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原発 万KW着手へ
Nの石油依存率は31％に

將墜ハ塁吉・榮査電源開発謬藁薦き・贈五七ハ隼躊源開発欝欝を棄した・それによるき・麓

これを年度別投備運開計幽でみ

％にたつする見込みQ

一二％から六十三薙度宋には一六

原子力のシエアは五十五無度末の

Wとなり︑八年間に倉計千五面八

＋六刀KWが逓開する予定となっ

濠た︑原子力の今鉱展決定縦補

ているQ

としては九州電力の玄海⁝嵩︑四軽

﹁共灘・泊﹂さらに前進

雄擁礪渤漁業振興で合意
災棚・泊原子力発躍所計画に取
り糧んでいる北海道電力は六月二

糧命長︑蓉轟ハ十六磁︶に頑業振興

十六臼︑地元の謹漁協︵田中容夫

資金として慮額七億八千万円を支

同鵡力では十八鷺にも泊付瀕協

払うことで畠慈にたっした︒

M協を含わせた灘業嚢繍は三十

万円とすることで臼凝しており︑

との閥で勲壌補凝金を⁝一下億麗千

︵搭面＋八万KW︶︑北揖池糧力
の共選・泊一︑二鴇︵岱五卜七万

述へ︑中川長霧も協力を舶東しん

まだ岡氏は︑心ができることに

ことを胴らかにしだ︒

よる魚溢の変化などを科学醐に調

︑

呆振興慮識のあり万について盤渉

また︑ヘノ閥の交渉では泊村激増

に入っていたもの︒

と同様に①原ぞ炉の蟹全性確課②

乃一騰騨等による影響があった場

風認等による不測の事態の防撫③

禽の補籔ilなどを内麿とする覚

今回・泊村漁協につづいて蓋漁

欝きも紬粘されたQ

とから北海滋霞力では近く神憩

協との瀕業補償交渉も決篇したこ

内︑場内爾漁協と交渉に入るテ冗

﹁絶雄反対漏の態腱をくずしてお

だが︑このうち襟内憩協は依然

共摺︒泊原発一︑二弩機は︑い

らず︑大きなヤマになりそう︒

は画二十八紛︑打座影響区域は九

点Q発日所蔚薦の漁妻権消滅区域 ずれもPWR型で出力は五十七万

兇をふまえて︑今図︑硬鍵を離提と

あと︑その添人が︑地域注罠の慧

する調戯受け入れを押えに寮だこ

とについては︑﹁繊無畷一とした︒

今園の正式國婿により︑むつ乱

い展望が開けてくることになった

騰慮闇題は将火へ向け一つの明る

が︑むつの佐世保庵鳩港期隈は闘

近に迫っており︑今後燃蔽改丁工

噴の鶯良闇題に焦点が嬢ることに

▽関根浜島基数筆写数は鑓落

なったQ

の遡瀾を予冠している︒

九月︑二腎機は昭稲六十五奪二月

資源モネルギー

撚薄恥．

古寮霧次官の鋼繊と︑これにとも

通患雀は二十六田臼で矢野慶比

庁長官に小松氏

六十二入Qコンブ︑ワカメ︑イ

カ︑マスなどが著れ︑水上げ醐は

﹁調竃受け入れ﹂を臓えた︵写 など︑国や衛の援勧が必要だ﹂と

致命的であること︑そして石蕪代

ネルギ！確保が国冤の疑金選嫌上

越後に同氏は︑自分の立場をふ

闇黒の遜やかな解決を夕露︑さら

に則り︑索灘再処理︑第二再処理

五月の田米共嗣爾明十三︑十四項

弊政鰐活動委羅撫を訪糾し︑伽羅

松困魏魏礎産業燭疑を発令した︒

源エネルギー欝欝官の後任に︑小

繍帳塵叢論鍾を︑窪た森山信蓋資

通騰凝議質の総懸に栗原昭平襯械

これにより︑央野氏の後難には藤

なう一纏の幹部入溝を発長した︒

協轟では︑田楽双方のエネルギ

で︑きわめて墜慮な懸昆壱換を行

ある立場の人々が一隅人の日賦

約五寸三千万円︵権竃︶︒

九千KW︒毒機は昭聖ハ＋三無

泊原子力発惣所立地に俸う三業補

これらの区域が関係してくるの

十鈴となっている︒

償交渉は︑残された神恵内︑碍内
両激協との変渉へ向け︑さらに急

り返り﹇十数矩前︑むつ覆議食の

は泊村漁協のみだが︑盃漁協も隣

娠節する見懸しとなった︒

れる漁場に対しては︑沖覆い漁業

副議長︵昭租四十二琿十月〜四十

接しているため︑二十五購から漁

長は︑﹁わずかながら混成齎が多

の振興などの対策の必踏舞を訴え

気短︒泊原発サイトは北海道古

︵﹁むつ﹂外題紺策協議禽金疑︶

かったため︵周織に︶蟹成する

六蕪十月︶の時も︑﹃むつ﹄二黒

堪郡泊村の約習五十巧平方滑の地

瓢十臼︑科学捜術げ

た︒

鼠談後︑66爵会葬した西口組禽 査することを求める︸方︑狭めら

八鯨三千万円︒これにより共縦・

高︵八十ご万71千KW︶︑親旧力

九千KW︶︑東北竃力の擬筏︒小

KW︑六＋三年度三葭四＋九万K

八二KW︑六＋年腱七貞手二万原子力は次園以降に晃送られた︒
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＋一万KWに憎加︒金詰に占める ると五十六無道五十七一73KW︑五
黒磯されたのは火力四地点水力四

しかし︑今闘の電請審で蔚手が

が上がっている︒

電力の伊方三号︵八十九万KW︶

は水力百75KW︑火力載酌万KW︑順子力芳撒万KW禽蹴下薗万KWの新規霞源に着撃する計画︒これによって︑七絶艇の昭租六の
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三適度朱の黒蓋設備二軸蓄三十〜万KWに占める石柏依仔率は三一％となり︑大きく脱街油が進展することになる兇込み︒家た︑

が新規着手として期待されるとし

原子力は三下薦滋十七万KWとなり︑シエアはてハ％にたつする副画となっている︒
画期圏標によると︑謙ず電力蒲

怩jW︒
ュールどおり辻成していくために

これに潔し︑串川擬冨は﹁ご脇
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月鮎掛一薫に云いだ﹁む2問題

冑森県むつ衛の関根浜漁協は六

ﾊむつ新定係港問題で

調査受け入れを国答

KWの休雛比を亮込んで約七千蕊

舗は︑老朽火力など約二爵七十万

この鞍果︑計画期間中の増加設

硬予測の基礎となるGNP蕉箪均ているQ
伸び率は照臨五十六隼壌〜昭和六
へ
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％︶になると見込んでいる︒八廻

十停KWR︵蕉平均鶴び率五・七 謂面は︑こうした囲標をスケジ
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ての調査受け入れを決議したが︑
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った︒
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団浬副盆長︶︑瓢好庶子︵経団漣

充エネルギー借表寅︑プレジンス
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キ3剛大統領袖佐冨をはじめ︑園

初の日米紅誘協議会開く

IS︶のアブシVイア会鐸が︑そ
の折︑田塞のエネルギー関嬢各界

こと︑現在の石塊余剰は一隠陶な

には︑日本側メンバーの争脚瀦

の擶璽畜と協識︑での諮果︑臼米

現穣であり︑薩油地域の敢総不蜜

て﹄塑性を凹優する方陶の鼠子力
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双方が︑エネルギー問題に闘する

がなくとも確実に石油欝脇の逼

佑︑扇落民輔薗識澱が︑ザブ篇ツ

門オタワ・サミットの前に︑レー 磐颯があった︒

ンネルを強化︑拡擁してゆく必要

キー下院外交後貸長︵蔑霊党︶︑

麗代理︶

窮理罫︶︑畜望洋．＋︵原産念麟室

国際舷策を発題するだろう﹂との

コーエン上院躍寮叢綴巌∴灘酒小

感触を得た模繊︒

婁縫疑︵共瓢党︶︑および切ス上

た︒

藻た︑緊急隠の石瀬融懸纏醗︑

迫は予測されることなどを碓認し
されていだ︒その第一歩として︑

アメリカの蒋炭輸出の促遣笛に蘭
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原子力に貢献する徳田の真空機器

詳細については営業部にカタログを御請求：下灘い。，

聞

動燃とDOEが合意

糊のテストを六薙閣の滋で行
運転巾に経験する可能牲のある

う︒

魁糾嶺動試験では︑幽力の急激な
変動遜転を行うなどして︑郷脳の

軽微な故障は14件
原電総点検結果を発表

で︑同じような横僚があり︑直垂

ナの汚染水があふれ︑約二藍取力

酵の床を水びたしにしたことが明
らかとなった︒

への撮侮准怠ることになった﹂と

これらの総点検認果をふ求え︑

述へている︒

部に新たに保宏懸理掲当箇所を設

ることにしており①書店発電騰理

誘水腺子力発電では改両死蝋をと

け︑発鍛所の探安雛理チェック機

保安蟹轡侭制については︑歌賀

蹴などの内容に改滋すべき点があ

している︒

発亀所では石焼︑所難および斯順

円本櫨子力轡型会抄は六月二十済みのものを除いて︑なかったと
五凹︑岡礼の保安魅理体具ならび

挙動や破揃にいたる余裕獲をあき

はその騒騒の目引性に鐡み︑発露

能を強化する②原子炉露任技術省

らがにするとともに︑破損燃料の

り︑﹁その運用翻でも︑趣協の徹

に発電所設備の総点検紬果をまと

しかしながら︑五十ご難三月三

語聾試験では︑被羅魁が破損し︑

所の技術系次長をあてる③一般排

臨を欠く面があったことが判明

し︑これが今幽の一連の姦蒙の発

も報凝するよ

軽微な故陳

う求めた遡艦大難通達に照し明せ

四月二十万臓︑同社に出した総魚

め︑発表した︒これは︑通産雀が藏の

を行う一1など多くの改鵡嶽をあ

通藤大齢通解にもとつく軒微な

省澁源エネルギー庁は︑日本原子

水諮の掛ロて釧水申の放尉罷魅視

故障などの牲内外への連絡報乞で

力発徽に対して特別保蜜温査を行

る︒

あったとし75えられる饗蒙がいくつ

は︑﹁勇塑牲について懲矧者を含

婁につながった﹂と判断してい

Rに起鷺たフィルタースラッジ貯

かあった﹂ことを認め︑その数は

め闘係賓の認講に不避があったた

勘粟すると︑報識しておくべきで

歳タンク室のオーバーフロー以外

臼副十四件にのぼろ︒

調査結凱によると︑今年三月八

たとき︑﹁これまでの癖例などを

の挙動︑破損検出系の配給プラン

転への影響を解㎎する︒

星︑燃料集業主の製作蜜などの実

僚から覧て︑外部への影響はなか

は︑環麗モニタリングの定期灘驚

二響

ニロ賞一
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門罷＝

三；
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垂ヨ

ニ

琴
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旧扁一一算

藷一㎜髄一

謄需一一一一

三一一冒

三一一一

野三線

一一一一一欝

二一零

R一装備機器の

長篇瞥

旧一一一一﹁一

三皿＝﹁

一一一一篇謄

一一﹇一碑八

なお︑報仏需を受け取った逓産

∴黶u

茎

放射線陳霞防止法が昨卑改雛さ

交付した︒

技庁から放射線取扱虫任者試験の

れ︑岡センターでは︑すでに︑科

放射線安全技徳センター

センターでは︑①放射件同庶晃素

などの遜搬方法の確認︵運輸省︶

代行指足を受けている︒さらに岡

放射性同位元累準備機器の機構確

を対曲とする講習︵科学庁︶ーー

②放甘撚取扱霊任書試験の盆格薔

科学技術庁は六月二十蟹田︑放

する旛設検蒼および驚期運筆③放

く受ける苧定︒

扁＝一一＝一＝窩

鮒性隅位元素などの運搬確認li などの指定代行機開の指定をちか

謙︵型武承認︶②放甥線樋設に対

導線安金技術センターに対して①

型式承認を代行

げている︒

験つる上で実浮上︑必嬰となる

くことにしているQ

い︑改茜措麗の笑漁を確誠してい
にオーバーフロー旗象があったフ

さらに︑この大臣逓進の前の五

費用については︑田×双力で負担

め︑関係課長らの協謎不十分︑蕨

も︑泓焼に羨める三か月三レム︑

長への三孝遅延︑さらには本撫へ

水側の負担盆は二欝六丁万円︑六

寒︒正式調即は︑ちかく行われる︒

隠一一春

年猷画のEBRi∬は二十九露
記憶五レムを超えた被囎は︑報価イルタースラッジ貯職タンク籔
嗣

を念む海洋黒眼の利罵をいちだんが予想される煽命には︑地域漁業

的に対処していくには︑沿罎海域鎚本﹂としながらも︑﹁交渉雌競

大に伴う空開恥要の贈大鴬に穂極の講艶では斯公理聞の平炉疎通が

F8R燃料開発のソフトからハ後予想される人翼翼と縫済規換拡強調したあと︑鍛体的に 漁業と
ードをふくめた今幽の基添鮒倉恵
の放竹によって︑特漉の高途嫡殖
炉魁料集無体と翼翼被漫雛の照射

薫万ゾ輸入できるとずれば︑塞研

きるシステムを確立すべきだ﹂と

の報缶の欠如によって︑監甥冒︑斥

する︒鷹琿溺幽のFFTFでの冠つた︒象た︑被曝管琿状況について牽年九月ニイ八田には︑今年斎月

いずれも︑銀紙蟹は来国側で負

検命令などを導けたもの︒

それでも継就照射しだ場含の螺料

トの海染の展倉など︑プラント運

FFTFとE露盈で
醗力炉・杉郷料開究塩熱闘︵融川正男蝿議長︶は六月ゑ十田︑×国エネルギー伐︵DO冠︶との間で︑勧書辞袖炉用螺法難潜開発

試鹸炉︶とアイダホ州にある廻BRI聾︵繕殖実験炉︶を使い︑臼米共周で燃料集愈体や蝉料彼概蟹の照射誠験︑運転過激貼の鰍劉

試験を︑臼米曳岡で行うことでぶ本的に台惣したと発喪した︒舞体的には︑ワシントン州リッチランドにあるFFTF︵悪趣贈殖炉

長い通転経験︵照秘三十八奪臨

るもの︒

挙勤譲験︑破旗燃料の運転誠験など嶺行おうというもの︒口速増殖炉をめぐる日来協力は︑今團の共伺研究の三雲によって︑これ談
での惰暇交換のワクから一歩蹴みだし︑水絡的な輝料材料開発にとりくむことになった︒

試験では︑冊火双力で製作した被

究により回収できるニオブの懸は

の考えをうちだしている︒

に閲する掴定代行機開の世理欝を

本 役 予104東京都中央区銀座5−5−12（文芸春秋溺館）警03（571）6059（代）
分 室 干104東京都中：央区銀座6−3−16（泰明ビル）
禽03（572）5475（代）
福島地区事務所：福島営業所。福島第二営業所
茨城地区事務断：東海営業駈・大洗営業所。原潜出張所

ってから︑臼派双力から︑これ求 姓能を調へる︒また︑欝欝微艦齢
での協力範齪から一歩踏み込み︑

と推巡する都響がある﹂との基本の突感を摺署している糠蝦が︑嶺

停にあたることが蟹ましい﹂との

初から中立公正な立地で斡続．澗
門環行の沿岸開発行政に整禽性を

的考えをあきらかにしながらも︑

また︑﹁漁業補張のあり方篇に

欠く細が多いのは衆園の一致する考え方をうちだしている︒
ところであろう﹂とし︑﹁予備開

蓋詮︵仮称︶にもとづいて沿つね曳も颪義懸職場

中圏内懸古地区で藍撮するニオ

三千二百曲となり︑わが国で消蟄

原発調査機関の

二部電力が昭租四十六茸十月に原

品＝＝扁讐＝＝一＝＝＝障＝＝冒＝篇鴛一＝＝＝＝一＝＝階＝＝一﹇一＝羅＝一聯︸＝＝一嵩＝

致で不採択にした︒

原子力施設除染のパイオニア

動燃裏榮鴎と来国エネルギー省
との閥には︑昭稲騰十照年三月四
卿費慶︑同︷の照射装濾に入れて

界︶をもつ熱出力六万二千管蕾K 野瞥はもとより︑鰹済姓︑佑頼性あ

射実験を行ったらどうかという討

双力共同で米凶の施設を使って照

W︑露気繊力秀KWの実験炉E
る蝿料の開発がいっそう促進され

臼に調田された日米蒜速増殖炉協

BR〜賢では︑燃料挙鋤︑破損琳 るものと闘係蕎は期待している︒

力協定がある︒炉物理︑蜜全性︑

ープ特牲をあきらかにしょうとす

総総を行い︑照尉下での内灘クリ

爾が浮圭・レーガン政櫓の登場と

ともに︑一事にその昂画が具鉱

機器︑燃料樗料︑高還炉の料紙縦
験などの発野で︑極報受換や技術
化︑今阿の合なにたっしたものQ

開発と漁業の共存を

FFTF︵抽拍力四十万KW︑

ブなど特殊元素を含む複雑鉄鉱石

するニオブの醗を十分にまかなう

設置請願を不採択

大阪薯務所：敦賀営業所・島根出張所・四国出張所・九州出張勝

嵩の派遺を行ってきたQ

この±三間のあいだ︑わが国

岸域の総禽利用頷踊を鐵定して謙業︑許町漁梁を闇わず実擬補償を
療劉とすべきであると考える﹂と

のべたあと﹁工事中の地質汚濁や

認剛手記きの盆理化︑鯖譲化をは

発惚の温排水による被鐵など︑当
初損失頷の予想し難いものについ

開催を機に︑金属材料技衛研究所

は︑一般鉄鉱石に比較して製鋼工

ことができるだけでなく︑良質の

嗣の凍発拾論決識を行っており︑

発立地嚇し入れを行って以来︑三

所など地元八団体が戯事九月に市

この請願・陳稿は陶市商工会蔵
ずき︑エオブなどの特殊元素を副

の方向が確認される形となった︒

今回の請融不整蝦により四たびこ
輔出も考えられる︒

手帳発効機関N−0627A〜○・湿〜H・」。K

の．商漣壇殖炉︵FBR︶技爾も飛既勾二月臨界︶では︑三か年荊麹

経団連沿岸開発の推進で提言

かるべきだ﹂と提塾している︒

さらに・門沿岸域の望都的利用

また︑嶽冤灘は﹁沿岸域の総倉

も必要だろう﹂とのべている︒

と北越鋼鉄学院との間で︑﹁ニオ

程が複雑となるため︑経済的理宙

鉄綱が得られる︒

崎理事畏に指定書を手わたす赤羽原子力安全弥蔵（左）

なっていたもの︒熊野森拝金では
ため利用していない︒

（広島分室）

で燧料集合体と麩科被糧転の照虜

今後の対鐵のありカをあきらかに

麗な捜術を有するわが図の金羅材

てるとともに︑予想し謡い三密の
宇笛︑海洋︑原子力などの開発

料技術研究勝とが︑三隼謝画で綿

発生に備えた璽金の設冠等の措蹟
に︑なくてはならない材料として

密な賭けいをとり研究開発するこ

前捉だ﹂と強調︑﹁関係欝庁は地
方自治体の協力を鴛て︑海洋の量

ブ等を盆む鉄鋼の精錬狡術に関す

から製鉄原料としては未利用のま

礎調査を充実するとともに︑その

る研究﹂の実施敗りきめを締結し

ま放濫されている︒まだ︑製錬技

三面隈熊野布議会

驚懲

議会に提呵して以来︑継紅撫議と

三鐙県上野帯議会は二十七日︑

謄一

るよう求めだ講願・陳惜を金ゐ至

濠た将来は︑本来究成果にもと

い柳、

三・置％︑中国産O︒一六％︶の 産する新製鉄プロセスのプラント 周市高金に原発調査機関を設熈す

業務管理部：浜岡撃務駈
作業環境灘定機関 13−40（第1〜5号の作業揚）

躍的に発展し︑五十二年四月には

経済剛体連騰会は二十三田︑

済発展をはかるには難癖域の宥効

允のために必須の実験︒山脚で

ては勲三巴恵の下に実損発生段階

推進の成署は︑換集と他藤業との

﹁開発と漁業の協調﹂の爺要性を

共行策いかんにかかっている扁と

したもの︒

それによると︑訓ず﹁四画を海

﹁わが圃沿崇開発の追め方に閃す 利用を一層蝦進していく必要があ

に囲まれた国土の狭いわが閣が今

さらに︑二二金の使い方につい

指摘している︒

で補籔がなされるべきだろう﹂と
と懸巣との織付偏に蕉癌をあて︑

4ーンー

るとの基本濾識を踏まえて﹁開発

は︑特別に設謡した轡料集川間を

っし︑これ藤で各種の鍛亜な技 将 来 の F B R 翔 燃 料 の 設 訊 手 滋 開

FBR実験贈﹁粘陽﹂が臨界にた凱験を竹うQ燃料集一体誤験は︑

術︑運転経験誉積んできたQ
このような︑日本側の技術のゐ

た︒今後わが国が調租のとれた繕

る惣胤﹂をとりまとめ︑発耀し
FFTFに装何して照瞬し︑その

4

そこで今圃︑製鉱立国を欝指す

一4多グ！ーシ7！
下での強引向上の欝的で︑石油・

申飼と︑購読溶解織元技術など筒

24ク⁝一妻タ

つく錦一回呂中撫牛技術協力委二

天然ガスのパイプラインのほか︑

ては﹁一部を地域の漁港拡興にあ
会が六月二士二︑二十四臼の両
家︑北清濁で聞催された︒

科学技術げから宮木二郎抜興局

利用が振大している︒

このような中で︑世界における

規在︑わが国での粗鋼生淳騒は

量︑荒木透金鵬赫糾技術研究所長
らが思愛したほか︑点景雀庁から

ニオブ翫源の九四％がブラジルに

約一億漣であり︑約一侮六千万沖

調査と闘連惰報の収集整備は沿崇
も握嶺暫が重態︒委環ムムでは︑両

埋蔽されており︑独占化が署し

の鉱鉱石を輸入しているが︑申国

とになったもの︒

国の麟学技術政策︑協力の競状︑

く︑わが国では一〇〇％を輸入に

産のニオブを愈む鉄鉱石を年間二

域の四竃刊照を撮進ずるだめの大
協力計画などで憩見受脅した︒

たよっている︒

た︒羅積したのは︑荒木透金材研

術も未確立であり︑エオプ原料と

また︑二十籔田には同委員愈の

所藻と張文奇北緊鋼鉄学院長︒こ

しても稼勤晶僚以下︵ブラジル肱

調査精果を利用巻が塩蒸に濡用で

に動選出したことになる︒

衛綴金麟朶の一つであるニオ

れで日中科学捜術協力協定は笑際

ブは︑鍛近︑粒間畷食防止や低温

金材研：と北京鋼鉄学院が協同研究
蔭中科学技術協力協庵︵昭和五

級論

ソ

ニオブと鉄を同時精錬

十五奪五月二十八日締結︶にもと

原子力代行

株式会社

積と据まって︑カーター政権に入

昨年十二月に全出力運転に逮したばかりのFFTF

購鰹離礁懲

欝蝉
重逓嬉

（2）
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業
産
力

子
原
（第三種郵便物認可）

第肇086号

窓鯵⑭無論講懸幽響翻

卸論

十万トンの力に

も耐える構造
トロイダル磁場コイルは︑プラ

トqイダル磁場コイル

台下リングは︑ニッケルとクロ
ズマを磁力線のカでトーラス状に

ンケーキ形コイル︵冷聞圧延無酸

っている︒

素銅繕︑各三十六ターン︶からな

磁場を魏魏させるコイルで︑面径
ぼう大な竃力が必硬となり︑おの

る

熟娯楽塞になるよう努力していま

水上船翻として史上初の北極点到遼に成功したアルクチカ号

動ずることのできる︑強力な原子

る︒彼らは︑この船を乗組澱にと

す﹂と︑設計擢滋蕎たちは説明す

に︑第二︑鏑三の原子力船用の設

た︒およそ五百の機械や計雛が新

鮪を供絵する工業部門が遡新され

船体そのものは︑以繭の三面に

設計になる︒

設計担当蓄だちは︑多くの設備の

よって建造することもできるが︑

配蹴について大恥な修正を行い︑

船体上部の設計仕暫しなどを行っ

門アルクチカ号﹂や門シベリア

た︒

轡﹂の航行は︑原子力船の商い信

頼性を裏づけた︒たとえば︑北極

はドック入りもしなかった︒麟水

薫航海後に︑﹁アルクチ雅号﹂

に同号は船期を先饗するという通

鶏がスクリューを点検し︑数随想

ていった︒

常任勝のため︑雪幕航路へ出港し

砕氷性能の
向上に工夫

﹁アルクチカ号﹂が北極へ陶か

う前に︑スクリューの一つに自動

発艦器がとりつけられた︒この装

状線でのスクリューと氷の摩さっ

瞬は︑実験状態ではなく︑窟然の

のプロセスを明らかにした︒スク

リューは圧延機と点じような負樹

と氷の衝突︑二三の揺すり︑拶

をうけている︒スクリューの熟談

止︑象た衝突というふうに≦りか

研究結渠にしたがって︑﹁ロシ

えされる︒

ア馨﹂では︑氷との衝巽をやわら

が改口される︒衷た︑砕氷性能を

げるため︑スクリューの羽樋の形

向上させる設計上の解淡策が作成

霞勲制御の原則を守るととも

された︒

に︑設計閲係蓄は機器を金薩的に

もに︑これはこの船のシルエット

とだ︒新しいタフー型マストとと

懲

麟核燃料施：設の諸装置

トロイダル磁場コイルは︑稼働

で

約六研︑癒さ胃沙の灘位灘イル

ンなどの倉金系線材︑ニオブ3ス

となり︑鍼立でも︑エオブーチタ

とにより︑いちじるしい変化が綴

ってさらに快適なものとし︑その

力砕氷船が北極航路に出現したこ

じた︒隼間を通じて三か月以下だ

砕氷船の梁組爆は楽ではないの

がひとりでに思いだされだ︒

長ユーり一・クチーエフのことば

す﹂と述べた﹁アルクチカ弩﹂の船

れ︑震動が何か月もつづくので

﹁砕氷航行は︑単調︑怒気︑揺

なのだ︒

いる︒これは︑とても大切なこと

った航期が四〜五か月にのび︑場 船内条件を改蕩することを躍んで

った︒

盆によっては瀬年航行が珂能とな

極洋航行の

新時代到来
アルクチカ号が先鞭

だ︒だからこそ︑設計や装飾の撮

極洋航行の新時代の到来をつげ
たのは︑一九七七鋸八月に原子力

当者たちは︑船内密窯の設計やそ

いる︒

ざして綴織しだことだったQ通常 の仕上げに最大の溢慧をはらって

砕氷船﹁アルクチカ号﹂が北極め

の北極航路をはずれて︑北極中央

けい簸︑総懸蜜︑図総懸︑船窯︑

さらに︑スケッチは︑食堂︑臨
のに︑﹁アルクチカ号﹂は七十二

している︒それによって︑プリツ

蔓新し︑もっと新式の機欝を採罵

ジに燭く構報の鷺も増え︑圧しい

もう一つ璽要なのは︑船体内に

決定を下すことが画業になるQ

あった船窯の一部が︑騒音や震動

船体の大きさや編綴︵七万五千

のすくない船敏上甑へ移されるこ

馬力︑賦水の原子力船﹁むつ﹂は

原子力関係営業種目

時には︑全体で十万ナの匝大な力
が巾職方陶に働くなど︑いろいろ
な応力が加わるため︑解析も詳細
に行われ︑儒懲性確認のため︑爽
荷難試験も実施しだとのことだ︒

銅コイル

﹂嬰−六〇のトロイダル磁場コ
イルは︑いわゆる

型化にともない︑ジュール損失や

あるが︑鍵コイルでは︑装綴の大

非常にぶあつい︒製造にあたって

一難鎌瀬損失のため︑磁場発生に

は︑超高曇空裏を確保する上で︑
ずと限界がある︒

位コイルのうち︑十三郷は豫立鼠

の採爾が不可避

身が製作し︵すべて製作完了新写

超電轟コイル

﹂田⊥ハ0の翼窒容器内には︑

技術開発を︑撒くから繊極鮒に進

ズなどの化台鎌瀬線材についての

日立が受注している十九燗の単

このだめ︑核融禽動力炉では︑

が︑巾心支控のまわりに十八個︑箸

ﾜを使嗣︒厚さは六十五︑ゾ溺と 安冠に講じ込めるため円周方商に

ムを電体とした臼金インコネル六

よつて︑翼空容麗ができあがる︒

騒立製作所日立工場にて
次期婆罐の霊要課題となってい
る︒

穴あけ作業中
の厚肉リング
翼空容器
溶接機などを採用︑影響の儒頓性

ってくるだめ︑大出力電子ビーム 難聴にトーラス状に醗躍される︒

溶接部の舐鷹がもっとも霞要にな

いる﹃？⊥ハ○の宗体は︑大課し
を醍めている︒

臼立製僅所が原研から受庄して

て︑典窒餐器︑トロイダル磁場コ

ている︒一難は予備である︒

爽︶︑六欄は榮芝が製揮を掲議し

ソ連で第照番圏の原子力砕氷船
﹁ロシア腎﹂の建造が︑レニング

ラードのバルト濁酒所ではじまっ
てから数か月たつ︒﹁ロシア号﹂

では︑乗粗鑓の快鷺な居住性の確
保と砕氷性能の向上に向けて︑い
くつかの改鋳競がとられている︒

部の氷を濁り︑北極点に到達する

診療蜜などをえがいている◎喫煙

ば︑偶笈に行けばよい︒

騒はない︒たばこを吸いたけれ
くの点で﹁アルクチカ号﹂に似て

出力は七万五
型の船になる︒﹁ロシア母﹂の図
顧や︑その孫部分を描いたスケッ
チを見てみようQ

居住性アップ

また︑船薦と船尾に二本の辛マ

ぐ

雛難
灘

ストが現われる︒これは露疲用ア

一万馬力︶︑スクリューの数など をいく分変えることになる︒

えによると︑この船の操船性鮨

は変わらないが︑設計撮嶺暫の溝

ンテナのためで︑船尾のマストは

に細かな配慮

千馬力のまま

いるが︑本質朗には︑全く新しい

新型原子力船は︑外見的には多

時閥しかいらなかつだ︒

以下に︑ソ連APN通信のユ隔り
一︒ストボリンスキー記轡が聞え
る原子力砕氷船﹁ロシア弩﹂の輪

◇

郭を紹介してみよう︒

◇

ソ遡共産党中央委鍛食が第二十
六翻党大会に提出した﹁一九八一
〜八流および九〇年までの期購の
ソ連経済・欝金発展の基本方向﹂

草漿は︑﹁コンテナ船︑ラッシュ
船︑鉄道フェリー︑極洋航行用船

は︑﹁アルクチ贈号﹂や﹁シベリ

舶および砕氷船などの勝殊船舶を

チやヤルタの海岸のような︑人工

テレビ衛羅の露波を受藩する︒各

あおい水をたたえるプール︑ソ
レニングラ⁝ドのバルト造船隣

ア月﹂よりも高い︒

増大させる﹂と述べている︒

太陽光線に照らされたデッキチェ

欝のことだQしかし︑その十薙潤 ことになる︒

ェクトが完成したのは＋薙あ象り の航源中に﹁世界の憲﹂をひらく

船騒にはテレビが働えられ︑長期

では︑ソ遮の新原子力砕氷船﹁ロ

ア︒とびらの拠にはリウナがあ

﹁プールが船内で勝二の船籔

﹁アルクチカ懸偏の技術プロジ

シア号﹂の船休中央部船底部分の

るQ
燃料の補給をうけずに罠期隅活

︑

畿懸

︷阜

鰻
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鑛

霞

コ

脈

523−6862

TεX

茨城県那珂郡の向山工業団地で

は︑暇和五十九葎の稼動壱めざし

て︑﹁核融愈臨界プラズマ試験装

用﹂71六〇﹂建歴の工響が急ピ
ッチで進められているが︑そこか

ら約二十が 層 離 れ た B 立 製 作 所 の

の製作が愚実に進行巾である︒

田立工場では︑JT⊥ハOの水曜

イル︑ポロイダル磁場コイル︑架

3田一六 〇 は ︑ 核 融 愈 動 力 炉 実
現の朗提となる

マ舶熱︑可動リミタ酬抜などの装

プラズマ謙測︑翼空排気︑プラズ

臨界プラズマ条

件4の選成を闘指している︒
台︑嵐飽一次櫓却設備︑司動リミ

めているとのことだ︒

タ︑翼豊覇気設備などからなって

とは︑核

き

撫購

鱒

轟那覇磯欝
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装騰馨
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壷齢灌で旙膨張ヂ耀耀
「ロシア号」の建造始ま
製作がはじまつだQ

TEX 252−2334

（03）541−2ig

TEX 52塚一8059

（06）488−250

TEL

本社・工場

TEし

東京支店

々臨界プラズマ条件

リングの壁に汽をあけて据えつけ

蕊

一偲の単翫コイルは︑二つのパ

融含反応で発生したエネルギーと

られる︒これらの穴あけ作業も筒

躍︵いわゆるポート類︶が︑駆肉

いる︒

ほとんどのものが︑設計段階を

精度が璽求されるため︑その置注

翻
依

毒

鑛瀞

核融倉反応を起させるために籏え
たエネルギーとが︑ちょうどつり

ている︒

終えて︑現在︑鱒擢の使境に入っ

は慎鐙そのものである︒

ルギーを加えつづけなければ︑核
このうち︑真空響器は︑内郡に

盆つた状態をいい︑外部からエネ

融禽反応は持続しないことにな

でもあるので︑この他にもポート

とくに︑JT⁝六〇は誠験装躍

がつけられ︑一晃︑解肉リングは

プラズマを発生させる超為糞窒の
トーラス状の容器で︑卵形断曲を

薫

霧

灘難

旛核燃料取扱、交換、輸送装置
翰放射性廃案物処理及固化装置

木：村化工機

るQ

している︒各々十個の隣肉リング
︵11写翼︶と成型ベローズを交互 汽だらけといった感じだ︒

これに附して︑外部からエネル
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湯本との契約守る
大使館筋琶党のエネ政策説明
フランスでは︑玉月ナ日のミッテラン智会党大縫僚の壕迄につづき︑六援⁝ヒ一物の圃賦議会︵不翫︶選挙でも︑を四徽九十㎝試
聴のうち愚累数を人編に﹂撚る二穏八十七議席を獲得︑社金党安定敷梅の実学的なスタートが切っておとされた︒これらの羅挙績梨

一九九〇痒の療イ力発電規換を︑現在運転中︑礁設中の訓黒千九百万kWとしており︑新規サイトについては議婁て広蜘な民主胸溺

をふ蕊えて︑駐田フランス大使館のダエエル・シャバルデス氏︵軽挙力担当アタッシゴ︶は︑このほど︑添紙に対して︑門馬盆党は

九九〇焦の一次エネルギーに占め

︵宿油換鱒︶に識し︑一︑停三千万

る原二心の舗舎を︑前政撫の三〇

箪を・︒剛政櫓の一一釦四イ鷲白万沙

︸九九〇κの⁝次エネルギー消質 訓化をすすめるQこれによの︑一

が︑斬醗サイトでの層丁に入る薗

7︐︑

繭︺三〇〇ノブ

1

⁝⁝

ツ穿コテ難所は︑鰯雲〜

七饅年ん帰︶勾欄ゴ換︵略し四年

九ヒ⁝一石U月艇開︶♪胃け機︵同

還岡の工AEA入便は︑艀鶴十た︒

ロバーツ氏は︑テネンー州メン

は原子力エネルギーに関盛るすべ

フィスにあるツサン・ボイ⁝ツ＆タ

一月のジ∴ラルド・スミス氏の騒

欝にπ期の甥れるシ酒セブ・へ︑・

ェァ州立大学丁学部長のナンジオ

ドリー淡員飛の後任にペンシルベ

︑曲怪詐曲劇り後の

11の発臨によって︑同省のも

っとも効弟的な白炭火力発憲瞬で

k

瓦耐︑︐擁コエ⁝発応酸の一解億

合画した6のQデューク・パー7一

名康了炉の不ットの允憲矯力勝を

累積允滋量

WR︒

も輿論乃八づ八力くTKWのP

ンク︒ワークスれの弩長で︑貯年 士肩︶の一︷︑縫からな9︑い奪れ

は︑ジゴージ・プッシン氏︵規在

してい鵡︒

力規制一員会︵NRC︶委藤に就蓋燃出キャンペーンの財務を掴当

一九七蕊奪から八O嫌まで︑原．﹂ 認大統領︶の只和錘大鎌勧・V爆㈱

議の紅級スタッフを號めたのち︑

ケ不ディ氏は︑百家蟹全保隙会

任以來︑空幕になっていた︒

ての倹務︵約壷︶を加福する﹂と
欝凝している︒この︷一六は︑フラ

ンスとの聞に陶桑契約を績んでい
る団本の魚力倉社にとって︑きわ
めて雷要である︒

R・ケネディ二

任した︒ケネディ氏は︑現聡の管

ロバーツ氏をN

兼附することになる︒

一AEA大使に理担当田號次偽と一AEA入便を レーカン赦権は︑この六月＝ヤ
米政府が箔名
来ホワでトハウスは︑六月十葭

べて︑胸庶釦がの辮料費が節簿さ

同瞬の憲ηを免駕させる露命に比

リチャード・ケネデで圏携次冨

が︵五月や丑臼︶︑六月十九臼︑

デコーク︒パワー鷲によると︑

れた﹂と述べている︒

獅界の療ぎ力発電所の累積発電腿

ん︒

RC委員に指名 ・パラディーノ氏を指憩していだ
バラディーノ氏は

上院の承認を得る

ロバーツ氏とパラディーノ氏か

員が顔をそろえることになるQ

ク♂

ない﹄と断わっている︒

そして︑﹁飴玉丁頂門一にわ

たり︑拝読原子力発亀研の詩認吋

もとづいて出した︒現翫もこの蔽

勢の趣転認町も︑以上の溜えカに

断然一位てあるが︑転載閣でみれ

愚所︑BWRでは口本の補島除ぞ

ば︑PWRでは末園のオコニー発

る︒

力碁竃顧がトップとのことてあ

手

N醗CがlEEE

き指針作成へ

を行ってきたように︑TMl一一弓

確率

RCが命二連擬覆しているのては

二4多
季

ツ氏を擬稀することを明らかにし

二多多

︑多

C︶の委澱に︑ト；マス・ロバー れば︑NRCは︑一環ぶりに全幾リング発露所︵CANDU炉︶が

八口︑原子力規制釜員会︵NR 晒れてNRC蚕員︵長︶に就任すを髭長した場へ瓢︑カナダのピッヵ

来剛のホワイトハウスは︑六煽

上院水金講で満溺一致で承認され

︵工面拙肖︶を︑國際原子力機開

多

︵王AEA︶大使に指名しκ︒

灘舗

したモー禦ワ仏簡姻の芦錘崔伝え
㎜ている︒

餓塞首玉訪仏の公弐文騰の中
多多 多

四〇億ドルのTM一事故賠償問題

GU
Pの請求却下

多多ζ； 多・

て︑モー篇ワ蔚相は︑﹁7フンス

黶唐ﾉ相動ずる︶と冗めている︸

炉傘︑これは・盗ネルギー塗

識の後︑決めることにしている︒鷲政簡は︑藍本との開の濃鞭・再処理契約を忠実に流行するしと述へた︒
フランス眉掃職のエネルギー敗
策に関して︑シャバルデス氏が謡
った内霧は︑次のと諮り︒
％に対し︑一一一％に港とす︒石炭

﹁安全運転の責任は企業に﹂

訥求却予の決定には︑直入のN

発電焼横糞一㌃九白万KW︵九十 は︑フランスとの間に︑さらに瓢部不した︒
規礎縮役務契約を粘ぶように謡講
万KW炉一壬駄と樹三＋万KW

ない偏というもの︒

TM疋の勝為裾てあるジ．

Cの規制の不融ね・禽慢をつき︑

損霧賠鱗請求訴訟を起こしてい
るQ

は︑汽握︑眠し口︑電気臨子籔師

痢☆︵工EE封︶と累雪原ぞ力掌

民を説得するため︑必敷な措撒を

子力海亀の必卿督を再確認し︑住

倉会︵DBA︶は︑このぼど︑原

︹パリ抄ゑ肌荏員︼西独労融連

酉独の労組DBA

必要性訴える

原子力開発の

ので︑東灘に完旗の予冠︒

を決疋するための訴泳を定めるも

テム故隠︑放尉続放出︑窟糊粘果

よって︑嚢故シークェンス︑シス

この丁緩き撫鮒は︑確轟解析に

額は︑幽十六万六千嫡︒

ガイ押︶の偽二三二品した︒契約

娩き鋼鉛﹄︵プロシーデュアズ︒

確聴論的リスク評価のための門端

会︵ANS︶に︑呼イ力発露所の

なお︑GPU征は︑N避Cへの

㎜TMIの類傷灘故であるデービ

臨償請承とは別に︑購無二月二十

∬臼︑バブコック︒アンド・ウィ

が韻されておれば︑TMI獅故は

ネラ ス︒ベッセ箏縦覧架︑適切な二期
ル・パブリック・ユーティリティ

よる謂求却下をうけて︑近く︑N

﹁慶子力法にもとつく規制体系で

は︑規制をうける企集︵聯繋会
社︑機器供給蕎︑コンサルタン
ト︶が︑許認証された原子力施設

発電量一千億

KW騒を突破

PWRとしては鍵界初

米国のデニーク・パワー暑は︑

し分の一ぼ原子力に幾田的ないし

D13Aによると︑随独由民の約

とることを強調した︒

獲対の魑腿をポしている︒ファイ

﹁同牲のオコ備−原子

懸子力発竃夙としては摺めて︑一

千億KWHを突破した偏と発ムしファ駐鋳局kほ︑DBAは原子力

力発駕所の駆積綴織撚が︑米国の

六月八繊︑

﹁NRCには︑公衆の

る第一磁任を負っている﹂と強

を︑適切に建設し︑蜜金に運転す

調︒

志らに︑

健康と蜜全を傑誕するための欝欝
司転脱を定め︑これらの基環に違
反しないように介疑の活動を横綴

も︑﹇これによって︑介栄の設

する汲冗漫仔かある﹂としながら

米オコ離婁翌錨所

NRCは︑講求却下飾明の中で
鯵ゆ

することになろう︒

RCを桐手取り連邦鉱総懸に告罐

＆裟

GPU社騎は︑今團のNRCに

た︒

RCに損害財償鵠求を出してい

避けられたてあろうしとして︑N
ーズ︵GPU︶と︑その運転子金
ルコックス社を掘手どり五鯨バの

GAOかシッピングポ
ート炉でエネ憲に瀧文
米即座の七千検費院︵GAO︶は︑このほど︑﹁エ
ネルギー備︵DOE︶撰窟は︑ペンシルベニア州シッ
ピングポ⁝トにある轡水増無漏︵1．WB飛︶の翻転を
樂葎一月に懸廊さぜ︑実際に燃謄が増殖するかどうか

をチニック玄夷験を開脱すべきである焔とする報缶

一九七七隼十二月から輕水憎殖炉として再稼働した

ウム．一襲→ウラン︷堂冨蘇斜炉心設誹に改造され︑

水型原子炉の原型炉として建激された︒その後︑トリ

シッピンクポート炉︵11写翼︶は︑当初︑滴業加琉

講をとり京とめた︒

る︒

十万KW炉國阻︶に待ったをかけ⁝
えに饗わりはない篇とし︑﹁そh
とANSに墾既
たのは︑このためである︒
⁝蜜撞．一力規制壷録￡︵NRC︶ Rぐ必療分 が徽疑した︒却下の 招のノトロポリタレ︒エシソン屑 故︑︵GPU屑鑓による︶揖宙賭
副原．r力規制魏歳会︵NRC︶
四︑臼田の鈴氷詞障薗柑の訪仏は︑六月八目︑スUiマイルアイ 瑚由は︑﹁藷求の習瞭がない︒認 灘晶牲樽︑貯耳十二月八田︑NR 無黄蓮は躍下した﹂と述べてい
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蹴議触構総噸

とりわけ困内了解をもっと回視

?籠蟷ギの多

一︑瓢食党は︑エネルギーの夕
照をさらに強化穿ることによって

に対し︑一八％に贈や参︒

し︑その比睾を︑前政樵の一三％

一︑多占会宛ば原芋力の必捜聾を

矯めば︑死守金か完了しなくて 認識している︒循会党は︑難設中

・︑NRCのぬ全・覆境鞠査か

目︒

剛
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れて35り︑スーパーフ惣ニックス

も・魯RCは︑噸短的に全出力巡 の原チ力至重編垂をすでに畳け入
転轍河を出すことがてきる︒

二︑冶認可の終がが膳大なハザ

フランスの1990年のエネルギー計画

ート︵厄険︶を含濠ないと振RC 完威させることを訟明している︒霧殺鳶に務だ・た・可薔か・霧てい華笹
か判断つれば︑NRCは︑公臆窯 石窯党は︑一九九〇年の原子力 この訪仏のあと︑田ホの報滋機関千万がにのぼ為損蜜急心請求を︑
を開議しなくても︑駈譲語認鰐の

ことができる︒

修羅を鱈い︑ただちに発効馴せる

鷺︑NRCは︑訂認司期闘を単
分に短縮させるための謎査を行い
必要な立法・規制勧告纂を議会に

四︑NRCは︑スリーマイルア

捉出すること︒

イランド僚子力発竃乱切腎機のク
リーンアップから発生する放射性
廃職物の処分に関する省庁欄干続
きを規定した約定欝を︑幽幽にエ

ネルヰi僧︵DOE︶と締55閲する
こと︵

伽︑連那緊懲管理圧︵FEM
A︶によって承認された緊急階討

の健険と宏傘が危険にさらされな

が︑これ求でのところ︑燃増が姻殖するかどうかは実
誼寵れていない︒

しかし︑DO罰は︑Gへ0勧仏には反対の立場をと

いと述べているQ

驚監の勅座ご誓疋な開発か禦家し
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※譲aの愈職階理事︵GAO︶は︑このほど︑﹁エネルギー害︵DO盆︶の嶽縮役務胴金を︑理︒偽のコスト回瞑ゐ武から公署鍵田
方式に変醒すへきである偏とする報鶴警を濠とめた︒謹κ︑丁翫ア糠疫卸玄もGAOと伺じ内魯の勧告を行っており︑公艇価幡ヵ遥

国以外の国に下編供給先を求めた
り︑独白に濃縮丁場を建設する気

と状況が迩うとして反対を議朋し
ている︒

る濃編欝金の乏粟せ分を他のエネ
ルギー訓画の費用にあてるのは不

五月二十八聞︑ウラン濃縮役務職

金を一九％謹上けすると発表し

開︑蒙れ特輯︑コスト︑開発課題

ビジネスとして確転ずるための搭

GAO難風に反軍の∬場をとって讃雛料金︵規往︑SWU獲たり丙トを除去するための技何について

盒の値上U11矧税になるとして︑ と調狢可能確定爆契約の鰐合︑

縫的には︑消澱者に対する電気料

それによると︑レ期砿定瞬契約

ートは︑放鐘化されたコン㌘リー

愛煙﹂と惣するレポート︒同レポ

徴︑除染縛︑暁陳物処瀞など崔取

を評幽したのが門原子力施設のデ りあつかっている︒
fコミソシコエングのための帆船

麟をとらずに︑公ぼ価格力式に変

た︒

影響を勾えるとの駅忘について

更するのは不燃切であると述べ︑

さらに︑DOEは︑漢縮癖染謹皮切であり︑この上策せ分は︑最

は︑望郷に公且鋤焼下欄㌘壁を設

になるなど︑捗不漁散上︑不利な

けることによって翻避できるとし

濠た︑濃縮料金は︑簾近のDOEいる︒

ための除染方払﹂︒このレポート

力施設のデイコミソシコ諜ングの

もう一つのレポートは︑︸腺イ

襲淡醗契約︵碗存︑百一九バ︶

十が七十弛撃になる◎

については︑今奪＋一月二日か

は︑ディコミッシコニング作策の

一都として施設から放愚筆を除菰

いる︒除東力法は︑除染の目的︑

つる種〃︑の乃漁について彦察して

これらの技術の現状を分砺したも

の防撫︑聴東物の連註解拡・処分

途︑さらには︑ゐ蜘状況︑作業員

ツイトやプラント機器の今擾の用

隅射された原子炉匠力各器やそ

のでるる︒

米DOEら︑濁照十一バ十五壌になる︒
渠ユネルギ可借︵DOE︶は︑

も分覇評価してい稽

ていろ︒さらに︑脚客は︑濃縮料

況になっていると指摘している︒

レが︶は︑今年十月一三から肖鵬

全よりも供給保母を詩箋するもの

発表︵八一銀十月からSWU灘た
濃縮料金19％
値上げを発表

り尊鴻十が七十6嘘に舶rU︶で

は︑七回邸には︑公蕉価格方致に

電力業界も︑公疋備格方式によ

一力︑これに短して︑DO犯 はユーロディフの働梅を上回る状

である︑と指偏している︒

亘成していたが︑現煮では︑図購

NEAが暫報告書

の内部構二物を切断する技術とし

囲レホートは︑環蕉層用さね

る︒

ては︑アークソi︑プラズマアー などの閃︑＋によって変わってく

ルミット反応捨︑成形蝉塾などの

ク︑酸来バーナー︑レーザー︑テ
一眼に︑どの男プシコンを謂ふ

ている化学法︵過マンガン弾力13

による酸纏醤血の上果せ分を他のエネルギー議圃の晶出にあてる動きが試食にでている︒これに上して︑エネルギー窟︵DOF︶

切断と除染技術を分析
紛漸協力聞穴撚構︒原匪﹂力機関

ウム滋︑クエン酸アンモニウム

鎖されるが︑その際対イトに残っ

は︑一九八一〜八野年少の珊硲闇

方泓があるが︑それらの実用軟や

t十万KW殿発㌃穿の建鍛駿雛

に対して︑秋に喉骨されている議

ゑでのエネルギー瓢議が先結する

九九〇勾憲でに

衷では建設を議珂しないと嗣聞し

この．万は︑

た︒

ベルキー敢厨もフランスのミッテ

冗威が臨画されていたものだが︑

ラン瓢政轟による新規原発建設療

繕の影響を受けて膿実上のモラト

この椙餓に対して︑飛力カス監

リアムを集施したもようであ鵜q

施委疏会は︑原発建醗の必勲聾を

年に各一星︶︑⁝翻の建

強調し︵菅三十万KW原牝を九Q

設が一奪湿れると年聞二十鰻ベル

無と九

キー・フランの追簾支繊になると

宏た︑これとΨ質して︑石炭火

指摘している︒

．一・四％ならば八九年に三十芳K

力発電所饒設の必響胴︵旗疑率鐸

W一蟻︑箪四︒四％ならば八七隼

に六＋万KW各一篇︶を述べてい

帯説性については茨だいくつかの

紘︑堀酸払︑リン酸注など︶︑亀

にしても︑火型の愈属機材やコン

問匙が招摘されているのが弧状︒

クリート構造物など︑プラントの

ど︑原子力施設のディコミッシコ

運転期闇申に照射された機器を除

︹パリ松園鰍指眞扇ヘル寄iの に ．一新万KW一郵︑八八︑八丸年
である︒

いる︒

菱

と懸

発のない経済に移鴛でき為として

を図ることができ︑スムースに早

ギーの開発め徳ユネルキーの藤遣

るQそして︑この間に代紬エネル

で︑五駕騰の猶予期間を設けてい

発の運転崔蒙ずる﹂という内胃

なく﹁一九八七媒十㎝避謹でに原

は︑原子力発電焼の即鷲閉鎖では

が哲威したイニシアティブ泌躍

このため︑欝欝︑撫す力及対派

ニシアティブを蛮決した︒

念︑三対二の謝命で原子力及対イ

の経済が大∬離をうける

石油火力にたよらねばならず︑州

を供給︶が閉鎖されれば︑高価な

露所︵メーン州の三分の一の臨力

万KWのメーンヤンキー腺子力発

多くの州罠は︑﹁漣転中の七十九

︵住民発議︶蟹隈が購われたか︑

閉鎖﹂を襲茨するイニシアティブ

発開発禁止︒逓転申の激発の即時

伺州では︑蹴鋸九月にも︑⁝原

め︑魍呂活動な開始した︒

民投暫を旗塚十一月に実施するた

τ力持磁鮨の漣転昏止を旗める彌

州にある曜一のメーンヤン甲一猷

メー︑︑ゾ州のぬぎ力反列国は︑同

メーン捌の反対派

署名活動始める

再び住民投票へ

愚︒

の分解・切殴のための特別な遠購

線下の作業となるため︑大型機器

クレ！ス終．喧椙は︑このσど︑晴

りの制限と監視を行う単なる﹁閉

間憲力鍛毯アンテールコムによる

鎖﹂から︑サイトを再び自密に便

ついて︑それぞれの羽駆馳畷︑特
クリート愚理体のような六型湾染

蝕拭︑罎農滅法︑箔珪水撃没篶に

蹄保護するため特胴の推躍が必蟄

喰実︑GAOは︑公蔭鋤心力式寸審から約派懸ヅ︑合議±一⁝億が

ニング技甫に関する一一稀類のレポ

〜

@

そこで︑これらの切断技術につい

︵OECD・NEA︶は︑こ
ての
いほ
る残留放嚇能から公衆の蜜全

になるとの試製例な紹介してい

@
@
@
@
@

て︑切断の方法と原理︑利用の範

に︑閣内囎鞍から約八徳謎︑擁外

の利点として︑①雄篇役務面に湧

87

ィコミッシ蕊ニング臆には︑威界

電槽ガス監査委はコスト増を懸念
染しなければならない︒さらにデ

岱叢濤建設許可を一一r時猿結
︵施設廃却︶には︑施設への出入

90年完成予定の2基
いわゆるテ．4コミッシコニング

機器を解体するのに三殿な特殊切

︸つは︑原ア耳介力斜器やコン

ートを発表した︒

ストへの膨響は︑一％以下できわ

は︑農縮料塗の上昇による発電コ

次に︑マイナス影蟹について

るQ

る②政暦の財敢壁掛を増やし︑屡

ける原子力経業への補助を廃止す

るようだ︒

回濃縮事業は荏衷れなかったQ塞 政収入壱磯保したいとの弩えかみ

と鶴力Aム汁は反紺を素明︑今後︑ホソトな議論がつつけられる斑込みだ︒
灘編料諭の 公江轍絡 とは︑

ユーロディフやウレンコが濃櫃市

だ︑その擬︑ソ遮だけではなく︑

塀に進出し︑限国の独占的支酎か

貌︑収懸︑保険なと民間農纐会徹

くずれるとともに︑最近置年闇に

灘縮役職に襲した全コストに︑根

ならば灘然料金に含め為ような膿

寒国の濃縮秘金が倍増するなど状
際収支のバランスに層嬉する③濃

GAOや不院予舞幾が︑濃編自編料金を犠凱ベースで決めること

が一つの横甜の焦点となろう︑と

＼

ースを変馳するには原子窪の改

方

技術が必敷となる︒
用できるようにする門解体撤去扁

今回︑N欝Aの専門家グループ
が旗とめた一幕鶏のレポートは︑

ザインの採照︶は︑醒鼓体制に大

えば︑もし︑これがなければ︑N 脳な変化をもたらすと指摘︒

一会離に耳翼されたもので︑たと

試乗やNRCなどの機開を通じてル スタンダード プラント・デ

るQ

断授伽に関するもので︑もう一つ

逓鰍寿命がきた厭子力礎設は閏

めて小語いとしている︒

濠た︑極噛に類い濃細料余を論

がで灘る⁝1を朔挙◇

求することになれば︑灘客が︑塞

濠で︑いろいろなオプシコンがあ

とくに︑公鷲額格ゐムを俵施し

は除飛だ法に脳するもの︒

た場合︑敗暦の濃縮収入の掴加分

．

×議禽の技鶴譜伽羅︵OTA︶は︑このぼと︑趨倉の喰請にもとづいて︑﹁隙ぞ力発竃プラ
ントの総懸化−纒水繊﹂と題する蝦㌫讃を藤とめた︒報焦土は︑﹁標準駕は︑突竹懲能で蜜全

RCの饗MI環故対策の妥当汽准擬体的には︑第三躍の場倉︑あ
る凝金宝︵たとえば格納三重︶の

る︒また︑第四案の場會︑NSS

ーカーに︑移転させることにな

任を負ってこなかったNSSSメ

合計費任を︑これ族でそれらの澱

橡節義の四つのアプローチのう

ゼるだけであると強調している︒

蔦しく評価することもできす︑雄

る︒

WC︶海象の趣入を提墜してい編碍プ護照スの不確貴誌を繕輻さ

な原子力副顧を維持するための本質約な要素となりうる﹂との結論を出している︒

薬ではないとして︑篁全で効審的

0？A︵技術辞伽局Mは︑複膿 しかし︑梯環化それ謝郷が万能
で鍋臓な技術問題を調査・横継

一方︑原子力規制蚕員会︵NR

いる︒

舞雌を欝立する必蟄があるとして

は︑挫轟面謝のための特別な設謝

そして︑第三︑四餐の腰台に

になってし濠う︒

グ・サ〜ビスの供給薮ということ

イン陶けの機器とエンジニアリン

ジニアの役瀦は︑シングル・デザ

襲︵NRCの現行の標黄化謝画のSメーカーとアーキテクト・エン

C︶ほ︑TMI寮故対策に没頭し
ち︑すでに笑施されつつある鋤一
て︑櫟藁化問題に幡ほとんど乎つ

シ

述べているQ

＼

口を集えた命撫のことで︑魍金へ

公正餓搭

況が笈化してきだ︒

灘縮役號料盆を

距が三二になる︒

してきに背祭には︑購縮予算下に

武にするという凝33えは︑隙弔しい 余の公蕉轍格力式察を恥ぴ持ちだ

おいてエネルギー引幽のための財

凝ス

公正億

ものではなく︑フ男ード艦齢領時

嚢縮料金を商藥ベースの

代︑濃織蜜累の鼠営懲敷簾の一環
として一九七丑葬にはしめて提唄
された︒

方式にするか︑従来の

ト回収

格

金の⁝⁝の格丸をなくし︑落慶が濃

敢雁の濃編料金と民間の二間利

縮購榮に隙入しゃすくするのがネ

れつづける米国のウラン凝縮工

方式を維持するかで︑ゆ

ライであっだ︒

ﾀ欝

ジのガス拡藩法工場

場︒罵爽はテネシ薯州オ雪クリッ

〜趣噌影

ないとことわっている︒また︑極
アブ

な蹴転微理体制を無視してはなら

シングル・デザイン

とによってか議禽の犠議を支援す

端な

し︑その結衆を綴金に蝦鑑するこ

る議象内の一部局︒

加漣化と⁝段阻許認軍制の強調﹀

OTA報熱欝に対する譲禽内の
ント要澱の訓線要誓などの橡継 代案的な反応としては︑モーリス
・K︒ユードル下院議鍼が︑﹁原

篇勲の伸びの侮滞期をうまく利測

そこで︑0τAは︑現筏の電力 と第二案︵プラント葬続きやプラ

かす︑というのが環妖た︒

NRCは計画促進を

安全にプラス

ると注意している︒

一般的なリスクを耀う可能憔があ

ローチは︑癖．ンくの制厩士の弊害や

OTAは︑現世伏の軽水炉の標
綴織に閲して①麗蕉の綴向の加藤
化②手鑑き面の標蘇化⑨発徳プラ
ントの原子力系およひ爺要な笈全
停蔵系の糟潔化④一つの種鼻設削
の蔵簸⁝⁝の四つの賢なるアプロ

ーチを考察し︑それぞれが蜜黛
憔︑康子力総懸︑規制に及ぼす影

報告隅は︑ます︑﹁糟膨化は︑

響について検討している︒

して︑NReは︑一段階納認斑制化︶については︑さらに八沢され
も含めて橡鉱化プランを策定すべ

次に︑報告欝は︑標嘩化をとり

子力技術が拡大するためには︑高

まく現状に触れている︒薩業界

たとえ鎌継に∬明できなくても︑

度の槽藁化が必要﹂と捲託し︑今

きであると握蝕している︒

セ⁝フティ・ブロック

ステムの統一︶と第四纂︵シング

蹴︵

これに対して︑0りeAは︑節毒て︑廠子力法の改正が必蟄か否か

後︑少数の標輩設誤の探用につい

るべきであるとしている︒この両
は︑一段階許認離職︵現在は難設

γ力蜜全臼糠の採絹が望ましいと

案は︑現在の産業構造に与える影

たらす駄と断定し︑嫉鐸化か︑晃

醸観的に魯効な蜜壷上の利益をも

許珂と遜転態勢の雌鶏隅鱗︶失癒

述べている︒この笈全圏轍は︑璽

さりに︑OTAは︑國蒙的な原欝は少ないと述べている︒
磁勝の嬢設期間とコストを戯少さ

パワ⁝・ワーシ

の蟄双とあい京って︑槽磁化指物
が強く︑すでに

せ︑さらには新規発難所の安命桟

︻ていると揺を峯
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盤
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発生量が五分の
放射性廃棄物減容に威力
策鼠甑力に︑昭和六十卑に迦煮開始を予止している福嚇第二原子力発駕所三︑四駐機の低レヘル放射姓廃熱物の新譜理法として︑

二期的な方法で︑わか岡の徳力会孔か同日を採剤づるの帽今園か初めてのケース︒象京惣力ては成功すれば新焼に建設する源子力発

プラスチソク固化摂を鐸湿する刮闘だ︒同劉化証は︑低レベル廃飯物を就来のセメント凹化泓にくらへて物五分の一に認容できる

通漸省の許認笛をえて福懸第二原

ーが長岡で研究を進めたもの︒

する取力業界と原子力関趣メーカ

るQ

五心謎耀／平方早撃となってい

ご〜一・八︑圧編抵度は五否〜イ

東祭電力では他に優れた方法か

原産地方藤織合力この腿離断鳥餌強奪

同懇談会開く欄幽艶離議驚

の聞及を行うほか︑放射潔医学︑

は十一月に田際ソンポンウムを︑

会設立二十五周無を誕舎し︑関西

加寒︑却却機構を必要としない一

コ一唱

輯

＝＝

＝

一一癖

＝冨噌一一＝＝

＝

鼎一

算

標一

幽

柱建動準備金制度を設ける④海外

殊主穐禽後︑取締役会を開き︑山

四国幽力は六月二十六田の瓦隔

単が二二︵ひらい・しげじ︶氏

だ︒

齢＝

第二十四園定附杁†総翁後︑取締

子羅臼鯛養安駐輪資管躍醤︵通薩

以上六月二十六臼付

大匿官湧付︶幡籔裕

放射線臥勢総禽研究所管理都髭

︵放欝縛医学綻倉研先所

︵長窟官震付︶平晦驚三郎

辞職

管理部長︶藤隅が介︑︵水戸原子

一研究閉講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

RS（遡及検索）

難錨欝欝獣認茄娑鷲鹸鑛濃

ユ974年以降最近まて

る磁気テープを使用して、利用

のデータヘースから、

獺欝熱熱藷診繋勲顯

者ご指定のプロファイルによる ご希望のテーマに関
検索を行い、英文抄録弼きの文 する文献をまとめて
献リストを作成・送付します。 検索します。

び環撹に及ぼす．影響に関する知識

工業︑農業利用などの謂査研究も

堅て二十五︑二十六の蒲鰻ひらか仙台苗一番町一丁園︑や激と生命

まだ︑関西と申部からは︑懇談

推進するもの︒

れた︒この日︑窪鮎しだのは︑閲ビル四階︑〇二二二⊥ハ六一八二

北放山際科学センター︵一マ九八O

三︑四弩機以降の新規原発にはプ

西︑串部︑北睡︑そして地元東北八八︶を設立したことをあきらか

原薩地ゐ轍織愈同懇談会が愚闇

ラスチノク造化法を導入していき

聞発されないかぎり福島第二鳳発

岡闘化ンステムは放射盤奉職物

たい蓬え︒

る憂欝だ︒

子力発礪国士︑四三機から纒入す

を粉体化する吃燥系と紛体魔麗物

串部は明郊一月に謁含ソンポシウ

を善化剤と瀧命懸圃化する圃化系

ムを開儲するとの縦告か行われ

して九州原チ力懇談a︑北擁心急立されだ岡センターは︑東北地力

協議鍛・そのほかオブザーバーと

＝＝＝

偽東懲愚力費務︑副在長に吉照正

篇

大工単部卒︒二十一鎌七月中国号

盧＝

匙入社︑三十五鋒二月工務都工霧

一

負抵を単に襯先するだけでなく︑

＝噂＝＝

より種極的にリスクを分担すると

廟

とを決めだ︒

威する施設︒昭那五十九年七月に

松谷健一郎︵まったに・けんい

兜旗の早定で︑減容葬は改垣潮に

＝

力・ゆ国臨力︑滅裂幽力︑九州偽金域にわたり︑放射智の紘物およ

原薩地方粗織の先鋭を切って設

帆眺棄物の識容処理に横難的に

の︑各原子力懇談会︑荻城原子力にした︒

取り縄んでおり︑現在福緊第一原

役盆を開き︑会長に伊藤俊夫︒酌

また・同原発以前ついても放財

型愚心薄膜髄鞘蝉機で粉体化した

廃改などは餉処理しだあと裂開二

乎熱発魁所内に歎放射性廃数物搬

の大きなリスクをかかえている﹂

関西醜力紙社長︑蟹長に腿部実・

の二つのシステムから構成︒談ず

あと︑固化剤として不飽秘ぷリエ

容処理施設を建設ゆ︒これは︑放

とし︑﹁したがって︑海外資湧開

＝髄

スチル樹脂を加えて混舎︑ドラム

射姓廃液を超心分離機にかけ筒％

発の場舎︑魍は鼠間企巣のリスクちろう︶雷撃瀦十六鉦十二月京

冊瓢＝＝

飯内で錐愈圃化を進行させ堅固な

アーモンド等のペレソトにし︑貯

材体化したあと︑さらに圧縮して

盟

み︒

プラスチノク四化体とする仕丁

セメント購化体にくらへて大震

き︑玉水俊一社奴は辞任しだ︒

た︒由沢魚一言金張は欄談役に退

一・削中部俺力副社長を決定し

に款谷できるほか①セシウム溜︑

＋葺五月敗篇役・総会企画蔓長︑

いう考えにたつ必然がある﹂と強課長︑四↓匠琿五月工務部長︑五

政府閲係人纂

費している︒

このための具体的無闇としては五十二郊六月昂猫敬締役・魁源開

れている︒

コバルト60などの不播化処理を行 くらへ照分の一程度になるとみら

①政府窃融機関は海外資樹開発に発野庭本部翻本部長︑五十閥軒六

うことにより︑固化体からの放射

この廃猷物はペレノトの談訊竹

急所には金画的にプラスチノク門化法を御用︑放購艦廃烹物の発岱量を蹟らすよう積極的に取り狙んでいく万到だ︒

軽核榔の浸出を黒黒できる②耐水

蜘期的な力滋︒重体田にみてみる
曲り五分の一に詣りすことができ

んでおらす︑現投各旛子力発亀所

ク固化法たと侮間縄筒本凝風︑つ

慶子力発臨所から発生する低レ

▽ひ熱型庁

と︑これ獣でのセメント固化紘で

十無程度貯蔵し︑樗来プラスチソ

サイト的にドラム儀滅めの形で保

姓︑墜牢牲︑耐火姓に優れている

ヘル放瞬縦濁体鷹環物は︑佳用量

長官宮灘総務課最︵通配大鈴宮

このプラスチノク劉化浸は昭租

⁝なとか特徴︒謙だ︑此墾は一︒

温圏化力式のため薗化工程で

トラム仔換露で無難二千八酉添程
五十二年から東京愚力をはじめと

投資保険舗度を改蝕する⑤投資保

尋人十六年日京大工学部騒︒二十

募留︶藤咲濃艶︑原子力蟹全局双

対し外翼貸しを行う②輔銀などは月取締役酬社長︒釣地雄叢本部蛮

③

そのドラム笛保鵜量は懲驚末の
及か発死していたが︑プラスチノ

証協定の締粘を偲進ずるi1なとロ慣則神気の代ム取締役禽長調仔

◇

官外資産を魍格担保として海外現部飯代理︒六十三舳︒

は白万KW級原論力発善所の蝿aるという︒

翫階でゴ十一一力し千添にもたっし

展についても据灘期闇が置脅︑投

を提案している︒

と・Ψ井滋二二糧女の妊鼠就任を
ているのに対し︑﹁実態にあわせ

不測の紮態に偏えて︑国として致

最後に豫児纏は門國険放治上の決めだ︒
致源圏のインフラストラクチャー

て延長すへきた﹂と指勲︒さらに

資保険の期闇が照顧十五年となっ

地法人に対し臆接融資を行う③為

ク固化されることになる見込み︒

管されているのか天勧た︒

みの鞍懸︑紙クス︑故μしたモー

ているのか現状︒このため︑豚子

タ︑ビニールノートなとか中心︒

ては脅却剛フールの携水︑抗謬釧
力発も所から発生する放瞬姓院鳳

こうしたなかて︑プラスチノク

揮法の煽発が急かれていた︒

蝶をてきるだけ微属する新しい処

籔晶めにし︑最終陶には海池処分

劉化疫は従来獄WRで拝用されて

一一年五月四田配灘入社︑四十一鉱

以上六月三十田付

力事務断長︶福元健夫

調査釜飯︵長蟹野翫け︶加藤康宏︑

原子力局量蕉国際協力課愛子力

編役︑四十九年十一月取締役八社

水戸原子力箏猫駈長︵原ア力山山

役・企画部長︑四十躍年六月篇務取

七月企画部長︑四十無三五掛取綿

として︑資源備簸強化の必要轍を

躍氏人鵬

餉醸におしだしている︒

源を確保しておく必要性がある﹂

対刻援助活動と資翻確保の有機的

寝藁についても﹁政府としては経

埋融資樹なども担保する︑いわゆ

な趣けいをはかるへきた﹂として

錨誰融資制度の改善求める

海外資源開発促進を

まだ︑低レヘル孜体屍張初とし

水なとかある︒

これらの低レヘル放騒騒馳㍉初

か阪地処分を行うというのが尽添
きたセメント固化仏とくらへて丁

については撮化したう︸んでドラム

的な乃劉︒しかし︑これらの処分

ノルコユウム︑ヘリリウム︑ウラ

ついても﹁わが國でもこの力式を

るプロジェクト・ファイナンスに

還︑五十四媒六月取締役副社長︒

︵趣商就業掻議筥︶入

THLO2928−2−5063

：〒319㎜11歎城埠那珂郡永轟村

、．嬉｛撫灘

渋協力のひとつの美点劉項とし︑
門甲子力発議欧6一瞬に不可欠な

ンなど原子力に不可欠な資翻の蟹

ン︑ガドリニウム︑エオフ︑チタ

鍵田衡力は六月二十六醸︑株工

以⊥ヒ月一臼付

馬放塘線女全課長補佐︶恥佑罵

男︑長官窟房総務累鼠︵中小企巣

辞賑

谷隙弘︑︵資海エネルギー庁戴

宮︶矯出﹄署

︵六月三十日付︶

▽動力炉・核燃料開発象業団

理掻首退寮灘︵再任︶

業猫部長︵東亀福島第二原子力

典︑FB逸本部建没剖幽郡付︵象

工業動力辮開発部長︶望月風彦

懇嘆、

幾雛廃寡物縫壷七一に蹟齋てきる

ウラン︑ガトリニウム︑シルコエ

つついて恵兄璽は﹁海外灘源の

導入し︑土目の藪淘開発命融上の

総余憤に開いた取締役玄て︑山擬立地環境本郡長︒六＋五歳︒

いる︒

定確保の薫要性を強調している︒

閉災は長期にわたるは額の投融資

ウムなとの原材料確保に全力を﹂
i一難衡闘体連禽かムは六月一一十＝

軸として礫聾すへきた﹂とうった

▽趙睡舜策省・致瀞エネルギー

−ーキャンペーン﹂に入る︑則談で

益象茱部訓藤揮最︵大阪愛翫颪業

庁擬製部指導課長︶謬論八男︑公

次長︵大臣宮脱懸磯宮︶柴田益

庁︵六月ニヨパ蓋付︶

の四酉五十瀞彗と笑わせ︑禦計で

狐られだプルトニウム猛は︑門81

日末原子力発魔は六月鴛イ門口︑

◇

こうしたなかで︑今後の罫体朗

口︑﹁倉橋画．人の活性化をめさ

松谷健一鰯副社飯を就仔させるこ

魔哲社眠の会長就任と︑翼長に
導電動や梱手国の政変︑戦飾など

織処理工場、第1太議が終了

電工
力京

謡麹については必ずしも糠謂に進

喚＾騨へ・

（財）原子力弘済会資料センター

暫舘鶉畿内サービス醐）原子力弘済鋼㍉〆胃醗麟

録しています。日本の担当機関は臼本原子力研究

を必蟄とするが︑翠蔓にそれは輔
また︑海外投☆鵠挺久凶錨野江

今嫌一月から本格巡塗した直後

五霞九十♂弓︒

瓢圓収精留塔の加熟コイル洩れ蛮

くされた鎌継東海藩処理工場の

故などのため一時︑懸盤を余儀な

によって日米で合諒された毒加処

﹁81−ーキ町ンペーン一か︑六月 一72︑﹁811ーキ汽ンペーン﹂局総務部長︶荒尾保一

三十田︑究了したQ︵写翼︶

﹁81iーキャンペーン﹂で処理理璽五十ゾのワクについては︑停

した便用獅み欝欝は︑BWR蝸料辻期問などがあったため︑わすか

六︒八ノの処理騒にとどまった︒

このため︑秋から再開する﹁81

二十六・八沙︒内訳は︑東灘灘力
福晶第一原峯力発認所一難炉の燃

12キャンペーン﹂︵図樽三十

ジ︶には支騨がない見込み︒

科二十四体︑四・難燃︑同綴織炉
三十体︑五︒七ノ︑それに中部灘

潟建設部次長︶川漁賢一︑FBR

﹁81−ーキャンペーン﹂が終了 建設所コーディネーター︶渋懸聖

ては︑ヒ︑八月は慮撲や芹隷講査

したことにより︑動燃事業団とし

弩炉八十七体︑十
六・四ノ︑回収しだプルトニウム

力浜岡発覧所

は街四十♂曜6

−2キャンペーン漏に賜える著え︒

﹁81−ーキ航ンペーン﹂の終了 なと魔行い︑秋からはじ談る﹁81 本郡難設罰剛郡次鼠︵一二菱原テ力

によって︑これまでの再処理で

SDl（定期検索）

短毛一回IAEAかち送られてく

lNlSとは

えている︒

なる鍮入ではなく︑融勤あるいは

毫

ヒ

BWR燃料27㌧綴

な対集について穏﹁海外資伽を長

それによると予見欝は﹁剛内資

畠資による開発事染への喩擾婆棚
塵繍

メ轡

期︑蜜冗約に確保するためには単

源に憩蕊れないわか闘か大工業園

が必要になってきている﹂と指摘

萎

薮慧器攣

して偏と題する謁見獣をとりまと

になり得だのは世界霧地から大懸

発への投資はリスクが大きく出漁

しながらも﹁しかし︑海外資瀞開

野桑海には︑海外資源・エネル

つつあるので現行の保証風讐をで

惇コ頴：

め︑発よした︒

の資あを薗由に買うことができた

の﹂期資金を敷つるため︑これを

からた﹂と分析しなからも﹁今
瞬︑三界の張源をめ≦ゆ状況は第

一次石油危機を契機に加齢定にな 促滋つるには国の政策購隻援が必

に癒切に対応し必要な出撃を確保

ギー開発に烈して金属鉱渠襲業駆

る︒

ってきている﹂と指摘︒﹇こうし 要た扁との乃えをうちだしてい

していかなけれに今後の経済の旗

ついて︑﹁さいきん︑プロジェク

などが畷務保冷を行っている点に

たなかで日本は新しい罰難な状況

い﹂と☆癖政策の瞭要性を強調し

長はもとより蜜竃さえおぼつかな

きるだけ引上ける必叢がある﹂と

トの規模︑斬蟄資金が大きくなり
とくに﹁原子力のような死離技

提島Qさらに︑人規糎な蕪単発

ている︒

無残鼠では蟹田の特製な原材料資

聯業に対して物的澱薩のみならザ

鍵叢1

輪論難轟醗蜜

、

に

源の俳絵不肥か製￡に致命的な影

第毎

・醸曳

するフラスチノク固化ハイロノトフラント
を

開田処
恥

こんなときがlNlSの出番です

k

一

響を及ぼす何醜性もある﹂とし︑
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コ〔刷染と拠L・堺田

となるよう繕親畿能が追加され、い壕つゆるファイ

ルのランダム・アクセスができるようになり謹し
た◎偶沐浴嫉の面からは弊線形解析に対する機能
が強化され、わっ、すでに存在するRFに追加・
拡藪等が行謳われてい談ず。すなわお、スーパー
。エレメントがRF形式で使閣可能、幾何学きコ非
線形および鱒祠非緑形がRF＝形武で使用岡籠、複
窃4ヨ料の取扱いが可能、熱孕麗射のビュー・＝ファク

ターの入力の可読、クリーフ・疲労・粘弾枕二折
の機能の鷺加、Ψ圏署馨料の取扱いの追加等々の
他、アルゴリズムに猿ニュートン畏綴法の使用な
どその強化・拡喰あるいは拡§三論画こは邑を鬼張
るものがありδむ。さらに、プリ／ポスト・ブロ

セッリ

一のうδグラフィックス鯛のGRASPも

穣を高い水準で保つためによく機能していること
は聯名です。しかしDMAF）がすら妙う灘けたり
読めたりする入の妙はかなり少なく、㎏つかく爾

使爾曙能となり談した。

薫されてし1るNA＄TRANの多くの銚能や高い性

の樗来の贋撃や米国におけるNASTRANの応用

能娠十分に便いこなしていない窮盒があり残念獄

無会は細200人の参加のもとに、NAS丁RANによ
る事例発狡が2e数件行われ、 M＄○／NASTRAN

ことですQさて、のだくしたδの2人の導者が参

例などを知ることができ、非常に露払な時を饗し
たようです。欲たパーティーなどでは書ユーザー

加した鞍ミナー（鋤加書40余事）では、彼ら｛ことっ
てちょうど復趨する膜い搬：験だつたというくらい

用力が決して鰹れていないことを確嫁することが

の内窟水準だったようてすが、航上機製超会註、
寧鈴口連灘塾の入々の熱心獄受講ぶりゃ籔疑簿答
によって良い勅鐡を受けたようです。

NDCでは寧謝産某のみならず、あらゆる分野へ
のNASTRANの適閣に協力することができます。

MSO／NASTRANはソースで43万行、リツル
ーチン数で2，500綱という大システムですが、諌
だ改良、拡大の駕力が懸けられており、パージ…ヨ

ン6り（この4縄よリリリースされた）からバージ

鋤ン64あたり菰てに行われる予定の魅力ある贋

と交歓を深め、わたくしたちのNA＄TRANの応
でき聾した。

問題のモテル1ヒ、チータ｛臨調、δ隣：、誌果のヨ轍i、

報告講の作成：訊どのステップからでも受託する
ことができます。スーパー・コンピューターOYB巳R
76の高に龍とあい諌って、経済姓の面からち濁
足していただりるものと思います。

翻が多数あり謹す。また、スーパー・コンピュー

ターCRAY一りでもバージョン6りが動かせるよ
うになったというこ：とで、毒しい＝コンピューター

グラフィック・舞スプレイに出力したNASTRANの実行例
凹凹のソフトウ℃アにネットずる

・システム上で稼動可能にするための努力もつづ

NA＄TRAN利用の構濾解析はもとより、ANSYS

けられてい謹す◎C只AY一！｛用NASTRANの

8，MARC，ADINA，S↑εAじrH，F，ISC巳Sなど

姓能表獄ども発蛋されてい讃ず。シヌテム釣な拡
張・強雨としてはアージ・ぺ冠スの轍搬いが司霞旨

を使用しての構遮解析の伐講をお持ちの方は建非
一度下配嘗禦部へお問い禽せ下さい。

ニュークリア・データ株式会社
本；

盆：〒窪53離京翻霞竪区中目黒り丁目1番刀魯ニールセンビル

聡器（03）792−26穫り（代）

大阪謬務飯：〒550大鵬市思置京町蝿り丁醤4番9讐京町橋八千代ピル

劇詩（06）444−05Q4（代）
ニュークリア・チータ株式舗は株雌絹：数櫨解析研究所とクルーフを形成しています。

シン求ルマークは﹁カエル扁

⑪罷む
。畷蝿隻π購蝿〆rヘサよ｝ム
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胴裏構造犠講会総命那口無本政策小委員会は七日︑﹁地域巌業ビジョン偏を京とめた︒晒和五十館八月に産構審がうちだした﹁座
業構迄の長期ビション﹂を地域の段階でとらえなおす必要があるとの観点から全国を八雌域に分け︑それぞれ各ブロックの塵業構蕩
の将来像︑エネルギー開発の貝体戦略のあり方をあきらかにしたもの︒それによると門ビジョン﹂は︑各池域のエネルギー開発につ

それによると︑まず﹁北海道地
五蕪度のエネルギー濡給バランス

京た︑﹁東北地域偏の昭和六↑

また︑石油依存麗が八五％と金

子力および地熱発電所の建設︑ロ

に対し︑一次エネルギー供給は原

さらに蝦告は﹁東北地域が全園耶

︵岡一〇％︶などとなる見込み︒

％︵璽・三％︶︑水力七・九％

ては﹁地域振興の観点からエネル

性を強調︑とくに鮨登地域につい

る﹂と代盤エネルギー開発の蟹要

ー鴛給構造を達成する必要があ

昭租六十五難度のエネルギー濡給

操瞬翻1ジ警
；一・・犠・嵩・

短
し、㌧・擁『

原子力は石油の半分

噸樫躰発電原価を試算

の漂子力のシェア一七・五％は全

酉二十四万二二︒このうち︑原子

五二度のエネルギー重要は七千三

また︑﹁申岡地域﹂の昭和六十

に積極的にとりくむことが鰻終的

強調︑﹁こうしてエネルギー対策

紅蓮の強化を図る必要がある﹂と

を極力抑制することにより︑産業

を通じてエネルギーコストの上昇

ン外翼省叢濃局長︒

蜜︑フィンランド睡K・コローネ

1−H・ハウンシルド研究技術鶴次

力庁計醐調整部溝席調三章︑西独

科学技術金議難風部会︵都会艮

ルギー︑食撮︑入口︑保健︑環境

る国際社金にあって︑資源︑エネ

際協澗へと変化しているとし︑既

学妓術の振興﹂という穂極的な国

と実講に沿った協力を通じての科

〜
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こうした穣極繭とりくみによっ

・八％に増大する晃込み︒

究開発を念む科学技術能力の商上

を囲朗とした研究協力の糎蝶性を
編堕している︒

また・驕発途上凹との科学技術

協力の推進方策では①資金の確傑

とその弾力的運嗣②協力のための

組入・体制の整備③翻内の協力関

係機関間の連携強化④人材交流の

拡充・強化⑤科学技術偶報協力の
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推進ーーなどを必嚢としている︒
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改善で要望

科技庁

田平公友科学捜術敷三次棺は七

賦︑藤井魔突入山院総裁に嘱して

門研究公携員などの処遇改幽につ

いて﹂と題する中州一郎科学技術

これは科技庁が研究垂範綴など

庁長寝名の畷望讃を芋渡した︒

の意見を重り京とめ︑毎隼︑入事

の処遇改憲を間るため︑関係省庁

要盟では︑科学技術への期待と

院に対して嚢麗しているもの︒

役遡を強調したあと︑これらを支

える研究公務羅などの処遇改艶に

ついて①研究公務澱︑とくに溶離

の格盗難正②研究部畏に支給され

層研究員の俸給の国立大学教冨と

ている欝欝の特別調整額の支給率

引上げ③研究機関の長を懸定職に

格付け④とくに顕薯な研究業績な

どを荷する研究番の絡欝上の纒遇

いる︒

描置菰充11などの実現を求めて

原子力安全局放肘糠欝金謙長

七日付︑科技庁

人事発令

︵労働大臓富罵付︶佐藤元之介

今回は︑先に発銭された総禽エ

ネルギー隅査会原子力部会報告か

継 働星／のの労⁝る理所と⁝め管灘画

Ψ腎

日刊エ業新聞社出版局L

故の企

事理別

二十特 敦線

ﾃ翻

賑殊

羅灘

東京都千代田区九段北一i入−十

〆

売係

〜十二万円︑次いでLNG火力十

四〜十五万円︑石炭火力十八〜十

九万円︑原子力二十四〜二十五万

円︑醗後に一般水力が五十四〜五

十五万円と︑とびぬけて臨くなっ

また︑発電原価に占める燃料費

ている︒

で開くなっており︑一股水力を除

火力七五％︑石舶火力八O％の頗

二五％︑石炭火力五五％︑LNG

円︑LNG火力十七〜十八円︑一 の割盒は︑一般水力ゼロ︑原子力

通藍雀資源エネル潔1庁はこの 炭火力︵海外炭使胴︶十㎎〜十五
ほど︑原子力発魑原価が石疲火力

九〜二十円とだんだん湖くなって

くと︑購腰費の鵠愈が低いものほ

いるQ

より約照O％翻箕とする鍛源別発 般水力十八〜十九円︑石油火力十
電脹緬の試算結果を発表した︒

それによると発電縢価︵送覆

一葺Y11！憂一匹﹁二冊一＝一

火力が⁝番安く一KW当たり十一 ど発亀隙緬も安い結果となったQ

髄︶は︑原子力が一KW豆当だり 一方︑獲設単価をみると︑石癌
十一〜十二円と鰻も齪く︑次に石

鷺曽一匹憂；罰憎隔−開葱一蓬篇謂二Tl⊥一§≡≡謄一嘗一Ti一匠一一≡憎一≡Tーー−≡㎜藍一︻㎜一憎一榊−田舞憎ヨ一

国でもトップ︒石炭のシエアも一

力は二酉三万謎腸︵原癌換算︶

エネルギー開発先輩地域・九

﹁代薔エネルギーの稜極的纏入等 キシコー1﹂︒アイベンシュッツ鍛

七・七％となり︑糊対約に石佃依

の実現にむすびつく﹂として

いる︒

存率は四二・七％に低減する讃画

で︑シェアは一一・六％になる計画

に

国情にあった分野で

・鈴江縫平科学技術金議霞棚︶は

など人類全体に共鎖する間匙や醒

禰譲途上国との協力で提言
二欝︑門科学技術の隙際的展開と

北間の丸正を疑正する扁ために︑

多

糊塾瓢改めて立候補つのる

事務総長選︑白紙に

一

ﾌ技術の移転にとどまらず︑研

開発途上国との科学技術協力の推

その矯要性はますます増大してき

ついては︑﹁開発途上国の随定性

開発途上團との科学技術協力に

ていると撹麗付けている︒

進について扁と題する蝦告欝をと
りまとめ︑発表した︒

報告露は︑まず︑科学技術の園
際協力について﹁相亙依序の深ま

田水翻今井隆吉クエート大使︑

六名︒

醒際原子力機関︵IAEA︶は 今圓︑立躾識していたのは次の
六角︑七田の三田︑特別理賢会を
開いて次期慣務総堀の選禺を行っ

ストリア大便︑擬睡A・ウィルソ

フィリピン観D・シアソン・オー

ン原子力霞員会規制渉外部罠︑メ

告で原産懇

七回原子力産業懇談会をひらく︒

分の二以上の支持崔得る茜が出な

そこで理郭金では︑嘱猫総長濾

田を娚限に燃候補蕎髪惣ることを

出を田紙にもどし︑改めて八月三

決定した︒

﹇q本原子力藍業会麟は七月十六

題﹂をテーマに行わ為る︒

力灌業政策の菟木方岡と今後の課

議官を総懸に招き︑﹁難しい原子

臼︵木︶年後三時から︑総懸・大

ら︑資源エネルギー庁の高概蜜審
が行われるか注顕されるところだ

離離の繊末工業クラブで︑篤八十

総日︑エ鍵クラブて

われる可能性も十分考えられるQ

が︑まったく新しい立候補蓄が現

こんご各麟間でどのような調整

エネ調部会報

かった︒

子力発露所︵BWR︑五十二万四千KW︶H写翼︒七月七臼現 たが︑躍甥国︵三十騰か園︶の三
在の総合進捗零は隔心％︒みちのく初のこの原予力発幽所に火
がともるのは昭和五十九隼︒女川とともに︑巻︑農江・小高︑
下茄と原子力発電にかける山北幽力の慧気ごみはすごい︒

計画によると︑六十五奪には︑集北電力電源構成比の三六％
を原子力でまかなう選定︒電力の六七％を石匠に帳っている同
電力は︑原子力を申心とする脱石油電源に彙力投入︑六十笈年

写翼の巾で︑左のフラスコ型をしたのが格納響器︒すでに耐

には一四％まで引き下げる計瞬だ︒

研究員の待遇
となっている︒

州
は照狛六十五年度で石礁五六・一

﹁㎎麟地域﹂のエネルギー構成

が不切能になることも響えられ

％︑石炭二一・六％︑原子力瓢二

二％に低減︒原子力のシェアは七

て六十五庫度の石濾依葎は四七・

いる︒

る﹂と新規雌源立地の緊急性を揺

見込み︒

・八％︑水力六・三％などとなる

一方︑﹁九州地域﹂についても

て近畿全域の人びとが理解し︑認
識する必要がある﹂とうったえて

摘︑﹁エネルギーの亜要性につい

されなければ経済成擬目標の実現

報告は門もし︑この囹標が違成

となっている︒

脱石油が進展し︑昭頑童十五葎度

一方︑﹁近畿地域﹂でも大幅に

する晃込み︒

圃って︑四九・五％程度まで低下

十五無度の石油依存率は五〇％を

ーの石翻代替も大きく進展︑六

％に憎為する計画︒またエネルギ

十三犀度の四・四％から一三・八

認盈鑑懲

！藝ン7ノ！ノ！グづ4ク！一！！！4一〆14多多！！ーグ多多多多多∠4クγノノ！！多ーノ！！！ノ⁝！〆

六十五隼厩の原子力のシェアは五

﹁腿榮甲儒越撫地域漏では昭和

O％︵嗣O︒閥％︶などQ

九％︵最弱・四％︶︑原子力七・

刀i問三・五％︶︑石炭⁝二・

いての昭覇六十五無には近畿︑九州︑北海道︑藍碧暇魁越峰地城で石油依存度が五〇％を鱗る②原帯力のウエイトが嘉込め遊縄では
一七・五％︑関鴫野繕越赫地域︑四園弛域では一三・八％となるーーなどをうきぼりにしている︒

城﹂については﹁昭和六十五無為
は石縮五〇・五％︵昭租五十三銀
園でもズバ抜けて高い﹁東海北陵

﹁総倉エネルギー科学鰭﹂の設麗

のエネルギー欝要殿は︑五＋礁度
度七六・一％︶︑石炭〜五・一％

11などを提黙している︒

の劃一・九籍にあたる総二蒲九十

ーカルエネルギー利用の促避など
均を上園る経済成長を達成するた

ギー擾資を露寒として総盆的な開

︵岡八・三％︶︑原子力一四・四 地域﹂でも﹁浬腰の強いエネルギ

から﹁昭秘六十五琿には石繍遠藤
めにはエネルギーの安定的供給が

兆試耀にたっする﹂と予測︒これ

％︵五十四薙七〇％︶︑石炭三一％

バランスは石油五一丁九％︵五十

発をはかるべきだ﹂としている︒

工漿団地﹂開発計蕨の興採的撮進

進をはかるため莫鉱的に①﹁電源

︵岡二〇％︶︑水力五％︵岡五 きわめて重器だ﹂と強調︑その転

の他一〇％︵岡五％︶になる﹂と

％︶︑原子力五％︵岡○％︶︑そ

毅響

建設進む女川原発

五・
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三

NRCが除染許可
浸水脱塩装置を利用

末除干力⁝規制強い衰︵NRC︶スタゥフは︑六月十八日︑スリーマイルアィラント︵TMI︶博が力発心癌ごり籔の轡矛知夢ど山四

故澱終難儀欝﹂をとの濠とめ︑趣

一︑軽水炉開発を制約する制腱

に計上されている︒

騒所内のタンクに野糠される︒京

・規壁上の困予の除表︒すなわ

に拍呼をかけていた﹂と述べた︒

罰し︑その酌段陽として︑ウエス

トパレ⁝で︵多分バーンウェルで

も︶屍棄物隅化の実訓を行う︒

一二︑再処理政簾の運輸化︒両処

⁝炉を結ぶ襲︵かなめ︶であり︑醜

理は︑鰐広炉︑廃簾樋管斑︑増猶

じ

しい環境をつくるため︑求．窯㌧

rノ再処理事毅の確Vにと吟て如諌

⁝魚に薄処理蘭鑑化を妨げている二

五︑国際原子力箔穏での※岡の

る︒

クトの設謝・節制蟄館を加速させ

ベッセンを

敷地に選定

DWKの再処理工場

西ドイツの笠松糧臥処理会筏

︵DWK︶は︑ヘッセン州内で処

膠能力三醤蒼十ゾ／奪の置処煙工

いたが︑このほと︑デでーメルス

場の葬設に目した地点をさがして

がるベッセンを選定し︑州政府に

タットとフ爵ルクマルセンにまた

これにあわせて︑ヘッセン彊の

地点玉器を6つた◎

社金罵塾党︵SPD︶が︑臨購党

国忌嬢の政策を圧倒曲多数で支持

ホルガー・ボーナ！州SPD蛋員

う②陸奥物問題が解淡されればビ

あれば州の許認副豪局は審蒼を行

セン州への再処理工場建設網請が

せ︑CRBR以降の大型プロジェ ボーナー氏の政雛には︑①ヘッ

BR︶をできるだけ蠕く運開さ 応の淡職をつけだ︒

で︑クリンチリバー増殖炉︵CR
し︑州内SPDの娠子力論争に一

増殖炉閲発で遅れをとっているの

⁝四︑増鯨炉技術の簡業税模への
大会を開き︑同州の薗栢でもある
⁝拡大︒楽国は・飽の限に比べて

イを明らかにする︒

趨鵬

蕊塞

ち︑瀞認可プロセスの円講化と︑

鋸塞しい投資環境の構藻︒

子炉とTM︷タイプの炉の問に 二︑鵬レベル廃棄物の蟹金処身

九奪六月︶と岡様に︑﹁繭独の原

澱終帳告欝は︑巾間報告灘︵七

邦恩金内務憂臓＆に擢出した︒

内に貯蔵されるか︑その鮫終附な

た・SDSに用いられたフィルタ 処理された水は甑定的にタンク
やゼオライト・イオン交換容器
は︑TM工二号機の城廓隣み鮮料 処分については︑メトロポリタン
貯蔵プール内に王冠的に貯藏され
・エジソン社が処分謝醐の申論を

に対する遜鋼製府の資任の迅速か

れた指名承認聴聞盆の臨﹂︑プル

そして︑プルーア氏は︑長いリ

つ謝画的な逐行︒一九九〇銀藤で

行い︑NRCの慰蛮・諮可をうけは︑工学附安金装認や勧理体制に
このうち︑SDSの趣転の結果なければならない︒処分晦講が禺 差があり︑畢急に璽大な変磁を行

に醐レベル廃棄物の宏全覆轍を実

るQ

う必要はない﹂と述べている︒し

るのは束奪以降とみられる︒

がし︑違転中︑無識中の原争力

発生する高レベル・ゼオライト騰
曲物の取扱いが問題となっていだ

発憲所の総点検の結果︑緊急時

西独内務省が丁

系や給水・除峨n系の合服報細友︑

冷軍票の兀瓦性艘大︑簡圧器逃し

が︑エネルギー省︵DO鶏︶が研
究弾発風飽のために引きとる意思

M一最終報告書

衣姦生客演視系の陶よなど︑各種

西トイツの連覇内務告︵B鯖 の改諭がσわれることになったと

※国の上眈添裳議は︑六月牽九

ーア氏は︑とくに軽水炉開発︑再

︵DOE原畢力担当次富補︶

日︑シェルビー・丁・プル⁝ア氏

⊃﹂ーーーb

︸

︶

⊃

ードされている︒ここにウラン

﹀

⊃

に惣欲を下せている︒

⊃

を出すi一などが舎穿れている︒

薯ドタイムをともなう原子力技術

︾

2︑国際耀う力観心？AE当化の理膨としている︒

では樵黙しないことを︑爆麩が

肝聞がかか9すぎるQ

わば二顔規制︸て︑イラクが隠

たた︑米図からのこんとの事

るい︒イラクの核保嚢感図μ

と班能婬についてイス労エルに

かで︑﹇イラクがNPT避反を

牽制する論調も菟える︒でのな

藍がおり︑工AEA費察とのい口出がわるい﹂と︑フランスを

︵NP禦︶はそのよつなケース 3︑現廼にはフランス人妓備 近い晃力が多く︑ 憩欝圏への

懇にあること︑核不穏散築約

Nとイスラエルが長年轍錦状 で︑螺弾濟蟄睡がた家る塞てに

ツクの︐核惣図

・ブランケットを置いても︑プ

イスラエルはそのような認燕
のもとに︑イ

ルトニウム生蝋駁は8琴単位 綴への及響は概して歯切斜がわ

1︑オシラク炉の地￥トンネ
ルは︑そこに中性子塚を誘轟し

准琿期につぶす巴戦をとり︑イ

ためにウラン骨張日渉も昌って

懇丹ユ場に間雇い幽い⁝工ての

射し︑ザルトニウムを塗虞する

て︑ウラン・ヅランケットを照

⊃

ブリスC原子自発二二の建設謙斑

のこネルギー省︵DOH︶原子力処理政策︑騰難物讐理︑増殖炉開

伽

信頼性回復と︑指灘力の強化・拡

にふさわしい安暫した原子力政策

︸

大を図る︒

を確立しなければならないと強調

︸

に実堕すると認二申したQ

態にあったと懸摘︑門その根末原
た︒

これに銑立つ六月や六日のf院 圃は︑規制および敵策の不安定に

︶

エネルギー天然資源塾員会で闘か あり︑経済インフレなどがそれら
︐

︑研猟士ンタ⁝の

して︑以下の五点の政策を優先朗

発の面で︑※國はこれまで病的状

上院︑ブルーア武を承認

﹁安定開発に全力

〜顎ニイ七穆万賦が八二低腿子鈴集 算︶は︑このほど︑噌米TM1卦している︒

⁝月一．︑欝付け文書︶︒このための爵

⁝つに︵DO13かりNRC宛への・ハ

葱明しげ﹂いるのげ虻賑はなくな

理をうけて麗荏補助建歴内に鮪蔵

するため︑SDSで処理される︒
処理された水は︑とりあえザ発
⊃

大型

エルの搭怖︑酔3萌めたのは硝究 いる︒

炉の

していないのに燃黙した︻︵ナ

イ総懸務次欝欝︶という詳働

が︑米国に期待されるNPT擁

折しも︑アラブ↓二か翻の衝

受けとめたのは轟然だろう︒工

AEA船霊フガーズへの攻繋との原子力金議も隠かれ︑開発の

トニウム生産への転用は︑理論

エルのメンバー資格︵イスラエ

岡︑対ソ対決路線︑C三A強化

1︑オシラク炉の貝田昭プル AEA理禦会は総会に︑イスラ譲件がレーガン米政権の保守志

推進を串賑わせている︒今圓の

びフランスの覧解は︑ほぼ次の

T体制および工

国﹂によるKP あろう︒

講の蟹勢としては物識りないで
NPT﹁葬加盟

んどの爆繋を︑

らIAEAがが
こ︑極界の世論にもっとも近い

以♪の認講か

能︒

これに対して︑IAEA35
観よ
朽動をとることは凄実圭不岡

攻撃されたNPT体制

イスラエルによるイラク原子炉爆撃

悉格的 耀換︑懸籾の高い澱 A︶が査察しても︑毒罫の台閣
軸度︑︷螺面ゾも

のウランなど
状
の母乳

の︑いわば
況訊拠

らない︵たとえばホット・セル

諸点に尽きている︒

気がかりな米の対応姿勢一
にブランケット照型にし︑他の

は蒼察の対課外︶︒

﹁核凱器開発計画﹂を想像し︑そ 急所へ持ち去ってしまえば分か

これらの桝籾から︑イラクの

の荷征に帽﹁疑問の余地がない偏

ルを勇気づけた難燃性を喬定で

ルは工AEAには加入︶握止のの動きなどによって︑イスラエ

量ないとすると︑封アラブ関係

3︑フランスが供総する九三 的に不可能ではないにせよ︑幻

と墓で確信した︒イスラエル
筋は︑その判断の蔓礎に米国中

検討を励好した︒供給者のフラ

想に近い︒

︷K・K︶

の今慶の藩移が気がかりであ

る︒

補無の決譲を蟹保理事会に提起

する⁝カ︑契約工の脇務を強調

2︑溶融トンネルは︑中通子 ンスも︑イスラエル非錐と摂害
4︑イラクは技衛を溜得した 線を炉心からテスト鳩癖へ爵︑く

して︑イラクへの研労炉再供賃
ほわQ

一で︑いつでも浅PTを脱退で 弱めのもの︒中性ず糠の唾臓を

要墳をこえる0

央憎報局︵C工A︶からの構報 ％濃縮ウランも︑煙弾製造の所

いる︒イスラエルが画いた脚取

と勧浩があったこと壱明需して

総会すろと︑汰のとおり︒

一1−1−−一αヒ﹃α壽5一鋼犠

箏ρ然め︑自墜環穐嬢因かリガ

ひーーー喉隅一

は︑＊国の一部翼翼察の碗解応

一

などにたまっている放購能汚梁水の除勢溺醐な尽旨し︑メトロポリ㌘ン・ユジ﹀ン召に対して泓逓に除再呈譲を笑雛するよう指小し

一

Mユ勉撚の賜趨取扱い建犀の使⁝

た︒除染には︑エビコールー石と寵水繊堀薮蔽︵SDS︶が剛いら黙る︒処理された水は︑凱定的に重傷所内のタンクに保懲重壁る

NRCは︑メトロポリ礎ン・エ環境の和子を図りながら︑迅速に

が︑その無終処分については︑別途晦諮を行いNRCの融鰐を得なければならない︒

網羅︑饗M工導機には︑一月
用済み豪勢貯灘プールの串に置か

シソン樵への指示の啄で︑﹁尚レ

水脱塩二日︵SDS1ーツプマージ一ゐ︑エピコール⁝署による処

除染癌動を籍うよう命じている︒

葎三月の購故の闘詩として︑原了
ベル回目水は︑今のところ︑原子

ド・デミネラライザ・システム︶

れている︒

炉建屋のサンプ内と原子炉冷擢系

に蟹全に格納されているけれど

炉建屋サンプと原子炉冷却系の中

筒レベル湾染水の除染にに︑浸

︵二千七質ゾ︶と約九万五千が切

内に︑それぞれ約七十万が篇ン

とエどコ⁝ルー瓢︵EP王COさR
れている中レベル丙遣水は︑繊

危険性があるだUでなく︑原子炉 1狂︶が用いられる︒

するだめに設副されだ装麗で︑T

ろ過とイだン曳目頭によって除染

体廃葉物の発な灘を減らすため 弔旗次等分への撮掲を︑承認し
SDSは︑高レベル汚難水脚︑ と︑SDSの運転機能をナニック

も︑依然として環境巾に蒲れ出す

建屋内の他の主要な除染濡動の実

ン︵三璽ハ十寸︶の藏レベル痴染

施を妨げている﹂と強調︑岡祉に

水がたまっている︒さらに︑補助

︵三薫八十ゾ︶の中レベル汚染水

建屋のタンクには︑約十万ガロン

対して︑公衆の健康と欝金みよび

︸蓬
＿侵5混一一＿

が貯蔽されている︒

クレーン

＼

厨イ如 摺締り？ハ冒月七ロ⁝︶かり一

か月︑その衝馳はきわめて深鰍
で︑今後に髭く尾を引きそうだ
が︑爆蹴そのものの評価は一応
町能な段階になったようだQ

、

ダッド郊外︶は熱串力七万KW だつたと轟えそ

爆蹴されたオシラク炉︵バク

／

イスラエルは

︵通需出力四万KW︶の大型研うだ︒
究炉︑フランスの金瀬援助によ
る原子力研究センター計藤の主
演鍋として購入されたもの︒原
子炉はほぼ完成し︑その当初燃
糧として九三％濃縮ウラン十二
♂擢が引渡されていたほか︵品
数荷﹀︑イタリアからホット・

セル蕊をふくむ四研究施設ρ契

ルかリウラン︑一塁ナが暴酒凍た
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原早力総懸納サイトでは︑この

は八八61運開の予走︒

鑛

壁
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縣同感︒上

聞

窟
夢

れていたのが現択︒しかし︑この

3る︑いわゆるスミや泓が客用さ

試料用に︑他方をハノククラウン

が︑綴織の検出灘のうち︑一力を

る条哲下で測定することになる

たひにバノククラウンドが裂勤づ

このため︑測定器を移勤さ過る

値遅成に商け︑臭係鑛を策疋づる

対し︑宮弐一体となってその儲糟

新エネルギーで供倫とする政歴に

には全エネルギー鐙の六・五％を

べている︒そして昭和六十五輝虚

申蹴が關発した床汚染測定器

撰定個数は一闘に敏雌に及ふ製が

また新エネルギー二業の規復と

その位門付けの明確化や︑研究闘

転縦三流を襲幽している︒

NHKか原子

力で特別番紐

7月粕︑17︑24Bに

N嚢Kテしヒは畦臼から三回に

わたり︑﹁原子力・秘められた竃

大技衛﹂と題する特簗を二丁す

何なのか﹂という紮朴な疑悶を舎

る︒番粗は﹁原子力発薦とは一驚

▽皆鷺39時30分〜20防50分﹁こ

もの︒

▽

▽尋七鷺20時〜

q50分一華全はここまて﹂

れが趣子炉だ﹇

︒

原痔に入愈

二4四臼20賠〜20財50分﹇とつk

てる放射態

特殊垂糾︵樗︶

〒一四灘

電議○

益語歴柑膨吾浅住駈大田区山

＝丁七七七−一八五二

王二⊥瓢一可

本紙臨本版を発行

田本原子力ぼ業会難︑はこの

玉d昏問の紳鼠用に謝，し曇16

︾㌢〆＼糖蜜

汐

學や

．嘘濃霧

〜㍉勘ポ難癖

シ観

1 原子力発懸所を妬めと琴る、障ゴカ1馴ギ負，∴β川1のために開発された湧コム丁袋てづ、
2 全品冗全検査によってん染義気の1㌧1囚となるヒ！耀一ルはをくありません．

衛でふき取り︑その放射能を潤定

あり︑タービンフロアのように広

ド照につることにより︑この旧識

発に従卜する企業に対する湾成絶

このため︑岡社として信︑これ

ふまれているのが実愉︒

に︑政暦に対する要望を濠とめだ

ぼど︑昭和五十筑年長門原子

た︒昭和五十五年一月から︑

力産業薪闘合本版﹂を発行し

倫転頃棚に変更した本無三月

製本︒

までを収録している︒クロス

疋価一万円︵必煮込み︶︒

阪ん餓勝に？ご︑嘗物込み﹄

揮

一ぐ

ゐ▽目に呼越︒霞り甲よて︒

Jl＄一Z4810（放射盤滝染防護罵ゴム手袋）規定試検合格品

床汎染の自動
測定器を開発
中部臨力は︑このはと謄子力発
い漏断で暁にかがみ込んで行うふ

を解決した︒

圖測定器帽絡講璽署五♪凝︑

餓を要望︒ダ灘謡験・実用化︷号

申欝欝力

臨所飛放射哲床欝欝柔鼠動測定器

き取り論叢は大面な労力となっ

ことを強く要翻している︒

の開発に成功した︒この湖定器は

さ︒櫛繊感脱は一×十のマイラス

長さ千︑︑♪規︑門さ八頁︑♪がの大き

ていた︒

しかも︑放射離雪嵐創笈は中破

闘の．買金助旗範閉の拡入なとる望

プラントの建設鞭周などに財する

に頼り︑時間がかか

っていた泳麟の放射穫拓染測超嵐

からの放射敏の彰懲を受けない驚

聞は㎎十五秒となっている︒

六粟ク厚．／平力λ〆ル︑測疋所墾聴

人力

冒動化し︑即時に拓染度を顕磁に

で汚血三無の円走ができない不便

所で行う必慶があるため︑その聴

従來

的なノスヲム︒すてに浜岡殿了力

さらに繊エマル訊！瓦用冒竃及の

醸翫つることが諏来望よしい﹂と
しながらも︑﹁二国が中止の粘論

までの笠地対策から一歩踏みこ

み︑人文的︑社会・縫済的な地撤

となった以よ︑同計画を終了せざ

るを鴛ない﹂との懸陶を表明し

傭勢から︑進展いちじるしい埋立

て技伽なとの澱近の技偽動面まで

た︒

これによって︑隅嗣画は正式に

をふくめた霊台政策の上にたった

の打闘をはかりたい篭Wん︒

﹇抱進会議駄を発足させて︑局趣 頭におき︑技術を中心にまとめた

中∬されることになったか︑協議

引き即き強い関心をもっているこ

で三麟の代表団は石炭液化妓術に

とを磁認︑今後も協調と協力の笛

いる新エネルギー財麟は・隔月L

用化︑卸及の調︽癌動を∬なって

湘汽勧コ溌墨キーの開究と氏

新エネルギー財団

技術開発と実
用促進で提言
直垂について話属を行っていくこ
とを確刃しした◎

電源開発拒追

会議を新設
関西躍力

ごを発

十三田︑﹁新エネルギー技術関発

づ三田︑無源4V地乞k期朗︑ と転用乙類疋に関する提

関内暴力の小強記郎部長はハ
月⁝

これは民謡四二脳朝の代表から

表した︒

で構旗する﹁電源開発二進会議扁

成る新エネ財団の新旧ネ務業書譲

艦禽的に推翻するため︑謡務以上

を岡臼付で発疑させたと発勢し

が︑石油に代わる代警エネルギー

の研究開発と被象への普及︒魯入

た︒
同薦力には︑着地間題を掲幽す

んでいる︒

さかあったのも慣実︒このため︑

ための職工廻備として︑詣規醐減

また︑これらの技衙はこれがら

測ることができるようにした画期

測矩曇は︑これらの聞題をじ〜に

続塞⊆轟︑蒼︑斎化の晃

開発を許冠している放射招鹿軍物

＝＝需需

こうした作㌣の霞継化と心骨の即 鰻決した醐期飼為ノステエQ極出

需

蔽し喬て蓼︑△︐犠の臨雍

階

の合理的な趣鍼やコンビナート力

＝＝＝瓢

憎

のセメント箔トラム価の茎蘭汚染

一

しいとし︑また撫外との二極的な
＝

ている︒
二

器を拙滅した小型の丁押し撒を使

営㎜

冊

匿測定がてとる放射組沫魏汚染肖

臼＝一一一一

＝階

測几に大こな醸力学翼捧ヨ勲こと

川州

一㎜＝

式による運営法の検酎を璋めてぼ

＝謹＝

鴛

通雨でき︑今後の瓜果が期待され

：

㎜柵

の自動趨走翫や珠画除罫獄蟹へも
今團︑中部賑力総禽技循研究酬

＝

曽一

即防に静勝轡孫を測定することが

しれ泳で︑源了力究控所管理匡

コ

が︐岡﹂衡機とメ同て開発した耕型

W︒このうち︑四〇％逸翻ぼ力て

一

イ億円が函fされてもる︒漁源エ せるとの累麟の紬講以秘に愚問集

＝祠﹁﹁

致門の広面濡或灘寮は︑ん並物住

緒︑その磐︑鰍気料金から興り引

濠かなおうとつるものだが︑立地

備務制度について﹁相応の役舗り

の宣ち去れから︑この計画があや

て︑常盤﹁億円を鼓話する見込

ネルギー后としては︑釆寸忠予算 はない﹂との判断を示した︒

また︑硬畷は﹁今後のオイルコ

﹁しかし︑本来の備諮は国家的見

をはたしてきだ﹂としながらも

ろ︸と指彌︑とくに細ド噂力爽恵に

強余利の低識②懸樋期間の鍾ま③

一方︑霞本代衰田も﹁岡謝画を

豹八十万群にたっする発込み︒

み︒

くもので︑その給付躍磐は全田て

今翁展ア凍てけ︑￥葬分の麹篇

ストアノブに対し︑長期低唾な粘

無煙﹁高リスク事業に理解を﹂
日本鍬蒙協雲はこのほど︑﹁凱

力翠黛を確保するためには︑石炭

地に★っ九敵廃資金による創農て

書﹂をとりまとめた︒

火力︑原妻琴発幅箸の増強によ

黄政策の弧化確立に益する蟹望

Hてれによると︑信望に一金胤諏

Xは国の瀬難な窄瞠檸材月の鼠給 り︑愚源多撤化か嘗務と型3λられ ある．﹂とが調ましい扁と提鳥︑U
畜てるりなかり︑画贋不削舵ね獄

ついて姐⁝女全館を彗分に曜3慮し

ん込いの伽聴鵠展についても◎擁
耗穀資康宅艀﹄厚懸とし︑その補

たうλ︑毒力に推滋㊨る膳及かあ

の凱九⑤剰余金の為兜鉢用⁝一た

備ぬ制蔑の弾力的運用＠備歯型襖

とを求めている◎

国解象同石炭融化引画︵SRC図︑財政難を理由に累くも畳折す

駅讃期政難を理由に

石炭液化計画を中止

さらに︑野望は甜釘碁風郵囲物

る﹂と幽訥している︒

輝はリスグの凄い搬鋤縄動にふる
以列にない﹂とのへたあと・一し
かも︑価格は梁動の激しい引際倒

不致定な窪〆酒動を続けざるを摺

場に章暮しているだめ︑さわめて

ない宿命にある﹂と指摘︑門した
がって︑将束にわだり蜜定的に三

できる但践み︒

動測疋響の開発が9がれていた︒ つて臥面の汚染低ふき取りなから

戸あ黙り月翫三乃円〜九白円ハ隣

になり乏うた︒

余凱に文賞する力汐て協議︑この

扱藤町村はその二分の⁝︶篭縮

この方氾たと︑部意驚邸が私人
に支払い叢務を蚕遅しないため︑
地方自治法に紙票しない︒

日本陣子力産鑑会識
摂本厚子力薩気会議は︑このほ

ど一九八一年四月一日現費のB全
版カラー地図⁝世界の屡づ力究滋

所とよ彙脇蜘赫施設﹂を刊行し

業を行うためには︑鉱業政策の理

した代替エネルギー国際共同プロ が︑これからは︑地域の特殊性︑

の興体策の策定﹂﹁技術闘発健進

もの︒特に﹁需徐因糎達威のため

を一刻も早く究成︑推進するため
圏︑爾独の瓢菌は六月二＋鷲︑二

ためてう港ほりにされる形となっ から︑埋ぜて技術といった科学技

ノェクトがいかに難しいかがあら 経済弛といった﹁人文的扁な問匙

l且︶に取り組んでいた田本・来 ることになったことにより︑こう る﹁宣地合麗推進本部﹂があった

幸四の醸環︑⑳独のボンで協譲を

倉を示す金属鉱業箸重罰法を制走

づる必礫がみる﹂と強講してい

行い︑財政難から岡韻画を申止虜

とくに︑ウラン灘瀞の海外富鉱

るQ

⑳N鷺WP険◎TEXGL◎VES

原子力交

付金制度

第三者機関難曲で
通産と自治省支払い方法で合意
煽戸噂力量免所の費紬促近気のひとつとして︑／ノ匂段了騨てア甑められた謹醒盛の㎜緯．﹂力瓦嵐馳︑嘉︑燦ぬ鍵域丈付詫陸墨﹂か︑〜磁

媛り︑十月から犬施でさる兜渇しとなった︒曳弱金の支払い力翻が︑地刀自浴澄に拭触する詣・てれかあると癩謝した目総鶴との闇
て︑このほど合敷にたっしたため︒継しい回付力氾は︑国から翼付され九凱付今を︑都農尉興か勤⁝一環檎関に袖助爺としてたし︑そ
の樋関か㌦力参屑に支払い竃壷止︑臨気洞金戯双跳︑型紙に脇付づるというもの︐趣蔭省・歎彷エ不ル盛1なとしてけ︑目治ノ目との

絶に万金を尽す方鎖︒

開発船出特別盆謝施打令の一部改

はいったところ︑厨治憲から︑交

︽

これは運転中︑建戚中︑訓百中

た︵写翼︶︒

の轡翼の死㌦働︑滋なウラン鉱
猟︑ウラン縫稲工場︑再処理工場

基本法制定を求める

ほど大筋で愈心した︒

合藤をふまえ︑卑砦に鋤一一書機園の癌定とともに︑鼠瀞開発促遼特別盆翻施41令の一部改嚢︑麹膏金工農の多妻哲りにむ丁︑イ月タ

障霊力交付金赫凡は︑謄子力滋

しすすめ︑今四度予瞬で認められ

地の打開をはかるため懸醒省が36 正とともに︑関係伐月との謂轄に

付金の支払い方紘が地方階稲注第
二蔭幽十豊条の﹁公金の支払いを

た制度︒原子力発嘉所畝符帯町君
および周辺地城の家庭や倉業に日
忠魂の盆惣をふまえ︑資狩エネ
ルギー庁としては︑堅轡に︑第三

私人に蚤託してはならない扁とす
る法に抵触すると指挽があり︑薙

付金を出し︑実質的に弱気料金を
鯛り引くことによって︑齢地の台
瀦機関の選定とともに︑語源附会
施行令の敬止︑交付金制度の夢更

勉をふしていた︒

このため︑同灯と欝治省は︑こ

意・促進をはかろうとするもの︒
交付方法についてけ︑当初︑国
作成を行い︑饗月実旛に間に酬わ

て︑蔀ぬ膨県が国から鴨りた34付 せ九いとしている︒

の溢律に抵触しない交付力私とし

だし︑都ぬ雁堅か俺力闘材に支仏

金碧︑憾博力砿地欝欝お業やPA なみ︑原窪力発㌔駈鷹辺地域交

が原発所筏の船囲府賢に交付金を

い業路を委託つるみ汐てすづめら

の君民・企某を対働に︑貧民で一

酎金は︑転ず力帯二才窟筆箱町材

対戟卦潔を行つ塩⁝薯搬閲に浦助

たか︑資習コマル汽1bか︑を 今という形てたし︑この軌窃者微

L

く

施設地図を刊行

A︐壷世界の原．r力

聞か程力倉dに憂博して各玉胤や

評野

ようになっているのが特蝕︒特に

なとを霊薬に分譲︑一口でわかる

ための国丁重金の簸κ的櫓脚億︑

のダらかい凸τ四肖八弩熟乃K 滋く璽誉れろとこりであろ︑と近

醤

8

れていた︒

鼠

弊

当初の構想によると︑このプロ

﹂︑実用化へ同けて抵算す

本の柱としている︒

ルギ←

照顧りか偽同﹂四脚甲期に岐．←偏

れに課し︑鈴懸代孟瞬も﹁コスト ね餐の嚢徽没無拝斎け︑βんざい

珂判の4陶によると︑昭濃し唖 ること認離農不頃欠であり︑その

∬プロノユクトを酒倉することか ートさせたbの︒

してい 図工穿ルギ差響掩のホープとして
田い期告か掩せられていたが︑今

最も傾ぬ蕊との漁屡︑ア萌︒．偏

千ノの石炭セ投入して原漉とガス

ノェクトは三国が饗額箆鷺億がを ラント規襖の縮小なとの可能性に 地環境推蕊本部﹂鷺発展的に解消

件塾備﹂﹁国際交流の促進扁を四

その中で︑エネルギー霞袷鵡の

策の亮実﹂﹁実習普及のための条

開発助成等の拡充強化を求め︑①

きわめて低い臼本が︑新しいエネ

術の駐展などをとり入れた目算禽
金葎膜炎潔業団による特購陣幕糖

ついても検討を行ったが︑コスト させ︑新たに︑小林家長を議長と

霧隠では︑まず火団代表が﹁プ 的な立地施策一が必聾と論断︑﹁立

ヨーロノパ・アメリカ・田本は別

見罵りの人愚な増入かり︑SHC
つる芹眠瀞醐船脚進講議﹂をスタ

た︒

に拡大図をのゼ︑他に二十二か国

度およひ出撫制度の墨融資条

トを廼設︑一九八五年から一芸六

挺韻して石炭液化勲陶笑誼プラン

ることをf武に決定した︒

の原子力発電設編容器︵クロス出

改缶②開発︑操業段階ての国家獲

る︒

取無難の醸V⁝一之乱

附継る汐的規胡説韻④5参物の引 をケ評するというもの︒隠しい代

による年添物の譲護︑罵り掛けに

の

つきにくく︑鴻れにくいようにヒ 塗の五期低利融蟄③開発投資会社

力︶のグラフつき︒また折り田が

ニールコーティンクがほとこさ
れ︑丈氏になっていbQ
ん徹はヂ鼎ハ日円て感謝弾く拐文
は隙海・懲弟が鎌で藤

三興化学工業株式会社

製造元

株式会社コクゴ
東京都千代照区神霞富山町25
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臼木原子力産業擁護は今年五月︑二十一賦闘にわたって﹁畷子力発惣畠質保証視察団﹂を

︑

一一

二

6 f

︑

いQしかし・今後・①QAプログラ

欧米各国のQA

舞一

ムのレベル分けとその適矯のため

の認定システム③澁査の方法やチ
ェックリスト④漂子カプラントの

事情を視察して

遣した︒この視察照は︑パリで開かれた織際療子ヵ徽関︵IAEA︶霊催の門原子力発慮所の繍一 の技翠黛輩②特殊捜能やQA門下

粒 麺 鞭 躍 踏議麺麺糠灘離編 蠣 縞

とのことだが︑米酢の薄力電力会

﹁資金簸で一時工臨を中断した﹂

一︑二驚に対し︑今秋灘転詩魂発

ィアプロキャ面痩ン原稿力発電所

しかし︑すでに冗成しているデ

スペインではアスコ原子力発竃

くる間に常擬にもどるとのこと︒

鮨を訪問した︒毒んさんと降り注

た︒

両工場で︑興作申の鷹力容器︑

だ︒

給がおこなわ為る児遁しとのこと

なおこなっている︒

習気発生器など詳細に莞幽するこ

あらためて麟清の違いを認識し

なドりを多く端折った︒誰しく

たが︑行赦の都命上︑QA持輪附

以上︑薦垂をかいつまんで争い

◇

社ですらこのようなことがあり︑

を閣標に︑仕上げの段階に入って

た︒

とができた︒今回の視寮團がQA ぐ太陽の下︑一号機は来無の纈界

調査を隅的としていたため︑シン
いた︒

カナダでは︑遡困が誇るCAN サウスウェスト研究所は︑一九

ポジウム会堀から︑QA部門のプ

ラン女史が説明のため︑わざわざ

オに開設された非鴬利の導体で︑

駆けつけてくれたQ︵概痩は表参 DU炉の代表的センターであるピ 四七年︑テキサスのサンアントニ
カリング原子月発電所と︑同炉の

いる﹁凍子乃品確保凝視察國報告

は︑七月下旬に濫行が多比されて

照︶

開発を一手に撮っている氏ECL皮術開発の契約金によって運諺さ

界に名を知られている︒ここでは

である︒

潜﹂を撃暇していだだければ蔦い

フランスではそのほか︑ビュジ

主に原子力発寒所供用満検査︵工

れ︑漂子力以外の分野でも広く猟
軽水炉が多くの国々に醸入さ為

を鋳間した︒

ている中にあって︑カナダは独瞳

ェー原子力驚彪購とクレイマルビ

ル原子力発電所を凋飛したが︑フ

SI︶の技術寒寒の伏認をみるこ 簸疲に︑日ホのQAプログラム

一二

の原子炉を轟異な運転実績を望み

据付方法︑ソフトウエア︑運転な

ランス膜骨のツイトであること︑

とができた︒

吻

障界鍛先端をいく高速増殖炉であ

唖ねながら︑他国への輸出に意欲

寂苫一碧

ることから︑いずれも海外からの

を賜やしている様子が︸2mがえ 最後の訪問先となったパシフィ

開督するとともに︑QAの世界的 よび原子力発電所無識の雫契約金

た︒

気発億器と影藤照の製遣を︑ルク

と︑薩独式の製品べ！スの厳里な

力︑銀行など大会楠の漏蕎化﹂を

早藤の闘発を見威し︑鉄鋼︑原子

子瞬発竃所を児拝したが︑ここで

シソン胃線萄のグレイドウッド厭

米国では︑コモンウェルス・エ

リトリーであるカリフォルニア州

る印象を受けた︒ただ︑潔斎のテ

いることが改めて認識さhた次第

多譲の金とより多くの人をかけて

りしたQA・QC纏織をもつてい
高い冥全性と信無性のため︑より

総事

べ格営

者項

きでの

やや

目は圧

建詳

的なD

設細

をくF

者な

定

﹇こ

と摸

め安あ

である︒

り︑他の先進国と比較して︑より

公約しているミッテラン新大統娘

は︑人工の湖沼を利用して冷却を

編伍のところ一量の原子力発電癖

は反対迦動の強いところであり︑

ック︒ガス＆電力食社も︑譲国加 演査との重唱規制の二途下にあ

誕儀磁後で︑猛訪問先での騨買

に漉われに温携水は湖を一巡し︑

行っている蝋に特徴がある︒冷躍

る島国

も運転入りできないでいる◎

日本

数の馬力会社︒それだけにしっか

れ変わりなく︑順調に製蕊︑建設

約α田間かかって猿子炉に灰って

気︑対応が沓直さ為たが︑それぞ

が准められている穣チがうかがえ

供茨

フランスーカナダ

ルーゾ工場では︑鷹面谷器の製造

は米囚式の厳極なシステム規制

ィックスB︑ANSI⁝N・四
の五
やり方が紹介されたが︑レベル

した︒

いて嚇一といえる軽水炉の猿子炉

こなうこと︑QA致骨コースをよ フラマトム独は︑フランスにお

る懸に紺しては︑強力な支擾をお

どの特殊作楚に鮒するQAプログ 今麟の視察団はシンポジウムに
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﹁めやす線騒﹂については︑昭狽照

安全審董に必要なプルトニウムの

ゴ璽ヱづづ一

︵世話人︒荷馬義炎波駕商工会議

今回脳膜が実読段階へ移行する

鱈と地域問題を考える衛民遡禽扁

ことになったことにより︑わが国

鰭に反対する欝欝県民論議﹂︵磯

請願を採択︑反対派の﹁原子力発

二

は供給源多角化の観点から難要な

明四国鱈海瀬祉長︑大浮無銘蹴惣

二亙

二藍

のBW鼠は昭繕六十犀代後拳には に依存しており︑今後とも︑心臓

醗力ミッション参細薔は次のと

検のためのスペースを十分にとり

東尽電力は沸騰水型原子炉を魏時点で巖も里製しいbのに改疑した斬型炉︵ABWR︑出力葭三十万KW︶の闘発とその実用化に
陶けて本格的に取り組むことになり十五田︑来岡ジェネラル・エレクトリック︵G鷺︶祐︑東芝︑瞬立の三社との闇で︑今後の進め

宵に関する覚鐙稀結した︒匿界のBWR開讐餐の燧れた捜術を縮悪して五判型に聴講圧至億円をつざこみ・規僅のBWRの大幅
牲能アップをはかろうとするもの︒これによって粥細土十二年からスタートしたABWR計画は犠ヒの電訓から筆墨︑将薬の実戦配

では︑これをふまえて実鉱・開梵

期険費期間の短縮により稼働．筆が

に比べてかなり小さいことから︑

に残ザだめの講願﹂は＋万八千九
考慮しなくてもよいとしている︒

今園の岡県議会の原子力描進講

ン

三菱PWR原子力発電プラ

三菱重工業株式会社
蕊箋原子カ工業株式会壮

PWR原子力発電プラント
PWR船舶用原子炉設備

輪へ晦け︑大きくはばたく憾通しとなった︒

GE社の提螺で︑菓芝︑田立︑
田立︶の豊岡研究として実施する

研究成果は園のすすめている改訂

ることとなった︒原子力の平和利

ーニ半玉

運座養︒

さらに︑東電ではABWR開発
減する晃込み︒

に焦点をあてる計翻︒

ABW R の 技 術 的 改 良 点 は ① 炉
予讐

プラントの採胴を淡嘉する予溝

点に弱熱した氏は︑岡研究所内に

顯の採択は︑六月二十五日の敦翼

失落零︵LOCA︶階や逃がし蜜
首六十一人であっだ︒

全弁の作動將に生ずると趨えられ

京た︑原チ炉から放出されだプ
ルトニウムによって原子炉周辺の

京だ︑発魔罵猿子炉施設に関す

る解離荷電を︑初めて評価した︒

のであり︑これによって︑攻賀発

市議雲の推進請融採択につづくも

公衆が放射線を被曝することを燈

る耐遜設計響覆指針の晃浴しは︑

議した賜台︑公衆が漫罵する放射

使った原子炉︵現在の軽水姫は含

安全性と信頼性に定評ある

三菱金属株式会社
三菱電機株式会社
乱菱商寮株式会社
三菱原子燃料株式会社

高速増殖炉プラント

アセアアトム︵スウェーデン︶︑

アンサルドメカニカニュークリア

定のための設計研究を雍躍とG ていく方里︒

さらに︑ABWRの基本仕簾決
標転化謝画にも独極的に反映させ

WR開発に関してアドバンスド・ タ⁝ナル・ポンプ︶の採朋③微調

E︑またモデルによる機認︒建屋

ーレ︵イタリア︶の五者闘でAB 翫力容器内蔵再循環ポンプ︵イン

エンジニアリング・チーム︵AE欝財能な織豊駆動式諸徳棒駆動機

輩男用炉心冷却系響の蜜金施設の

玉

洛納答蟹の採用により︑地羅と格

避計が容甥になる②コンクリート

助教師をふりだしに静寧民友新

大占く蔚進ずる見遡しとなった◎

T︶が結醸されたのは昭和五十三 構︵F瓢CRD︶の採湘㈲コンク
の配羅研究を顎臨︑東芝︑際立の

系統構協が醸純化される②康子三

ABWRの改良黙諾としては①
装いを一新︑性能向上へとさらに

リート格納醤認の採用liなど 三枕共瞬で行うことになってい

隼七週︒碍チームによってすでに

これらの開発計画は今後二〜五

になる④燃料設計の改良および新

納谷器内事故に対する設計が容甥

型制御纏駆動機構の採照により運

まだ︑東驚では︑こうした研究

約齎五十億円が着込象れている︒

隼にわたって実施︑開発賢総額は

る︒

ド

として二隼間にわた

で︑よりいっそうの安念牲の確

位繍を低くすることができ︑藤提

第一段陽

窯をめざしたもの︒

ってフィージビリティスタディが 保︑偏頓性︑運転性︑握警護の陶
行われている︒

このうち︑インターナル・ポン

開発と並行してメーカー三社と協

睡負荷追従性能の霊跡がはかられ

転上の諭約が改画されるとともに

にすすめ プ・システムの開発︑新型無職樫
駆動機構の開発︑コンクリート格

ト煮端について技術的︑樫済的評

力して約叢薄間にわたってプラン

第二段階

これをうけて︑関係各祉でAB

納容器の構造評価と製傘確立のた

W民謝画を

る酊能性について検討を行ってい

めの実議欝欝など十七頂園につい

北︑中郡︑北随︑巾風︑原驚︶と

開記衛︑階票新蝿頭浜堂周罠と

る⑤運転上の網約の改藩および定
てはBW逸電力金蔓︵東原︑象顯作業を喫煙したのち︑ABWR

たが︑このほど量目にたっし︑調

第二段階

では設計・調沓に

印鐵となったもの︒

第一段階

歴蝋がおかれたが︑

日本原子力産業会議顧問

熱雲力平租撮記軍議象を設零する

もどすためには︑〜元的な協力纏

して健簸をふるった︒また︑特為

織が必要と︑﹁日本原子力産凝翁

とともに︑臼本の立ち遅れをとり
ツ特派員としてベルリンに赴き︑

原子力安全叢鍛会︵吹田徳雄委

噺曜受局長聴代の一鰯聞は︑ドイ

第一次大戦後のドイツの実梼をつ

志田の剛設を提暇︑嶺時の原子力

橋本清之助臨遜く

ぶさに報道した︒

た︒八＋七歳︒

原子力産業鼠識葬は︑七月二十

臼本原子力繧巣会議顯問︑二水
懸盤助氏︵健繊麗﹀は七月十二山

陣所の一連の讃故をめぐってゆれ

製胃WR・MARK為懸
翼で
隔
は︑入体内におけるプルトエ

て︑プルトエウムの吸入によって

寒ない︶の克地熱黛審憲に麗遮し

論を響たことになる︒

への馬入縫路②プルトニウムの物 五十近年七月に建纂璽躍法施行令

線醗に影響を与える照子を①人体

り︑線羅響価に際して︑もっとも

ウムの分布はかなり不均零であ

︻めやす線量︼プルトエウムを

行ったもの︒

理化学的性状③入体測の条件i一 の改正が行われ︑それに対応し

﹁めやす線懸隔が適用される事

る対応も︑二進の方岡で一撮の結

に入閣したが︑謡本氏は同氏に講

とする詳論炉の立地評価上必要な

態におけるプルトニウムによる鵬

薄いだ麺貧民の原峯力発電に対す
三⁝一五−一の下

われて大距秘藩官に︒ひき続港︑

あって︑その研究開発怯胡の聴講

局kとして︑黎明期の原子力界に プルトニウムに関するめやす線

て︑今回︑引用部分の変曖などを
地本願瀞でとり行

照租十七銀︑翼鼓政槍会事務局

閥田内闇で後藤内務大躍秘懲窟︒

の三つに大別している︒

われる︒葬醗墨員

欝欝擬針﹂﹁発霞用原子炉濾設に

容器圧感抑制系に加わる動醤蝦の

めたもの︒現実に危険㌫がほとん

身避難密が億じない線醗として決

に繋金率をかけてあみ︒

どないと推驚される線懸に︑さら

れに肺と肝を加えればよいとして

さらに︑﹁めやす線懸﹂の数嬉

いる︒

悶題とすべきものは磯であり︑こ

を出す學矩︒

に凝し蜜全黍は︑近いうちに詰論

の検討結果の帳告を受けた︒これ

子力産業膏ての親﹂としての役畜

この横跳により︑昭和西十七黛
誤認に闘

関する耐欝設計審費揺針﹂の三つ

に心血をそそいだ︒文審逓り門原

戦後の二＋七奪︑小坂瀬遺遅製

に勲一讐瑞灘煙を艶蹴

選︶︒

畏に講われて鋸鎌経済研究所の需

廻田購

長︑昭和十九碓蹴族院議鑓︵吻

故満水氏は明治

務鯉鱗に就伍︒この研究所入りが

会簸︒喪叢は︑鏡

二十七鋸二月九臼

橋水氏の繍を原子力にとりつかせ

りを疑たした︒

県の私寛薄英学絞

漿獄鑑漁れ︒静岡

男冨之助氏︒

そのこも︑原産野菊理瞬兼郭務

罠は蒋親子巳原百

食疑︶から門プルトニウムを豊科

員長︶は九同︑委員会を開き︑原

30
立に尽力した︒

子炉古金基華尊黒部食︵大山郡部

骨のめやす線量12ラ
擬当大臣︑正力松太購氏の賀岡を

増殖炉などの立地評価で
得て︑岡氏とともに原薩徐議の設

原子力安全委・部会報告

醗
騒
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難灘
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TM亙﹂ 一号の除染で
Gpu社現実的な案と評価

ち三一三九千万が︵二四西ニイ沁

三千孫七＋万餅の補助金を支幽

助金︒原子力癒勢と同じく︑年間

し︑六無聞で合計一億九千万が

円︶を支払う︒負三日は︑電力会
社︑製造業畜︑機器供給蕎の闇で
︵すなわち全コストの二五％︶を
負指する︒すでに︑連邦政雁は︑

多

︐︐多

市塒向けに開発

く考えだ︒

は︑六月上旬オタワで開かれたカ

U九五〇︶を公式に発表した︒
捻転オンタリオ・ハイドロ社が

しとしては︑従来の六十万KW炉

けに設計し面したもので︑A露C

ポンピエール原子力発慰所四号機

弩︑

ズ♂

札では︑A罰CLは︑六十万KW
二呈の一うのオプションを提示す

炉二〜闘盤または九十稽刀KW二

ダンピエール四号
に臨界前試験認可
仏工粟雀
︻パリ松本創立濃冒フランスの

﹀

〜

見鷺求めた後︑与えられた︒同発

工業相の協議騨門家グループの藤

︵丁業相︶を画けた︒この認醐は

界前コールド︒テスト爽施の認珂

このほど︑照覧料装荷と巖初の臨

CA加DU九丑Oは︑識備甜矯︵九＋万KW︑加座水型蝉︶は︑

る︑などの特徴をもっている︒

AECしが国際 却水の温度が暖かくても利絹でき

耐霞性がすぐれている︑復水器冷

外に︑海外での雪庇を配新して︑

NDU標準設計

箪が調いというこれまでの長石以

怩jWのCA

声明を発訣しだ︒

して三千七蕾万炉をTM工二者機 して︑慎罎な検射に値する︑との
のクリーンアップにあてることに
しており︑ソーンバーグ知新は︑
﹁連邦政暦は︑補助金支繊の前例
をつくっている﹂と述べている︒

一︑τMI二留機の所飼畜であ
るジェネラル・パブリック・ユー

コストの三二％︑すなわち二面脳

ナダ原テ刀協会︵CNA︶の奪次・エスコフェ総裁も参加してお

ティリティーズ︵GPU︶は︑全 カナ4於子力公祉︵AECL︶ おりしも︑CNAの年次大金に

午五部万が︵約五罪四十億円︶を

大金で・電気出力九＋蚤万KWの り︑メキシコが近く予定している

は︑メキシコ雌無識のアルベルト

負担する︒年間賃村民閥千八酉万

再開と磁掻結びついている︑とソ

N発D
賭の捻出は︑TM王一号機の運転 CANDU炉標準設記︵C
捻A
づ刀
慰所心置乃KWの園阻入
ーンバーグ知害は播摘︒同知棲

ると述べた︒

出戦略ユニットとして活用してい

とあわせてCANDU九ぬ○を輸

﹀一睡

評♂

のロワール川沿いにある︒

馬斯︵1一写翼︶は︑フランス中部

一次系水漏れで

二人が軽く汚染

フランスの

ビュジェ発羅所

︻パリ松本闘在嚢

ビュジェ原．ナ力発電所二弩機︵九

六月二十三霞︑一次系で水漏れが

＋二万箔千KW︑瓠翫水型炉︶で

子炉礁屋内に入った駄曇茗が表

探知され︑モれ嶽調査するため原

衝晦に汚染したことが明らかにさ

漏洩があったのは︑一次磁器分

れた︒

は放射二水には触れていない︒た

析のための採駅弁︒巴鴨した職貸

だちに洗浄を受けた︒炉は俸止さ

勤㌧

漁零﹀∴し

嗣

旨くなった腿設のディコミッシ

策がとられているQ

器︑厳しい運転野陶などの蟹塗対

爾了した︒

れ︑修理後︵四十八晴聞︶運転を

︹㌧︾寒恥戸

仰露話

現状でも安全は確保

ョニングや︑燃料サイクル活動に

い副長にもとづいて実施すれば︑

関巡する重目については︑掩懲濃

は︑難戦︑超こらないとしてい

放射能影讐をともなう郵大瑠故

酬獣燃料施設に総合的メス

では︑放

フロント・エンド

をまとめた︒変形A4版︑一六二 射能影響をともなう鯨大欝欝が起

を確保するためには︑プラント機

設の設議︑建設︑運紙晴の笈金性

巖徴に︑レポートは︑原子力施

るQ

NEAの原子力臓設蟹全弱致員諦︑および撫工の鞍懸料サイクル

十日︑﹁核津料ツイクル臆断の籔

の
︵OECD・NEA︶は︑六
愈︵
月C
三SNI︶が︑このレポート

経揖協力聞允機構・原子力機閲

コストの二％︑すなわち一イ五酉

バック

こる可能哲はきわめて隈定されて
台︒

二

多

それによると︑原子炉と比較し
て︑核燃籾ツイクル施設では︑裏

逆に︑辮料ツイクル感動は︑

饗であると強調している︒

練などの國子が結難した役購が璽

心い卜者
く糟麹

博︑縄欝

つけるかがPR露の醜の見せ所︒

女性と子供の関心をいかに引き

スクを受け入れられる程隈に低く

︻パリ鑓水駐在員︼フランス霞

仏の原子刀発躍所

二十万人に倍増

昨年の見学者は

鯵臣

外陰象

するため︑一運のバリア︑特別機

では︑総懸能インベン

理︑放射性眺葉物欝欝の

ン・エラーの鍛少化︑運紙撚の調

器の欝欝性︑品質保証︑ヒューマ

いる︒使用済み鰍料の贈蕨︑再処
クル施設について︑その潜在的危

トリーがかなり大きいので︑リ

・エンド

このレポートは︑各核燃料サイ
核螂腿ツイクルの各段階におけ

を論じるとともに︑今後さらに研

険性︑蔀故リスク解析︑安全対策

た︒

命牲に関するレポート﹂を発塾し
ご％の九千万がは︑

る馳設の安全性を︑国際的な技術
あてる︒

；多多

に検討したもので︑この極のレポ

多⁝孝

ートとしては初めてQ

⁝

はクリーンアップ問懸の現実酌な

多

解決に陶かつての第一歩であると

一

究の必要な分野を指摘している︒

GPU社は︑ソーンバーグ提案・知識の現状にてらして︑総隈的

まだ便っていない残りの保険金を

︑残り

万がを負擦するe

一︑ニコージャージ三州は︑全

り値上がりしている︒

入しなければならないため︑かな

止揚躍のため︶他社から露力を購

機の廓故と同一号機の運娠再開停

患気糾金は︑同祉が︵TMI二騒︑4

求かなわれる︒なお︑GPU社の

気税によるタナボタ収入によって

酉77斌の磁間負掲額は︑岡弼の電

︵約六十六鱒円︶を負擬する︒籔

ストの四％︑すなわち三千万が

一︑ペンシルベエア州は︑傘コ

すれば︑同炉の運妖再開を支掲す

がTM王一号機の安全運転を保工 所の八十葺万KW炉を國際欝場向 るものとみられる︒

巌原子力規制鼓農禽︵NRC︶が︑このぼど︑TMI二禦機の原子炉建屋内にた濠っている放麗能物楽水の処理を語珂したことに は︑原子力規制蚕繭愈︵NRC︶ 難設申のダーリントン原子刀究撫
ともない︑同炉のクリーンアップ︵いわゆる除染︶伜兼が木格化することになった︒一目舞三月の諭故以来︑訪がクリーンアップ︒
コストを負撮するかが最大の慰粟となっていたが︑ペンシル︑ヘニア州のディック・ソーンバーグ焔事は︑七月九日記蕎会見を行い︑

約七偲六千万が︵約一千七酉億円︶と紙定されるτM一二号機のクリ；ンアップ・コストを触業界︑遠邦政阿︑州︑GPU社などで

る格妊の場所で行われた︒

アップ︒コストの二五％︑すなわ

一︑原子力戯業は︑介クリ⁝ン

おり︒

分撹する築を発表した︒記蓄張兇は︑知瑠の蟹譜により︑広範なテレビ撮影ができるように︑TMI敷地内の背後に発寒所を尉濃せ

ソーンパ︺グ知購が行った穴江
謝画でクリーンアップ︒コストを
分抵するとの提案の費子は次のと

千薗七十万湛になる︒

配分する︒奪闘の負担総籔は2二

三

エネルギー研究開発予算の一部と

・蟻欝

懇
多多き二多

ンスは比較的ゆっくり嵐行ずるの

ガスタのAP麦局は︑翌臼︵九

︵液

力庁︵EDF︶は︑このほど︑原
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一︑遂邦政寵による研究開発補

二

故が鯉きても︑公衆の蟹全に影響

ンテイソメント︒バリアを破慶す

サイクル施設の串故は︑一殿にコ

﹁NRCは何も新しい命令を出し
を及ぼす岡能牲は小さい︒核蝉隅

さらに︑ガグナー氏は門禦議を

ていない﹂と述べた︒

暇えているNRCの安金担轟技るような大きなエネルギーをとも

で︑余裕をもって必蟄な緊急冊対

師﹂は︑RRCスタッフのデメトなわない︒さらに︑薯故シークェ

を確認した︒

リオス・バスヂキス氏であること

グループに対して︑圧力答器轡の

田︶年繭の報送開けに記襲の欝き
が起

醸しを行った︒新しい罰嬢は﹁N 体︒気体物質の漏洩︑制御されな

き裂

結果として理論的に

く広島分塞）

産

力

欝
多多

馨駆⑩AP電が誤報
にもとづいている︒

点検命令は出ていない

で︑古い原子力発電所敬基を聞止

年の六万人から七九年十万九千

子刀発臨所の見学者数は一九七四
て︑何も新しい禦態は発生してい

たことを明らかにした︒

人︑八○奪二十万蓋千人に惣増し

ックス︵二万一⁝千人︶の順︒

脳

AP通観は︑七月八田穿餉十時 られていないが︑これに劉議を噸

するよう主張している﹂と付け加

RC︶当局は︑いくつかの古い原 技蹄は︑今後の調査融果が出るま
子力発電所では︑鋼鉄製原子炉圧

ぜい姓閥題の現状︵中性子照粥の

付けで︑﹁原子力規制委簸会︵N えている一入のNRCの安全担轟 NRCは︑その会台の席上︑両 NRCの若輩にもとづき︑オ！策をとることができるQ

力饗羅の炉蟹が予想よりもひび旧

臨界購故など︶が趨こりやすいと

RCの行為は進行中のものであっ い化学反応︑局所火災︑さらには

によって︑放肘能が環境中に放出

指摘︒とはいえ︑これらの小事故

G臨千人︶︑スーパーフェニ

万五薗人︶︑つづいてプライエ

たのは︑リンローランデゾー︵三

こる可能性︶について報管するよ

ない﹂と指摘して︑記事の内容を

NRCスポークスマンのスー︒う藤詔︒そして︑その報告が五月

えている︒

開硲にしている︒

四十四塾の原子力発惣所に対し

れを超こしやすいとして︑全米の

ガグナー氏によると︑APの鵠癌 に提出されだというのが莫相であ

石炭︑骨油火力霜野斯の昨卸の

原発で見学籍がもっとも多かっ

男学暫は︑二万八千入だった︒
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癒グループおよびPWR運転者グ したがって︑NRCから︵点 しかし︑すべての地ゐ紙が︑明
ループ︵いずれも渡染界のグルー

プ︶とNRCの間でもたれた会台は誤報である︒ガグナー氏は︑

鳴≧4

TMlの除染喪分担を提案

て︑それら原子炉の強度の蝋検を

信した︒

メーン州オーガスタ発の同謁事
は︑また﹁繁急の敬軽措置は命じ
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減損考再利用に照準
副業鵬昭和58年度完成めざす
動燃熟睡隈は昭和鷲十八年農をメドに桑灘再処理工場内に薪ウラン脱硝システムを建設する方針だ︒岡システムは使用糖み核燃料
のなかに残存するウランを園収し︑将来ふたたび螺料として再利用しようとするのがねらい︒運転裕麗を罵めるため︑現在の脱硝装

理にともなって働収され乃減損ウ

⁝場ではフランス妓術によるウラン なったもの︒

醗に並列して鹸新システムを設鍛することになったもので︑蕪慶金属が照設にあたる︒

軽水炉燃料のなかで核分裂をお

五％のこっていることになる︒こ

針を明示している︒

明するとともに︑政鐵朗対応の擶

多翻的な分析︑検討を踏まえて解

ネルギー資源をめぐる史的展開の

会の限界を述べている︒最後の藁

ともに︑大羅無産ii大騒消費社 本来の役鵠が果せる立場に搬かれ

規模化の結果生じたと指摘すると

では今日の酪潔の聞題は生誕の大

原子炉霊優技術蕎が必ずしもその

役翻﹂については﹁敦蓬蓬故では

川上幸一著
今日︑深刻化しつつ

ていなかったことが問題の一つと

あるエネルギー︑環

察は︑既往の概念にとらわれるこ

の役翻を明確にする﹂との方針を

附確に趣行できるよう保安規定で

つづいて︑﹁廃液漏出防翫簾の

藁物腿途建屋塘設のさいは︑放射

検譜体制﹂については﹁今後︑廃

翼体的な対簾のうち︑門禦故・

が一図となっていることから︑運

処理設備運転員の篁本鋤作の欠如

留︑海洋讐の兜帰技術だけでな

大型プロジェクトによってより高

が誤用化されつつあるが︑総画の

磁でなかった﹂とし﹁電気蜜業者

がある﹂と強講︑具体的に①秘報

海村からは能磯︑アイダホフォー

羅連敦賀原発問題で対策
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る︒
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二麗＝＝＝

；二

ったため︑今園のような問題を招 る﹂との方針をあきらかにしてい

議している︒

来したと雌巧えられる偏との覇断を

蕨二一二＝一三

さらに︑門原了炉1滑石術著の

長野県・三河︑静閥の践つの地方

この組織改正は︑①一方駒な惰

支部を設為する︒

報伝達だけでなく︑会員棚籔の懲

のみでなく全般麹な原子力問題に

ニオンリーダーに対し︑単にPR

これは︑同臼︑愛知県の名古屋見交換を行う②地域におけるオビ

概観二十七園委員金とPHセンタ

商工会議所会議察で開かれた中原

原子力に貢献する徳田の原子力関連真空装置

◇ウラン濃縮プラント用配管・トラップ及排気系

◇中性子発生装置用排気系

◇各種分析機器用排ヌL伽 系

詳細については営業部にカタログを御請求下さい。

﹁現代工業経済論﹂

薪一刊

なっている偏と前置きしたあと︑

生麓の大規模化によってもたらさ

となく瑚実の諮課題に大胆に臨を

﹁原子幽霊任技術著の指示が一転

ことを確かめた﹂としながらも

の原発ではこのようなことがない

﹁こうしたなかで今圃の点検で他

では技術︑生鮮の大規襖化の象鎌
として登崩した

本欝の構成は牽戯から威ってお

とり上げられ︑臣大狡術の霜用の

墾介境・南北無二蒼の讃

的条件について︑二〜四灘におい

り︑一章では工業焦産発展の基本

問題が

間題に対して︑その発生譲困を探

原子力

り︑これにどう対応していくべき

懸大性が語られている︒

木霜はこのような問題の本質鰐

果︑生産力の集中化が進み︑独占

れたこと︑五〜七議ではその結

塞灘で展開された工業発展の響

ては蛋産力拡大が分梨の徹底化と

理解を工業生産力の発展︑とりわ

向けているのが穴きな特徴だ︒

かは郵蟄な謙題となっている︒

け技術の大規巌巌を心底とした生

業を禦例にして論証されている︒

・騨占に歪つた経過が主に石油産

多一玉
づ多多rし6﹄

税覇経理協会潤︒
誓ノ多 玉多二〜
多〜多

あきらかにしている︒

し︑とくにこれまで勉閲視されて

産の大規歓化過程の申に潔い出

二一づ二玉〆

A5版︑約盲九十否︑二千円︒

吹き込んで加熱︑酸化ウラン粉末

二王

以上の展開に募ついて︑八︑九漁

硝酸ウラン液を流動的型脱硝懸に

f●竜ノ∫二玉

ことの確認等について︑原子炉憲

性廃液が一般排水路へ混入しない

一二

果︑各社の院濡物処理施設では放

二

ンの開発﹂の二つが今叢叢で終了

任狡術番を含めた社内委員会など

玉

きた技術と工業との相互関係︑エ

再処理工場が遡駕すれば︑大麟の

射性騰液が一般掛水路に奪還︑混

る︒

と硝酸に分離する方法を採肥す

今叢叢中に着工︑昭稲野十八無

入するおそれはないことを確認し

の來然防止を麟る﹂と指篤してい

で襖討することにより︑玉液漏出

ジェクトとして﹁知能ロボット﹂

た﹂としながらも︑﹁しかし︑保

するため︑これに代わる大型プロ

安管理体制︑設計および運転管理

減撫ウランが回収されることにな

の開発に取り詰むことになる兜込

り︑﹁有効利用﹂が現爽の話題と

み︒研究規極については七年澗に

は一二菱金属︒総工蟹は納三ナ僚円

る︒

書史の報佑の明確化﹂については

ついては﹁今時の難故では廃翼物

また︑﹁運転籔理上の鮒鎌﹂に

る︒

して浮かびあがってくることにな

度無毒をめざす︒建設にあたるの

これまでの処理によって矧収さ

が予研されている︒

このため︑動燃では減損ウラン

繭について︑さらに安全弦を胴上

れた減擬ウランは酉樋以上にたっ

させるためきめ細かな対策を突施

気発生器伝熱勧の輔弼︑制御棒駆

することにした﹂としている︒

動機構の蹴り憂え蟷に臨写化技術

炉圧力響蟹の供用期間中駿鑑︑蒸

げんざい原子力発臨勝では二子

三百籔円をつぎこむ予定だ︒

鷲システムは旧システムにくら

脱硝システムが工堺稼働当初から

の再濃縮実験を行うなどして将来

ランを胸効に利嘱していくことが

しているが︑これらはげんざい鼠

憂える

こすのはウラン獅︒この
べて運転操作牲や保守性が改鋤さ

に備えていく計画だ︒

慧癒に入っていたが︑さらに運転

酸化ウラン粉寒の形で貯蔵されて

不弼欠だ﹂との考え方をうちだし

が初数荷燃牒のなかに
れているのが特色︒また︑脱硝狡

ウラン獅
裕曳遊嵩めるため簸新システムを

いるのが現状︒しかし︑将来第二

一

く︑自照藁陛業︑生活等に輻広く

﹁これ濠で報告範闘が必ずしも明 転墓本ルールを再徹巖させる必捜

こうしたなかで通律省では昨邸

軽微な票象についても確実に引継

信弩発生時の点検を確実に行う②

ぐ③引四二すみやかに︑ランプに

としては︑とくに今國の類故と関

蓮して︑予瑚しない漏洩および従

度なロボット技術が開発され原子
力発電所に藤入されれば︑保矯・

よる状態表示とスイッチ位醗を約

活罵できる璽本附な技術關発を行

支援システム﹂の開発をスタ1ト う讃画だ︒

叢澱の受けた放射線撫讐につい

殿から五か軒計画で燃原子力発日

の無品化︑作業の自動化だ︒

術については旧システムと岡岬に

ていた︒

旧装灘に並列して設徹することに

原子力分野にも応用

こうしたなかで︑藥海薄処理工

一

は約三％睦まれている︒

このウラン獅の核分裂によって
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荘団の技術を￥び︑σ終の属が化

と をはかるため︑強勢沈が⑫止され

の犠も﹁ぬ﹂力曲

た山子篤砲愉二二萄ことになった

芸利離調難a

改伽︑本格閏な原

翠陰代理をつとめた隠沢広巳民

☆テーマと筆者

マ3のつの羅が難し驚
一ので㌔ジつ︐

臼翫の田瀦に尽力︑﹁悉行∬と
一﹂鍔掬レの慮の癒つたし絡がたい

凄つ鳳とヒムした構本氏は︑ここ

ても憩われて㍉任理卦に罵任つ
ると同時に事務短霞を鎌瀬︑燃扮

を璽め︑霞発な酒動を展開した︒

織に︑各方面から少仕気鋭の人揖

了力蔵＼a誠︵AIF︶に加入︑部︑事業部︑企画部︑討外室の磁

に︑海外がらの原∫力腐撮の轄夢

静岡民欝欝団讃菌︵入正工〜六

原子力の国際化に滑応ずるととも

につとめた︒

橋本氏は︑謹選諸国から振れ詮ず

孫をしたことbあって︑パフリノ

ハ舞︶︑旧トイノ赫派東︵大∬卜

みやかにとりもとづためには︑ひ
テボの罫豊控にはことのほか注慧

奪︶︑時翼藻戴麺μ総局艮︵大正

ろく各界の協力を得られる楓織を
を払い︑原品力産鋭新誌︑愛♪力

その年の八月︑剛建ユ慨の第一

そして︑その年の猛れ︵十二月
疫けることが麟聖てあると捉排し
海外壌情︑康子力質騒︑原︸力無

口漫評力平租測用脚際会蔑がノ﹂

八難︶有名なアイゼンハワー※大
た︒

艦︑アトムス・イン・ノVパンな 進銘︑田木國由党の三隠魚同修正

の畳同せ樫るところとなり︑昭和

産機閲の必婁匪が盤上︑既存の研

ぴとのあいだにけ︑原イカに滑3

高適な哲学を支柱に

をつづUた︒

振融の﹁アトムス・フォー・ピー

と夙々に完刊︑今田の原舷門蕎凋

った︒

臼叡発送亀携勝義往の鯉数を肥

ス﹂危．ふ行われたこともあっ

を招いて︑卑湿な﹄造・研先無印

一

含して︑郵相二十ヒ奪十層︑没砿

て︑岡浸員aけ謡発な滑渡をふま 代原野力掲廓人臣︑ガカ松大郎氏

研究開発体制
の確立に尽カ

され肥㌔力饗揖研元軌の持務理葺
えて︑が二i九甲︑ハ月十八口︑①

究機閲を拡大して隈子力研究掘織

ろ不費か滋述に昌よりつつあっ

一一一竿二月一躍︑H駅原．﹂力石 わけり八トヒ戚てこの世宅ムっ

をつくろのか︑新たに研究所を設

た︒とくに︑自力視されていた入

氏は︑みずから鯉元に足を達ひ︑

このよつななかにあって︑栖本

かbきあがっ置⑪

滋見かうずまくなかで︑﹁研究閑

一鱈な氏は︑国立︑公孫など種ぺの

かり︑研滞所の牝餐をたのよれだ

鱒獣︑にあっては︑救しい梗尋通鱒

製するのか︑といった悶慰が閲評

鋭い洞察力と鑑見盤で指導
た振圧の群民会長︑じ礼之助鼠と

要償企画鴛長冨の高脅尤之励氏

蔭の間で倫載された︒

昭租二十九年三月︑目由冤︑改

に舳任した鱈本懸け︑いち甲く︑

Pか団の甲セ力粗用は︑廻心目鱒

畦八琿晶ハ眉︑所内に軌エネルギー

研光殺員会を愛雌させ疋︒これ
は︑わか国に為けるい剛力Ψ和田
用囲允の一歩と同晦に︑モの︸あ
緯子乃界にψ入な制．ノ鷺をおよほづ

．匁詳西が発こした・

G本篇かりードつる﹄乃喋膏研 ともに︑卜蕊無謀にわたり︑まさ

力議してまわった︒こうした︑幕

原子力の平和剥用か黙黙に斐佃と

瑠洗︑東黙許欄電気の懸隔象二

よって鑑施すへきてある﹂と主

湯践の地愈な努力と識露な人柄に

繁栄をもたらすものであることを

氏などか中心になって二卜八犀に

この間も︑鵬本部は︑口本の原

孤︑ム．臼の﹁特殊法人・凹本原子

あくまでも産凄界との協罪体翻に

でに好調用汀離開

②昭郵一し

発足した門原子力霧雪貫朴凋照

子力雌鶏劉亮財経の総立に尽力し

発か多角弾に磁題することから︑

を兀成ずること③

会一︑豆力松大郎氏の捉剛て潔寸

に感熱分町をひわりる腺渡面隠の

源許力研究体勢を

一曹︷﹁
一柵
＝糊

局目窪でくつろぐ幡本氏Q鐸…はこの部猛
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鼎扁
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触発された多くの入ひとの心はし
−柵m一湘一凝

このときも︑壁塗氏は無力的に ネル議1﹂竃その行動の箪爪とし

撫な要謂として︑︸ごれは︑大きく

閲係薪との間に入0︑鶴見の四一 て︑口夜︑その削涯に心磁を乏こいた黒蟻にとって︑謙さに︑網代
と凋整につとめ︑﹁円本原子力発 いた︒

門藏本原ぞ力船開発興業団﹂の開 けられろ栄に紛し肥︒

礪衣氏は︑欝靭な慰著力と行動

昭箱四十ヒ難︑そのような原子たちはだかっていた︒

一圃原子力平和利用国際臥龍︵ノ

立︵昭鞘三十八無︶に全薗的な協

力μ和利朋開発に尽した功と商訳

ユネ書ブ︶を契機に︑各国とも︑

力を行うとともに︑とくに原子力

年︶に尽得した︒

矯株致会せ﹂の設α︵昭箔f十二

原子力発愚の研究開発に一驚と力

訪ね︑﹁康子力産業の利益熱張的

鋭い詞気力と先

をそそくようになった︒その結

一〜
わせていた信巽氏

昭箱黒牙無八月にひらか為た第

ギーのために
一

人類のエネル

一

力研究所﹂の設立をみるにいたっ

に隈止し︑k期田な見黒しに四つ

・》
》

た︒

翼︑杉水簸雄私研続騰研先縫︑田

曳d口末覆轍2☆介鼠・痕大改

ほ㍗となった︒・こして︑当晦の﹂

この携本氏の提窯は︑当時の孤

摩予力発灘の章要性に石面︑ 騨二

の運命を大きくム島つることとな

い︑触発され︑これ亡悔てて護たのか︒俘人な故人の疋跡を富りかえってみた︒

りしれない︒明揖︑大石︑昭和乙︑八ゴし釘聞捗んでとた鍋ム氏け︑いかにして原予力と浮会

運命を決めた
後藤氏の言葉
橋本浦Z肋氏が﹁浮子力発馳﹁
ということぽを籍めて耳にしたの
は︑戦後の撮三期からようわく車
穏な時期を迎λつつのった唱題ニ

ナニ年十二月 工 十 四 闘 Q 漫 放 解 附
を受け︑饗鴨プーースンから帰って

きた渡藤文人氏かり︑﹁アメリカ
では︑厚譲を使って嘱力にかλる
研究をしていみりしい︒ご為け︑

どつも成功したりしい㎝と聞がさ
れだときでのるQ
︑しくも︑戦朋の震雛支人氏︸ご

の人との出置いとともに︑この観

：；講．

黛に侮罵れな﹁原∫力7相利用轡

いてぬ合議なd凹を策鴛つること

ゴ

㌍急に堕坐するこ

中串次鱗据口緬欝欝鯉川九薫長り

，訴

匿

碍︑さらに︑弧力

た︒

到

姦、

㌧
㌦

わが園原子力開発の早分け的育江として︑敏多くの足跡と膨響を与えつづのてさた臼本原子

、1大

藤氏のことはが︑・ぐの瀞の構瓢氏

蕊、

晃性の眼をもちあ

するよでにいにつ

とめ︑酸府に提嬉

管掌讐漏をとり敦

が業朔堀に属する

とヨる﹁レ子力の

と一iなとを竹．r

無よ

為ン

、

を要︐喫岡藤日食は二か月硬の九

よさに︑練〜力亀薦槌にあっ 延しなU為はなりない鎗命から扁

潔

L．の反雀占

、

︵・据叡知は︑一人頭のためのエ 庖発していだ︒

B、ISO資埼r弓・全書易
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て︑政台諸等虫ぐ丸廻しに︒
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霧1

一力光徳にとりく

東

B

発喬
みけじめた︒

☆ASME，10CFR50App

☆原子力発電所建設と贔致保誌
☆原子力発屯所運法と品致保証
製造業における品質保証体舗

昭

蹟 ゴ異岡 ，老司
躍＊製鋼小野等爽作

☆贔致保認基準の見潔し
鱈力会社にあUる贔質保証体制

誕τ∫難山

☆エンンユアリングのQA

☆製作・据廿におけるQA
☆材料製ゑにおけるQA

｝ 入安藤
哩鉱負弁蓋
P 亀茂田

☆品懇懇磁の風急・的ノフローチ
☆わが田の品質保孟

（謬り，蕊擬態

，
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正力松太郎氏を中心に原マ力研究開発のあり方を舘含う︑左から徹藤文央厩︑
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隔
、
㍉
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原子力先進国に理解
蘇即踊核不拡散政策は堅持
厳しい編制から一松︑緩秘へーー︒レーガン米大統韻は十六賦︑米国の言外原争力政策である﹁核不拡散と平細利用協力に閲する

今後とも核軍
縮に努力傾注
原子力鰍野司談賭
一︑このぼど︑楽園大統領は核
酸拡赦及び原子力平叙窟用協力に

雇鐸ってきたところでもあり︑今

を糊したものとして認瀕するもの

する捗兵器属が︑今後とも核軍縮

なお︑この機会に来麟をはじめと

めざして協講を行うこととなって

について阜急かつ領久的な解決を

の共同声明にμづき︑再処槻職場

として︑横薙五月の日米酵脳金談

一︑田山間における当醸の陰影

である︒

に特段の努力を払っていくべきこ

胸にこれを支持するものである︒

國の声明の趣旨については︑凱木

とを改めて強調したい︒

羽漏協力のパートナーとしての信

附を達成するためにも原子力平和

ルギー・セキュリティーの観点か

当婁員食としては︑米囚がエネ

いる︒

この中で︑大統領は核拡散が

一︑一方︑本声明は核不拡散の園

世界の軍瓢に深翻な爾威を与える

いくというわが国の砿場に理解を

ら核撚掛サイクルの確蕉を図って

関する声明を発表した︒

隼︑米国がそうした諸国の必要性

頓性を脳復すべきこと︑および該

いる︒だが︑これらの諸麟は︑近

確信をもてなくなっている﹂と︑

を認議する能力があるかどうかの

拡散の危険のない進んだ原子力発

ており︑前政極より弾力的な震舅

増殖炉開発を妨げないことを述べ

ことを期待するものである◎

示し︑虚聞題が畢期に解決される

ものとし︑棲拡散防止黛約などに

として核不拡故のための努力を脱

防癒条約に筋盟し擬瞬措置を邸心

ている︒bが国は従来より核拡散 電計画をもつ国での再処理飽赫藩

よる核不撚散体制の強化を提嘱し

原子力平熱利網でも耕しい足カセ
をかけたカーター前政権の鋤簾を
雛鳥︑門︵これらの諸国とは︶むし

ろ︑じゅうぶんな保障描澱下での
原子力平租利屠協力における予見

途ヒ国にもたらした悪影響の結果

二親の石癌ショックが非産庸発展

に不可欠な再処理︑FBR開発に こうしだ︑泌切な保降描置下

町滋︑かつ信頓できるパ⁝トナ⁝
として開係を再び確立していかな一

すべき内響となっている︒

ければならない︒このことは︑わ

そして︑核燃科サイクルの確立

芋力平縮朋用については︑カーダー前酸硫の改策とは一転︑﹁すすんだ弾子力計理をもち︑かつ核拡散の腫険がない諸園の畷問の欝

照明﹂を発叢した︒七一園にわたる︸ての肋鎖のなかで︑米醐はひきつづき︑核拡散防止に難大な関心を払うことを明記したものの︑原

股を与える﹂と強調︑﹁黒凹石二

猛じている問題の解決に筒い腿先

重撮囚が公廷撫開発途上躍の開

で︑原子力卑相捕胴分野では︑橘

頓田あるパートナ茎を構築するた

ついては︑﹁すすんだ原子力計画

め︑行政府や原子力規制委員会

れわれの駆標とする核不拡敏にと

処理︑筒速増紅炉︵FBR︶を無口・抑制する意図はもたない﹂と︑じゅうぶんな保障措躍下で原子力平耳利堀を搬灘する瞬に澱し

譜国については︑禁止・抑制した

って︑必璽不呵風なものだ﹂と明 をもち︑かつ核拡散の危険がない
謁︑平相利胴の推漁に︑積極的な

をファイナンスする働纏ある努力

発︑とくにエネルギー分野の開発
核不拡敬を効果的にするものであ

原子力平和利用の推進について

第七圓先進園葭脳会議︵サミッ

カナダのオタワで開かれていた

て︑すべての田親を終了した︒

束をうたった共岡声明を採択し

化を通じて続済成長と石簡消費と

よって︑エネルギー羅済の構造変

通韻欝は十七欝︑藁北小力の巻
それによると︑墨水はエネルギ

原子力擁電所一溶機の新設に係る

愚産憲

第一次公開ビア

8月28日に巻で

いる︒

を拡大するよう要請する扁として

に︑畷子力協力にもとつく翰娼︑

の移転をひき続き禁止ずるととも

ることを強調している︒

ることを永めている︒

民閤再処理︑FBR開発に力を入承認晦譜などをすみやかに処理ず

際保陽聖駕協定に対する癒大な違

持する②これらの条紛もしくは圏

に︑璽痩な核物質の新規本論約象

れるわが国などにとっては︑二丁

りする賑園は袴しない﹂と明踏︑

われの能力にかかっている﹂と︑

かりたてる動機を蔵少させるわれ

反は︑圖瞭秩甲および楽園の二国

の前提豊作として︑鷹核国のあら

﹁機微な核物質︑設備および狡術 手をさしのべることか︑ひいては

核不拡数にかける来漉の立場をあ

ゆる原子力濡動に対し︑IAEA

は︑﹁米園の多数の皮質国︑同盟

麟は︑原子力に強い関心をもって︻ト︶は二十一鐵︑噸側面進睡の諮

のリンクを断ち切ることが薄髭

材諺卜共同声明採択し閉会

装置開発促進で合意

聡関綴に距穴な影響を及ぼすもの

の保庫措嗣を雄鹿する﹂と︑国際

とみなす︒談だ非難瞳によるいか
なる核罎発にも艶急な開心を示す

の国々といっそう効果的に協勇す
ることが不可欠﹂と︑詞盟囚の関

傑障搭灘休翻への砕組みを答認し

そして︑核拡散の危険が壷釈す
る地域への貝体醜指餅としては︑

じないことを明確にしている︒

国際原子力機関︵IA鴛A︶を強ないかぎり︑核物質の供給には応

③僚障措躍窪窪を改蕩するため︑

二障散防止の指墨としては①核

係を駒尽している︒

らためて強調するとともに︑﹁他

ては︑積趣的な趨勢でのぞむ方斜をあきらかにしている︒︵レーガン寅明の全文は5面︶

声明は濠ず︑核拡散が国際平

拡散防比条約︵NP？︶︑ラテン 化・支持するーーをあきらかにし

釈︑蜜驚および来国の蜜全保瞳上
の利益に対し︑璽大な潟威を与え

テロルコ条約︶への乗加盟国が︑

・アメリカ核兵器葉止条綿︵トラ

ている︒

ている現伏を分析︑その上にたっ

これらの条約に煽盟することを支

て︑﹁われわれの努力が成功する
か蒼かは︑核爆発物をもちたいと

は︑現花家で耐え難いほどの調整

に帰麗する図際収支の大幅な赤字

ニズムに大鎌に依存する﹂としな

刷については﹁引き続き市場メカ

甲の巻晦体鷲灘で闘鯉すること

から︑新潟県繭浦原郡巻町大字巻

月二十八臼︵金︶午前八時三十分

公開ヒアリング︵弟一次︶を︑八

このあと︑中川一賂科学技術庁

求た︑エネルギー開発の璽本原

だ﹂との確信を巽零している︒

ー問題の環愛妻について﹁〜九七

長冒の﹁橋本氏は︑つねに原子力

がらも﹁これは必要によって蚊府

九禦〜一九八O黛の石油働格上掃
このなかで︑荷澤会長は﹁い象

の負撞を課すことなくファイナン

の行勤によって補兇される﹂との

偲んだ︒

ここに楽然として建窯を失うこと

産業界にあって再見の瞬をもって

スされてきたが︑この赤字はしば

耀え方をあきらかにしている︒

弔辞を︐凋みあげた︒

はかりしれない彰響を与えつづけ

から原子力が呆の襟成にあたり︑

は原産関係背はもとより︑広くわ

原子力の叢進に総藻された︒敬意

らくの間続く可能性が強い﹄との

富之助氏︒上木践は激鋤の醸綱期

一柳：闇＝7一嚇＝需＝7一幽＝一＝7一二＝鴛
＝一7
一一
淵冒 一州＝曹＝7一二＝一一儒︐一繭一＝卿需7一 胃

た先駆蓄だけに︑式金型には故人

が囹原子力界にとって痛惜の極み

を押し︑心からめい福をいのる﹂

巻療子力発臆所は︑東北電力が

女川原子力発雛所に次ぐ︑同縫二

に戯要な役離をはたす原磁力発露

子炉四猛を建設することをめざし

海浜・五ケ浜地鷹にBWR型の原

番隅の原子力発電所として陶町角

開発については︑﹁各国のほとん

ている︒予定では一号機が八十二

の在来型および新エネルギー源の

対慮する羅えだ﹂との決慧を表明︑

不拡散に関する麟濁一般の懸念に

健康︑放射性麗翼物処理および核

力発電センターとなるQ

計四預十ご万五千KWの一大原子

が各薦十万KWで︑完織すれば台

六十四年八月運開︶︑二〜四騒機

つづいて︑至誠累増は﹁先生は

の友人が︑そして︑親族︑参列醤

ネルギー節約と他の燃料による石

開発鵜爾を筋速するとともに︑エ

原子力発亀盆祉の敦賀鶴亀駈で超

属て』〔董〔酊［露口

蟻麟

一言

駆ノ泥皇ぎ・・駄

撹

審

離

筆乱．

澱なる物贔の測定が司能です。

けで、測定できます。

D294mm以下のものです。厚さの

びボンベなどを、測定台にのせるだ

測定可能物品は、1至300×W420×

パイプ・足場板・ビディ足場、およ

一難』醜

物品の表面汚染の有無を自動的に検知します。

小物物品持出モニターー

大物物品搬出モニタ

轟繋

・・

富士電機

門下1驚麟畿議講羅響TEし鮒2n−7111

断

購rへ騨＝＝■7一二＝﹇＝導iニコ＝一

の欝蒸を疑う関係者ら瀞八薇舶が

だ﹂と故人の傑業を偲んだあと

の進捗状況は遅々としている一と

どで新規の原子力綴織施設の建設

の認誠にもとずいて﹁餐瞬は原子

性を前齎におしだしている︒

こうしたなかで︑讃明は﹁幽閉

弱であり︑その供絶が経済成長の

う受け入れるよう鋤奨し︑安全性

力エネルギーを樋民

ﾜ千KW︵五＋︑八年八羅工︑
がエネルギーについていまだに脆
霊の長勇橋本冨之助段︑後藤隆之

となっていることを認識し︑全て

阿復にとり依然総在的な制約条俘

教師をふりだしに新聞記者︑内務

二没すぎに躍儀は終了した︒

がつきつぎと鐡削にすすみ蝿書︑

つづいて︑二三十分禦ぎ省騨式

ている︒

で︑閲綴遊から大きな注騒を渠め

っそうの努力を払っていく﹂との なく︑薪規立地であるという点

また︑声明は発展途上国のエネ

方針をうちだしている︒

ルギー問題に欝及し門先瓶各園は

、

蟻櫓

なが

㌔

：主な仕様 測定線種：β（の線、検出鵠：ガスフローカウンタ、記録＝デ
イジタノ・プリンタ、1白白：1×10一・μCI／，m2

ゆ

7讐

粥㌦騨

理区域より搬出される物品の我面汚染のイ∫無を宿動的に判別します。

ジv轍鞭撒

く

富盛物品搬禺モニタは、原子力施設などの管理区桝ll口に設置され、管

小物物品持出モニタ

富士駒贔撮出モニタ

聾 織が〆

@饗

橋本土葬︑しめやかに

参列︒祭堀にひときわはえる遺影

とともに黒歯に供えられた︒

を︑同田付の懲報で告示した︒

塾図煎勲講でしめや聯にとりおこ

ネルギー闇題の兜服にあたる必蟹
機関︵王AEA︶箏錺総疑S・エ

騨諜各界から八百名参列
十円逝張した田末原子日産柴会

クルンド民をはじめ数多くの弔億
服しつつ︑残されたわたしたちに

さらに︑代替エネルギーの開発

を前に﹁原子力平箱利胴の促進﹂

訓を胸に︑わが国原子力聞発の離

課せられだ便蒲の究遂に︑いっそ

べ︑先進各図が連帯を強化してエ

なわれた︵獅写照︶︒葬磯目員長

途に横たわる数々の無難を打破克
いくことをあらた

うの精瀧努力を傾けたい扁と璽前

助氏︑田辺定張氏︑松棋宏一氏︑小

このあと︑携添摩鵬翼里長︑喪

めて誓いあった︒

搾縫は導ゆ金

坂善太郎氏︑巾中呂隈醜悪ら各界

大医秘説醤︑翼蟹政冶会箏務局

般がいっそ
に鷺つた︒

の僧侶による読経

疑︑塩瀬鼠威の設立などに活躍

にうつったが︑幣に騰を癒い︑激

さらに声明は﹁こうしたたゆ濠

道師のほか︑六嶺

がおごそかにひび

丈の生涯をふりかえったあと﹁と

一蒔すぎからはじ し︑実行の人であった﹂と波乱万

動の八十七年を生きぬいた故人の

ぬ蛮力をつづければ︑ベニスで設

のであり︑京だ︑発電所の増設で
まり︑まず葬儀蚕

くに後羅の教育にも深い関心を轡

偉叢を反映してか︑式には三木武

は達威される﹂と強調︑﹁これに

定した八十無代のエネルギー囲機

きた一連の饗故以来︑初めてのも

綴長の萄深廣巳漂

せられていた︒せめてあと十無二

れがそろい︑長蛸の列がつづいた︒

宍満総理大鷲をはじめ多彩な顔ぶ

さらに﹁新型技術の開発︑とくに

産会浸と戦前から

はいられ遷せん﹂と故入の遡徳を

窪であってほしかったと襲わずに

使用済み燃料の処理について︑い

賎人との友識が深

たいあげている︒

かった探三態践が

油代替を引き続き健進ずる﹂とう

今圃の公開ヒアリングは︑霞水
きわたるなか午後

集院住職︑松浦勝

73

﹁こんごは匿大な運跡と数々の遺 との幽幽が披露され︑圏際思子力

議纐間橋水浦之助氏の鳥偏が初の

罵打開にあたって

という故人の遺志を引き継いで雄

一鞭

ゴ罐争

数

臼

は有汗讃温質置会長︑喪並は長男

漢

籍

ぽ

レーガン大統領
原κ露として二十田越後︑平爪の

難

縷1

叢
欝腰

大物物品搬出モニタ

産業会議
本原子
発行所
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早

力

血げ

する兇込が︒

25臼から三か国訪問

︻OECD・NEA多数国
間川
協 長官が海
申
外視察に出発

舞七月

いず塊に雌よ︑邸敏田闘励蔽駈

OFCD篤四跳閥↓九嗣理鐸2て

鰭棚五十

この響いた亡︑こ綬ら関俘焙団
視麟度へのむ加により︑わが萬は

設寸か決出︑ぢ加函は次のよ︸冒

議監視制農商

や︑円内爪酎㌢謂との溶融を保っ
職制慶を趨じ︑海湾処分に関する
二種を負う︒

中川一齢羽烈持伽ハL官は︑⁝

て邑κか︑今磯︑﹁規制制圧レで
臼蓋な跨覆︑チータの入手︑そし

疹︵⁝一㎜国礎︶︑二㌦iンーラント

カーリノク麟ふ婦発ユネルキー入

際全人時︵

爵︶りと婁︒するの乳

のマルトーン目相︑ノエアラ窟学

はしめ︑静黙究塩瀬なと各地の研

このうちイントネノアとオース

ーム隣から八月四ほM衷て︑昌ヂ3栂⁝ 究施喪竃護照つる︒

トブリアては︑口添との科㌻技術

学技堕獄力についての脅見を交換

﹃iノーラントても︑日本との科

いての甘免簑換を偽な2偲か︑二

協力協疋に嘱つく続力の推進につ

はハか月前︶に扱戴口からRrA循協力の促遺︑灘．・蚊謝集猜の視
へ投藤訓醐の内容︑選た投罫秘

輿ねどのため︑インド不ンア︑雄

①摂銀笑撫︸発瞬︵瓜回目り口

るる櫨得機梅に入ることは︑安全
⁝鐸に玩っだ海汗処分体制を敬脅づ て参加国の海洋処分老劉価︑駈視

なみ︑この鯛度には︑来︑央︑

一る﹂からも推当と渕断︑参茄を決 つることが両能となったQ
⁝めたもの︒

⁝黒鍵への参簾は・海沿処分に凋け

アンソニー胡︑目絹︵画下九口︶︑

闘量る威しい知冤も板頭の主要な

︵干し臼︶︑オーストラリアの する予㌔

ルト人統頷︑ハビヒ研究鍾賢人無

属秘ては︑イント小ノアのスハ

を力間すろ．

結︑環樋♂晒讐を題物し︑蓑FA ーストブリア︑エユーノτラント
⁝たた︑政燈としては︑この㌦擬 仏ねとOECD加養の↓九か園か

り撫遺これた代押人により︑摂凍

②嬉戯笑馳の際に幡︑N琵Aよ

ハ茄︑わか日は霧笛騒の㊧加凶 により秘慨およ0も麺を愛ける︒

同制厩のもとでは︑げんこい︑

ﾌ︑︸捗﹂ではあるものの︑あ とある︒

く嚇小てし︑関係讃閏や国内水群兼

の四か圃が︑入闘焉のスペイン沖

爽︑幼ランゲ︑ヘル呉1︑スイス 石巣か各直穿鷲︑脅業丁順と拾り
に行われているか凝視を瞬ける︒

野の琿魁を得た⊥て実施する墜本

で海湾処分を行っている︒

力釧は袈えてい祝いため︑ふ格処

輪購稔墾離籍

これらの状密なふ訟え︑気象餅

対儂とされた︒

壌を明確に噂る②蜜全謂価におけ

烹印小醗L8Aに閲す嚢

頃指訓との比唖てほ⑫において

いとしていΦ︒

らの量藁し奮寒空歯

響勧ECCSで新評価指針

る③破掛銀の麗化に関する新しい

柵が︸醸化反鳳かどし るム搭餅の客意つUを明らかにう

く為る前扁に︑＠て﹁長罪二期

り入れやすく3る一iなとの開鉱

醜業を訓価⇒る伽新しい知児を取

﹁薫化嗣

期纏穐の﹂とつる堀計か消えた︒

捗総の並製陣の﹂から︐長Ψ鼠

陣／

﹁張

為ど︑入Ψハ酬

晶を行い①妙届犠羅凝集の引郷蝕
灘−﹂用炉心冷却玖︵鴛CeS︶ の鍛切窓はμ氏一壬酉厩以不②

一H︑鼠 される︑

月の米園侵MI貿故の鍍劃か六さ 抑絹≠に加わ．面動物無の評五指

︑⁝プルト

彦

胴・

バラ溺︑クアム
国の一部から︑一二コークリア︒

脚ゴ聴講全海燕象は

弓炉わ全本嘩専門部会から昆され

動﹂︑

◇

よん︑絹義⇔︿︵はiH︑一13

かはかられた︒

は︑配管なとの崇厳による冷却材

塗の見解は︑一極錆壁の凋添田考

WR・MA鶏K璽型格納駐κ力

指斜位汀に確たっての国第二那

ていた⁝醜態型動力炉の訓茜薦炉

ム丈縁故︵LOCA︶時に︑炉心
鋒始は︑酸化反応が濾しく為る剛

ない﹂としねがりも︑汀i四杯

え万融くア日も双当幹を久なってい

葭葺板瀞の化穿蟹離礁臨化遥の

心ゐ邦系の軽拙讃価指動﹂の探用

の孤覆衙響さの一五％り㍗④鯉蒔

沈尋づる水︽の犠は︑格檎谷各の

く形値したととを認めている︒ま

ニワム惹淋4一とよる原﹂炉のV地

した機閲において︑野趣鴎に救慰

しめ切りほ八月㌃一九目・噛し

烽阨ﾑ〜ヒ

附属姦塾︒〇欲し二一万一⁝一二

＼＼

@

安全確保体制整う
水産界の同意が焦点に

この僚子力委の力剣にもとジ

う方釧葦登憩化しているQ

ブリi・ハソフィノク扁として︑

遍小破断事故に対応

二＋番購の参鵬潤へt一わが融はイ七口︑OBCD・NEA︵縫茄協力開発紘構・原イ力機関︶の一放射彊廃腫物の撫汽投亙に関分までには︑臥た租喪の鵬閉を要
する多数麟間協櫛監視豪農﹂に参加した︒これは︑岡凹捌︵凹本時間︶行りれた閲義．﹂解老更U︑OECD臓本数雁代去邦畠臨大桑
か︑同日付でバン︒レネノブOFCD撃携靴飯に文欝で趨難したため︒．漏れによって︑放射軽罰細物の海洋処分に関つる係制轄偏

保しているとはいえ︑増え開ける

瞬では︑リイト内に保籍蝿所を確

き︑政府は︑町葬十一月十西篇︑

刻する動きか日たちはじめた︒

⁝屍烹物その他の撮棄による二戸 同添のd画している海洋処分に反

汚雄の防辻に八つる条約︵ロンド

恕良式に決めたQ

筏糖みよひ構凪材か爪と疲応して
﹂

健を胴詳略の見地から︑イ分貰い

つことが農或さ抽ろ︒

関係者に説明︑躍解と協力蜜工め

新編鯖て濾︑このこと獅噛認つ

爵に当財の締ゴ毒言自会が管

た多数鰯閥協訊r皿捌制氏に珍撫す

戯しん︑軽ム型効刀騨の到隔絹炉

の櫓却剛能晒蝋杁ぞ維黙しつつ︑

これによ︑て︑磁和力i6ー二月 癬凝せ収束さ旭る搬艦と＾配をも

いう邸孤職階を菱宍海苔処分に

る努力を鳶うなとし九ため︑聾観

ろ耐欝投影鱗費指劃

るめや虜尊びを掃罵づるこ乙進

誰価卦応ミなプルトニウムに関づ

決め入︒

緊急被曝救護
訓練で講習会

放医研

罫ゴ報償ね・放尉俘甑単総脅研

口までの白日聞︑第四回緊慧被曝

したQ頭にひらめけば︑隔ちに実 銑所は︑九丹二呼八欝から十月⁝二

繕納にたつさわる践を刈象に︑被

この撮程は︑凝．ゴ力調帯に閃秘

博ると︑づぐウロリとして蓬わめ

謡をも街り申しめ碍まりσ

思わ︐にはいられよせん︒野く画
く

̲

訟灘∵・＼響識量轡一翻怨蕪欝

は︑すへて究〜しだことになり︑こんこの痒只は︑灘洋処分に不填をもつ闘併渚圏や国内水薩某界に対して︑鹸府として︑とのよ

げんざいの︑わか国の低レベル

うな理解と協力を求めていくかに移って蓬た︒

放射想臨粟物は︑ドラム鉱︵二画

このため︑磯子力蚕郵玄け昭秘

懸となっているのが実・旧︒

リル︶にして三士二万末︒このうぢ ドラム飾に︑飽秘状感は脚継の悶

約二■工万本か︑隈子力発灘駈か
らててくる廃二物︒その他は︑三
五十一韓十月︑骸レヘル放射帽屍
亡これりの諸岡に白鳳︑七の女全

このため政彫は貯奪夏︑低二期

軸︵五力塞︶︑動議蟻業繊︵一万
晦物幻悌について︑⁝匠地︑海洋

艦なと︑撫洋処分傘般にPにって

ン条℃︶扁に加膿した︒

塞︶︑象子力加丁施設︵一万本︶

のこ添Mてで竹うものと弓る﹂と の罵的を助〜つるために没躍され

これら低レヘル胱藁泌は︑一宍
る刀敵てが簸に入っ厘か︑菟の滋

た︑てのこの徽輔導の脆化肇蛾に

びさっつさ︑このロントン条η

Rエ施藏︵一力本︶o

ついては﹇国艶朗為鰯調の︸に︑

値であること④桝刈の形凶婆化を

職媛各政ルか撫価つるにあた

﹁筑豊用原ザ炉施設に関弓

間に紹ゐカムのペースで繭煽して

るため︑想疋冷邦材長鳴番故の簸

茎一

制股へのハ垢がのUのしとなって 心冷淡沁の多全認価指劉﹂は庚辻

このあと︑時壌翻報極が支馬

・二六勲

布石が一つ一つ人とな牧纏りを果

り︑先生か躍鼠騒騒漁で臨かれた

暇釈皆一翁に小ヰね

も浪人されましたが︑り来︑糧間

轡が勃発し︑後肘先生も橋ム先生

長︑ヘルリン特派践を膵任したあ
と田沢蔑総先生の下で㎡難を対磐

たしたと難じ荻づ︒

とする政治鞍懸運動に没顕され談

のム麹に出られることはありま渥
んでL︶た︒このとき︑政滋は全部

旺かなこともまた群を抜いていま

ざかる耀いでしだか︑この淡断の

した︒

そして︑灸藤文門先弓の懇訥を

いたうえに︑湯沢三臣男内灘欝欝

解党しましだが︑内務告は織り抜

から傾か良い方撮はないかと橋懸

孜趣州紳課程鷹閉馬︑受蔓生礼十

栂本先生の勉聾︑芳力には麟の

宮となり︑後藤先生のハ腕として

受け︑農林大臣︑内務大駆の秘懸

醗材麗生馬劾あるいは選挙幽蕉趣

たち疑獄晒も滋いまくられてい忙

行に移づという力で︑糠蝦や弗子
先生はかねてから㎝珪たい人よ
り︑出し纏い人︸といつ右合を融

てや雛しく張して指けまつので︑

償的としている︒愈践九攣目︒ズ

に愚筆な堂恋的知藩と技勧潔得竃

災夷の紋懲処置及ひ人体ゐ蔓荊湖

愈プされたとき一これでもう私の

託生は町到五月鑑藤文文先聖か

縫い壕に謂われていましたΩ

れたかわかりませんか︑痛か題過

五名秘募録している︒

先㌫に相談があり継したQ
爵年鳥脅に漣く関心老抱かれた

義

した︒頭の上から侮度潔を溶とさ

動に力を尽されました︒

輌本門蔓は落穂冨隣代︑轍浜に蔭

水Uという窃舘磁場を説け︑薄側

有

不屈の精神と洞察力

幕≦一〜蒐

こんこは︑先盈の独されたし人

ではないとだ九覆いてむましたQ

ントン条絢の国会㌦弘申ころかり

一

は原三白掛算塗の発鷺に薄勲るこ
とわずか三か月の炉﹂とてした◎以

助会長︑一一低圏安川第肥汁会長を

来十八年間︑先輩は初代の薦襟之

馳を行うことになりました︒この

国鳥子力開発の前歳に横たわる敬

な足跡と鞭々の遡調を胸に︑わか

いよす︒

いる︒唇歴．﹂力発臨翫やRI潜業 これな竺馳する更のとする篇とい

⑳桟本氏の懲徳をしのんて一

有澤 廣巳

原子力の生みの親
難解譲飼畏

助けて︑鷲廷理事︑ついで代張甫

﹁筒爆賦ちてその大を知る﹂響い

とき︑ち㍗うと原子力蕪雑盆を醒

です︒

して隙斎にたちかえっていた私に

の創曹に帽到隊

いよしたか︑曝瞼にθらめく洗生

、、
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灘纒講灘購羅懸轍騰翻灘

任理事︑さらに金長代行として︑

終妬全精力を娘けて原麹の活動と
発展を瀬じ︑広くわが国端子力開
発の促畷と工高協力の促鮭に驚き

また︑昭和四十八鏑の状︑また

く貰猷されました︒

も衝蟷と混乱の渦に陥れたあの第
⁝次石滴危機が染発する一画削に

は門藍本粉雪偏を群籍され︑二輪

﹁原農の創設でした︒

は﹁開かれた縦織﹂として体制改

同氏は︑いちはやく原子力が人

モらくこの育翁ぬ辮累代を熱いう

人の及ふところ

かへておられたので柔ないかと聾

ワイドしウジポータブルポスト・

，総灘羅懸謬言礁撫露講懸鑑

ヘァここに厚総として先鼓を耀う

ことは原縷縷拝薔はもとより︑轟
くわが麟の原磁力界にとって︑嵐
ことに痛惜の極みてう︒

禰本綴は生来︑無畝落淡︑身を
托すること蔽しく︑とりわけ革麗
しく蓋面に立♪て脚光を︑冶Uるこ

し・つ︒

れたのは㍗樽当舛の．﹂とでありま

そのθとつが川に矢駆けての原

とを好まれませんてした︒それほ

てきた縣といbれるように︑K奪

叡さに闘舅が﹁照準のように難き

に不漁不鷹に鍛えあげられた請藤

子力開発の提嘱てあり︑そして︑

織と︑つ訟に蝕と民族を纏う同氏

謹六科口︒

込みは︑所だ用紙㌧客演︒hしい

すへさ素は幾ηつたしといわ移ま

概ム凱盈は想傅も及にない鶴才

したが︑一滋藤潤て七の篠を応り

と起旛を到にし︑一を捌やし︑い

将の隙辱を打砿兜服しつつ︑残志

亨についてもって恥られたのて︑

鼠長影引受けるよう強く聾訥され

ろいろの砕物を載賑し︑働きなが

類の﹁第篇⁝の火﹂として持つ困弊

てあり犬コてした︒

問い合わぜは︑放庶研・治績調誌

の鷺訟とが然らしめたものといえ

れた私たちに課せられた便命の一

れることにねってし患いよした︒

ました︒

翼賀感Ψ推量協詠盆の粗織を起λ

記者と為り︑ての縮筆て菰屑を礁

︑Pまで健憾であって献しかったと

ら与ぶ編制の叉蔽法動をやってお

答に︑いっそうの精進努力を傾け

︑一で醇岡邸の胃拠済す校て数ゴの

卜闘礁にして実爽を弓て︑一し
肱はこの志と沽繍に動か飾れ︑

ることを轟プここで賢選剛に紬冠して

琶めてのと一管︑故凝穏飢∬のわ

ついにこれせ引野けることになリ

動さ起たといわ輪ていま℃︒

uをこり︑イ九齢で翻岡籏反の や花稽りにい・ぐし浸れたのも︑沁
の有殺が私たちのとれぼと入感な

福ﾉ繁っているのて冒が︑銚縫 雛れの層乱とし激穿︒

心の乗え九つたことか︑今濠さに

極論を攣りれ九際︑孤もM席して

られ締した︒晩薪河口湖蝋で緊X られ威した︒趨町永摂覇の聾て

史的舷紘に溺騒し︑昭和二十九年

嶺↓月︸H︻

には原子難産奨利爾の促摩乞政層
に建譲されました︒

また︑偶本沃は独・して研興亡

慰み︑独特の洞が力演括ってあら

そして︑昭和三暗

麹姑︑盆鹸が設立さぬよしだ︒これ

には同氏の撰唱により口承謄づ力

趨族の胸に抱かれて
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硬究閣発の遅れ憂慮
鑓郵膣︒飛盤盈も建設を
果国猷子力ざム︵奴麹Snコーウィン・L・リカート会し︶は︑このほと︑﹁核β彫工玉ルギーが︑世界のエネルギー御要に賑し

調査委舜食は︑その鍔査結果を

州民投票の紬渠︑成立したもの

NRCが運転認癬

原発フル運転へ
マクカ
イ ア

水繁管理に厳
しい条件つけ

力逓転を認可されたセコヤー一弓

米原子力規灘羅員会︵NRC︶ ウス社農PWR︒罪九月に全凄

ーれのウィリアム・B・マクガイ 機と同糠に︑アイスコンデンサ⁝

は︑六月二卜九日︑テユークパワ

ため︑逸転認町の発給にあたって

式の小型格機斎ロ貸を択製している

守機︵陸写翼︶

ア康子力発題所

督巳塾瀟

猛

至

璽

一

一心

璽

は︑水嚢管押に対して顧しい条習

の全出力趣賦を認萌した︒

マクガイア一腎機は︑電気田力

雪

欝二卜二万KWのウエスチンクハ が澤されている︒

機の低品力通娠の認蒲を藷巾にも

原チ力規補幅員会か同発し所一弓

晶ナものと期待している︒

ンズ氏は︑﹁この三焦法は︑実験

ンフ冠ード・サイトてズ学士験を

童規模では実証ずみて︑今秋︑ハ

行うd画だ﹂と述へた︒

新規建設の決
定延期を支持

ヘルキ！の

ベルギーの科学相

︹パリ訟本唄在員

メイノユタノト科︾箔は︑このほ

ど︑個知的脇解として︑﹁翫特進

允建設の才器は延期されるへき

まだ︑全田エネルキ1蚕員会

だ﹂と赴へだ︒

は︑﹁揚力業界か一九八一一九一

江に予想している毛力串︑獲の瑚加

ﾛには一︒六〜二︒五％に辻終

︷は︑邸三・四〜四・四％たが︑

窟規原発を必要としないと薯め

ろう﹂として︑一九九蕊邸家では

だ︒これに対し︑鶴力業界は︑一

二蓑をだ旗さゼない場倉には︑織

九九蕉までに醤三＋刀KW原発

力不足が仕ずるとしている︒

クレ⁝ス経所縮は︑最近︑秋に

行われるエネルギー奴卸冨瓦の

し︑馬力ガス管理褒員金に検討を

齎三十万KW原発一黛︑八ヒ郊塞

る藁協案之捉示している︒

︑鱈

落筆解

高純度化学薬品・工業薬品

︾

酉

麗

睡國

＝

唾

艶

翻

専門参の翻訳臼宅アルバイト歓迎（秘置離隔）

滅な形で軽羅炉と婚搬炉の欝欝無
職に移行できるように︑増弛炉と
それに関黙する贈握リイクル施︑眠

一︑糟殖炉は︑採鉱︒総懸︑発

を開発すべきである︒

駕なとの蝉糾ツイクルから発生つ

せる︒

除することが遜決されたか︑その

で︑医療用を除く貯顧を国的とし

子力発
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る放射性廃棄物の総懸駿を︽少さ

一︑増殖炉のペニフィノトを組
螢することは︑核不拡故に顕ぢに
爵与しないし︑むしろ︑碧羅払故
日弊に逆行するQ

後︑黒影滋と保守系の残セ頭縄員

さらに︑フラウンズ氏による

と︑因化コストは劉倉経癬剛て︑

だ低レヘル廃二物を他州から州内

成立させる方向て遽携︑今園のC に持ち込むことを今銀ヒ月一阿か

のティアフロキャニオン

三所の耐震聞題に

所は最大想定地震

画風ン発慮所の運

あるため︑発徳所

・

︾

︒エレクトリンク︵PG＆E︶往
でに石炭火力発〜所一基を建没す

霞︑パノフィノク︒げス︒アント

羨︵ASLAB︶は︑六月十
後六
託しだ︒同委は︑九〇薙謙でに

来国の原子力安全泊謂朗控弄会

ASLABか裁定
緩に決疋を不すことを明らかに

ディアブロ原発
の耐震性は十分

海験

謝裟

〜申︒

売の一つの成果で︑現雌・特午購

館にわたる勧レヘル廃鷲露国化研

ンヨン﹂は︑岡研薫所の勲去ご十

﹁インサイツ・ヒトリフィケ！

ると推定されている︶

︵勉の圃化紘たと十〜ヒ幽妙かか

含にはらっと籔くなるという︒

たり物十が︑非放射戴臆璽物の場

放磁覆魔艇物の場命︑〜立力観当

ワソントン州当月筋は︑廃棄物

でいる︒

RBR予算の筏活となった︒たたら票比するという内谷を姫り込ん

が︑レーガン大繊簸支出の予箪を

一︑難燃は︑①CRBRおよひ
その後の酉業規襖の増殖炉緬股の

発㎡画にサポートされた寺門ある

建設・還紙②健全な研究・技術開

産業錘盤の胃蔵③棄全魅︑辮揖︑

設の改滋一に力点をおいた穣極附

材料︑機醤および蝿料サイクル施

な増量輝壁画に︑ただちに穫帰す

し︑予雛頴は︑敢府提庸の二俗五
千四胃万がから二鞍懸千万かに減

川決を不服として控訴する嵐向を

の丈馳を産らせるとともに︑地裁

簗比感の禽急則湊が出る獣で同払

ガン政権がセロ査定していた南縄

表明しだ︒

下院添象護は︑このぽか︑レー

議された︒

カス炉とバ⁝ンウェル再処理施設
に対して・それぞれ︑三千五西万

た︒また︑TMI誘発の研錫開允
C況B況テ駆は︑さる五月し﹂ 費として三千蔚万がの予塾を認め

信R︶の建没ツ箪を復活させた︒

た︵政愚案は鴬一千七爵万が︶◎

りわけ原発の稼動伏況︑窓側性お
よひ環境保護︑新工不ルギーの研
究︑消理説の﹃更︑燧金を厳りめ

求に︑EDFは︑蒙庭の契杓条

ける︒

件︑蜜甫求鞍︑債権園収条件︑愈格

正明の付与とその結果︑消費藷臆

来濁のワソントン州リノチラン

十八日︑﹁インツイン・ビトリフ

にも耐えられる﹂

︒ノースウエスト研究航は︑六月 嘱して︑門葦登為

ドにあるバノテル︒パノフィソク

したカルカール矯短炉︵SNR三
報︑契約蔭との関係︑EDFの石
墨キャンペーンに関する℃及な決
定については郷学者団体の戯見を
東めなけれはならない︒

この協走は︑ミノテラン闇闇か
公つしている酒黄口との協儀敵栄

ィケーノヨン﹂と解は為る貸しい

放尉性廃疑物や一般の叢誌麗蛭物

転入りに反対する

ティアブロキV

と燕定した︒

に和用できるもので︑廃山物埋

にホスクリ断勧が

人々は︑﹁沖繋い

この固化法は︑難所理︑滅されな

門化主を開発した︑と允表した︒

簗筒盟︒
力庁︵践DF︶はヒ月二B︑泊費

設場に︑二つの露趣を篠入し︑そ

て︑廃葉物とそのまわりの土秘を

らされている﹂と

は地震の殖険にさ

PG＆E誕は︑

5

5

1

O423−91−5

Phor㌃e

て︑長期的に㌔与していくためにけ︑購伽炉が必農である扁との政柴癖閥を光羨した︒﹁憩殖炉一再鷹郷能な工不ルギー索餅と属す

画を推旺し︑よた︑その一緊としてクリンヲリバ宝島噸炉︵CRB

る戸明は︑趣口︑一5又︑阯史︑磁弛炉の灯能性︑環境杉鱗︑開国の慰彌騨﹂画︑核不二二︑冗饗冊と湾上かりなり︑﹁必運とするとき

にはいつでも樹郷てきろように︑来鴎は︑健全な増歯炉旧発
R︶を建嘱・吐転すへきである⁝と訪みしているQ
へきであるQ

ダホフォールスの笑験増搬輝
寛ち遅れていると麩慮Q

機︵EBR：一︶によって行われ このため︑ANSは︑健全な増

帰

は︑今後伺静κにもわたって︑厚

殉解謝畷をおし鯉めるよう勧告

CRBR予算

〜幻発逸によってまかなうことが
たとして︑米門では当初︑軽水炉

し︑その一環として︑CRBRを

累飼の下銑本貧識は︑六月二十

米下院本会識

が逆転復活

てきると揺摘している︒

よりも猶榊炉の開発が先行したと

そして︑汐明は︑原子力発彪
建設・運転すへきたと弦澗してい

閥ドイツの述邦幌aは︑このほ

緬難83年夏までに報告書

原子力政策で調査委

︻でも利用できるように︑家た・最 属︑下目糾詣狡術蚕齢鼠で全面副

一︑増搬炉が必要になれはいつ

り︒

ANSの勧告内谷は︑次のとお六欝︑クリンチリバー榊殖炉︵CR かと一千二強面がの予鍛をつけ

る︒

拝駅︒

このように︑米誌の譜殖炉捜術

は︑増殉炉の畷入によって︑はし
めて鰐μ氾もの間︑利用司配な長
は︑一時期︑膨弊のトノブをいっ
ていたか︑今や︑他の獺が実証炉

期旧な冠プノコンになり隔ると強

屈を生み出す︵増幅つる︶ことが
できることは︑楽国の原子カー醐
の初期から﹂測されていた﹂と述

隻するなと︑米国の鯉知炉胴発が

七こで︑ANSは︑来国の鱈を逢干したり︑商瑛岸根の炉を建

来岡原乎力．r会︵へNS︶のμ打〇

搬炉傷発の臨吏宅ふりかえり︑
創り

来︑核分裂工不ルキーの甥抑帥な

﹁増夘炉は︑原子力技指の

供治に蒔める債演と天外カスの甜
利用形感とみなされてきたたけで

て︶贈大し 航 け る が ︑ 工 丞 ル 議 1

今筏とも︑︵とくに開発沈卜国

明は︑ま少︑工不ルキiπ︑岐は︑

び
ブ
倉が蹟少し瓶けるので︑代絃工不

な謂瞬が必曳である︑とユ不ルキ

ルギーを開発尉興すbための覆電 なく︑肩撒づろよりも多くの核鐸

ーをとりまく縮髪を宛明︒

そのような工峯ルギー肩踏の中

米円での厩ア力発毒による最初

へている︒

の毎気の元生が︑アイホダ州アイ

で︑電力が全工不ルギー串︑惣の

でき︑しかも︑その臨力の大縦覧

かなりの部分を供楡することが

に︑運開に関する兇解をとりまと

と︑﹁43来の源子始発㌔政驚に関

定︒勲園委頭会で︑完成はさせる

めることにしている︒

一九八三鐸夏陰てに提出する予 〇〇︶については︑八二年疑まで
する調査委員会﹂の窒磁を決め・

か種蒔の決定を児等わせることに
この調査委嘱愈は︑欝欝六月に

︑マ

歓迎しているが︑さらに錦鯉の拡

の︾にそうもので︑涌費蒼削体は

充強化を求めている︒

両者は三月︑十月目十二月の年

米ワノントノ州

関︑婦人民商挫分同盟︑全属駅庭
敦民主・社会問盟三︑難民克一︶

鍵田体九田舎との間で︑両螢隔の

三回総会を開く︒最裾の二羅の総

擬かし︑それらを丈人なガラス混

違憲
と︑答政宛が指魯づる九人の轡門

協蔑︑屑蟹交換こ膚憶の審査手航

米ワシントン州スポカン帯の運

化然あるいは縞羅体に変える︒

止法は
家から織成されている︒

こへ大きな翫．椥を流すことによっ

﹁同州

これり九齪体は︑勇働力︵F がある決定について協嚇し︑姫後

の放肘盤廃撫物搬入犠止法は︑蓮意

ト部長のリチVード・λ・フラウ

主費していた︒

邦地裁は︑六月二十六曝︑

の総蕪では︑消螢蔭の茜講を徳査

腱恥物鎌止証は︑雛鶴十一月の

同研究所化鄭技衛部プロノェク

生酒濃麗総a趣直会︑豪庭上愈趣 する︒
蔑題は︑両者の協磯によって決
めるが︑企腱の運冨︑発墨所︑と

である﹂との則決を下した︒

O︶消費者協会︑新消黄蓄協会︑

フランス燦鳳運含会︑総消日曹機

会弦︑全圏農村獄湿協会趣坐食︑

働紺詞盟のファイフフ氏︑ア

つらねている︒

ルケム社のストール氏などが瀕竃

姻

PWR工CR〜用
βWR
SLC用
弓染処理用

㈹！⑱ 鵬漁
リカート賑賑

工場でのC釈BR原子炉容器 ク q ー サ ー ヘ ノ ド の 製 遣 風 燈

ツ

子力研湘断のへーフェレ氏︑ドイ

ビルクホーファ氏︑ユーリノヒ原

総門蒙には︑原子炉汝全協貧の

連邦地裁が判決

︻バリ松木湿在黒目フランス電

仏電力庁情報交換等で協定

肖 費者団添と協議へ

六月十五日︑初ムム禽を開いた0

繼縺Z奪濠て原子力充愚に期
する最終綴織を姪期する扁との縦
欝欝を発ぬして魁黙した懲懲媛員
会芭研たに編成し難したもので︑

今秋、ハンフォードて実証試験へ
盆では︑納遍交換と消澱欝に関係

ヒ人の蝿員︵難民証三︑キリスト

新しい圃化法を開発
きを編めた協定に囎噂した︒

廃棄物搬入禁

米ノースウエスト研

＝

轟
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ブ

報告範囲を法令化

画およU施設列に顕しる出入口や けれωねら76い︒

挨査の改泌については︑洗体状

興を愚謝する︒

への派雌入際の摺藻卿発薦所リイ
ト焼枢に見食った入醍配羅の癒帯

磁化については︑原子炉施設の故

韻故・故繰の報熱型翠黛蟹の朋

ら凝耀したとき

えたとさ︑諮たは排気施設以外か

均艇か法令で定めるバ容筆頭竃耀

モラミノクスの屍発は現在のセ

⁝⁝なと︒このうち︑⁝ツワイン

謹話翼翼一﹁穏此性野分．〜赫層一

⑭国体杁の放曝朝物無が︑管浬

台屋の毛服︑信頼暢の岡士をはか

ラミノノの艇さおよU鮪強堅・扱

種類寸，去

親みよσ放射粍物質の漏洩につい

屡城外に捕水施設を鐸て耕讃され

町︑−一算︑﹃の向上による大裁な省

機︑争魚箸の妓耐郵漏淳蒙への鳳

ルミ〜線にへ待つることにより蝕

実遜が期費されている︒

よた︑﹁婚拙龍外γしでガ日さ

れるのは一門媛強化メ5の閣完︒

JlS−Z4810（放射牲，考染防護罵ゴム手袋〉規定試聴合格品

化一1砲とをつたっている︒

その報銭無象鴇囲メ更堅田には

て難名化づる︒

細放硝姓物燃が鴛理区残内に沁

なみの聯亀暫倒もつ昌分で材碁の

は轟し桝罫材の三惑により︑金属

重詰罎隔公．﹂材料の房発一で

ている︒

頼腱が飛概的に向上虜るとみられ

書力︑蕪雑機︑デ幽善の機乱の﹄

うのがねらい︒これによって︑原

の暇界を炎砥しだ台金の開発を行

かることにより︑紬来の台金性能

では噸論︐旧化︑結︑肥の微紐化をは

︸．瞬瓢能犠晶制碑＆金の開発﹂

エネルギーが輔待されている︒

いて漏即した場合であって︑折た

傭したとミ⁝一と鏡

な入の︑Mち入り制限︑ヵギの野漆

ことになる︒

部を形成するものてPもに属する 資押か呵能︒よ肥︑超岡惚材層の

そのほかに無熱は︑いくつかの

これは︑卦由攣聞︑厚ナ眉内︑腰

TM蚕曙謬論めぐる鞭仙は︑ご 動程数融唱いかなろ瑞塊トても︑

餅脊〆業の回流化にも憂きく貢献

技殉であり︑駅身代爵︾のぽか︑

ば鍾侑の群をブレークスルー9る

環孜翫ては︑﹁これらは︑いわ

つるしの︒

ビ一1ダーの財用化をはかろうと

翰儀︑婿葎浜の磁立に不珂欠なコン

い♪剛蜘隅究︑簿毒忌利用箸の技

る六月四日に出さ3τた強国鳳子力 夢疋に動三つる撃茎の開発を行

の淡脳せ付けたことになり︑こん

こは饗M茎のぼ力谷器を開いた防

ー

エ原芋力発電所を始めとずる、源了力関押で鯵民用のために1野溌された漕コム丁袋てす。

の放勝牲麗漿物の漏洩雲脚畝彫︑

俣タ現疋の疑触発欠について

の盤面︑曲面︑その俵践部およU μ︑慮ゴ炉寿規鱗汐に騒ついて娘

創御力濯の械能・性能武駄︑野塩

たとさ

帽盛︑硬貞轡の長所をもつ醸担銭

選︑永摺構愈材としての確宣をめざ

り︑顔向温に耐える錆0ない︑潟

壌などにより原子炉ゆ遣駄↑dし の水中の放射性物質凝展の三か月

そ︶とするもの︒開允が底功すれ

だ驚禽てあって︑周α監視感域到

警均値が入もで海める霧替遜麗を

①な上炉施設の故擁︑損傷︑職

明礒にδるため︶ぐの聡講にω鐸

たとき︑また罎隠了かの掟書を俸

⁝ゴ加ま難技勧向の幾滅亡より一燭

加つるとともに︑恰爪煽薫掛の健
安﹂虹紮な場合︑原ず炉の趣菰に

ば瞬i乃︑藏工矛ルギi︑激聖

せきの極疋の確麗なとの苅鍬を激

全甦を驚致するため︑麹気廟の消

超えたとき︑または捕水馳設以外

⑳原子加の運臥匁仕中にあい

から羅洩したとご

とについて指示すること②法令で

彗つる艦襲か生じたとき

につ

徒︸つる壱に類し翼翼旧な携置な

逓紙蟹理轡門田煙雲の改

轡翻定を定期朗に氏施ゆる︒

いては︑嘩門臨による原子力発﹄

獅傷︑融嵐が発兇さ

おそれのある原子炉旙設の改ド︑

定める認録およひ漁軒審理1使用 て︑原子炉の迭紙に支殴を及ぼす

を嚥僻すること￠原子炉施聖の思

定める文置について嬉︑冠櫛内否

所の運転蟹耳のr欝移能を綱上さ される文磨であって︑保笈規定に
セる︒翌翌冨の鼠携内窃を閉確醜

気印の放勝巻物質濃餅の三か月1

一

箆している︒

㈹気体磯の放猛捗物賃m︑大気 ねとの措榛
中に捌気施設を径て研出された場

冨に帳缶参ることiiを明￡塗 脅でのって︑属辺凱規﹄敏舞の空

狸頃②ハト旨ールの場駈一1なと 粒総理杁況について瀞爆管碑導門

虜るため①田弔芦検い9へさγ録の

る︒

一

芝能﹂は︑一次系の避澱防止のた

ば︑︸次系の安達弁逃し弁の﹁霊

似磁によって分類が卦るQ例え

ム全拶能を台する増命︑岬ごの騰の

たんし︑設備などが二つ拶トの

る︒

一 ー

証・研修では①運振興鳳セノクー

一

ー ー ー

を明らかにつる万郵︒埠門冨の徴

一

重要度分類﹂で提案

〜ー

国際会議案内

づろと期衛されろ﹂としているQ

N置W PRゆ丁櫨X Gし◎VES

資書室
ルギー庁

懸鰹曜改善描置は全原発に
蕉痒織泳源エネル嫉一角は二縛臼︑U本弊で力発捻の魂鯉爽偲勝の鷹故にともなう女監規地温政の蜘化対衆についてまとめ︑慶づ

の︒特に今獣てのいまいたった翼故・故臣の報鑑対磐絶畷を︑浮令によって明礁化するとの方劃を打ち出しているのが霊な特徴︒ま

力致傘餐畷会に報告した︒岡報私は︑岡熔がさる五月一八口にまとめた蝦儒の中で示した口耳日の籔金対条亡︑さらに鼻体化したも

た︑捉示した旛設の改ぎ拙置については︑口囲な副馬期嗣を甑け︑命邑づ撃発庵軌に直曝するとしている︑岡月では︑これらの対気

大の防辻︑施設列への漏洩幽門を
その周辺部には︑諄き之設けなけ

令第五十一弩︶について︑擬桶に

薩府会安全対策新基準を報告

さらに︑処理・貯蔽諭備の地︸

気曇業紘施指規走︵四十狂醍醐稽

笈全学査の汐㌶については︑便

隣るため︑擁体杁の麓射輯暁算勘

遊除子力安全蚤の調齎瓢儀ぞ経て︑単暫に疋施する聾向た︒
今回の腎全規制行政の話化刻録
は①技術碁藁の郵備充実②筆分器
れはならない︒

している︒

処硬設備瀞とに藷対笑を購すると

今図は︑特に爵全ま琢監な系翫

査の改轄③検益の改夢④逢紘鴛理

原で力八分委黒金は一隔十臼︑原

専門自制艮の改選⑤保安規凪の擦
関瞬る代弁として①流伽伏の放肘

す捲それのある濃漿の放射御貰睡

隣に一般公乗およひ促廓霧に及ぼ

よθ繁報②晩粟設備の制碑万湛③

︑急落という見

一

新材料開発に照準

帰

栂能はPS−2などとなってい

ー

一3︑加庄舘遮し弁の吹き止まり るのを待つことになる︒

ーはMs−2︑炉心難度㎡は腋もぬで︑新たなチータか明らかにな

︵芋動開閉機離︶や舶肝器ヒータ

ィルタはMSーユ︑瓠肱器逃し弁

たとXぽ︑補助建塵のヨウ昂フ 次報告欝と︑今鳳の露盤て︑一応

ス﹂︑2︑3と三段陽に分けた︒ 究撫所勘当置目惜別蚤貝食の第モ

地から堀墾田豚頭に亡⊥からクラ

辺への放紗の防

りに︑それrれを放舞挽切口の周 るか︑人さな夏陰はない︒

︵MS︶i一の二系列に国別︒さ
点で昨禽のものに盛塩一軒してい

離婁蒲づΦんめに逗けられた勤の

めのものでMSに︑また門閉講 開発をめざず︒四目すれば銅・ア
おでれのあるbの︵PS︶②集故能﹂は冷却材圧力パウンダリの一

には︑目無所の敷地外に排水を鈷

に瓜じてクラス分けつる﹁新蜘蟄

およひ機器を︑初めてその隼鰹度

骨体財には︑処理・則蔽設輪に

飾充実⑥禦故︒故障の報炉対㌘範

国の無謬確保黒鉱に反映させるへ

暫鹿頂物の漏洩についての祇臨25 干瞬致全茎琿輝門那宍から﹁わが

旅故駅郡の同排水路に頑じるマン

き灘項﹂について報9を更けた︒

躍じたときには︑これを碓気に歓

凱郷択の放磁性暁並物の漏洩の払

ている︒

囲の明確化一iのパ山嵐からなっ おいて︑廃猟物の痛洩の35そ8／が 理せずに洗す緋水絡の埋設楚止︑

ホールなとの開口乱の嚢撒祭瓦為

⇔ハることたが偏と

をもらってから鵡

ついては︑﹁辞令

原子力蛋員会に

ない偏と覗︑つだ︒

泣九なければなら

繕の聡警に日泳が

聖者に漁度の放射紛摺絵を及ぼナ

段魯失により︑一声昇騰およひ従

となっている︒

慶分類蚕﹂を示したのかふな特徴

まザ︑技伽攣琴のW繰茨κにつ 臥して醸動的に緯解する菰離を煽

岡報α網は︑昭和五十ゐ喚山月入

分析をふ激λてまとめた門川の報

人防止およσ施投舅への丙鴫防禦

儒嵐︑さらに聡き改め九もの︒

と竃うたっている︒蟹躍区域内に

設に間づる耐戚輯魁管孫レ域内に

子炉捌爾瀧に設隠しなければなら

いては︑発臨三川．︐力闘徳に関ず

おける排水路の配顧ーーなとの項

開口邦を穐い9る研一路について ⑱恕了力載幽が歳隠されるL脹馳 日に︑籔全動が来岡儀Mi喩砂の でれによると︑分数は①ξの桟
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また︑席⊥︑同氏は︑痕翁にわ

つた点で︑愚仰なことたった︒

一︑猿子力の開発当初ぼ﹁棋

たり︑汰亭蔓撫ぞおくってきだこ
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趨燈︷︸凱技術翫は今焦度か

闇に及ぶ③研先揃弁に混酷同を霊

取り璽むのは蓉ず

ろな手航き間融に

い︒もっと根本的

ら﹁砥揮伏焦気懸盤紋術研秀開発

し︑研究開光リスクも﹄い③鰭昏

AGRと亀承炉の藁蕎︑マクノノ

な問題に取り組ん

観度﹂をスタ1トさ亜るQ
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君経騎上繭講が強いiiなと︒こ hへC皿qB︶︑夢﹂力公鳳︵U
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九って︑聴聞のポテンソヘルをフ

﹁噺機会拓子﹂の三テーマの開発

本か生さる滋﹂との賜本的認識に

拙技頚V国こそ︑八O釘バの厳 に開発に漉矛すへき技循として国

でほしい偏と希
識︑第＝に碍続篇か黛振 響︒また︑鹸鍬㎜では一説ギ的ラ

齢鷺した︒

空襲に鴨脚した政策﹂の必嚢轍を

〜恥入ア

頂︑黒鍵をもつここか必饗であ
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る﹂と強愛し︑婁体郎には①最莇

原子力︑薪エネルギー闘尭など薄
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した︒
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についてふれ﹁字鄙で三子力教育

撫帽誉歪している︒蚤農髭代理は

る︒これゆえ︑鍛題が山秘みして

った︒

岡鳩氏なので頚心しているしと曇
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野営飽搭した︑興際旬なUうがり をするのは趨巻でないという私の

大任たが︑こんこ熱いに勉強し︑

院での原子三教脅﹂を強調︑藪
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論文魯概提山型め切りはハ︑勾一
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後︑科﹂特何hて
聰釦亡玖のよつに

一︑呼子力は︑
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となっている︒私
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強慾の前口象件は﹁第⁝にル全な

さらに側臓は︑原づゐが﹁今で
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鷲六田︑辞任の瀦令を受けたあと
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記者歎麗し門違さんの期待に乞え
匙あつかってきた

じ﹁工・．4ルキー﹂

翻藤
畜として︑この態

愛なるものの︑同

菰

魏繭

懸叢

﹁蟹任の窺さを痛懸している﹄と藷る向坊氏

〉鞍

学際的なひろかりをもつ図蹉的な

冴

β晦ゴ

§幾日＠

一

一

（4）

昭和56年7月23
事

業
産

子
原
綿無闇郵便靭認噸

第壌089号

聞

フ

ブ

署・烈

鰍

＝

．欝

蝋悔

・繊

︸

挿難

漫漫

識

@

簿

膿キ休文化都市へ
原子力でモデルプラン
臼本海開代の中杉蔀飢として一⁝︒題調戯はこのほと︑嫉肩県根瞬晦・刈溺地区

の地城振騨モテルプランを作成︑発煙した︒蝦壌規風景葭万KWというわが国ても
有敬な僚子力センター︵策聖堂力︑棺吟・刈羽原子力発勲爵︑一号機建設申︶が
形旗されるのをふまえ一エネルギー文化都市﹂つくりを基本構想に︑①産業振興によ

る腿粥の鳩の船出②中核都伽橡能の舵儀③自鄭重哲を兜服した定骨制会つくり④孜

胃・文化都市の創危ーーをうちだしている︒賑瀞立地にともなう地響鉱興鋤とし

一ロ

それによると︑地域拡興のため

を行い︑生薩邑の向上と費漕の為

一力︑水諏￥については︑溢縦

を亘みだそうとしている一地揺

効利期をはかることが甫能である

﹁岐路にたつ原子力

口りの臼て確かめてぼしいもの

は︑どういう闇題なのか︑通山

B6版︑顕爵ん十論︑丁菅

に推進する顧硬がある偏と強調し

理化に膨量る馳駆をさらに繊釣的

〜場︑人陽麺︑地陪︑風力︑波

ている︒

カルエネルギーの二日を促誕参る

力讐の地域征会に結ひついたロー

πめ門技徳開究︑情謙受換︑財政

しの助威観醗籍の縫合的な馳簾を

る︒

二日する印鑑江がある﹂としてい

と

撫

欝

RS（遡及検索〉

のデータベースから、

1974年以降最近まて

ろいλ肥覇密蔭署力は に捉観している 問蕊 ﹂と

一叢嚇能ーー琿夫と危険﹂﹂﹁昆

た﹂とのρ㍗えをあ撃りかにしてい

また︑森︑回幾躍さ瀕ん〜コネル

箪叡をふまえて丁子力発起の螢全

キー対策膳潤登綴会﹂は敦賀脚発

瀞勉域の振興讐に三舎町なメスを

対策のあり垂髪さぐるとともに総

入れるのが圏的︒六月二十五凹に

閉かれた岡知鱗金堤林蘭丁調蕊螢

員会の寒寒で麗媛・禰封︑毒悪各

て設醗決知となったもの︒特別蚤

県知懸から讃された惣麗をふ考え
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浜岡の廃棄物施
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十口年報ご貼ごろ︑廃棄物処理施

一研究開発テーマの関連文献をすへて知りたいときまた必要なものたけにしほりたいとき〜
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力払﹂なと十四鷺かりなる︒

ともいうへきもの
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円Q臼本熱薦剋本邪刊︒︵き︶

勘︑掻地区についてもとり濠とめ

る︒

わたる︾器・エネルギー俊屠の台

られることになってい穣

黎なテーマが︑瑞へのわれわれ

王事への患に聾する累てしない
こ 止瓜という︵中略︶もっとも磁

で︑自由薮放に翫省に語りがけ

近頃は焔．あ申で︑．﹂の本の

てくる︒

毘城叛興モテルプランについて

との必要艇を強く訴︸んる︒

る麸箸教鳶機閲﹁総舎ユ不ル議1

は︑ちかく呉和・潰︑涙嶽・小

O

ねらいを門原子力の発見以潮に

入福﹂の構轡も35ち齢している︒

電源地域振興対策を

縫事鋼エネルギー特委を設置

では︑引さ㌦き腹壁の笈定跡矯の

丁た︑野体幻に門徒携開凡の円

を期す必襲がある偏とのへるとと

改認強化し︑費全強の確促に万全

もに﹁鯖報の趣導体胡を確Vし︑

に︑必敬な財築造罎を徽じる必貞

置穫との爆睡を明確にするととも

N lSの出番です

暁にわたる資替の碁器惣加が麗込
ふれるとして︑﹁こっした妊立地
琿蝿を呑気的に橘題することがポ

イントしと︑長期的な﹂地利用d
卿の甑定︑水資源の確保︑穴規穣
な貰水処理施殴の欝備なとを33け
ている︒

そしてまた︑訊致紺募の栄糧と
しては︑わか岡工業発展の力岡と
地域環境を分横した上で︑︸懸弾
力があり︑かつ︑画付艇働他の金

工蒙が響ましい﹂と提議してい

属工裳︑覧気機械工瓦︑精巧微職

ともなう資材謂疋を︑てきるたけ

る︒日騰に︑発露所の建設ユ壌に

地元で受注てきる体制を強化つる
ため︑原子力関頑企業も至極的に

の︾添対策としては︑三雲・刈溺

が加わり︑種品宅行った︒

原子力発当所∬地にともなう現行

が︑わが闘の符翻孔義の地として

死致すへきである︑と5−旧んでい

の露掘三法︑圃冠敷渡税︑指町骨

の興化恥業や︑増血殖漁業の開発

水を績触雷に利用︑昭温し︑さけ

る︒

罠税︑これに今年麗から新たに凶

いう時代の先端をいくエネルギー

金﹂なとによって︑地鷺の財敵収
のもつイメーノ縣嵐ふまえ︑﹁エ

モテルプランはまた︑槙鶴︒邦

入が大きく改壷されるのをふまえ

市極轡の菌秤と位醗つけている︒

と評価している︒

立地ヒンターに蚕託︑腔旗さ雌た

説︑石棚へ臼ユネルキーの開孔︒

﹁発玉地熱に対する給合扇な地

決めた︒

羽池滅か︑かっての﹁石抽のま

この星ム戦略の上にたって︑解

域振興王難の総立を漏il命懸夘

もの︒

ら扁で︑げんさい人事ガスの探撮

ついて﹁磯冒に砦よれないわが国

資沸・エネル41政簾の磁益蝦に 政徴を心力に懸垂司ることか野間

瞬いた金試で﹁昭和五聖七島度懸

漕化﹂については﹁発も地域に対

㍉入館の総臼的な資瀞ユネル詫i

読の綴出︑中耳都由棲龍の繋蝕︑

籔︶は一i口︑爪民国鴎野趣鞭て

総会︵下面︒鈴鮮魚一康悪獣矩

ネルギー全般にわたって︑一船人

確保に望める必喚かある﹂と翻臨

それによると︑コず﹁無闇﹂は

性みやづい臼鳳環境︑34望都由の が︑また除イ力発急駈の建設かづ

この﹁娘崎・刈月地城紘騨℃テ

創急の四ム昼を設定しているQ
野体田には︑侮源血地にと︸︐后

きしたあと︑とくに﹁国内浜凋の

﹂︶︑瀬尾拙二選台通蔵励三二立

の施鑑と字弊に開参る凝望﹂を門

全寛保﹂については﹁設餅施丁・

さらに︑門源子力発L所牲の笈

の撫充を求めている︒

促虚灯鍛瓦角金驚各塾友付金鵠風

つる三春がある﹂とし︑瓢薄雪地

鑑するとともに︑﹁エネルギ喜対

㎜罵

ネルギー簿拗館﹂と︑エネルギー

窟

の知識・啓発の堀となる﹁総懸エ

藁

い︑照照携致の燈感激臨︑偽瀞立

一㎝

地促進対簾交付金による公共惣桑

一騨

する懇命的な地城拡興丹気を磁宜
@ 讐

本法概としては︑進んだ原脚力

かに行勤づることを敷銀する︒

@

開発・省漁搾・省エネルギーの二
嘉

色

鍵特別壷員会﹂を設臆することを
瓢7

﹇

をか繊禽田︑かつ体系的にとりめげ
篇

地凋盤︾のほか︑壇冗冗かり小脳

躊

健一新門興酌工介院主ウ製︑近藤

@

や激騰所の建設工購に附趨する多

ヨ

光氏刈羽村短︑日野目零隔南鋤役
一＝

づめられている現突をふ京え︑ユ

には︑闘部擁粟よ人救擬︵筏会工

ルプラン﹂竹成養員叢のメンパ！

＝

葱産省︒張源ユネル弄1庁が二本 ネルギー文化都電つくり﹂か︑都

﹁原子力発愚潮雲箏腿辺地域荻付

野展︑そしていよ︑﹁原ナ力嚥と

この雌敏振興セラルプランは︑

て︑地元柏鶴衡︑刈羽将はこのモテルプランを星礎に︑こんこの照応憎愛に反映さ

準一

設された﹁儀力闘出興幾交付金﹂

せていく方鋭た︒

幣繍扁

繕酸のドての塊了力写和利用勧力

原子力運動に対し︑工ALAの佛 って必嚢不可欠である︒もし山国 り︑あるいは抑制したりする慧魍

累国け獣た︑胤ず力飯浄性およ

設で廃液洩れ

20臼︑中部羅力

中小愚力渉閣厨モ力発㌔所一難

開頭部局と筋力しつつ︑板臨機の

暦騒駿孜は︑同施設内の駈軍鶏秘

タンクに圓紋され︑到部への放射

能の解．響はなかった︒

欝鍵

鱗．欝鱒

蘇

︿歳輝慧

鞍㌔

TLLO292＄一2一一506，

〒319−11森加郎梛11jlT詮、で夏頭

識

（財）原子力弘済会資料センター

噸

脇繍

網

における弓見可塑かつ仁頼できる

ハ⁝トラーとしてふたたひ伍嘱し 凝醸宅越し︑かつ核拡散の危疑か

なU九はならない︒このことはわ ない翻麟における鼠陶の再処理お

μづるとともに︑距猫罫娼捗物

出が宥むつる地域への︶を引き翫
支拓づる︒

四︑これらの腰痛また幡嬢際保

無の新規供恰寒暖の前捉条稗とし

つる斯叢なゑ反

駅国は︑

曄措隠ぞ勢求することにつさ禽碧

け82は︑他の諸國はおのおの独田

は有していない︒

閲伽に対し︑澱灘な彫欝をおよぼ

な無爵をもたさる峯・んない︒

かこのようなパートナーたりえな
辱ものとみ醒し︑また︑陣触英謂

一︑地斌的みよ∂払暁田籔笈を

とのw㌧えをうちだしていろQ
の分聾におけるiALAのコ画お

U縄境♪健全な核醜靴物鮎理力法 地城且民の不蟄を解消すへきた﹂

の成ゾを早める︒

々への核重量物の教養防止を止求

め︑論脅剛アフローヲを必勢と旧

するであろつ◎そして︑核鉱故間

備を凋かり︑閥およU地刀公ダ繊

ついては﹁特瑚昆舷鴛汐傭制の主

ま九鳳ず力発毒病の監幻鑑に

の謁こ歩み︑来園の影響力は賊少

よひ伯の国際頃な協力控︐八乳支持

これらの憎愛急人施つるためわ

危険を蹟少させ︑国際的な樗不拡

たくしは︑田携最9に刻し︑他の 体の役劃︑地方公凱m録と施設設 機︵BWR︑五十陽万KW︶で二

渦んされている場會には︑各国と

くしに︑①難壁な滋律上の蟄擁が

ヒ記の自栖を惣臥つる鉗めわた

くなるであるう︒

かbの支持が効果燭にω得られ為 する︒

題に対処づΦのに必皇ね徳の諮田

わたくしは︑さらに︑トララロ

盛やかに⊥睨の助ど豚認を求め
ること豊回明でる︒

汰欝は︑弓分な保隣措欝とコン

選の旅了力副画なふくむ藍子力平

保堅の要求に対偽するための民

トロールの下て︑エネルギー虫全
五︑隅際保磁措藻体制の暴騰の

核拡散防止措置ふまえ
ため︑他の団ぺと協力して国隙隙

ル水強奪の張傷によるbので︑掘

鳳凶は︑凝編廃孜ぷンプのソー

で放頻想望液の漏洩があっだ︒

改朝し︑他の岡々の蕉劉な嶽を保

がある扁と指摘︑環境︒生物鵯に

阯上の利慾に関づる琿解を瀬野す

故レノームを強化し︑かつ来国の

る︒このことは︑弧力で億根しう

の原子力擁和凋用協力協定にもと

知的な劇毒研先を紀選し︑抜本薦

対する温排水彰響についても﹁薗

政働の留襲性を強調し﹁省鉢︑

さらに︑省雛薄・省工不ル汽一

る︒

田のUーダーノノブ爾彼紅を再確 な刈策を嬉Vすへきた﹂としてい 縄は％一！1と運脚される︒この成

ちで︑園隊塚イ力埴土における累

梅に灯し︑迅麗な描蔽がとられる

つく各揮の諭議申訥およU聾可繭 安を保障♪の窟樽に盒攻ぢるかた

びにわが國と他の国々の蜜傘保猷

ハ︑核猛獣のた険と闘うための

閨A椿聞︑こ九b講睡は︑彼り よったたちに勤力を開始づること

強国は独＋力に強い開心を有して

和︑地蟻的26よひ琶界的安定なら るわれわれの能力にかかってい

を乏少さ薫るよう努力3る︒

名醸軍門につさ風草ぞつくり九虜

る︒米國の多敬の友落懸およU同

子力機関︵IAEA︶を強化する
租利用について他の藷謹と協力す

鎌疋しん簿弊献序のために必璽不

㎜㎜︑核並敬譲∬事触︵NP饗︶

ことな強力に支黙し観ける︒

るよう働きかけることによって︑

無削の療子力二代の81現いらい︑

たらづであろう︒わか陶はこf五 およU他陶との關俸改善︑そして 杉螺発物を取得しようとする動機

弼欠ね鐡力の僅鴨への翻身之張球

な強敵肘濃紅部拘に指小◎のとと

鞭つるための第力に観滝山ね丼致

のニーンこ認レづへき異園の能刀

しに︑⑫原づ力規制蟹堺会へNR しはらうよう麺小づるものであ
る︒

に対馨るで藤庖久ってしまった︒

b︑機微な贋物職︑讃無お8U われわれ幡濃國毛︑イ分な保晒r C︶に忙しては︑泳封に閲し遼や

力する︒

お♂Oラテン・アメリカ聴舜霧慧 ため︑他の国々と 恥効集財に協
ル飛物︵トラテロルコ婚約︶壱更

毒赦に垂垂ろ卦期陶ねH稗受乙防 けくれていない瞬かか︑これら条

わた匁しロ瓜臼︑わか国の抄不

虜るとのてるろ︒

超兜派国魂櫨のもとに︑核幾馴初
の鉱敬紡珪を公嚇し曳さたか︑か
かる公竹は︑他の入多数の国義と
共煙のものてある︒．﹂の業種の騨

やあ

ユ

〜㈱。㈱ゆ㈱㈱一点轍㈱櫛㈱螺咽

る氷田︑確嗣とした他國との同盟

ﾖとかりたてる翰樵を獄少さU

ルコ衆物裁一髪定講讃寵のために

団によるいかなる核蝉発にも慶大

列瓦政鑑の目轡として︑覇たな丁

わゆ國は︑園際聞糠にみい﹂い

る︒つまるところ︑われbれの駕

する︒

核拡故の危険を熊少さ這る腸曲

よU荷塗梱鎚炉開発を読止した 運紘管理および放射襖懲理体制を
れわ為の団糖とぢる核不鉱散にと

素描麗隔定に

一

て︑鮒核員器国におけるあらゆる

さ

ﾉ加盟することを︑こんことも 技循の移転︵とくに︑核弘敢の口

「

蹴離謬
脱

し︑かつ︑いくつかの二本的な指
列を包倉うる奴衆の繕黛みを爽表

一

る磁気テープを使用して、利用

◎◇一一
吟㈱残◇◇◇◇〈隅◎◇◇〈×X×一◇◇〈〉

榊

一︑夏本郎即象多全損隠およU を︑田夢秩厚およひ選瑚の二岡簡

するものての燈︒

＝

SDl（定期検索）

通産省

は︑多くの側晩をもち︑われわれ

な出来撃によって葛められた︒

勧彊は︑最近︑中世に裂ける不益

米国新核不拡散政策の全文
卜七日に魏魏されたレーガン米
大統題の﹁捗不拡散およひ趣一力

のと36り︒

平棚利用協力鶏明﹂の全冥は杁

くつかの入さな抗戦にぬ画してい

力か戯功をゆか己かは︑地斌陶お

はこの簡題に効果晦に対処つるた

る︒それらのうちの蟻も酌人ねし

よひ弼野的ね象翫魚沼塘入さゼる

◇

のの一つ補︑嫡たな国々への抜μ

とともに︑趣の諸騨．﹂核煩既物勘

信頼できる押汁めざす

発物の熟田を防雇つる密陀没てあ

◇

A》

上の辮益に対し︑亜大な鱒犠をも

る︒これ以上の核拡散は︑三際平

犀

モデルプラノの
中心となる粟躍の
糟蘭・刈羽原子力
発日所建設現蠣

綴

一

36

灘

所てすか、団量り一ヒスは（躬〉原一」力弘済を・か勧
っています。

…一

魅騨

録してい才す。豊本の描当穐閃はB本原イノ」研究

憎

者こ指んのプロファイルによる ご箒望のテーマに閏
検強を有い、英叉抄録イ1きの嘱する文献をまとめて
献リストを作成・送課します。 検索します。

的な原イ力女献酷報｛秀し魁／ステム，1飢e柔nat王ona1
翼uc三e撚InfO11］鰍もIQ灘Systemの略イ毒てす。60ケ田
か協力し、年記70，000f｝の無腰をII・・気テープに収

一一

磨灘魏

無

鈎月一回班EAから送ら九てく

lMSとは

王AEA（田際原イ力桟閉 ウイーン）か中心とな
り、加盟国の協力のもとにすすめられている幕際

鴛

糠騰
一

13

きが1

こんな

59

ソ

第1089号
傑三瓢郵便物習剛

新

高
高

子
原

昭禰56年7月23Ei
（5）

塁省匿

﹁焼却処分﹂が最適
抜本策なければ医療停潴
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論議をとり蕊とめ︑発表した︒RI眩炉利点の飛血田澄展とともにクロースアンプされてきている医終髭葉物問題に焦長をあて︑そ

の膨蔦え方をうちだすとともに︑現在のR工庵馳物徹埋体制を滋化するために①医終筆N

の貝磨開聞策のあり方をあきらかにしたもの︒それによると︑蝦熱は医敷用R王糖鷲物の処理方広について﹁巌も煙切な方法は澆昂
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翔てきます。
㈱気品ある色調て、お部屋の壁面を豪輩に飾ります。
㈱ビニールて表面をコートしてあるため丈夫て、退色にも汚れ
にも強くなっています。
職場に！ ご家庭に！ せひお備えください。

握⑱従饗者の建屋立ち入りのため

騒話06一一⁝八八一

毛兀〇二二

ヒ

色分けして表示、一悪てわかります。
轡おもなウランの鉱床、ウラン濃縮・再処理工揚（運転中、建
設・計画中）についても同橡に表示しました。
韓原子力のPR資料として、小・中学生の教材として編広く利

竃

趨世界の原質力発電所673基か、運転申、建設中、計画中と

縦断は︑放射練藷測の鉦寒蕩蕩

療蕉に入

六

︵株︶環境美化セノター

と毒汚澱ひ吸更辮佳所は藩王西

倉所と塩瀬爵

ヒル一工○ヒ嘱醒Qr五〇
二一一三八一

新住浦は精熟蕗田デ避馳狐

金属検董︵株︶
弓獲更

干九八三

塚一−一偏禽山東部丁場醗地内

く歩

おもな特色

の︒

一方︑﹁覧浮礁経瀟瀟策﹂につ

B全版（108c議×76cの・ビニールコート／定価1，600円（送料別）

放射線計測

に碍られるプラント内の齢洩︑圧

に︑詣故状況の掘郷や翼故処理弘

力︑瓜位︑流量なとの粘縦ととち

げている︒これらの勧鰻は・同隣

を放射架から防痩するため︑礁故

作に窟益な情報となることか期侍

え方として︑原子炉施設のお故撫

の置換︑署故拡大の醐能性など︑

には︑一般公衆はもとより従事葭

原チ力安全救難金は二十日︑原

に附臨することか磁蟄であると独

審故の状聾を的確に杷軽し︑迅威

実周乱軍鷹櫨乎炉廃炉没備礎証

た︒

子力施設被はく低滅化妓籍開発蚕

城査猛離等実託疎験費補助金と原

細螺︵第一条第六項第四琴噺セ戊︶

潟俊費紬⁝助盆︵第一条漏六項笥六

海水ウラン闘収ノステム撞衛確正

︸魂賦︶︑再処埋翔椀反黛甑巨措

置氏晒ノ研菰委︷蟄︵第一条第論ハ項

化体更け人hノステム翻塁打三筆

第ヒ考緬躍︶︑海外両処理返隠固

広脅耀備を行ったもの︒

それによると︑玉ず﹁鷹淘げ地

億所鴉占

設︶11などがもリムまれた︒

説長坂水期正践

金

白川躍気土木︵株︶

蟹影

査蚕滋煮︵第⁝条箔ヒ憩第瓢り級

発㌔罵新型炉薮畑ノステム開発調

看費︵妬一条気バ取巌洞刀款む属︶

澱榮閲係﹂では原子力発芽弛設与

いては︑欝慰能懲赫の夫用化箸を

住所と毛

発売中

このうち︑薩療RI鰭灘吻の漿

で慰撫指剣

子炉安全華華專円部会かり門無二

厘子炉安全麩課部会

する必硬がある﹂との弗え方をあ

屠隆水型原子炉施設における欝二

討に慰する扁としているQ
泳た︑日畝放射能レヘル以下に
成濾したRI廃臓物を一般の曙．塵

鼠験努査話蟹と廃炉技術開発委謁

これは︑協炉技勧のうら︑解体︹

一寓

︹謙画管理︑蜜全管理

髪功r的に遂行づるため︑桑猜委

墳第四塔︶も

てなとにより︑口本原子力研聴

ヒ四三

＊好評

月が法的に餌付けられていない門
磁については﹁技爾的に磁鱒な措
︵を露じつる曹にその処理を委滋

きらかにし︑さらに処理の受講蕾

できるよう臨癖法施行規則を覆工

の臭体的黒穂については﹁障書防

さらに堰乞は︑放射糧詐測系の

されている︒

調している︒

斐詩上毎層すへき耳壌として︑①

時の放射線沼測に関する総懸指

分類②女趨の瀦日条れ③公瀬固駒

血紘との斉禽性を保ちつつ走める

これらの観ぬから蜜故財におけ

るマニワアルを費旗する③管琿と

いて蕎δする呼の指貫を示したも

同胴張は︑放射胃酸幽の観・か

る陸尉物瀟瀟の四的として︑①放

釧﹂について霰告を翼けた︒

また︑艮体的な処理方法につい

てし止している︒

の楚一瓢鶴の汁調讐誘11に分け

凶︐綴がある﹂としている︒

肘能憤ソの健全糺の摺振②放射柑

の舟針を明証

ｯる放射振資トなどの験況の畑

ては⁝門鞘管のRI講論物は︑一 ら︑原子炉麺︑民の葺沿革に必婁な

帖却処理

実勢を握組するみに対し毒甜会を

費三助金もここに網み入瓦ら為

⁝観して集申処押ずるのか輪飾であ 放射ノ灘調冨の憂計のッ．A当稽につ 物質の放繊鷲の獺抗ゆ円辺珠掬に

り︑この弓禽最も心切な方法は廃

指蝸︑

美して残ぎを保dすることた篇と

にうちだしている︒

一

一侍講解鋳訓籔謡藪脚絆吟護鎌簿蝋
@

竪臼爵安全対集必儲黛の交付対奮

鷲

闘発を霧う︒

一

︹ウラノ蕊縮技術の開発︼

に﹁隣擬都想艀県扁が豊加︵第一

また︑篭掘地域住践の蚕矩的雇

臨擬回付から闘動乱付に変更︵欝

用の硫保をはかるため︑箔一条第

たこ団レヘル洗液の磁化処理の技

ントの設扇なとを行うとともに︑

一条第︸項二︑ホ︶された︒

融融処分などに閲する調査隠鬼な

循粥発︑気化則蔵パイロノトフラ

︵OP⁝2︶の露命を充了し全面
開発旛設の建設に21手弓る︒ま 接蒲町村への交罰金の交付方法か
遜転を開始する︒

▽原型フラノト原型プラント

▽研究開発各揮胤心分離機の

の聖慮抜尉に繍論ずる︒

を新謎︒さらに︑委循費閲総ては

一項第九号に臨力移滋呉等交付金 歴甫昭⁝灘区石仏町一一一 干四ハ

▽関連技術再処理園収ウラン

毛瀞露地地域振興計画策だ姿︹費

どを行う︒

斌換技衛の闊発を行う︒分析技

について原子力発し所のV地瓦期

盗作︑性此氏賦︑も謝誠験により

とともに両朝能雇心分聡機のノス

ほか︑IA鴛Aなととの傑障措置没階の広覆工築のための姿篭費が

徳︑再処理技術の瀦発などを行う

冨牲能の聖心分離機の開発を行う

このなか︑実用発亀用懸子炉團山

は﹁懸要に了しR叢の供胎鈴瓦や 周遡があるのて︑時期肖りた﹂と

︻その実施にはなお倹3を強つる 蛾凱は第一条集六須第曇琴に鷲没Q

るとともに︑R王琵葉初の取扱い 物として処押する闘題については

さらに︑医疹樺関のRI廃虻物 行う⁝一との対架をあきらかにす
管理糠制の浄化については①翻心

四初の実琵を担当づろ茜を直く②

揺隈の管理搬の下に医郷用RI四 について署しい不偏がある場禽に

環伏た﹂と指墨︑さらに原研の処

H

法讐の開発を行おうとするbの︒

歩の婦甫が年じるおそれかある﹂

ているとはいいかたい潟愈も政児

蕊

﹂

される﹂として対頂のU題辻を揺

m

▽圏内探鉱東鶉地区において

のジX方亡あきりかにしていろ︒

理此力についても︸簾近のR1廃 医魯紹RI麗鑓吻の取扱いに腿β 集河申氏の拮擬をぜ﹂ることも舷

また︑眠齪機関のRI廃腰物鷲

とのへている︒

界が生じてきているのか人態た﹂

こうしたなかで医療用RI廃巣 調戯の瑠加により︑受モ能ηに隈

本アイソトープ協愈によって集

繍

され︑除晒で処理さhているのが 照している︒
噌

薄処

▽廃棄物処理処分アスファルト
入佐野鉱床の輪犠聾すいを行うと

条第一項ハ︶されたほか︑南殿・

▽ハイロノトフラノト第一漁

理晶験施︑成の概￠没詐を進めると

競潅行うとともに︑第二運蔽単位

娠磁位︵OP⁝1︶の遜賦を引き磁化パイロノトプラントの建設を

ン脚部から六フノ化ウランまでの

て︑ヒ⁝プリーチンクによるウラ

進めるとともに︑騰36媒処彌縫術 安全等灯簸父け金については︑隣

て躍鉱を行う︒さらに︑能登半

て低︐㎜伯鉱床の調査探鉱を行う︒

齢︑絶伊准島︑蔵己胡丹辺に播い

ともに︑その驚辺ね畷地区におい

大疵中央屍冠細

程︑放撮低野鶴などの研踏扁允を

▽廃藥物対策

行う︒

ともに︑︑㎜処押工程︑セ分雅工

▽高逮総噸料再処理鵜殿

閣議施行令の一部を改正

電源特会を大幡拡充

と危戸の倉を表明しているQ

にRI麗乗物の財務を担記する噺を畷く②医汐田R王雁．国初戯扱いマニュアルを作成する一；なとの方餅をあきらかにしている︒

して弧澤を撮管する方法だ﹂と

物処揮鴛策について﹂と題する基

厚穿省が﹁曝療機関のRI廃粟 は樽二酉八卜育方炉程腿たったか

水方針をとりよとめ︑原子力安全
る偏と推究したあと︑﹁この濠ま
初耳斑に閲する艮休的間趨貞につ

愛員会に報告したのけ昨年五月︒

し︑伺らの対簾を憾じなければ︑

賦療用RI礎二物処理問題を放隠 いては﹇現行の医療階調膏規㎎で
はRI廃艇物は猛療機関で保管す

て︑さらに異体的な処理紺策のあ
ることとさ為︑庵集業薔への蚕託

障姫燕ではこの麺本方針を踏まえ

将来鷹耀に対する園鼠の信頴を酬

に開する規定か定めらhていな 分RIの知内をもった蒼が菅押し

﹁

原型炉につい

︻新型欝欝炉の開発︼

▽原型炉の運転

廃．璽初蝉戊施促の蓮娠を行うとと

人形断鉱山におい

もに︑プルトごウム玩藁吻処理技

▽講究開発

︵疋榴滋力︶で欝欝逸転を購い技

循研鳶開発を73う︒よた︑大珊不 職工陵換抜山の開発試験を行うと

術的蕎性熊の確惣︑欝欝窪写価チ

施し︑脳髄甜力十六刀五千KW 鱗躍臆受およひプルトニウム馴染

ては︑冷昂騰酎管の取沓￡潔竃天

理の現択についても﹁必づしもヒ

り方をつめるため昨蕉ヒ月︑検け
うおそれがある﹄とのべ︑さらに

三二拗処理の醐から逆に制艀さ

﹁このことによってRIの朋粥がい一としながりも︑一支除には臼

金を嚢目して盛幾を一っていたら

そ九によると︑蔽熱はよず﹁動

の︒

@ ＝

線嵐レ鶴年麗のK王廃艇物蟻何灘 れ︑鷹按レヘルの抵ド︑医耀の選

動力炉・核轡糾脚発餅業謡は︑

このほど昭和五＋六難度の餐麩計
醐︑欝欝︑叢令¶画を発表した︒

無難炉

事饗酎画の概鼓は次のとおり︒

▽爽欝欝の難燃・運転

︻高遼増殖炉の開発︼

での驚鎖題転を行う︒また︑炉心

増殖原辮轡炉着工へ

騒騒のv樫瓢を行い︑パイロノトプ

ともに︑製鐘︒甑八州イロノトプ

開発計翻を的確に蕊行ずるだ

た︒

9潴︵第一条第一武門八腎︶され 斬栴ニー一五ーヒ乗㌔広伸笥西漸貫

テム氏験を行う︒カスケード議駆

ラント︵OP11︶の非疋物漣払
国砿共同謄先を艦める︒
麩注照照屍．記吻処理馳詫の患︑民を

ラントの建凝を元rし︑三瓶を励 理剛収ウラン凝融滅解を行うた

股泥農︵鑑一条第

瞥戟のチータを痴績した後︑再処

に︑炉性能に閲する父騒を膏う︒

纏めるとともに︑プルトニウム円

新受︒

再薄型施没環見放射能総合諏刺

︹鋤力姫開発に関する核燃材︑

め︑管理体制の繕傭を進め︑趨切

︻再処理施磐

促進するために箔一条黛六項第二

理系を改△つる︒

罵処理罐没の搾禁を行うととも

器︑民間︑単向などの署機関の協

プルトエウム認臼鉱換紛来を漂

鵡▽プルトニウム趣糾の利用捜術

︹核燃糾の陸稲U

な門経管理を行うとともに︑擁下
う︒

め︑氏験装磁の六フノ化ウラン処
回糊気験炉︵MK

▽海外翻査探鉱

︻蘇原糾物質の擦鉱開発︼

に︑肖放酎性廃液貯縦なとの無二
料とする︐伽合厳化物声彗の暇射誠

ニウム・コ・プロセンンク技術聞 国︑カナダ︑アメリカ︑オースト

衣番冠裂溝

新臼蓋は千代旧区丸

日本フエルト︵株︶

の内一→ニー二丸の内三井ビル九

号に軽水酒改艮技術礁託式機器憂
の簗伽を纏める︒

F

託費が新斐されたほか︑これまで

プルト
謂開発旛健は総懸に駈手づる︒硝

発を得う︒高蓮畑知炉桝科製造技

いた原子力発着鶴甲ソステム開発

第一粂第六項第竃号に規薦されて

電話〇三i二＝二一蕉バ一一

穣挿的に行う︒

の交換︑研彊技法薦の交流などを

▽核轡料サイクル技術

験︑蜜全性研発園発を行う︒

アフリカ譜
料の製織を行うとともに︑プルト

i証︶︑新型転換炉原型炉の各炉

▽燃料開発

再処理の開発︼

始つる︒

ウラン海外探鉱にも力点

恥4託

力を得るぽか︑海外との技衛無下

ラリアなとの蕎望地ドにおける鉱

械査技術の闇糖を行うとともに︑

トン除去およθヨウ蒸欺去狡婿の

▽放出低筑豊排気中のクリプ

︻再処理鼓衛の開発口

床の査・搾鉱およひ海外企業なと

リイクル
開感技爾の／1査研先を行う︒

ニウムの輸送など核拷
を行う︒

隼合体部騒なとの齪恵欝欝給よひ

鮭める︒

との共闘湾査︑探鉱M醍双集なと

どレ州︸鷲うQ

糊篇

葉吻処理漏発施箋のマ鰯没﹂を行

は︑自理侮控謡なとを竹うととも

験なとを行う︒兜融炉について

か︑燃讐悪難のための伝熱驚動畝

は︑通転コードの改幾を行うほ

については︑購出力ヒ万五FKWータの泌秘などを行う︒
▽研究職発原型輝について
構成簿器の父換など照射用炉心拶

▽原型炉の建設原型炉につい

行鑑識を開始する︒

ては︑艦鍛工蕊に必嫌な条件鷹傭

を行い︑昭和六トニ町ころ騙曝を

田江に懸盤に膚丁するQ

▽研究開発原型炉設誹の欝欝
凋驚なとを進めるとともに︑大型
炉の設計研究を行う︒プルトニウ

瞥

酸プルトニウム転換欝欝の建謎を

ム・ウラン離郷酸化欝欝碁およひ

一

聞

フ

プ
一「

昭和56年度総懸事業団事業計画

一

凶作継轟なとについて嗣壌式りな

嬉麺

鷺慮

帯露鐙耀辮と轟翼猿燃三型殺．蜘湧棚物聯遡燃
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獅
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一
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毎遡木曜日難行

購誌韓雪卑分前金55⑪o円

電部聾1〜o円（滋科共｝

このうち︑﹁立地幼率の醐上﹂

このほか︑稼働脳向上対策では

地禿漁協との海域調査の覚轡

新田港候補地︑関根渓

㌧

調蒼期闇は︑約二建ていどを夢

霜など︑総倉的に調査︑分析を行

温︑塩勢嚢厩︑そして海生生吻分

︵二二地質調葦︶︑畜疲操頚︵灘 組倉長らが出席した︒

海域二一では︑海上ボーリング

この臼の締結には︑融業団から

②蟹業団は調査の実施にともなう

は︑調螢の円滑な進払に協力する

負荷追従還縣姓能の追求も蚤点

め︑その検討を行おうとするも

調整運転が不町欠となってくるた

七・ご％︑ソ強二︒四％となって

日選一一一・四％︑仏七・六％︑英

独一七・九％︑来国一五︒八％︑

く︑この額が多くなると指摘︒西

一方︑科学技琳の総髪力を判断

するため①特許の登録件数②技術

の禽計︶③技術鎚約製贔の輸出額

買残額︵技術輸入額と技術輸出論

つの撮標を取り上げ︑田本︑来

④研究蟹⑤研究姦数一などの八

脳︑西独︑仏︑英の五か麟を比

簾舞を︑﹁かなり隷運に伸びて西

較︒この申で日寓の科単技術の総

たが︑来國との聞にはまだ大き

独に臨糊しうるところまでになっ

る︒

な隔だりがある扁と強調してい

今週号から随時掲職

﹁グラフは語る﹂

表

：︒

きちんと数宇のならんだ

鐸

︒ヂ劇

↓

⑤大阪営業飯⑧名古屋出張所㊥東海・筑波・仙禽連絡講務所㊥

8月から海域調査へ

蘇灘餌醗﹁む2で覚書締結

金および隠撮経籔として︑千二酉

八月から海域調査開始へi一日 漁業操換への影響を蕩隠し︑照臨

が縄ばれたことにより︑瑠国賊と

一彦理噛畏︶と蒔森県むつ帯の関 万円を親倉に寛払う一iの二点︒

塞原子力船研究開発勲業団︵野認

槻浜灘業協周縄禽︵西口才太郎組

しては群懲に隣接漁協の陶意をと
漁協製務所で︑原子力顯﹁むつ﹄

ハイライト︒これは︑燃料の総禽 禽長︶は二十七田︑競地の閲離島
燃焼度を蕩めることによって︑現

定しているが︑新定係港としての

酸池形︶︑潮解︑旋農︑水疑︑水
覚轡の電な内審は①噛梁圃は調

たい踏えQ

まだ︑BWRでは︑現在比較酌査の実施にあたっては︑できるか

も結論がでる兇込み︒

立地斑能姓については︑半庫後に

締諸し儒

りつり︑八月中旬にも凋鎌に入り

ンターバル長期鐵の司貴注を疑溢

盛年一回実施さnている定横のイ 新障港の海滅調燈に閲する覚樽を

に努めるものとする︒また組舎

ぎり︑漁業に支障を与えないよう

しようとするもの︒

多い被鰻の発生源となっている蒋

う︒

循礫ポンプに代ってインターナル
ポンプを採絹︑大蟷な被曝低減を

のひとつ︒これは︑将来露力設備

の︒受配的には短露鋒のうちに繊

おり︑この六か圃で六鑓以上を占

は折原洋理饗︑漁協側からは西口
めざす︒このぽか︑放射性廃棄物

豪だ︑現在各蒸発でバラバラに

に占める康子温覚躍のシェアが増

件に耐えうる燃桝の閲絶を行う︒

力調整を行うという厳しい福豆莱

ら新たなメスを入れる︒

処理旛設にも︑被曝低威の観点か

いても︑その羅離彪の腰掛性を探

行われている麗壌物処理方法につ

の襯力三豊の変量に即応した撫力

大するにしたがって︑合間と夜間

西独の伸びが著しく︑米照はGN

める︒

ることにしている︒

となっており︑米園三五・七％︑

Pでは世界に占める躍倉があまり

その喪から数物たちのもつ

通）へ

5−983

纏雀

は︑炉心設計にもメスを入れ︑大

では崩力の大答二二と熱効雛の向

漫期サイクル運転の検討が韻大の

鷺模な改造がジ定されているのが

上をめざす︒患力の大負羅化につ

ソ連

研究蕾藪をとりあげ︑﹁現在︑来

変化していないにもかかわらず︑

意瞭を︐碗みとることはむずか

襯

昭細6⑪年に翻本型原発
頬心設諦にも総合的メス
﹁第二次﹂の成果をふまえて︑新だに①立

題産館は二十ヒ臼︑原子力発電設齢改鍵搬準化講費姿員食︵曇員長︒郡廓泰諸塚大教授︶を開き︑無毒次改蔑標確化発酵を決めた︒

昭租五十葺からスタートした改農標藁化書画の総仕上げとなるもので︑今測は﹁第一次﹂

から三部︑﹁日本型原発扁の実戦配備へ圓け︑大きく前室する騨癒しとなった︒

﹁欝塞独自の原発﹂をめざしてによって︑わが国の原発は①設備

特釣︒こ為により︑改壁転遷化瀞

直入捜術

軽水炉改良標準化プ窟ジェクトが初端辛は七五％以上②従工員被ぱ

画は一応農了︑わが園の原チ幻鵜

にはわが圃の簾子力開尭は茜実ともに

地効率の向上②リードタイムの短縮③三二性能の計上ーーに熊点をあてているのが特色︒これによって︑計画の終了する皇考六＋黛

スタ⁝トしたのは暇和五十年四くは従来の二分の一に低鎖⁝と大

いては穏三十万KWがひとつの姻

は︑世界の中での日本の科学技術

二・九％︑臼塞九・O％︑
という﹁横軸篇に視点を裂いて詔

西独八・一％︑仏五・四％︑英幽

ソに次ぎ世界の第三位となってお

纒に懸下している︒

研究費では︑その相対的地泣が大

フの上に映し出されると︑隊

び︑点や線や麟になってグラ

しかし︑その敏字がひとた

しい︒

六か圏︵田本︑米︑西独︑獅噛︑

樹

点︒

月︒このうち︑洛納寄器のスペ1蝦な性能アップがほかられること
発は〃轟入捜術

かり脱皮して︑

ス拡大などによる幌算二丁熊恥のになるが︑櫨離循では︑﹁良の臼

ビン剛の改擬にメスを入為る︒

蜜︒黙効率の陶士については々i

技徳力高まる噺本

が実戦配擶霞れる漫どりとなって

六十館代後単には﹁田寒型順兄﹂

木型原発をめざすには︑さらに改

班十二策鹿に終．﹂︑さらにこれを鍵を撮める爆裂がある偏と判断︑

﹁Uードクイムの煙締偏では①

に追いついていったか︑という獲

建設工期の短濾②詳認町画譜関連

事贋の標準化iIが二本註︒この

科単技術庁は七月二十四田﹁醒

二十七臼に決定された第三次改

いる︒

うち︑建設工期の窺縮について

昨蟻の臼欝が﹁科学技術発展の

述した点が大きな特徴︒また︑申

る︒これを六〇蕉代來と比べると

・O％︑その他一五・八％であ

昭籟三十五無一月︑建設に弱聞

り︑世界に与える影響力も大きく

研究関係の従慕薔数について

れの寛場から︑一臓競争︑一颪協

困が世界人口の二離しか蔵めてい

英︑ソ連︶で占めており︑同六か

〆

孤

騨

岡上をめざした﹁第一次謡画﹂は

画﹂にのりだすことになったも

燦纈確佑酬薩によると︑今回の検

は︑留口などをあらかじめて鵡で

たとえば︑一九七〇卑代中ごろ

N度科技白書を発表

①立地効箪の陶上②りードタイム

討で新たに焦点があてられるのは

史と潮来の児通しを求めた座標の

科技庁

第一次︑第二次改善標離化では

際比較と今後の課題﹂と題する照

網働の慮動化をはかり︑ヒ﹂ーマ

丁丁と展望漏という翻懸で示すよ

に︑三石を多く採用している︒

学生が誌んでもわかりやすいよう

しだものの︑初期炉の宿命ともい

擾しばらく続いた経済︑科学技術

なっている﹂と強襲したあと︑戦

は︑全世界の七割以上を竃幾先進

七〇隼代に入って︑わが国および

える設計変更︑試巡転段階での蒸

面での張国の旺倒的傾勢の偉制が

まず酒醤は︑わが閣の研究蟹︑

気発生露の不調にみ賜われ︑それ

肥れ︑多極化した答圏が︑それぞ

六千KWの原子炉だ︒

ル暴挙型と呼ばれる︑出力十六万

二一；；謄﹁風﹄営憎：玉＝曽；蚤＝＝騨署覧響＝≡翼

うに︑戦後の日本が先遣麟にいか

ンエラーを最小化した﹁運転しや

＝＝董＝開；覧＝

づい原発一をめざす︒

東海発電所が

日本原子力発彪愈祉の果擁発分

を克服して六奪聯繋の昭租四十〜

二子炉内鯛材の酸化予防のため出

している︒

力の独闘の戦賂をたてつつあると

羅

所がヒ月二十五闘︑わが園初の簡

隼置月二十五日に運開︒還開壇も

だ︒→写翼︶

魍に陥ったが︑そのこは順調に随

力の一部を謂饗せざるをえない襲

欝欝思懸︑敬字たちの語りか

東海発継薩が十五年閣に発織し

万KWHあ理り︑十五蕉間の累積転を統け︑ここ十隼粟は︑毎無給

けることばが潤の前にひろが

ってくる︒

ないことを箔濾し︑研究関係従贋

で六七〜七〇％をマークし続けて

億KWH前輪を発飽︑設備凋溺冷陸︵G翼P︶についてみると︑囲 蓄が爵しく先進園に漏っているこ

また臼欝は︑わが国が翌月総艦
棚晒利胴箪は穴四・八％と高設備

九七八駕には黛世界の一襲を占め

利閥率を記録している︒

︵3⁝圃穆照︶では︑わにした

新コラム﹁グラフは語る﹂

グラフを焔介していく︒

ちの身のまわりにある置愚な

また︑化学製品や機械製贔など

とを明らかにしている︒

科学狡術が滋み︑それを鵜効に生

技術藥綿製織の輔出額をとらえ︑

るに翌っているが︑科学技術面で
はどうかと問いかけ︑実際に多数

いる︒

わが国初の商業用原子炉は︑い

岡発懸所は︑英園で開発・実題
化されだ天然ウラン・ガス冷却型

の指頭を駆便して︑﹁科学技爾晦

産に箔びつける国ほど競争力が強
いる︒

まもパイオニアとして鋤き続けて

でも世界の旧劇国家になった扁と

を事えだ改葬型︒コールダーホー

殴界最高水爆の猜銀処理システム

鱒

隠

ゲノ詩く

発電所に︑わが懸独自の耐鱒設計

鷹擁箇諏艶

鎌線形大変形挙鋤解析プログラム

嘱

＝

鞠

ド

4㌔輻軸

だ露気の羅は総計函四十一懸一一千

原

を開冒していらい満十五琿を迎え

窒蠣原子力発露所として激業身長

運転開始15周年

位躍づけている︒

二段辺機器の改鍵に桑点がおかれ

粗み立て︑瑚地に運び込む﹁プレ
．

の研究盟は金世界で一千八＋億が

綬．軒

の短縮③運転性能の向上ーーの三

羅軸﹂であったのに凄し︑今球
︐

す

秘五十五雲隠科学技術曝露を発表
タ

ハブ化偏などが房えられている︒

菰＼謹蕗・難

鰍︑毫

2滋
︑︑ふ／︾＾叙い

㍉／論

︵囲面に関遡記購︶

した︒

諺

黙瞥

㌧襲 ︑心
澱欝︑
7

翻糧鯵鋸

ふ酬えて炉心周辺邸全体の標牽化今奪度から五耀計醐で﹁第羅次㎡
を閨的としだ﹁第二次﹂画﹂も五

ψ

鰍

﹁逓転性脂の陶上﹂では・週紙

十流一度に検討を終え︑その成果の︒
は目次新規建設される原発にとり

入れりれている︒

㌶︑

ノ〆

技術営業第4部／費（03

CRCがひらく情報処理の新時代ですg

この﹁第一次﹂﹁第二次﹂計画たのに些し︑葉風次改旗標輩化で

㌔

あ 多声

く

ノ：痘

︐鞭

コストの面で実用が困難であった3次元解折などの大

本社／『『103東京賓区中央区藏2蓉橋7憂く町3−2鷹奮（03）665−97月（案内）

醜発射体の貫通／侵微解析

を核とする《CRC複合システム》は、従来、計鎮時間や

翻蒸気管破断窮故解析
醐原子炉内仮想爆発曝故解祈

わが図最大の1メガ譜ス・一パ」ニンピュータCRA匹1

幡蝉適齢淺幽
︑

∵環三

㌦ψへ〜吟へ

配麗セ諺遡囎一ジセ詔難

PISCE二Sの解析対象騨懸雛零種灘

P王SCESは、気体、流体、固体の衝撃時にお嘉ヲる輿二

醐原子炉内での配管三二による二二解叛

線形大変形挙動を、有限差分法により解析します。

55

晦

@搬楽書︐思灘欝

離

園乗物の破壌
魍各極容器の蒸下衝撃解析
園配管内圧力伝播解析
細水中での爆発問題
騒岩盤閉創解析

規撲汚塵析も容易に処理。
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璽置嚢舌（20重）2霊7霊（で匙）
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業

フ
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レ鍾う

規剃の改善実行へ
講 難原子力の拡 大 う た う
来困のレーガン大統領は︑七月十七田︑政腿規制︵介入︶よりも市鳩轍能を呼翻した﹁躍家エネルギー政簾謝画扁︵NEPP⁝頚︶
を議会に送付した︒それによると︑エネルギー政策の再構纂は︑レーガン敵搬の羅綴織弧翻騰の一環として位置づけられており︑そ
れの完金実施によって︑エネルギー問題などの麟家的問題は解決できるとしている︒原子力と石炭閥用の大編増六をうたい︑二〇〇

〇黛の原子力発霞の規換を︑現川の三〜五価に毘込んでいる︒また︑NEPP一孤には︑レーガン羅綾が︑原了力発匙に対する茜え
方をさらに明確にさせるため︑原子力故鐵蒲明の発表を副画している︵酔醒時期については触れていない︶ことが認されている︒

ネルギー消費の奪間伸び罫は︑エ

爾によると︑二〇〇〇釦家でのエ

︵NEPP一腋︶は︑将来は不あ
確えて予測したエネルギー需給品

なエネルギー源の伐給比象は五％

万絆／日④二〇〇〇年の再生可能

半旗蝉料の盤蔵は九〇無で約五十

わたり石炭と原子力を穴磯鶏大③

そうした申で︑N鷺PP一顎が蹴を一六％韻少鱒今後二十琿聞に

されている︒

なエネルギー源であることが証明

済陶で︑環境酌にも受け入れ可鮨

〜︑原子力欝欝は︑蜜全かつ経

て︑わずか一〜一・菰％と予想さ

て︑縦済成長箪二〜三％に対し
万解／田に減少Iiなどとなって 盤厳に︑より適しだ土版づくりを

⑤九〇奪の難曲輸入蟹を四〜五百

その内蟹はほぼジ想された通り

に関する角明扁が発熱された︒

傾の﹁核不拡散と平和利用協力

力﹂だけが四海

を減少させる応

ようとする動機

孜撫し︑

に﹁地城的および世界的蟹短を

ことなく︑規制を緩秘することが

全注や基本的な耀境的価憾を損う

一︑纒済再璽謝画によって︑安

な決定を行うことができなくなつ

設備容羅のニーズにもとつくよう

矛穏せず︑長期麗なエネルギー︒

の賑力会挫は︑麗笑の世界経済と

一︑財敢上の理宙で︑⁝⁝多く

除去③非効果的で不必要な規制の

上野をもたらす遅延と不確実性の

は︑①手続きの円瘡化②コストの

を再検討するQ再検討にあだって

駒︑鱗料使用規制および澱麗規制

る︒

岡能である︒政府は︑議会および

すでに稼奏しているのは二つの

装議なども製造するQ

輪︑原子カプラントの修理・保守

やへい装灘︑核燃料保管・処理設

開始される︒このほかに︑生体し

近く大型FBR万KW蕩赴炉︵FB冠︶の製泌も

の製作も開始

アトムマソシエ場

原子力発施所用機器魯門工場

原子力規制委員盆︵NRC︶ととだ︒規制は︑誘くべき購台で増大

トムマッシ

二十一紅紀の

五分置一は数値鯖御式︒

できる︒

集禽住宅洩が出現している︒

場周辺に︑今では十四〜十七階の

題のいくつかをかかえている︒た

原子炉を黛闇八幕製造することが

と呼ばれ︑酉77KW級 五無前には一望の輩原だつた工

は︑

セクションだけだが︑ここには最

的︒工学的フィージどリティを実

プラント

ソ連南部の魁海とカスピ海には

し︑その赫果︑必蟄な新規発電所

誼する迎接費仔をもつことを認識

さまれたボルガドンスク甫にある

の璽設および許認岡が遅延しだ︒

している︒

一︑連邦江府は︑核融台の科学

もに︑現行の詐諏司プロセスを改

コストの上塀は︑建設の遅れと︑

撤麗︑にとくに難点をおく︒

謝ずる作業を開始しだ︒求た︑政

公鑑恥業委澱会の電気叢叢決定手

新の設備がほどこされ︑工骨機の

騰は︑州の規制機関とともに︑立

一︑核融合は︑われわれ技術社

とえ核融禽か運転没階に到達した

って︑露気配集習の財政附健全性 会が蹴画している最も擁戦的な問

ア

地︑廃棄物処分などの分野で必塑
銑きにおける認識のズレとが重な

だめの伶業を為うであろう︒

とされる変蝕を確認し︑遂行する

小気駕歎願は︑経洪的麹正レベル

を大いに帽めている︒その結果︑

としても︑難破合は︑エネルギー

立地調蛋・口引データを検討する

二f亀ノ

多

石油依存減少

の法案が通過

二

一二

一響

建設跡が梁国に岡規趣のPWR

なければならない︒

一

このほど︑国会を通類した︒

多二玉ニニーニニーニニー多二一

ができるとしている︒
一ーニニーニニ玉

8︶建設副画を進展させるため︑

めるとともに︑ウ甥ルター・マー

になっているのも悩みの髄になっ

PWRタスクフォースの設置を淡を建設するのに比べてかなり剛漏

ている︒

％安くなければならない﹂と考え

Bは岡規極のAG飛に比べて三〇

A︶湿熱を同タスクフォースの主 やマーシャル氏は﹁サイズウェル
査に指名した︒

タスクフォースの塞敷な任狢

Aの他に︑ウエスチングハウス牲

は︑NNC︑CEGB︑UKAE

にPWRの公開調査に入れるよう タスクフォースのメンバーに

は︑当窃の謂画どおり︑某奪後堆

に調整することである︒このため

｣

を圭極る騒の石融︒ガスを便用せ

聞題解決の万能薬とはならないで

協定の脚結にともない︑七月二

て協力協定を締嫁したQ

十二嫁︑疑さ二千菖冒の第一立坑

れる前の八八駕に︑換擬廃習物に

③州は口際の国防暁靴工が埋設さ

田には︑WIPPサイトで︑隠径

予定︶がはじまったQ

スウェ；デン議会

定に主意できない場食︑州は︑W ていたエネルギー法粟︵石油依脊

そして︑DORの調嶽議聚や決 スウコーデン政附が今蕎捉出し

を驚めている︒

よる実験結累を検討する一⁝など

の堀醐工嬢︵今牽十一月に完威

の磁立をめざした

この協定は︑連邦政府と州の闘
の摩協調関係

働旧任︑周辺地域住民の健康︑廃

一

〇％から照O％に減少など︶が︑

IPP計画の昏止︑あるいは間迦段を一九九〇年謙でに︑口蓋の七

多

は︑七月一面︑難航している騎馬

英噸のハウエル・エネルギー相

KAEA総裁シャル英國原子力公社︵UKA慰ており︑中央動力庁︵CEGH︶

マーシャルU

推進の調整役に

英国初のPWR初のPWR発領国︵サイズウェル

玉

を設置する②州は一九八三館に︑

うため︑州1連邦タスクフォース 解決のため︑堺訟に蜀ち込むこと

棄物輸送などの閥題を取りあつか

もので︑艮体的には︑①箏故の賠

︵APN︶

ざるを得ない状況に追い込まれて

あろうQ：それでも核融倉は︑

ε

京もなく︑鶴シリーズの断六十

結させるため︑離間また穏公的械

いては︑：

︒贈殖

関による使用済み腿料の再処理を

おり︑いくつかの地域では︑発震

功力醐汁のもっとも荷望な新方式

・核彊科づイクルを先

行うことを迎えている：

○奪㈹に︑電力供給に支降をきた

設備答羅が不十分なため︑一九八

一︑政臆の摺物炉実話計画につ

ら︑この将来の墾襲なエネルギー

炉計爾では︑民間の協力を衛なが

は核融台を丈持する︒

一︑敷暦は︑遮頚の訂認酎活

す恐れがある︒

の一つであり︑それゆえに︑政府

・オプシ欝ンを維持することに︑
必娑な焦点がおかれる︒

州との協調関係確立

⊃

レーガン政格は︑政府の梼限

の一歩崔路み出したところと話

国の繕周の図復は︑ようやくそ

プラント讃陶︵W蔓PP︶に関し

盤面㌫W亙PP計画進展へ

︶

建鋒醜お叩羅翻蝦蟹藤織驚動

NEPPi職のうち︑施力とは
原︑市場経済的に︑他のエネルギ

ー源と公正に競盒できることにな
⊃

の範闘で政策転換を進められる

子力に関する内容は次のとおり︒

ユ

発を禁隠したり︑抑制したりし

的の鴇処理および高速増殖炉開

国が平壌利照の﹇儒頼できるパ

つ

ートナー﹂にならなければ︑核

と冤ているようだが︑核不落散

︐

できるパートナー﹂としての来

法の修正ははたして必要がない

︐

困の地位の回復を︑盗騒の囲標

政策転換が表明され︑それにと

ない﹂との︑購明の鍛も璽敦な

のかどうか︒溢しあたりは︑カ

になるに違いないQその過穆で

いち鞍理し︑入聞を入れかえ︑

核不拡散法の修正が必要となれ

新酸鎌を機能させることが︑驚

妬来の摩擦の除

ば︑それには来年の臓器を待だ

節明のこのような内響から︑

園は︑棊本的に

の関係盗局に指添されている︒

は除かれだと見

ねばならない︒今回︑発表され

嘆のかかる︑予想以士の大叢雲

てよかろう︒田

来国と他の先澄諾唯とのここ数

力規制委員虫︵NRC︶その他ーター謄代の規餉や通達をいち

もなう翰禺幽認可の健進が原子

不拡散への米国の影響力は減少

来剛の立珊は︑ヨーロッパ諸

られないとの認識をも示してい

し︑必要な他の語囹の支持が得

園および臼塞の立場に大きく接

る︒

にかかげている︒

近し︑①核不拡散条約︵NPT︶

鋳開は以上の暴本姿鐙にもと

び方陶にも褐及している︒だと

加盟国の 加 盟 ︑ ② I A E A の 保
づいて︑蓉干の図体的措鍛およ
障搭撚の強化︑を支持し浮ける︑

レーガン大統領の対外原子力政策

滲出る信頼回復への道標

なかっだ﹁国内政策扁の薦で

の荒施が︑

いっそうレーガン政権を関しめ

環境

本の第二再処置

な制約をうける懸念は薄らい

いずれにしても︑平和利胴の

る見逓しが強い︒

であり︑プルトニウムの軽水騨

には︑ナショナル・ニコークリア

㌦談い
〜象．鮮

読

ダ嘱

嬰

︑〜武

〃講

雲み鐘触

義義野並灘鳶一翼三

@

テ

ン

騨灘

東京都申央区銀座5−5−12（文芸春秋別館）胸03（571）6059（代）
東京都中央区銀座6−3−16（泰明ビル）
囎03（572）5475（代）
：福島営業所・福島第二営業所
：東海営業駈。大洗営業所・原著出張所
：敦賀営業所・島根娼張所。四国出張灰・九州出張所

欝鍵鞭勤

原子力施設除染のパイオニア

門岡蒙エネル ギ ー 政 策 説 醐 ﹂

実なことが多いため︑エネルギー

ネルギーの効恥的便矯を及映し
一︑政冊は︑前敢轍の行き過ぎ

ではないと蓬駅︒米園経済は︑強

予測値は︑それ自身審観的なもの

力で生藤的で︑しかも笈定した紙
を転換し︑エネルギーの効評蘭な

会をめざしたエネルギー描迄を選

で︑抄不拡数を薦僧する星本姿

行う︒これにより︑原子力発徳

いる︒

貝体的には︑①九〇奪族でにエ
ネルギー縫罵の効塾化により浩費

ーー

れている︒

択するとして︑エネルギーの生配
と使照についての蕎え方︵政策︶

を簡颪に押し出しているQ

繧︑夢

懸は変わらないが︑カーター政
され︑カーター

一画では︑杉不離散口的の辻固 およびトラテラルコ条約への非

策への削際的な批判を受け入れ
時下のがんじが

だ︒しかし嶺蘭の日米原子力協

は︑カーター政策による怒△A

濠た③非移保も剛に35けるあら えぱ微妙な数瑚だが︑﹁機微な

定の改訂をはじめ︑米国の政策

工期や高趣贈弛

を引き続き禁止する﹂一方で︑

ゆる原子刀感動に︑王AEAの核物質︑設錨および技術の移転

﹁良きパートナー﹂めざす

月明のカーター政鍬批判は︑

三障錯置を敷押する︑と償金な

りうイクルや国際プルトニウム

﹁良きパートナー﹂としての米

いるのは兇進せない︒これが伏

る地域への﹂移転と︑注記して

賠蔽︵IPS︶への米国の態農えようか︒
︵K・K︶

線になって︑さらに﹁読んだ原

み︒

浜岡事務舜
測定機関 13−40（第1〜5号の作業場〉

アトムマッシ工場（向こう側）と、そこで働く労働春
のためのアパート群（手前）。同工場は、建腿三盆だけ
で三十万平方窃という超大型

︒コーポレーション︵NNC︶は
やベクテル判の代薮も加わる見込

年末までに︑完傘な設計をれ峡し

A〜C・E〜H・J・

N−0627

効機関

待たれていたレーガン米大挽

て︑軌道修道霜融礁に打ち出し
らめの規制書疑

盟国﹂のエネルギー安壼保障上

米国が﹁多数の友頗暇および岡

NPT中心の考えに立ち語っ

的︑経済附

の要求および原子力への関心を

た︒

炉謝画も︑不峯

原案よりは強まったと乙われ

軍のイラク原子炉爆繋で︑韓明

認識せず︑これら諸国の﹁信頼

は療を池した︒

る︒この爆難には声明も西及し

を久ってしまった﹂という点に

ぞ力61悶を穐し︑かつ核拡散の など︑声明で明徹にならなかっ
だ部分も少なくない︒

原子力代行

株式会社

核貯発物を取得し

たものと．﹈える︒

鈎朋の移不拡散離塁のトーン

ており︑その影鋤ぼをうかがわせ

下翫の勉︐煽と承認嚥を要諾し

は︑先月行われたイスラエル空

るが︑うわさされていた一九七

の反省にもとつき︑﹁岬測利用

集約されているQレーガンはそ は︑第一酷定樽の批凝について

﹁とくに核拡散の億機が存在す 転換の具体的な酷めはこれから

八殊核不拡散泓の雑πが声明で

トラテラルコ三二について

うたわれなかったのも︑剋触と

危陵がない諮国における保秘国

ーーq

マーシャル民

≡
ているのが暴言される︒濠た来
C

協力における予兜可能かつ係頼

の関連を否定できない︒しかし

購
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力

信頼性の向上に寄与
雑載齢年間召一基分の能力

は

σ

明治三＋三年生まれのおじいさんが︑七＋年の生

ットル︒大蕉＋四琿生まれのお父さんが二〇〇〇年

涯に便ったエネルギーは︑石繭換算で四士エキロリ

二〜

発二号と四丹をてがけているが︑

定の整備充実お

の改茜︑保安規

竹内武自民党福拝県支郡連禽会総

電推進都道騰県運協議会︵金長・

京・永田町の党水部で︑原子力発

自践党は七月二十四田年前︑策

蝦却について設計耐用年数を＋∬

える⑳康子力兇電所の固驚資醍の

響製紙交付金の対換に人件蟹を加

射線・監視交付金および混排水影

五％から一〇％に引き土げる③放

まだ澱近︑一部の関係春から鵬

るよう要望している︒

的かつ領久命婦策を消費に確立す

分と廃炉後の搭羅について︑翼体

る一方︑放射輪重亜物の処理・処

二

玉

の立地に係る公開ヒヤリング︵第

∫

〜

二一

ってきていることをふまえだた
め︒

は︑今回の嬢故
を教訓とした安
金規制行政の強化対籏として︑寮
坐なものと考える︒

原子力文化振興財団は︑七月一一十

適正な成長事を維持するために

心様上と福祉の充実︑藤業経済の

保対策に資するため︑敵薬どおり

されないものについても︑安全確

対策では︑法令上︑報告の対象と

うち︑今厨の安全規制行政の強化

の円滑酌な推進を期し︑敦賀発題

簑助金︑フィルム・リプリント讐

これ証では︑山猫︑財務・鍬

七臼付けで機構改革を行った︒

は︑エネルギーの安定確保が不可

事業薔からの報告が的磁に微収さ

の企睡︑調査︑予舞篇旗︑胃理︑

その他臓務一般︒企画課は︑漁業

常務取締役ら十七入の蚕漁と三人
の幹螺で構成されている︒

が︑新しく販務課︑企画課・振興

た︒庶務課は︑役員金関係︑白樺・

課の三課が鎧かれることになっ

各類行蟻︑粉行物の発行︑地域対

ナー︑作文募集︑媒体癌継嗣暇︑

響︒振興課は︑原子力講歴・セミ

関係機関協力︑定期刊行物の発行

原電では同会議を新たに発足さ

有沢氏は特別顧問に

に村田浩氏

原安協理事長

傾けていく方針だ︒

せたことによって︑諾対策の一叢

していく予定︒

務︑渉外の閥人の主婁制蔑だった

欠の条件である﹂との墓本認識に

所の運転再開と︑原子力発織およ

箔報の運絡・調整に汚しても鱗議

たち①エネルギー対鎌と国民盆慧

れることが必璽であると殖える︒

発醒には稜極的な姿勢を派してい

この会議では︑保安衡理体制の

振興課長︒

長︑山本康典企顧課最︑構原鷹布

鷲しい課長は︑飯野允俊織務課

応等を担蟻することになる︒

は七月二十一二藏︑第六十一園理肇

財団法覆︒原子力安全研究協禽

会を開き︑常任理瑠にコ一島摂績東

農夫藻大教撰をそれぞれ魯任し

大教授︑研究歪盛会委員Rに安藤

るものの︑あえて︑新潟地方岡盟

原子力安全軍議会︵吹田徳雄婁

改羨門施に関する謡本方針や計鰍

発露所の改鰐工魯総画および笑施

主麟潮から螺湖へ

原子力文化財
団が機構改革

渤理事罠を特別顧問に決めた︒

た︑今回の理顎会では︑袴沢広巳

されて以来︑初めてのもの︒濠

子力研究所理事長が両頭提に選巖

五臼の理憲会で村田沽・醗臼本原

た︒今園の理難会は︑先の六月十

円購な社内帳〆をはかり︑その早

に︑総禽的︑械動的な対外対応と

所関連の対策を推濫していく際

を発足させた︒これは︑敬賀発電

三β︑﹁敦賀発懸所対策推進会議﹂

日本原子力発臨会社は七月二十

日本原子力発躍

会議を設置

を議了するため︑エネルギー県民

とりあげ︑さらに︑斯襲な社内外

麗やその議対搬の集施についても

また︑地元關題の対応方針の策

、

び原電に対する億績園復に金力を

決議欝はまず︑﹁憂欝住瀟の笈

、

敦賀対策推進

一︑当蚕員会は︑三盛・故瞳の

エネルギー重要伸び‡
1975年→2000年まで年‡45％
2000年→2040年まで年三2％
会識を無期に設立する②敦麓購故
で欠われた僖頼の漸落に万全を期
するとともに︑安全性の徹底した
磁保をはかる③エネルギーの将来
を指えずに︑いだずらに皆野不識

あげてとりくんでいく力餌を明鑑

祝しつつ︑原子力の推進に縄織を

とし︑こんごとも︑安盒確保に留

にはくみすることはできないーー

一次︶の開催を省略されたい﹂と をあおる特定イデオロギー的纂団

一

している︒

一二

ノ

薄墨な大垂髪窓調防塵構造の探用

ル纏離せによる簡断照︑発熱防止

②アクリル積瑠鋼板とロックウー

側壁構造の採用一1などがあげら
れ︑原子力ステンレス機器紐立て
のモデル工綴として︑最新技術が

墓だ︑精蟹大型構造物の組立工

駆便されているQ

場として︑とくに憩要な作叢ふん

圏気の油浄度蟹理に対しては溶

ロリットル︒昭和二十七鋸生血れ︑ことし二十九歳

まで七十五鉦悶に使うと予想される蟹は街八十三キ

になるあなたは︑八十歳までに︑お父さんの二・八

擬︑機械作業轡空調負荷の比藪的
大きい作業エリアと筒清浄度の必

ットルものエネルギーを消費するのです︒

一二 玉ニニ玉

︵資料提供原研︶

倍︑おじいさんのなんと十一・八倍の鶯二八キロリ

一

アカーテンによって完全に区分︒

多

備充笑︑安余審

た技術基輩の整

査・険査の改

で︑こんこも臨界工場への原子力

﹂ニニー

鼓な紺立作敷エリアとをソーンエ

防塵管理レベルに応じた最麺の溝
浄展確保が可能な設計を採用して

田立製作所はこのほど﹁原子力ステンレス一貫工一3計働﹂の第一次訓函として︑日立工場臨海地区に最新鋭の原子力大型ステンレ
ス工場︵通称RC棟︶を竣工した︒岡工場は︑全棟空調防塵構造の無窓工場で︑原子炉内部構造物を主体とした︑ステンレス製︑精
いる︒

う︒

関係投資はふえることになりそ

さらに柏里・刈羽二︑五号︑島根

ラム一体化鉄脅構造ll讐を積極 二瀬では︑げんざい襯島第二原 薫聯門唐当擦

のブロック組立工法②ベース︑コ

一方︑脳行技術の藤でも①鉄骨

密大型構造物の継立脚用工場として︑担界奮数の規換と機能をもっているのが特色︒これによって大型盤台加工機︑一薔沙プレス大

型熱処理炉鰐の第二次渕画の完成する五■ハ年度下期には︑臨海地区大型製鉱工場は︑BWR菖十万KW級原子カプラソトー纂／鋸
の能力をもつことになる︒

された︒

的にとり入れ︑工期も大綴に短鞭

報告対象近心の

よび購故外気の

をめざす方針だ︒

同棟は建腱蟷三十癖︑長さ酉九

二糟の受注も見込めることから︑

た︒

臨海工覇へのステンレス工場の

こんごとも全筏をあげて贔質向上

としては①エリア翔消櫛腱管理が

工場が手狭になってきているため

@党首脳と懇談

自民党原発
推進協議会

財政措置の改善要望
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設されだもの︒とくに①恒温・翻
十二輝︑高さ二十三層で︑床面歓

賦設は︑メインとなっている日立

たのをはじめ︑今後二隼間に十七

鐙千六酉七十万KWを亀目密に上 清浄度工場をめざす②ステンレス
は約六千平方綴︒建屋構造の特長

薬一浴二77KWの醤手が淡められ
機器の大型化への対価を隔駒に建

機器︑大型構造物一貫生隆体制を

は︑昭和五十三薙十二月から今銀
三月まで二年三か月にわたってゼ
程することが計略されており︑順

こうしだなかで︑同棟は原子カ

成ずるものとみられている︒

購

︽
へ

プラントに鱈する偽頼性の肉上と
軸
よ

蕪鑑

務︶を細き︑原子力尭贈賄邉をめ

づ玉

にうちだしている︒

れたもの︒議髭には岡部実翼長自

新潟県柏崎茄の産業文化金館で

が︑地方組繊のトップを切って原

艦のあった醸蝿敦獺裏故にかかわ

員長︶は二十七轡︑通義雀から報

玉

明確化の内容

ロ︒このところ︑米麟スリーマイ
調にいけば大きなマーケットを形

き

㌧

なナ

滋瞬

二

についてもふれ︑﹁原子力発鍵所

され始めた公開ヒヤリング廃止論

玉

、

期完了に万全を期すために設鷹さ

ひらかれていた新穂地方岡盟︵岩

子力推進決議を採択したのは︑総

國正一副社長が︑そのほか大神正

川修一一会長︑五万五千入︶の第二

評︑筏盆党︑共産党などが︑原無

の策定︑その業晒の調襲・促進に

らがあたるとともに︑副誌長に吉

十八回定期大食は︑巖終日の二十

る安全規制行政の強化対策を険零

通産省の安全
強化策を了承

五日︑間盟の地方組織としては初

敦賀恥故を契機に︑一段と門反原

関する秘項を審議するほか︑敦賀

原子力蜜全婁鼠会

めての﹁エネルギー対鎚推進・原

した紬累︑これを了承︑次のよう

二

石1二由ま奥算：508k8

発﹂の姿勢を強めていることと︑

﹁生活の安定に不可欠﹂

〈人生とエネルギー消費〉

発建設鍬進に証する決議﹂を採択

新潟地
黒瀬盟

原発推進で大会決議

究を秘極附に推遣することを求め

低レベル放射線の遡低鮒影響の研

の安金確保と健膜保持について︑

さらに︑原子力発露所周辺住民

を蟄望︒

隼から三十無に改正するーーなど

ぐって︑桜内幹事長︑佐々木党露
源立地桂坤遣本部長らに各県の笑
鴨および要望を伝えた︒十山ハ道府

県から各二名︑舎謝三十二人が参

何よりも地域住鼠の理解と協力が

樽﹂は︑﹁原子力発露の推選には

﹁原子力発亀推進に関する襲望

その席上︑問協議会が提出した

加︒

o●4︐●・o

ルアイランド原発輪故の影響によ

に推移してきだのが実情だ︒

る地元調整のおくれから︑低水楽

ソ

しかし︑今隼三月の蹴調霧で三

〜

く

鰯灘

@︑解謙

灘 北畑や

灘難
・ 灘騰懸 灘懸．︑・
@懸難漁灘乙部 鑛︑

黙
鷺藝︸

◎㌔o・％

確立する⁝⁝などに主眠がおかれ

わが国の新規原子力発電勝鵜手

ロ

な麗解を発表した︒

・欝欝難．

♂

嚢嚢へ弧愚繍鰯灘
︐＾ ︐豪ワ 魏

︵

譲

蟹弘

潅

欄

二防

耳

︸

社阪京
本大東

の

場部店
エ本支

（03）541−219

轟

懲用の闘からも﹁脱石油﹂は︑労

して閉薄した︒

（06）488−250

γεL

げ

更尿・大手町の財団法入・日水

いています。

翻る
にかかわる鰯頂を霧議する︒

原子力関係営業種目

Lツ

不可欠﹂としたあと︑規窪の電源

貝田附には︑立地に対する特別

三法の不十分きを強調している︒

措置として︑発電旛設鰐周辺地域
交付金︵地域別亀気料︶舗度の拡

趨購範闘を曙羅にすることを求め

充を図るとともに﹁周辺地域﹂の

ている︒

また︑財政舗肢について①移燃
料税の課税期間を競行の五無から

！

とする。

ク；z

一︑豪蚤墨会は︑報告に示され

（下記装置の計画、設計、製作、据付）

これは、木村化工機のすぐれた入材、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

1952−2932年（80年澤〕）

1925−2000年（75年間）

第1090号

齢蕊樋郵便物認耐

熱劉
バ

網

働蓄にとって︑不可欠な課題とな

TEL

兵庫県尼崎市杭難字上島1の

未来に躍進する調憲蓋野！

原子力機器への実績は高く評価されています。

TEX 524−8◎59
TEX 523−6862
TEX 252−2334

（06）345一一626

贅嶺

⑱原子炉関係各種機器、装置
⑫核燃料施設の諸装置
⑱核燃料取扱、交換、輸送装置
⑳放射性廃棄物処理及固化装置

木村化工機

、

．431く2

i83k2

石二由甚婁麹算：

成宰の世代

親の世代

祖父の世代

定価：10，000P∋（送料込み）

綴懸繭熱

1900〜1970年（70年間）

申し込みは原産・情報諜まで
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同盟としては︑従来から隙子力

タブ日イド変型版、ク⊂｝ス製本
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馳設殊働巾とする②核燃料税寒を

一葉子殉産業新報

触
鰐ご。

羅臼をになう大型ステンレス工場
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求た︑世界酌に見ると︑戦後し

けなければならない分野も濠だ多
で︑多挿回しだ各団がで為それの

ルギー制約の没刻化の進むなか

㍉
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胃
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興夫呉

織敏達

孫京都千代田区大手陶2−2−1新：大手町ヒ｝ルヂング
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働放縫線照射振興協会
理事長 串 ＃ 敏 r舟

ればならない購期に東てい潟とい

このようなことから︑今確度の

・④

︑靭

＆為

︵ノ

趣医療器量へのγ線照射による滅菌消毒
寒水罷・真珠などへのγ線照射による着色
麟電子機器に使われる半導体シリ：コンへの中性子照射

自灘では︑謹ず︑現塒点の主蟄先

研究蟄の魚握割
倉および使用鐡合
ならびにその聞の

織 味

した第5図によれ

資金の流れを重量

ば︑わが園で特厳
的なのは︑配業が
使腿する研究駿の
うち政府負担の比
犠が非常に副いこ
とである︒

この八つの指漂を蒔いて︑n
本︑米︑瞬独︑仏︑典の五が団を

は覗伏の聾燥力に窃簿する科学技︸は樋々のものが屠罵りれるが︑そ

⁝

附のカを技編網とし︑糧来の鷲製⁝の中でも比較的魯国比較が汀いや

／

葺

γ

一

原芋炉級金属ナトリウム
原峯炉級ナトリウム・カリウム合金
超霞純度か性ソーダ及び炭酸ソーダ

瀧麟の科学技術面でのパワー︑ポ
テンシャル︑特徴などを比較分祈
し︑寝国およびわが国が盤弾に占
めている地位を探るとともに︑主
験先進薗の科学技術振興に関する
諸施策や将来へ岡っての戦略を縮
介し︑世界的に兇たわが園科学技
揃の現状と予想されろ厳しい園際
瑚境などについて︑広く属民の理
解を深めるとともに︑今後のわが

に倶ずることとする︒

園の科学技術擬進ゐ策倹討の蓼藩

本白欝は︑霊験先進囲醐の国際
比較に霊眼が鷹かれているが︑科

学狡爾の現状を蹴界的に見る場
禽︑開発途丘麟︑ゆ進悶などの分
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