが︑地兀三琶は︑いずれも即

延疑についての協力を蟷溢したQ

答をさけ︑それぞれが関籐機紺に

嶽県むつ竃の大湊港から疑崎邸の
佐世保紬へ同航するにあなって︑

ることとした︒

もちかえって協潔したのち回答す

力船﹁むつ﹂を修理すろため︑費

科学妓術庁︑原醗喚鑑麟︑疑騎

査・協力を要論

関根浜漁協に調

県︑婬習習酪︑長醐県漁連の五色
で合隠しだ協定の修漁期阪はく．年
十月籔での⁝⁝蕉聞︒

だが︑佐世保馨工染︵SSK︶

﹁吸収﹂しなければならないから の運れとともに・憤丞の上にも慎

べて門C﹂ブロックの遮蔽依で 工瑠延長を駕し入れたのは︑工瑠

員の訓練に至るまで、一一畏した姿勢で饗かなξL建つく
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三

フ

ブ

︑

策〜弩は︑バ⁝セベック原子力発

緊惣時区域

に指定

原子力発電所から鄭径士一〜十

実施される︒

五．翻酵内は

ぎつけたい悠向だ︒台湾惣力は︑

カユニットを麟際入柘で契総にこ

子力でまかなう麟鰍︒

九Q隼までに全磁力の鷲二％を原

フェツセンニ号

ラ

ン ス

でSG細管漏れ

フ

︹パリ松本駄議員冒フランスの

（財）原子力弘済会資料センター

って︑九〇館には暖罵思石油のシ

︑

され︑この区域内では︑原子力瑠

故隠のための計細な対策がたてら

れる︒聴別欝報システムの配瞭

や︑苗もつて住畏にヨウ素錠剤が

フェッセンハイム原子力発惣筋二

五月十八日︑蒸気発盤器︵sG︶

導機︵九イ万KW加圧水型炉︶で

の一次系から二次系へ一盛聞当た

り胸ナ屑の放射性水の漏洩が発見

奪の操業入りを予竃︒フィンラン

エ974年以降最近まで

フォースマルク艶躍所一︑一欝町機︒現在建設申の三丹機︵三十

難翠︑

灘コ．

〜

配給されることになろう︒

麹距

これは汰気申に放劉穀拠気の潤

された︒

ので︑漏幾活路が拡大して原繍を

出の危険をともなうものではない

謙痢できる談で︑あるいは八月の

定検濠で︑そのまま逓転を続行さ

ドの原子力発電禽社TVOとS年
K十月に溢噛した︒世界で函南に

炉︶は︑五月で一臼︑工業省の隔

︑

RS（遡及検索）

万KW︑BWR︑八五年運關予定︶の熱水を利用して︑百︐ガ層離 電隣で︑遅くとも八五卑塞でには

り

聯

汐汐︑

く沖

︸轡
郵塾

︾

台

号が発電開始

クォシェング一

湾

臨裟

れたストックホルムの曖罵を行う計團の鯛査が進められているQ

欧店ρ酒

＼

︸㌔漁

．薄黒

導嚢Y苓き

一v≧

しかし︑圓路の放射性化学特性

経る謝両だ︒

は︑欠陥チコープと圏づまりを識

測定で億険が認められる場愈に

る︒一無機でも︑すでに一九八0

BFの間で︑フィンランドの使用 運転を始めるBWR一六型炉であ種課題はビュジェ原発でも認めら

性に縦閻を象明しているσ

れ︑フランス製笑気発魔器の悟頼

サンローランB

フランスの

フランス

二︑試運転認可

︻パリ松本蹴祢員

うンローランデゾーB隙子力発亀

界および鍛褥の出力引上げ試運転

その修押作柴がパイプの破裂と関

三人の作業員は︑診療検査をうけ

係があったものとみられている︒

︑︾
・鍵

その後︑事故時にKl二九建屋

た︒

内にいた十四人の作果員も被曝の

館城は︑大きな破裂寮故とはい

こんなときがIN冨Sの出番です

ェアを四〇％に洛とすことにして
いる︒

さらに政府は︑地力巌局に対
し︑人口観集地城での難城暖房

馬

︑

多

世界初のBW殺6型

台湾徽力のクォシェング原子力

発電所一署機が︑五月二十一環︑
発露を開始した︒

の米シェネラル・エレクトリック

提案︒これは︑SKBF︵スウェ建屋の建設が始まった︒この施設

む︶の澱任をもつ票業体の設立を

の総欝蔽能力は

り澄合馬で︑今無一月からは地表

ることが急携となっている︒この

ーデン核燃秘供給金被︶の改組に

台湾竃力筋は︑門クォシェング

一号が今無末から簡業運転に入れ

される︒来無陶二簿が運開すれ

ば︑輝隅用石油が鱒鉱照億が節終

濁家放射線旨旨協会の勧農にも

の中で︑原子力発電所サイト毎に

ば︑さらに四億がの鯉料費が鯖約

とづき︑政府は︑エネルギ三法薬

地域隠亡蚕簿会の設麗を握案して

される﹂と述べている︒

禽湾では︑現在︑テンサン原干

いる︒地域安全委員金は︑公衆に
十分野情報を提供するのが詑な臨

ェング一︑二弓以外にマーンシャ

薫︶が運転中︒このほか︑ク男シ

二十五聞の予定︒

の認可を翼けた︒送寵聞始は五用

力発症藤︵六野二瀬六千KW︑二 所稲叢機︵九十万KW加無水型

ン一︑二驚が建設中︒台湾学力

画で︑政党︑地方当局︑発臨所の

は︑今難申には七︑八雷葭の原子

原子力発磯所の安全瞥を高める
ために︑流記容器には︑ろ過大気

米テネシー州ウラン濃縮工場

六弗化遭．ガス漏洩

ランもいずれも願譲な彼畷をうけ

十七入が軽微な被曝
来飼テネシー州オークリッジの

可能性があるため︑検資をうけ

えず︑箏戯画起した部分を除い

いなものとみられていろ︒

が破裂したために起きた︒六弗化

ルの六弗化ウランが流れるパイプ

事故は︑K上冗西夏の灘縮セ た︒彼畷があったとしても︑ささ

ガス拡散法ウラン濃縮工鴉のK一 なかっだ偏と述べている︒
二九語歴で︑五月二十七日正午こ

ウラン・ガスが建屋内に漏れだ

ろ︑有感の六弗化ウラン・ガスが

高地のエネルギー省当局は︑漏

漏れ出す喚故が起きた︒

補助建屋内で修理作梨をしており

放論装躍が据え付けられる︒その

代表からなる︒

CFD曳︵虚空労連︶は︑この

原子力発飽所は︑八O奪末時点 の四九％︶と推定︒また︑風力と

ため︑暖下用石油には爺税を焦

︵GH︶敏製BWRで︑一九七
奪四
秋︑同様の漏洩が探知された︒

太陽発触についても︑それぞれ三

二千ゾウランで︑

で総量が運転中︑四基が建設中で

ーストラリア協定を評緬する一

る︒

済み燃料を一定期間貼蔵する件に

sKBF︒

んど暇動的な再移転を認めると

方で︑カナダ︑※国とは別の協

ついて交渉が進められている︒

殖設蟄は十億クロ玉ネ︒所育管は
昨奪五月の発破作榮で始まった

よって可能とみられる︒

励にふり尚ける計雨だ︒これによ

ンの再移転に閃する為事勝論

︐

惣偏問題も解決をみている︒内

︐

容は未発表だが︑報泊では︑オ

⊃

ーストラリアは一⁝幽間協定国

切れが悪い︒インドは特定鰯に

ウム魁理に同弔

場での競象樹手なので︑軍国の

求できるが︑富国とカナダは市

とする︒噺分はECのお手並み

て︑濃縮工場は趣転を腕けてい

︽

る︒

築穏が

が︑その濃縮セルは隠ちに隔離さ

事故発焦当懸︑課入の

洩ガスはサイト外で摂知されない
﹁尿検嶽をし

れた︒

だろうとみておD︑

た十七人の脅業負は︑弗素もウ

干319−113く城果沸瑚｛驚掲瞬jTELO2928一驚一5063

スウ﹃
デン政府
の利彫払大を支援するよう勧告︑

京た︑暖勇への磁力の禽理的利用
について必幾な総総をとるよう提

の態腱を

〜

欝

使用済み燃料の一時貯蔵施設︵C

砿ヅ漏

ノ

し兇
︑その税金を代替燃料使罵の奨
韓KWH︑十〜三十惣KWHと

ルクニ︑三拶︑リングハルス四 込んでいる︒
⊃

に立たされているG同国の濃縮 協定聖職後は米国の三徳は一切

繕が旗宣したため︑爾アは蕃境

ない︑ときわめて馴快だ︒これ

に︑長期取りきめに基づくほと

にある◎霧処理も自曲であり︑

能力は︑談だ当分商業得用には

に対して来岡は︑古臭い撰際法

このほかにも︑カーター時代
からの響案は多い︒揃ア趣邦へ

もうひとつ︑もめ統Uた累國 の論理を持ち出しているが︑歯

間に臼わない︒

れている︒

の濃縮ウラン供給もそのひとつ

とインドの関係も遠忌に近づい

いう⑪ECはこのあとカナダと

だが︑雨アはレーガン政格によ
る捗不払起業鍛の擬郡を期待し

よる規制にはあくまで反唇だ

いと自繕を発せている︒

している︒この

の論理では︑オーストラリアは

定をめざしていることだ︒EC

興味を引くのは︑ECが︑オ

旗り行きを米国

核兵器も原発も持たないので︑

は一休どう発て

理後のプルトニ

定を絡び︑豊津

への切下えに踏み切り︑再処理 A︶とはすでにセーフガーズ協 渉するが︑それぼど鑑航はし濠

が︑燭際厨子力機関︵IAHの協訟に入り︑纏いて凝鮒と交

ている︒インドはタラプール炉
︵二星︶轡料の混台酸化物燃料

て︑同国一門炉︵コエベルグ

への濃縮ウラン燃料の供給が唯 炉︶の勧装荷燃料を末国に交渉

ころブラジル一号炉︵アングラ︶

一の懸嬢だ︒カーター政梅は︑ した︒しかし︑レーガン政権は

ーズを受け入れ

金顯域セーフガ

讃纈響麹捧∪

る保談をブラジ

る旨の五四によ

ルに要求してき
た︒ブラジルが

いるのか︒

ープルトニウム潴工の懸勢作り

合わない佳庸を寒寒こんだよ

﹁事前同意﹂をある場舎には蟄

行二丁︑政治的紛糾を理由に︑

反対が強硬なため︑来国政府も

を急いでいるQ米国議会の輔出 まいた悪い理刈りとる︑麟の

レーガン政権は︑カーターが

いが︑ブラジルが他に供給源を

わないと︑他の供給源を離すよ

拝発というところだが︑環諏に

うだ︒来園のもたつきぶりとは

隅体︶は各國との協定改疋を義

講インド協燈の丁々を考えてい

笑に瓶めている︒オーストラリ

けどんな論理があるのかが気に

るが︑終粘後の鍵用済燃糾管理

門行敵的・政治的侮糾扁を理由 られそうにない︒インドの窟鰐

ないと釘をさしている︒W︿國が 問匙をめぐり交灘の紛善は避け

アとの協定擬が︑加盟諸国の最

かかる︒

対照購に︑一方のEC︵欧嬉座 るような識捗は縫紺にできない

庶策を萄利にし︑ECの手を縛

環堵のスケジュールには間に禽

う通搭したようだ︒そのさい︑

セルすれば︑多額のペナルティ
を科せられることが︑楽国の分

一の揃轟だったQマローンはは 末則代表は不拡散葦簾の緩和は

は︑花軸を支払って購入したの

終審議の段階にあり︑擬頻ウラ

恐して︑そうした懲罰磁袈から

に挙げたのは皮肉だが︑一帯炉

だから︑輝料の桝勤格はインド

の駄換な枚廉しに行つだのかど
うか︒ブラジルでは︑西独に肱

の供給国フランスにも彊会党阪

︵K︒K︶
くイタリアとの筋冗も取沙汰さ

し

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

糊している︒

フォ⁝スマルク原子力発憲所三

欝機︵融＋万KW︑八置数辿開予
短︶の熱水を酉が耀におよぶパイ
プラインで購いてストックホルム

中立

の暖鶴を行うという甜薩について
は・政府は法だ

号︑オスカーシャム灘讐の四黙は

ギー消腿︵約四千億KWH︶の緯 一方︑原子力発臨禽凝に対して

響

嗣九九〇年

シェア43 ％ へ
暖房は調査続行
に︑さらに訂細に調戴を行うよう

数明しており︑決定を下す京で

勧擬している︒

政鰐は︑一九八二年七月をメド

利剛が認められた原子力発隠燐
いずれも八一〜八六隼笹の間に運

鑛

鐸

州
ノA

CLABは︑オスカーシャム原冷機は︑男孕八万置千KW 別するため像丘することにしてい

灘撚謙搬

激雷
首都の
スゥ諺ーデン蔵府は︑このほど︑石穂依脊度の湖減と療塑刀の蜜金牲強化をめざ3漁擬を議会に掲出した︒それによると︑スウェ
ーデンのエネルギ匿供給における石繍依脊臓は︑環花の七〇％から︑一九九〇鶴には囚O％に減少する︒原子刀発眩については︑そ
の発寵シェアを︑現在の二七％から九Q薙には四薫％に増大する見込みだ︒鍾都ストックホルムから菖菌規翻れたフ盛ースマルク原

に︑現筏の政府の多くのエネルギ
ー郷関を一つの﹁醒家エネルギー

は︑一九九〇銀には︑五葛七十億

／

子刀発電醒の熱水を利用して首都を暖湧する謝幽は︑さらに詳細調奮建続行することになる︒原皐力貌露の安全性強化については︑
各サイト蛎に＋公な情報を提供するための地城安金蚤員塗の設問︑緊急蒔の防災欝報システムの配置などをうたっている︒

庁﹂に統台するよう捉難してい

スウェーデン綴暦が議会に提出

KW簸を発賢し︑金露力供絵の四 転入りする融画だ︒

る︒

しだエネルギτ関連法蹴では︑石

スウェーデンは現在︑全エネル

油依存の削減にあわせて︑エネル
四〇％を建物の覆罵に使則してい

、

の管理︒取扱い︵巖終処分を含 LAB︶の建設は︑現仕︑謝薩通子力発電所の近くに位置し︑八五

は︑使用済み燃料と放射性廃策物

綴織五十四憩KWH︑二七％︶︒力が六酉五＋鱒KWH︵全発臨騒石畳であり︑石翻消費騒を湖減す

三％をまかなう︵八0媒の実繍は

ノ

あるが︑この建設申のフォースマ

この他の九Q葎の発電鰍は︑水 る︒この暖麗エネルギーの九輪が

水力の微増︑さらに石炭︑泥炭

ギーの節織︑原子力の鎌瀬拡大︑

︵ビート︶︑木材などの拡大利周
が考えられている︒

昨隼三月二十三日の園民投票で

慰︑夢

遜賑中︑建設中の計藤織藩での

、

求めて︑米園との契約をキャン

応じる気配はな

3

検索を行い、英文抄録酵きの蒸する文漱をまとめて
献リストを作成・送付します。 検索します。

Nucleal Infolmatlon Systemの略称です。60ケ田
が脇乏し、年問70，000件の文献を磁気テープに収
録しています。iヨ本の但遇機関はEl木原テ力研究
所ですか、国内サービスは（財）原子力弘済会が行
っています。
．

遅れていたレーガン政鞭の原
量刀人譲のひとつがやっと動き
出した◎馬入欝次序補︵海洋・
騨際八日・科学勲爵︶に﹂・マ
ローンの指名が︑上院外交委澱
会で承認され︑上院本会譲での
承認も確実とみられている︒

この入箏が蟹要なのは︑マロ
ーンが核不拡散政策の擬当と倒
されるからだが︑その劇場ぶり
は必ずしも芳しくはなかった︒

上間外餐鍛では︑内外の多数の
原子力企業の代理弁麹土をつと
めた過去の緩歴が闇匙になった
し︑揺名決定を繭に︑岡岬がブ
ラジル︑アルゼンチンを訪問し
たことも︑その意図が勇かりに
くいという反響を猛んでいる︒

来国とこの麹囚とは︑今のと
︑d8﹂

り、加盟国の協力のもとにすすめられている国際

O

る磁気テープを使用して、牙彌 のテ恥タベースから、
：者ご指定のプロファイルによる ご希望のテーマに閥

的な原・子力：文献情報流通システム，lntcmat101｝al

◇v

核

鉱
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5ぜ蔚鯉

熱
G38）

SDl（定期検索）

IAEA個際原子力機閏・ウイーン）が中心とな

／

殖月一回工AEAから送られてく

lMSとは
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日本貿易会

海外詑．探鉱強化を
重要さ増す商社の役罰
際本費嗜愈︵水士薩三会鼠︶は一凹︑つ八0奪代のエネルギー貿易の展墾と課題﹂と巌する報岱樽をとり法とめ︑発臆しだ︒それ
によると報低は︑﹁日本柊瘡の蜜定成長のために必要なエネルギーを確保するには︑必然的に墨書やウランなどのエネルギ︑資源の
輪入が拡入することになる﹂とエネルギー鎧葛の将来が償水静置の大遂なカギを握っていることを強調したあと︑﹁エネルギー輸入の
拡大と多様化︑複雑化の傾購が予想されることはエネルギー貿努に占める商社の役舗が摺大していくことをも意味している﹂とし︑
政府も︑こうしだ情勢を十分認識して︑総倉的なエネルギー貿場の拡大︑商社活動の強化のだめに︑法制︑資金︑税制などについて

予想されることは日本のエネルギ
ー貿秘での商社の役鱗が劇大して

い≦﹂とも懸味している﹂とし
﹁したがって︑貿易商社は岡内の

エネルギー産業との緊欝な協力を
べ⁝スとしてエネルギー貿易の分
野で多餉的︑積極的な活動を展開
﹁ま

た︑敗府もこうした情勢を十分認

していくべきだ扁と強調︑

の拡大︑商社活動強化のために︑

識して︑総台的なエネルギー貿易

な政策を展糊することが必要だ﹂

法制︑資金︑税制などの徳で強力

このうち︑エネルギー貿易の一

と要望している︒

クロにみれば今世紀中の世界のウ

翼を担うウランについては︑﹁マ

原子力分野の
だ︒

欝摩側からはイタリアの炉型轍

め︑ほとんどの政党が源子力を避

ネルギーの海外鰍存風が驚いた

﹀違うがイタリアではどうか偏と

陥についての黙問があり︑イタリ

禽憩を中心としだ立地闘題などに

︵キリスト教旨滋党︶も門田本と

の難問に聡し︑濁団長は二次エ

イタリアはエネルギー票蝦で爽通

興味を示した︒

点が多い︒一国での対応は難しい

二氏は﹁一九五〇郊代後都に︑P し︑選挙時には︑原轟轟が政鎌上

ア原子力委灘金のP・ジュリアー けて通れないと考えている︒しか

これに附しラフォルジャ醗長

ので︑原．少力分野での協力の必頭

しだが︑これらの一でタは荷益だ

WR︑BW奥ガス炉三轡憲入
の論漁の一つとなり︑爽薩載義プ

交流発展を﹂

八躍︑原子力と自動餓竜車の調査

性を弩え︑墾田の交流を発展させ

賦本腺子力藤業盆議は五月二十

俘調査國︑原塵と懇談

のため来臼中のイタリア下院霞目入

ロレタリア綾一党と急漁党が反原

委員会の議澱ミッション︵A・ラ たい﹄と述べたQ
このあと秀歌をはさんで懇談に

つた︒BWR閥簸建設のあとは︑子力の立場だ縣と説明した︒

フ罰ルシャ団長︶一行十五名と凍

PWRが遡えると患う偏との見通ーには反対覚の讃蟹も台まれてい

ご田本経済が安臥成艮を臨けてい

ことは不湾能だいと指揃︑門こん
ルギー消蟄の増加がエネルギー尉

﹁これは︑経済威最に搾なうエネ

の拡大と多様化︑複雑化の傾圓が

さらに報葛は門エネルギー輪入

の問題がありうる﹂と指嫡︑﹁購

潮でも個々のケースでは供給不濯

っているウランの霞穿開発濤勤を

じているが︑今後は世界各国で蒋

になって開発を進めてきた①便用

ビおよび嫉視カメラ②入羅および

済燃料貯蔵施設における水中テレ

製品計鐙槽における電子式因位爵
︵エレクトロ・マノメータ︶③製

分解能γ線駐在分析器︵γースペ

品中のプルトニウム濃触測定用尚
わたり︑十㎜二項屠のプロシェクト

り︑田本の禦海損処理施設におけ

園の放果を取り入れていく方針

も︑今後さらに検討をつづけ︑今

か決定できなかったものや︑今後

員会で同施設に愈用できるかどう

働︵設備利用捻挫〇・八％︶︑留

取り縫んでいる臼木に対して﹁感

かにした︒

銘を受けた扁と語ったことを開ら

門鰯立二十五周年を迎えて1図

講三内答は以下の重り︒

顧と展望﹂就農燈雄理事長︑門エ

益も一兆八百十億円と一兆円台に

今園の蟹渓算を特徴づけるの

﹁環境と放射線扁窩永一郎運脇︑

ネルギーと原子力偏石川継橋惣︑

腎氏の﹁二十五犀周無を迎えた原

特別講演として東大名誉教授購長

研への贈待﹂︒そのあと映翻門原

がフル稼働︑まだ史上四番園の墨

水ヵ発重職の慰力騒のアップも加

る︒

子炉螂料の健康診断漏が上映され

に大きく覆

試験場長︵大阪研究所長︶大島裕之

析那長︶杜木叩︑縞騎研究駈・開発

傘1学部長︵同センター・蟄愈解

所︒安金性試験研究センター・安

研究郡次長︶今井和彦︑索海研究

研究部長︵同センター・環境致全

比性試験研究センター・環境蟹全

次鼠︶平田鍍軸︑栗諏研究所・安

ー︒安全解析部長︵本部︒企画簾

融研究所・山臥性試験研究センタ

︒保笈摺理口次憂︶田村鉱男︑策

東海研究駈︒保賢管理寮長︵岡隣

所長兼開発試験場長︶小赫昌敏︑

長︶能沢正雄︑高崎研究署長︵岡

ンター長︵岡センタ⁝安全工学部

興淘研究所・安金姓試験研究セ

人事発令

五醤万が娼を千酉万︑か㍊下まわる

六千四酉万ゴ拐の縫用駅にとどま

つだため︒潮齢欝欝とくらべる

脱石油

と︑箪油は七％減︑原油は二七・

四％減と︑
与しだ︒

電気嶺染の四購にもだっずる上

申費︒円高激益という外心襲閃と

った脱石滴電源の尚稼働が︑今回

ともに︑これら︑原子力︑水力とい

ただ︑九馬力中︑北海道餓力だ

の好淡鈴をもたらしだといえる︒

けは︑出水象が九〇・一一一％と鈍

﹁利益﹂がなかったため︑他の

く︑円高差益や原子力発川角の

鷹力の鎌率一麟の配当までにはい

だらず︑八分配影とした︒

﹁あすをひら

所長付︶栗山将︑木部・企画窯次

助︑大阪研究断篇心得︵高崎研究

原研︑25周難を配念し

長︵一部・企画察調箆役︶璽田豊

務部広報箪長︵葉海研究所・讐理

入瀞部次長︶瞥内茂央︑木部︒総

海研究所・蟹傘惟駅験研究センタ

︵廉

爆所は凍猿・経醐漣会灘十四階

峯疑無環麗蚊全研究部長︶天野恕
脚

週熱︵五月三十一日目︶

部淳生課長︶中村勝男

の経重書ホールで一華半から四階

田に蘭くQ

馳する講演と映画の会を六月＋六

今鋸も﹁あすをひらく原子力扁と

治郎︑本部・業務部次長︵水部・

昭和三や一躍に創立されだ臓本

く原子力

百付︑原研

わって︑二三計画の量油換鐸七千

水︵出水箪一〇七・六％︶による

ぴ︒脱石徳の要となる原子力発電

は︑燃料澱負担績による収溢の撞

のせた︒

︵十兆八酉億円︶を突破︑経晶精利 五＋分まで︒

政策が︑霞践党と祉会党では大き

象た︑﹁藍本では赦党の療了力

錺であることを示唆した︒

政鎌で決族るものの︑PWRが優訪聞などを通じ︑原子力に塾醐に

るかBWRにするかは︑園の醒業の閲係霜との重落︑原子力馳設の

しを述べ︑今後︑PWRを選択するが彼らのうちの一人が︑諾海中

PWRを建設の予篤︒長期的には さらに同慶長は︑今圃のメンバ

ミ

鷹亜物の処理・処分問題︑国風的

や

入り︑イタリア側は特に︑二二性

鵠

艶

開いた︒

㌧姻

薫

京・鍛が関の東京画餅で懇談会を

あいさつに立った松跡三重鰍副
会鼠は﹁一次エネルギーの八二％
を轍入に依織しているイタリアは
鐵本とたいへん似かよっている﹂

解

さらにいっそう強化していく必要

現状と今後の心匠について説開し

と前おきし︑瞬本の原子力開発の

社は規筍でもウラン取引きにあた

がある﹂との考えをうちだしてい

ラン儒婆は︑現状の確驚・推定埋
蔵醗の鑓閉にとどまるとみられて

って山元と鷹力会役との聡に立っ

今駆の報告講は昨葎十月に設置

給率の低下をもたらすという一種

¥六欝から二型八日訣で一束京で

る︒

いる﹄としながらも︑﹁しかし︑

した﹁エネルギ ー 貿 易 研 究 会 ﹂
くことが必要である以上︑エネル
のトレ⁝ド︒オフ関係を構築する

強力な政簾を展開するよ︸2提嵩している︒

︵隣蔦準之介餐員擬︶を中心に︑

ギー頭脳が次第に増加していくこ

ものであり︑臼本経済のUとつの

て協力者として脇役的な役割を疲

約八か月をかけ︑こんこのエネル
とは避けられない﹂との暴本的な

それ以後の鼎給︑あるいはそれ以

ギー質甥戦賂のあり方をあきらか
宿命しと分析︑判したがって︑こ

﹁強融薗処理旛設における改良

瓢響東海再処理施設に導入

計量管理に新技術

認識をあきらかにしている︒

にはエネルギー輸入を拡大してい

んこ蜜定成長を絡持していくため

にしたもの︒

こうしたなかで報焦は﹁酒煎の

くことが必要であり︑エネルギー

場台は︑国内のエネルギー慣源が

﹁省エネルギーの進展は︑エネル 乏しく︑増魔の弾力性が極めて小

貿易の絹来は麟本纏済にとって大

それによると︑謹ず凹凹は今後

さいので︑エネルギー消蟹の鱈加

のエネルギー舗給虚勢について

ギー消磁嶽の増加をある程度は郷

について開発研究︑東海施設ての

クトロメータ︶⁝一の三項囲の機

障措置の通常実施方法として︑岡

実地訊験などを行ってきた︒

この計颪によって得られだ成果

施設に適用し︑プルトエウムやウ

器および測定技術は︑ちかちか保

はないが・適用司熊なものならば

ことになった・

TASTEXは︑昭瓢蓋＋二
野国際的に強制力をもつもので
は︑
の臼楽聡処理交渉に端を発し︑蕗
月に日︑楽︑仏︑曙際原

る僚瞬撫鷹狡術を改薄するため︑

亀力九社の薫や五揮度決算が二

九感力の決騨合計

て十兆円を突破

売上げ高︑初め

断した︒

さらに研究開究を必蜜とすると判

だ︒

今回の成果のうち︑来国が中心

成績を示した︒

美浜二腎が定期検蒼を終了し︑

気浜一零︑玄海一号が定期検査を
開始︒特に玄海一号は︑昨年六月

検入りまで三街四十玉日闘の連続

川社の売上高は︑冷慶や省エネル

¥一臼から今館五月三十霞の定 十九田でそろっだ︒それによると
は︑時運稼働率六六︒一％︑設備

水︑隅︐旧差益︑揮要理運用の効＊化

年を迎える︒これを記念して︑

った︵九八・九％︶ものの︑料金 原子力研究斬は︑今隼轟二十五岡
二十二日闘でトップだった高浜二

還転記録を達成し︑こ3諾京で蕪資 ギーの影響で︑前媒展比より下が

京た︑現在︑建設申の嬢方二号

や舞働格購料の使胴捌制という企

改定に加え︑建干力発露所の島稼

は︑五月兼の工壌進工率が約九五

榮努力などが椚集酌な効果を発揮

階を抜いて︑新認録を樹立しだ︒

し︑設備潤薦率も低い製陶にあっ

の初臨界に向けて︑工瑠が幽幽に

％で︑六月の捗蝿料初装荷︑七月

しただめ︑死上島は初めて十兆円

露所が好講で︑醜無根の卑均設備

利用豊ハO・六％と比べても隔い 進んでいる︒

だが︑今昂は︑運転ゆの原子力発

力儒駿期を前に定期艦籍が集申

例無︑四︑五月︑﹂ろは︑愛の竃

を織した︒

五月の朦子力発露所の稼働状況

五月の運転爽績

高稼働率示す

定検集中でも

けて発足した︒以来︑約三年楽に

共同して研究開発を行う合慧を受

子力機麗︵IAEA︶の四襟によ
褐からの守勢︒IAEAとしてその他のものは︑今上の趣麟歪

士二鐘一

受け入れるというのが︑沼本の峯

ランの副脳薬理に威力を発起する

跡措灘諜長︶を巖後に終了した︒

︵日本側代表・撰崎雅弘科技庁保

保障譜題技術笑証計画︵㌘AST開かれていた第五同趣下文環会

12。第5圏定量開始（530〜）
13．第2請判検申（420〜）

きな愁味をもっている﹂と強調し

り0 第2圓定検φ（2。10〜）
僧．第7團 ノノ （2り4〜）

は・轍接的にエネルギー輸入の増

9。第6圏定検終了（55116〜5、20）

トリップによる停止（5．窪2〜18）
4．第4＠定義中（り．16〜）
5．申長着止点検開始（5，31〜）
6，第4回足衰日（り．り7〜）
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⇔婆点系モテルの地鰍罎膣1碗1・な動鱈折フ〔コクう

ご窺のように、蕊々の關1〜きにめうように訟動議頚

a

ますカら、謡積されたノーハワと：ともに無駄の少

一

02次元非線型（ヒステリシス）地盤一建屋達成震動

テル・の注洛壱もっていたが︑こ

絡をうちだしたのがへ︐総会の欝

れに心えて﹁窯涯カルテル．の戦

が供論御託纂講で推移していうた

のてす。

OP鉦Cが生産 OPECは従来から﹁纐箔カル
カルテル戦略
スイスのジコネ⁝プで開かれて

の第六十圓総会は二卜六撰︑㊨へ！

いだ御顯輸碍同機構︵OPEC︶磁︒これは︑魏在︑世興的にβ庸

め︑対抗してうらだしたものだ
が︑ぴウシアラビア︑ずラン︑﹁

四五宏で畷油柚脩を凍緬する②大
多数の頒盟国は坐敵蹴を鍛甑一〇
ラクは︸几に貫合しないだめ︑わ

漁くないものと赤りねていろ9

．市国に冠する話謹月憶．ご㍍ほど大

％韻減ずる；一などをうたった共

益︐黛ノ﹂しなQ

回声明を苑友して︑㌃べてのU囲

ﾅ一レーガンみ胡ドの薫ネルギ

ー鹸鎌と︑それが昼買掛裏の研究

還転への慣れすぎと曝張感マヒ②

ANSYS、

4

ーカー

手持受注躍万KWに
難回聾大型施設計画を反映
論た︑原子力絹編気タービンの

同域で力聖六葎孫＋巧KW︑五十 躍爾に与えろインパクト．と題し

ター﹂などと協力し︑興億的な広

とーーの二点について濃く環暫

礎撹汚染に対する社会的践証感マ

講二〆㌦

大きいシステムについての耐麗解析について、モデル化、データ作成、計算の実行、
結粟の考察・評価、報告盤作成まで、どの段階でもお受けできます。また、CYB巳R
76のご使用に関しても下記堂業部にお知らせ下さい。

出禰孚驚は︑原子煙の出拷ジ竃と

と郷二世二十八石醐千KW︑籔十 て．醗演︑﹁※国でも繕曲への戴汀

この挫会礎鞠に眺反すう惣を強調

剛腹の双賀原子力発遜辮の肇故が

五十穴間度礪漿計画のうちエネ

いる︒

報活動の獲聞をはがることにして

蹴話（06）444−05G1（代）

﹁わが圃雛纏機器製造叢の昭昭
聯聯
五五
十十
六六
年年
四四
月月
一一
律律
競競
蕉伍
のの
原隊
．−
P．
鞭炉葬持憂蓬嬬は八州四十四万KW﹂一⁝田本懲隠構沓黍貰食は︑この

ﾚめようとしており︑こんご両

についてはエネルギー閲旅諸税の

ルギー集解で露
蠣点となるのはエネ

：ニュークリア・チータ株式鏑は繊式会並数櫨解析研究所とグ1レーフを形成しています・

八無煮蕎六万KW︒さらに︑醸子 を削減すろため︑鵡力への依仔展
力用発駐機の出荷霊定け蕊卜六年

四千KW︑鷺拳八に五百四巧Kう隔と強瀕した︐

苗十万KW︑煮をヒ駕痩四卜〜万 圃の連けいは︽す玄よ睡曖になろ

した︒会場には福赫︑茨城︑長

と齢すろ緊急シンポジウムを開照

﹇波繊膿発事故の愚昧するもの㎜

四日︑導出・愚区の醸占由訟曜で

湊虚盆︵亦塚礎樹覆硬疑︶はニヒ

日爪糾贈遺去譲療．動力聞腕磁鴛

巳本科学考会識

W︑五㌍ん年八卜馬行KWとなっ
敦賀闇題で
緊急シンポ

究協撫肥五年延長へ
椏結桙ﾅ第四回打合会
にもとづいて厭．♪力発癌︑噺エネ

とい

再検
検謹
謹︑
︑エネルギー擾漁減税の拡

説明し︑﹁曝故を隠していた当蜜

が一連の教賀邸故の内編について

沓薄身が参細して︑放劉能聖経を

ルギー麿凝の像贋強化や猿．＋力開

そして最後に︑赤塚哩樹蛋員鼠

題の儲口について﹁行財政改口を

蔚画にうちだした︒

いとした︒
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まと
とめた︒そh
ほど﹁第五十八圓録本電力調蕊
hに
によ
・ると︑わが蘭の電電機器蟹︐憩策のく．後の遜飴騨出葡スケジュール

は今鰯醤十万KWに翻し︑五↑
↑七
七年
年コ
コ鶯
鶯二
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十六
六万
万四
四千
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W︑
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卜八
・籏巡回六万KWとなっており︑脱臼磁を澱大の命瓢とする八二露
力認爵を反映して大型の原子炉椙蘭d懸がうきぼりにされている
憂のが鴨蝕︒わが屋メーカーの原子力発慮所製迄能力はほぼ六貰ηK

研

万KW程麗の出鞠しかなく︑わが W︒この点でも遜去山続の語録を一 ている︒
ハ
逆旗した︒

おお
らら
いい
っていた凛．＋乃彪業も＆男主彪肇には︑成典没階偏へと．きく飛
W／班騨獲といわれ︑順凋にいけ
けば
ばこ
こh
h漂
漂で
で構
構趨
趨胸
胸赤
赤宰
宰にに
躍するものとみられている︒

躍力照査は装本の磁力転職状る原発 を 年 慶 瑚 に み て み る と ︑ 飛
騨と覆億機器製造状況を明確にす十六鐸麗蒲十六刀六千KW︑五十 国の原子力腫黙は大きな赤け聖をか

るため︑縛年内月一田と十月一田七口度函十芳KW︑五十八年旺二 かえているのが実両︒こうしたな

屍込駆れることから︑こんごはし

七三︑ギ工万KWとなる戯算︒こ 荷がκ瞬力KWの大台を鰯えると

現在の一薗にわたって定期的に調頂一＋八万四千KW︑鷲＋柘年度 がで・昭和五十八奪ころには︑出

このうち︑談ずこんご槻年間のうした洪論副画に対増して︑わが
だいに﹁醸造的赤字頗岡﹂から脱

査を行っているもの︒

原子力発隠所運開罰噸をみてみる凶の勇鑑機器製造裳の原子炉編的

汽力巾央掛究瞬と准国臆白描留

十掻が参加した︒

州︑女川など全国各地から侮．旧二

所︵EPR1︶の第國回会同打合
ルギー開発︑糊エネルギー孜術︑
耀㎎増簾などを押脚に偶帳父換や

KWのものが︑五十六年度千六函たいし︑署十七生薦二十八万四 れている︒また︑わが図メーカー

と・甥窪︑千近酉五十一万一筆計画も昭秘五十六押下馬橋KWに 却︑成嘔段階へと膚うものとみら

瓢月で期隈切れとなるだめ︑さら

数同冊箆を僻めて量たが︑今銀十

金が五月二十五田から㈱ロ閲︑東

在︑ほぼ六π万KWといわれてお 虫で開かれ︑爾研究膚の開で織ば

のと
原子力発三所製造能力は︑蕊
七万七千KW ︑ 五 卜 七 難 度 千 七 爵千KW︑荒峰八隼蕉爵六万KW

十七万七千KW︑五十八奪度チ八大 型 化 が 冤 込 ま れ て い る ︒

往会理事

また︑凍誌面代敦のバルツYイ 際︑放窮陀物騒を弛設から躍境に

は他の産黙とかわりないが︑その

﹇原．胎盤鮭擬も威謝脂がある以外

同協定が締箔さ㍑たのは炉塞践

⁝なったもの︒

あいさつに叢った堀江襲摂氏は

これまでの︑わが園メーカーの り︑しし謂画どおりにいけば︑工

一力︑胃軒六蕉馬肉一日蝿在の

ほぼ合舷にたっした︒

究協定﹂を二陣闇璽kすることて にな牽闘期眠を延提司る隠磁しと

欝二十七万七千 K W ・ 五 十 九 確 度
原子炉剛胆実譲鷹みてみると︑昭 潟の操窯餐も大きく改諭されるこ

れている﹁伎断編二軸換・藁同研

二千五十六万 一 で K W と な り ︑ 六

頃刀KW近い麟荷実績があっだも

し︑供治重視の経済運営を行うこ

ったものがあるはずだ﹂と述べ︑

碍さないという

とにより︑魔業の磁療性︑ひいて

手持ち憂濫矯は八函四十四万K 4一年トニ月︐これまで︑聞協定 ザー同醗塊所論晒鼠は︑ム︐醸の金

一石灘購欝蝿

上︑宮立附核輝騨ぴイクルの確藍

次に︑感野浅之氏︵軸井大学︶

した︒

発利用の鰹濫﹂では︑稼働癩の向

充な
など
どに
に．戴点をおき︑

の究極の圏線だ﹂と強調し門とく

に焦
焦点
点を
をあてる︒

﹁原子力開

場とも必要であり︑これこそ行蝕

は慢済の効撃性を占めることが懸

に︑爾エネルギーの微底︑エネル

つ ギー開発への積極的な出軍みと技

∵鎗麟繍．・ 繊

％

の増避
避に
については広報暴員会でも

翼に実効あるものにするには︑行

﹁エネルギー嵯
蓬叢の国
維璽
胃強化策
簾一
﹂

発利用の捉湛の極肘︒墨休附に

菰〒i53漿京擁課区q囑無嗜丁目／番7偲ニール驚ンビル
躍諾（03）792−260窪（代）

本

＋卑には二千ヒ爵八田八万〜千K秘五＋︑載十一の薗年にはほぼ一⁝ とになる︒

Wにたつする見込み︒

脇積六十目張でに新たに還開すの の ︑ 昭 和 五 し 耀 以 降 は 毎 年 漁

国民理解促進に努力
ｮエネルギー開発に重臣⁝

︑

﹁さ

ままた
た︑
︑臨源立地の擢進をはかる

成長に悩衷され︑大きな曲り角に

認轍

門とくに︑省エネルギーの徹

㌧＞﹀︑熱・督

していくという即妙なことだっ

ハ︿諺

た
ため
めにに
︑︑麟属の理解増准策の検
寸
︑許
乍訟
a可傘雛きの迅熟化︑効藤
討︑

てを︑福丹県繕生研究所が躍った

竃についても︑そのほとんどすべ

たたされている﹂と離認きしたあ

略尭展の方向を同指ずことは︑企

とと
くくに
に︑臨源立地への圃厩理解

化の推澄に趣颪陶にとりくむ︒

底︑エネルギーの開発への櫨極附

のべた︒

直酒力発揮の承補欠の矢伴だしと

最大のテーマのひとつとしてとり

麟繍獣齢

総禽はこのあと職＋五年目隠宅

た﹂と語ったあと︑この紋絹能四

入ったころかり︑欧累先進諸田で

報告︑π十六温度嚢業計画などを

る過椙のいましめとして︑①康発

は︑漂子力発竃所の笈全弛に対す

㍉q里脇

は︑新しい形のインフレが発磁
だ﹂と原子力を中心とする八八エ

勢げ
ず︑広
宏報ニーズを逝時︑遡切に
あ
一 ζ

﹁口

指すことは︑企業酒力発揮の不司

ネルギーに強力にとりくんでいく

播醗︑いずれも猿繋どおり承欲

戴郷
郷し
し︑
︑助踊法人﹁縢講広癩セン

ことを曙らかにし加Q

ひきつづきおこった石山危機の

し︑その対籠に蕾懸していたが︑

ことの職繋牲を強貸した︒

し︑薪しいスタートをきったQ

術開発の轍逸によって︑辮たな簡

欠の条件だ扁ーー稲山蠣堀経圃運

疏衡嘉撫瞭緩訟︑齢

脚鹸は二十七日︑爽鰍・大黍町の

また・今田最大の奴策譲題とな

と︑その猿因については﹁ふりか

醐食蛤ビルで開かれた第四＋二懸

発生にともなってそれが顕寵化

っている行政改値とエネルギー問

って︑新たな企墨発展の方回を園 えってみると︑すでに七〇葎代に

竃時総食であいさつし︑蜜疋経揖

遜鴬の発極の臼控と考えている蟹

した﹂と分折︑﹁われわれが軽愚

なとりくみと技術開完の推進によ

とずる代晶エネルギー開発に囎蜘

を実出するために漂子力をはじめ

フレを断ち泌ると醐時に︑エネル

泥縄済を実濁するためには︑イン

が十分に驚揮できる茉作を鰹備

鯖の癬行と損解応して︑罠間濡力

酌にとりくんでいく必蠣鞭を強く

に脱却するかが今擾の図題の諏聰

ギー源としての揖油依存からいか

し︑恨水的に改めなければならな

このなかで︑稲由会長は﹁現撒

け
ニュークりア・チータ株式会社

叢覇のソ＝フトウェアにネット奄る

N〔）Cが日本て最初てはないプ）と慰います。

○アース・タムの地震時蓼動シミュし・一ション

などが実際の仕事に慶用できるようになったのは

解析プOグラムの細葉とそれを利嘱しての解析

繭

76調て使用できるようにしてい

ンてCYBER

STEALTH

PLUSH，

細鞭紳一

モi一ドの決定

ない、乙津…な解析あるいはシミュレーションが実
行てき下す。とくに、

ムの開運とそれによる解柄、線型およO非線型、
点朋蔽ぢよび地者動。
○強制癒働実験データに墓つく固萄振動戴、個膏

r3駕3

ADiNAなどをい弓れも最新パージ…ヨ

PLUSH、

P｝SC任S＼ASHD

i＼IASTFミAN＼ヘノLARC、

SAP

STEAしTH、

FLUSH＼

箆織しているものと自負していますが、その申で
も、とりわけ耐護解析と耐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諮積
があるものと思っていi饗す。つぎに並べた癌濁条
は私たちの経験の一部分を順鶴岡にリストしたも

02次冗・臨海称・3次元運成農動解析プ0クラ

ます。さいわい、払たδNDCではS目AK蕪

○円筒容器のス巳ッシング解析フ［コグラムの朋発

プログラムを種々開発して、それらでもって本来
の解析を行っていると剛ず二、弓てに存在する萄
名な汎電パッケージを使用しぐの解析も行ってい

科学的態度でもつて考えられることは全部検討し
てばとんど完全といえる談でに堅調腔が保証され
ていなければならないことも知ってい諌す。私た

とそれによる解析
○烈強震の地動変事解権
○取水塔および取水トン才ルの翻濃禦翫プOクフ
ムの開発とそれを使用しての解構
○原子力建霞にあける地震波形の解析

ちNDCでは原導勃発屯の安金解翻こ微力ながら

2
1
1四
｝
｝
電設a
醒「3
脚
，
宰翰

魯ω
3
価
4n
登
箪

くり、大さなダムや高い建物を完成さ巨ています。
そしていま1復雑な大システムである商業用原子力
発電所を建設し、運用してい濠す。私たちは原子
力発霞所にたいして他のものに験べて、ま1だ少し
のヂークしか持っていま1せんQよって、私たちは

メカ書

の世界羅済は︑擁物価のもとで懸

にあって私たち日本人は道路、鉄溢、通建網をつ

ムの編発とそれによる解瞬
○斜め入射波動解析フOクラムの￥発とそれを梗
撫しての解析

耐震解柞ll羅1

嵐一一＿。、
づけているものだと感心してしま：い隠す。その中

O原子力発電所の璽盤静的残留変形解析
○建屋骨盤十六での墓盤の2次元動的蛍走解析
○建屋一三三連成での繋盤の3澱元動的安定解析
○原子炉窪窪の輻倒解折
○地盤・鎚築物の3次元遭成震効一際フOクラム
の開発とそれを運用しての地下空澗の耐緩翻月
○原子カプラント装置・機器・瞳屡の耐肥解折
02次元、3次元の多入力連成震動解折プ〔コクラ
ムの開発とそれを娩周しての解栃

ヨゆさ

ヨ

轟口
序一

機iわ
雛団

○断層モテルによる地震動の解析
○偽造物・地盤系の地震応答解析
○原子刀轡屋の弾塑性解析
○原子力発電所基盤の静的安足告訴

理科奪表の日本慰近の被豊地震年代表などを見て
いると、日本とは歴史はじ諌ってからよく揺れつ

醗帥

（4）
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エネ調原

子力部会

核燃料鴛自立に重点
一年分の遭．備蓄うちだす
逓雄欝の総懸エネルギー凋三雲膿子力部金︵部金長・松根承一経縦遮窩任理環︶は五田︑﹁エネルギー安全撮隊確立のために﹂と
題する帳告潜を康とめ︑田申遜薩大臣に提出した︒五十三年十月の酌財報告以硬の激動する内外情勢をふまえ︑こんこ代婚エネルギ

経露参加により號規認達分の単分

当曾舗隆鴬の資金紺簾を嬢駕する

碍来のコスト負撮については﹁覗

査特瑚妥縫会︵養員琵・村説進原

けてきた楽園源子力発露所ぶ故調

日︑原．ズ力疑全委員会に第瓢茨報

．＋力工学誠験センター搾葺︶は四

課醸擁する偏との長期戦略をうち

麟襲がある﹄との方計をうちだ

なお︑今後︑TM1の復旧過樫

た︒

の術二年闘にわたる躍動を終了し

一力︑ウラン灘構についても

し︑さりに核蝿料サイクルの長期

だしている︒

料棚工契用化の検認②再処理後回

鑑瀞︵騨細は6面︶を捉黙し︑そ

想されるので︑この時煎までには

確立③天然ウラン濃縮優の残瀞ウ

収される減損ウラン膏効利爾等の

﹁六十葎代単ぱ以降供絵不鰹が予 的課臆としては①プルトニウム燃

商獲プラン至￠運開させる﹂との

に﹁高速櫛勉炉が実濃化されるま

には少なくとも蕊千沙SWU／鐸をあげているQ

階的に規換を拡大し︑七十五隼頃

策については﹁誠憲処理技

の開

今画の報街濫は︑今年一月康で

の知蜀卑収集・笹搏穿る︒

し︑そのごは安金瑛がデータなど

するため︑同特別難瓢会を騰止

は︑その作業にかなりの期間を要

ランの窟用可能性の探究f⁝など で得られるデータなどについて

方針を明確にしたあと︑﹁以後段

での閣は熱論性子炉でのプルトエ

虫だ︑遠心分離機の倶檎沐制につ

稗麗にずる必要がある扁と指摘︒

定していくべきだ﹂と強醐︑さら

ウム利剛は意昧をもつ﹂とのサロえ

一方︑慧レベル放射性廃礪物対

をあきらかにしている︒

発をすすめるとともに滋洋処分と

に褥られた嚢故関係の讃悩報をも

いてはh蟹臨メーカ﹂︑一持協力に

るとともに︑思M王箏故を契機と

とに︑箏実関係の諾緯を再蟄理す

こうしたなかで報告は今優瞬面

によるサイト外貯蔵を行い︑六十

分については﹁塞ず鋼中雪避施設

の安金性同上対策などをまとめて

してわが園が講じた猿子力免雌所

転地処分をあηせ行う﹂との方針

さらに︑粥告は﹁エネルギー安

沼代初期の実鑓を麟途として旛設

を酌細におしだし︑とくに陵地処

傘銀陣の観点から︑天然ウラン︑

三蔵による陸地処分計画を推進す

との考えをうちだしている︒

十隼代は核燃料サイクル各梼圏で

濃縮ウランあわせて︑およそ一離

よる集巾的な懸産血麟が瞬要だ﹂

研究開発から撰業化へと移行する

分のウラン備蓄を行うことが必蟄

する難題のうち︑とくに騒騒騨サ

ことが購待される﹂とし︑そのた

イクル確立の遜要性を強賑し﹁八

めの興休的政策展購の電要梶をう

蝦告澱の糖びでは︑﹁㌘MI癖

故が前里のない大紫故であった﹂

臼幼に作用した﹂との考え方を示

している⑪また︑旗故慶拡大した

これは︑﹁増税なき欝政町建﹂

長官が﹁科学技術立国のために科

法た・閣議の階上では中山総務

雑に係わり倉っており︑その轟を

絡体制など讃々の閃．士の不備が複

設計・運爆管埋︑肇故階の通話濾

としながりも︑﹁詳細に猛ると︑

については・﹁誠懸をもつてやるし

だ﹂と述べた︒ただ︑今後の対策

ととらえ︑第二次

原子力発禁駈の安全規斜面での

穴きな瞥鐘

報告欝で捲摘した五を二項闘の

この結果︑科学捜術庁の五＋七

露麗概要枠は曇霞度予舞︵一般会

安金確保欝欝を︑わが臨の原子力

発魏魏の蜜全確保の陶上を國るた

計︶プラス七十六億円︵伸び率二

︒弧％︶になる毘込み︒

めの新たな呂発点であると位躍づ

けている︒

原電社長に

岡部氏就任へ

日本凍子欝欝鰭は四瀦︑取締役

会を開き︑次期取締役欝欝蕎二十

一猛を決めた︒

新任は︑伊藤俊夫関聰魏魏規︑

岡部欝欝躍富甥︑青田正一中露醐

社長︑鈴木範雄粟臆難局第一発電

定価850円（予ε網｝隼極購読麟沁，2go円、

高木仁三郎氏は語る

冨

…一一・一一・…・……・………・一一・小山田修

放射線取扱主任名試験の傾向と対策（3）

多線申．藻∴∴・

︒憲

B6判／雀200円

東京都千代田区九投力⁝一八−十

日刊工業新聞社出版局

占︑啓蒙醤としてまとめたもの◎

レ：ザの応梢面は広く︑既春の技術と融会し︑
魏々とその威力を発掲しつつある︒本去は学生や
初級技術名︑曽門外の技術者を対象に︑エンジニ
アリング的な立場から概念︑原理︑応用︑将来展
望などについて平易に園丁し︑この分野への手引

小・鋸盤幅洋着

観

についても解説を購えている︒

高まりつつある︒そこで本書は︑西ドイツ核燃料
サイクルセンタ：の技術解説と安全牲の闘題を中
心に︑核燃科再処理について包抱的に記述︒同晴
に藪独と似通った朕況にあるわが国の原子力事鯖

総懸︑．原子力エネルギ！利絹の重要性はますます

わが國のエネルギー事輪が緊追度を増している

石井保監訳 B6／980円

一核燃料再処理をめぐって1

隆

1の露量として強力に原子力稠発を進めていくための興体的戦隔をあきらかにしたもの︒それによると︑報儀は﹁原子力は石佃代麟

ることが適切﹂とのべている︒

いるQ
だろう﹂と強調︒家た︑六十五俸

ついては門民期的視点にたって市

としながらも︑終故経過をみると

ったえている︒

ついては門国としても強力な支援

場でのニーズの戴握︑捜術開発等

京た︑原子力罷業の曙来麗望に
については﹁照相七十五駕までに

を行うことが瞭藤だ扁としてい

の輸侶犠盤を構成することが磁塾

﹁漂糟防護の賑え方は︑璽家陶に

十三万ショート・誘のウランを新

るQ

だ﹂と強調している︒

聴蛮上命憩として超緊簿財政の徹

をはじめ・中川科学技術庁長冨も

学狡伽振興が必蟄﹂と強調したの

決驚陶耀因は人為的因子であった

嫉がはかられたため︒蝦鱒要澱融

になりそうQ

となっている石霊代鋳エネルギー

とどまる囑趙しとなった︒

また︑バックエンドに闘係する

規調達する展開がある﹂と炉測し

エネルギー隔弗の中難かっ酸も有甥な仔伍﹂との呈塞的認識をあきらかにしたあと︑とくに核燃料サイクル翻吃の曖要腔を強調し︑

臨購禦峡鴛蒲露

この2り︑まずウラン嫌源開発 頃運開をめざす学閥再処理工場に

℃場を建設する②約一年分のウラン髄蕩が必痩ーーなどの房えをうちだしている︒︵建8面︑概要︶

選臨献糊麟駄餐

たあと︑h翻憲探鉱開発あるいは

N度予算編成で方針

エ︑不ルギーは．珊枠に
閣議

と努力を︒地⁝兀のみのしわ諭せに

かない偏﹁︵五蓄の︶考えがちが

所髭ら八角︑退佳は鈴木俊一社長︑

一本松珠磯帽談議など八骸となっ

ている︒

放射性廃叉物処理処分の展望…・・……・北本朝曇
動力炉蒲発曳一現在炉の原点をさぐるく7＞
蔦温ガス炉（上）…………一師・・…一…吉1鑓秀夫

原子炉安全審査上の問題点……・・………・封上

のウラン煮線の薪規澗還分の累分以上蔵開允輸入で磁撮する②ウラン磯縮商業プラントについては照擢七十五年警二Fゾ／頬弱酸の

それによると報嵩は︑まず審謡
の途中で起つた牧賀発咄所慣故問
題についてス︐撰の験故を澱喧な
教調として︑さらに蜜全確撮に簸
大阪の努力を傾注していく必要が

油解糖エネルギー開発の中捗かつ

ある扁としながらも門原．助力は篇

今園の報仏は︑検討の細れてい
蝦も雷撃な存蕉漏と位躍づけ︑引

帰してし承うことはできない﹂と

る原挙力発電分野をのぞいて︑鍵

ルギーは罰枠と総縄はいってい

門従来から防衛︑科学技術︑エネ 単純に趣帳締の暴酒勘や誤操作に
十鱈円がみとめられたとはいえ︑

闘発については別製として七百七

している︒

きつづ懸その難点的開発を行って

る︒例外なしはこまる扁とのべ︑

に核燃牒ツイクル確鉱に焦点をあ

政府は五田開いた閣設で昭租五

罐源特盆の運嗣などについてはま

いく胚震腱を前麟にうちだしてい
ふくめた昭相五＋七薙慶の一般議

ててとり濠とめたもの︒原子力二

的な捲躍として代婚エネルギー開

ならないようにしてほしい偏と強

ってはまずいので︑悪晃交換をし

さらに・﹁﹃雑−工高をわが鳳の

十七蕪度熱源概緊要茨砕︵シーリ

エネルギー開発に特珊の配慮を求

る︒

だきまっておらず︑これから憂に

講した︒また︑住江楽長も﹁む

ていきだい﹂などと述べるにとど

める意晃がつよくだされた︒

出の縮び率は一・九％増となり︑

かけて漂子力予算の方向をめぐっ

として認めるーーなどを努めた︒

発などに総額六千二否侮円を別紳

昭柑三十⁝ハ年にシーリング設定制

ング︶について①各漏話の要求は

この結果︑別枠の六千二艦影円を

また︑原子力開発の長期曲戦晒

傭び串ゼロとする②ただし︑例外

て熱い論議がくり広げられること

地元黒書の記番甲西後︑別に謁

一三一三＝葺三門＝≡≡≡﹁≡三＝一三憂三三篇憎≡＝一三＝⁝≡＝＝＝儒

蕎土星した石渡嚥雄原乎力周長

し入れを︶返上しだ偏と述べた︒

さらに︑今幾も協識を続けてほ

は︑国の対応について門これから

郎疑窟をたずね︑門工期

ては﹁新しい語があればその時 淡める﹂と述べたあと︑地元側の
圃の誠憲が感じられないという獺

しいとする中川大陸の精霊につい

点で︑蹉暫で協薦しだい﹂と語

摘については︑﹁工期についても

が感じられず︑︵工期延長申し入

答を口頭でほえた︒

れを︶返上したい一とする疋式圃

り︑今後の得体朗な対憾について
來庁したのは︑高田勇副知懲︑

の点︑われわれの説明不足だっ

が良くわかっていないようだ︒こ

︵地晃は︶工期の内容・つながり

できるだけの努力をした︒ただ︑

一方︑桟爺疑は︑﹁協定を守る

桟熊獅佐世傑帯長︑寛々正⁝二県漁

ということで︑国︑原船醸はもっ

ねた︒

は﹁国が判断すること﹂とつつば

厳守に紺する麟の誠意ときびしさ

に中川

地・拓三慧は十礫午前︑科学技術庁

棄開≡≡三＝⁝m㎜阻隔二＝同型三＝≡；ヨq＝騰三≡⁝三一≡僧一二＝三三齢一二；︻ヨ一曇＝≡＝＝≡≡＝一三

鷹がはじまっていらい簸低水華に

については﹁軽水媚←高速増殖騨

巴開発推進策に関する部分につい

されることになってい嶺︒

ては第二部として︑別に近く報街

轟黙黙

野村一彦堀船邸理慣提も同心し

二食長︒会談には中川長営のほか

会訟後の認蕎会鉛に臨んだ高国

つ﹂の娠世保争議での改修工事滋

直り︑今後の国の対応のむずかし

猫撫には六月三十田の株式総会

後の取締役aで決冠するが︑盆長

■

響驚雛灘

日

㌦馨

鞭糞．簸

副知珊は︑門水県は被懸県であり

工が一年滋藤れた総点で︑﹁この

た︵膝写翼︶︒

極地もあるという特殊な饗瞬な

遅れは残業などをやって取り返す
と饗業囲は戚つたことを︑あくま

なお︑今圓の細蟹では︑中川長

ど︑面影に比べて︵門むつ﹂を︶

かかわらず受け人れた﹂と興奮県

で守ってほしい﹂と述べ︑忍者協

受け入れにくい環馳にあったにも

側の実偶を説明したあと︑﹁その

さを浮き彫りにしていだQ
原子力船﹁むつ﹂の工期延擬を

任する麗込み︒

来麟TMI原子力発電脂の駆故には蝉騨戊︑牲長には岡郡氏が続

調蒼を昭和流十四葎四月以來つづ

核燃掃サイクルの確：立をめざして（6）

またしても難解の花形商品を手離すことになっても

Stlzuki

く連載〉

，

〆一

︸︑冒繁

︑壌︑鯛野

た◎

轡の佐世鎌行きの話は訳なかっ

くFBR専入〉諭も聞かれるが，メーカーよ，軽水炉岡様
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2年越わたる検討を終了

原子力工業

簸闘1

定で淡められた縦軸を守るように

「安全規制の警鐘に」

部会畏

7月暑

な

F

ま京の一露延長については︑礪の

TMl特別委が3次報告

瓢
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誠憲と厳しさが態じられず︑︵串

長崎三者、中川長官に正式回答
政府と田本原子力船研究開発購業

「工期延長は認めない」

随から串し入れされていだ疑騎側

佐世保の原子力船「むつ」

会議
産 業
磯

本 原
発ぎ子所
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羅︑第譜
爾熱闘く
︑︵

レ

濠だ︑原子力産業については︑

が︑雛欝脇庁としても︑この壌故

せ︑田の原子力笈金行改に対する

電所に対する検査・管理︒購麟体

って蝦蟹妓顧を俘動さ鷺要覧櫛比

る暇動魯止十件︑撮修作墨騰に誤

したもの二件︑定期巡視などによ

制を充笑強化すること︒

三︑蟹全確保の第一義的離任を

り︑誠に遺憾である︒

国鼠の鱈勲を根底から揺がせてお

だめ侮止したもの園誓であった︒

り機器などの夢野を発見し修理の

ていきたい扁とのべた︒

有する電気裏婁蕎に対し︑原子力

を潮浴な教課として︑翠遊離し

よって︑政府は︑今回の臨故原

﹁核燃料ジイクル全般にわたって

このあと︑﹁昭穣誠十芳心度口

籍笑に進展しているが︑なかでも
濃縮︑再処理は実順化の域にたっ

め︑会祉の経冨碁勢と安全蟹理体

発慮所の安全爆準を嘗らせるた

原子炉の運転に臨接影註しない故

の蟹金詰保に万金を期するととも

爆について眠しく反省し︑原子力

隙も一件あった︒

十六年展箏巣謝︸剛︑収支予鱗魔﹂

制の改茜︑報傷領務の遵守︑従業

取報告︑収乗読癖案﹂と﹁昭釈五

に︑つぎの諾蝋について速やかに

員の教育訓練の徹底︑放射線被ば

に実菜食に紡びつけていく必婁
の審議に入り︑原顕通り承認さ

適切な把躍を講ずべきである︒

している︒これらの成果を︑円滑

がある﹂とのべ︑新しい段階を迎
れ︑閉会した︒

なお︑閉会後︑川田侃上智勉学

現行の康子力安物行政の機能強化

一︑ムァ圓の瑠故の教訓をふ心え

四︑今回の攻蝦発億所著故が最

スプリンゲの損傷釜件︑その他二

罰れ三件︑蝉判集倉体内拓物押え

た八件の内訳は︑一次冷却材ポン

救授の特薦講頽﹁新国際秩序の構

初に勧封県によって発見された蜜

原子炉侮止中に発露・発見され

えた原子力開発を強調した︒

つづいて︑遅産省藪源エネルギ

愈醤油囲禅を強め︑宏全量査体制

プ入ロエルボ内スプリッタのひび

ー甘の謙語信泊海瀬は︑さきごろ

なかで同氏は︑はげしくゆれ動く

築とU本の選択﹂が行われ︑その をはかるため︑謙子力添亀所の笈

・監麟をおこなうこと︒

総合エネルギー凋査会原子力部会

立際政禽を展望︑そのなかで臼本

力尭照所の安全確傑に大きな役期

実難にてらし︑地方則治体が康子

の通商藏藁大豆題達に軍づき報砧

なお︑このほか︑五ナご年三月
抑制工の先実に努める等︑審糞極

を果している実憎を十分偲識し︑

件であっだ︒

くの防藤篤について︑磁格な指醇

がとり求とめた報儒瀞を引翔︑核

については︑簸全癒俺官︑技術纐

がとるべき滋として︑第三皇宗と

購が強化されるよう抜沐的な再検

された軽微な故障が四件となって

た竪子力を展望した⑪そして︑仏

燃料の壌楽化など︑新局蜘に入っ

のより一々の交流とともに︑超会

発露所と地方鼠治体との闘に縮絃

のミッテラン垂葉の誕生︑米レー

討をおこなうこと︒

一方︑近郷初の強暴用原子力発

蛍義論囮との対応については︑こ

いる︒

ガン敗櫓の原子力改心など︑原子

している蜜全協定の強化を図ると

電所である脳木原子力発亀・東海

一て原子力発電所の凹舘的な運

㌶な連絡体制の確蹴に努めるこ

ともに︑田と地方糞婆外のより緊

こにきて︑尊きなうねりとなって

転織理状況をヤ公に掌握し縛るよ

力をめぐる国際情勢についてのべ

う安盒糖理体制の強化に努め︑運

一一三嘗

露敦賀象故は造憾なことだった

また︑安全闘題については門原

なければならない﹂と指摘した︒

合大圏︑ソ連との交流も大切にし

らえており︑こんこの政肘の速や

強い要畷をとり濠とめたものとと

決誠の総軍は次のとおり︒

かで︑適切な対鳳を求めている︒

このたび発生しだ田本原子力発

一三需回

藁一一

一離︸冨■

一当需

戴罵一一

ﾊ電

原発の事故・

ﾌ障は25件
資源エネ序が報告

制法の規定に算つく原乎力発電燐

の馨故・故隔の件数はこ三塁件で

あっだ︒これを問題のあっだ樋組

別に分類すると①設訓管理十四俘

②製作管理一件③施ユ管狸漏件＠

通h省・鷲源エネルギー塚は鰯 保蜜街理七侭となっている︒

えると︑十五黛間で顧九十一件の

購故●故締が報㌫されている︒

模擬線源誤用
で被ばく事故

国立がんセンター

︵石川ヒ郎総L︶で苔月コ十七臼

豊猟︒築雌の岡・Mがんセンター

コバルト60︑一覧の線源を慎拠線

また︑これら二トゐ借の錦故・

乍後︑医師が遠絹雛内照嚇籔冠の

一三騨

溝窪

篇一一一一

三一一一

一一一一

門壁

に整舗すること︑さらにこうした

うした廓故が起きない体翻を細菌

千万㎡四ノの石工という円標を遅成

したがって︑今後︑十年聞︑五

プロジェクトによってすすめられ

理・羅速矧殖炉など︑ナソヨナル

談た数年来︑ウラン濃縮︑魯処

の温点的配分が風呂ごれるべきて

究開允のなめに︑とうぜん︑．3．界

なエネルギーとしての原子力の研

一名と技齢五私が被ばくするとい

があるQ

さず発表する体制を徹底する必塾

一葎繭のTMI響故の影響が沈事
静故は︑遜璽薔がその都鳥︑かく

から希求されている農・激桑をは

を大群提としだ上で︑さらに地域

かし︑これを教訓としだ安金確保

れがでることは避けられない︒し

設地点︑新畑地点とも︑当分︑遅

るが︑今回の敦賀覇故によって増

代を迎えることはできない︒

の︑翼に独立的な凍子力利用の階

に乗り切らないかぎり︑九〇面隠

えているわけで︑この段階を円滑

いうきわめて難しい開発段階を迎

たちは︑自主開発技術の配酸化と

業へと膏てていくことである︒私

は︑これらを国際競象力のある離

担う原子力聞発の積石的な摺辺に

て︑い濠や剛家鮒に購大な役躍を

ともに︑他万では罵闇を醤促し

かし︑一方では政府に協力すると

しての原子力産業会議の特性を坐

ればならない︒

していく工夫と野力につとめなけ

も︑これをもっとも効果的に活剛

藻桑丸︑科磁器素面︵長官官玩冨

研鍼調銘局長︵科単盛議論︶加

十分ごろから約二鯖間︒フィルム

驕B同時にまた碧染界として 出されていた匿間は︑午後〜恥四

水線線が悪酔内事購寧から舞ち

り出してし謹つた︒

いるが︑鷹師は誤って木線源をと

は本線源望本と換観二木が入って

を引き出そうとした︒この装醸に

射製置に収納されている襖翫線源

を依頼された技舳は︑還附膝内照

隊師から換翫紗源三本の引き激し

そbによると︑治郷に先甑って

寧笑経過を発表した︒

口に立入調蕾を実樋︑讐田︑その

察態を塞くみた科学技循庁は二

う播故があったことが六月一襲︑

邑︸一勝貯

十七件の運転停止の状況は︑検田

一三一聯

それによると︑識十五磯鶏にお

莞一一門

あきらかになったQ
三一一一

雛の誤作動など保護装猷作動によ
﹁二一一一

ける霞気事業泓および原子炉讐規
一憎§一一

スクもともなっているが︑官民の

一駕︸二一

源と課って便用し︑その際︑医師

班の甥故・故障に関する報征Uを凍 故障が発ゲ藤たは発械されたの

が︑原子炉運転申のもの十七眉︑

藏︑昭和五三宥年肚の山子力発億

とめ︑原．r力蜜全蚕員会に説閣し

停止申のもの八件︒運転中のもの

免株武愈孔墨銀発端酬のあいつぐ

放豪彊物資もれ事故と報省もれ

た︒

凹P一︻一胃

曇一﹄

は︑丁子力感撫所の蟹金性とその

一三餐

安全昏理体制に対する地元住民を

7

同委員金はこの淡議を︑国民の

案︑全愈一致で探択した︒

昌一

なお︑その際には︑原子力発竃

醸坊な分獺と協力によって︑薄業

二三 一 一一一一一7

所にかぎらず︑核蜂料リイクルの

化のステップを語集に歩んでいか

一凝賓

確軌にかかわる馬処弾施設や廃棄

なければならない︒

瓢一曇

昨今の国際螺線讃満勇は︑一時

物処理施設などが︑討画的に立地

に入り︑凶の財政も窮屈だが︑こ

三一一﹁一

籾めとする繍罠の不偽をつのら
一⁝一一一弾 一一⁝二﹁

欄干力霊徳に関する安全性礁保の
二一一騨

こうした眉愈的撮鴇．に対して

的に小康を傑っているが︑中乗細

辻醸できるような一元的な対鑑が

の申にあっても︑鐸済の蜜命保障

一一一一＝

は︑できるだけ瞬く勲功な対康が

瞭としては︑一蹴も購く︑石芋依

物はいぜんとして不安定で︑わが

必頗で︑そのためには特別措澱法

二一一一冒

発態崩が運開した閥十一年から数

いる﹁反ソ漏﹁ソ連離れしに疑問

を求める門原子力発慮所の安全車

力蟹全行政に対し︑四割臼の拙瞠

一慈需隔 ＝ド三訂 一一一︸蕊

と︒

を投げかけ門中圏だけをひきよせ

参訊院醜工憂隻会は四日︑円本

一一嶽齢 愚膏

行われるべきだが︑何よりも︑原

をもってすすめていくことが考え

組みをすすめていただきたい︒

物力開発の信頼感をとりもどすた

の命題だ︒

存からの胱却をはかることが物上

及ぼすものではなかった︒だが︑

能は微賦で︑礁物や人郷に影響を

するためには︑蓑に弼が必蟹であ

わが削は︑すてに低成長型僻心︑冶

とっても︑ム︐回の卦故は補釈の勧

制監凝の濁鋤から︑ふたたび︑こ

畜故内答だが︑フィルター・ス

るかを阜急にみきわめ︑これを実

捷いにして︑趣境に洩れた放刎

めに︑原イ力発頭の保℃惣理︑規

いないQ

・資質の向上を図る讐︑原子力発

たのち︑﹁脱石油の楓である原子

と訴えた︒

允挿できるように協力してほしい

文化塾側醐にうつりつつある工

力は︑政雇としても︑懸盤先課題

そして同氏は︑門かぎられた致

一子力発激職撃発徳所聞題にかか

酵夢原発の安全確保で決議

安全審査機構の強化を

強藁＝＝曽＝髄＝噌≡＝＝二＝＝＝コ闘＝＝一＝＝＝讐需＝襲冨＝肝馬鐸欄需＝＝＝㎜柵訟；＝二；一＝＝静閥﹁＝隔＝＝一＝＝＝冊﹁＝瓢＝三＝＝＝＝単＝ニ≡＝＝縣需幽二塞藁≡﹁閥：＝；二7口冊＝＝篇︻⁝＝曽≡﹁ニヨ

金による自効利用を﹂と︑罵問サ

のほどをうかがわせた︒

こぞって︑原子力簾業の定満化に向け︑一致団諮して︑磁局打開に立ち向かうべきであると強調した︒

は四米拠紹を遡えたが︑その研究

イトからも︑研究開発が殉果的に

あり方として︑﹁この現状の段階を円滑に乗り切らないかぎり︑九〇茶代を迎えることはできない﹂と織び︑い京こそ︑百城界は︑

ひきつづき︑来覧としてあいさ

投康規硬も︑五十六年簸てみると

にしたQ

転簸理門門窟の羨携内容の関確化

いくかだ﹂と分析︑九〇外代に臨

るのはまちがい︒経衡購測画から

象ず︑あいさつにヴつた右沢会

馴れ︑顕任体制の不齢から生じた

いる原子力触凝を掲軽した︒

け︑きわめて啄敷な欝欝を迎えて

ものであって︑そ3／だけに︑たい

を媛会に︑原子力解楽脳係吝は︑

九白億︑台議て二千ヒ百幻円を耐

一般会瀦で千八百勧︑轡測愈調で

傑につねに搬︾く取粗み︑その責
エする濠てになった﹂とのべ︑こ

ﾜでの政府としての原子力に対

三一一門髄 三附一響

掌に関する決議﹂を各党共同で提

する強い財源確保の実績を強調す

閥一一一一讐

また岡会長は︑原子力㌶業界を

一二一齋

わる調査をすべて終了︑国の原子

かかわらず︑わが国のエネルギー

まずふれなくてはならないのは
瞬本駅子力至恩・敦賀発亀所の放

ラッジ踏込戯施設から腿こったも

万全な安全確保を

てきた研究開発が︑次々と成果を

を磁塗す︸43うえで︑もっとも璽蟄

ので︑炉心への影響が懸念された

あげてきているが︑今後の課題

られる︒

TMI蟄故 と は ︑ 本 質 的 に W な っ

に︑飛地の促遮は餓承点課題であ

し︑ようやく園復しつつあった原

これを機会に︑原子力藤業閲係

じめとした産繭振興をはかるに

璽鋤国際競争力強化が課題
きなかったもの︒また︑発生時に

子力への相懸感は︑ふたたび熟し

習は︑初心にたちかπって︑安全

は︑やはり︑隅としての原子力地

張感をもつて蟹理されていれば凹

る︒

域政鎌の礁立が不司欠となってい

れも大規模な資盆を門訴とし︑り

人事発令

︵長官窟房論題課長︶内田勇夫︒

撫慣︶神津信舅︑摂冒露肥壷訟懲
でいく決意だ︒

感けて︑ひるむことなくとりくん

8臼付︑科技序

〆被ばくしたとみられる︒

︒ム︑技師五髄が○・四〜○︒一四

バッジによると︑医帥一名が六

情況がただちに隔子されてさえい

く損われることになった︒さらに

牲の確鎌に︑つねに威しく取緩

きた争故ではなかったものの︑緊

れば︑結果的にも︑これほど火き

事故発表の仕方にも疑問があると

み︑その費任の琢大さをかみしめ
ながら行動すべきことを燈に命じ

われわれは︑ひらかれた組織と

な混乱をひきおこすことはなかっ

な報追を招いた晶果として︑地域

蓬えられるが︑センセーショナル

るとともに︑緊揮一聯︑新しい取

瞬頃から︑腺子力発賑の必磁性

の改会・経済にも深刻な∬蟹を与

これらのプロジェクトは︑いず

たと考えられるQ

しかし︑ハートな鼓凝血から起

ている︒

得に移さなければならない︒とく

射能漏れ罫故である︒

みである︒

﹇原産総懸会長あいさ組

鶏 二乗胴 一一議鼎

るとともに︑凍輝肢の原子力予算

プロジェクトなどによって︑着々
蟹定確保の就場から気相的な儀焚

についても︑臓しい財源環境にも

と峨果を上げているものを︑どう
でとりくんでいくことをあきらか

﹁こんこの課題は︑ナシ灘ナル・

とりまく今臼 の 状 況 に つ い て ︑

ずべき﹂と訴えた︒

任の雛大さをかみしめながら行動

扮心にだちかえって︑峯骨の磁

もの﹂とのべるとともに︑﹁これ

へん初歩的で︑弁解の余地のない 務次官は︑﹁わか国の原子力開允

つに立った由野ザ登科学境術庁蜜

門今回の廓故は︑運転魁理漁での

提は︑原電敦賀慣故闇聰にふれ︑

としてすすめていきたい﹂と淡憩

の原子力就塾界の綴織にふれ﹁白磁開発技佑の簿凝化というきわめて帳しい閲発段階を迎えている鳳と分析するとともに︑こん灘の

舞に独立的な原干羅利絹塒代をi！︒八田午擾︑経麟連でひらかれた第三十剛臆腔総会で︑有沢広U重目はあいさつの中で︑今田

局面を乗り切り90年代へ

産業化遡えた原子力

へ

え︑いまなお十動には圓復されて
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馨懸盤墾蘂〜

は︑一志に各国の抵抗にあってい

門轍入当二三が煎法の履行により

不認な覚場にある﹂と認めている

め︑来原子力臓業の輸撮競錦力は

イスラエルは六月八日︑﹁イス

プール型︑九三％までの濃縮ウラ

イスラエル軍機が爆撃・破壊した

は︑米国政尉は雌交渉の珂能性を

が︑﹁影響の麗盆を定製陶に詳額

ン燃料︵アルミニウム三三︶三三

ることを認めながらも︑GAO葱い陶芸をうけると感じているた

確保というNRC安来の使命がお
引き統き追或すべきであると述べ

ラエル空軍機が七三︑イラクのタ

の軽水減速嫡︒

いても︑十分に検討した縮果だと

戦闘機が同サイトを蝉醗し︑補助

が︑原子炉は嫉壌されなかった︒

建屋に墾大な損㌫をもたらした

一九八一矩彿頭といわれていた原

しかし︑この破害のため︑当初

敬法だけでなく︑行政鷹の政策︑財

そして︑輸入影禦蕎は︑核不拡

くつかのバックグラウンド燐報で

下は︑タムズ一号炉に関連しだい

した﹂との声畷を発表したが︑以

照射されているとのこと︒これ

便障描躍の国麟で︑フランスで前

報じられるところでは︑燃脳は

からイラクに覗遂蔑されていた

五膨の鳳雛ウラン継脳がフランス

初麓荷に十分な蹴の約二十〜二十．

その後の燈察によると︑盗時︑

子炉完成時期に遅れが生じた︒

政廓情︑燐型︑その惣の要塞もあ

イラクのタムズ一号研究炉について

PT︶加盟国の増潴の面では︑一ろそかになるーーなどの批雅につ ている︒また︑すべての諸費によ

することはできない﹂としてい

ムズ︸騒研究炉を寄彊懸撃し破壇

くなる可能性③原子力製織の安置

る呉羅の原子力輸撫政策の採択に

る︒

協定の要陣や輸出蚊策鑓を︑追

鏑繊許珂のタイム︒フレームは

念む︶の確立については海外賭園魑実に改薄されているが︑輸禺評

加輸繊駆輩として採胴すべ巻かど

タムズ一号炉の機器は︑フラン

が︑爆糧による破壌はまぬがれた︒

ス原子力庁︵C君A︶により︑ツ

は︑燃料が翻界防止ケージに入れ

の関心がうすいようだと揺難して可プロセスを改醤するための余地

ある︒

わせて考慮するため︑米蘭の輸出

タムズ一号炉は︑フランスが建

設した熱闘力七75KWの原子炉で
翻するが︑現時点では︑燃料がど

て水中に貯蔵されていることを惣

がさらにあるとして︑GAOは︑ うかを決驚するため︑それらを擁

いるQ

このほか︑輸繊に関しては︑① けている条環は猟意唾であるとし

は唯しいとしている︒

不振に特定の理山を押しつけるの

環子力輸出詐萌プロセスにおけ

いくつかの提案を行っているQ

年携換嚇するよう大統鎮に混務づ

般的な原則︒手続き︵圏際制裁を

テクション︶と核不拡散条約︵N

定の前進がみられだが︑核物質鋤

向けて︑引遂統き努力すべきてあ

核物賃防謹︵フィジカル・プロ

蕩惣藻髄解毒蓬横構購鷹裸鱒

︵CAS︶の渚勤︑国際プルトニ
国に薄して信頼されるものとなっ

︵IAEA︶の供絵保障蚕員実金
灘的な選展がみられず︑海外諸

長所は︑燃料集禽依を構威する燃

この新コンセプトのもう一つの

ウランの利用灘が高められる︒

子煙の運転が楽になった︒この斬

り︑雛祭極の操作園数が減り︑原

収材を採用したこと︑これによ

B王も捜査にのりだしている︒

であるが︑灘件の遜報をうけたF

を与えたこともあっだQ

狡術は︑後に他の膿子騨メーカ1 荘︑金出力三三を続けており︑運

米発電所で

FB一が捜壷

サボ行為？

原子力損害賠償

スウェ矯法憲が握蟹

額︑引き上げヘ

門弟子爵発電所の事故や核物質

を︑引きあげる﹂法粟が︑このほ

輸送中の嚢故による竃馬の購讐燃

ど︑スウェーデン書法省の三門家

原子力先馬賠蝿に闘する今象で

から出されたQ

末遂壌件があった可能性があると

でサボタージュ︵罫紙妨書行為︶

は︑ビーバーバレー原子力発電所

ーネ︵約三蕩七十簿円︶︒この網

き賠償願は最局で六億五千万クロ

とづいたもので︑一件の購故につ

パ諸麟間で交された圓際協定にも

倉︑原子刀発電隣の所荷主が五千

ェーデン政府が三億三千万ク潔ー

ていたところ︑末来開放状懲にあ

万クローネ︵約菖五十億円︶負握

結んでいる国々が残りのこ慰七千

しかし︑錆一番に賠侵責任を寅

する取り決めになっている︒

バルブは︑ただちに正邪な腿放状

傭蓄である︑という観点から今園

うべきなのは︑原子刀発飽所の所

五千万〜五韻クロ董ネ︵縫二十九

法案は︑原発所雄図の賠蟻額鷺

の法纂提出となった︒

燃料取替周水タンクから安全注入

毒殺を三十億クローネ︵約一千七

騒〜潮溜九十億円︶に︑賠慣の蟻

酉憾円︶に引き上げようというも

ポンプに給水を行う安盆防護系統

原子炉冷部系に小破断が超きた際

園禽はさらに賠償願の引き上げを

ので︑この頴でも不十分な場台︑

︵SIPこユース︶

検討する用惣があるという︒

に︑炉心に冷却水を追撃供駕しな

亀力金社は︑この瑚題を調班巾

のみ随用されるQ

ければならないような奔常理態に

の一部である︒安全防護系統は︑

このパルプは︑補助鰹屋にある

︵NRC︶に報潔した︒

態に戻した﹂と原子力規制岱山会

されているのを二丁した︒聞題の

るはずのバルブが閉鎖状態に闘定

六臼午M剛一時なろ︑臼常点醜をし

＋九万一千KW・PWR︶で六ネ
月︵約衛九十億円︶︑麟瞭協定を

ーバレー原子力発魁駈一号機︵八

エア州シッビングポートのビーバ 万ク資可ネ︵約驚十触一9︶︑スウ

デュケスン社は︑﹁ペンシルベ

して︑調査をつづけている◎

ンパニーと連邦捜査局︵F8工︶ の法律は︑ぽとんどの闘ヨーロッ

来騰のデュケスン・ライト・カ

蔽には河らの影蟹も出ていない︒

せることである︒このため︑多力

会社のウラン買い付けと欝料集命

体の製遺が繍単になる︒

最靭は︑一九六〇無代に切めて

で革新的なアイデアを発議したの

る︒これに対して︑アセアアトム

二猷化ウラン燃料樺六十四木で構

は︑今圓で黒蔑臼︒

控の新しい燃料璽胃体は︑外囲寸

成する精舎沐を採用したこと︒他

料は︑燃料榛六十照本を東にした

法はこれと國じだが︑内部が岡区

の燃料集総体を使屠していた︒

のメーカーは当時︑四十九本構威

漫数の燃腿集禽体で構成されてい

羅スペースで互いに隔てられてい

画に部分され︑水を渦たした十魔

二度圏は︑一九七〇葺代に︑ウ

ラン燃料棒用に可燃性の串性子吸

外業塞

とはなりえない扁ことを強調して

ビーバーバレー一下織は・現

料捧のウラン濃縮麗の一類を減ら

同工場の建設工購は纐調に濫

万沙SWU／年に達する見遡し

んでおり︑この簗には能力は一

である︒簸後の四蹴出の建設は

山八二琿藩にずれ込むもよう︒

海ゆ

にも撮籾されだ︒

くつかの方法の一つにすぎない
の計噸の申でしかるべき獲助が行

は核不拡散のための絶鮒的な保議
来囹の核不拡散戦略の届出に及

項の酬除を勧欝している︒

の必幾性ilなどについて無銭し
われているとして︑GAOは塞条ので︑﹁このようなワク組だけで

新しい欝欝をみたすように原子

ている︒

承認概を行使するための艮期政策

鍾RCに輸撮謹削権限を残すと
判断したことについては︑GA
0は︑①いわゆる外交︒安全保工

︵BWR︶の燃料費を約一〇％減
ンセプトを開発したと発表した︒

ゴフ原発に代って輸入炭火心見竃

子菓の分布がより瑞一になる蔽果

かsVEA と騨ばれるこの新
るQこれによって︑燃醤内の中性

あびている︒

することから︑関係方鵡の注醸を

観蓮︶出身のギ謝理箏が︑ボーダ

所濠たはガス・タービンの建設が

現確8WRに使嗣されている燃 アセアアトム祉が核燃桝の分野
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という弱度の判断をNRCが行う力協驚を変更するための萬交渉 ぼす影響について︑GAOは︑ いる︒
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ための米図の努力は︑若干の成集

スウェーデンのアセアアトム社

一九七九奪四月に︑破壇工作署が．

であった一九八O年九月︑イラン 敬偶の垂雪をしかけ︑撹器に撮傷

⁝ロン近鰯の工場で鰻迄された︒

真鱈のマークをつけたファントム

予患されるので︑﹁海外謂要め米

燃料曹口恥％節一約へ

をもたらしているが︑濠だまだ不

らすことができる新しい核燃料コ

張したといわれる︒

から警察を開始すべきでないと丁

ね

ン︑パンリ︑ノジャン・シュール

ミ

万ノ

仏︑・菱
タン艦縮工場
︻パリ松木駐伍鍵口仏ユー蔚

購

脳SWU／年に

眠夏に竺

・セーヌ︑ゴルフェシュ︑シボ

プロゴフ原発については︑ED
Fは︑D土地買収など地域企業と

ー︑カットノン︑シ刃1︑サンテ
チエンヌ・デソール︑ベルビル︑

の既契約は履行する②ブルターニ

は技術的プロモーターとしての役

施は政府のエネルギー政策のワク

舗ン工場︵ほ写翼︶では︑五月十

㌢イフのト・カス縷縷ウラ

ュ地方の電力無給の均衡について

ポール・ラヌーペルーでは︑それ

かに強い閲心が岡けられている︒

ぞれにどのような決定が行われる

イランーイラク戦争が序盤段階

た︒オシリス型設計のスイミング

ラク協定にもとづいて雄設され

こに響蔵されているのか不明︒

ントロールするためのワク組の確

法制定驚の議会の懲図および最近枕をどの程便まで霧饗すべきかを
酵素力に桟わる太陽エネルギー は︑原子力平瓢利爆活酌と核兵器
嵐謡念の畜類検査匠︵GAO︶は︑五月二十一簾︑門一拓七八準穫不拡散法︵NNPA︶に関する報欝欝﹂を議会に提棄した︒そ
のNRCの行為からみて︑輸出許明確にする必要性②以朋に輸撫さ や酉焦可能エネルギーの開発にか 開発の問の潜在的なつながりをコ

岡の核不拡故欝懐を満たすのに萌

る︒

への濃囲の取り縮みが不十分であ めるべきである﹂と指摘してい
るとして︑それらの強力な推進を

また︑興処理の代講蘂として︑

十分であり︑傑鞘寄麗の効果的な

IA温Aの偲隔揚躍を改養する

講論が海外のいくつかの国々の縫

訴えている︒

用済み燃脳︵眼福騒︶を受け入れ

﹁プ潔ゴフは仏の原鮪刀総懸には 棍は︑五月二十九田︑﹁原芋ヵ協

奪十一月に発効したフランスーイ

可讐の擦査権をNRCから配りあれた核物質の再移転に対する二愚 かわる発展途上岡援肋条項につい

秘用は核翼端を取得ずるためのい

立をめざしているが︑原子力平秘

完成間近のものだっだ︒一九七五

ては︑一蓋も履行されたことがな

そして︑最鎌に︑核不拡散法

には︑野心的な国際的イニシアティブのシナリオを抽いている﹂と誰餓︒そして︑爾法の強痩な変更は不必要と断︐口︑ただし︑より広

く︑豪た︑本法とは無関騒に既存

れによると︑﹁短期的には効果紛な核不拡散の岡瞭晦ワク組の確当に河法は限定的にしか宥与しなかった﹂としながりも︑﹁一期的

げることを勧告するための十両正規制の廃止③海外諸輔の湾処理・

ス影鞭を与えていることは認めたものの︑﹁どの程鹿影照しているか決定できないしとしている︒さらに︑﹁猿子力規制養員会︵N

RC︶から輔出許斑纒限懸とりあげるべきでない﹂と勧試するなど︑ぼぼ核熊笹散法の現吠を胃驚した内容になっており︑今後︑米

﹁一九七八無核不拡散法に関す

国の議金および改輝の日子力輸出︑籔不拡散論誠に少なからぬ影糟を与えるものとみられる︒

る報告盤﹂は︑五月二十一口︑下
らかに必裟であるということには

ウム貯蔵構想︵1PS︶︑園瞭便ていないとして︑﹁この提案を実

院外交擾員会の蜜金保障・科学小

縮塘没礁設予算察に対して︑議会

叢員会︵C・﹂︒ザプロツキ小委 ならない﹂として︑DOEの濃用済み燃糾管理構想︵1SFM︶行するか放生するかどちらかに決

員疑︶と国際織豊政策︒買易小冊

と述べている︒

員会︵﹂・B・ビンガム小脳員 は十分にチェックずる必襲がある
浸︶の離離聴聞食の纏上︑フラン

約イニシアティブについては︑濠

は︑このほど︑沸騰水型康争蛸

新BWR燃料を開発

だ明磁な異体的成果を障みだして

実聴に向けて︑資金・入材・技術

アセア社

同報告灘は︑核不総数法の幌宏
る提案については︑横張鴛確問︑

しい核燃料コンセプトは︑燃料中

によって発喪された︒

いないと分霊︒濁際原子力機関

のウラン利用効拳を蕩め︑原子力

︹パリ松本駐花員Uフランスの

十二日開いた役員会で︑原発関係

EDF︵電力公社︶は︑五月二鋼を引続いて引受ける③明器の実
の建設は油精する﹂と述べた︒プ

議が驚成するまではプロゴフ原発

︵プルターニュー出身︶は︑五月 ない︒建設中の原発は完成される

としている︒

内でしか進めることができない一

鵜百︑譲毒の第多妻グ

では鉄製骨格や早舞工事など約三

ブルターニュ地方は蔚五十万K

億謬の発注鷺決めるはずだった
が︑こういつた懸盤を予測して︑

ロゴフは昨駕一月から三月にかけ

社会党のエネルギ：瀦画では︑

︵麟二十万KW級加行水型炉四工させない﹂と述べた︒

二十八照︑プロゴフ原子力発徳所

鍵︶の話頭誉発喪した︒

ーラインの原発についてはすべて

必要となるようだ︒

岡役農会では︑CFDT︵廣主
不足は三藻塩KWに達する︒プロ

発注を伽止すること懸黒め︑また

た︒

疫対運動があり︑警窟隊との面突

て公開請薩手続きに墨って激しい

へ凶まれていない︑論えるつもりも

は霜尊している原発iルペルラ KW撫圧挫型炉︶には題饗がある 発露所の燃脳費削減に大きく震鰍

履行状況と影響について検討し︑

を行ったも の Q 報 督 ︵ は ︑ 氷 室 蕎

り︑別に十二台の要約がついてい

三十七イ︑付録八十九警からな

るQ
それによると︑籏ず︑捗不拡散
法の履行は︑海外の浅場掴箏国お

題への取り絡みで韓国が指線力を
発揮するためには︑岡法の潤的お

よび霞標を傑持すべきである漏と

強調している︒

エネルギー政策︑ことに原子刀に

政櫛についたならば︑フランスの

発霞岳の告発四千KWを含まな

ループ飛騰の施設の隙帳を始め
同狽は︑ミッテラン大輿論の初

＝二野機の鉄製親鍵の発注だけ

い︶にすぎない︒一九九〇隼には

Wの醸力翼翼があるが︑発電所の
閣議︵五月二十六鷺︶で大統領が

に関するこの初の淡定は︑総迦灘

に止めた︒

の鉄骨と二次繕︑ベルビル康発 総男は＋二恩KW︵ランス潮力

ただし︑政治・腰折・技術の親

ついて︑大難模な国民との協議を

晒影を投げるものとして総懸され

対策の魯が濃いが︑今後の謝画に

緊急のカットノン原発一︑二号機

譲への三際化︑より広範なアクセ

この難題について述べたことを確

は建設中の原発は完成させるが︑

提案する◎協議の結論がでる濠で

ミッテラン新政権の原子力開発

プタンスの確保︑国際協力の拡

ついては管轄大臣が近く行政手旧

認したとし︑﹁この聖画の放心に

トリカスタン罫線照堆機︵九十万

ている︒

は土地造艦を始めているサイト︑

驚歎嚢聯繋黒
さらには︸塔機ないし二藍機まで

ことに︑すでに用地買収ないし
モーロワ新内閣の工業掘付きの

謄工を認めない︑としている︒

ルモワーヌ・エネルギー掩当塞外

そうでないものについては噺規の

はかるため︑ある穂の修論・変更

きをとることになっている﹂こと

閥月十田︑当塒大続領候補だっ

O庫至楽ぱ に 魔 軍 附 な 供 給 樋 燗 が た ミ ッ テ ラ ン 民 は ︑ ブ レ ス ト で

巾の濃精施設については︑一九八

エネルギー省︵DOE︶が臨写を明らかにしたQ

が必蟄であると働架している︒

大︑および得政冊の纒行の改籍を

で負鰯蓄を継した9

が︑そうでないものについては庸

いるが︑GAOは︑﹁核不拡散間ルイ・ル・パンセック新任海洋相

反応を引きおこしたことを認めて

よび汲箇内灘業からかなりの損絶

仏新政府︑初の原子力決定

今後のあり方について必要な勧告

プロゴフの建設放棄

にもとづき︑同法純薄襟三黙坐の

ク︒C・コナハンGAO国際部疑 核撤料の供給風凪のための国際

べている︒

巌な理陶は見蹴せなかった﹂と述プルトこウム羽胴に対する渠因の

役圏については︑GAOは︑門氷輸出許司時に国際保障措際の有効 て縄止を勧冒している︒

る原子力規鞘養鑓会︵NRC︶の

ると述べている︒

設備の転用・盗難階にとるべき⁝している︒

〈解説〉

範な国際鮒アクセプタンスが懸られるようにある懸の修鷹を行うよう勧鑑している︒厳た︑核不拡散法が聚国の輸出競綿力にマイナ

R震Cに輸出権限残す

主要な変更は不必要
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をめざし︑原子力発恥

瞭業界の公梁問題撹牽霜が一弾に会してPA対鐵︑原子力論争などについてお葺いの風見交換を行い︑今後の躍動に役立てる目附で舞年開か4／ているもの︒

とくに今圃の禽醸は︑レーガン新政櫃発足後籾めてのPA廟議であり︑﹁レーガン新大締観撮唱の

熱発を︑以前にも濠して積榔的に推混すべき時期が到来しだし︵開運あいさつ︶という明るさが出て毒だ及脚︑原子力反対派の塞きが感発化するおそれが指揃さ

れたことも垂髪︒余横には米国はもとより英︑仏︑棚︑スウェーデン︑日本等の外国人参加姦を含め約二霞⁝二十人が嵐席︒そのうち女鱒が約八十人と︑かなり

多く︑答企業において︑PA聞題・広蝦分野での女牲の蔽躍が鄭視されてきたことをうかがわせた︒会議騒騒を通じて︑︹放射性廃棄物の餓終処分問題扁がとり

あげられ︑この難題が今後の源子力開発を焦右する餓大綴馳として強調された︒﹁露百会歓のPA成功恥例︑﹁原子力以外の産渠におけるPA閣題とその解決

7政策をとっている﹂と述べ︑
える無科電話ツービスにも力を入

を浩用し︑住民側からの疑間に勧

鰍

大衆理解へ親身
な対応と忍耐を
箪の根運動の組織化

本セッシ灘ンでは︑原子力三
宮︑放駒性無漏物の事実関係と入

か︑隼の櫻運動と州民投票におけ

衆の兜方に関壌る轡晃交換のぽ

匙点は︑澱金︑人材の確保とのこ

るとのことであったが・やはり問

危険である﹂とのコメントを述べ

あり︑ナトリウムー水反慮による

えことができたとして成功舗を披
餓した︒現孔︑酵の根運動は︑し

とである︒

﹁蹴鞠な気濠ぐれ

照体︑あるいは非盤隆的な白由窄

グループ︑理牲のない井文化人の

ては︑岡澱は︑

た︒藤だ︑原了力反対独動につい

だいにその輪がふくれあがってい

諏﹁二㎜：コ＝二齢腫＝一一冊＝㎜篇糟＝＝＝一＝＝尉一膳冊闇﹁＝＝＝阿＝一＝闇一回冊瓢＝嘗階＝榊m鵠刷＝＝＝階＝

尾を引く事故後遺症

筏楊たちとして放逐しないでほし

い︒その運動を無視することは︑

い力向におくことになる㎏と述べ

自分たちを絹会の撚れがわからな

報道

をする時聞的余裕がない︑他方︑

の譲懇内響の検封︑響実確認など

メディアの原子力

／
簾終セッシ灘ンでは︑メヂィァ

ガネット・ニューズ・ぴ1ビス

反対派への理解堂小した︒

が原了力をいかにとらえているか

論説の場禽は︑影響力が大きいだ

ウエスチングハウス社のり！︒

る陳畏の発表が行われた︑

エルダー枝働顧間は︑﹁天衆が原 について︑醤報道闘係穫がそれぞ

ので︑はっきりしない内轡となる

けに︑庶も撫にもみた記禦を欝く

射性廃簗物の海洋処分あるいは使

のシ㍉ピロ記習は︑さいきん放合

な懲毘に集約された︒

岡氏は︑過去の轟轟経験をふま

籐緬み燃料の太平河貯蔵無想には

〃巾宣的

れの麗方を述べたが︑いずれも

濠ず︑オムニ誌のベン・ボバ編

え︑原子力に離して︑門瑠脊の原

に︑われわれが親身になって助け

隊試問匙をはっきり理解するため

ることが必娑で︑また︑緯子力及

集蚕毅は︑﹁原子力は将来もより

子炉は︑安全牲の胸で︑十分に受

プルトニウム経擬については春蝉

子力発電が必曖であるとの原子力

氏は︑一九七〇釘貫半ば濠では原

タイムのピーター・ストーラ重

ており︑とくに日本の低レベル放

対派には饗つ向から挑戦していく

り︑太陽エネルギーなどは蜆実附

瑛い石蒲代醤エネルギー源であ

懸念していると述べた︒

性廃躍物の富里間題に闘心を珍し

ことが駅要である﹂と述べ︑環の

けいれられものである︒しかし︑

ことかあると述べたQ

根運働における忍耐を強調した︒

でない﹂と述べた︒

︵EPA︶による規則の相次ぐ変 豪た︑スタフコ社のポプ・タッ

発亀鶴間題は︑殉えぼ環境保議海

例扁︑﹁潤蝋管暇体などの鋳撞公鑓鋼体は原子力をどうみているか﹂︑門余国的なメディアの原子力観﹂などの各セッシコンの概蟄を︑以下に紹介する︒

馨

合意へ知恵こらす
聚煽撫煽者の強い関心を集めてい

つぎに︑クリスチャン・リイエ

てある︒つまり︑それに習うの

チトン氏は︑昨球十一月のフロリ

ンス・モニター紙のディヒッド・

更にふり濠わされ︑長い膳間と多

サリスベー3i氏︵科学担当編集蚤 鐸虜がある︑一つは︑世弾規横で

れている﹂と詔つた︒

員︶は︑襯集ゐ斜は︑一般的な取

た︒

催︑街頭での属名︑蟹癌配布慧の

仔民謡敷では︑セミナー等の開

電力会社のPA努力
マン︒クレット広報都電は︑譲国 の人間を︑いかに鶴硬するかが大

・パブリック・りービス雑のノー

き獄課慰である﹂と述べた︒シー

懸を㍗げたり︑大々的なPR癒動 いると前瞭きし︑同紙の絹禽︑取

活動︑高速道路の横麟追賂にタレ

の報︑磁認藁に濠かされており︑そ

繕報道の正確頓と方向性は宅にそ

材蝦道と論説欄の二つに分かれて

欝欝覆轍繕殖炉にかかわる問題で

でもある︒もう一つは︑液体金属

プが原子力時代に入ってくること

散を促進し︑テロリスト・グルー

のプルトニウム凝済は核兵器の拡

りあげた︒

は︑放蹴性臓夏物の簾終処分をと

いると述べ︑今恢の間題詩として

I懲故以後はかなり績曝になって

促進の配旗を置いてきたが︑TM

・運転の円滑化には素月ある立脇

ブルック廠子力発臨所が激しい反

をしたところ︑戦闘鑓もこれをと

タ州における燦兆の賛葎を求めた

動きが酒発化するおそれがあると

愈入謡瞳により︑原膝詰反対派の

つづいて︑二認iハンプシャー 額の経駿をロスして港たが︑健設

紬果︑孟子岡岬亀所の運転認則と

施設工学への招待などを次馳した

拠点となっているシーブルック原

簾海岸側に馳ける原子刀反対派の

りしげ︑反対派勤力を瓦全におさ

ブリック・アクセプタンスの成果
があり︑その努力に漏して出胤笹
より入壼な掴丁がわいたQ

け︑旗ず︑岡圃体は愈員数が多い
ため︑瀞子力に附して嶽旗︑反対

原子力は霞琢

⁝外岡石譲への輸入依存を低減 健羅・安愈牲の学識︑その中でも

いるからであ番と述べた︒

公立巾学枚区域の政策決定に影懸

全米学校協魚︵全米一芳六rの

三年年から職能

エネ教育は小学

放射蝶廃難物難題に懸念を梅して

強制納に実施し︑原子力を盒めた

し︑エネルギーの臼ぬ化︑瞬蟹蜜

次に︑金米ユダヤ後鷹鼠︵会舜

圏内エネルギー礪源を開発するこ

余保障を確保するためには節約を
金員は放尉軽疵懸物処分が最も渉

闘十万人のユダヤ人の転嫁︶のフ

とが︑団國体の提二一口である偏と烹

の自立に貢献

子力依存に反刻している鷺山を︑

で建設を盛行している謡講にはパ

︒パリクし︑その分析誉ねってい

要な学窓であると謝識していると

ィリス︒シ︑ーマン氏は︑中日に

いて獄所した⑪

コモン・コーズ︵会曇f五力 述べ︑それが解決できない隈りは

の鷺派にわかれるか︑ほとんとの

れていることであると．戸数騙し︑

対運動の中で︑漏在なお急ピッチ

を開始して以来︑二十五周年記念
るが︑替民対撮にとってはテレビ

塗．モ蹄・ンコンは︑各鵬体の女

γ張した⑪

子力発竃所とパブリック︒アクセ

モして︑〜シーヅルηク原チカ

を還えるが︑原︸ユ刀弗態溺が簸全

の超用か効果鵬である︒この他︑

鶯代鉄が発電蓋となり︑それぞれ

総︶のバトー3ック︒キーファー氏

プタンス聞遡について︑建識状況

テネシし試口開発日謂︵り﹃V と反対惣動の模緩をスライ∬慰用

PA に マ イ ナ ス

規制の不安定が

怪鳥kは付け加えたQ

しかし︑再録では歌唱のPW翼
巖籾のセッションは︑隈業界の

いう住民側の承議を得た︒とくに

パブリック︒アクセプタンスに関
する成功話についてのセッション

B︶のビータ・テ；ラi広報耶
餐は︑今図の愈灘鷹灘じ外国より

の関係につ い て 述 べ ︑ 挙 V A で

弍ネック
廃棄物品問題 ノ
カ

に翻転されている実績もあり︑パ

セミナーの芋竃なども饗蟄であ

各種公益団体の原子力観

ブリック・アクセプタンスは︑さ

浮した︒

原子力よりも新

おける石油供給危機は欝に予想さ
一≡譜≡簸一＝ヨ鵠一一≡鑓三灘＝＝藻一瓢㎜茨蕊謹一一鷲憲︻凱篇咤

原子力開発は行なうべきでないと

入︑群論劉運勲の流れをくむ団

㎜無或箪当該≡︻㎜≡簑薫≡綴簗或㎜蓋＝罵︻一一＝箪﹇﹇一㎜

力縢有する劉三蓋団体︶のジェー

し︑大衆の警殿普及と資ピー活動

政権運動のため一九二〇黛に発足

全累嬬人穐格者連盟︵嬬人の謬

力発露をめぐる論争では︑その実

学ぶ必要がある︒ところが︑原子

ーの一つとして原子力についても

足に対処するため︑代勧エネルギ

約とならび︑将來の工承ルギi不

ン・タフツ氏は︑﹁エネルギー簾

ためには︑まずトップの経欝者が

P況を展聞したが︑やはりニコー 運動に対するP疑濾動を展開する

を燈心に一ねっている右体で︑全町

代替エネに魅力
スメディアに対する教脅が磁要で

動くことである︒と岡購に︑敵府

的な縄緯力を有し︑七四卑以降︑

幽した経験厳述へ︑一原イ力硬対
保謹派は︑その繕果をまたずに︑

あり︑とくにテレビ報道を蜘訳す

た︒

の協力が不可欠である﹂と強調し

際的な恩憩の説明がかくれてし二

A︶の関係憲が発饗すると︑熱烈 た︒これに対して︑雑紙鵠による

管物学的に危険であると主張す

は︑科学的な購突については︑正

婦人に誓え男性も参加している︶

メディア教育を痛感

と述へた︒濠た︑レーガン大統歓

PHの蜜敷挫が提越されてくる﹂ る必襲がある︒填た︑われわれ

のドロシー・パワーズ氏は︑同醐

量﹇篇箋

る︒濠た︑⁝⊥VAでは録ムテープ の立堪で原子力に対する見万につ

地域礼会とのコミュニケーシ﹂ン
の成功によるところが大である﹂

と披露したQ

地域社会との対

とえば︑カーター政調のエネルギ

京た︑同部長は︑﹁一般宙鼠は

体は七六年にはエネルギーに関す

他産業におけるPA
ー請画︑朽翻の利鑓︑税盒︑過剰

確性とバランスを求めてたたかう

建設的であり︑対話を通じて絹互

で︑大衆とのコミュエケーション

では︑全園および地方の爾レベル

原子力鯵簾界以外の蕎企簾がいか

・アクセプタンス問題について︑

との発面に拍乎か多かったQ

る︒この点で︑バランスのとれた

編制︑環境問題鍛に対するPRを の環境規翻援程の態簾を支淫する

信頼を櫓すことが彫蟄である︒そ

展開した融果︑﹁新玉︑雑品箸の

重要な社内労
働者との対話

ケーシ戯ンを行うべきであり︑こ

ルーカラ⁝の入たちとのコミュユ

郷への山色︑ジェ⁝ン︒フォンダ

供︑対晶︑十分な紺応時間︑口業

のためにも︑詳細な二三繕果の提

題については政騰の政簾に対し︑

と撰口︒その紙果︑エネルギー闘

る二か媒の総倉的研究を実施した

べ鳳子早藤業界とあらゆるレベル

についてよく知っていないしと述

愕指導雀たちも︑エネルギー閣題

膏謝画でち必勲になっている︒教

し︑関係響の汁闘を溜めた9

飯露葬陀から珂能である﹂と発口

ﾍ聞題巻とりあげる藩命︑小彗

二〇〇Q釦以院は新代替エネルギ にこたえ︑﹁学板数膏において原

問賎は籏た︑とくに同囲鰍が原

ていると逃べたQ

は︑鷹の根運動の掃討獣とマスメ

欧た︑問氏は︑倉場からの再開

た︒

の点でわれわれは慧ってきたとい

っている︒こうした厳料が辱校数
では︑自分の金鶏の現場で働くブ

諸嬢がある︒㎏の根訳無との闘連

に馨り組んできたかについて発菰

と述べた︒

への働きかけが効果的であった﹂

オピニオンリーダー︑および議愈
が行われた︒

訓融Aム︑政・融への

を図っているが︑とくに後脚につ

策につとめている︒同饗蹟会に

力究甑虜ごとに設難され︑代民刈

いては︑地方連絡優蝿蟄が各隙イ

さらに︑隅部長は︑﹁CEGB 第ニセッシコンは︑パブリック

話の成功がカギ

簸篇＝≡＝鵠＝簑一﹁蕪寒鮒⁝攣＝鳶﹁︻≡藁≡藝≡簸＝一二富一量

わめてう家くいっている︒そ3急は

饗でに嚴初の原．一力允穣所がW鰹転 は螺膏︑鞭道幅の構報をフィード

ける疑磁し蕩︸述べ︑ ﹁英國では︑

の雑一の開閉者として︑英蝕に35 ン広報獅当蕎は︑マスメディアと

A︶のス呼iプンス・︑灘iルトマ いながら報仏した◎

象た︑英図中爽㌦力廿︵CEG

たと込へた︒

で︑各雌力a 替 の 盤 装 よ り 幽 幽 が テ レ ビ の 高 騰 が 巌 も 禰 効 で あ っ
あった︒

住民によく分
かる緊急対策
デューク︒パワー引のカ⁝ト・
ライト広報部鼠︵女性︶は︑緊緊
討鎌計画について発衣し︑﹁嘱獄
門叢雲画は野末︑繋望事悠をつく
りだすだめに∬聾するものでけな

い︒飛行機璽故は早想できない
が︑雍客のために蹴鞠ベルト便
用︑緊急隔の退避方法などに関し
ての準備を糠蝦しているのと綴じ
ように︑原子力発電飢聞題につい
ても︑住民によくわかる緊急対策
を響えることが撫蟄である偏との
星本的な考え方を述べた︒

濠だ︑PR の あ り 方 に つ い て ︑
岡部長は︑﹁緊慧対策謝噸の説明
にあだっては︑原子力発甑所の従
業蝋︑近隣住民︑メディアの蕊グ

ループをPR対第の醸標においた

粘果︑十分な効果があった︒とく

に︑PRは鍛初の段階かり原発に

よる恩恵について穂鞭的にとり上

働きかけが奏効

モンづント・カンパニー︵化学

は︑各地方の機関および驚蟹など

エジソン鎚気欝玄のアン・メイ

げることが電敷である﹂と語った︒

有効なTV利用

金祉︶のダン・ビシ灘ップ環塊科

求められる経営

のラηi・トーマス広報鞍部飯 芙隊ガス︒原子力への依存低蹟④

の顧用増撫③石炭の利用︑石油・

ニケーシ黎ンの距要聲を強溺し

ナード広報部長︵女樵︶は︑黙思

学広報蔀鋭は︑PCB問題におけ

トップの決断

ベクテル・パワ⁝・カンパエー

の教膏指轟甚たちとの間のコミュ
モービル︒オイルのドナルド・

の環麗問題の一つである酸性の雨

〇茸代の十督間︑PCHは︑たび

るP冠について発脆し︑﹁一九七

減すること②新代勧エネルギー源

の代講の他︑政府関傑蓄もオブザ

タックマン広報部最は︑竃ず今般

の問題について⁝︐熱し︑門酸性の

①節約を議じエネルギー増築を酬

ーバーで参加しているが︑マスコ

斬大統領にレーガン浅が選ばれた

が︑大衆はまったくそれを図解し

購はまったく熊険な状況ではない

のよ︸？な公認入の不介入が条件で

ユニオン・エレクトリック祉の

ミ閲傑携は総濠れていない︒それ

ことは︑求さに環麗派の敗北を憩

ある偏と述べた︒

ジ凱ームズ・ベースマン広帳部長

はマスコミ側が︑とかく爆故など

える﹂と述べ︑沙暢を集めた︒

は︑総藻十一月のミズーり州にお

ネソスル履︵乳幼児穰食品会

たび︑EPA︑政溝家︑活勤家︑

味するものであると述べ︑同大統

その中で︑翠雲業自身の椿利と義

を誇張して懸り扱うからである︒

號を強調した︒

⁝源への大編依存1一を畷講し
マスコミ閲係だより威しい規制が

で団内外でのボイロット漣勲に直

長は︑入工ミルク篤の食料品問題

ディアの教勘理論について述べ︑

ていない︒利用灘能な科学的灘突

必喚な邸型例として欺り上げら

椎︶のヘンリー・シオッカ広報部

あると科学薮や環境保護症︵鱈P れ︑危険牲があ藻りにも誇張され

が不足しているので研慌が必慶で

ける綴ぞ力発露駈の賛㌫を求めだ

とくに︑弼融は︑他の石湘企駄

住民投熱︵提躍11︶での経験を述 いずれにゼよ︑政層35よぴ調子刀 領への期待を盛課した︒

との認諾を貰わずに︑単嶽で︑た

／
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日米の民
間二団体

﹁独自の骸響に理解を﹂
原子力協力の重要性強調

統台醜アプローチ逢とることだ﹂

目の杉桝科ツイクル擢立を望んで

いることを擁分認識するととも
に︑田本の尚面の目線か︑過切な
セーフガードの下に︑円漕な藩邸
理事粟を確憂し︑虜らの濃編丁幾
を完成することであることを理署

原子力の霧礎かる

応用まで全てわかる

原産︑受講生を募集中

から蝦瓶の原子力動燃にわたって

対応﹂村照磯目本原子力研究所融

曲を講に短期で原子力の3礎知磁 長︑﹁原子力の国際動向と臼本の

賜︑﹁原子力論鎖とパブリック・

アクセプタンス﹂岸本醸臼木綜子

蕾得しようとするもの︒

現状と課題﹂烹島農績藁京大孜

兼川大教授︑州移燃料サイクルの

は原藤・業務課巌で︒

日︒詳しい問いaわせと陶し込み

牢し込みしめ切りは六月二十九

九力八千円︒矩員は先為L騒騒︒

力文化振興則団藤橋理喚︑参親臨

講．戴内響は以下の通り︒﹃原子

授︑﹁原子力発畿所の蟹金還転と懸

力の星礎と原争力発織所﹂露盤設

塞セミナー帽︑原子力の鎌脚︑

理﹂池砲兜策張亀力原子力建設部

参棚費は七万八千円で会燵外は

日本抑磁力配転会議は︑今年も

立地対策︑安を蟹理箸の業態に携

誕論門原子力PRのあり方㎏︒

懲務系勝員を対象とした陳子力セ

わる嬢務系職貴を対象に︑魯門家

郎繊頂国大数鑓︑門轡済の発展と

日米両岡は︑容認し得る地城約お

ミナーを七月七日から十日京て開

エネルギー︒原子力扁川ま難一神

よび國際的核拡散防止手段を確立

催する︒場駈は河照湖購にある讐

すべきだ偏と強調し︑﹁この点で

するために幽接に協力すべきだ﹂

記念研鶴館︑

とのべている︒

韻後に提︑爾は︑﹁蔵米の問のあ

の評姫については門さいわいにし

それによると︑謙づ垂垂の象故

を庫し入れる④諸⁝負二三環をふく

と労働組舎との上期金合の蓬頭化

る③通鍼翁に対し遡転面繋聯附宮

みその蟹金確保に万全を期す③山

請地規制の改心については﹁氷園

らゆるエネルギー闇匙を調査・討

て環境と作業農の披ばくによる人

贈＝＝輯＝＝扁隔＝冊二＝一﹁一＝＝階＝濡憎㎜n冊雛＝瓢＝用脚＝＝＝＝ニ＝扁コ；＝＝＝＝一一咽n＝ニ＝閲覧＝ニ＝柵＝一＝＝；＝嵐﹁二㎜瓢＝噸＝︻＝＝＝＝＝＝扁︻；闘㎜響噌＝樋＝一幽一一一二開＝＝篇＝＝＝＝＝一闘㎜二膳蕩鵬一；濡﹁＝隔瓢門

は︑この磁石が田爪や醐欧の原僚

僻するために︑関連分野の代嵐か

さらに︑提悶は門雲霧は︑口木
および関係譲国とともに︑名国で

機謝画に多大な影響をおよぼし得

ら構成する︑侮らかの常設機構を

る力策として︑また内郡三毛をう

めて蜜全に医する態冤が吸膜でき

場での労鋤組禽の機鰭強化をはか

確立された原発の運転病理狡術が

ることに留草するとともに︑こう

像の影響は皆無に聾しい稗度だつ

今後の紺策のあり方などについて

十分瘤幣され︑原子力発飽の汝全

した規制を原子力の籔金利用を促

たし︑ひとつひとつの畷旗は原子

とうったえている◎

性と信頼佐を一層強化するのに役

うちだしている︒

設罎する必蟹がある﹂との鍛えを

検討を循っていたもの︒

撃つような藁新訓瞬の守躍と実施

うその改訂作瑛を進めるべきだ﹂

子力発臨職蝿には︑組命が蟹理す

る投欝籍を設鷹するーーなとをう

Uとめて笈全に資する観点から孟

も﹁しかし︑貿さんな衡理蓮営体

し︑箏態を蛋穴に藁けとめ厳しく

原子炉主任者口

科技庁

ちだしている︒

対処していかなければならないと

第二士鷲圓原子炉事仔技術部試験

尉学技袷げ︒諏写力安全局は︑

7月21β︑出山会館て

運鰍管理専門宮の悶匙など臣欝官

あり方については・﹁蜜愈魅造や

こうしだなかで︑今畿の対応の

の霧えをあきらかにしているQ

答試験を実施

金の移盤をゆるがすものだ﹄と

制や瑠に対する慢心と侮りは︑蜜

力発臨設備の疑全の棊斌にかかわ

近奨励するようなモデルとつるよ

5

に滋醐性を発揮すべきだ﹂と提

し

設瞭して︑髪型嘱叢にたずさわる

るものではなかった扁としながら

暇︒岡時に︑来圃の原子力発斑所

労組の機能強化を

労働絹禽として独自のy場から︑

口答試験を実施するQ

室で︒

から聾泉・霞が関の敗山会館会議

二時は七月二十一田︑乍前十時

庁の問題が掻摘されており︑轟然

その改出は必要だが︑蜜全の確課

は何といってもいつに幽穣薔の間

ったことは︑原乎力発鐵勝で臨 融である﹂との星本認識をあきら

になっているQ

しめ切りは六月鷺皆日0親系煮

事物処理建麗懸設にからむ華氏策

問い合わせば︑科技斤除子力蜜

子力に対する国民の理解展は深ま

楚転瞬交厨、スリーフメ庭、及び聖）．P．ンスアムを；内めておりま『壽b

﹁エネルギー供給の蜜金保隙と供給源の多様化崔強化促嵐するために田※陶園は一働︑協力を深めるへきだ篇i−Qエネルギー総食

とのべ︑﹁エネルギ1供給の蜜壼 双方にとって禰益なことだ﹂との

魚力聖運では︑敷籔腺発嶺故間

電力労連 敦賀問題で最終見解
ll︒全麟霞力労働姐倉工合会

と題する巌終胤解をとり濠とめ関

敦賀発惣駈聖故特別対策委巌鼠を

︵翻本孝一郎全長︶は八日︑﹁牧 膿について︑脇惣を葭視︑荘月に

係雀庁などに提出した︒

賀額子力発電所の事故について﹂

麗性挙上がはかられるよう錫働紐

もに・今筏さらに懸子軽羅翫の艶

合として熱望していく決意だ﹂一

﹁原子力即域

∫戸イ・システム｛き1矯ζご・孝ド3ノ、し智ぐま丸、し｝ました

は九欝︑闘張共同政搬提．面﹁一九八○葬代の田本と米図のエネルギー関係しをとりまとめ︑発亡した︒一九七九汀外蓋家︑講一年半

別な開題と両能性が熱じてくる﹂

共立調識をふ濠え︑﹁※瓢は︑来

不確実性を解消すべきだ﹂との態

興紘曲には﹁米国は︑田本が長

度を明確にうちだしている︒

は×国スリーマイルアイラント

原子力界には︑

金局原子炉規舗課へ︒瓢話Ω一下

フシセイ。〜一〜泳ぐi冷・融糊婿に対し、斜妊；顕㌻と聖毛

錯遣婁興会日米エネルギー関係特別蚕員会︵嵩佐凱実蚤貰長︶と楽麟大西洋協議鼠エネルギ呉羅簾委樋塗︵J・E・グレイ委員長︶

をかけて流動する八O年代の国際エネルギー檎勢に対応していくための臼×協調戦略のあり方をあきらかにしたもの︒それによると

提溜は︑とくに隠米原子刀協力の福野轍を強調し︑菜岡は︑田本でもより総論襖な原子力利用が転記奨励されるように︑原子力厳

それによると目測は︑まず﹁こ
とし︑﹁しだがって︑両国が︑そ
保隊と洪絵源の多様化を強化促進
団内でも日ムでも︑より大規摸な

策の不確塞性を解消すべきだ﹂との考えをうちだしている︒

れからの十奪間に︑われわれはさ
れぞれのエネルギー事偶欝欝のた
するだめに︑田×殉麟は一曹協力

羅を酬翻することは︑毒水と累国

濠ざ縦な問題に臨画することが予

験だ﹂と強調している︒

しかし︑提呂は門こうした聯独
こづしたながで︑とくに隙子力

⁝噛敵の轟然防烈にカがおよぱ

めにすみやかに行動することが璽

の努力に勝るとも鍔らず塚蟄なの

を十分に活用して︑その石撫消蟹

開発については︑﹁職塞が原子力

なかっだこと凌耀く反省するとと

想されるが︑エネルギーぼど噺憂

だあと︑﹁上来聞には︑欄内エネ

は︑両国が鮪約を禽むあらゆるエ

に回圃の原子力政籏がもたらした

な問題はないだろう﹄と潮辛きし

ルギー翼構の弾毅とともに廻田の

ネルギー政策について協力的かつ

原了力利罵が促進奨励されるよう

を深めるべきだ﹂との考えをうち

二大石鎌輸入国としての利撫の一

だしているG

致があるために︑両麟の関係に特

被曝は自然界の

︵U愚心◎◎◎◎◎◎Ω◎◎套◎◎◎◎◎◎◎◎Ω◎蒼蒼◎◎◎◎◎◎蔓◎◎◎◎
きないということだ︒計算による

タ解析では︑その蜜軍門が実証で

希璽著は︑愛験串込磯を穐接当

基本的に危険を

かにし︑﹁しにがって︑当店蕎と

制法︑鑑気購業法という一癒の規

ば︑設齪については︑醸子炉箸規

孚MI︶塩故駅︑敦烈塩故で︑そ 接働いている鷲と駅民との闇に︑

参謹院エネルギー対鎌特別蚕鍛

田平を添え︑その矯明記して郵便

局へとりにいくか︑求だは返信用

会︵細川議照一員長︶は五月二十

ギャップがあっだということだσ

など︶の安全魍まで実議していな

一万分の一以下

募金を確保するような無勢に甘ん

しては監懸鷹庁の役罰を期儲して

行りた︒

蛍塗解析は︑小さなこと︵バルブ

じるべきではない﹂との響展を敵

の発表は八月中旬頃︑窟報に公告

内蔵している

現場にいる嘗は長奪の終験と県門

面におし出しているQ

し︑免状を本人あて送付すること

八日︑謬鶏人を招いて︑蝋原マヵ

から㎜こんな故障は︑とるに是ら

また︑これらの臨本方針をふま

るていど確立されている︒

異なる新たな対応鍛を必要とする

国際会議あんない

五八一⁝雪煙ヒ一︑内裸▲一一︒

参加蟹帽︑ウラン協議繭旗駆一口八

で︒

｝孝翼闇ヂノJG1）各ゐ秘P黛に右文籍iでk

こニラした頑ζ㌧灸壼．盤＿〆ひし、

くト、

フ
ブ

原

今日のような︑事懸になったの

ない﹂と輕くあしらう傾陶があ

えた貝体酌な対応については﹁廃

ていどのもの︒

いまの蟹全対論は︑多脳防謹と

達としては︑原子力の正しい魏魏

ものではなく︑定められたルール

っていない︒この点をふ塞え︑労 籍一部をのぞけば・従来のものと

白然放射線癒一QOと覧ると︑医 対して閉鎖醜︒このことが︑安全

をひろげる運動を展開していく方

論﹂といったものがあり︑外部に

性に対する配慮の欠夘となってく

▽ウラン塗盆益催門第六副肝次

療関係の被醗が一九︑核実験など

シンポジウム偏朕九月∴縦〜闘

と芋瀬を厳蕉かつ誠実に実行する

しかし︑晃解は﹁一連の問題は

おもなトピックスは①撹界エネ

田︒ロンドンで︒

ことにつきる﹂というのが結紮︒

繊愈も愈社から達矧をうけていな

ルギー腰畢②ウラン需縮③ニュー

い﹂と軌概するとともに︑﹁反張

鋭働組総として蟹実をつかむこと
これからもおしすすめるべきだ︒

安余性は︑多雛防議の観点から

明確に区分されるべ選だ︒

藤た︑以前から搭摘されてきた

釧だ︒

信頼回復ヘガラ
原鳥敦蝦壌故は遺

ス張りの運用を
嵩松謬澹人

処理⑤ウラン生薩と探査⑥ウラン

クリア︒アクセプタンス㊥魔球物

して反省しなければならないしと

で遂なかったことは農らの間断と

し︑今後︑組合がはたすべき安全

ができなかったこと︑未然に防比

れていないならば︑現覇で働く掬

原子力発鷹所からの環撹への影

働蓄か納醸しない︒これからも︑

舞い合わセは源配︒讃画課ま

や万㌧・非選鉱は二塁八十五㌧︒

糟はない︒もし︑籔全確保がなさ
だが︑エネルギー危機の現実的

のチェック機能としての役鶴を悔

敷撮の国際的局蘭︒

な選沢として︑原子力発露は不測

めていくために︑①傘国的な連携

のもとに原子力挽蹴悶融にとり組

嗣に万牟を尽くしていきたい︒

盗勢ですすめるべきである︒

今園の敦駕繊故であきらかにな
㌧

労割高の・V場に鬼門︑た鞍全確保体

責任を憾じている︒

憾なことたつだ︒労連としても︑

ことたが︑﹁聖故しと門故璋﹂は

る︒もっと︑ひらかれたものにし

聖水黙考人からも

一定期

この危険さわ談りない原子炉

る︒

っし一CCあたり︑腋千瓢にもな 欠︒そのためにも︑ガラス掛りの

閻︑魚転ずると︑数豫億ぬにもた

の放射性臨旧物がある︒

でたように︑原子炉内には高獄度

舘野塾職人

力の不完全さ

立証された原子

っている︒

て原子力発懸所がO・OO六とななければならない︒

によるフォールアウトが八︑そし

地球金型の線醗預託でみると︑

の不冤全性を立塾した︒

いQたとえ︑今環の科学技罐が優 放射線をあびつづけてきた︒X線 は︑軽水蝉が謹だ研炎段階にある

る︒門々の経験から︑その舞岡は

があるのだ︒

人類は︑雷代から

にもかかわらず︑羅臼にいわれる

製す馴す助長されるのに反し︑原

ブルチェックにみられるように︑

参考人から意見聴取
いうことかり︑丁学的対策ばかり

坐する方響にある︒靭蔓−機械

古賀整考人

が発見されてから麹蒼銀と︑放

ことに︑その発端がある︒

塞法︑﹁笑∬拶﹂として趣入した

郎原子力藪総総報懸盤話人︑古賀
十分な蜜全懸盤をかける︒窯た工

参院エ
ネ特委

安全性めぐり陳述

原子力は︑慕な朗

に︑危険性を内蕨しているものと

秀であったとしても︑炉内にある

めその笈金姓に対する知冤も︑あ

躬線研究の歴吏も長い︒このた

傭彦牲繊塵保健衛生大学教授︑館

事のステップも︑化ぜプラントは

つシステム全体として故毒され

高太・分載人

化学プラントと比較してみる

して対処される︑へきものだ︒核分

の

放射性物籔の難じ込め率は誓万分

臣の認司壌項となっている︒

とそれは︑コ場寮地︑内容などを

兆人分の許容羅を超す放射性物質

裂によって︑原子炉内には︑敬千

制をうけているQ訂可も︑総理大

この臼︑参懸人として出席した
建設織工前の九十日前に寧譜すれ

発亀の綴織性について﹂の籍議を

のは︑天野恕原研象海研究所欝金

野厚臼本篇穿薔禽議康子力聞慰掘

部分検嶽でよいのに︑凍．士刀は︑

る︒そして︑実際ではだこり鍔な
ここからでる核分裂放射輯物質

は︑潜怯期聞がkく︑発がんなど に睡りすぎている︒このため︑機

系という画からづると問題があ

器や施設は蔑す蕊す複雑化︑隠大
簸た︑赦答鍛というものは︑絶

をもたらすQ

対酌なものではないということも

呼子炉がふえていないのに︑錫

とは︑原．ナカの欠陥壷承すもの

働当被曝が欄細しているというこ

だ︒

で申し出る︒

幹試験研究センタ1長︑高本仁三 ばいいのに︑原子力発織漸は︑ダ

影常任幹喰︑高松実欝欝臨力労働

以下︑﹁原．か力発慰の蟹全想に

曹ﾌ誤だまで子．．ソクされ︑が

ついて﹂の参踏人の悪宛は次のと

いようなことまでも検討項隅に入

継金獄舎玄致策厨長のh沃︒

おり︒

Ψ冨蒔の蜜全性については︑多

れられ︑審査されている︒

の体制をつくっている︒

蟹防護の考え方をとり入れ︑万愈

放購線防護蚕斜鼻︶でも︑時とと

溜惣すべき蜘だ︒τCRP︵園際る︒
は﹇得られる刈鎌﹂と﹁不欝欝恥

なお︑安全牲の憲えカとして

籾から徽曝な規舗体制でスタート

しに醸しくなっているのが叉捕︒

原ゴカにか塗りず︑臣大科学倉

というバランスのヒに立って︑判

般にいえることだが︑コンビコi

金庫づくりの経験が原子力事業にも生きています，

斧

しだことだ︒設離から運転申にい

と大きくちがうところは︑開発饗

天野嚢入原子刀が他の科学

は十分の体制

安全確保対策

、

たるまで︑継しい規制の上でおし 叢れるべきた︒

すすめられて い る こ と だ ︒ に と X

菱薯へ
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原三二安全浅藍金・露玉原子力発語所箏故調査特別委引金は四賑︑一理置十ぐにおよぶ﹁第三次
来国原子力五畿所購故調査帳侶滋﹂を濠とめた︒同特別委員金は昭柑五十㎎犀三月二十八田のスリ

ーマイルアイランド︵TMI︶原子力心霊所二黒櫨の誓紋裏張︑岡三五月に第一次報儒潜を︑同年

もとに︑灘実関係の醒細を源整珊し︑濠とめたもの︒構成は第一部︑第二部︑三岡．冒桝からなり︑

九月に第二次報告総を公表した︒今圓の二倍諮は︑今年一月までのTMI蕊故に関係する諸情調を

次系圧力は急速に低下し︑舶圧器

った︒

逃し弁の閉設定ぼ力以下になった

た技術化様諮に違反した行為であ

M王12号炉の運転条件を濁短し 原子炉がスクラムしたため︑一

いたこと︒これらは︑いずれもT ない︒

ここでは︑塘二部の要約となっている節一部の概略を沼介する︒

技術仕様書に

違反した行為
窮故の雛端
が・この弁が故障して

の直書となり︑一次冷却材が格納

開圃霜

饗故の画前︑原子炉は定格の約

一九七九隼三月二十八日︑TM 九七％の出力で辿転されていたQ

運転員が逆操作

系の温展︑圧力が上昇し︑加圧器

タービントリップの絡果︑一次

下した︒八分後に︑運転員かこ3︸

発生器による話題能力は急速に低

ぼとんど蒸発してしまい︑蒸気

萎資

サら

郷安

閉状態の表示方武が不適切であっ
たため︑運転鰻はこの弁が開放の

ままであることに気づかなかっ
た︒一次冷却材の流出に伴って圧

深層防護

は

び

基本的に有効
結

禦故を拡大した決冗的要閃

とが霧与していると當えよう︒

は︑人為的臨子であったことは
確実ではあるが︑詳細に見てみ

て検討を電ね︑安全研窺集項︑

に︑いわゆる五＋二重臼につい

点ではなく︑むしろ︑薪たな出

採の向⊥を塗るための努力の終

旧作業が開始されると︑薪たに

冷却申であり︑今後︑本格的復

現在︑TM王一2懸炉は長期

基準化寧項など︑その最終鱈論
を密るには蓄干の期悶を要する

袴鑑な知冤が翻き出されること

ものを除き︑昨隼六月までに一

の原畢力発電所の安全確保の日

応の結論を湿て︑これをわが国

と考えられるが︑諸般の嚢情に

の不備が覆雑に係わり台ってお

晒の同上のために反映してきて

より︑現窪のところ足踏み状態

の通報蓮絡依制など諸々の蟹田

り︑その鐙を単純に運転員の誤
いる︒

い︒当特別委貨会は︑この嚢故

を他山の石として︑わが国の原
判断や誤擬作に帰してしまうこ

が公表されるまでには︑かなり

したがって︑嶺特別委員会

の年月を要する兜通しである︒

となっており︑このような情報

委員会のその後の調査を踏まえ

原子力蟹念幾員会は︑7MIされだものであったが︑当特別

をもって︑その活動をしめくく

は︑ここに第蕊次報告爵の提寓

五十二項犠の指摘は︑罫故尭

響故後︑ただちにわが国の原子

ても救訓とすべき得点を的確に

生後︑賜もない時颪においてな

力発電所について留出管運体制

毎える︒

この鼻故は︑放鮒煎物媛が周

の難点演︑？MI類似蜜硬時に とらえているものと判断する︒

薪たな知莞に関しては︑その収

爽︑穫劇遍程に伴って欝られる

とは︑できないものであったと

辺環境に放出されるという鳴態

力発電所の蜜金霜露の面に︑大

関する諸々の情報を収集し︑擦

をひき起こしだが︑晦故経過を

おける緊急炉心冷却系の機能の

きな驚喜となった︒この再試に
しめに︒さらに︑轟子別駅員会

おいて︑五十二項譲の検甜は︑

する必要があろう︒

集︑検討などについて十分留意

朝し︑闇題点を摘出してきた︒

みると︑深磨防護の耀え方は︑

し︑必饗と慰われる改鋤を行わ

解析検討などの必蟹性を指摘

凝への影響がほとんど無視でき

わが国の原子力発電所の安全確

の一鄙が格納響器内に放出され︑

過ぎるころから余熱除去系による

〇分︑再度︑冷却材ポンプを動か

が発際している︒事絞後一

約二述琴／立方結語の金轡パルス

ったQそこで慣故後七・五時間を 急激な燃焼を趨こして嘉ッ当たり
箏故発生二時闘二〇溌墨︑運転

熱除虫を指向し︑湘げ器逃し弁の

全開にして冷躍水を濾入すること

としたが︑これも成功しなかった︒

能圧力まで一次系壌力を下げよう

燃注入ポンプの流量を増加し︑一

して冷躍を試みることになり︑葛

よれば︑隔圧濾水ポンプの停止は︑

四台金部檸止した︒ポンプが運松

ポンプの破損をおそれた運転員は

したと思われる︒露出した燃料は

この闇︑一次畿内にあった水素

され︑膚然勧環が始まったことが

この結果︑ループの気演が除去

冷罵材ポンプを動かした︒

次系を加圧して︑約十秒間一台の

が︑依然として騰勢注入ポンプを

蒔闘二

に気がつき︑元弁を閉じたQだ 元弁を開いて余熱除宏系の使用可

員は膿圧器逃し弁が開いているの

上鄙が蒸気中に露出し始めたQ

当磁の水叢もあるため成功しなか

＝；蚤≡＝﹁一二三蚤一一﹁＝一≡＝一⁝璽；⁝一≡＝璽髄一⁝茎≡一︻一＝一二至養⁝

が第二次報省潜において撫醸し

大量の水素発生
燃糾の破撰
一次冷却柑は銘す厳す減少し︑

が親り蒸気と水が分離し︑姻心の

妻一＝≡一一一三蚤謄 ≡一≡暫︸：≡一≡一一茎一≡一一一≡i二＝一饗

る程臓に止象つだのも︑このこ

TM王繋累は︑わが国の原子 りだいと考えている︒なお︑将

ることができる︒周辺公衆の健

噺本的に霧幼に作無したと憩え

向上の﹇助とすべく︑巌事故に

子力発電所の安全確保の一懸の

故であったことは︑雷をまたな

TMI事故が前例のない大事ると︑設計︑運転管理︑喫故時

発点であっだと遭えている︒

物．三．i垂一≡．一．．．︒一．．三︷ヨ≡ーニ．一﹃墨書f︼．≡一≡．一一三︒一．．三一三︒一．．．．一．F≡一．．三一︒．一一≡．一︒≡1垂雪．．三﹂

︵ECCS︶趨勲設定圧に達し︑

力が低下し︑非鴇用炉心冷却系

位上昇を鑓て諸膝注水ポンプ一台

を煽止し︑残りX口の流騒を最低

隈にまで絞った︒それのみなら

蒸気泡が断然した︒このため︑冷

加聡器水癬だけでなく︑⁝次系の

されている闘は︑水と蒸気の混愚

じて大脳の放射窪物質が一次系内

軍靴が急上昇し︑亜大な損傷が難

をしなかった︒炉心の水は蒸発
十六時聞達に制
し︑炉心は上部三分の二程展開撮
御可能な状態へ

圧力も条件とされており︑運転員

物が循環して炉心を冷螂していだ

事故後︑炉心に発生する崩贋熱

人の捜師が二十分聞立ち入った

馬．
メトロポリタン・エジゾン徽の二

確かめられた︒肇故発生から十五

ムのレベルであり︑破曝線羅は二
賦

時︑一時闘塩たり認識〜七爾ゾレ

れ︑残りは蒸気発生照から二次冷

の霞然放熱で賂納容器内に放出さ

を再趨動し︑蒸気発生盟を通じて

部材に伝えられていたが︑昭和五

時聞五等分艇︑冷語材ポンプX欄 の大半は一次系の配管︑機器から

の除熱に成功し︑野臥はようやく

の炉心は一次系だけからの放熱で

なわち︑周辺工臨の了解が轡りれ

術上張鄭の問題が残っている︒ず

飽︑財敵醜な制約二二のほか︑技

十六無一月規在︑TMY12号炉TM工⁝2弩の纏旧には︑縫食

酉二十︑ゾレムであった︒

制棚可能な状態となった︒

しかし︑一次系内には︑まだ大

轟轟されている︒家た︑小型の観

蝋の水素が残っていた︒この水圏

った椎測が癒され︑混乱に輪をか 壌熱除宏表高が設計︑製作された

が爆発するのではないかという誤

いこと︑ワシントン州にある朧熱

ないため処理望み液が放出で慧な

五十立方鯉弘の高レベルの汚染水

と︑格縮牲脳内にある約二千論ハ闇

妻〜四千万藤PPm溶解されてお物処理場の混用が凄止されたこ

一次冷辮秘中には︑ホウ酸が無

けたQこのガスは︑抽掲水の脱気 が︑未だに使用されていない︒

操年と痛圧器逃し弁の明弁を酒作

形になっても︑未臨界に維持する

することにより︑四月二日法でに

臼︑一次冷却材に溶解しているガ

ほぼ完全に除虫されたQ四月十三 り︑これは弾傷炉心がどのような

わなければならないこと︒そのの

を処理し︑格納饗器内の除染慶行

のに十分な濃麗であるQ

れ︑すでに終了したが︑原子力規

て︑一九七九館十月から開始さ

ついては︑汚染水処理装躍を薄い

こと︑などである⑪

炉心を撤査しなければならない

次冷節鰯を除染し︑損傷している

一千五頂立方響の汚染水の処琿に ち︑原子炉霧器のブタを開き︑一

補勤難屋内に貯蔵されていだ約

ス抜きを開始し︑一次冷郎材の温

麗︑圧力を下げ︑四月二十七罠か

らは一次冷却材ポンプを停止し︑

葭然緬環冷却による長期冷却に入

った︒

制委員愈︵NRC︶の命令によ さらに癒大なことは︑除染提に

か︑修理して原子力発美幌獲たは

τMI12腎炉を廃炉にするの

ついては︑いまだ最終的に確定し

他の発餓所として使用つるのかに

り︑サスケハナ川に放下されてい

ていた約四万四千控のクリプトン

ない︒議た︑格納容器内にた談っ

は︑八○館六月から七月にかけて

ち入り謁査が行われた◎その結

品濃にわたって格納答器内への窟

ついて凱大な関心をはらっていく

ら︑﹁eM112号炉の復旧作業に

の蜜全確撮を図るという観点か

が国としては︑原子刀のより一捻

今後︑復翠黛鍵が庭む中で︑わ

ていないことである︒

二酉七十五釜艸μ／︑︑恥田濯︑二千六闘

却材は放射能で極度に防染︵百〜

果︑内鄙の擬器については大きな

その後︑八一傘﹇月現在求でに

礫塊に放出された︒

査十無力綴︶されており︑余熱除

べきものと考えるQ

な損懲が生じていることが覇明し

損傷は晃られないものの︑周部的

た︒なお︑八O露七月二士〜百に

去系からの漏鵬により︑汚染が拡

されなかった︒

大するおそれがあるとして︑便用

行う設計となっていたが︑一次冷

炉心の摂期冷却は余熱除去系で

環状と今後の復照

かの判断はまだ

廃炉か運転継続
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し︑この弁が事故発生後八発で開

かっただろうと推定される︒ただ

嘆故の経過に大きな影糠を与えな

規短遜り開かれていたとしても︑

なかったと懸われるQしかし︑注 講じられていた︒京たその後︑加

いることに運転農が二時間単近く

第一に櫛圧器逃し弁が開醐着して

おれば︑あれ程の事故にはならな

ンプが稼働した状轡で縦持されて

たことである︒

を僚比したり︑流量を絞ったりし

三時聞にわたって筒麗江入ポンプ

したが︑ループに残ったわずかの

縛なかったのである︒ここでは︑

瞬によって設計上の機能を発揮し

それにもかかわらず︑様々な要

にいえば︑設讃上は諸対策が講じ

は存在しなかったであろう︒端附

なされていれば︑

ていると蕩え︑加圧して気泡をつ

水蒸気が仔在して自然循綴を妨げ

れていた謝題は︑かりにこの弁が

衷ず・補助論水系の弁が閉じら

つたかについて答察する︒

策を無効にしてし謀ったことが︑

して人附玉響によってこれらの対

られていたにもかかわらず︑霊と

発電所の運転管

理に多くの問題

安全確保の塞本的考え方

る︒たとえば︑TMI壌故では︑

プラントの漏腱漣や放蕩線モニタ

しまつだことなどがその例であ

が振り切れて役に立たなくなって

さらに︑τMI−2帰煩の設針

る︒

のを防零し︑安全弁からさらに大

発弁を操窪して圧力が過大になる

この霧え方を実際に返議する段階

であったと薯えられる︒しかし︑

層防獲の跨え方は鉦本酌には有効

家になっており︑このため︑麟彿

器の故照や不貝禽が懸離されたま

問源点も多赦樗擁されているQ

な特製のほかに︑翠蓋な設計上の

﹁﹃MI認諾の経過を児ると︑深 を兇ると︑B＆W批の姻の一般雑

照の冷躍材が流出することを回避

で︑いくつかの闘題が指摘されて

設計のみならず︑建設︑検査・運

第一に︑この考え方は原子炉の

た︒

十ご個を下濠わったことがなかっ

室内に点灯していた蟹報が當購五

TMI−2得炉では︑多数の機

したことであったと考えられる︒

いる︒

に至るまで︑周知徹顧されていな

転などの各段階にわたって︑末端

れを単に運転員の誤闘断・課操作

でなかったことが指摘されてい

の場禽︑特に運転蟹理の縢で＋分

ンの総懸石が弁から罵り下がり︑

り︑このため三＋樗層以上のボロ

ければならない︒TMX−2応炉
次系の弁の小晶洩が放躍されてお

たと推冠されている︒

事故を拡大した決定的要園は︑

に瓢純化してし濠ってはならない

この著え方を遡旧して具体胸に系

かを囑的に物︑⁝つている︒

の水準がどのようなものであった

これらは︑この発懸盤の運転管理

石衛が床からも立ち上っていた︒

分析して︑そこから得られる捜訓

件の想走に検討を婆する点があ

統︑機器を設計する場愈の設計条

第二に︑設計に限って発ても︑

る︒

挫の一章の向上のために反映させ

を・わが麟の際子力発難所の安全

うな行動を取らせたのかを慎藻に

である︒何が運転臓をしてあのよ

というのが︑当特別震員会の難解

簸た︑TMI11腎炉では︑一

入的麟子であるからといって︑こ

れば︑炉心の大規換な擬傷に塑つ

もし︑これらの撮作が行われなけ

一二分ごろから︑知圧器逃し弁の

炉心を再冠水させたこと︑三時間

ごろ野蚕注水ポンプを黒汗安し︑

った主要な要礪は︑三等闇二字分

逆に・炉心の損編が麗状で血謙

あったということであろう︒

田MI頃故となった量定附襲困で なければならないQ
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逃し弁の故障と

高圧注入P停止
購故経過を決定した要因

かれず︑閉じたまま罠時闇放置さ

TM工罫故の発端は給水慢失で れたとすれば︑嘱故経過に悪影響

圧器逃し弁が開圃着の象まにな

炉心は再び冠水した︒おそらくこ

も気づかず︑この間︑発弁を閉めな
り︑小破断LOCAの状態となっ

箏故を拡大した決定的要困は︑

を及ぼしたであろうQ

水時の憩冷により︑炉心のかなり

かったこと︑第二に康子炉圧力の

あり・この廓象は︑設計では補助

の部分の形状が変化︵おそらくは

たが・これも死弁を早期に閉じれ

給水系より給水するよう対応策が

崩贋︶したと思われる︒

繧下に留申しないで︑繍罷器水位

冷却がう濠く行っていないこと

かったであろう︒

のヒ昇のみを兇て︑瑠圏発生筏約
ECCSの一部である高圧藤織ポ

に︑彼らも気づいていた︒そこ

水を注入したのみで箆激し︑振動

何が墳改をあれ程に拡大してし家

ぶそうとしだが︑気泡の中には相

丁目王喫故

で停止した︒運転員は︑ループに

が激しくなったので二十分足らず

このこ点について適切な処置が

で︑濠ず冷郷材ポンプ一台を羅動

運転員が嶺初霧えていだ潮然箱環

冷緩解ポンプを傾止してから︑

ば解消したはすであり︑さらには

の後︑再び炉心が器撮することは

趨鋤され︑一次系内に注水され︑

闘ではあったが尚圧滋水ポンプが

慣故発鑑三慰問二〇分後︑短時

発盗した︒

と蒸気が反応して︑大量の水蒸が

に放出された︒濠た︑醜男被覆材

が︑ポンプが拶比されると︑痂れ

1泉

へ

の措際は暴急手順階に進反した行
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為であった︒

7蟹王一2弩炉の緊急手順欝に 却材ポンプの振勲が謙しくなり︑

ず︑抽器量を最大にした︒

燃料が露出し

︐回圧庄水ポンプが一 台とも︑一一分

後に自動趨難した︒

しかし︑蒸気発生謡の薄唇能力
が低下していたため一次冷却材が
局駈的に沸騰し︑唐琴した蒸気泡
が冷部材を瀦圧器に押し上げて︑
舶繊器の水櫨を上興させ︑一見︑
一次冷却紡の螢が長篇しているか

のなとき現象を騒した・運転員は

小破断LOCA︵冷躍材喪失廓
帽不能になる状態を回避するよう

常々・煽圧器を渦水にして圧力制

次系の脱出塔からイオン交換樹脂

審器へと流出することとなった︒

臨界に燃してから一塁︑営業遡藪
故︶の状態になったのであるQ

航していたQこの懸に︑おそらく

一方︑二次系では宅導水ポンプ

ら嫁時約一・四鏡㎞万層︵国分穴
逃し弁が開いた︒その後も圧力は

に気づき︑弁を開いて群薄発生雛

教育されていたため︑罷職器の水

を台盤するための移送作業が歎け

は樹脂移送剛の水が弁などを制解

状況判断誤り

を瀾始してから︑わずか三か月の
ことである︒この短かい隅に︑りD られていたが︑この移送配管に樹

ルが発架しており︑それらを完金

する副装飛空気系に混入したた

脂がつまったため︑移送作業が難
MI12号炉には鍍多くのトラブ

ていた︒

郷慮により補助給水ポンプが三台

には解決しないまま運転を継続し

7MI膿子即発賢所儀股にわため︑脱塩溢出入口の弁が閉じ︑こ

水しようとしたが︑出口側にある

とも圏動挙動し︑一徹気発生器に給

ほとんど同時にタービンが停止
二個の弁が閉じられていたため給

って運轍管理状況には︑かなり問 の粘果︑鋭給水ポンプが侮陣し︑
題があったζ．縣わなければならな

︵トリップ︶した〇七九年三月ニ

ナ八田午前胴時O分三十八秒の繊 水できなかった︒このため︑約二

い︒今回の繋故に雌擾関連するも

来騎であったQ

鰯︶もの一次冷却材の痛洩があ
上界し︑鳴故発生後︑約八秒︵電

の除熱能力は回復した︒

茨鯛の水は

のとして︑次のような状況であっ

り︑そのまま長期間運転を続けて
給水ポンプ停止後の時閤をいう︒

一次系では︑諮繊器逃し弁から

分後︑︷︑雪気発生器の

たことが弼明している︒①加圧雛

いたこと︒②主給水喪失塒に︑た
以下同じ︶で原子炉はスクラムし

の一次冷器材の流出が観いた︒し

写翼︶または安全弁か

だちに蒸気発生器に給水するため
た︒ここ濠では︑設計で予想され

逃し弁︵
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事故の失地回復図る
四千人の参加者で熱気

びているもの﹂とユーモアたっぷ

した︒

りに︑門守力発声の蟹全論を展開

N度原子力平

和委託費決まる

試験研究項闇溺にみると︑放話

八十九乃九千円︶④隠線鰍影響に

究︵原子力安全研究協会︑一千菖

の分布と挙動特性に関する試験研

素使用施設の安金磯保に擁する研

八千円︶⑨地農時の放射姓同位元

研究︵田本製鋼所︑一千六十六万

物製造の照臨化︑迅速化に糊する

四酉万円︶⑧短寿命RI橡認化垂

に減少傾飼がみられる︒

線障害防止関係が六件︑放射線利

究駈︑四酉八十閥万四千円︶⑤二

⑩六フッ化ウラン輸送物の火災時

究︵史東都︑八街九十万六千円︶

関する疫学的研究︵放二線影響研

線緊放射線の晩発障密および趨伝

蕪件となっている︒

科学技術庁原子力局はこのぼ

以下︑研究項緯︑受託穫︑委託

研究︵原子力安全研究協食︑二千

的隊害のリスク推定に闘する誠験

それによると︑新規六件︑継続

究︵零本アイソトープ雪面︑一千

①R王の飛散率に閲する試験研

技師宏︑一千二蕎十三万九千円︶

集団の授学調査研究︵闘本放購線

スク評価のための低線蝋反復被曝

千円︶⑫捗燃隅加工恥業勝の放射

質籍理センター︑八百五十一万三

央集巾欝理システムの聯立︵核物

円︶③天然および入工放射性核種

境懸物協金︑七懐一一十四万三千

究︵食贔薬鯖安全センター︑一千

⑦照射禽品の選出鰻安企蝦箸の研

金属︑一千蔚五十一万六千田口︶Q

性廃二物に閲する試験研究︵三菱

／臼を大幅に下回る見込み︒逓麗

した石油輸入欝標燗六雷三十万癖

元化して︑地城対応の軍門化をは

期する③醐一地域の組織機構を一

中・高校生力

ら作文募集申

あり・これに樹んずることなく・

掲げたものとしてとらえるべきで

値は石油供給サイドの努力躍標を

なんで今鉱も旧訳の中︒弼校生か

月二山⊥ハ日の﹁原子力の譲駄にち

日本原子力文化紘騨財団は︑十

原子力文化振興財國

♂影︒錠蟹経済威飯が四︒八％︑

年優の石油需換は二億六千二葡万

衡エネルギー抵進︑代替エネルギ

こうした傾岡を反映して五十五年

今回の融制改蕉は霜気貼業とエ

今圓は︑申選挙が﹁原子力と朱

別紙をつける︒しめ切りは九月十

・学校名・参考資料などを導いた

詳しい問い遇わせと作文の送付

六霞︒

先は︑策ゑ都千代田区大乎町一一

0

ニー二⁝二i一六〇一︶まで︒

五i閥︵〒一〇〇︶同財団︵電話

原慶

計脳︑五十九鰯慶二億七千九酉万

究と尋問の体鵠を分離して︑礁任

正の基本龍な考え方としては①研

でわかるようになっている︒

工場を禽む虫な核燃料旛設が一辺

ン平城︑ウラン濃縮工場︑萬処理

る！1などがおもな内容︒職制改 田中の世界の原子力発露所とウラ

瓢獅潟話線︑．︑

選︑㌧
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欝議

．

饗欝

用関係︑核燃料サイクル関係が各

の四鶴にたっする一大原子力棊地
ど︑昭和五十六難度原子力平箱利

⑤⑥⑩⑪⑫が新規︒

費交付額は次のとおり︒なお︑③

科技庁

に協力した地元に感謝をのべると

費を発象した︒

用研究婁託費の交付富嶽と各婁託

六件で計一億簗千五薦万円の黙黙

轍核種の測定と線鰻評価︵九州環

酉四十五万五で円︶②気体状放射

度が十五件︑一億六千六酉五十万

惣敦賀箏故について︑①賢故が国

省では﹁これは︑IKA加盟国全かる一iなどが聞濃となってい

旧拶勤昭和55年度事業報告

前綴︑六十年度二偲八千四百万㎡

を明確化するとともに︑研究所水

を刊行する︒運転申︑建設中︑計

栂と見込んでいる︒

部の走禽調鎧機能の充実をはかる

原子力関係営業種目

桜内幹箏長は︑傘原子力発億勝

ともに︑観光客の激減や水簾巣の

が大きな社客間題となっている点

となっている︒五十四黛度が＋九

挙動︵電申研︑一千胃十万一千円︶

経済附打撃獄どの﹁二次薦被轡﹂

については︑政驚︑与党として

件︑一鰹九千七醤万円︑五十五蕪

は︑﹁他の発電蝉騒とくらべ︑半

＝一コ口＝＝噂＝用田＝＝＝一需

円と姥べると︑件数︑委託籔とも

一串田六十七万八千円︶⑥放射線リ ⑪保隙描剛情輻のダイナミック中

ことを強調した︒と欝血に幹箏鼠

も︑鍛大限の鍔力を傾菰していく

分以下という経済約な原子力発電
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は︑わが図にとってなくてはなら

かるとともに︑安全帆の確立を蘭

によってただちに発見できるよう

﹁本Hここに︑ひろく内外に︑環境の安置を冠厨する﹂11︒激子力の狛追をはかる市民紐織﹁隙了力発織と地域闇融を考える宙
ないもの﹂と原子力推進政策をお

提とした原子力発織を地域経済の

に︑原子力発魔所周辺の麟の放射

道推務理堰︑狛滋瑞業駈は広瀬解

る︒家た︑我孫子盛業所は壇谷正

り人穏の碧玉と業號勤鞠の晦上を

しすすめることに理解と協力を求

住民とのコンセンサスを褐なが

発展と灘用の確保のために︑地域

を柑当程度下回るべきとの昨琿五

体として昭測六十無石濾輸入園標

り︑わが国が東票サミットで盆惣

よかったとなるように︑政閥︑与

めた︒そして︑﹁原発を謡致して

線常事監視体網をすみやかに確立

象た︑今回の供給計鋼の牲格に

月のIEA閣僚理事象での愈惣に常猫理解が担上する︒

ら︑運動を軍門する漏との大会寛

を考える県麟酌支部代数が﹁氷

ウン國復のため穣極的な広縦活動

等が安金であることについて周知

党として努力していきたい﹂と抱

騰︑中川一郎科技庁長寓に対し原

会を開催した︒千二酉人の脇子席がある会場は︑午繭十一時すぎには門満脇﹂となり︑膳局︑霊擢報奨の予想を大運に上まわる四千

民漣倉﹂は九田午後︑敦賀陽焔又化センターで︑原電漉賀票故でイメージを済とした敦賀由︑勧井県の一致最長をはかるため︑大集

人が参加︑すさまじい熱気の中で︑観旧赴失光蝕相や桜内羨雄儘民稲幹癌髭︑中川一耶科学茂術庁長寝らの細を黙心に聞き入った︒
反原発派の署犠集め活動とともに︑この日の寂賀茄は︑原子力をめぐって一日申︑軽くゆれ動いた︒

こでいう被ばくとは︑田撫の﹁瞼﹂

体制強化で要望

ついても﹁石油をめぐる情勢の不

鉱工業生薗振数が四・六％の伸び

ー開発促進にいっそうの努力がは

ら作文を募集している︒

となったにもかかわらず︑昭和五

蜜野性︑不逓閣性から・今回の数

を行うことi一を強く蟄請した︒

そうもの﹂としている︒

すること②周辺環境および魚介類

が︑今時の欝本に課せられた課

碍︑ひろく内外に環境の蟹傘を忌

中川福井県知露
福刃県の中川平太夫知嚢は九

着実にすすむ脱石油

徹隊を圓るとともに︑イメージダ

當を採択︑四階罪すぎ開会した︒

攻烈事故は︑その砧頸感を大きく

題Q原子力エネルギーこそが︑そ で︑火偏の﹁爆﹂ではない︒し

このあと︑門部芳祐エネルギー

集会には︑福田元尚相︑桜内幹
瓢切ることとなった︒地域社会に

たがって︑爆発するものでもな 議するため塞入金を開催した︒失

国の放射線監視

負を熱つぼく謡った︒

窮長︑ゆ用科学技術庁長宮のぽか
与えた被害については︑敗厨の職
の課題を解議する晩一のもの﹂と

ばくと新聞で書かれているか︑こ

中山太郎総務長宮︑佐々木羨夙潤
任において︑万全の措譲をとって

の局い石瀬エネルギーからの脱釦

民党電源皿地筈推進案部鼠︑岩勤
く︑お陽緑のように︑だれでもあ

族た中川長實は︑﹁激職敦賀廓

われた郷焦のイメーシアップをは

のべ︑田本の将来にとって︑嫌子
力発亀は必痩不可欠の礫素となっ

もらいたい﹂と︑地元の実鵠を訴

教門！4局長︑それに地元選撫の困余 えた︒

追行隅翻本部琵︑古田之久罠筏党

故は遣憾なことだったが︑入身㌦

ていることを強調した︒

議員からあいさつが行われたが︑

ひきつづき政縫︑党蝕脳︑国会

そのなかで庸愚冗勘相は︑﹁地允
故はなかった︒法た耀境への影鞍

議員が参列︑それぞれ︑原子力推

年後二時︑伽齪連合懸口人の山
の轡さんに歌迷惑をおかけしたこ

瓶の演説を行った︒

本栄造敦賀粕議会議員が閥雲を冠

四枚︑蕩校生が﹁私と原子力との

鷺﹂のテーマで賜置累論原編用紙

十四黛展を一Q・

％下回る大幅 らわれ︑石油鴬蟄の水環が議画で

通産省石油供給計画を発表

撮会い﹂で六枚︑共通テーマとし

もなかった︒マスコミが︑大壌故

想定されているものよりも下園る

とは︑訳ことに印し訳ない﹂と陳

紬果となることが強く期待され

醤︑ひきつづき岡木謬一敦賀西

消饗節約愁思のいっそうの漫逃︑

それによると︑まず昭秘五十五

の努力によって石油依命度が憩笑

な減少となった︒これは︑国民の
う扁ーー遜雲雀は︸月二十七田︑

ては﹁私が調べた原子力﹂︒

一キコリーのこと︒第三マンホー 和穴十琿度のわが園顧独輔入壁は

﹁脱石油政鎌の展開によって昭

る﹂としている︒

と騒いだだけ︒問題はことばだ︒

藤難部門での省エネルギー︑燃料

狛江と我孫子

ピコキュリーというのは一兆分の

﹁照和班十六〜六十蕉展石油供給 な低減傾向をたどることを期待

転換の急速な進展により石演製酪

いてふれ﹁世界不況の根本原國は

しつつ︑石翻の安定供給の確保を

謝したあと︑今田の世界情勢につ

計麹﹂をとりまとめ︑発表した︒

園指して鎌定されたもの︒

躍中研が職制改革

雷力串央研究夙は一裏付けで賑

ネルギ達問題をめぐる激しい内外

制改蕪を行った︒

これに対し︑昭和五十六再度の

作品には氏名・住所・露蒸器警

五買七十一万絆／田となり︑葉象

同計画は︑雀エネルギーと代磁エ

頭が﹁国を儒頼して︑これまで殿
石油伽格の筒騰からきたもの︒こ

ルで一万四千ピコキュリーの放購

ネルギー開発の醐闘にわたる格段

㎎％の二僧八千ヨ百万㎡彩にとど

石油輸入鎗は対々薙比一〇一︒九

まるものとみられている︒

一方︑針入度のアイソトープ騰

ド㍑などとなっている︒

は事業所に
十万絆／醸をかなり下面るだろ

うミットで禽遍した団標二六醤三

需要が減少したことによるもの︒

とて︑微々たるもの︒被ばく︑被

十三万八千六薔十︑ゾ催︑アメリシ

∠ーンン⁝！蓼ンノーノ！4う髪4ワン！多ーン！！！ーン多 農の石油輸入賦も葦葺無比八九・
イキット一二千四強二十七刀六千六

セイキツト三十五万七千三酉九十

﹁世界の発電所

カラー地図をちかく刊行

侮存する爽京・狛江地区︑千渠・

鶉鑓に欝憂していくため笑施した

孜孫子地区の私称を﹁狐幽幽業

日本腺子力颪圭冠議は︑今月下

％の二蝦八千九颪万津認になると

長靴五︒三％︑鉱工業生院摺数伸

所﹂﹁我孫子事業所﹂とし職舗化

簗物集荷撹は一万五千七十山ハ本O

薫七十テスト分︑鉄59ラジオアッ ウム罎中小線源六万二千欝穫二十

テスト分などとなっている︒

濠た︑イン・ビボ︑イン・ビト

みえている︒

グ⁝グ多ーグーグー
﹁肱翔アイソトープ利用の伸び

ロの溺にみてみると︑イン・ビボ

が署しいが︑その成長も安冠化に
向いつつある﹂ーー臼木アイソト

トロは三四〜五％程厩となってお

が二二％の傭びに対し︑イン・ビ

﹁典欝封扁は六千四薗唱μ

ープ協会は昭稲五十五年度讃渠報

濠だ︑

び寧班・三％の蔵府経済見通しを

する②研究・試鹸部門の十九部六

のプロメチウム脚がトップ︒つづ

前提に︑二千五百万︑が娼の石油消

旬にB金版のカラー地図﹁世界の

もので①一地区に二つの研究所が
いてクリプトン85百十陵︑トリチ 物下士欝一本︑動物六義七十七

蟄籔減を織り込んだもの︒また︑

十一研究塞・課を十八部五十三研

原子力発走所と主要核燃凝撫設﹂

晃込んでいる︒これは実籔経済成

水︑スラリー二衛六十五本︑液体

五十六庫度以降の原拠輸入戴につ

二十課を

究空・課に︑また摺務部門の七都

内訳は可燃物八濁二十一本目不燃

九種三十九本︑特殊不燃物赤蕪八

いては五十七無産二億六千六酉万

と核燃料施設﹂
十八本︑フィルタ千ご酉八十五本

計鰯︑五十八測度二億七千三頁万

となっている︒

集荷した廃棄物のうち︑八千賜
興擁的にはモリブデン99ーテク ウム気体と水六十挫などとなって

盃託した︒

この紡果︑叢濃六十糖度の石油

濾文は編纂︒駅務課まで︒

定価は千六薔円︒無い含わせ︑

輸入醗は三儀三千習万計㍊︑つま

②組織機構の統舎︑簡灘化をはか

卵

り五薦七十一万欝／環程度とな

二部十両ハ課に統合改編す

酉十九本を康研に引渡し︑処理を

医用R亙の伸び安定

きぼりにされているQ

り︑イン︒ビトロの堅陣譲向がう

霞をとりまとめ︑五圏二十九田開

それによると︑昨年度一駕闘の

いた通常総勢に報㌫した︒

アイソトープ野壷件数は四十三万
迢肆ﾘ七﹂1件︒内訳は医療機関
四十二刀千六蓄八十件︑教膏⁝機関
一万一二千六十件︑研究機関六千五

っている︒

十件︑民間企災讐蕪千八十件とな

ネシウム99mジェネレ二男ニ百十いる︒

イソトープ配分偏について︑昨銀

また︑アイソトープの郡類別に

八万六千八酉二十︑ゾ機︑テクネシ

いる︒

また︑今隼度穣業魔窟では﹁ア

ウム99m五十二万九千二樹十︑ゾ騒線源八十八万千二颪五十讐︑イ

農より約一コ％の鮒加を見込んで

一方︑﹁密封﹂はコバルト60大
きいのが難色︒しかし︑その伸び

みてみると︑﹁医禦扁の伸びが大

千四齎三十

印ド挫︑ガリウム67十六万二千薦 糖︑トリチウム︒ターゲット六千

リジウム絨毯源一万一⁝

〜四葺％の伸びとくらべると︑そ

軍は三〇％程度で︑一時期の閥Q 覆︑キセノン魏二十四万五千九調

三十︑ザ住︑ヨウ素幡ラジオアッセ

欝二十㍑︑セシウム捌中小線源二

の増崩傾向には寮定化のきざしが

未来に躍進する 調鷹野！

56

牲物贋が検出されたが︑この数値

長︑鑑高二郎孜賀曲工会議所劃会

子力に協力してきた︒今園の原電

冥
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大阪本部
東京支店

瞑
欝欝人の人たちで埋まった布製運含大鎌会費九臼︑敦翼︷巾

民文化センターで

噛

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

いています。

鷲駿欝麟
怒
懸譲．鑛

木村化工鑑

（下記装置の謝画、設計、製作、据付）

これは、木村化工機のすぐれた入材、高度な技術、
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

，翻鐡

本社・工場

●

「

＝

一二

原子力：機器への実績は高く評価されています。
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一面所鞭の樋り総禽工臨ルギー調鷹叢原チ力部会は覧田︑核燃料ツイクル見立に篤嵐をあてた第

ヤ

一次蝦儀をとり濠とめた︒既駕八月に同部強見寒政策小庚幽西湘門委畷会に貸越された五分弾会を

めていく必蟄があろ︒
︑回癒総堀炉の実粥化蒲について

海としては噺鉱害ね式︑郷学閣題

しい︒虫た︑こんご備諮形態に応

的スキームを疑讃する必愛があ

の民閤関係溶融の花籠の努力斑国

る︒エネルギー再読疑定化のため

り瓢寿歌ろ痕恥石︸らに沁︽ずる

il驚があげら琵ていうが︑エれ じた保鳶方法︑備婿鳩所讐の呉体

ことが唄唾だ匂

ための其体高徳疑社髄討していく

は︑より疑沐注のあるプログラム

り︑八ッ優噺部会でもさりに検譜を

を購期に藁帯していくべ厚．㎞での

▽商業再処理霞割の立地二進

が支援することが瞬要だ︒

ウラン蟹源の荷効刮用︑使用済み

また︑わが国では①ウラン資源

短性確保︵エネルギー・セキュリ

の円効利隅②エネルギー供絵の蜜

進めていく︒

また︑このさい早速耀殖炉の本

趣申性子炉としては︑瓢型転換
絡約開発段階でも︑嶺分の間︑一

炉および軽水蝉でのプルトニウム

燃料の彊理の観点から濫費膚み燃

階騰の軽水炉を新設するという
ティの確保︶③原子容巌渠振興を

利用が考えられるが︑新型転換炉

動度頃の通転聞始を闘途に商凝街

照返湾〜炉にリリイクルすること

わが団としては︑プルトニウムを

代でのわが鴎のプルトニウム利用

リイクルについては︑一拓九〇年

軽水炉によるプルトニワムのリ

安全性の確保・信頼性の向上⑪顧

環点課匙としてはの瞳子刀発電の

の開発推進を図っていくうえでの

すでに納巣拓されている軽水炉

の展開が脇艘．菰︒

期欝され︑そのにめの口︑門構故策

開允の幾階から接壌化への篭展が

け核燃料サイクルの岱局一五で研甥

兼中だが︑再処理難業の曝要性か

が船瀬両処理工嘱の芝地の確賊魁

六卜籏代縛期の実臆・︑扁目途として

リボト外の貯戴が現君酎であり・

ヘ
鴛

パブリッノ・アクセプタンスの

蹴をはかる乙とが軸切だ︒

論叢賠蔵にkる陣鞄処分調節の鍬

一︑再処狸縫回暇される威掃ウ

署闖ﾀ漫の鱈場め
寿

一︑劣化ワラン︵天然ウラン農

﹂

一︵︑く︒

・アクセプタンスの確傑および実

として籾期段階からのパブリック

雛後の残搾ウラン︶一iFBRの
確保と立地掘進のための圃の施策

可能性を探る︒

ブランケット劉料等としての利爆

施後のモニタリング等の監視体制

いては︑61当金湖麗讐の脚鍍ψ封搬

ズ倹着する必要がある・

海洋処分と陸．

・地処分を並行

また︑減機処理技砺開発につい

要だ︒

穂津制家たは噂無記鮒の霜露が必

については膨気丈瑛雪篭の薮同実

さらに︑水癌的処分の三厩二二

なとを検甜する必顧があろ︒

の耀契藏源三謀湧用︑資金紺康

さらに︑使物済み燃料︑放射性

ドにかかる将来のコスト負撰につ

﹁蘭速騒殖炉と鰻水炉の共狩﹂の 通じた蒔叢構造の高度化i1讐の 秘を蕩処理するため︑脇和六LT聯 廃鷲吻の処理処分曽︑バックエン
司能性についぐ・6換討すゆことに 二君かり︑核燃糾けイクルの確立

については︑実誠炉以降の今後の
聞発の方晦についても虜到を決冠
なろう︒

が電要であり︑とりりU八十年代 処琿℃場の選︐眠を鷺湛ザう懸嘆が

する必愛がある︒

㎏．﹂力の開発圏標規換について

により︑天然ウランおよびウラン
のひとつのオプン﹂ンとしての呵

ック固化等の開発を一暦促進する

てはアスファルト白化︑プラスチ

ことが重要だが︑誠容性︑安塗性

・

等の技術評姫ならびに経済姓評価

物

▽低レベル放錨性廃棄物対策の

を行い︑醤粟の処分方法との関連

棄

できるだけ犀期にサイト外

廃

二進

性を考慮し︑海洋処分︑石地処分

：⁝

での処分を行うための体制を確立

としても強力な三筆溝17うことが

ら︑その立地の円鱗化のため︑凶

げんざい13淋康継りービス会批

は︑昨鉱や一月に回議沸定さ為た
濃擁役務所要燈の軽補を図ること

ある︒

篠拙代醸エネルギー供給囲橡およ
能腔を検噂すべく実証誠験等を進

．鴨脚発露∬地の推遣③中発着三門

が遁鍵な課艶だ︒

〜

する必婆がある︒そのさい海洋処

窺要だ︒

分と睡地処分をあbせ一けう︒ま のそれぞれに寸分適ずるように演

ゼルシャフト忙のような︑ウラン

醸題としての櫨羅づけおよび樹期

垂体がないことIiなどの恩情に の岡の乾擾方策としては㊨圏毘的

立t一開発輸入促進のため︑ウラ 慣諒供給確保の中核となる強力な

段階のパブリック・アクセプタン

一︑ウラン鰻源引取り鍬制の確

後報に均衡がくずれ︑以後その差

ン備諮の推進体制とリノクした引

より︑海外諸園以上にウラン漏姦

た︑離農処理捜術をなお一二促迄

▽醐レベル放射性蜷簗物対策の

機進蕩レベル放射生廃麺物につ

スの確保②電綜三法の商用讐地元

五薬再処理工場立地准進のため

は払大していく︒その緬果︑昭和

策によって繊徐の賢走牲を翻める

合的推確調蟹機能の整備一1良濃 ことが必甥だ︒

一︑ウラン資源凋艦のための総

取り体制を確立する︒

ナを新規に調達する必要がある︒

また︑その手当状況を調違ゐ法

このうち︑海洋処分について

には八間の字油擬境から隔離する

いては︑宏金に讐押しつつ最終的

する必要がある︒

は︑引き置き内外でパブリック・

の理解を獄るための方策③商墨鰐

各穂懸認可の劾率的な履隊④既存

処理工場の立地・建設に関係する

説していく必要がある︒

七十五年までに十三万シコート・

引ベースでみると︑昭和六十樽代

び纏綿審瀾腰部余中閥報伽によれ

臼江となっている︒

︑まゆ︾一︾一

撮取獺剣をとりまとめにもの︒以下︑その概聾を紹介す

軽水炉←FB
⁝R路線が基本︑
⁝・：⁝： ：今後の戦略・
ば昭甜六十五葎度万ヂ蘭〜省千一鵬

鍔万KW︑し十年厘七千四藤〜七

自主開発︑積
ウラン脱退・

極的に推進へ
▽ウラン縦逸の長期安定洪治下

ウラン濃縮国産艦へ

ため地胸に処分することが必要で
の努力を払うとともに︑OECD

の権刊との利害調笹36よび立地の アクセプタンスを得るため醗大隈
円滑な穐進に頒する助成描礁施策

については陳地処分を行うが︑そ

濠κ︑海洋処分に益しないもの

される海外遮爆廃蝦物の受け入れ

外合処理羨託に伊い英仏から返遠

蔵施設に燦映する必襲がある︒撫

果を得来の随処珂エ囑の廃癒物靴

に研究開発を穏っている︒この熊

の確立⑤閲俵備15︑地力團槍体と ／N逸Aの多数国間協践猛縄詞度 あり︑げんざい動黙︑燈研を申心

のだめの異綜的プログラムを瞬急

に公筋する必痩がある︒

家陀・職鍬麟サイクルの長購的

に確立する必蜷がある︒形繊とし

の蟹援な連けいと協力体制の小昼

義僕鞭討を遭えてい≦﹂とか肝要

課題としては︑つぎの点について

覇新規分の50％を自主開発
このため・天然ウラン︑濃綴ウ

⁝iなどがあけられろ︒

ランをあわせて︑おおむね一落闘

放尉性廃二物の一票的な管簾の観

先については︑わが園の筒レベル

る職能を強化するとともに灘簾業

ては地中処分濠たは施設による貯

点から繭裳珂処哩工場内の貯蔵施

なプロジニクトを藷億し︑調整す

だ︒

ブリック・アクセプタンス上の観

藏があるが︑処分用地の確保︑パ

で分飛すると鞭鉱開発墾膿および

一︑プルト嵩ウム燃料筋工一1

二合参加を加えた開発輸入による

その実用化に懸けての体制整備等

機盟︑核燃料サイクル早業を食む

場わが園の原子力庵業は原子力

金対策および臨の助成が亟駿だ︒

子力勝業を街てて行くためには資原子力政策も前向きに変化しつつ

のプロセスで・円滑にわが瞬の原に︑さいきん再処理闘題等掌篇の

また︑今後研究開発や産業鑑へいて園際附羅臼が得られた︒さら

四更の技術集約狸縫禽瀬叢として

さらに︑研究開発成果については

こうしたなかで・わが國は原子

ある︒
発展しつつある︒

かかえている︒今後は経営桑畠蜜

逓幽したが︑いまだに襯穂赤字を

ズの摺握︑技術開発讐の轍出塔盤

ムを檎討する必要がある︒家た︑

がある︒また︑肉搬鮒核撚料レイ

二期的視点にたって宿堀でのエi開発導入へ主体的に畜与する必要

力擁発および石濾代替エネルギー

一︑機器産業違1ほぼ麟産化を 肇業聖体への銀牌な移転スキー力開発の推遺によって世界の畷子

窟侮︑磁繊撮証︑入園確保︑艦成

ユリティの確保をはかるとともに

クル確立によってエネルギーセキ

▽療子力士策の脳際的展開さ

を醜醸することが虚蟄だ︒
る︒

零︑さらに琵期的％力が必要であ

力政策の最銀張課題として圏際間

同時に︑核不拡散をわが濁原子

一︑嫌気ilほぼ国事化を達成 いきん原子力挫進への気運が麟際閨際協力を鮭漉する︒

的に盛り上ってきている︒IN君
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本社

原干刀開発の推進の前提として
開脚の確保に万金を期することが

F八州万KWとなっている︒
求た︑わが園の原ド刀開発は今

何よりも錘蟄である︒今圃の審議
の過樫で生じた夜賀発惣所の寧故

心となるが︑長期約にウラン黄諒

後も当分の闇は軽水炉が開発の中

の制約かり解放され︑綬ず刀発勉

た︒さいわい︑放一8能による汚染

の人体への膨禦はない程の微羅な

くためには︑使幣済み越料から園

規槙を長期にわたって鉱大してい

は︑その憩味で不卓な韻褒餐だっ

レベルだったが︑今圃の裏故を貴

収山︑︺れるプルトニウム等を肖効に

灘な教調として︑放購件鵬飛物設
備を含む発縮所の安金確保︑運転

とし︑がっ消費した以圭のプルト

このため︑プルトニウムを轡醤

莉用していく必痩がある︒

に搬大隈の努力を顕重し︑原子力

蟹理について窟凱をあげて︑さら

開禿に対する国民の理解と﹄顎の

にとってエネルギー資源の貞宣化

発し剥翔していくことが︑わが国

ニウムを牛灰する渦速贈殖炉な聞

▽原峯力の韓畷づけ歴子乃は

確保に努めることが騰硬だ︒

エネルギー供論の蜜定聾︑経済甦

り︑これを陳子力聞発の彊本絡線

て疑期契約によりウラン糖鉱ベー

め︑原子刀はエネルギー供給の安

等の特婁催もっているQこのた を図る上からも猷画の力策であ 保わが濁の露力会社は︑琵とし

備諮のあり方については︑皇本

の籠麗麗に掴心するワラン舖麟を

ものが約三野五千シ禦ート︒沖︑

▽ウラン備︑泌の向進ウラン譲

設に受け人れることが超当だ︒

界の技術︑藪盆力を結黙する体制

スで約十九万六千シコート︒ナの

その全確保騒に占める鮒合は

として羅進すべきだ︒

％であり︑欧米晶瑚にくらべ開発

窺酌確保︑屡鎚汗瘡発展への貞献

しかし︑今田の需給バランスを累

ウラン資源の手当てをしている︒

煎から︑まず集巾貯蔵癒設による

もつことが必要だろう︒

また︑孫速増殉炉が実用化され

に関する閲綴葭間での検討を進め

野での代替エネルギー灘入に貞献

量本としつつ︑漢学繊維・紙パル

ぴミットでは原子力開発驚逢につ

的には胸内で備面することが曝ま

を地⁝兀へ欝元するという観点から

ずるとともに︑原苧力のメリット

る︒これによって︑ウラン洪給の

▽原チ力悪業の展要と蚊簾の開

の移行の没購にある⑪

：⁝⁝⁝原子力産業4h

醸成が軍要・

輸出基盤の．

についての研究開発を擢遣する︒

を検討ずる︒

るまでの間︑ウラン資源に乏しい

八

ー闘発の申核かつもっとも鳶磁な

駕聾があるといわれているが︑一

方︑猿源傑給園の政庸的︑け愈的

源は︑石鵠奪に鑑較すると纏給蜜

プラントの建設は︑パイロットプ

さらに︑その供給国についても

要國によって︑供給に支瞳が生じ

目さhる︒

る︒一方︑わが国ではウラン濃編

ラントにつづく遷心労離機の別話

カナダ︑イギリス︑南アフリカ︑

る堪能性も大きいQたとえば・一

輸入による割禽が少ないことが切

国産億への技工︾盤が幽いつつあ

の綴祝の必要粍等からすみ楠かに

オーストラリアの四か国で＋五万

る︒

行うことが角劫だQその規模は︑

こうしたウラン濃縮厨産化の必

胃禁止措礫︑蝋九七八奪の※園に

▽漂子力多園酌利用原子力の

は︑ウラン供給源の多撮化︑開発

多園的初鳩については︑照臨力分

質入の促進を図っているのみなら

鉱開発あるいは経営参加によって

しているが︑いっそうの闘虻技術

富浦繋品工難艦手離融

｛転乗処理川

尊の醗魚から︑石油代並エネルギ

⁝60年代半ばに
商業工場建設⁝

○％となっており︑もともとウラ

よる岡嫉の描躍︑鞭州のウラン輸

おおむね工醤〜二ね五十沙SWU六千シ5ート焦ゾ︑その剛ム謂は八 九七七隼のカナダによるウラン腸

ン生額圃が限られていることにも

送ストライキなどがあ ︒9︒

襲世をふまえて︑こんご堺等化へ

一︑濃紺の事業化には︑遠心分

い︒

よるが・その供給の舗野性は縛し

：：：⁝：⁝⁝ウラン濃縮：・

離機の供給体制の整備が必硬であ

／年鞭度が愛嶺だろう︒

り︑畷産効果讐を得るために︑亟

のスケジュールについてはつぎの

一︑昭和六十礁武単ば以降供輸

わが困は︑※瞬エネルギー雀

不建が苧懇されるので︑六十年代

このため︑つぎのような換極的

ように進めていく必要がある︒

を提期契杓により確保している

ウラン糠源塵撫の展聞を図る必要

頼だ︒

るものとして研究開発の継挽が必

プ導工場および海水淡水化︑融

ついては︑将液滋心懸を補醜しう

醗な蟻が体制が顧螢だ︒

驚メーカi三仕の協力による集中

いては︑従来の原子力開発路線を

隔心だ︒軽水炉の多目的利用につ

と仏ユーロディフ祉から濃縮役誘

が︑擾期的な役務篇硬と餐電力公

単ばを操楚開始の幽煙塒期とし︑

回すると︑六十五鋸に総八千沙S 以後段階的に鉱油し︑七十菰醸こ

ず︑ウラン供給のセキュリティ確

こうしたことから︑海外諸幽

敏の推簸源を穐みあげることで推

一︑開発輸入の准濫一1凄窯探 僚のためのウラン備爵を行ってい

がある・

ことを厨標とする︒

五館に一万．皐漣SWUとなり︑ 年盤馳の陶業プラントを建設する

WU︑㌫十露一万沖SWU︑七ろ
十には少なくとも蹴千♂SWU／ 一︑化学法によるウラン濃編に
六十黛代半ば以降に倶冶不足を生

ずることになる Q

とくに︑りが岡では①ウラン頭

では漂子力の平和和親と棲不拡散噸に対感ずることが珍襲だ︒

ル傑肖のな誕が認められ︑ペニス・

の両立︑一慰事位の核撚餌リイク

CE︵園際核燃料サイクル評価︶

一︑その他の核燃尋ツイクル部

喫だ︒

門︵雌箔︑薩瀬頭︶ーー淳︾化へ

化の必愛心︑経営駿盤の強化が痘

こと②開発輸入の比郵が低いこと

渋た︑弼漁ガス炉の多旧的朝集

園炉を総藻に司能牲調奄を．唄うQ

ィリテ♂での心用について︑巾小

安箆性は一層確実なものになるQ

とりわけ蹴鞠供給源と目されてい
る濁との間係を強める︒

③仏のコゲマ続︑西独のウランデ

一︑供給源の多鞍化の早世1一 源を金面的に海外に依仔している

こと壱密安とする︒

斬規調上分の二分の丁￠上辺する

に︑濃縮プラントの険能︑信頼

核蝉料ツイクルの門婁跳の確保︑

一︑ウラン濃編国難化に関する

族だ︑わが隅濃縮役搭の︑こう

性︑経済性等について商巣化への

蜜機リスクの軽減の観点かり助虞

一︑醐煮プラントにいたる京で

した海外への依符は︑わが国のエ

確かな猛瀬しを欝るため︑原型プ

擁地械暖房等︑地域社鼠のユーテ

ネルギー︒セキュリティの確撮に

か必痩だ︒

，｝王
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原子ヵが主要な役罰
列暴短縮に許認可整備を
第七磁国際エネルギー鵜闘︵IEA︶謡曲哩夜会︵議長・ガーリック蟹盛岡繁開発エネルギー大臣︶が臨画買︑パUの経爵協力
開発機構︵0同C13︶取部で田巾六助難彦大臣も出亡して聞か為︑﹁必要なエネルギー講造の変換を辻成するためには︑原子力発電

蜘装置など設置

莫ず︑王A封△鷹諾局から︑国 をとりつける︒搬た︑八一年度分

なお︑RCA加盟国全体での拠

裟にはいることになった︒

構開梵誌画︵UNDP︶工業プロ
の事業については︑納ぢに発正汀

ジェクト予舞について︑一九八二

〜八六年麗分として三軸万が︑八

﹁アジア地域原子力協力協定︵R のうち天然ゴム架橋のためのコバ

潤隈原単力機関︵王A8A︶のけ︑八蝋館健は①放射線プロセス

がとなっている︒

求められているのは約蕗八十四万

十万がであり︑そのうち︑臼本に

一幾度分として約蔚万がが認めら 出金は物品洪与を含めて約穴縢六

圏民の理解を増大させ︑廃置物処

CA︶﹂にもとつく第三園破府響 ルト60照射漿罎と反応器の設置②

に閲するプロジェクトを八一無末

について換出した絡製︑巾機敏乱

RCA計画 hたとの嬢岱があった︒これを受
理・処分計錘を実旛に移す②安金

放尉線講測器捕修トレ⁝ニングの

製概工撫における制脚システム・

栂から捉蜜のあった﹁放嚇擦罫故

で護了すること︑フィリピン政

次に︑現鳶RCAプロジェクト

性に離蝦を羅キうつ︑リードタイ

十七臼求での一週間︑インドネソ

門家余禽が︑五超二十一臓から工

今後の苧短として・八二〜八六

笑紬i一懸決めた︒

ム癒短縮ずるため許認爵縦続を整

会搬には︑十一か因十七名が塗

アのジVカルタで開かれたQ

撫す搏③瀬切な無煙措磁下での核
駄料と技歯に閲する国照質弓の畠

P理騨会で澱終承認を受け︑十二

薙の戯画については六月のUND恥の鷲急援助センターの設羅﹂に

軟跳逆高めるため︑麟内的および

加し︑口本からは加花禿飲＆大プ

月末京でにRCへ各園の鍛終台悪 会にもちこした︒

ついては︑結論を九月のKCA総

国際的に迅露なけ動をとるーーこ

授らが墨粘した◎

ラズマ研究所数授︑蜜成弘工大致

さらに︑岡閣儂躍環余は﹁雀エ

となどを衆めている︒

め長場鵜辺で一階小ぜりあいがあ

もの︒一部反対派がおしかけたた

か月聞運転愛撫する﹂との処分の

められる﹂とのべ︑﹇岡原発を六

昌＝＝︐一縛一＝＝
曽脚＝﹁闇一暫
一騨

まに︑石廊削減対策についても

＝●一

①必嘆なデ；タシステム②舗蓄政

＝7一二＝＝＝i一齢＝＝芦︐一二＝

艦︑石窯からの燃料癒換などを岨

これに対し陳述した鈴木俊一康

ネルギー︑高水雌の石新来内生

害する消息窟価格に対する補助金

策③好濠しくない購入の自魂④矯

電枇kは﹁今圓の瑠故では世闇を

いわくをかけた︒国をあげて原．上

さわがせ︑関係岱方面に多大なめ

る矢先に︑原￥カの蜜全性に不輸

力に積極的に取り組もうとしてい

議はない﹂と処分を全面購に受け

スピード融濁

をなげかけたことになり︑心から

となつだ︒

聴聞会では︑まず口吻の矢禰嶺

﹁今園の措麗は初めてのもので︑

おわびしたい扁と陣謝したあと

癌感し︑詮議を晦し述べるもので

厳しいものだが︑凱任の電大さを

り逓藤蜜資源エネルギー庁公益魯

見されだ第四論水加熱器のドレン

巣那計幽課長が﹁敦擢尭鷹峯で発

会

で凝了するという

入れることをム明︑わずかご十分

ったものの︑憩開食は塞つだく耶 要旨凝説明した︒
やその他の介入描麗は避けるべき

述人となつだ鈴木原慰社長も慣賃

諭のうちにすすめられ︑唯一の陳

て︑嘱覇鰯に八一猫撫単にも満諭

格没慮−など風体胸項田を上げ

を出ザよう演譜を指議した︒

惣探知蔑務⑤供給削減階の原蘭魎

して鞭リヒげ︑国別冨査にそれを

である﹂との冤解に立ち︑廓携届

反眺評︑︸凝ることを要求した︒

ことを望んでいる︒そのために王

ている︒さらに︑IAEA翼翼局
ために︑原デ炉の宴黛聾に聞する

購造へと転換することを野墓とし

EA加盟呂国はの国民の縦子力発 に現して︑この問題を憾憩忠項と

が多くの国においてピ愛な役罰を果たし︑かつその役割を増大させなけ為ぱならない一とするコミフニケ︵公報︶を発叢した︒ま

石炭︑原子力︑天然ガスが均鴬な

の釦暴論が︑黙認供給の崩祓によ

窯たコミュニケは︑1認Aとそ 購倉で窃与し︑バランスのとれた

慶する必勝牲を指桶しているQ

た︑石油についても︑一九九〇年の正葱A態倣の石草亀輸入騒を一闘当にり〜千九蔚ないしニヂ肖万バーレル諜でに9一き下げられる
晃通しを明うかにした︒

コミュニケはまず︑羅際陶な石

る畷婿への打撃を防略するために

油需繍について﹁短期指油南場お
よび中長期構造変化には好ましい

が門適当な敗鍛撫実膏すれぽ︑几

趨に解する褥認と鶴頓を捉課する

進展が見られる﹂と述べたあと︑
備えることを澱めている︒このた

樋難鈴木社長が受け入れ

︑厳しいが異議なし﹂

さらに敵簾を強化すべき分野のあ

し一ギ由万バーレルに︑さらに今

O侮における1封A全体の61油噸

暴論未よでには︑それ以下に闘え

輸人羅を一n当たり一千九爵ない

短期蔭幽爵場については︑﹁状

児△口には︑蚊勝の両懸㈹∬勅が必

場メカ轟ズムが十分に畿能しない

めには﹁市場メカエズムの感用が

況は依然として腕弱﹂ながら︑召

鶯る﹂萌能性をポしたことを明ら

穴いに控鉱つ篇としながらも︑酪

拙消費の蔽少と供論の笈冠によっ
襲で︑しかも︑その行動は盤軟か

ることを強凋している︐

て改出されつつあり︑攣期に講じ

はない扁と︑これを謙虚にうけ入

水洩れと旧廃麓物処理建屋内の放

粥渉廃鉱漏漉脇故については原子

れることをあきらかにした︒

一方︑原罫力については︑エネ

炉箸規制法籔二十七袋第一頂の猿

つ迅速︑訪礎附でなけnぱならな がにした︒

にもとつく運転停止命令のための

いとしているQ

果原雰発簸饗瞬の運﹇田鰻︑蜜霞ぷ関の譲嚢

鍵挽墨縄遜糊していない璽実が認

八一隼における痂男混乱の囲凝に

ルギー構遊変換の霊役として位躍

献鯵止命禽に関する聴聞会が十二一讃濃で開かれたQ原．到勲等規制法 法的手署きの一瓢として開かれた

研究を仁和に︑成果をナげてきた

誠意 ふまえ

命令籔を手渡した︒

麺︑悶雀に鈴木原画寒湿をよび︑

これをうけて通傑僧は十七日午

巾長期的構造変化については︑

付け︑さらにその健罰を増大する

一紳情一＝一一騨一8偶需＝縛．一ρ儒＝誕一︐一ρ鱒＝＝7一ρ鼎＝＝一州一二＝一篇・一︐一一＝﹁

改膏を照記すべきだ﹂と強調︑学

いる︒炉物硬︑高温構遺といった

するといった編広い和用を蓬えて

ったものから︑水霜の製造勲爵に
独会見に応じ︑四二世紀という節

の発展に大きく膨饗をおよぼす放

が︑こんごは︑原苧力開発の未来

胃一層霊＝闘一 一昌騨雲貿隔 一一需﹁＝＝響一一＝麗盟一騨一一︐＝＝＝

石繍偶詠は一聴的に綴飛している

た措霞は︑⁝九八○隼優率および

役立ったと認価︒

さらに︑難季に漁痴の適慮な畢

りの繁急課聰と泣蔽づけている︒

節樋み網しが⁝47われるなら︑冬田 が︑構造変化の達成はこれまで綴

そして︑石蒲支配のエネルギー紐

学︑エネルギー敗唐の電要性を指

校教脅における正しい原子力科

いては︑安金技術篁準確立のため

そいでいきたい︒鷹壷皿問題につ

わゆる一理極安金研究﹂に力をそ

に入る同裟醗の建設は順調だ︒J 長叢請について地 兀三福からの

全力を尽す︒五十九年度から実弟

ラズマ試験装羅﹂饗160の完成に田︑閣議後の記衛会晃で︑原乎職

いては︑盗藤は︑建設ゆの臨界プ

長期醜職酪としての核融禽につ

﹁むつ﹂て中澗畏編綴雷

て地元と折衝
藤波縄饗長の発煙は次のとおり︒

の研究データの燕横を行っていき

閲連研究もすすんでいる︒

一︑昭稿蕊十一館六月十近日︑

たい︒京だ︑廃炉技術は︑除染︑

離性廃棄物︑廃炉問題などの︑い

について︑たんたんと語った︒

摘した︒

自をふ濠え︑展畷や現状の轟聞題

廉な︑そのなかで同理数長は︑

のトラブル滋藤のあり方﹂とし

原子力の総舎研究機関としてスタ

が︑できるだけ畢期に実験炉をつ

T−60後は︑財政購偶にもよる ﹁返上したい﹂との鳳管につい

折衝に当たりたい偏と述べた︒

ているのか︒それをふまえて今後

るが︑これがどういうことを濡っ

︵国は︶誠恵に欠けると議ってい

て︑﹁返上の理幽として︑地元が

漁﹁むつ﹂の膨理期限の一鞭総延

中川一郎科学技術庁長窩は十二
て︑﹁台風や薄霞という︑これま

ートした脹研は︑人的にも︑研究

に数璋後には︑先行炉としての役

解嫁技術の確立にっとめるととも

研の発展のためにご協力いただい

当姦菌の配本原イカ船研究開発

千臓C︑熟患刀五万恭岡．の実験炉

てほしい︒

設などの施設癒︑どんどん利忙し

念願している︒鶴舞に燃料試験施

う点でご協力していただきたいと

脚響を関係三袖と契約して鶉態を

九月三十臼窟での期隈で︑第三鎌

講と同田の六月一轍︑とりあえず

社社社社出社

ミ三ミ三三三
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鱗魏猫
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．・嚢訟灘騨

臨、、

以下︑一一十五周無にあたっての

での経験や五感で推察できるもの

施設の上でも大きく成長し︑阯界

一︑串・疑独酌な核エネルギー

たが︑こんことも︑とくに︑原研

を建設するため︑げんざい︑その

〜寄雪

原磁致賀曝故に驚歎し︑﹁團民へ

と︵様子力は︶ちがうということ

に貢献できるところまできた︒と

炉︶を利胴し︑突際の解徳を行っ

閉を終えにJPD逸︵動力誠験くることを園標にして︑関遠の工

つけて発棄すべき隠期にきている

りわけ︑原研の財産ともいえる人

を藩えると︑そろそろグレードを

材については︑原研にとど求ら

学陶実験研究をすすめたいQ
る影響から整理・分類し︑その上

研究開発は︑なんといっても多固

一︑産霊界には︑これ求でも凍

的感温ガス炉と核融合だ︒多臼的

て技殉の乾鰯に資したい︒

ようだ︒事故の性格や環境に与え

ず︑各分野で巾心的な総覧りを擾

界肖数の大型研究職投から得られ

薦源ガス類は︑原子炉出盛温度

っている︒う為しいかぎりだQ世

で発喪しなければ︑ふだんでも難

る研究敏果も︑レベル的にも碕

解な原子力ゆえ︑泥乱するばかり
だ漏とのべ︑原子力嘱故に幽する

く︑かつ広馳に利朋されてきてい

そして︑原子力の岡鼠的禽悪に

る︒これ家で原研を支えてくれた

詳細石動をすすめている︒利用系

への積極的な人蜘黄源の派遜とい 事業団では︑地元への欝欝延長要
新しい憶え方をあきらかにした︒

ついては﹁ピコキュリー︑レムと

関係蒼︑譜先躍︑地元の方々の訟

〆く「㌻

ています。

iだソ！＼

に備えての必嚢な備歯水藁の確撮

済から脱却するためには︑ゐ藺︑

などの環鏡安全研究を発実してい

協力に感謝したいQ

な対応にせまられることになる︒

合懸が得られなければ︑また新た

晃守っているが︑それ象でに地織
うな︑なによりも︑これからの時

これからも︑﹁ひらかれた原

〆壌♪

で

ったが︑石倉のガス化・液化とい 研漏として努力していきたい︒

≧

ルド

としては︑これ京で鼠落が主であ

妻

ユロユ｝の
絵鼓購読聲は三星セに合む

今
年
度
百
万

［

いった単位がすぐ理解できるよ

一︑これ濠で︑原研のメインテ

十覧田で︑剛立二十五周琿を迎

きたい﹂i一◎

えた欝献酬子力研究駈の藤波野面

ーマである税金研究は工学鮒安全

壕1

紅隈

．

》㎞湿

敦賀6か月停止

大役︒学際指鯨襲爵にも︑原子力

毒

瞭顧醤

［博勲

三菱グループは永年にわたって積上げた
技術と経験をもとに、安全性、経済性の
高い原子力技術をお纏りする努力を続け

甘鼻

v

購麟

は町能と発露し︑﹁奪離離の鎧︑気

立ち上り﹂の縄台には︑事賦を窪

？

振対州鴫瀞藤波理事長iこインタビコ．一一ン弾㍗此4浄、
讐こんごは︑廃壌物︑廃炉聞題

1実・強化をめざす

代を背魚う轡少無の原子力学窓が

集
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趨

1環境安全研究の充

麗購擾は︑このほど︑罫紙との単
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い﹂と強詞しているQ

使用翫燃牌処分の呵能性は︑

ており︑DWKの動きは自伝にを落せば︑使用済燃料累積との

た典・仏の技徳情報が集中され

ギャップは払致する︒このジレ
衝の性償上︑右か左かの決定的

力十二祉も︑再処理は慰力の責

費は多大だが︑出資蕎の主日臨

さらに︑ウ淵ルスキー氏は︑議

れていることを語感しているはす

町プロセスを改吊する必襲に迫ら

だと泌べ︑﹁公衆の健譲と蜜全に
マイナス影糊を勾えないで︑より
合押的な審鎌プロセスを実行する
ことは可能で︑それによって大忌
な遅延を遊げることがで諮る﹂と

A工Fは・現在から一九八篇一驚

の見解を明らかにした︒

は︑来国の原子力発電規検は︑現

イタリアでは︑ブーリア州をは

とを朗らかにしたQ

︵八十四万KW︑BWR︶建設と

・グループ︶は︑カオルソ猿発

被︵国鞠−汎工・フィンメヵ二ヵ

しかし︑メーカーのアンサルト

選定を勲張していた︒

R窯流になっているので︑PWR

やENELは︑世界の炉型がPW

その炉型については︑CN劉N

所受入れに動き出している︒

A互Fの調査は︑許認可近廻に じめ︑いくつかの州が原子力発臨

在よりも四舗幽しになる︒

に︑次のような点も明らかにして

よる資金と石器消費への影響以外

て凍子力発庵繊の議認湾コス

いる︒

トは︑一円あたり鼎均九百万逆で

ニャ五万人・爵のマンパワーを要
する︒

ズ原子力究電蕨の私動は︑し

モンタルト・ディ・カストロ腺

ばしば︑歓ちに消費君に資金節約

発︵同︶藩麟の経験をもっている

ので︑魏WRとΨ行させることを

をもたらす︒一か月あたりの森庭

では二・七九が︑他の雛では︸瓢

用鬼気料金の値塾げ職は︑ある祉

で︑アンリルト羽が七ゐ％を出資

纏が出資している︒

ィァット︑フランコ・トジ︑ベレ

し︑残りの憶五％を民間企采のフ

ー3⁝一

麗

PWR原允メーカーはN王RA

殉紋肘の同蕪が得られていない︒

トロ原発の着丁については︑虫だ

︷乃︑モンタルト・ディ︒カス

鳶始を認めないとしている︒

声誉に解決されるまてはい入連紙

り︑CNENは︑こ耗らの課匙か

疑闇かあり︑求た︑娠動問題もあ

ブや安金性システムの仏門頼にも

で熱気漏洩箏曲をみた︒慰擁ホン

％出力運転で再厩タービン両κ部

ていない︒餓近でも︑定格の工○

だに鴬梁運転に入る見逓しが︶つ

は︑試逓転巾故障が統発し︑いま

十一田に臨界したカオルソ原発

ところが︑一九七七4ーイゴ月翌

食馨していた︒

もの額が推冠されている︒

が︑さらに瑚の社では十五・六妙

︻パリ松承駅寮員Uイタリア蝋

ど︑原子力賀業界および原子力袋

まっていた譲解剤供給チューブ第

一方︑謝持作采の一環として詰

必要︒

9＝＝瞬

一

一＝一一噌

為

発撫所四号機とグラブリーヌ源子

クス工業相がトリカスクン源子力

CFD？︵民愛労連︶は︑シ灘ツ

︻パリ松本剛諭旋︼フランスの

仏CFDT

界認可に抗議

発電所二基の臨

一

i原発核燃料の特殊な彊質のため

けたと発喪した︒この付設はシ蕊

め必要な補助溶解装置τ台を取透

力発憲所の核螺料を撫処押するた

料の再処理を震わり︑シラー原子

一●一二璽＝唖一二盟＝＝ 幽
一＝＝噌

圧水型炉︵PW鼠︶を選定したこ ている︒

設の綬験をもたないためとみられ
エスチングハウス︵W11︶屑の加

は︑イタリアで大鑑PWR鳳允建

解法でに完成予定の溢鍛士⁝慕の

二＝扁璽

ショー燃料再処

ことに抗議するコミュニケを発義

四号を通貰し︑11AO︵筒酸化施
力発斑所四号機の臨界を認珂した

設︶と販体色脈物処卿ステーショ

ーの幽曄付竃動機を取各え︑11A行われていないとし︑従マ農の笈

った︒また稻酸堀幻液エレベータ あるがその遣朕のコント貌ールか

懇

ンSTE睡部を忍ぶ導曾修理を行したQCFDTは︑原発に亀製が

ラアーグ再処理烹場当局は︑この

した︒

O薗轟の水力回絡の浦漏洩を修理 金のため協議を必敷とするとして

いる︒

ぼど︑勲独のシュターゲ墾づ力発

︻パリ松ホ唄莉員︼フランスの

ラアーグエ場

理用に補助装置

づいて︑今後誹凸面型としてはウ

員会︵CNEN︶との協短にもと
ず︑BWR存続を需為しているの

﹁一

おり運鰍入りすれば︑二砿Ψ後に

これらの三十懸鼻が夕蔀予定ど

会社を対象に調面した︒

原ぞ力発宙所をもつ二♪一の癒力

論権をもっているにもかかわら

羅
画公筏︵泡NEL︶は︑このほ アンリルド社翔WHのPWR口

審議・追求の稲果︑NRCは的巴

会の闘連段鼻金による時虹をえた
門まず鋤一に︑NRCスタッフに

分な時聞が京だある﹂と指摘し︑
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数十億ドルの損失に
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現在︑米国では︑ほとんど完成した僚子男究庵所に関する運転認鰐の決定が遅滞なくおりるかどうかによって︑数4億がの資金と
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理化され加速されなければならな

技伽胸疑問の捉起であったQカ

聲折の一田は︑再処珊副画への

れあがっていくのを防くための十

がこれと倒たような内谷になれ
ば︑政鎌決簸がさらにもつれる

ルスルーエの戴十トンからゴ
ルレーベンの千五麟トンへ︒ス
ケールアップは確かに大きすぎ
だ︒西独に限らず︑再処理実綾
は担界的に不足しており︑設備
公称能力が発撞されだ︑剛網はな

いQ経験轡かと見られるフラン

再処理には︑黒総濾動率の実境

軽水炉の経験に照して︑再処

DWKにはカを危ぶむ飾が士がつている︒

ろう︒

ールスルーエエ

トトン︶の運転

爾独の⁝三口五十トン規換への切
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場︵WAK孟
理副画には京だ餅画謂髄の揺さ
経験や︑ユナイ

カールスルーエ研究センターが

満ちている︒方陶転換による出

であろうQしかし規模とペース

ナの五分の一にすぎない︒フラ

便用衡黙内界積予想掻一万⁝一一千

て路線が討議されるが︑技術評

検討しており︑その報伸嵐を待っ

この丁纈か泳すように︑殿独
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宵越を決め︑改めて各弗に協力
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入れの慈岡を謀馴した︒その第

な結論は期徳できないと見られ

任なので︑出費を嫌わずにDW 再処理の前途に影を投げてお

ンマをどうするか︒

西独としては︑第一工場に

る︒現にこれまでの検鍵から

るQ

ェックをする仕組になってい

就き︑攣﹃第三工場への心尋

規実化せぬとは硬い切れない︒

フランスの政策転換も︑識語
らしい弼⁝連

連邦国家

る︒

以外に追がない︒

Kを麟臥して柴破目を切り開く り︑担弾的な再処理能力不足が
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少騒

ア77

も︑再処理方武に比べて露点は

しかし・ゴルレーベン語麹の

主要炉型にPWR選ぶ

数幾万輝の懲懲が節約されるかどうかが左慮される伏況にある︒原子力発電訴一幕につき︑運筆認削の発給が一臼遅れるごとに︑呼
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原子炉安全解析
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混乱のため︑延べで九十か月以ま

コスト負揖になる︒

避れる岡能性があり︑三＋億避の

ストの約七〇％は︑高価な伏滞燃
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﹁浮露なことに︑これらの遅延コ よる脳葦と公聴会プロセスが︑合

ウオルスキーAIF理影響は︑

ぱならないという︒

闇

所ツイトにあふれる︒DWKは多いが︑技術胸には吋龍との醇
だ︒

工場の能力倍壇︵七衝漣規換︶

伊電力、産業界、原子力委が協定

セ｝｝ユiリリサーチセ2ヨ難
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享は︑消費賓のツケに回さなけれ

るQそして︑これらのコストの大 ストが黙だるま武にどんどんふく

して金部で三十五万卿／臓に達

〜四年︑下魚に六〜七年かかる
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がスムーズにいっても一九九二

翻箏などが趨きれば︑さらに数

〜三年になる︒もし倉民の裁糧
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で︑局働れ開の望みを醸すとす
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2

蓋のDWKであ スでさえ︑躍働申の軽水炉蝿科
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て﹁内列の厳しい状況の中︑閲蕎

の環境への彫欝を︑放射釈の理脇

巴元睡函て︑天美内省篤拓久官︒

受賑した山角館は︑瑠在︑竜海

機翼㌔の中から重出されたQ

同員は毎年一回︑随y︸論の

式はヒ月曜日午後二時かり東承・

省の一致団篭と召耐長い努力が必

への影夢と岡将に毛え︑調造つる

分野の中からすく為た属人の作︑爾

穆メ金二外業円か嫉られる︒賑賑

纂でのり︑それと募に各機関から

へきた﹂とした︒

﹁放用♂・R〜利用の技彿隔発も 難いて肖永一郎理事か門r扇と

のいっそうの協力と立援をお噸い

に身えられるもので︑ムノ回も均鍔

能などを紹介した映画﹁鳳〜炉翻

澱後に肝研の琳肩式騒施設の搬
次に石川性理終が﹁エネルギー

況のうちにその犀老Mした︒

料の機織参墜を﹂映し︑ムは盛

したい﹂と話を縮めくくった︒

エネルギー供繍とな癌．翻入仏右肌

と以．受認レと照して門袖型しない

昂のためには︑凹κの月チ刀開孔

種類・寸法

浬地塁と慌し玲積型G
動賜事鑑団としては︑△︐回のぬ

今回の詞査団は︑九月雪勇日か

る︒

ア︑スイスのほか︑虫欧姦国もい

頃なウラン鉱休の磁認により︑げ

原産︑団員を募集中

くつか防漏する予丸︒参加費は豹

エノソから奥新の手製きか行われ

を派遣する︒

癒ご十五万円てこ↓名智度之聾集

ないかぎり︑動蝉の調歎鉱区とな

円本風子力園自余融は︑九月二

グルノーブル盆マは︑九月二十

んざい竹っている一二レ聞回のボ

いずれにせよ︑げんざい行って

十八日からフランス・グルノーブ

八口から十月二日まで開かれ︑ア

ーリングをさらに虜すめ︑鉱鳳の

いる概査には︑あと︑二︑讐葬の

の﹁アイソトープ︒放射如隠蟹の

ルで開かれる暴慢肱子力械関︸催

フランス︑頭トイツ︑オーストリ

ラン鉱床は通譜︑一平力♂がてい

瓶月を必墨とし︑そのこの精査︑

ら一月四田までを予定しており︑

どの馳職掌で賦存するところが

径斎鴫に町能かどうかを虫払黙る

い問い合わせと♂ノ蒲申し込みは馬

⇒る︒しめ切りは七田ゲハ日︒︑し

る︒

ら︑ところによっては︑五白炉︑

用の現状と困発中の技循の検！が

イソトープ・放射碧技術のコ木利

全体像を細援する予足Qまた︑ウ

酉炉間隔でのボーリングを突施

ゴ㍉ハ莉用に齢する国﹃会議︵臨称

擦関洩鍵︑帆の訪間を諦ねた澗査団

し︑鉱味の澱さ︑品位などなあ毒

フィー．ノビリテで・スタティなと

揖生囲住七午釦勲言葉の禰炉に九

一

ランタの聖画投諏体認猿繋︑仏の

次期に．レリ越づQ

二し︑その残頴八穏一イ門力円亡
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蕉・技術濯まて︒

濁子力発毛堺なとを重重づる蓉

欧州擦子力機檎︑クラフリ可ヌ

旧鶴︒

な為︑動麟聾凱団の孫舅ウラン

㌔ー

投節は︑アメリカ︑カラダ︑弱ン

一御

﹁コ巣放副線プロセス技

霊考えると︑封r瞬始のメドが立 グルノーブル会戦︶偏への参加と

建

ヨ二等ノハのアイソトープ・放搦

らかにしたいとしている9

つには︑七︑八釘先となる︒

一九九〇

たが︑bが国のウラン製図は︑

また︑今回︑西側隊て発見ごれ
た為ヨ鉱床てのラインが︑動鮮鉱

いるものの︑そのこの昆趨しは︑

代夢語敦て稲伽されて そうだ︒

区をはみだしていると便﹂えられる

必ずしも菓近視されていないこ

各国原子力アタ

叙友会郎て︑在団人侵戯の駄．弓力

夜︑測試・心が病ヒルの東海入ゴ

日本鳳予力墾木会乳けfご口

鐵本澱子力発蕊会社は四田︑昭

原爾55年度決算

円の利益を割上

高稼働で12億 ッシェと懇談

冠︒

ているエノソ鉱はの一都も︑鉱臥

禰

ため︑動蝉鉱区と隣接して搾査し

ないものの︑これまでの概査で︑同門業mか付ってきた海列ウラン掛査のなかても︑もっとも為書な鉱床との見力が強まっていると

敗孔で得られたウラン品額は○・三％以上で︑澱批︐㎜旬は二％〇一戦川固看てのボーリングのため︑またその二食ははっきりしてい
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ピア︑ガホン︑マリ︑ギニア︑コ
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とから︑イルガルン地憾での今園

謄記

として斜里できるよう西オースト

ころがら︑こんこの翻査晶果によっては︑わが国のウラン蜜樹磁保に︑賢きく合俘℃ることになるものと期待ごれている︒

＝

ロンビア︑オーストラリアの八か

@

の成果は︑こんこのわが団のウラ

顧＝

ラリア州政筋に串認申︒

瓢

瞳で行っている︒

コ＝冊＝

している︒

貰沖開発には港湾鳩のインフラスに進めていく必蟄かある一と勇詞

尋＝篇＝

ン盗電確保に大きく篶毎譲るもの

押査をすづめてきだが︑このほと︑ボーリング動議てきわめて有望なウランが為顕していることな静認しだと究寵しだ︒ホーリンクト

＝﹁

とみりれ︑関併賓の総目をあひ
一 冊瓢 鮒僧＝ ＝；

錘区は︑毎奪︑更析つることに

コ 嘗＝

品釦のウラン鉱を確認したQこの なっていろが︑エノソは︑三月で

れでれウラン品紅O・ぎ％り⊥︑
卿

見︑f数噴のボーリングから︑そ 最同︑㎜位二％という︑きわめて回

@＝ 需憎篇﹁

リングを開始︑五十五奪まで四山

本のボーリング鈷査老行ったQ五
＝＝謄

トラクテユアや船舶零に臼額の鼓

担当官︑工不ル暁1・爵チ力関患

和五十五年反決算之発露した︒そ

仁三で四盈刀KWRと削難より一 慢心の代訟などぞ一 一に招いて慧

れによ．Oと︑販九虚力黛け九↓バ

同澄親会は毎勾一㎜目か㍍︑ム︐

三・九％の紳d︒亀力罰収入dし 親分を旧いた︒

百九十一に二工血力円て︑為冒

いよう十分往意する必要がある﹂

八穏九千四薗力円で︑削期几十八・

全漁連か欧州調査団

の影響調査

囎鰭瀧鎧羅水産資源へ
趨の円滑化に役立つ芝しなかり
も︸資金力が小さく︑洗想︑販九

いきんのな潮犠縞碍鶴瀬墾淵で雄

も︑石蝋の人麟費用と原子力発急

は六月一⁝十・臼から七月一口まで︑

亀の画で競争力の乏しい民駄系資
﹁﹂期的なエネルギーの女定の

移している﹂としながらも門想界

策の中心にすえている﹂として︑

の拡大を八O残代のエネルギー政 とのへている︒

合資淘に封ずる影曲調蕊体制なと

江益・財諾収入なと五畦b仁ヒ千 回も内舅の坤了力士豊漁欝五二名

だめには︑各閣のエネルギー蟹虚

のエネルギー供揃体制は政禰精勢

を調査つるだめ︑欧州に調豊田を

白辮によると︑一九七ん茸に世

唐ﾌ大隊な伸びとなった︒これ
の変化の心葉を敏感に反映してお

ー安疋供給論叢の努力とともに石

仇遣下葉における原子力施設の承

伊稲難保の蜀力とともに︑石油代

油代勧エネルギーを含めたエネル
また︑ウラン冒閥砲めくる劇際

また︑白茜は︑各国のエネルギ

替エネルギーを合めたエネルギー

り︑OPEC鐙瓦の田辺明さもあ
その戴極的利周の嚢製塩を指摘し

と分析︑世界的レヘルでの石園代

炭︑ウラン︑天外カス竺︑の魚油代

大される曝婆盟を指摘し︑

執1全般の円滑ね繊際的買易か拡 派虚つる︒

和五十パ葺翫通酌白書をとり散と

ン資溝に石淋資本がかみり童翻し

精農については﹁こいきん︑ウラ

﹁石
勧ユ不ルギー開発促進の蕪要質を

弊で側給された一次ぼネルギーは

呵能噴がある﹂と予測︑﹁ウラン

の通再試淋は﹁一九八O卑は︑中 うったえている︒

め元塾した︒そ為によると︑今焦

東威治猜勇の不墨跡甦︑勢藤墜張

石葡換舞で約七千六偉♂り㌔この

替エネル議1資源について攻究保 おり︑今副で二図口︒

の陶工鱈の国際政二輪艶の動拓が

うち︑石催で供給されだのは四九

ており︑今俵︑埋綴肇︑生凪磁と

餌界仔折の温潤輯に野﹂を盤じさ

％︑石︐灰ご九％︑天然カス一九

多目的高温ガ
ス炉開発重視
購贋と映画の会
ロム中子力研究噺は︑十六欝に

題細る講凍と映画の会を︑墓バ・

簸疋供給に向けての対活七飯赫田
せた幻たった﹂と︑但界がいま重

石油⁝に害し石虎∬︑天解ガスO

原研
大た或錬に田面していることに野

％︑田力・原イ力儀三％となって

象た︑代持工不ル執−禽を貢手

一久石油厄翻り凍︑柄ぬ印問題を いる︒

鉢をねらしたあと︑具体陶に孫湘

抱えつつあった世騨翌緕は︑第二

な杁祝に暇曲つることになった扁

・七︑ウラン○・四の麟禽︒しか

次石油危概の災盈により一D園躍 早威嚢で比議すると発滋蟹無賃で

とのへ︑今後の担騨経済鶏橋塾に

輝が利用岡龍となれは︑ウラン利

大手町の経団逮象館で開催した︒

双翼の﹁あすをひらく原子力﹂と

用葺は石櫨資靭の一∵五〜三・三

エネルギー闘題の解決が巌大のカ し︑臼懲は﹁近い将来︑﹄赴贈殖
ギのひとつを撫っていることを強
耀しているQ

た口からやがて親禽厚子力鉱関と

芋力の火が初めて東海討にともっ
融融は︑創立二十五周無という

両角氏にエッセ

乱坐た﹂Il通淳省碍一ぎ臼︑昭 って︑41漁期的には不安かある﹂ ている︒

命般の円滑な国際的煮易の拡大か

解翻56曜蔽経済再建に不可欠

脱石油は世界の課題

ニ

査竃はじめ︑翌五十モ邸からボー

十げハ爾脹は︑四時円を投入してゴ⁝

このほど︑きわめてねソなウラ

ルン地区は︑漉オーストラリア川

颪本のポーリング竃行う∫ 几て︑

ン鉱泳のも在が雪曇されたイルガ

九琢♂炉に位噂する卑蝦な犠洩雌
現誰︑ボーリング実物中︒

の蘭部︑州都パースから典力︑物

稽
かれていろ勤剣鉱区で︑汲側に

その︐帽果︑細別⁝うの蜷妹に分

憐業騨どはじめ︑アメリカのエソ
二つ︑ゑ側に一つ︑コ一づの凸伏

このイルガルン地区には・動姑

ソ︑英噸のプリティノノ﹄・ペト

あることか縄明した︒
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ボーリングしたところ︑地ムより
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民をもち︑ウラン探査を行ってい
三十がていどの︑比較的に拭いと
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ころにウラン鉱床があることを白

る︒
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男秘利絹に為ける協力のための目
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飢て〆ノ少くりし．・感づ︾が︑同
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ら第二次改浸標蕉化麟爵をスダー

﹂の野禽をふまえて今圷隆か ・オフ︒噂ーストラリア︶か中心
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万㌧はフランスに器材およびツー

トックホルムから一二♂層の近郊に

鶯総懸譲炉として建設された︒ス

まで穂白し︑その後︑経済的池

には非常に効果的です。

W︑PWR︶の金出力運転を認可

同義は昨年四月に核燃料装鵜と

︵昨年八月に臨界︶︑緊憩塒対策

低繊力運転の認司を得ていたが

と火災防讃に齢して問題かあると

して︑全出力運較の認可がのびの

パブリック・男iビス・エレク

びになっていだ︒

刷以内に送廠を開始︑三〜嗣か月

トリック＆ガス社によると︑一避

後には営業趣転に入る翼込みだ︒

スイスのモータ

台湾の次期転炉の
コンサルタントに

ベルギーの

ーコロンバス社

︻パリ松本駐笹森

ベルガトム社とスイスのモーター

原子力発俺所︵BWR︑五二八千

KW︶とボルセレ原子力発電所︵

用済み燃料をフランスのラアーグ

PW況︑四ナ四万七千KW︶の使

丁場と英国のウィンズケール丁場

眈は凶月に承認︶o

今後の原了力発憲湧廻設につい

ては︑作城部金︵エネルギー駕襲

評価︶の報儒霞が一九八藁年朱に

提出されるので︑八四年の議雲で

それを鴇議してから授に決められ

最近の脚論論査によると︑新規

る︒

原発に賛成はわすか一五％︑四〇

R

C ビスの代全として二仏うことにな

この二鼠をも麗干すべきだとして

％が現血の二星で十分︑蕊八％が

いる︒

N

全出力運転認可

オゲスタ炉は︑加肱魚水炉で地

あげたもので︑スウェーデン以外

七百万が︵推定︶の経鷲で︑ソ

されている︒

田のため閉鎖︑現蕉︑鱗閉㌫理

設置され︑一九六四隼から七四年

フト︑ハードの区画において各種

日本が参織する︒

に︑スイス︑西ドイツ︑イギリス︑

発電︵狸藻出力一万KW︶の二璽

原子力機闘︵OECD・NE物
A暖
︶脚︵熱出力六万五千KW︶と

もとづき︑経済協力開発機構︒

ルギーテクニーク︒ABの提案に 実施される︒

來撫子力規制委員会︵NRC︶ ると見秋られている︒

ループは現存︑WIPPの聡泌覇
渓を永めて係争中︒

新規原発は84年に審議

NEA後援のも が園際協力プロジェクトに仕立て

オゲスタ炉で
除染試験計画

：再処理協定を承認

離イレムニロ万に

なお︑W工13P甜画に閲して

海距

鑑寮

に︑WIPP記画を進めることを

ット近くのロスメダノスの岩撫腰

て︑ニューメキシコ州カールスパ

潔叢書キシコ姻はこの環境発明濫

ろえることにある︒ついで︑もし

について嬢の鋸鎌を得ていない②

規制の変更が必要になれば︑それ

i

1t

繕力瀬田︑メーカー︑アーキテク

一
髪﹁﹁︸
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ト・エンジニアをメンバーとして

記事

明講を作成していない④WIPP
るQ
童

−

原子が

が不蒲避となり︑一日の

・

なく︑建設中の原子炉の穴編変吏

邦地躍に捉訴したQ
i1﹂

来エネルギー雀

一

﹁r峯

︵DOE︶は︑各

一

邦土地政鐵管理法︑WlPP予算
では不＋分と子張︶にもとづい

になりかねない﹂と

ついての慎重なコスト・ベネフィ
t

をみて︑核譲倉実用炉をめざした

契約者がOHTE

一

P︶に関して︑エネルギー鐵︵D め州との闇に為効な協定を重んで

ー欝は︑学園昨月作成の﹁WjP

今無一丹二十∵目に︑エネルギ

発されるものであるQ

勲としない研究開発腿設として開

分を実証するための︑請認可を必

︵霊に超ウラン廃二物︶の宏傘処

動から発律する︐回レベル廃集物

WIPPは︑原子力績防闘遵活

●雪琴もr阿ず「ブ）w達見

つくられたのが一DCORだ︒ に対して︑①全般的な蟹全闘標に

瀬劇殺りく

立案︑振示を行うのが運脚グルー
ε

開発をさらに篇行ずるかどうか歳

のような昂新的な

いえる︒

下することになろう︒プログラム

核蝕台概念を独自

担︶の濫費で実施され︑その諾果

理委員会によって運富されるしと

は寒貧からの二名の代表による管

に開発するのを

GA芝生盆L兼核融舎消薗酒事支援し奨融してお

逃べた︒

13・キントナーD

式の開始は核融含

オランダ上院

の化学除染法の試験が八四矩謹で

実験室、プラントおよびガラス、金属、プラスチック製品等の放射能汚染は容易に
バックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄

産業界は︑特殊な場台を除い
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これは︑ストゥドピック・エネ

いる︒

無リン酸洗浄液

立をめざすことにしている︒

て︑コア・レードル︑ろ過大気放

な待別の笈金裟礁を擬脇づけない

出洛納容器︑水薫燃焼装鰍のよう

ようN魏Cに要求しているQ
τ罵C社は︑リスク解析︵安全
門標塁準適用の検討・格納谷器の
現象学的シーケンス︑リスク滅少
の萌能性など︶︑原子炉・プラン
トシステム︵水糸の鰍焼管理︑炉
心綴持袋鷹︑代鶴格納容器システ
ム︑機器のサバイバリティなど︶

および窺象解析︵報気過汁︑水
暴の猛成・撚焼︑炉心破片の挙
動︑彬分裂生成物の放出・移動・

隈持など︶の﹃っに大別して八隅
調査を行う討画で︑環伍︑そのた
めの技術コントラクターをさがし
ているところだ︒
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損傷炉心規則作成に対応
米原子力規制憂員会︵RRC︶は
てい櫛が︑原子力配業界はこれに対する庶業界内部の礎備態勢を固めるため

通盆状況を評価する力法が確立さ

るのが︑プ溜グラム・マネ⁝ジV

遜醐搾長︶︒臼協運営をとりしき

日間の歳月と一千万がの経蟄を見込んでいる︒

会の結果にもとづいて︑損傷炉心

ない偏ということだ︒

れるまで︑公聴愈を始めるべきで
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して︑必要なデ；タ・繕報の瞑
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いない③泓凶に十分な環境影響声
OE︶と内務衝︵DO王︶を︑連

第一に︑規鋳の変容が必蟹か盃か

IDしolミ

WIFPは違法？

るよう原子力発霞所の設餅をどの

慧向だ︒

程度にしたらよいか︑を決︷んする

礼﹁テクノロジー・フ蝿ア・エナ

つて颪業界の技術附覧解を用脚し C︶が竃ばれた︒

目︑分斬など集申的な調査を行

損鰹牌心に関する悦刷作放の離

ておくことが依然必要であるとの

ジ：・コーポレーシコン﹂︵二季

原予癖設謝の改数など＋八激購の

判断から︑米国原子力館業会議

隔通告の中で︑NRCは︑解析やい︑損傷炉心問題について︑醒も

界は︑﹁もしこれらの占地か傘胸

関心撫項を粥畢しているが︑潔鼠

1DCOR沼画のU橡は︑まず

的に実施されれば︑既存炉だけで

鉄へkグループ

IDCORの巾で︑一般敵鎌矛
の砥しない②二割︒運駄の変史に

危蟹を籔明している︒

灘業界の茎本的立場は︑﹁原子

t

核融⁝三三ハ嗣一開発へ

GA社とフィ リ ッ プ ス 石 油
一OHTε装置を利用⁝
その剛じ込めの宏定帽は︑ドー

O8核融台エネル

突験襲羅の大きさは︑撒径約二姻

計画全体にとって

れている︒

〒10生象京都中央区：タ艮座7一・13−8策2丸高ビル鶯（03）543−8831

※説明書、見本を送りします。
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；DCORの管理体制

の拠点であ四本療．ψ力研究所によって支擾さ
り︑この装冠は米エネルギー省と

魑駒囎》騒翻案r囎髄w翻驚⑪曲言混一鵬1翻
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米國のジュネラル・アトミック

開発の泳功によって︑投資嶺が少

り︑エドウィン・
者の大洞千 弘 博 士 は ︑ ﹁ O H T E

する独特の外部巻綜によって達旗

を回避することができる偏と︑0 ギー部長は︑﹁O

なくなり︑鐸期にわたる材料試験

社︵GA︶とフィリップス・ペト ナツ型磁場の 辿ピンチ を舗御
ロリアム礼は︑六月凶日︑両報が

筒電流によって簡単に行うことが

され・また︑プラズマの加熱は︑

を容易にとりかえることができる

であり︑計麟によると︑商業炉も

新

たことを発敦した︒

であ

HTEは︑

核融台呉岡研究開発協定に響難し

sE開発の悪撹を強調した︒

しい装躍

麟日本語の通称︒王手

⁝という点で︑他の核融台研究裟

非犠に健筆なこと

エゴのGA柑で返電申のOHり
T︑
Eこのような型

さらに︑OHTEは︑①寸法が 現在カリフォルニア誓うンディ

この協定は︑GA礼が欝欝二月 できるという特徴をもっている︒

から運転を始めだ新しいオーム瀦

きわめて小さい②窪蟄な内部機器
黙トロイダル実験装置︵OHTE

て共岡研究開発を行うことを醤的

堪家的には陶サイズで︑工穿的に

である﹂と述べて

置と非常に累なっている︒

既右の技術の慮用範囲内てあると

Q
社るの
妊しのチャールズ・F・クック博 いう︒OHT13概念は︑GAい

としては慣界最大の核融合研究装

GA紹は︑家た︑糠働中のもの灘〃ダブッレット姐

マの捗融愈反応を磁気的に閉じ込

三園閾の歳月とこ千万㎡︵折Y負 梨にもとづいて考築されたものと

過広二十銀無闇の核融命研究の醸
ナは︑﹁この共陶プログラムは︑

罰している︒

めるのに︑新しい独特の概念を潤

OHTEは︑磁莇温水素プラズ フィリップス社研究開発担漸翻

としている︒

︶を重い
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建設訊画には讐余曲折が予想され

郷新
コ＝＝嘗＝濡胴＝㎜謄開鵠幽

中心に労働蔓導監護官十二名が関

関係葺からの無精馬取︑各種の

与した︒

選録による手故の発生原囲から被
曝状況を調べるため︑現地立入調

に対する男惚蜘接のべ街五人︑会

査二づ回︑購廿艦員と下請労働者

謂郷からの垂簾説明などを行っ
た︒

どんよりとしたつゆ空にチョッ

指藤教授のぽか︑矢腰元暴助敦

交歓会には田水側から前述の各

の森大憲郎・文都餌宰厨科学研究

⁝隙融

ニューフレックス税参加

レ

団員を募集中

の遜転径験︑原子力施設における

衙門誠も開浴され︑原子力発応所

放嚇線防護などの並肉︑詞藏が行

われる︒またスイス︑フランス︑

ドイツの各原子力施設の亮学の

力関係機関も翻問︑闘係者と敷兇

他︑チェコなど東欧諸囚の原子

ューフレックス租︶への参加とヨ

踪原子力説業際木南・狡術禽誠︵ニ

で十月六日から開かれる第六弱国

出品される副藁蕎鰯鯨市︒わが国

もので︑駕篭原子力機器や設幽が

ックス税は︑三年ことに開かれる

バーゼルで開鍵されるニューフレ

十月六闘から九日までスイス︒

補し込みは原題・業狢課まで︒

切りは七月二十田︒問い命わせと

員は二十五私穆農︒巾し込みしめ

十六呂までの十九臼間︒

ーロッパ各麟の厭子力機開を篤学

からも政尉︑民騰ともに出贔が決

日本原子力薩集会議は︑スイス

する視論叢を縮織派遣するため︑

定している︒展示会と軍隣して技

原巖︵AlF︶鋸次大会にも︑視

ンフランシスコで開催される米鰍

なお︑第三では十一月下旬につ

参撫蜜は約胃三十万円︑募集入

このほど圃墨召集を開始した︒派

を交換する︒

遣期聞は︑九月二十八賦から十月

ヨーロッパとは劉なったタイプの

察麟を編成︑派遣する予定︒

蔵書目録増
加分を刊行

環勲査がマークの決定までのいき

ーク淡定について︑亀倉雄策審査

ることによって科学護衛の豊かな

境における物質をコントロールす

四︑極限環境への挑戦一極眼の環

ら科学技術に擾近していく

分﹂を刊行した︒この隈録は︑当

難を対象とした﹁藏欝欝録増加

このほど︑国内外の原子力関係劉

原煙・資糾墾

さつについて説明︒そのあとマー

笑りをもたらそうとする

会議資料籔が︑欝欝五十五緑〜月

これら四つの視蝋を組み込みな

︵昭秘五十三
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1974年以隆最近まで
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ピリ胃窒がのぞいた＋七日夜︑原

授︑井上晃助教授も臨楯した︒

鴨島の出身︑碕溢氏が二二欝長春

おりしも︑蜜藤氏がゆ凶山集省

子力閲係の申麟留学生をまじえた

料理店でなごやかに行われだ︵写

内輪の交歓会が︑集屡新橋の串難

瀬簸には印國の話題がつきなかっ

育ちとの関係もあって︑この爾の

出廊した留学生は︑集大原子力

翼︶︒

所長︑中国大使館から張型傑書記

た︒また︑とび入りで︑中国育ち

る陳明悲氏︵四署︶︑乗工大原子炉工

寝も加わって︑にぎやかさはさら

工学料の安藤艮央研究室に所鵬す

氏︵四巳・同謂木成文研究憲の王偉

学研究所︒高島洋一研究窯の左民

乱暴間における標子力関係者の

にひとしおとなった︒

陳氏は牢函第二機械工弐部︵部

翠氏︵・粛︶の三名Q

に欝瓜厭子力猷条鼠議が行った第

入舞交流は︑昭和五十四奪十一月

十四國臼本アイソトープ会議に中

は田本の街に当る︶北療原子炉工

工学を趣攻︑左氏も岡研究院の田

急に活発化した︒茂氏は五十欝舘

国代表圃が初めて参加してから︑

樫設計研究院の出身で原子力構造

身で再処理︒麗戴物処理工学を唐

から二年聞の予定で留学中︒

六月から︑陳︑王両氏は今年四月

攻︑王氏は岡部西爾原子炉研炎中

工学を專曝している︒

心︵センター︶の出身で源子炉熱

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
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研究を電沐としているのに薄し︑

取水し︑﹁実語試験﹂を行うのが

突際に楠崎刈羽原発から温抽水を

贋的︒昭秘五十七庫度頃をメドに
勲工したい考え︒

宮本氏が当選
富嫡県日向市畏選

ウラン施設に暗雲
旭化成が建設を進めているウラ
ン濃縮研究施設の是非を問う形と

了︶はニナ一画投張︑即呂開票の

なった宮崎羅臼尚市k選︵任期渦

結果︑建設反対を欝欝にして立候

串本氏が舞踊系無所属で施設の

︵躁︶が謹選した︒

補した無所属新入の蟹塞増嬬氏

建設を受け入れた現騰︑甲塾牧氏

ており︑こんごさらに地元蒲勢を

万五千平方緒の出地をぼぼ取得し

冨本贈雄

まで︑空任中央労働衛生尊門窪を

強弩と方法の見隠し

U日当り弓興リロロMり￠MU誉雇日︶り目︶粁V縫U頓UHり軽魏︾雛︶拶VH同︶日0鳥目︾M目︶ロロσ錘︾50日唇M口︾鯵O胃Uh︶尊阿Uり荘VMU口

として﹃つくば鵬﹄を考える﹂と

ジウムを行ない︑その最後の回答

二︑科学技術と蓋術との三葉

三︑人間とは何か1人闘を多醸な

述べ︑人間を中心にした科挙の璽
遜牲を強調した︒

ナーは︑﹁マークの氾蕊する現侯︑

クをデザインした田中一光デザイ

田本原子力産染会議・資料塞は

心際科学技術博覧愈協会︵土光

次に﹁つくば85﹂のシンボルマ 符在としてとらえ︑入間的視座か

敏丈貧K︶は︑一九八万年三月から

がら門つくば鵬翼は﹁人間︒居住・

の団録には︑﹁蔵欝田録﹂︵昭和

お︑これまでに刊行した豪資料整

︵照憩

会議・資料塞京で︒

国難入墾および問い盆せは︑豪

締五十銀年簗月︶がある︒

門資料闘録﹂

隼六月−昭和五十四鋸十二月︶︑

﹁蔵讐階録増舶分﹂

三十五鋸一昭和五十三年五月︶︑

蟹薔四十八冊を収録したもの︒な
人間・居住・環境の三辺を象徴し︑

他に顕のない三角形で︑筑波山と

マのもと︑世界の入々とコミュニ

環脱と科学技術﹂という統一テー

から十二月末濠でに収集した図諮
される﹁科学万博1つくば鵬﹂の基

茨城県の筑波研嘘学頭都布で尉催

中央の輪は人間と科学との調和を

ー誉めざす︑というものである︒

一世紀における科学狡術のセンタ

ケーションをはかりながら︑二十

求た筑波の詑該場には︑パビリオ

し︑﹁色は︑知的でクールなブル

科学の夜明けを承している﹂と

ーとし︑サブカラーには緑や赤も

ンのほか研號学園地区金点︑幡報

用いるしとその制作意図について
述べたQ

・半玉︒輸送会場︑研究者村など
一︑雍洋の科学・思想の再評価ー を作る書画だ︒

この﹁つくば舗一の視点は︑

TEL⑪2928−2−5063

マ：319−11茨城県沸珂郡東海伺

野生硯

水温影響など解明へ
海洋生物環境研究所の昭摺五十六年農恥榮話融がきまった︒それによると今奪展は千集県卿宿墨の中央研究漸内に完成しだ大型聖

壇装磁﹁魚心選好忌避撮展試験装躍︵シvトル・ボックス︶﹂をつかって水温が無類行動にあたえる影響を基礎的に解明する実験
をスタートするほか︑新潟県粕紬市に建設を予短している地域研鐘所についても保蟹林解除の串詔手続きにうつるなどして︑難点的
な温動を行っていく方餌だ︒

る地域研究所の建設準備も雛撫の

狡術に閲する知見を収集しようと

査﹂では九電椙浦発電所で︑動物

刈羽原子力妻壁所に隣接する約︸

するものQ京た︑通澄街からの受 ひとつ︒新潟県柏離愁の豊麗柏騎

プランクトンにおよぼす復水器瀬
る︒

た︒同省では通産鐵とは別の面か

ゴ
リ

ノ

ち

ゆ
エ
セ
も

ボ

教わす︒上の円形は二十一世紀の
翼艮を︑二十三日午後︑発表した︒

本構想とそのシンボルマーク睦写

席上︑同職金の井深大副慶長は
この﹁つくば隔﹂の講本構想につい

て﹁扱術がメインでなく︑人間を
申心にして技術はその手段として

考える︒人閲の生活に揮点をお
き︑技術をどう使っていくかが大

こんなときがlNlSの出番です

話﹁大規模発磁所取放水影響調

置﹂と﹁璽薩温優勾配反応試験数

する﹁水単撮展勾配反応試験蕪

ふ濠えて︑保笈林解除の串錆手続

発語所の旧廃棄物処理難屋におけ

ら︑労働者彼膿の闇題を中心に労

産〉

地域研の建設準備も
このうち︑今鋲一肩に光書した

過にともなう遅発的影懲を︑飼育

P騰馬推薦・民祉支持11を破

魚類選好忌避撮廃試験濫縢は︑温
置漏を製作し︑水温による更喧移

一望六四九

確庵得票数は次のとおり︒
当

〃

妻三﹁≡≡＝＝毒二謄≡≡≡三髄謄巽≡三≡一三潜凹轟三＝⁝養毒一

環境庁からの受託﹁湿捌水藻開

る放射性麗液漏洩などの一連の塾

働安金子生法︑労働安全術生法施

新堀

ったことにより︑こん設の陶施設

捕水生物影難調査を行うために年
きを迄める方斜だ︒

＝≡≡一一一≡：≡需コ＝三曇≡≡随幽需柵三皇三三＝三

周研高所は︑巾央研究所が難礎

芋頭によって解議するQ

＝柵二 ＝ ＝ 幽 ¶ ＝ m ﹁

違反ないが問題多い

一方︑田本海測に予疋されてい

動についても次験に入ることにし

原子力発甲所運闘．漕擾の周辺環

次魏魏にもとづいて整備されるこ

置の第一弾︒欝欝に水温を調整で
境欝欝評働も︑今年農輻業計絢の

ている︒

きる水糟に︑いろいろな魚を放流

福井県大飯源域での﹁難削事後影

鯨画のひとつ︒昭祁五十五琿展で

とになっている一連の大型実験装

って︑各穗 熱 種 の 門 好 き な 灘 屡

し︑その行動を観翻することによ

鱗葉の報葛署務などを求める第二

同省の講本原子力編寵に対する

原電敦賀の事故に結論

労働省

に立地する発電所のモデルとして
労働省は十八日︑福が労働昆準

省令・霞離放射線臨審防出規則上

から︑今無から新たに外開砂浜帯

体は︑ふたつの円形水槽を接執さ
東竃福島第二原子力発懸隔をとり
溺と敦蟹労働が埠監謝薯を中心に

反はなかったーーことを発表し

響総禽調査﹂を一慮終了したこと

せたもので大型魚鱗と小型繊細の

あげ︑周辺海域の﹁運開前﹂の
行ってきた上水原子力発露・敦賀

﹁きらいな温麗漏をあきらかにし

二組で構威︒このふたつの水槽の
海洋調査︑生物調査を実施する︒

講讐調査﹂も今卑展の新規︒これ

故調覆結漿について︑①労働者被

行令などについて︑岡矯故を講嘱

している︒

水温に差をつけ︑この開を移動す

はこれ濠で驚類に懸点がおかれて

鞭は法令で短める三か月に三レム

してきたもの︒

る魚を光勲管で検知して﹁最迦湿

調査は︑四月六欝から六月十二田

ょうとするのがねらい︒数置の本

ヲ
プ

原
今回の二腎機漏は水平移動の
きたために︑新たに海藻類にスポ

以内という限度を越えなかった②

度﹂を掘擬する仕組み︒

みを対象としているが︑今懸樋は
ットをあて︑その温厩反癒・軸塔

陶省では泓律・規則違及はなか
ったものの︑同発惣所の蟹理体制
などにはかなりの間題点があると
し︑十九臼︑現地の福井労働箆準

理論の責任の明確化②設働の改諮

局長から問祉社長に対して︑①衡

③被藤作渠時における測定認録の
適比化④下講労働蕎に対する指導

強化Ilなど六浦国からなる改薄
揃示を行った︒

京た︑間省では︑原子力発電駈
立地局会議︵福鵬︑茨城︑静岡︑

福井︑首根︑愛媛︑佐賀の七労働

喪ド無

（財）原子：力弘済会資料センター

逝ぞ撫野齢一ビス酬傭力弘融がそ㌧
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燦だ︒来島からいろいろなシンポ

検索を行い、英：文抄録付きの：文

が協力し、年問70，000件の女難を磁気テープに収
録しています。継木の担巌機関は懸盤原子加ザ1究

壌

Systemの略称です。60ケ匡！

Information

Nucleal

遜準局︶を開き①監翻揺隷の際に
禰井労働墨画局が臼本原子力発撫
に揺示した改覇璽頒②下謂鷹巣場

に対する驚力鼠社の擶恥一1の工
嶽を徹畷するよう指泳することに

墓本構想とシンボルマーク決まる

麟議、飢メ、SDI（定期検索）

簿・恐∴塁壁ノ

lM＄とは

応瀟灘

IAEA（国際原子力欝欝・ウイーン）が中心とな

大型実験装鍛の二︑三号機に椙当

温排水影響解明に回り組む置生研中央研究所

技術を生かし入間中心に
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地域と共存共栄図る
原子力委の方針ふまえ
洲本アイソト⁝プ協蕪は近くR美廃舞物共同処理紬没の建捷に畝︑遍したい漁鵬た︒さいきんのR1︵ラ︑ノ弓アイソトープ︶は臥︾
利用を中心にいちしるしい坤ひをみせているが︑げんざい︑これに暁簾物処理総力がおいついていっていないのが実憐︒今Mの﹁民ハ

のみ︒つまり︑発生した廃棄物飛
けていた︒

二のため︑揖たにR〜協会にア

陶に付うことになっているにめ︒

V地にあたっては医終倹糞センターとあわせて守地騙るなと﹁地謡との廿仔﹁をはかっていく響ん︒

両処趨馳絞﹂は父消かり辮何されるR1廃数吻を一粥して処理できる簸所馳設を建設して︑こっした輪耐を汀饗しよっとずるもの︒
同協盆では︑
円本アイソトープ協食の昭棚五
げんざい︑晦一の処理機関てあ

る呉同地建をつくり︑局趣の打協

イソトープ猛叫襲物をも門に処理す

十五年農一犀聞のRI呂荷俘数は のつぢ︑η臨監が処理さhたたけ

は︑原研の放射騰純雀隠処押腿謎

保讐されていろ爾募になる︒

凶十三万三千九厨ヒト哲Qこのう で︑のこりはR1協倉の賄蔵所に る緯研の処理能力に閣聰かあるの
ち︑たとえはコウし㍗麟ラ．ノ者アノ

何熱︸と﹁処理磁一のキVノブに して建凝されんものて︑同欧て允
型羨嬉しだ腹嚇改毛更鰐凄気て㌧

田︒昭鞭掘卜酬年に脚ナ乃委員へ二

きほかろつこづるのがム．嗣の蟹

ヒしに皮射瓢廃範初の処澤ご鑑先

は︑あく文で搬〜炉の付薄没繍と

分にもたっしており︑磁沌に涯揮
よって︑げんさい婿帯副に凝押し

毎登くり返されるこうした﹁桑

すると︑国民のうち四入し一入か

ている廃︽吻け二二鉱r本り㌧

セイ議ノトは︑三千㎎日万テスト

放樹甦医占㎜の隙さ芝聴け︵いる

醐杯

になり︑さりに

養殖企業化に全力

しかも︑この﹁溺痘的アンバラン
ス⁝がムァ後もつつくとずhけ︑げ

ことになる︒

こっしたR τ 利 用 の 緑 屑 を 反 映

まもなく

して発弓するR里廃艇吻騒も瑠入 んさい残されているスペースも︑
の一途をたどっており︑貯無臓一

R正当凝吻については﹁虹鱒によ
り処理する﹂との万燈をつちだし

由簾エネルド⊥フノト

8月1日か
ら一派公開
松下興産

孤ゴ争ルギーラソト一嵐・八

本館には︑自訴婆8ル躍起フン
トのメイン展退﹁パノラマふール

・大陽の衡一かある︒一五．四

のこの街では︑ぺ陽エネルギーを

方の消巧に遡りれたミニチュア

ルギーの臓吊目望をめさしだ張未

自然工蓉ルギ；ハウスは︑エネ

ナマスなとか綴介されている︒

訟垂耳厳︵松下F之助細長︑本 はしめ︑夙力︑気力︑地さ︑バイ
社大阪南︶は︑かねてかり稿歌出

ぐおり︑RI協会ては︑これ宅♪
まλて驚く堕田処理糖質の撫し戊に
入りたい上々えた︒

しかし︑げんざいは正式に戴地
点が薄まっておらず︑簗渉巾の霧

へ

雲◎R王協会ては門単なるアイソ 翼白浜町て建設をずすめてきに
トープのコミ処理場レとのもん・々

訟トクルーフか協力︑濁成したも

雌へのひとつの跳桑の鳩として︑
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