
3月20日棚食電柵

趨Il刈羽∬免7職の股●儀全性・耐王安全性の技紫的間t

井野博腐（暮京大筆名暮教捜・食■村井攣）

柏書刈与蘭霹靂　今今鶴　舞群■でeるかどう

か、その■事は亀Rの下（■■・tt■tt）

と♯面の上（サ■・儀寧）に分けておこなわ

れていろ．一貯■★仝牲’隋というのは、敬

炎した∬発にひび納れやゆがみが生じていな

いか、つまり、濃暮症はないかむ■べること

である．これは穐正の上のR旧HHHL一方、

一和声全性■職というのは．これから超

こる冒他ののあ　大大　なな蝿■に■lして、Et■

が暮れないで安全性経てるかどうかをIFb

すらことでわり、蝿面の下と上の1円tが■方

円偽してくる。

運転再開には．き鰐、■帥全性’と一il

ているというようなことを1いつつヽまとま

った書告書は一両lこ出してこない．BWRで

ある1号書で、もりとも柚が高いと予想

され各州射た廿の鵬響か折の蘇兼が

なかなか公濃されないので、何か間■が生じ

ていろ可鴨性があるが、それを鰍■してアサ

■嶋の叩肋をわざしているのだ。

Atは、7号tlに・ついて、その一鮫■書全

憧■が41慮れ、轟いて■綿安全性‘も■

■されたとして、御講■に暮鱈する超nh

tを求めるに蓋っている．

繰れのもゥとも少なかゥた7号t■のt▲だ

けでは相■刈羽11規鈍の全容は分からない．

故■■全性のMll

■暮の暮め方自陣が『遭っている

ます護靂しなければならないのは、7墓わ

る柏l■刈羽J発のうち、もっとも為■に上る
塵ILが小さかったのが8袖と7サ血だとい

うことである．当初1真1■力は、中■沖嶋■
t書の全書を　むたた1こ、繍れの大きさと層

発の嬰式を欝■し、BWE型（蓼■水こ　爪子

伊）で軌の大きかった1欄とA8WR塁

（改良塁竜■■よ墾Ⅰ■手が）で掘れの小さかゥ

た7棚倉析して■1するという珊象示

し、鳳子力史仝・保安鏡もそれ一モ丁果した．

しかし、その覆、★tは7す札の1■■だけ

をどんどん進めた．1tは1号■も船進め

号■のみならす、蜘された舶スペク

トルから考えて、綿九の影■がもっとも大き

いと考えられる3朝■や4号■の■童を軸

におこなう必fがある．脚数Ⅲとす

るのでなく、闊tも楓■に入れた客■的な鞘
雫的・技術的■童を寸■べきだというのが，髄

たちr柏■刈羽・科学者の台JlUの当初から
の室井である．

融■点書はl手とんg目横檎暮だ

7号t■のすべての1相について、▲蒼

t力は欄を▲九、1大な損傷はなかったと

している．しかし、農牧のほとんどはロ観点

故であさ．蝿■で大鳥く■さぶられ、ひび讐l

九が生じた鵬のある餅駄超曹渡捜■



などの州鵬暮で■仝瞳洞化する必■が　　に点繍すらだけで済ませていろのだ。

▲亡．

例え札檜軌ホ職■ポンプモータケ一㌢　ヰ書広義繍薪でぎりぎりなのに．ひび■れ

ングである。これ虻、J子炉内の柚を★　●tに必書な血書濃純量★旛していない

■させるポンプと覆れしているせれもので、　　▲tがr点はJと並んでMt全権相の

九千か圧力野鶴の下鴨のtに書桝がぶら下が　柱としているのかr錦応答晰Jである．

ったような欝で腑10欄■されている．81　これ鵬と尊書触蔓■モデルにtさ換え
は．tt暮色暮旭の′くリーポイント関野九か　て、中慮沖嶋tの井の蝋を入力し、その

ら疑ったものである．■鞘の鋤OTm．　慮暮（書経の発生応力の大きさ）蕾■べる

よさ的18m、その上わにも如余りでDh　　ものである。モの鰭tは、スナッパC縛蠣

紺の■長いtが付いていてIE力棚に槻　遣●）を除いて、p珊AS配点え

されている．開蕪lEtをなくす讐わり1こ　　た！■■はなかぅたが．ぎりぎりの発生応力に

取りつけられたABm綽材の勝である。　　なったものがいくつかあった。塵に遽′くた打

払■によゥて王さ書トンに濃するさ利が＃・　■t■ポンプモータケーシングもその1つで、

■に蟻さぶられる上うなものである．圧力蓉　墓事tlm肌に灯し魚生応力10も肋と

さとl■合している付け柵に大きな圧書応力　食わもれた（阻1に下人されている書t●軋）．

がかかるので、釦を紀す作れがある．慮層　なお、■■l昭電－Fに印しておこなわれ
というの柱、EIlセ受けた」蠣捌くllえlf円　　ているので、そのII■基軸ⅡASは国中E

J）が、隻けた力に■■な方向へ■り出し、　人の賊力＄ytよりも■いtである．
変形してしまう舞tで、大冊な欝■モー　　　セのほか、厳正】生水ノズル・やカ相川別離女轟

L‾で◆さ、　　　　　　　　　　　　　　　　　　t▼　■●■■tW■■●　■■●■■

上t巳書き書にある伽では、慮痍方法とし　が比畦的裕よが小さいと■■され、珊

て、柵■ポンプモータケーシングはr職　量などに上る遇加点機の鮒とされたのであ

■近傍までの鮒について11鶴爾経線脚■　　る．しかし、これらに・ついて、ひび…

も稟▲可tである軋静に脚力の∬■が　出に必■なぶ警榊雷をまともに責暮した■
大鳥いと考えられるケーシング付けな月辺の　書はない短】．

撫傷が不trtであることから、Vrlファイバ　　　さて、舶靡折において■えではなら

－スコープに上る日視点撫）と蓼癒したJ　と　　ない美事■Ⅱ▲良というのは、脾を蠣辞す

あら．また、rケーシング10台ともt■応馨　　る食■相打が1瞳女形を起こしてゆがんでは

■折の触集が闘一であることから、雰E気■　ならないという　外の応力tである．閥が

暮、諷●僧稟性疇セ■▲し、代濃2せせ畑　虹色憂持せ艦こせば、それは郡への一里翳

とし、ケーシング全■のVrを細したJと　　である。岬に、慶　のの上　な変形モードには

ある．これが点榛の榊塾●静る．こういう　　柱繭が必事だ．鵬蓉紺は、コンビ一一

もっとも大事で加なt所と、渦は■べる　　ター細ったモゲル計算だから、その柵慶に

ものの外から眺めて、10台中2台は少し丁事　は腱がある．靂生応力錐がこの墓相に近



けれ吼本当に已性嚢鯵を妃こしていないか　　とうか、実物を点線することが戒められる．

原子炉冷却材再循環ポンプモータケーシンク

tをR■Fでは2－4Ⅷ下のmt形は汝出で

きない

廿性交ガを畿出■ra方法として礫吉相を

蜘することを丁子力貴会・保畑が求め．
鮒t力柁曹ねことで絨した．その折黒．

tさの嚢化（上昇）抑与れれな）から、虚

脚髄こしていない、よヮて7号機のR
t・穐蓼は靡全性が鎧たれているとk■Ll8L

慮安嵐もその榊を洩した【仏

レかし、その牡臣事のモ辻を新慎膿桟橋憂

■会のrlR■・削1金Jが追及し、▲

tと慮受託は、2％ないし4％以下の1畦上形

は礪さ故■では払出できないことを肋ざる

を得ず、一たんFの委1台で累月された月笥

暮色訂正するに支ったld．モうすさと．暮性
女形の七日である02％のひすみと2－4％の

和のひずみ払暁出で舌す、鞍性象形したのか

しなか7たのかが分からないグレーゾ一・ンが

1■さてし史う．つまり、鳥肌できない穴

カlできてしまゥて、7号1の■全色11■覆怜

比は湘できないIさ集になった．にもかかわ

らす、F7号1の■全憶測吉池という

お■だけは変わらないのだ！儲女鏡のこの
訂正t告■払】の爛杜．なんとr用封のヨ正

化Jであるl舞■任止まりないではないか．

耐1安全性の闘E

繁正された王渾i■■屯は■切か

以上、翻して書た問tは、鮫を受けた

7号■E r組がなかったかとうか、と

いう－厭鵬全性－の軸についてである．

これから■く　Ⅶ安全性一軋次ヒ大き

な嬢が来たときに■発は倉皇を保てるかど
うかの粕である．これについては、オ定き

れる肋である▲軸■飴の大きさの策定

がtも暮書であり、★tがもこなった1．餌

ガルというの闇小■缶で肋いかという簸



帽が出されている。その中身は、有事きんの

ご榊で瑚されよう．

安全を暮視■rるならば、石小や鮎がモの

書生を主■している佐渡制止■断■を相集

としたM76の絶千金想定しての畑にも

とづ会，1tltF■安全性をIIM‘べきでは

なかろうか．Pの憂1台も爪の技術書■会も、

撫足された▲中仙を槍射し遭すべきであ
る．

11■・鵬の発生応力が大きい

この1小職ではないかと上われ古土tl

定の▲槻仙女≠事として僻の”腑

食性’隋が真土されたが、それですら危な

い状tにあることを和したい．

〟l；丞した欄書ポンプモータケ一・シンクと

7　のの榔＆想定すれlf、籍隻応力城】■限

外■瞥儀に鎗えるであろう。

正の萎▲金では、町■なしとしてあっさり

と■lめてしまったが、その細、計算の繹Il

はこっくり■射せねは安心で書ない。細■

のrR■・齢∫小委▲会」では、7号★に印

し、一■食性絆OI■の■■dl－j■り済んだとこ

ろ（その1程でたくさんのM■が明らかにな

った）で㌧1醐腋と全瞳■の■■はやつと飴ま

ったばかりである．このようなきIlで7書■

の安全性霹■はできるわけがなく、泉田知事

が書の濃紺蓼▲合■小壷1金での十分な事■

セ持って判rするという以上、賽鴫点での￥

振方■につながる1卦伽的■など欄欄＝されるも

のではない．輌■井民ならびに■知事・相特

利か叩聞b引用沌■けものである．

供にあけるのが分かりやすいだろう．1買t

つ♪－kJ」日日，■■t■■よFに■中　　日Lr■●■■■●▲■●■■t■■■・

する稟生応力は1鮎肋である。これ嵐　　鵬：伯鮎■，叫】1†出○血

繍逢した■祀（ⅡA釦1盟脚■をはるか　凹叫カ、■■月RT筆力椰丁

にゴ■－‘パーしている．つまり、薫tが糟宜し　　■▲につし、て．■■20攣りト目白．

たt大書tの欄が煮た書合、和書ポンプ一書　　♭】m九

・一タケーシングは、榔七超えて鮎モ　　舶

一声■事に人らという椚黒である．’i■　　●（■■レイ
安全性■肝奮1こおいては、そのような万一・の　　19日．

場合に臥量脚を檻こしても緋にに　らら　　叫■千力む

なければよいという考えで、エ嘲■ⅣAS T千力州

がR定されている．積∬ポンプモータケ・一　　■■血中■■

：tも▲■■■l＝ll事績●

TtEl●10月18．

シンタについてのそのtは騨17岬■であり、　岨■干力℡▲　帆r▼書■力●1■微＿れ■カ

かろうじて絶応力はそれ以下に収まぅてい　　■■千力棚7州側にtu■

る．しかし、その声はわすか1ヱml巾跳）　　棚缶について（▲）、■■t▲t■■サブYq（■

である．これはなんとも≠Iヽ■字である　　　　17恥■■8．■▲血■‖l組B．

．発生応力の什算や▲サ暮の決めカには不糧　M▲暮t力、叫■Ⅵ丁子力椰7■■r州■

憂さ（欄があるからだ．　　　　　　　　　手職ヒ1丁も撤●量紳Jの抑■うl

さらに、佐酬■を縦としたM　　■棚1、■▲別事川柑
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最 終 間 氷

期以 降 の 活断 層 につい て
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場十
主＿選 抜

西山丘駿と櫓ヰ平野境界わにおけるポーリング躍如地点
（兼洪砂丘正体研究グループ）と井貫t力（株）によるボーリング

■■■由．


