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立地打開に全力投入
産業振興合意形成に重点
門地一驚附鍛嶽拡離してV地彌のH開へ﹂ーー通蔭省は八月黒十一瞬︑欺奪展原子力醐係概舞敬求をとり薮とめ大饗省に捉聴した
が︑とくに霞激特藍立地勘定を強化して︑原子力発徳並地促進に強力に取り紺んでいく力針だ︒灘二時会の税庫幾十鉱／KW酷のう
ち従来は八・五銭が立地勘辻に求わされていたが︑この京濠では十分馳簗が展闇できないことから来無度は九・三哲に拡充︑地域抜
興を一層すすめるなどして郷地碓の灯開を図ることになったもの︒そ為によると︑艶羨立地促途紺鐵脚付金交付灯顛に工撮団地を加
えるなどして︑新たに﹁産業振興﹂に焦魚をあてた地轍鮒簾を強力におし進めるとともに﹁エネルギ1︒コミュニティ・センター偏︑

地城の腔業抜落については今二

って田力移出各嬢に露源葛城企業

称︶︑﹁エネルギー・フロンティ

にくらべ一一％程厩の減少となる鴨入騒をみてみると︑引画変璽前

N度原油輸入壷の蒲置碁が︑前鑑期 提的に昭裂＋転置の届

ことにしたもの︒儒要の減少は︑

詰鰐程農︑対前年度比九五︒讐％

京えて同供絵訓画を下方修がするれていたものが︑二億三千九衝万

﹁今庫度の原油輸入醗は二億三

通産憲

量を下方修正と見譲れるこ宗ら・これをふに墜一髪千六勇鴬醒とさ

ア鰯鯨偏llなど新規謝曲が田臼

このうち︑﹁エネルギー・コミ

押し︒

ュニティ・センター扁は︑従来地

窟地方遺撫金制度を設鷹し︑地域

資を行おうとするもの︒増加分を

に近出しようとする企業に低利融

銀行にあずけ入れ︑その利子で融

られてきた原子力広報研修樋設整

は八月二十田︑石油犠議会︵通麓園復のおくれ︑予想以上の雀エネ慮した為油金体の輸入熱︵原縮換

元の醸子力PR館建設などにあて 千九酉万♂影穫厩に﹂1⁝通産鱒 瑳礎素材型配業を中心とする漿気 に下方修正︒石油裂騒騒入題を考

開挽・海入などが主な原圃とみら

ルギーの進展︑代替エネルギ1の舞︶も︑二億八千九落万♂同〃から

このほか︑立地地域への工場誘

を開き︑昭和五や六区度石器供給

相の諮悶槻関︑円城専次郎会長︶

資の運鴬を行う仕組み︒

施設を中心に行われる雌乳の網棚

備騨講助金を発展させ︑こうした

ご億七千万爵碍に変聖された︒

の市町村で︑かつ︑誘鯨地域に指

致を追めるために︑原発立地周辺

を支援しようとするもの︒欝欝三

ほとんどの陳述人はまた︑原画ついての研究会を爆催︑論議をお

ター巻願い説明した︒

現地調査を実施し︑趣了力防災に

入れる︒九千八百万門の敷規敬

会が47われる踏台など︑要請に応 活饗して県が蜜体となった地域ビ たが︑ただひとり及対したの一3十 つたもの︒

さらに︑氏力移出県焦父付金を．†力発電湧の設閥に鐸解を孟明しこなった絃果︑この日の発裁とな

求︒

謂画の一部変聾を行った︒今薙度れている︒

定されている市町赫をあらたに耽
二嵩み千ゐ灘力円鯉の七億四千78
円を蟄求する︒

溺誘恵地城に瀬定し︑∬藻再配謙
嫡庶金のカサあげをはかることに

﹁康子力エイド﹂は︑民聞の右

ジョンの牲威を促進していく三八番長に覚罪した前文議の長谷川

鰯網を登録しておき︑地元で講堂

の藩臣政儒裳の薬入に対応するた

じて機鋤的に派遣し︑離職な知識

針︒

さらに︑税制闘係でも︑発亀県

している︒

め露気魂藁の購暴税が鷺足県に一

の曽及をはかろうとするちの◎原

費として新たに一億五千七百万凹

ては︑これ濠で㎝運軟開始後十五ものなら︑なぜ群集の協力金を長安量器査について少なからず疑問

﹁中部亀力は地織防災にかかわる

町闘﹂とされていた﹁艦載線監視うのか﹂と︑漁粟捕債として漁協をもたざるをえない﹂と指摘︑

検討に際して︑地農学の欝近の蟹

交付金﹂を︑﹁運転中交付扁にあに支払ったゑ十四億六イ力円の性

係慶治体のパブリック．アクセプ

らためるほか︑要対策箪南受源関絡を露西側にただした︒

﹁エネルギー・フロンティア山

を強求する︒

この他の霜源特会改禽書誌としり︑地九の発展と繁栄をもたらす所の地震防災の横言内轡や一三の

旗国氏︒同氏は﹁原発は蜜金であ工学の近地から︑浜嗣子子力発電

それによると︑﹁地震挙や耐震

晒璽点酎分篭れるよう配分力法を

子力発磁施設ウ地広報対鑑難蚕藷

§た︑囲だ資乳税収入の一部を

変飽する方針︒

財政蟹だ翠盆鱗優の劇設によって

型﹂では︑原子力発瓢と就集︒地

積み立て︑後無始の財政儒鼓にそ

域祉会とが一体となった地域振興

隅治体から要望があ3■ば︑内饗に

筏という公県議から︑乱淫踊躍の

これに対し東北竃力は﹁電力鼠要な威果を十分とり入れていない

く︒

なえるよう朝憲省に働きかけてい

タンス活動を支援するため︑中山

みは必ずしも実訓牲が定かでない

一方で︑耐麗工学的な設61上の試

濠た︑地域台盤形旗濁鎌でも︑

ビジョンを作成︑アルミなど電力

交付金の拡充も強力な援護鍬獣と

岡金星は︑源士力発籏所の耐震

冤える﹂としている︒

よってそれ胴応に沁じることがあ試論を蟹急に採矯しているように

飽対立雌推進対鐵交付金一億五千

万円を新規に蟄諾する︒

に沿ったもので︑協力金ではな

る︒なお︑漁巣補偵は︑補楡慧準

了したことにより︑驚源開孔調癒にかかわった資料は講求に応じて

巻公開ビアリンゲが聲定謬り終の検紺を加えるために︑笠全欝曲

や防災に関シL︑﹁科讐が醤
たが・騒は環塊の影響を難御でき

験をふ濠え・地元の拷さんに環境

べて終わり︑藁北臨力のこん︸．﹂の求︑﹁当藏︑浜岡一︑二恐炉を地

約十万平方駐を︑どのように買収ている︒

讃画を隠ちに中止すべきだ﹂とし

課題は︑建設予定地二酉脳万平力震防災の観点から見慮し︑三轡陥

係当局と十分協議し・地滅柱民が

るようにしたい︒綱開協定は・闘齎のうち︑四．九％の兼買目地︑

放射能の測定號視をしていただけ

く機噛したためだ︒このような経審識会に⊥臆する上での亨順はす全州的に公表されるべきだ﹂と敷

るほどだった︒澗定撫視休制がよ

起こした弓鋸馨は外部能い芝懸弁した︒

＝一﹇曇蓮㎜一箪≡＝一≡≡無一誕一叢蕪︻一長霧＝難≡華≡一⁝＝

の熱気利用の呵能性などにメスを

門エネルギー︒コミュニテf・セ 多消費繕集との県岡立地︑蟹鷹へ

＝㎜畢盛＝藻三山≡一＝薫≡＝≡憲藻一︸一箪漏藻一篇鰹蓬＝

．父付単位を倍増︑その増加分によ ンター﹂︑﹁襲づカエイド﹂︵仮

なる見込み︒これは︑同交付金の

罠聞腐識書を腐効に活用する﹁原子力エイド一︵仮称︶などをスタートさせ︑地域の合惣形成に積誌上に取り紺んでいく力針だ︒

して︑地域の颪業振興に強力にと

度からスタートした磁力移出県箸

いる︒

電激三滋交付金舗厩がスタート
りくんでいくことになったもの︒

＝戴≡憂≡≡一一＝篇＝≡＝≡一釜罵﹇≡箪≡三筆箪＝一﹇＝＝≡藻≡薦

電源三滋がスタートした昭和糊十
九年箪時は︑高度成長貼代を反映

こ六奪聞に承認された野備蹴画は

して池路の建設などインフラスト

したのは晒磁㎎十九薙八月︒その

十蝕円にたっしている︒

頁二十五件︑黙業規換は千九街七

ラクチヘーの整徽は入きなアピー
ルとなったものの︑そのこ金輪89

しかし︑地元からは依然︑﹁さ
らに弾力酌運用が必換﹂﹁使途の

は︑整備謝画の発想の転換が或め

に国ナ開発が滝んでいる現在で

安全問題に論議集中

が強くだされているのが笑蛸だ︒

メニューとして立地健進のよぴ水

られており︑今國の施策は新しい

拡大を﹂ーーなど改翻を求める鈎

通産雀では︑こうした地元の要

のひとつになるものと期待されて

蜷悔撹反対派は抗議行動

?懸黙黙鞍牒麟馨霧系讐原子

の会籔十一人がもつ醤七十平方凝

原譜．9月召から

灘木原子力簾瓦余輩は︑第二十

二園﹁穣錺系職員対象原子力セミ

ナー﹂を九塁＋二摂ら二五

している約百七十平方層の買収

女墨三冠口達繁つまと︑別の饗鋳罠夫が酪

的経験をふませている︒こんこも

雲を派還・叢防止などの議などだ蒼原発鋳若地菱﹂カセミナー募集

昭釈蚤十九母肢強工︑六十四薙度遜関をめざす東北飽力の巻二子力発電所一男機︵BWR︑八十一一万五千KW︶をめぐる通産省翫
催の第一次公開ヒアリングが八月ご十八田ひらかれた︒日電牧賀事故後︑切の公開ヒアリングということを反映︑多くの陳述人から
さまざまな安善画題への質悶が認されたのが今園のヒアリングの大きな特徴︒第一次公開ヒアリングが無禦終了したため︑巻原子力
二二駈の建設に向けての課鯉は︑反対派の所向地を含む約十万卑方溺の乗賢双地を︑いかに収得していくのかにかかってきた︒一方︑

せ︑経験聾かな趣王覇を鞍成す

東海地震と原

る偏﹁建物を燐盤の上に姥増するが︑大きな陣鴇となりそう︒

hに︑籏県沖︑跳驚多ス

田本科学者会識︵三宅察雄代表

日本科学春会議

子力発魔所の運転蟹理と安全確

保﹂﹁核撚料サイクルの環状と鵜

を蒲にした八月灘十一日︑﹁東海

﹁原子力の璽礎と安命題隔日﹁原

講義内容次のとおり︒

げんざい謬加眉を募集しているQ

藷御罷謙羅鶴発防災で見解訓講継軸講鰯
保翻するので︑公衆への影禦はな

強な鉄働コンクリートの建物内に

い扁﹁被曝箇理は︑安金石膏の徹

そのこ︑二十人の二代陳述人が

ど概要説明を行った︒

h6颪に関遡配灘

ため︑力と力の対決といったこれまでの図式はかげをひそめ︑甘双投込の顎名瀬動を展開するなど︑新しい反対遜動に向けての動き

をきき︑こんこの原子力行政に反

次々と陣述胤に癬き︑東北蟷力側

曲化をはかるとともに︑作業蟹理

幹襲︑金鍛一万人余︶は防災の日
に対し意兇を求めた︒

空技術扁﹁放射性廃庶物対策の現

これは︑八月二十九︑三十の山導と諸課題鴇原子力施設の環境蜜

いる︒廃炉問題は︑まだ︑ずっと臼︑同会議の災欝闘題研究隠蔽会全﹂﹁原子力発鰍所の立地対策﹂

塚憂樹齢松江蕩専照臨︶が含岡

ふくむ︶︒定員三十犠︒上し込み

鱗譜麟

ス

@熱拶

@鍮騰ヂ

万

B勢灘灘灘講霧雨繊

験︑毅一姦蹴簸蹴零屋難⁝

糠欝鋸盤

雰欝欝羅

N−0627A〜C・冠〜H・」・K

効機関

過去︑七園のヒアリングのいずれも門実力阻止漏をかかげて機動隊と激しくやりあった及灼派は︑A︐國は︑﹁抗議行動扁と転擬した

を濡発化した︒

贈体脅館は︑午前八議には︑ひと

映させていきたい﹂とあいさつ︒

一次公開ヒアリング︒会鳩の巻町 グを織して︑広く地元貧民の藤見

芋力発飽所へどう反映させるの

りをのぞく陳述人十九人が趣胤︑

つづいて︑殴躍賓の説明に入

﹁原賑滋賀ふ故の無調を巻腺

か﹂門雑嚢員の嚢成訓練は﹂門新

傍聴人も定鍛の六〇％を越す菖九

匠を鴛う﹂門原子炉は四十無聞の見解﹂を発表した︒

潟地震︑欝城緊沖地離クラスの地

その多くの人の意兇講述は︑原

使用しても大丈夫なようになって

地燧と原子力発篤の防災について

に集中︑さまざまな立場から露力

電教門瑠故を反映してか︑安全性

先のことだが︑国内外で検討され

の含理化︑線蟹測定・認録の竃動
﹁巻原子力発出駈一弩機翫画は・

り︑まず松田彰典北電力副社長が

応するためのもの︒運転にあだっ

三内はもとより麟の血塗照要に対

十六人が指竃された席につくな

定刻の八睡二十分︑議長団の石

震に撫し︑耐震設計はどうか﹂

井賢醤逓藻省澱源エネルギー庁公

これに対し︑璽北電力側は﹁ス

へ紺猶策をただしだ︒

﹁発獄所構内に貯蔵される低レベ ど︑順調な出足︒

か﹂門被曝管理をどう行うのか﹂

ル放射性麗落物をどう蟹遇するの

ては︑安全性巌優先ですすめるこ

リーマイルアイランド︵TM1︶ ている結果をふ衷え︑最良の方法と隙子力問題研究言葉鼓︵岡・赤凝︑宿泊︑飲食代︑溜趣バス代を

参瀕羅は七万八千円︵講義資
とを約束する﹂とあいさつ︒ひき

で︑中部電力浜岡原子力発哨所の ︒問い愈わせは醸産業霧課まで︒
の禰からあのような混乱をひき﹃・蛍雪バーヘッドブ︒ジ・ク

原子力発臨断事故は︑周辺監視網

︵委員長・藥原徹娯城大学教授︶

﹁欝欝についての蒋来の計顕︑安 盆凝議部長が﹁石油代替エネルギ

つづき︑保坂政夫︑興村英策常務

で処分していく方書だ﹂一⁝など

〜の聖役として期待される原子力

取締役らが︑甜湯玉餐︑安金性な

全控は﹂・・︒

要︒そのため︑この公開ビアリン

発露翫の建設には地元の理解が必

技術の提供

浜岡総掛所
測定機関 13−40（第1〜5琴の作業場〉

躍国国1口団国隣

二十八田︑午剛八貼畢からはじ

原子力代行

■国々講繍脇麟露

まつだ巻原子力発電所一着機の第

04舞ミ京都中央区銀座6一一3−16（泰明ビル）

費03（572）54？5（｛℃）

MR

C畦東京都中央区銀座5−5一・12（文芸春秋男華寿）彌03（571）6059（代）
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@
@

@

株式会社

望をふまえて︑同交付金の交付対
鍛に薪たに工業団地を加えるなど

発墨晦闇の弾力的運用もみられた巻公開ヒアリング

鉱灘蜘

霧

@
@
@
@
@
@

@
@
@
@
@

諄研：福島営業所。福島第二営業所
解所：東海営業所・大洗営業所・原電患張所
所：敦賀営業所。島根繊張所・圏国聞長所。九州出張所

饗鞭魅：了瀞

原子力施設除染のパイオニア

56
王立

（2）

昭和56年9月3臼
二

業
産

子
原
（第三極郵便物認可｝

第1095号

原子

昭和56年9月3日

（3）

力

産

科学技術一般会計

聞

（単位：百万円〉

前

項

（1）原子力安全規制宥政及

@

新

年度

¥算額

昭年目57年麿

比較増△減

薇

備

T算要求額
2，189

2，187

A動力炉・核燃．1開発事
@ 業団

@78，032
Q12，611

@71，962
C23，724

@△6，070
Mエ1，U3

壌

266
223
1，059

ﾛlk藤織、桝籏防護対策
520
ｮ力炉の開発
実8，461⑱22，862

@うち
@

薪速増殖炉の開発

2i，446⑧2，077

@

新型転換炉の開発

2，工92

Eラン資源の海外調査探鉱

6，064

Eラン濃縮技術の開発
日本

原

子

ソ」

石｝ゴ究兎斤

@79，凄22

D39，223

@83，962
G72，082

@

3，891

ﾀ到生の研究

屡，540

M32，859

⑧151

8，234⑧5，131

j融会の研究開発

40，831

∫傍一60の建設

@
@6，856

@7，308

@

i52

i5｝放射線医挙総会研究所

@5，039

@5，908

@

869

K1，010

o6）

緊急試験研究機関の試験研究

@ユ，？38

o7）理イ騨部門の原鞠問

R

そ

の

他

@

927
791

G58，344

@
@

ｬイオン撫下貼の建設

271

768

@⑳β18
@ △23

175，103
G97，ユ24

G38，？80

@

581⑳β18

ｴ子力委員会
ﾃ子力平瀦利用研究の委託

1u

（2源子力飛行政

△202
ムユ9

③魏用新型炉撒用イ鵬査

19

o

正4鳳馳地環境密査

24

23

（5｝騰獅四目推進対策

42

42

0

（6）使用済樵嫌料中聞貯蔵対策調査

33

29

△4

（7三尉朧棄物処理処分対気

59

45

△14

769

779

10

（9）原子力発電閣連機器産業動向凋査

o

5

5

（期一般行致費

5

6

1

1，433

1，223

△210

（8二身研究の｛縫

合

霧1

i50
ユ56

ユ00．1％
ｪ一会lllの要求を合めた総額243，533⑱139，932）

通産省財政投融資

事

前年度

項

1．動力炉・核燃朴開発事業団

¥算領
47β7G

G34，56823，44G

@（2）喰頃動力炉の開発

翌Q8，637

（単位：石万円）

昭和57年度

額

備

T算要＊頽

考

6β90

547760

G42，8⑪8

G8，240

@25，337
G32，219

@1，897

7罫
（1）

前年度
工7

工7

¥算擁 ¥算集 糟△減

項

毎外探繍融交穿

（3）原子力発礁器

の開発

@18，878
Q5，38G

@23β99
M10，⑪31

@5，021
Hエ，65王

1，760

ユ2450

工71

P2

i5｝侠環済技螺再煙琵
（6）ウラン1購・イ錨

o

18

⑦低レベル漏級武勲四分

c

35

ユ。

21

11

1，｛67

2，G重8

581

（8）屯襯発㈱原子力関係

M3，582

日計

電源特会多様化勘定（通産省分）
事

@（3）ウラン濃譲技術の開允

Q．そ

の

@5，552

@⑭551

他

@2β06

@5，524

@⑭558
@3，501

@

△28

@

o

35

②核囎伽工麟のデ誠

合
@la）便IH済顕職処理技術

省

581

電源特会多様化勘定（科学技術庁分）
較増△減

1

（畢位：億円〉

57ゴギ洩

（4｝原子力発罷開発

比

△

5，300⑧4，162
3，784

熾粕墲ﾎく実験棟の難設
環S7
痺激xル放射線影響研究
315
e省庁原子力試験研究費一イ繭上

70

ユ4

55

︵鷺︶

174，992

、…i

@1，ユ98
S1，318

239

257

醸勤枠

合

@

@1βG8

225

⑱5G，531

G△5，50G
Q△1，010

増△減

（1）原子力発電安全調艦督

2，801⑧2，394

ｽ目的高温ガス炉の研究
V定係港の建設華備

Pの 謄本原子力船研究開発
@ 寧業【葺

C5，500

艇，716

碍米撫蛤協力

（単位：百万円）

57年度

有莚年篭

●

＠59，989

@うち
@

項

¥算額 ¥算案

i特別会Mの要．1と頽を含めた㌶額126，722⑳66，532）
e3＞

遇産省一般会計

考

原子力安全委員会
厲ﾋ性廃棄物処理処分澱策
厲ﾋ能測定調査研究

2

び環境安全舛策

第1095号

館三三極郵便物認買D

科学技術庁︑通

購

業

＠7

@ユ，ユ95

（増位：万：万円）

前年厩 57年及 増△減

項

¥算額 ¥算案

α）第二処理工場技術葎甚講査委、認簗
（2）化学法ウラン濃縮技術確立璽セ捕助金

2，191

2β02

633

1，001

（3＞安全角マ析＝コード改良等委託至セ

1，861

2，004

（4）原子力発電支援システム醗発費補助全

1，104

1，695

㈲海水ウラン匝収システム技術碓説調査燃㌫助金

373

（6＞中小型軽水炉開多調査委託費

63
399

601
75
523

（7）海外再処理返還國化体受入システム開発調査委託費
⑧軽水炉改良技術孤証：試験讐委託費
（9＞叉絹発電絹原子炉霞動検査ま羅4亨実譲試験費補助金
㈹尖∫醗電用原子炉廃炉設錨嚢覧証試験檸委託費
ω）発菟用新型炉利用システム朋発調査委託費
（塒ウラン濃縮「翻業化調査委託費

合

50，176

計

M34，568

58，261

G42，808

8，085

㈹ウラン濃縮連心分離機製造技術確立￡望補助金

116．1％

M8，240

合

葺卜

電源特会立地勘定（通産省、眉学技術、原子力以外を含む）
購

項

56年度 57年度

対煎年度

備

39，682
5，327

40，197

515

ユユ，066

5，739

3，027

6，566
4，500

3，539

予算の平年皮化による増

2，300

2，200

3，538
14，037

3，692
16，258

154

電源地域企業立地促辺資金制度の設麗擢進（交不1単価の倍増）
刈象市田き層数 619→642

663

702

39

②原子力発〜齢こ証試験等委託費（通産省）

6，172

7，665

も493

③
〃
〃
α｝技庁）
④原子力発電施設立地広報対策等委託費
⑤核燃朴サイクル関係壁隣対策瞥委託費

4，487

4，298

0
0
0

157
75
98

2，715

33263

②蹴力移出県等交付企
3．水力発電施設周辺地域田村金
4．原子力発電安全対策鰹委託費
①電源立地地域振興詔画作成警委；紘費

⑥エネルギー・フロンティア計画策定讐委託呈㌘
⑦ そ の 他
5。源子力発電安全対鎌：勢輔助金

迹]（△）減頗

△

0
0

101

101

200

200

7，？67

11，540

3，773

0

上皮改善使途拡大、産業振興施、躍を追徳目

△

ユ57

民㈹有囲者の電極的活用く原テカエイド、仮称）、原子力発屯立地関孫地域団体との連蝋研修竺（新焼）

75
98
548

原子力発電と産業：・地域胤会とが一体となった地域振興傑の調査、：提示（新規）

②：再処理施設等立地促進調査補助金
③ そ の 他
6。原子力発電安全対策等交彊公

0
2，153

740
10
420

2，995

3，375

ユβ42

鼠，450

ユ25

τ05

860

899

39

0

ユ50

工50

793

82

ユ，221

876
411

69，463

76，274

355
10
△

1，733

380
108
△

△

6テーマ

1β68

ユ，ユ70

甚i卜

171
31

原子ブ」発電施設醗震信頼性笑証試験日
紀管信頼性失証試験他
9テーマ

385

合

1，ユ93

509
71
27

189

a，538

⑤ そ の 他
7．そ の 他

1，931

2，221

①原子力広報研修施設整備費補説金

①放射線監視交伺金
②温赫水影響調査交付金
③広根・安全等対策交付金
④重要電源立地推進対策交付金

738
338
40
27

…蓼

F要求額

1．霞源立地促進対集交イ寸全

エ2

124

（単位＝百万円）

¥算額

2．畿源立地特別交付金
①原子力発電施設等周辺地域交舅金

611
368
143
591
228

エネルギー・ロミュニティ・センターへ発展
振動台の完成による事業終了
運・i・鮒脚付を要求

20

要対策重要電源闘係自冶体のPAI舌動支援（新規〉

81G
6，8コ0

こんなときがlNlSの出番です
一研究開発テーマの関連文献をすべて知りたいときまた必要なものだけにしぼりたいとき一

lNlSとは

SDl（定期検索）

RS（遡及検索）

IAEA（国際原子力機関・ウイーン）が中心とな

毎月一二IAEAから送られてく

1974年以降最近まで

り、加盟國の協力のもとにすすめられている国際
的な原子力文献ll〜報流通システム，Inセernatlonal

Nuclear

InformatiGn

Systemの略称です。6Gケ鴎

が協力し、年間70，000件の：文1歓を磁：気チーフ。に収

録しています。日本の組置機関は疑木原子力研究

所ですが、国内サービスは側）原子力弘済会が行塩
っています。

のデータベースから、

る磁気テープを使用して、利用
者ご指定のプロファイルによる
検索を行い、英：文抄録付きの文
献：リストを作成・送付します。

ご希望のテーマに関
する文献をまとめて
検索します。

（財）原子力弘済会 資料センター
予319−11歌城県郡珂郡京；毎村

TELO2928−2−5063

聞

﹁ニュークリア・イノフォ﹂

は米厚子力 産 鑑 会 議 ︵ A − F ︶

原子力の建設遅延で

消費者の負担増大
㎝﹂カて

ハーバード大学が調査
ポ入︶てるり︑3ゐ％港馬

丁元旗さサた力が轟轟でみると阿

﹃総覧覆鵡らかrした・モ

﹁購手容量ル燭起してもしなく㎜の︸つの万法は︑隠子力の開発竃

して慧・

原子力支持の

ても・撃力籠養護し勢至し・漢の謂癌やとと再確認を決議

﹁iインクランザの四入象飲が臨拐血濾述へているし㎜現ヅて窺設上

徽気懸爪讐を騰用回る典型的な二

戯言︑鼠に幅︑i幽申の原㎝づ力立

米保健物理学会

月酒黄づ念Ψ均億力懸㎜て洗﹁田K

かしカコストは重︽なる︒介明︐7一である︒これらは︑訓に派国内の

㎝い・置緑藻いのて︑下平︶とA卑・δ︵・蓼・婁蓋第・ん．

究41励9るのけ︑めよりょくな⁝

一ほ︑ヒノノハータ人3のハーラー

てし贈もは︸毒りと逓へているの

コーよン四一は︑口分03﹂露

ト・コ⁝工︑ノ綻達てある︒

愚の斑鼻護・﹂ハ月の

㌔訴を元成さゼれば︑今後十薙門
の〜力朴令の夷パ瀦は懲くなるた︸角の行舎により︑葬り念判の気織
ろう篇と﹂していろ︒

蒼りに︑このハーバート︿・の

講は賊ぬされた事故の判取と︑て

畜故の創雄嵐建敦した︒汰に同開

蕩㌦故の摂壊乙♪しの惣の樺頻の

誤明鳶癒八めに︑出蘇︑ニノー灘
次に︑がねNAA︵Pハ甲人第イ編︑図茸次醐︑金て︑原づ力に
−〃窟イムス郵に濤Uきれた放墳

@F響ある

WHにもとづいて覧出とれた︒
さらに︑同調査は益す刀発駕画
蕉慢﹂餌のスローダウンにより︑

藍金の外部総理や︑建致葬5の二

韻茎曳三豊夕︑ぞ︑他の発・︑満方登に強力に撃力隻捕しかりな一高ず慮︑念力㌃の

研銚G︑豚︸力兄ミ所乙鐘蔓︸9 バースロート用の石漉火力発U胱⁝﹀リカ％働総同盟素読荊2擁︶の四千丑街名の汐財諌勘拠腹円四

それても贋︸力発㌔欧を色色し花

れば︑発憤為臼は勲人になるが︑

輪の識少なとの間接的為損失も由

しかし︑ニューインクラ︑ノト三

っ疋ことを振撫している︒

て︑︸般華墨がより属く理伽うる

の㍉故による翼秘死し為数ぜ筑徴
︸陽を避罰しん力が解冶田にω嚢超 ていること己知って潔いた︒仏は開発の獄蕉または樹眠に反刻し︑
︷てあるしと櫛弓査﹄迷へている︒ この虫に騨国を持ち︑嘉突㌧調へ 汐電線の健康に鱒つる危険につ一 し疋︒ごの稲果捻広ノのとおり︒

謹めたし

﹁海了力は︑伝人な鋲瓶を♪Φよう駆幽した︒

死死が

uし翔

汝の駄毅に濁しても︑このような

り︑発語所興干に招循した︒発鵡

の各グルーフに文︑夢直循した

しい事狗については︑互層肋局辺

してリイレン建設躍ぢる♂うな諭

亭嬉放

小さなクループに悦明豊し︑違中

仮は二颪か燐以⊥を難破訪寒し︑

福ことてづ︒⁝コミニごフfの中

梹≠ﾉ望薄で矧ら艘てい款乱

と玖史は込へ萄︒

頑えた︒力面r人か四三の︸場一 蔭︒たとλは︑語かが クガイフ

との関侃を鷲てるのに最し知界の

竃溢したかるのて︶コミーニフィ

轟は︑︵狩善所について計いこと

スしにマクカイつ嚢曜所の逓転開

話題⁝ラ

ヵートフィト裂毛は︑不動肇ホ

むワィのTみにつ之て に沢之薫るよう攻属した︒

の任氏に必鳩矧ら遺漏というよう

コミ

裂諏臥の笈全輯に溶する不外気ム

あろグループの

鱈にかなすることか非㌔に大切で

明君ねは︑その人に︑滋石の女全

分が︑郵痩や偲人的三明を感じて

マクガイフ究亀所の僧鼠の人細

語肝におけるあらゆる彗認可重三

間にわたって地乃︑朔およひ邉邦

る︒このときの縛験が︑遺ゑ彗幻

︸霊獣蒜い穣蕊滋鰭熟砺蹄抽臨糟齢膿聖

︸とは不町熊て︸巳

公認轍関の恥岐について目︑よ

拓に閲為つ特鐸を重藤し︑それぞ

カートライト女史は︑同召のコ

姻残全体に配籍しに︒

ニテずの吏島

テでPR汁画をよとめて︑

﹁23れわれがコミ

り多くの個人的な讐Uを払いみし ミニ

たと女史は−る︒テユーク︒パワ

え︑彼らに二分で判断してもりう

ー社の仙表が︑コミ4ニティの公 キ露られたのは︑信駅に鎚実を伝

ら二極的に熟睡しようとしょし

け身幻に対応したのではなく︑自

⁝われわれは︑爆拭の熾きに更

るので︑﹁人ずつしかつかまえら

いてわれわれのところへ贈るのを

π︒われわれは︑B民が不鯛艦猛

釘雪二月と︑ウフン艸群か炉心へ

地触の報ぬ種闘についてけ︑貯

れません﹂と彼女は淑明する︒

﹁ごれらの人は︑到︑に多忙であ

つは︑予想とおり︑放射環てし 務貝を表放訪問し︑マクガィフ素

讐

戦叢無嚢驚

ようにしたからでづ﹂乙占○︒

熱観

た︒グノ︒ノヤi氏は︑コミ﹂ξア 麺所の晃字へ一人人括濁した︒

コミコニティの大さな醜女の

と女史は駈る︒

一〃・パワ；・二〜ー

ザノ・ハワスに中島し︑原．﹂ヵ

懸三門家と㌧し鼠フてもらうよフ

テーークパワー︑一U︑11ねの紘

イフ焚繊麗に

スカロライづ川ピードモント搬区

きを通じて同発掘勘の建謬を穀田

9のた﹄というようにゴ㌘λるでし⁝九八○郊八月に︑マクガイア発鑑

つでめることを

抄衙般と︑てク

爽職所し鑓づし︑その順路に立︶

蕉ね・できる限りボ匁セ強いてい

ついての跡陣を聞いた︒彼らは︑

ノーマン湖颯辺の熱量地域の住民

原亨力下郎についての情報を得て

に妨黙してさたカロライナ環境調

先手で住民に対応
きめ細かな信頼関係へ

﹁報遣関繕輪ほ︑着く静力して

必塾としている種類の下調を彼ら

くれました︒彼らは︑われわれが

各つのではなく︑けに億氏が餓も

イの中の鶏はれた象鷹と蛋勝臥に

装弼された今窺一月し発愚軌の穏

綜垣謝を趣き︑住民が肖分でバノ

孝へ招待した︒

8つ︒しかし︑仕鼠に発出肋とそ 所の恥建設邪長のフランク・クノ

仏用を隻きあげるための感動せ開

中でのるならは︑今すくに伊頼と

ン︽

ノ︑一蓋が︑エネルギー情譲リー

払った努力を知った艶︑それを癌

アイラ・カプランのコンビに加わ

ノー鼠は︑継敏のガス・

過bは︑総ムー3田なコミコニティP

姑すへさで︐︒診れわれの嚴大の

﹁あなたの翼〜所が今建設一憲

ライト女唯に︑鍔料塞何時の軍学

靴引幽を︑発語桝の寓業趣糞壷如

ラーーク・ハワi石の代衣は︑

について覚している︒
説な門歯︵ひ務島︑オピニ培ン・

ル；プは︑コミーエティの中の曲

に貯蔵しようとしよした⁝

努力と相まって︑同社にコミコユ

糞グループの抱﹂漏購に舛抗づる

く評働してくれました﹂とカート
るでし8う﹂とな史信騨明うる︒

っに︒

ク

忠恥している︒

で辱しと︑カートライト女艶は︑

の一鷺前8で︑高めなかったこと

は︑例えば︑粥慧時副画の一部と

璽融きめ細かく貌けている︒それ

13ーダー︑不動瓦解覆︑洪律︽行 コ︑︑ご ティにおける陶分蔑の活
庇︑君優鰐︑およUその他．﹂の農 指︑市民グループ︑致余グループ

入ツーノーン︑雌︑郵便局︑忌物

臼晴に︑刀圭トライト女屯のグ

てづ敬ずれぱ︑PR♂幽は旗面す バーとして︑カートライト虫史と りょく理解で芒るようにした︒

の利益についての情報を捏供し︑

を開いた一年劇︑特別のコミ議ご

笑施について認識するための集金

ククラウンド放射紛を建足し︑よ
とじねった︒

ヒス・グループの第滋蕃鷺のメン
した︒

陶糾の拶初の活勤の︸つは︑⁝

魚の一雪ープン︒ハウス⁝戸公義
桝窪︶の開設であった︒マクガイ

箒︶にもアプローづした︒これり

GLOVES力丁の全体に民くフィバ重ゆため鷺兼dカリh5に艮くまた我れた満身の七め

が︑ハブリノク︒アフェアーズ
・アノト・イノフォーメーノ議
ノ︒フ瓜グラムの︸礫として︑

ハーバート人yの∫渚港ギー︒

庫早力に関ずる勝報を収錐︑分
析︑詳俵し︑その結累にもとづ

同論糞は︑無量の瓢瀞稲旗が観

あった︒

け召︑⁝九九〇年代にニコーイン

環拶眠朱セノターの凋叢による

ヨノとハブリノク・アクセプタ
鰹賦のスローダウンのために︑ニ

と︑一九しO讃代の原了力充〜勝

いて︑全国的なコミュニケーノ

ンスの輪をひろげるために発行
恥か利益か乏きいことぜ明らかに

ﾟへている︒

雛即野趣繰臨鞭⁝
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ューインクラント撒力の消費符の クランドの臥庭は︑一九し0﹃代 斜からてもこれらの猷了力発馬二
に油伝を隔始する母笈てめった八

エネ支持へ積極発言 雑載蘇撚幾鍵渥総観プレスは放射線
CBSのハワート氏
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て何か新しいごとをする場爵︑ピ

所を数三筆問した︒二か月の旧︑
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立ち蚤つた所では︑必3尿静力に クループに源子かの利益について
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一変に基盤廷葺る門歯に

遡脅・映画および最血は︵BS㎝㍉トー﹂における八分の立塞が︑

係わってきていることを購しめて︑

ギー痛鯖に劣加する決心をした﹂
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しているものてす︒この購報に
負劃が増えるんろうということで

允成し︐κ場畠に跳へて︑有識にし

去の馬了力発磁酬が♂殉とおりに

ハ⁝ハー翌月コの駐別研炎隻て

ある︒

のるロハート・V・クラインにふ て一ハ薗八十ガ︵現宥戸価て︶も余

を明らかにし又いる︒これらの八

るこの1査は︑ニコーインクラン 分に負握しなければならないこと
ーか来島の中でも為曲一礼翫か飯
テレビの﹁ホワイト・ソ︑トーし

ャンセルさ81たか︑またぼ璽設が のスターであるケン︒ハワート氏

もhい地城のらてあることを掻 猛の原マ力発掘軌は︑いこれもキ
概している︒一九八O年は︑ニコ

碁二﹁二︸︸馨二一﹁＝轟ご一皿︸置難一剛三三

ハワード氏は︑一ホワイト・ノ

は狩暴力の支持轟である︒

延期されに︒

この六葭八↓踏という敏毎は・

ーインクラントの歪力の六〇％が
石心火力︵そのうちの籔分の四は
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運転乏開始虜る︒多くの野禽金行にとって︑これは︑周辺住氏が原子力技街について琿鰯︒るのを勤けΦ

うと女礎は講り︑人闘が第

について知︐てぼしかっなので
お

ラ癸娠虜と︑それを趣駄づる人承

億昭の右癌を蒲

しかもム︐後歌献獲がまづま唱域大鷹るよネルギー㍑であるといつ伊知えが鳶♪ていく︒激瓜了弓窯業会垂の

一八％増大し︑勾闇約

酒奴の機会である︒このような醤雛の努力が集まって︑趣♪力は︑町のエネルギー構魚の巾で︑強力で︑

ラータによると︑一九八二琿末まてに愚子刀勇竃競襖は︑
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貌鼓した︒
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対して︑その利益を乱明し︑6む
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で活動謬る隔の㊧みとなるたっフ︒
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イ配しました︒このよつに︑駿分

てめる︒
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は︑迩藪閲始について雪分な心の
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力iトシイト女Ψは︑発㌔所の る入間に個入戸に刻癒しよしたし

輝鋪かてきていた︒過ム︷卑闇︑

13ーダー︑およひ︑その他のクル
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テ﹂ーク︒パワーれ広蝦日工不ル

民か︑この靴颪所を見学し︑モれ

ープも含め︑何丁入という地気仔

を途伝つる入に会ったQ
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ブルガリアが
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ス福に徴期費万kW加鴛小型炉無に紬はれた娠づ力健力協此にも

千kWの研路炉兆建嚢3る．﹂とにしていた︒

とづいて︑エクアトルに撫夢み二
︵PWR︶原発欝欝について︑ソ

連製のほかウエステノグハウス
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てからリヤコ原隅隅設に宇品葛る

︵r勤工︶︑公篤講衆損︑35よ

細エンンニアリングを︑スペイン
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三憂クルーフ︵綴本︶綴織製のモ

の王N︑PSAと工NTL
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D︵西槽︶︑〜至GLN︵伊︶︑のσと︑研究痢の実際の理表と議

テルについて娯設蟹見積りなとの

フぐ1ノヒリテゴ・スタティを蚤 に企託叢る契鞠寛脇恥した︒

という希望他垂明してい0︒

羅︶︑レしニス原挽にメーかつい
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リイトについては︑枇又︑州政

船の反滑で決まらなかったか︑申
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ル
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モンウエルス︒エノソン脊リフー

セフロスキー氏の後仔には︑ロ
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原．＋力用語集

NRCか平易な

ん︒

よって藤破されたタエース源静力

アノス四輪相にイスラエル込魚に

論は︑来識したイラクのクレタ・
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奮鐸換望薄なと条件に

再建に協力約束

仏︑イラク炉の

湾讃
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に関てる艶歌を簡μに餓碧した繋
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一釦後に承ノト・テストを行って

るG

一刀︑D

ノーハン一∵マルコラユ入相は︑

カ月︑同了会社SGNとの間で︑ 九月のム蝶に︑︸几九〇嚢獣でに

は・〜難し九年にフランスの瞭ゴ︸

しの﹂〜属G

メルター柔便う一の一点てギ心一
一

・メルターてはなくヒフミノク・

ス固化を同融に行うゆインコ潔4
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た︒昨卑度は約六六％だった︒麗
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▽原子
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軽水滅座軽水冷却沸

▽寓力八士⁝刀五千KW

巻原子力発竃所一号機

▽型式

二爾八十六腰

騰水饗︵βWR︶

温臓

樽眉旗撃力讐工用

災陰画を作る︒原子力随災も放射

と大きく鴨ることはない︒正臓な

要だ︒災驚対鎌本部を設漏した

るのか︒

情心を温漉に伝達し︑住民に冷鹸

り︑地鼠ごとに下襲蓄を灘く︒

方法で笈心する︒国土の狭い臼本

することを考えているので・巻猿

させて︑捜術を謬得させるように

充実⁝1などを園っていきたい︒

ドラム缶発生⁝数

り易いというのが私の素顧な印象

の方が准進派のものより︑わか

問原子力発揮反照派のP況紙

率が期待できる︒

予力発彪所では︑さらに高い穂働

だけで電力の供給ができる︒

に有利︒また︑臨社管内の送甲線

いるので︑原子力発電所を作るの

東北脳力け提い海岸線をもって

している︒

地を蕎効利用すべきだ︒

原子炉叡体だけでなく︑廃

︻コスト︼

では︑原子炉ヰ完全撤去し︑あと

や廃炉対策は
問
薬物設備︑配管などの桑畠・故隙

問攻射性廃唄物については︑
少なからず不安をもつている︒廃

︻広 報︼

だ︒ばくぜんとした不安を解溝

し︑花しい運解を求めるためにど
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計器にともなう公開ヒアリング︵第一次︶を開いた︒題薩州薫催の第一次公開ヒアリングは︑ 凹
⁝
地元鼠賊の意兇を広く聴き︑今後の原子力行政に役立てようというもので︑昨葎十二月閥劇に
凹
心張餓力・柏隔刈羽原子力発電所二︑管号機について初めて行ったあと︑今隼一月二＋八田の ⁝
巾猟磁力︒島隠原子力発慮断一薄機につづいて︑目配で三回摂︒地⁝兀から雪占︑凝艮︑実業︑

幽一一窟雪

騨
噸

商鍍︑週日臆などの代表二十易が約十分聞で頓兇陳述および質問を行い︑それに対して襲北界 ⁝
一側が解剖した︒以下にその煙旨を填日ごとにまとめ︑概要を紹介する︒
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問原子力発電は︑他の発電と

料金格差と原
発の有利性は
比べコスト的にはどの樫度潔くな

対簾が♂藤だと聡うがどうか︒

答液体廃菓物の入っている部

爽物の処理はどうするのか︒塞

膿には︑セキを設けて通路などに

炉圧力

一

▽猿転開始六

＋・七節・▽望昭和五

十九矩八月

；

＋四二八月

愈には︑原子力損亡賂償法にもと

問港湾婬設で海鵬が変形しだ

づいて補償する︒

答海摩変形の畢測手法は︑か

場禽の補艇はどうするのか︒

卿｝処：理揖コこ業ゑ品

PWR LC．R。S用
8WR S．L。C．用

甲二獄一＝噂一認﹁＝＝讐明解楠一一扁一圃鱒一＝潟一一曽 二二＝隔一鱒二■諜庸圃．二帰一＝一雫畠明・＝一輔一曽

自治体との安
ム館は矩間どれくらいかQ

た︑巻原子力発露所から出るドラ

うしていくか︒

縢総は海上から運ぶ︒

また︑建設予定地が佐渡︒弥彦

璃定公園内に位認することを弩

え︑襲観の保全にも十分な配慰を
する︒

芸北電力は漁漿繊禽︑地方

力

子

曝＝＝

任離三十七人︑第一種融伽羅任者

全協定締結を

合意形成には稼
働率向上が一番

答今後もPRには力を入れて

るのか︒

答発憲猿緬は一KWH当たり 問 原子力発電のコンセンサス

もれないようにする︒また︑遡路
には受け口を設けたり︑傾斜を作

r

いくが︑①地域にとけこんだPR

②わかり易いP汎紙③実際の原子

︶を得ていくためには︑説
原子力十一〜十二円︑石油十九〜

¥円︑石炭十四〜十五円︑LN嘆会なども必要だが︑稼働率など

ことはない︒

がっており︑環境に影響を与える

う警えているか︒

ているが︑万が一︑不測の事態が

なり進んできた︒万金の対策をし

起きたときは︑関係追随などと協

問

議した上で即座に対策をとる︒

体

位

︻安全確保︼
任養十一一人がいる︒

十八人︑ボイラ・タービン取扱宅

問付近三王の渡金対策として
は︑陶の方針に従って処分する︒

る︒東や壁には防水措置をする︒

湘貸のひび溺れについては︑設

あるが︑地域で勉強した若蕾が︑

きても︑その時はさらに水湿が下

他の地域へ聡業を求めて流撮して

問巻町には県立陶校が四馬も
笛原子力発臨所の姥設には︑

いたいが︒

多額の投資が行われるが︑七二と

しまう︒罠い囹でみた地元春鳥対

温排水の利用についてはど
策は︒

問
設関係者の地元腿購︑資材の地冗

しては︑地元工重爆暫の濡胴︑建

︻補 償︼

農作物に対する風評彼竃が

農作物の風評被
害はどうするか
問

高純度化学薬品・工業薬品

原

どの電力よりも
また︑数多くの部品からなる原
雌方衡二連と鑑力金運が安広協定

管廃粟物の酸終処分について

子力発電湧は︑偶々の部品の品質
港原子力発電所一塔機からは薙

優秀な原発を
問棄北蹴力は康子力発電に対
を痛織すべきであると蕩えている
閤約三千五酉島のドラム誠が出て

靱理がもっとも極要︒維織として
が︑どう思うか︒また︑その紳士

譲鑑

力発電所を児てもらう④大学の先

藤難繋

議 講

灘朧審

G十七〜十八円︑水力十八〜十九 を上げていくことが大切だと愚う
円となっている︒コストに占める

べて低く︑将来ともに原子力が最

燃料費の謎倉は︑原子力が他に比

も衛利と袴えている︒濠た︑原子
力は石油火力と比べて︑かなり稼

るにもかかわらず鱈気料金が無

立地点として巻町鯛海浜を

境や生湧環境が汚染され︑破壌さ

の補艘費は五億円ときくが︑その

六千万円を支払っだ︒国の基融で

一︑実際に放射能汚染があった場 はいっさい支払っていない︒

纏討昨処理用
鰍利 転換用

原子炉級金属ナトリウム
原子炉級ナトリウム・カリウム合金
超寓純度か性ソーダ及び炭酸ソーダ

舎同

して後発金隈なので他電力の腰験
の醍任を山雲化したり︑韻質管鯉
は︒

を生かし︑設備︒安余対策などは
の縞累を一戴承したりして︑具体的

計︑製作︑施工︑運輯などの蘭で

どこにもひけをとらないものにし
実効を上げていきたい︒

くるジ定だが︑廃棄物を績暗し

てほしい︒運転農の鷹醗商上策と

問原子力発霞餌の運紙体制は

一チーム七儀で⊃二交循二

どうなっているかQ
答

十四時間勤務Qチームは︑運娠

必要な鮒策をすべて行い︑ひび劉

問新潟県は︑電力口絵県であ︑

働譲が下がっても競争できる︒

すて︑さらに水数を威らす努力を

東北電力脱石油で理解求める

原発で料金格差是正

設徽の品贋蟹理について闘きた
い︒

筈還転蛾の顕的陶上は計醸的
に実施している︒技術醤の教育は

B本原子力研究所や日本醸子力発 長︑運転叢豊︑主機運転員︑補間運

答地域 住 民 の 蜜 全 確 保 を 図

い︒東熱霞力との料金格差再三の

蕉で罐樋運転員︑十〜十三年後に

れの悶題はないと考えるQもし︑

訓練センターで行っている︒昭和

纒金往の研修所およびBWR還転転員で構旗する︒入社後︑六〜七

していきたい︒ドラム箭郷蔵鷹は

は輩機運転回となる︒その後︑運
り︑周辺欝欝の蜜毫性を確認する

五十九蕪の女川猿子力発亀所の完

ための対策はあるのかQ

ている︒あらゆる角便から検討を

い︒料金格差ができた順囚は①石

加え︑料金格差をなくしていきた

窪

できて︑地元の方々に霊感をかけ

答昨無の値上げで料金格差が

ひび離れがあっても︑ごく小さい

恣

地︶
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問祉澱および下請作業員の放

作業賃の教育は

被曝管理と下請

うちに発饗し修理する︒

千木収納可能で地下一階︑

ために︑地織欝欝の納響のいく安

地上一階の鉄筋コンクリート製と

転長には噂門知識のほかに︑管理
全協定を綿撫したい︒内牲は︑放

成後は︑ここでも敦湾課練を行
者としての汝育も行う︒

間

巻町角海浜を
選んだ理由は

︻立

は処理できるのか︒

らどうするのか︒安全に管理また

問原子炉が耐用無数に際した

なっている︒

新潟地震程度の池鐵が再び

射熊の測定・監視や補繧などであ

問

る︒

発生するかもしれない︒原子力発
電所の建造物は一般の建吻とどう

臨の大きさの地震がきたらおうな

違うのかQ窟た︑闘東大震災の三

るのか︒

答豊水的な沓え方は︑地畿が
あっても放射能もれを結髪に趣こ

育てる

瀕業との共存の立場から温

答建設が終わったあとも︑原

答

調達︑臼朋雌の地売からの購入な

排水の利順については︑

選んだ理薗は憐か︒

子力発囎所を繊持していくだめに

さないこと︒密盤に基礎を麗き︑

ど︑剛能な限り地元の経済酒動に

漁場

箸原子力発臨所の設置につい
難物はがんじょうにする︒建物を

は多くの謹聴が必要だ︒

秒六十ナの海水を便用し︑灘度は

問建設工累にともない自然環

として研究していきたい︒
紬びつく施策を講じたい︒

︻環境影響︼

重要度で上からA︑B︑Cクラスては①建設に必需な広さの敷地が

水が得られること③耐盗上︑丈夫

に分け︑Aクラスにはいる順ヂ炉 確保できること②大量の冷却用海
建展は建築犠滅法の征倍の基革と

答風評による不安があること

差額の三十四億六千万円はどのよ

金を支払うのか︒漁協に三十九婚

について灘社は︑翼釧に弩えてい

袴下体に対して︑なぜ多額の協力

紀中はもちろんのこと︑発露駈運

きたい︒農作物に関しての風評被

た場禽その補誠はどうなるのか︒

が︑海水が周麟の温度より一度羅

対策は万全を期す︒工饗にあたっ

転開始後においても︑環境の保全

あったことがあるか︒家た︑あっ

い範囲は亡命方向に低落綴︑横方

うな性格のものか︒

管発隠所の建設にともなう綱

れることはないか︒

向は広い所で四二層の卵形の範囲

笛は一回も起きていない︒だだ︑

て︑港湾施設などの建設について

た放流籔から沖に動けて放流する

七度上がる︒温排水は海底に設け

問温迎水の海生生物に嬉える

ては︑伐採や段畑造成のための区

敦賀原子力発露駈事故のときに︑

温排水の影響
とその利用は
影響はないか︒海で働く青として

内に収まる︒火力発題所の温排水

域をできるだけ少なくし︑自然環

隠隠補償をした︒漁協への協力金

が必饗だが︑さらに巻原子力乱丁

している︒Bクラスのタービン建 な岩盤があることーーなどの条件
議︑廃棄物処理建歴︑固体隠棄物

︻地域開発︼

羅排水の予測はむずかしいと思う

による実測では︑比較酌理論とよ

魚介類︑海門物などに一時期︑影

的雇用確保を

からである︒

が︑この温排水が︑灌線に打ち甥

境の維持に努める︒工襲用廃水に

響があった︒風騨ではなく︑万が

筈巻原子力発電所一号機は毎

答巻漁協︑醐瀬漁協に対し

地元発注や長期

せてきた蝿aの影響はどうなる く一致している︒一度上罫する範

ついても︑各設備を設けて処理し

書蔽庫などは隅伝の一・五傭︒C 所は新潟市など竃力髄脳地に近い
クラスの感携水館などは縄法に基
づいて建設する︒

関漿大自励の身繕の大きさの地
震は︑実際には起こりえない︒

考えられないようなことが

たのちに放出したいGできるだけ

問建設にともなう地動発注︑

か︒

り︑もし湿掛水が海津線に流れて

地元訪露の濤胴などを図ってもら

問

巻町営体育館を取り囲む公翻ヒアリング反対派
暇がある所は︑海深が深い所であ

ならなくなった場舎の体制はどう

超こって︑怯臆避難をしなければ

O3（245）6135

T鷺L

う︒現在︑東北灘力には原子炉主
任轡十六入︑第一穰放騎線取扱霊

巻原子力発題所一号機の炉心殴麗予定地点11巻町角海浜

象京都イ代郎区大序町2−2蟻鷲大難町ビルチンク

本社
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㎞て︑門縦κゼ﹂として︑原子刀発織据選方撮のあり方を明らかにしたもので︑①竃力会牲の自盆録安体制を強化して蜜全の徹底

い

︿安全性の確保﹀
が題要だ︒

携をはかりながら実舳されること

▽国の安全審査および検査の充

▽自並保安体制の強化

原子力発電の欝金を確保してい

原子力発露動の安金確傑のため
には︑発話勝の趣転徹理体制の一

石の充実とあわせて︑その監醒体

化を園るとともに︑検査︑保守作

一︑下請企集の作第従事轡の放

業の醸動化︑遠隔化を推進する︒

れる必麹がある︒

原軸力発電の立地は︑恥前調査

▽リードタイムの燈縮

にかなり長期聞を験し︑しかも近

の開始から発露所が運槻するまで

年これがさらに長期化する妙同に

射線管理を徹底する︒

▽機誤の思潮性の川上

制を強化していくことが必要だ︒

このため︑以下の施策を識じてい

の短縮をはかっていく必璽があ

行う鳳子炉虻任技術薔の役躍を明

責任体制の磯黛を図る︒

磁化するとともに︑企業内の促蟹

る国の行為暴露については︑技術

う観点はもとより︑電力の蜜定供

関し技術の一届の陶上に努める︒

証︑施設懲理︑トラブル対策等に

ステムを対象とする燧金審董︑検

めた原子力発蹴所全体としてのシ

第二次改鍵標準化の成梁の実機へ

はかる︒

により蛋糊勘司手続きの円滑化を

⁝・関係行政搬關の漣けい強化

一︑事故・故講演の技術構報を

昭租六十奪慶を国取年麗とする軽

の積樋附灘入をはかるとともに︑

一︑設羅許可蟻の一穂申訥︑設
的に調葦︑分析︑評価し︑提供し

はじめ内外の安全技術面輻を総倉

原子力発餓所の作業での放射線

の強化

一︑晶籔保証監琶︵診断︶の突

擁︑規格および試験方法の標螺化

より現在六奪前後を要している建

▽立地聞匙に関する中長期酌課

設葉隠期間の短縮化をはかるQ

の推漁響をA．幽む品質保翫体制の充 題等

臆技術の向上︑定蔚化をはかる︒

の笑誼試験の講談による原子力発

一︑耐震偏頼性笑証試験盤各樋

いくことが必要であるとともに︑

の処理処分対餓を編急に確立して

していくためには︑放射性灘藁物

原子力発臨の宣地を円滑に抱追

管理の徹蔭をはかるため︑以下の

蜜￡審幾︑検董体制の強化をはか

もに作業従壌暫の訓練施設を號徽

葛藤の計画的遜成訓練を行うとと

一︑国は立地の初期段階から地

だ︒このため︑地域の自律的発展

の振興をはかっていくことが蚤要

立地問題への対処とその解決は

提供する体制を整備することによ

識樹に対し︑可磁︑平易な彌報を

〜・地元像鼠の台惣形成のため

効癌用や運用の拡大をはかること

により︑地域藤業の振興︑履用の

一︑鷹気察業蕎は関趣企凱の誘

拡大をはかる︒

▽立地地域の盆葱形成

諮認可手続等立地に係る諸問題の

疎通︑情報交換等を行うとともに

究施設の設畷等による総倉的な地

めの出行購の開催︑農林漁業等研

あることの明確な住顕づけを示す

給⊥︑原子力発心が必敬不可欠で

組む必蟹がある︒

推巡することにより穫棚的に取り

形成について︑次のような施餓を

らを補完する専門機関が協力しつ

方闘治体︑報気難業暫およびこれ

また︑こうした施策は︑国︑地

りーダーの萄旗等を通じて実印さ

体讐と図との趣けいの強化および

的鯵獺︑地方霞治体︑地元活動団

心が筒まると慰われる鹿炉対鎌の

濠た︑立地旬能地点をできる限

確立が不可欠だ︒

り拡大しておくとの観点から新立

地方式の検討を引き続き顧揮的に

一︑放射性騰紮物処理処分対撮

追めていく必要がある︒

については︑当原子力部会再処理

った対策が進められる必要があ

・廃捧物分科致の報告の趣旨にそ

一︑廃炉については︑現在の技

る︒

が︑廃炉後のサイトの有効利用を

術で十分対継が玉垂と考えられる

はかるとともに︑より蛍金性︑経

の選択とこれにもとつく笑施蟄韻

済性を追求する観蜘から廃炉方式

にともなって発生する放射性廃葉

鱈の整備︑廃炉技術の確灘︑廃炉

物の処理処分戴策︑暴準箸の蟹騙

および騰炉資金の調達鱈について

一︑乱立地方武については︑耐

検討が進められる必要がある︒

震設謝上の要請をも十分配慮した

通常地盤立地方式︑地下宜地方式

長期の立地避択の輻壱広げるとの

および海上宣地方式等について串

に進めていく必要がある︒

観点からさらに調査二郷を積極的

タ

ド器器露盤
か報侵装報

難音圧・讃
辮超感︒上

欝横

原子力発取所の釜糸確綴のため
には︑まず電気学業籍の自主保籔
体制の強化をはかる必要がある︒

極力なくし︑安全運転の実績を確

る︒

あることから︑今後リードタイム

ζ発電航に臨駐している国の

保していくことは︑三民の蜜全性

が暴期に実施できるように︑その

原子力発電晒の機器の豪富性を

運転藩邸前門蜜について︑業務内

に塾する信頼を確保する観点から

高め︑事故︑故障︑トラブル筈を

容を具休的に明確化するとともに

きわめて尊爵だ︒このため︑以下

性格と位躍づけを墨銀にするQ

く必蟄がある︒

教蔚研修等によって一丸の資質の

の腿災を講じていく必要がある︒

くうえで国の笈全審査︑検鷺の役

両上をはかる︒

一︑稼働率の向上︑放射線下で

鋪は極めて璽璽だ︒このため︑以

下の旛策を講じていく必要があ

一︑霞気蟻気蕎の自㌻保安体制

の作業牲の向上讐を園ざす軽水炉

このため︑以下の施策を講じて

る︒

を総禽駒にチェックする観魚から

いく必頭がある︒

の進歩︑逓転経験︑海外での塁華

立入り検査を機動駒に実施する︒

一︑原子力発電所の保簑藍麟を

︑原子力発雷所の藁囲︑保守

改訂繕強等を行っていく必蟄があ

麩備の動陶零を十分湘南し︑適憲

るが︑岡時にこれを補完する民間

一︑電挙試士稗菌の事前調費蝿

に関する保安規定および挫内諸規

一︑保安纏理体制︑保守活動等

一・安全無葦︑検査の規馳とな

定をより〜漁体系的に整備する︒

している︒また︑商界では二百四

一︑従来から入念に蜜金審査︑

規格の体系附整備をはかる︒

計の標二化の推進箸により蜜全器

を批内賑葦讐によリチェツクしう

査の効遷化をはかる︒

る体制を強化する︒

水炉第三次改良藥化計画を圏︑蟷

十六星が運開しており︑今や原子

うる体制の強化をはかり︑運転留

¥二暴が遜転されるに至ってい 安全を図るという愈味の原子力発
給の観点からも原子力発廼所の運

︑発寵所建設工法の改麹鎚に

一︑機器メーカーとの連けいを

気難業煮および機雛メ聖力ふ協

てきているといえる︒

駆所の本質的な安全性は実設され

一︑棊準作成︑安全牲査︑検薇

検萱が行われてきた験子炉の二本

ったということができる︒

理の改善に資する︒

るが︑今日までに発電漸周辺の公

上をはかる観点から既葎の資格認

力しつつ積極的に推嫁する︒

︸脳強化することにより罷工僚 システムに加えて︑周辺設備を禽

衆に放射線隊害または放嚇線災難
り︑豪た︑機器の信頼強向上につ

実をはかる︒

るとともに︑響門騒関の育成︑活

︸︑放射線予感懲理員︑作業従

施策を講じていく必要がある︒

運転員および巌巌企業の従業鈍を

画のあり方についても検討を行

る︒

する作業従瑠者に対する教脅訓線

はじめとする促嘗等の作業に従製

関係省と︷級国民とは安金性につ
さらに︑笈浄運転の都議を蔽み

いての認識が翼っており︑安命確

ついての理解をふかめるため国民 瓦信蝿に対する蜜金性の説明を積

の施策を講じていく必硬がある︒

のための璽盤整備を類本とし︑次

響溺なことではないが︑今後原子

に学講経験篇の積極附な協力を求

致鱈を通じて地方雇罵の安定化と

めには︑原子力発電の必要性︑蛍

原子力発懸の必要性・安金性に

る︒

域のイメージアップ︑振興をはか

への協力︑地域に酒力を類えるた

その要阪としては︑それぞれ

全控についての園民朗愈慧が得ら

の出先機関および地方宮治体の関

迅速な解決に螢するため︑各織庁

必ずしも払拭されていないという

とともに︑その必五牲・餐全性に

巾長期醜課題として今後単坐の開

鐙ねることが安全牲についての国

探対撮を論じるにあたっては︑原

一︑軽水炉改良標蝉化の成果を

する︒

漏類して放射線下での作業の迅速

三＝嘗⁝三冊囲≡隔三門≡三≡＝幣闇凹三＝三＝≡口引謄≡圏≡＝三三⁝≡＝闇m≡三口三≡窯

つ︑讃極的に擢進される必蟄があ
る︒

極的に行う︒また︑地死自治体も

弾曇∈

▽国の運転籍理監将の一層の充

う︒

あるということを関係巻が共通の

民の儒頼を鰐る上で極めて寧蟄で

なお︑これらの該施鎌は︑従黛

を徹鷹する︒

磁力発蛾所の本質的な蜜全性に係

員の社金的磯任の自覚と慧識の筒

層層≡＝＝⁝＝︻三ヨ三≡＝三＝胃﹁二＝≡⁝≡＝＝＝盟幽三一三襲一三＝三﹁需謝≡＝三三圃三﹁

一︑地元を台悪形成にみちびく

▽地城振興策

のは纂本的には露気蜜業轡の斑務

であり︑電気購著は︑立地の初

地元の理解と横極的協力を欝る

國と麿接な．けいをとりながら地

ためには︑地充福祉の向上と地域

期段幽から識悪をもつて地発の理

から立地の受け入れに鮒して︑消

た童体的・現鼠的な説明を行う︒

の科界名暦に対し︑生活に勧噛し

解を織るよう努めるQ

︿原子力発蹴立地の推進V

極的な態股を示すといった共通晦

隔繍幽産業振興で雇用拡大を

合意形成︑いまこそ

O≡＝≡芸三日曽﹁二髄＝＝三＝≡筆

認謙としてもつ必愛かある︒

るもののぽか︑周辺設備を膨めた
発織所金依のシステムとしての安
金鳥︑軽微な国師︑トラブルにつ
いても国属の不安を解消するよう
な対策が確立されるべきだ︒

同時に︑襲故︑故陳箸について
も︑原子力の安全性の黛本からみ
ての詳働を開確にし︑国民に十分

力が必敦だ︒これらの横み璽ねに

璽随もみられる︒

金による発電勝周辺地域の公共旛

力発霜の円滑な立地を据進ずるた

めるとともに︑原子力立地に関す

一︑霞遜⁝懸による謡制度の有

原子力発慰の円滑な立地を擾進

設の整備がはかられてきたのをは

を得ていくよう努める︒

り原子力発賄に閲する帳広い理解

ずるため︑従来から電源三法交付

▽臨訟保笈と回の蟹余規制

じめ︑さらに今薙農からは︑冒頭

めには︑その安金融保に万全を期

必蟄がある︒

原子力発露所の蜜全碑保は︑鑑

しつつ以下のような課題に翼姻に

たしていくことを期待する︒

本的にはこれを建設︑所鞍し︑か

等その施簾は轟々︑強化拡充され

る地鷺湧動籍︵たとえばボランテ

地域産業の拡興に努めるQ

に載任を持つべきものだ︒したが

一︑療子力発電の立地に係り倉

ィア驚動︶に対し︑橘報提供︑講

取り鑑み︑宙民が簾大暇の努力を

いの深い水晶業界鋳と懇談会また

師派逓鱈の協力を行う︒

って︑第一にこの費汗をづ分全う てきているところだが︑これまで

はフ愛ーラムを開催し︑相葺理解

一︑地域社鼠の伝統的文化酒動
▽国民的命取の形成

矧はこのような介桑の自寵僚安

の地域に嗣鞠の隠顕もあり︑必ず

ついてはある程度理解していても

︑隠係行政機闘相互聞の慧急

しも開脚に巡展しているとはいい

を深める︒

傾浸していかなければならない︒

制の強化が事事されなければなら

原子力発蹴を円潰に維進ずるた

体制を前提として︑悪金霧蕉︑襖

周辺に立地されることについては

こと︑濠た地域の将来の発展に関

実情を踏まえた地元関係春の幽趣

また︑こうした施策は︑地域の

慧の形成を翻るためには︑次の施

係蓄から成る慰源立地連絡会を積

れていることが必要だ︒国践三舎

極的に開催する︒

しも一様ではないが︑パブリック

い︒したがって︑立地地域の舎慧

反対するという人々も少なくな

する見通しが不逓曙であること零

﹃わが閉のエネルギー安定供

わが麟では︑環荏二十二μの原

力発瑠の安全艘に察する不安感が

は不徹底のため︑地城住民の原子

ェックを行うことにより安金を確 ・アクセプタンス濡働の不星また

▽運転鱗理の徹底と機鼎の僑頼

保していく必蟹がある︒

子力発臨所が運癒され︑霜力の安

性の醐上

策を講じていく必聾がある︒

査および運転蟹理監麟簿厳格なチ

ない︒

がたい状況にあるQ

できる企業の体制li塔主保安体 のところ原子力発徽の臨地は必ず

つ運転する匙気購業斎が第一義的 立地特鵬交付金強度が刺設される

︑マスメディア36よぴ罠醐有 嵐の台悪形成に積揮的な役納をは

よって国属の信頼を確保していく

理解できるよう平秘に説明する努

査を発実する︒

▽国民の信頼感の確立

しかしながら︑敬蝦発露勝の塩

鐸

一︑運転澱曝露の資質の維持爾

わが罰の原子力発露研は昭秘四
を与えた羅赦は讐無であり︑原子

開予定

@

転臓理が一厨徹底されるべきであ

十一庫に蘂炉第一号が逓転を開

等の業務鐙の繕大に対処するため

は濯

（11月）

定制度を徽効に活貸するとともに

内

（10月）

いても一閥努力していく必蟄があ

︶

e斯τ小曲

▽作業における放射綴轡理紺策

したがって︑笠傘難の確保とい

力発慰は末格的な運転の酵代に入

定供絵⊥極めて箪蟄な役権を果た

一をはかる②立地促邉のために地城の嘩業振興を進めるIiなどの考えを前画におしだしている︒以下︑その概蟄を紹介する︒

自主保安管理を徹底
隔幽国の規制も拡充整備

実

実

（8月）

故をみても明らかなように原子力

発電所蛮︵

馳胴

457．7

i万鵬

柏崎メ1翅
@
5号
（9月）

2琴

炉等規制法の圏的に定める公翼の

昭和65年8月までに運開が予定される原子力発電所（電力施設計画から）

始して以来十五奪を経過し︑現在

︿安全に閲する墨本的考え方﹀

㌔

欝鍔既報の通り遜陛省の総合エネルギー調査金原子力部会︵松想小一部会長︶は二十一田︑﹁安金隠縫に万金を期して立地U
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㌦を推違するために﹂と題する報儀をとりまとめ︑田中通艦椙に提出した︒核燃料サイクルに焦点をあてた一報㌫⊥扁につづい
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延長期間は十か月に

地元三者︑近く態度決定

﹁修理期聞を取印八材汰まで延長したい﹂と正式に鞭撫した︒佐回忌出溢期阪を慰︑削にひかえて
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果た︑門制耐鞭駆勤淡

施したい﹂との科捜庁

RDM︶については佐

ついて︑高田調知噴は

い﹂とのべた︒

岡副知灘が﹁佐世仮電

についても澗題がおこ

にしてほしい﹂と畔塗

し︑中川長宙も﹁遮絡

闇題がおこらないよう

と讃つた︒

︑伐恥長ら市齢脳と会

中川長濡は︑乍縫搾殴

かで︑碩側が〃猛返

の轟湾撃錨羅麟卿餌罵

潮掩洗臨④武錐一戸廻

併録俣捲同齢漁隔⑥鳳

示飼i一への協力を頭

対し︑申川艮官も﹁誠

鰻蜂の努力をナる﹂と

一のあと認沓会晃にのぞ

醤は﹁窯隼の再延罠は

uとはない砿ヒ圏島を

一のお務倒の嬢聞に対

Ψ．

⁝は十分つめんので︑来

謄二膚讃＝二＝二鷲＝＝﹄

じだ︒

熟ハO％は犀撫羨して

纏の蝿水炉の鴨合︑工

一いる︒そこて・汽らの

…気

笘R鋳衣として描て

⁝う︑というのがこの醍

ルギーを︑地域冷暖鍔

「。

告はその劇能性に

︑エネルギー勉．学化の

露が少なく︑感が雌全

ても見逃すりけにはい

している︒また︑この

理による嘆金腱の回士

的メリットとして①熱

による工訴ルギー角効

壁あげ︑話陵蒼測のメ

ての蟹理面での衡力化

黄の滅め②建築面演の

一

齊

レ零

盾芒乱盾ｳ・⁝などをあ

車駕戴認︑公等等の条

際に採用さ麹るには澗

問題もあるQたとえば

との距離︑位蔽という

方が有潤であっても︑

饗しやすい︒そこで蝦

れた︑人口の少ない方

戯画からいうと土地轟

からの躇離に逆比例

。で⑨

必要に応じていつでら

れるu京た陳子カプラ

建設費は旺比例するの

ことになろう⁝として

ぶ二、ヅrl」馬入離いの甫さ確実
曲振の受点がら空欄な

莱炉の一次冷㍊材二野

こhを熱交換器により︑

・気圧︑⁝一白六十〜一・⁝術度

﹃蔚ニヨ臓C鰹麗に績

・るとの溝想が幕えらhる

醗房用ではさりに威圧し

▼る︒

黒総の採用黛列としては

ナ境以北の気緻条件の搬

鰹歌占掻などによろ大気

②臨働晦や丁鵬からの愈

．いる④災害の防止1など

．プラントと部硝までの顎

窯た﹁その位置として

イプライン建設費の問題

・四十計凝貌の近断離が︑

．の椛鋲としては︑蕩染の

土地の入手︑コスト︑

﹂としているQ

刊などの点から地下茜が

考え倉わせると︑駕さが

は︑關人所揚が豪やスウ

大気薄染問題も仔圧する

︑地下弍唖単力による地

並みになる昭和六卜隼代

一品μ

︑と渚手つけていろQ
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訳している③超人所得が
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系挽に初併入し︑昭讃五十ヒ年三

さごXこった︒

一博︑同瓦弓︑叢阪一周︑高浜 月艇開に両けて大きく前進した︒
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ll蟻難1難癬lll楚繹蕪1灘鞍難1購

隻

コンピューターー

グラフィツクスを
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ば、色、遣ヨ続無徳の取扱いも可能というはぽ
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これまてやりたくてもどうしてよいかわから

BYuは去る5屠来非線形ブ0グラム研究禽

SiGGRAPHの年会のときの予稿集などを見

賎BYUの開発者であるChnS七lansen搏士

工

NDOてもり98窪年畜からグラフィックスが箆
用てきるようにしました。色もついていませ
んし＼潰淡も表現てきまけんノび、線爾の3次
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ス装置を使些して実艇が行われ…ました。）

ようにはなっていなす。もっとも自慢できる
ことは、溝造解析閑の大きなアツリケーショ

グラフィ・Mクスのような当用なアクセサリー
は、大型汎用アプリケーション・システムを
堕毒しての大さなモデルの解析の暗事を短絶
し、ときとしては解析のしかたやツε〕ジェク
ト・チームの編成のしかたなどにも影響を慰

ン・システムてある酎ASTRAN、 ANSYS
3、MARCからのチータがそのまま使嗣で

コンビュー5フーOYBEiR76をより一層有

元は自由闘在と：いった水準てこ使麗ねカえる

碧
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時闘をかけて間発されたグラフィックス閣ソ
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きるようになっていますから、メッシュ分割

効に、カつ経篇的にご使用いただけますよう
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あげている︒面上的内済および蒙

術偶報の交流を図るーーの黛点を

しており︑開発︑輸送︑利腐のす

が小さい②資源分布が非常に編在

べてにわたって大忌のエネルギー
を消鑓するーーことなどがあげら

は核兵器開発に端を発したもの

れている︒また︑その技術レベル

初代原手力襲属の一人と

歳︒本葬は十九醸午後︻時から︑

の五の隠署で磁聾した︒七や四

月に発足した原子力婆員金の卿代

この閣︑湯川臨士は鷺十一琿一

日︑東扇︒葡楽町の飽気ビルで開

し︑先凹47投蝋した資金を園話する 再処理工場の還総評聞に関してま

動燃饗業団では︑ただちに獲塞

愈いはまだ＋分とはいえないが︑

鋤の充実をはかる観点から︑国で

の整備﹂については︑畠穫撮証酒

スもしたが︑い塞だ何の障憲もな

い︒太平洋語圏の礫解をえないま

と語った︒さらに︑兜にグアムで

ま強行しようとは思っていない扁

開かれた太平洋地城菖脳綴織で懸

案のあった︑放射能汚染されてい

㈱年極購読料10，200円

《総論》工業用機器をめぐる最近の動向

《各論》厚さ婆，1（紙，プラスチノク用）／厚さ計（鉄鋼用〉ノγ線

レベル5｝1／顛間オンラインンームレス鋼管肉厚調定蓑置

スペクトロメ一腰／Ge（LI）ガンマ線検出器
預．放射線利馬機盤

G）工樂鰯機器

ムエアーモニタLB106B

湯川秀樹氏逝く

﹁よく二人で碁を打ったが︑氏は

騒であった萄沢広巳原種金良は︑

湯川博士と同じく初代醸子力婆

二鍍二月まで︶o

開発の黎二期に参画した︵三十

故湯川薄士は朋潰四十年一月二

委員の一人として︑繊本の原子力

十一二灘︑深酔・麻務駐蒙れ︒昭和

区の期恩院阿弥陀唯で．一5われる︒

わが麟切のノーベル職受糧蒼で

告舞踊は同二隠から︑蝋部而桑山

理論物狸学理の湯川秀樹京大犠誉

四母に東大致授︒十八隼︑文化勲

翅奪に敷大物理学科を蒸芙後︑十

して原子力關発にも謬画

教擬︵筆写翼︶は︑八巴午後二

輩を受輩Q二十讐蕉にはオッペン 非常な守りの塔だつた︒姿員裂で

時︑急性肺

禰さが︑浅には岡憩できなかった

ハイマー博士に招かれ︑来国プリ も正力瑛農授の瀕子炉輸入簾の横

ンストン隔級研究所習噸数授とな

徽利比率で共岡体を作り︑動燃癬

羅食会で﹁当面の科学渋術行政﹂

かれた田本外閣特派澱協会霊催の

と随えておられた﹂と語った︒

業団がオペレーターとなって隅鉱

ようだ︒じっくり霞煮開発すべき

区の探査を行うことになってい

同一欝は講二四︑特派員の鷺問

る︒二十四駕︑ノーベル物理学鍵

慮きはじめ︑三＋万KWの加圧水 会の代表懸が請田︒圃年六月に

る︒濠た︑ウラン鉱の探査段階に

を受鑓Q

団﹂︵國長・斎藤儀房榮邦大学理

は︑鐵本から﹁放射線利罵謁燕

必要な翼金については︑三口を動

鴨票川町六

型軽水炉の設計を自主開発する段

学部長︶が︑さらに岡三七月には

いる再処理問題について︑﹁東海

に答え︑予言交渉がおこなわれて

︑

階になっている︒

円城薯劃会長を団摂とする﹁原軽

轡事業齪が負鰹し︑鉱石の生麗開

副郡長を團畏とする代表囲が訪田

ことになっている︒

評緬していることも転宿だ偏と述

従来にくらべると尺進しており︑

¥本のボーリングを行う︒

独自の方法ではなく︑国際曲にも

藁については︑﹁海洋投粟は二本

るQ

本的な覆え方をあきらかにしてい

ては︑﹁前轍きの提漿だが︑闇題

る無人島を便った陸地処分に関し

●

園

一番目

原艦と巾麟との障子力平秘凋謂

始後︑採掘権も同権利比率で取得

の︑現在では平和利用にも電点を

分野における交痂は︑昭和五十四

て同郊九月には︑中麟側から禦覚

訪申代表団扁が訪申した︒つづい

科学技術委織豊が初めて参瀕して

際︑爾蓄闘で覚需を磨り交すこと

し︑関係各区の薗脳と懇談した

と題して講演した︒

ープ会議︵原産空催︶に中国田川

薙十一月の粥十四懸日本アイソト

るにもかかわらず漂子力解発に意

三月の第＋三隅原荏語次大里に第

からのこと︒それ以後︑五や旺礒

の鉱山穂懸の協力を求めて︑優本

要請をことわってきた衛望な鉱

岡鉱区のウラン埋蔵嶽は︑アク

すでにおこなわれている処分方法

また︑低レベル廃翼物の海洋投

べた︒

人捜爾蕎を十七名ほど派遷する予

だ一致点を兇出していない︒話し

り︑自動的にさりに二流間延長と

には①路盤入以上の人口をかかえ

に大筋の台意を得ていた︒

欲的に取り粗んでいる︒その理由

巾国は︑石曲︑石炭︑水力など

二機械工敷部と国家科学技術蚕蝋

なる︒

園民︸人墨たりの平均エネルギー

多ノ多グーーシググ⁝多ーン4シ⁝ーーン

盟冨なエネルギー資源をもってい

定Q今隼度中に敷鱒円をかけ︑約

区︒すでにウランを生薩している

ータ鉱山︵ウラン三万♂︶やアー

だ︒田本は困際的規聴に従って臨

晒地︶﹂として多くの国々の参加

ア⁝リツト鉱縣︵ウラン隼度一千

リット鉱山︵岡四万ナ︶程慶︑贔

隙発生機器別では︑バルブ︑ポン

検蒼の整備充実をはかるとともに

はあるだろう︒検討していかなけ

べた︒

ればならない問題だと思う婦と述

新東海村村長

砺評下樋飯

10月特別増大号

専門家の交流から
罐購ソ連に次いで
霞水原子力産叢会議︵山沢広墨獲︶は薫日︑北泉の人民大会堂天津庁において巾革人体共和鰹第二機械工業部︵部は黒本の省に
当る︶との閤に︑原子力平釈利用に関する覚轡を民間ベースで取り交わした︒共産爾との覚磐・協定の締結は昭租五＋二黛＋一月の
ソ連原子力利用麟家叢璽書に次いで二番圏︒覚繕の内容は︑尊門家や技術情蝦の交痂を主にうたっており︑輿体的な協力分野では原
子力発磁やアイソトープ・自虐線の利嗣をも窩む広い鵬闘が霧えられている︒今剛の覚書交換をきっかけにして︑一昨彰以来︑交流

産凝金融と中華入麺難解園第二機

施方法については︑日中双方の関

︸フ

ン鉱区取得

有望ウ

八菌鏑︶︑アクータ鉱山︵同一千

プ︑計測制㈱機器が多いのが特

異体的には﹁原子力発電翫の最

について検討︑こうして﹁国︑民

巾立検査機関の膏成算照のあり方

髭約な贔質僚設体鶴の整備をはか

画をすすめている︒私は貯蔵礒に

位も約○・三％が期待される︒
ゐ㎡属の広さをもつ︒両鉱山と一

蒼蕗ジ︶の陶に位置し︑約五千平

入って︑ドラム缶に掴きつき︑キ
連の地罎が分蔵し︑きわめて生慰

中川一郎科学狡術義脚窟は八

中川畏官

日米再処理問
題はなお交渉
協定では︑動燃繁業団とニジェ

謝能性が鰯いと直訳される︒

ール疑源開発公設が五〇％ずつの

通産雀の原子力発電所晶質保証

質は多敬の企業の田鶴的な活励に

煮凝となって行うべきだ﹂としな

ることを検討する﹂としている︒

走蓑1置／CAMACンステムとその構成モノ∴一ル／NAI

GEンリーズ放射線測定ンステム／低バンクグラウンドβ線

が始家つた臼中の原子力四獣利用協力は︑ますます盛んになるものと毘られている︒

械工幾郷との間の原子力平和利用

係葭によりさらに検譲し︑決定す

覚欝の荘式犠称は﹁B本原子力 会謡などに参癩蕾を派逮する②技

と称し︑円城寺次郎原盤副縦長と

分野における協力に関する覚欝﹂

ることになる︒

協力分野

さらに覚灘には︑原薩側が隔り

李覚第二機械工業部副部蔑が冨角
した︒

込むことを特に求めた
を甲和利罵に極る

覚欝は︑﹁平箸互恵の原則のも
とに︑原子力軍和利用分野におい

の穏効期聞鷺奪とすることが記

条項と︑蝿蕾

て臼申間の協力を推進してゆくこ
されている︒ただし︑白鷺は鞍名

ニジェールの秘蔵地域

とが両国にとり萄益である扁と述
した日︵九月三日︶をもって発効

今回︑動魁串業団が探査権を取

動燃

べ︑日巾協力の欝欝性を強調した

得した地域は︑一一ジェールが長い

資源開発公団総踊︒

した︒腎織したのは︑伊勢谷動燃

たな光﹂iQ動力炉・核燃料開 探奪権を取擬する蟻本訴矩に調印

で︑同国内の薗霊なウラン鉱区の

し︑萄漁期陽満了の六か月前まで

発墳業団は九円︑環地時聞午前九

﹁ウラン鉱石の開発輸入に︑新

あと︑当無の交流形態として①椙

にいずれか一方が相手方に対し繍

壌染団理饗とS・クートウビ岡鰯 間︑門ナショナル・リザ；ブ︵保

検討震員会︵委撮長・石川騨武蔵

魯︒しかし︑報告は﹁鼎質保証に

支えられたものであり︑その向上

一囲一＝＝一匹一﹁二﹇＝欄7一二＝＝7i曹＝＝鱒曹一二＝一＝︐一圃：一瞬一需9一り

工業大学罠︶は八日︑こんこの罷

紙中の発飛所が餅止する率は︑煩

関連する慣故・故陣によって︑通

膚＝一＝

質保証盛動のあり方をあきらかに

＝＝蒲︐一ρ＝冊＝一一停一＝＝7一

時︑ニジェールの愚二型ァメイ
誕二＝＝一層一

した門訴麟をとりまとめ︑発表し

がらも﹁しかし︑園としても贔籔

への取り組みはあくまで灌業界が 闘︑中立検萱機甲の三醤による総
とし︑原子力発購施設に関するわ

尚として薙々低下してきている﹂

二相五や四館に品質尿毒の不十

が国の品顧保証猛動は無実に尚上

だ︒

分さに趨歯するトラブルが多発し

に須藤富雄氏

日本の一大原子カセンターとな

議た︑欝㎜翼保証の捲盤整備の

っている淡城緊東海桝の村長選挙

保証の一穴の亮笈のため積詩的な

動を対象とした客観的な診断を実

が六闘行なわれ︑岡夜七時から始

しつつあることをあきらかにして

だ﹂とし︑醤民がそれぞれの役翻

化の揺進﹂では︑パルプ︑ポン

施ずるほか︑﹁機器︑縁甲の橡藁

たことから︑こうした経験もふま

こうしたなかで︑わが国の山賊

に応じて①鼻聾保試の璽群群鯖の

推進﹂では︑企業内の贔懸傑証活

保証体制についても﹁㎎際原子力

認諾をはたしていくことが亜硬
り方について検講のメスを入れて

推進②機器︑粉料の標準化籍の描
機関︵IAEA︶の品頸保証実旛

いる︒

いだもの︒湿糠九月の巾偏報告以

えて︑こんこの品質保証活動のあ

降の新しい祷勢をふまえて改醤の

無漸

温2編

掲解像力・高速型ンンチレーンヨン即日ラ ガンマビュウー
｝｛ とそれを基本にしたエミノションCT型カメラ ガンマ
ビュウーT ／対向六型ガンマカメラによるECTシステム
N．最頒iの主な海外製晶
コンピュータ化マルチTN−4000／高レンジ原子焼容器内モ
エタリングシステム／高純度ゲルマニウム検出器／トリチウ

《総論》放射線管理用機器をめぐる最近の動向
《各鍮》A韮okaカード式ダストモユタリングンステム／原子力
発電所における排気筒放躬線モニタ／携嶺形警報付デイジタ

面をもつて廃臣を咄し出ない隈

ヂ

繭棄海難役場企画課長︵五懸が︑材

まった即欝開票の結果︑須藤冨雄

黒沢欣一郎

／PWRプラントIS瑚原子炉容器超音波探傷蓑等

《総鹸》放射線測定器をめぐる最近の動向
《各論》低バノクグラウンドα線，β（γ〉線多サンプル肖動輪

放三線測定・鐵利用機器

σに冶門家および技術蓄を派閥命9

M蝋輔譲

聾

プ︑計蘭制御機器等について標準

六七九六

牽九照七五須藤 冨雄無鷲

確定傳票数は次のとおり︒

衝当選した︒

木商・黒沢欣一郎氏︵E巴を破って

進③機器の信頼性情報システムの

じて型武認竃讐稲箆保証と関連す

腿鵬からみても年末的には確立し

﹁溌墨保証の一厨の岡上をはかる 教膏・訓糠の描進⑥企業内海鷹係

なうとしている︒

る新しい繊度について換甜を行

蔓塞的方向をあきらかにしてい

極的にとりくんでいくことをうち

証酒動の蟹理硬鑑別対策一に積

化をすすめるとともに︑必要に応

観点から海外の詳録保証について

充実④総命晒な検蒼体制の整備⑤

も優れた薗も滲蕩にしながら︑わ

ている﹂という評価︒しかし︑

腿保証上の管理要説罰に分類して

力発艦所の甥故・故騨の猿魍を酪

それによると︑濠ず簸新の原子
品質保証活鋤を発罰するために

る︒

園は検萱の整備発実をはかるとと

このうち︑﹁総倉晒な検蓋体制

だしている︒

《各論》5一デテクタオートウェルガンマカウンタ／ECT／

駆動機構遼隔交換機／原イカ発電プラントのISI用ロボノト

1．放射線輸理用機器

一

釜特別定価1，000円

㎝

が燭の特色を也かした贔臓保証体

もに︑巾立検藪機閥の筒成活胴を
検討する必要があるi！︒

《総論》核医学用機器をめぐる最近の動向

II．：放射線測定器

㌧

（2）核医学用機器

属幽■隊側脚

麟を確立する必要がある扁との鍵

機器・材料の標準化推進も

みると設課︑製作︑施工︑色紙︑

中立検査機関検討へ

齪嘗等金般にわたっているが︑故

通産省、品質保証委が報告

胆

日刊工業新聞社出版局

勇
圃

東京都千代国区九段北1−8−10姪03（263）2311（代）

ロー脚■■■鴎

蕊

｝

腰
る②梱手方が開催するセミナー・

難

、鳶

覚轡に羅名する円城寺副会話と禦脚部畏胴三巳︑北京・人民幣会堂で

挺、；i

《各論〉原子力配管用溶接ロボノト／燧細網動画換機／胴飼御棒

《総論》原子ブコ発電所とロオぐソト

蕪1
yノル甑｝㌧

ル飾縄111による個入被曝雀理！ステム／TLD／ボケノト緑
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エネルギー関係轡との慰見交換

のため来鼠中の興鷹エネルギー大

臣D・ハウエル氏は四臼︑原産に

写翼︶︒

有沢広巳鼠長を讃敬訪醒した︵躍

席上ハウエル大隠は︑門将來︑

原子力が藤璽な役羅を果たすこと

は間違いない︒英国では八二薙か

総長選挙にゆ

れる一A旺A

14呂に再決戦

購務総噸の選出をめぐってゆれ

は︑十四日に再び理贋禽を開いて

動く国際原子力機関︵IAEA︶

田園の理事食の投票ではフィリ

総長選挙を行うことになった︒

必要な理麟園︵三十四か園︶の三

職いを畷じ︑双方とも総噸選出に

研究技術省次實とが︑ほぼ焉飼の

ア大便と西独のH・ハウンシルド

ピンのD・シアソン・オーストリ

ら毎隼一墓ずつPWRを発注して

いく﹂とその原子力計画を紹介︑

道の反響箸︑一国で解決できない

さらに︑﹁原挙力は︑安金性や報

間題をもっているので︑国際協力

シルド次蜜が︑繊樋的な袋勢を示

上がってきた︒今のところハウン

ス外携雀技術協力撞豪次蜜が浮び

スウェーデンのハンス︒ブリック

渉を行い・斬たな宣挨全域として

そのこ三国が舞台膿で惑発な交

とができなかった︒

分の二以上の支持を敵り付けるこ

が懸要だ﹂と懸摘し︑PWRでの

偶報交換等︑闘英原子力産業界の

曝露強化を饗請した︒

≡≡扁器三≡⁝＝＝藁扁隔≡≡≡＝≡蕊⁝﹁冊冊

完紬に近づくこととなる︒

償金問題が解決

た︒

その報告欝をとりまとめ刊行し

子力発餓所五暦機については︑日

KW級加匠水型炉ノボボロネジ原

A5版︑六十六ページ︒定働一

勲供給尊用量も視察している︒

舜

叉なる物品の測定が可能です。

のとみられている︒

げんざい︑世界で運転中︑建設

ち約三分の二がPWR︒その三分

中︑発注済みの原子力発聡所のう

シi製造であり︑今回の共岡開発

の二以上がWH社とそのうイセン

アップがはかられることになる︒

謝画によってPWRはさらに轍能

まだ︑APWRにとりくむ三菱
重工では︑WH社との契約に先だ
って来園ベクテル役とも原予力綴
織に関する技術︑役務について八
奪間の長期契約を締難しており︑

ABWR︑APWRをめぐる開発
とになりそうだ︒

競象は碧水を舞台に慧転撫するこ
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︒一瓢％糖

選挙では︑シアソン大使とブリッ

していないところがら︑十騰墜の

み︒

クス次葉との一騎打ちになる冤込

仏ギナー社の原

発ポンプ販売へ

丸七鉄工所

．丸七鉱工駈パ深海演樹社長︑新

①ライセンス契約②独占販亮権契

て︑全機関﹁丸となってその完遂

憂

富士電機

欝士電機艘蓮根式会社 謝溺墨業塞匡
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米WH社と
三菱重工業

出ヵは獅万KW壁織
F8盆開発でも脇力へ
※固ウエスチングハウス社︵WH祉︑ペンシルバニア州ピッツバーグ︑民・露︒カービー金疑︶は︑三重睡工榮との間で新型加

蓋肇が行う開発謝醐にWH社が

圧水型炉︵APWR︶の災岡開発について契約を交した︑と三聞発菰した︒APWKは娼力孫三十万KW以山︑現時点の技術と経験を一方︑F13Rに関する契約は三
災大成して︑理想鮒な隙子炉をめざそうとするもの︒一方︑BW逸については︑すでに廉厳慰籍︑来ジェネラル︒エレクトリック

ン︵ウラン獅がO・七二％︶にプ
は並行では一九八六磁濠でとなっ

ランにプルトニウムを

東北躍力︑二

搬北囎力︵若林鰯社長︶は︑新

漁協に八億円
う﹂︵G・C・ハルバート社長︶ 約二♂砿．はいっており︑約八十八

て︑漁業補儀に関する三三轡を五

潟県巻原子力発㎎所の難設に関し

一体の燃料にはプルトニウムが

瀞矧．の躍瞳プルトニウムが十月中

濠た︑W11荊と讐羅τの鵬でとしている︒

浜漁協︵若杉宏戦端長︑纏會鷺徴

心で黙い国産エネルギーとなる予

六十九人︶との闘に正武に交わし

プルトニワムは︑岡嶺長駆の東灘

動蝉箏業田は臼水離陶の核燃料

た︒寺泊濃協と聾＋属浜漁協への

倉長︑縫食員頁六十人︶と五十嵐

サイクルの樹立をめざして︑来奪

楚︒

てきた使用済み賜田を再処理して

秋には︑入形瞭の濃口パイロット

潟堅燕齋︶は︑このほど仏ポンプ

るQ

抽掲したもので︑聖域燃料といえ

恥処理工場で圏内の軽水炉からで

ヨ︑薪潟県講泊漁協︵解農消一組

簿の調整運転から﹁ふげん﹂の炉

発注は日本の暴力累日からとなろ

巻原発の漁業補

供するというもの︒さらに︑この

となっている︒

一九九六年象でに改められる予短 もの︒Bタイプは二十体で天然ウ

ルトニウムをO・六六％欝化した

綱の一蔀についての分析︑絆価︑検

化の
しだ鰍料だ︒
FBRに関オる契約では闘発飯 WH批では﹁APWRの蝦初

とになっている︒

発についても︑将来協議を行うこ

契約では串撮幌換のFBR小間開ているが︑これは＋無閣延長して

社︑聯立︑藁芝の間で︑ABWR開発計画がスタートしでおり︑今園APWRについても正式に開発がきまったことにより︑原子姫 エンジニアリング・サービスを挺 結んでいるPWRライセンス契約る燃料は二十気体あり︑茱然ウラ

済性の改罠が大きな柱となる見込

では︑運転コストの低誠による経

臭体晦にはこれまでの原子力発

み︒出力は璽二十万KW餌上︒

BWR︶開発謝画がスタート︒五にとりくもうとするもの︒

の改正謝繭は︑日木を舞台に︑急展開する兇適しとなった︒濠た︑W薮枇は鷺菱郵工の賜速対数炉開発にも協力することになり契約
を交した︒

げんざい︑わが園の運転中難山
仔闇に穏五十燈円をつき込み︑よ

電所から得られた三婆を峯かし

力発議断は禽副二十一曇︒うちわ

けをみてみると猿海一驚︵GC りいっそうの蜜全性の確保︑信頼
て︑蜜盆牲とコスト効率牲をさら

ス且と三菱軍ユが︑その轡敏な程

また︑APWRの最初の弊注は
討も含京れることになっている︒

性︑遜転性︑経海亀の印よをめざ
R︶をのぞ く 十 一 塾 が B W R ︑残
甲け為ぱ 九八三隼ころになるも
に馨管るほか︑APWR薪設講

こh濠でわが園のPWR開発にあ

初の国産㌶紬燃料装荷

これに対し︑APWR酬圃は︑

り九秘がPWRとなってあり︑ すことになっている︒
β本の原子力帝場を両著が二分す
る形となっている︒

験と鰻顧の技術を腰使して﹁現時

このうち︑BWRについては︑ たってきた張圃ウユスチングハウ

リック社︑環躍︑灘立︑葉芝など

すでに来國ジェネラル・エレクト

講堂燃料忽の完結へ前進

ついて接触を行っていたが︑この

これにより︑昨年ヤニ月に解決

などで構成︒ギナー祉はASME

約③株式契約④技術篇の交換一i

闘係が発効したもの︒契約内容は

⁝九七九郊から提携の可能性に

ほど無終的な台愈にたっし︑提携

・ギナー社と全麹提携したQ

十一田の両漁協・臨時総会での

補憾金は︑禽計七億九千二酉万円
掬二十四体必蟹で︑そのうちの四

しており︑今圓の国産プルトニウ

hふげん扁に装荷することも予定 になる︒

︵駈水繊逆轡水冷却型隙型炉︑出 料を使用するが︑今濠でのプルト

十四体を国産プルトニウム燃料体

ムの蜂料装荷と台わ鞭て︑B本の 決議を得てから︑正武調印の畢

プラントで濃繍したウラン燃料を

力十六75玉千KW︶に装萄ゆだ︒ ニウムは外隅から移入し︑岡鱗業

と交換する︒これらの燃料体は二

﹁ふげん﹂の燃糾体は金部でコ

照の東海嘆業所で成型加工したも

選類に分かれ︑Aタイプとよばれ 核燃糾サイクルの輪は︑ますます

動力炉・核燃腿開発旗門団は九

﹁ふげん一はプルトニウム麟化

の︒これに如し︑今回︑装荷する

月はしめから︑国陛初のプルトニ
ウム蝉料を袖爽県敦賀南明神購に

天然ウラン燃料と微腿縮ウラン燃

済みの巻町漁協︑間瀬漁協と禽わ

七鉄工駈はギナー祉の原子力発鷺

−Nスタンプを保護しており︑丸

粥ポンプを独占販売することにな

発は鱈艀開発調盤響議会上穆へ大

きく萌進ずることになった︒

要とともに︑アトムマッシ原子力

機羅工場︑全連邦放射線狡術研究

った︒

日ソ代表者会議

すべて解決したことになり︑巻原

せて︑漁協の補憾に関する問題は

定︒

ある新型転換炉・ふげん発亀駈
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選する﹂との既定方針を穐確認︑

こ墾︸と一刀玉一一︸こ董ここ㌔巽H一こ魑隻鴫とご≦隔︸−＝量と腎一︑覧＝駕噂蚤一

さらに﹁こんこの運動はこれまで

エネルギー問題の軍議瞥は広く国 が︑粥働組禽の鍵体樵をより明確

このうち︑一九八一難度活動締

別の中心としてその葬儀を慮覚し

にするとともに︑地城振腿際題︑

釘は︑エネルギー問題への敵り組

なければならないしと電力労逓の

的な背億行携についてふかく反雀

広報溝励などに積極的にとりくみ

をになう原子力発航については

寂蟹原発串故をふまえて︑反省

役割りが高まっていることを強調

し︑こんこごうした事態が絶対に

成︑語論反対の慧冤が多い﹂とし

民に浸凝したが︑総じて総論螢

りくみの箪要沼を強調︑その中核

すべき点は卒騙に改め︑引き続き

しながら﹁こうしたなかで︑将粟

趨きないよう蟹騙闘らも町体性を

以⊥に厳しいことが予想される

拳拳的に実子力開発を劉進ずる方

に渦恨を残さないよう︑従来にも

﹁敦賀騨発の難故騨しという社該 みについて﹁石噛危機を遜じて

針を再急襲する一⁝︒

まして穣樋的な播動を展開してい

開発の促進をはかっていく﹂との

﹁変革と飛躍に挑職しようしを

ながらも門しかし︑エネルギー問

方針をあきらかにしている︒

エネルギー問題への園民倉意形成

欝氷原子力麓鍛会議は芸る五

このあと大望は﹁自撰大金では

題は懸の安金撮臨に関する鶴川だ

にむけて従来の活動の輸を広げて

月︑ソ連原子力利耀團塚婁蛋禽と

か︑原子炉科学研究所で稼働中の

塞人として初の視察となったほ

けに︑エネルギー閤題に対する総

だ﹂と強調︑総台エネルギー敵策

盆的な国民愈悪形成が必嚢なとき

ことを熱いあった︒億力労連は自

電力労働湖としての髄命をはたす

の間で︑第器薗田ソ殿子力協力代

に向けて逸吊する﹂との声明轡を

られている︒とくにソ連初の菅万
の硫立を簸鐵確認題と鳳蝶づけ︑

衷脅喝議を開催したが︑このほど
また︑敦賀搬器については﹁反

所など︑六施設の視察概要も収め

いっそう強力な国難逓勤を行って

社会駒潰任の環大さを肝に銘じ

らに課せられたその使命と役割︑

憲すべき点はあらためる必要があ

原産
もったチェック機能審発揮して社

る︒

いくとの警えをあきらかにしてい

の報告書を刊行

く必要がある﹂と新たな諮醐をよ

らない﹂との考え方をあきらかに

会の穏萬に応えていかなければな

このあと︑一九八一年展覧励方

とくに︑﹁エネルギー供縮の三

びかけた︒

翻魏労組の役割を強化

原発推進運動展開へ

スローガンに秋畷衛文化婁館でひ
らかれていた全園惣力労働縄台霞
購

ｷ︑組命員十三︸刀六千名︶第二

台金︵通称・鍵力労連︑塗木禦

の一層の促進をうたった灘明を探

十八遡定驚大食は園薦︑臓源旧地

まず︑金国から粘纂した約千犠

凄してすべての日賦を終了した︒

の謬撫蕎を縫えにあいさつにたっ

にして脱石抽をはかるかがエネル

分の⁝以上を担う蝿力麓藁がいか

た橋本翼長は﹁あいつぐ石油嵩騰
により︑園際経盛典金が混乱した

た︒

採択して二黒闘の日程を終了し

した︒

なかで田本の経噺︑とりわけ灘本

る﹂としながらも﹁安全性を第一

羨し込みは原塵・企要塞まで︒

幾として積極的に螺子力闘発を抵

部千山盆円︵送料二脅四十円︶︒

餅など八議壌の冨議にうつり︑い

認報告書は︑こんこの日ソ原子
ずれも原案通り司決︑採択した︒

力協力について蟹美した鼠識の概
る﹂としてエネルギー問匙へのと

ギー簑定業絵のカギをにぎってい

へ1

職膿難獅

の労働組命の対応が閑際的にも注

脚禁

鱒

幽されている昨今︑億力労運も産

撮幽モニタ
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D294mm以下のものです。豫さの

けで、測定できます。
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理区域より搬出される物品の衣爾汚染の有籔を鋒；動的に｝翁！別しますσ
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主な仕様測定線種：β（の線、検出暑肘ガスフローカウンタ、算1己録：デ
ィジタルプリンタ、検出感度：1×10−5μCi／cm2
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富士物品搬出モニタは源子力施設なとの管難廷区域患口に設置され、管

ノ1、物物品持寓モニタ

大物物品搬出モこ夕

によって新 型 沸 騰 水 型 畷 子 炉 ︵ A 燕 で 撮 も 理 想 豹 な P W R ﹂ の 開 発
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窮月間の遜電量箋

じ期劉の火力発露と水力発購の供給躍命は︑それぞれ一一五〜二七％︑

脳薦

三〇〜三照％だっだ︒漂子力発電所の設錨利順箪は︑この聞︑毎月七〇％を上回っており︑好調な豊松ぶりを示した︒フランスは︑
ジスカールデスタン前敵権蒔代に︑原子力謝発の拡大救策を打ち讃し︑南無末には︑田本を幽い抜いて︑世界第二の原子力発電大国
にのしあがった︒今礒に入ってからも︑トリカスタン三︑四讐︑グラブリーヌ四騒︑ダンピエール三甥︑サンローランデソiB一︑

米因の﹁放射性廃礎物糠理に関

代表による撞盃匿も撚めないとす
る澱終報告をとりまとめレーガン
大統碩に提出したQ

担憩には応じられないとの態贋

とも上隈を設定しなければ︑負

撹の増鑛を使っている︒少なく

ればならない︒その上︑建設蟹

再処理蟹をそのま濠負握しなけ

り︑高いプルトニウム燃料獲や

三〇〇の運転一任を負ってお

クから︑現血︑二十三億マルク

九七一年態工時の七・悪難マル

きよう︒

醸噸しつつあるという建方もで

璽

Mソ

治黛に隻ず智せるととも薩︐是いあけ羨律喬奪るよ

協議と

のプ鎌脚スの明謁に加え

濠た︑この法律には︑

う艘撫︒この胴家政策では・潟レ

る︒
一

玉

一

〜

冤が一致しなかった場禽︑綴終決

一

一

⁝るとしている︒

一

︵逃邦エネルギー委鏡食意冤滋︑

望みたい扁と述べた︒

が日和晃的な行動をとりないよう

・ユレツヒ金園は︑同協会総盆ギー供絵噸から︶層えて︑連邦政府

規原発建設を妨げようとしている

れが巧妙な茨わりくどい腸段で新

び原子力利粥法案については︑そ

一

ジュールを確讃すべきだとしてい一いう紛領解決闘を含めるべきであ

を強調し︑さ

て︑連邦政府と州︑種族の聞で慧

ベル廃駄物の

命恵

に︑其同で技術兼題や社金的彰畷

むしろ〃永久処分

よりも

などについて澗査し︑州讐に憲志

らに巖遂行ためのタイム．スケ⁝霧大統警雛健闘ねると

一

一隠貯蔵

いうもの︒

一

いるのに︑運彫物府が蹄躇逡巡し

クリモ蝦窪懲を禽む︶がそろって

ている躍由が分らないとしてい

で︑連邦蚊府によるカイザーアウ

濠た︑審議ゆの放雛線防硬およ

る︒

定について︑州計画審識金は︑連

ダスト原発の偲珂問題にふれて︑

原型プラントの礎設は︑詳細設

石炭ガス化施設を組み調わせた

簿れ︑魚掴に感じられ出しても

んでおり︑それが葛温ガス炉開

アップで研究開驚が順調にすす

る︒SNR一三〇〇への閲心がステムは︑石炭業界のパック・

成を憩ぎたいところである︒

のためにも︑当腰THTRの完

九八六年頃と一見られており︑そ

ニュークリア批は︑TM工一懸機

と結卜した︒

次期炉はソ仏の
いずれかを選択
このあと︑ASLBは︑九周忌
ント設計と陶工聴話蕗についての

たは十月に︑饗MI〜男機のプラ

フィンランドへ

︻パリ松本駐覆員︼フィンラン

発の建設を決定する︒

NRCは︑これらの審蕉結渠がドは︑攣ければ銀凶にも第近弩原

冨査縮果を出す予走︒

早急に決だを下すことにしてお

要当か沓かについて︑できるだけ

運転開始は一九九二〜九三蕉の計

ム社製のいずれかになるもよう︒

曝露を行うことになるもよう︒

カナダ︑暖房用
小型炉を開発中

84隼に原簗炉還團

カナダ原子力公爵︵AECL︶

は︑隈房用心水生麓のための小型

この小型煙は︑現在カナダで稼

炉を開発中であるQ

にもとづいて設説され︑駄面性が

働中のプ⁝ル型のスローポーク炉

高いだめ︑無人運転が縛能︒一九

型炉をチョークリバー原子力研究

八三年には︑熱認力二万KWの膿

ムを回収するため再処理すべき

なく︑灘錘なウランとプルトニウ

は︑廃棄物処分楊に処公するので

は︑このほど︑﹁便用済み蝿緯

来議会の会爵横査院︵GAO︶

GAOが報告

再処理が最善

使用済み燃料は

たいとしている︒

これは百万KWのPWR原
所発
に建設し︑その翌翌︑還開させ
ば︑薙内にも運転露開にこぎつけ

り︑肥M﹈一腎機は︑うまくいけ で︑ソ連製かフランスのフラマト

る冤通しだ︒

GPUニュークリア社は︑7爾
M︒現在︑フィンランドの圃蕎継

I下蔭後ジェネラル︒パブリック 力金祉工VOが︑ソ達のアトムエ

淡定は︑原子力が石炭火力に勝

ジビリティ調責を委託巾である︒

がつくった新会往で︑丁厳1一号 のソフラトム社に慰して︑フィー

・ユーティリティーズ︵GPU︶ ネルゴ・エキスボートとフランス

機とオイスタークリーク原発の安

全運転と︑①M工二号機の除染を

行うのが麟約︒NRCは八月十七るかどうかの澗査の後行われる︒

だ﹂とする蝦儀瀞をとりまとめ

麟︑学Ml一弩機の還転ライセン
ベッセンは再処
理サイ塾に不適

織闘麟叢

くの鼓寄命捗種が含まれているた

GAOは︑便用済み燃料には多

スを︑メトロポリタン・エジソン

西独州政府が結論

だ︒

管することを承認している︒

社からGPUニュークリア桂に移

繭ドイツのヘッセン州政麿は・

八月＋八貝﹁DWK︵再処理会め︑高レベル廃菓物に比べて︑処

TM貰︷号機の運転爾腸につい
ては︑今年四月に行われた伺炉の

韓︑

〜

舞

三

電熱絃霧譲

内協㌧弥

藻

懇織灘
鎌轍熱
誌灘鰹

た︑処分場の藤穣も三憾程麗大き

陽処理工楊の建設サイトとして地

分︵隔離︶するのが難しく︑ま

社︶が年聞処理努力

一雷五十踏の

運転員の免許試験で︑二人の受験

くなると指摘︒以上の箔果︑GA

は︑長杉学匠に不適切であW2と Oは︑便用済み臥料と醐レベル聖

議

ピ ︑騰

NRCは︑合洛蕎も禽め全願の濁点謡講を行っていだ岡粥ベッセン

票が不駈を犯したことが分かり︑

試験の実施を淡定している︒これ

餐物を共に地層処分するというカ

いる︒

このだめ︑DWKは︑岡州の他ーター前敗懸の提案を︑批縛して

に対し︑GPU社は︑﹁他の受験発表しだ︒
蕎には不正はなかった﹂として︑

萬誠験を行わないようNRCに痩の候補地点の中から︑歴たに立戴

原子力関係営業種目

決定に参加する礒を開けておくと

この醗終帳儀は︑また︑議宏に

玉

志して︑麗醍物に閲する国蒙政蟹
︐

〜

力原発の早期認⁝可を

棊ﾍ霧連邦政府に決断促す

撫㍊舗骸鍛綴照薦鍵盤欝欝鋼篠

邦︑州︑踏治体および種族代表の

﹁原子力があまりに多くの人にと

ASPEAは︑カイザーアウ
よグ
うに襲われる︑と述べた︒

って︑悪魔とみなされ︑先行きをスト原発に関するすべての質料

協譲と禽憲

提嘱︒すなわち︑連邦政府は︑処

米原子力規制委礎禽︵N飛C︶

の原子力安無謬認醐金庫︵ASLを安全に運転再開できるだけの管

一戸β︑

理的・技術的能力をもつている﹂
B︶は︑八月二十七優︑﹁GPU

謝をおわり︑華備が整うのが一

七・八一％と比搬的低い︵田本

不滅議はない︒また刮幽の遅れ

鯵勝

漉ｫ管理能力に タイコ判
謝象

論中︒
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分児振画についての情報を州︑闇

間の

のプロセスを

．．岡レベル廃藁物処分場の立地決

リー氏︒

ライナ州知事のリチャード︒ライ

宮で構成され︑会疑はサウスカロ

州︑難治体︑挿話︑連壁政府の高

削大統領によって設醗された︒

膨えるため︑昨館二月︑カーター

おける制度的階隠をなくす方策を

幽

だ︒饗実︑州−趣邦のエ亟規舗

の分担がふえれば︑薩擾電力増

に麹大︒調遠ずみは十七・五二

SNRl三〇
○と違って♪︐同

温ガス炉開発へ

運転再開に向け前進

する州墨隈会ズSPC︶は︑
このほど︑勧レベル麗尋物処発鳩
の嵯地に関して︑連邦政府の優先
権も︑州︑地方自治体および種族

Bご房 ︑ ル プ レ イ エ 毒 ︵ 以上︑いずれも九＋万コ口のPWR︶の計 陰 野 ＋ 万 K W が ︑ 新 だ に 戦 列 入 り ︒ 牽 間 を 警 だ 原 子 力 発
臆シェアは︑七八年一三％︑八O隼二三・五％だっにが︑八一蕉は︑このままの勢いがつづくと︑EDFの聾測憾三一％をこえる吋
能性もでてきだ︒ミッテラン社食党政権の発足により︑フランスの原子力開発は︑スローダウンする児込みだが︑それでも︑一九八

に匿え︑一次一＝次⁝三次と部

金にはね返るというので︑鱈力

純計繭審讃会は︑廃漿物蟹理に

分建設謀罰を滋ねていく西ドイ

マルクで︑SNRi三〇〇に比

寓温ガス炉THTR−三〇〇

炉︶の建謎籔は︑一九七三躍の

べれば問題は小さいが︑やはり

一方︑﹁eHTRの建設費も一

爾ドイツの原子力檎勢につい

凶の讃任﹂と聞き濾っている︒

楽界の抵抗は強く︑﹁原盤炉は

に出るようにな

ツ方式が︑環境論籔の無二りと

その背景には︑SNR⊥瓢0
政府の黛担力の限弾から︑感力

麗露

ともに

0の下れとは対照的なフランス 捌負担寒の引上げ︵二〇き二五

西独の高速増殖炉︑高温ガス炉開発

％︶交渉が行なわ企ている︒

たことは蕾箆できない︒西ドイ

調進ずみの二十

り︑連邦政府は

ツ政府も平田財政のさなか︑S の﹁スーパー︒フェニックス扁

︵エスカレーションを盒む︶か り︑反対派の介入で遅れを杓い

ら︑七八隼には三十七億マル

よる建設腰の膨張に脳京され︑

〇と船HTR︶計画も︑遅れに封にもふえてお

題大な局爵を迎えている︒

ある︒

しかし︑今後の成り行きはや

ンセンティブは

の蘭ドイツのイ

依然大きい︒と

はり︑ΦHTRの﹁原子力特有

を実翼しょ甲奪いう︑例の門ア
瞳髭篭簗荏NE蔑SAに墨廊

でに︑スーパーフ去一ックスの

画が生きてい

の原型煩﹁もんじゅ﹂では二〇

西ドイツが苫麗をどのように

ギ汽ップ︑ニナ

SNR一三〇〇︵カルカー四億マルクとの

いうのは︑高上

の闘題﹂が解決されるかどうか

〜三僧マルクが隈度とみられ︑

るからだ︒石炭ガス化と輸送シ

ダムとイブ﹂

にかかっているQ混迷ガス炉と
識力業界に追燃出費を求める以

フランスの讃甜で扁に濃いてい

参加しており︑﹁隠速増殖炉は

％︶︒数富の上では︑負撮姻の

発の牽引魚ともなっている︒一︐圃

一

によって︑アルケムのような轡

c

は︑コスト劔の原閣がもっぱら．余地があるようだが︑霞力の國

c

凍り罎︒Φかに注饗し説酔ピ
ったが︑等温ガス炉は﹁ドイツ

速増殖炉はフランスに遅れ凝と

電力業界の分界は︑建設蟹の

外︑遇がなくなっている︒

粘︑さらに遠隔エネルギー輸送

NRl三〇〇への支繊は薙額二絹画の躍凝がある︒RWEはすガス炉と符炭ガス化技術とを趣

建設讃灘雛難癖﹂

のふたつの原型炉︵S廻逸二〇 ク︑現在は五十億マルクへと帯

んで︑可罰増殖炉と謎温ガス炉

触れたが︑再処理の遅れとなら

謡工臨の見積り十七億マルク

︐

七薙ごろには︑金幡力の六〇％が原子力によって供総されることになりそうた︒︵睦写翼はダンピエール原子力発躍所︶

鵜要廃棄物管理で最終報告

ては︑六月十八田号の本欄でも

煙︑夢

連邦と州は協調を

qーーα1自﹁﹃d﹂嚢c
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社阪京
本大東

宅部店
エ本支

（06）345−626
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際コンソーシャム︵SBK︑西業金社を騨期に発足させてきた

玉

蹴

飯磁

独はHWEが参加︶はSNR民
τ聞電体の早生方式が︑試練に

（03）541−219

τ匠三し

兵庫県尼崎市杭瀬字上島1の

艀

（◎6）488−250

TEX 524−8059
TEX 523−6862
正X 252−2334

TE：L

@

ライリー会撰i

蕊

τE：L

木：村化工機

日葡

@
@

皿
α43）

②原子炉関係各種機器、装置
⑨核燃料施設の諸装置
㊧核燃料取扱、交換、輸送装置
㊥放射性廃棄物処理及固化装置

いています。

鎌

／

（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

ノ

ぎぬ

一

未来に躍進する

原子力機器への実績は高く評価されています。
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は欝欝させるべきであり︑とく

﹂鉦丁計画

副 増舶すべきである︒

部分に先がけて纏めるため資金を

一纏饗漂︵Ec︶藁蓉馨評議澱会︵フ・達ジ・ン・レビ・−．パネル︶は・この六︸に︑酎麟の二醤曙の郡分は︑他の
㎞

これは︑EC蚕日食が︑第七次核融禽開発五か鎌継画︵一九八二〜八六年︶を懸樋するにあたっ

月︑報鋸欝をとりまとめた ︒

譲しつつ曽︒窪薄る核警総画の畿状湯翫

︸て・必餐叢について・核馨濡蚤員塞九合生月馨に諮聾曳いたもの・諮臥

幾は・躍網織馨研諾発の藤

︻略号籔︼
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臼電原子力蓉集会講は八月二十七・二十八の蘭田・東国︒単河町の全共鰹ビルで・第十八回
原子動力研鏡食蕉鼠を開催した︒今年はわが懸の原子力開発二十五周隼ということもあって︑
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隅隅臼の乍後に特騎講演として︑東張罐力常務取締役の豊田正敏氏から﹁原子力開発と二十五
鎌﹂と題して︑凄た︑武井渦男衛喘学園大学教授がら﹁原子力薩業体舗の三十年一⁝英︑仏︑

鱗・

されたが︑結論は︑政府出費二〇

臼木でも・原子力発霞を兇議そ

餐国で吹回に建設がはじまった︒

いう帳簿があり︑四十年ころから

原子力をすすめるよう提証してい

が笈く︑安定耳翼涼として看力な

ネルギー部食も三十九琿︑コスト

利用長期計鵬を発鼓︒通三省のエ

力促進政策として原子力研究開発

照和鷲一十六銀︑原子力襲は原子

うという麹があがってきた︒

％︑九織力四〇％︑その他出〇％

これが︑わが国における原子力

を設立することになった︒

開発の韓あけである︒

軌道にのった

商業炉開発
湾
このころ世界では︑石油資源の
る︒

これらをうけるかたちで︑数
駕︑弐浜︑福畠と簡業炉があいつ
いで決定︑銀鏡四十二代の開花期
へ陶け︑急ピッチで建設がすすめ
られていった︒

ところが︑昭和四十八難におこ
った伊方での及亀節勤︑また︑原
子力船﹁むつ﹂の放導線漏洩瑞故

改擬標礁化と蜘料サイクルの幣備
の段階になったといえるQ

を大幅に改湛︑日本置酒でおこな

耐鰹設副については︑炉心設計

う報答が出されたため︑遇しいE

らの離隔だけでは十分でないとい

CCS纂輩を採用するようになっ

要﹂として︑二鷺ナ規模の原型プ

ったが︑日本の弩え方として︑エ

い︑また︑豪聴は舗御棒しかなか

ツイクル塑肱のために濃縮は必

ラントを動燃でつくること︑民闘

のかが今後の課題だろう︒

も積工的に協力して技術開発をす

うけ︑資金の富民分握はどうする

再処理は五十玉無三月︑日宗原

すめ︑次の簡罵プラントが採算に

いう繭が高まり︑通七二は五十薙

燃サービスが発足し︑第二再処理

マージェンシー・シャットダウン 昼頃温度は摂氏千二酉度以下にお

隈霊力発飽所周辺の公衆への放

射線影響については︑丁CRPの

昭秘五十隼︑無闇五︑ゾレムを制定

鍛近は︑ハウ︒セーフ︒イズ︒

している︒

れについては︑謹だ議諭の細工が

るかたちをとつだ︒PWRとB影
W者は醗なのか︒

が︑こん︑﹂二十工二十無かかる研

い︒それなら︑三儀の中核企業

の三盆動作ということは一展もな

当隠︑日本には農叢技術に関し

究開発を展開していく上で・ヤ公

て十分な能力はないといわれてき

たが︑二十五館輝過して開発に十

現荏︑原子力陛鑑が漁記してい

つくる必要がある︑℃ろう・

もし︑ないなら︑斬しい体麟誉

な能力を持っているのか︒

体制をゆりうごかすような圧力

分な時期が与えられだ︒

が小さかった臼本は︑この聞どう

る問題は︑FBRでもA愛Rで

いう成果をえたのかといえば︑中

鷺企業が︑軽水炉の改農標準化を

も︑実験炉の段階からその口業に

開発期闇も長い︒さらに︑つくろ

乱塾のスケールが大きくなり︑

とだ︒これは来経験のことだ︒

スを得なければならないというこ

対してパブリック・アクセプタン

通じて︑外國企業とのク切スライ

センスという闘係にはいっていっ

たことがあげられる︒

τかし︑はたして田本の体制

は︑白魚︑将粟に両って十分な能

力を持っているのだろうかQ

いいかえれば︑A望R︑FBう
Rとしている段階からPAをえな

の開発︑濃縮とかプルトニウム加

そこには︑麟がおこなってきだ

して︑新しい垣脚線を傷えなけれ

だとえば︑動燃や原研が新しい

ばならない︒

役翔をもちうるのか︑あるいは︑

で︑後ろ陶きともいえる安全性研

それには︑長い開発期間が必要

悪う︒

襯

Ψ

をま

＝：

困

鰯麟八劔達雄

トラブルを克服し︑襟雌化せよと

に改良標準化蚤謝金を設躍し︑五

工場を建設︑運厳していくことに

・システムを追加した︒

さえている︒

のるようにすることを強調してい

暇霊開発炉では︑ATR原型炉タリングポストを三十駐の闇隔で

では︑アズ・ロー・アズ・プラク

許容値年間五レムに対して︑懸本

放尉線監視という面では︑モニ

躍くことを実旛した︒これは︑？
﹁ふげん扁が逸転中だ︒ATR魯

用と︑人口近心からの離蝋という

Qという論文から︑格納容器の採 議論が禦約されてきているが︑こ

と影響﹂いわゆるWASH1七セ
四ーフ︒インナフという霧え方に

蹴燐の奨大な環故の理論的斑自証

秘三十九無︑来の﹁大型原子力発

ティカルという羅えにしたがって

瓢−壌故の際に︑その萄効性が実
．の実証炉を

始部甕では六十万諺

鉦されている︒

や螢金分握が検討官倉となってく
るだろう︒

ーー

軽水炉の組員性については︑昭

響えているが︑こんご︑実施霊体

る︒

なった︒

た︒臓本でもこれをうけ︑燃料の

次改擬標準化をおこなっている︒

十⁝二線に第一次︑五十六銀に第二

第一次は福嚇第二の一穆︑川内

の鱒処理は︑動蝿の東海工堀と︑

一九九〇年までの便罵済み撚胴

ても蒸無発生器の対策︑定検の霞
英・仏への襲託でまかなうが︑そ

一弩に反映︑既設の発納所につい

動化︑謡講億讐稼働率隅上に役立
っている◎第二次標霊化では︑稼 れ以降は臼水の掬二隠処理工鳩で

まかなうことになっており︑現

九九〇琿ある

FBRについては昭租五十五班在︑立地選定をおこなっていると

鋤鄭七五％を蝦待している︒

ウラン濃縮は︑

ユーロディフから六千万試四ノ分に

楓隣する濃縮役務をうけることに

衆への昭昭は少なかったが︑考え

TMI蟹故は︑囲いなことに公

もちこされている︒

楽国でも大型原子炉の実矯化に

たということで︑安全醤理面・設

られない経路で炉心撮鰯にいたっ

篭え方を原子炉立地轄蛋指針にと

ともない安金性の議鍮がクローズ

計融から︑見磁しされている︒

なっている︒しかし︑七〇二連で

アップされてきた︒アイダホ国立

り入れている︒

わが閑初の東灘発鷺宮の場当︑

研究燐から格納厳器と人口中心か

一から四分の一を田塞でまかなう みてみる︒

鷹自らが勉強して行われた︒

には三千沙SWU︑全体の三分の
する考え方の移り変わりについて

ようにしたいと軽えている︒

今葺八月︑原子力婁へのウラン
凝縮奪門部会の報告は︑﹁核燃脳

安金堪準がなく︑安全讐査は審葦

ここで︑二十五年間の安金に対

いはそれ以降まで︑※DO鷺と仏安全性に厳し
い基準を採用

六月︑FBR推進金壷とFBR
こ開
ろだ︒
﹁常陽﹂が運転中だ︒しかし︑原

発準備塞を環礁︑現在︑実験炉

慈心が趨迫化する前までに慮開発

まない︒軽水炉につづいて︑燃料

賊塞晦な技術をGEとWHから
型炉の﹁もんじゅ﹂はなかなか遮
技術捉挑でえて︑闘花期を迎えた
田本の猿子力は︑昭和四十九〜五

十郊ごろ︑欝W鼠で一次配管の応 したいが︑二〇〇〇蕪までに実用

をえないだろう︒促進を考えてい

力腐食劇れ︑PWRの蒸気発生器化という園標は十郊ほど遷れざる
細惣からの蒸気漏れに脳まされ︑

実証炉の実施霊体はどこがひき

く必着がある︒

影塒の原子力界には︑これらの

稼働率を下げた︒

ていない︒B本の場愈︑蕎力︑強 究に芋をとられることになる︒そ

＝讐≡≡㎜一盛慈愛一一虫

く手本はない︒はたして︑その撮

して︑それを潮晦きに転換してい

三一一一憂⁝一一戴一一一一瓢戴﹇＝鰹⁝一蓋一一三三一一︻一三一一㎜踏二三蝕＝一一篇一一一藻薫＝一＝＝一一﹇一一一一一一

内では殿子力発電所の建設が＋公

力な賑餓メーカーが存往し︑火力

＝︻藻﹇箪≡≡一一

発餓の国内箭場をその求塞継続す

一一一瓢一

に対して低金利の建設蟄を融資し

展開できない状況にある︒

瓢一﹇﹁鷲︻一＝三

さ濠ざまな謙題が折り鑓なって

せ︑国宜研究機関でも︑研究開発

たり︑また︑研究開発蟹を集中さ

が中臨のナ卑で︑楽の摺場・技術

化を維持しているG

Rに開して二分化したあとは独占

できるかという状況に隠蜘してい

日本の場台︑産兼の即で企巣守

の灘初から属聞の協力をもとめる

いう梅園で動いてきたため︑各麟

支配から慶属の能力を確立すると

移転聞題など︑閣際脇影響のなか

核不拡散や途上国に対する技術

際競象が激しくなってきた︒

のメーカーの能力は過麹化し︑園

ゆと効率化がう硬くいった︒

が強園か憩志決定をおこない︑フ

しかし︑仏ではC欝Aと8Dで
F︑新しい工場を開拓することが

成と問じことだった︒

体制の南南は︑園内影ゴ業の恵編

能力が分散しており︑原子力艦集

英︒仏の場命は︑国内麩工業の

など︑初期の段階で研究開発の策

また︑範力な原子力発電開発国

いる理僅︑わが醗の原子力産業は

体制確立へ

各国内の産業

う展開できるのだろうか︒

これらの問題からどう離脱し︑ど

一室瓢一一戴≡一藻＝﹇㎜三差㎜＝一一簸一三︻一差一一瀦三一誕一㎜賭＝一一≡一一一一窪︻一讐＝一一一遷︻一篇蚕葺⁝

米国の市場支
配からの出発
隙子力開発の⁝二十霞草壼工つの

時期に分けて諺えてみたい︒

第一の時期は︑一九二四卑から

第一段階の十蕉は︑世界の趨勢

として冬国が配水炉採用を決愈

さらに︑げんざいは︑核簿糾サ

る︒

ければならないとしたら︑罵閤で

田
を契機に︑変全審査と丁廓認可を

昭和五十盛代に入ってからは︑

困難を克服し
自主開発炉を

緊

の携民台同同社︑臼歯原子力発竃

西独の動尚から﹂と題する講演がおこなわれた︒以下︑その概要を紹介する︒

昏

鎌．難．

灘懸欝

壽

原子力開発の
幕開けを迎え
原華力開発と二十五難をふりか
えってみると︑鍛初の十奪は原子
力が地についてきだ段階︑黎明期
であり︑次の十葎は笑際に発露崔
手がけだ実用の獲幽︑罷花期とい
える︒濠た︑あとの五隼は︑燃料
ツイクル階立への艶備の動きがあ

の十葎︒楽國のGEやWHが世界

英︑仏︑甑独の動向についてく

担影する役所が別では貰任体制に

箔場に進出︑各国でその体制がつ

第二は︑一九六五年前後からの

わしくみてみると：︒

悶懸があるのではとの観点から︑

十黛︒原子力熊業を胃てる力が各

般化︑水卑化した時期︒

菰十一年には︑原子力安全局が

国に生まれてさた段階Q七〇年に

くられた︑いわは嫌子力巌業が一

設齪さ3覚︑五一三無には原子力擾

淡定した︒

と原子力安塗憂の二本柱の休制が

は認否シーメンスがWHとの捉携

その一貫化を験子力行政懇談金で

確立︑瀕子力をとりまく周辺の問

を切り︑七三庫にKWUを設立︑

蠕動への技術移転が課題

開発心墨の見直しを

顧についても︑整備の気乗がでて

また︑仏では七五年にフラマトム

企業体制を確立するなど︑国際晦

原子力企画の集中体制を礁立し

ラマトムやノバトム社箸慶中心に

ており︑技衛能力より資金の方が

研究成累をどう民間に狡術移転し

狡術移転とは︑いままで麟でお

ていくのかという闇題がある︒

歎軟性で対応する時は終わっだ︒

解体︑終損していくのか︒企業の

綴本の原子力開発についてみる

理議長中非敏夫

専門家の翻訳臼宅アルバイト歓迎く秘密厳守）

欝

力
濁応の原子力研究開発が軟迫

らわれた段隣といえよう︒

にのったのは︑昭和二十九年︑予

ク
きた︒

個別化︑垂癒化の段階といえる︒

し︑国内に原子力瞳嚢休制をつく

が駈式にC鶏Aの支物下にはいり
物の処理処分対策の方針を決竃︒

そして︑一九七五黛肋後から今

ろうとした満期だった︒その大き

五十⁝年十月︑原子力委は廃種

それをうの︑綴の試験的処分の下

日にをる蕗期は︑核燃料サイクル

轟学園拳教授武井満男氏
諮機関として原子力環境整備セン

確立や新型炉開発に訟嘉するな

やれるわけがない︒

五十二痒にはカーターの核不拡

たQこの体制をみると︑髄独のK イクルのバックエンドの礁立︑F 工とかを展開していける囲童体制

ターが発廻した︒

な敷園は︑箆一段階の隠期に確立

WUの支配体制キ似ている︒

聞麹になっている︒

将来に向け十◆

こなってきだ驚歎を継承し︑その

と︑簾興の体舗的再編成はなされ

新しい役舗を見識すべきだと私は

後︑その研究の担墨薔として継統

えば︑ポリティカル・クライメイ

分な体制を

鼠聞の体制と国の立場をみなお
されたかにみえた米国の市場支醗

ど・体制画で課題が多溢している
散発欝があった︒その蕉の十月・

に対して︑いかに門内休制斎礁讃

輪兇や火力発露の扱術振興で︑火

時期といえよう︒
工NFCEが設立︑再処理や濃

的な慧志決定がなされず︑原子力

庁︑ガス庁など︑径省庁間の続一

縢独は︑原子力産業三布場メカ

藤銀体制帽うまく展関しなかっ

鋤三の段階は︑原子力開発の環

た︒

ニズムの中でとらえ︑輸出産業と

して育成していくことを単い髄期
に表関し︑麟が適切な処蹴をおこ

トが変わった國が多くあり︑※張

していくということ︒

たとえば︑石炭火力発餓との差

境が変わった時期といえる︒たと

額を補助したり︑原了力聯門愈祉

なっている︒

BRなど︑大型研究に入ろうとし にあるのだろうか︒

力発鷹がコストダウンした︒コス

縮︑F招R開発讐について二合的

懸・

嶽嶽

武

爽の場倉隠︑原子力庁︑石炭
ト的にたちうちできなかった原子

コンセンリスをうるための舐し占
いがなされた︒

難

するかにあった︒

力発病は︑スローダウンせざるを
えなかった︒

るQFB飛も除子力先逸国はいい
が︑後濫岡は認めない偏との結蘇

岡

本部 東海事業所：茨城県東海村・日木原子力観究所内 02928（2＞9533
高崎二業所：君擢∫渠高崎育轟｝罫押」弔木叢子力研究所・高崎研究所内

〒｛89東京都東村山市恩多町5−15−m
F）hone：0423−91−5155

算のかけひきのなかから生縢れた
原子炉予鱗一 億惹千葺酉万円が認
められたことがキッカケだった︒

三十隼には飽力経済研究所の中

に原子力平和篇用調蕾余をつく
り︑資料を譲したり討議しあった
りして勉強していった︒この調査
食はのちの欝本原子力淳巣会議に
脳中された︒いわば︑原動研の録
体だ︒

葱十一黛には原子力三法が施

行︑ここから数えて今鎌が二十五

隼碧にあたる〇三月に論駁︑六月

筆に霧︑八建撃欝公社が発
足するなど原子力関係霊致機関が
出そろった年である︒

三十二鋸三月に原子力蚤員塗は

原子力発電の皐期源入方針を決

にならざるをえなくなったQ
しかし︑昭菰三十七葎に楽で︑五

十万KW以上なら採算があろうと を出して閉粥した︒

品質と実績で知られる

飼放射線照射振興協会

圃

＝

厳しい安全基準で推進

定︒炉型についてはGCRかLW日本は︑GCHの次は輪唱開発 五十五無︑INFCEは︑﹁大
Rか議論があったが︑紬局︑GCで猛水炉をと溝えていたが︑慣蜜 規模闘発麟の濃縮・溝厳器は澱め
Rに決まっ た ︒ ま た ︑ 受 け 入 れ 蛇
も鍮源開発か︑原研か︑35るいは
属聞の原子力振興川社かと案が出

灘

羅畢翻⑳琿糊翻躍

原子・カの翻訳は専門家のいる当社へ

敏

正
三
東京爾力常脇取締役

㈱医療器材へのγ線照射による滅菌消毒
鋤水晶・真珠などへのγ線照射による着色
㈱電子機器に使われる半導体シリ：⊃ンへの中性子照射
⑳高分子材料の改質
㊥電線被覆柑等に対する耐放射線試験
原子力の平和利用は発電に、放射線利用に、確実に進展しています。

縦縞繭

ルの整備へ

燃料サイ
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奄
闘水の計画している低レベル放嚇姓廃擢物の試験的海洋処分を二三する踏三熱太単洋地域叢

誌金譲が︑二︑三門の両田︑グアムのヒルトンホテルでひらかれに︒三田年後三時羅分採択さ

れだ決謎謎でもわかるように︑﹁投身㎡画反双を再確認する﹂と︑前回の﹁安全盤が確認され

るまで停止偏から態職を陶窯︑新たに門漉地処分﹂が金麟に出てきたのが大きな待徴︒だが︑

この決議轡が採択されるまでの過程をみると︑糠蝦脳が︑それぞれの思感をからめたのも鵠

鵬

一弍田本政臆は︑人間麗麗脚

雛騨るさっ製政一

㎜よぽさない核廃爬物処理の代⁝

にこれニにニユニニユ

夷臆

㎜かなる局における便罵済み燃㎜

閲爾み燃料についての︶共同研麟

親藩携詠轟機緬鱈藁珊

▽鯖三園太平洋地域首悩会議出

席麿

カルボ・グアム知事︵議長︶

デロバート・ナウル捧読函

カブア・マ⁝シVル大統譲

オイテロング・パラオ副大統頒

マンゲル・ヤップ愛護

ウイリアンダi・トラック副知

タチェリオル・ヤップ劃知恥

脂
ファルカム・承ナペ知壌

タバイ・キリバス大器領

カマチゴ・痴マリアナ知饗

きらしだのか︑乍礎の︑顔繋の最後

孜授︵蕩脳会議科学顧問︶

デーどス・カリフォルニア大学

と︑函み上げるという始來︒またそ

庁蜜全局次焦︵長宮代理︶︑欝谷

日水割からは︑後藤辰科学率爾

ホスト役のカルボ・グアム煎誤

究部長︑石原健彦筑子力麗境整備
センター冊子ら七二が参舳︒

の過程で手覆しをしなければなら

情的なものであったが︑今日の反

は︑羅奪離の私たちの撹対は媒

対は︑噴実と研究︑調資に雇った
なくなった︒

竿後の冒鎖︑縫藤次長は︑竿前

斜学的恨辛にもとづいている﹂と
頑楽したが︑一部の鹸脳鋳たらに

申の不通切なことばを雰亡したあ

だが︑このカブア提案に対し︑

だが︑﹁田木側は最近の海洋デ

降で激突する両衡間に一石を投げ

揺てたらどうか扁と握漿︑海洋投

カヅア大量領と逆行し︑会議に

つくれば︑二〇〇〇年藩でのドラ

カブア大統領は︑その理慮とし

鷺園︶の二つの麟を示しているQ

催され︑北マリアナ難抗譲文蕾送
付︑わが国からも説明実施▽周6

〜6月国遠偲謡統治理婁蔀開

査に入ることもあきらかにした︒

令レとのべ︑ちかく︑での予描講

ーラム開健︵田本の壁画への贋対

アなど︶▽周七月南太卑洋フォ

デービス論文に対する

日本政府の反論要旨

一般附に

データは得られていない︒塞疋︑

物がいればともかく︑

擬の虜用している論文でも︑十汽

しているということも発號されて

六千疑もの深海生物が鉛磁移動を

嵩嫡は︑生態学上︑重重的にいく

︿デービス教授V田螺の安金

いない︒

してくるとして︑軍湖濃編係数を

行レていないことがあきらかにさ

求めるのが科学的な取綿み欝だ◎

年間経だ後でも︑O・三％しか移 は︑身体全体に放電盛物慣が分散

れている︒このわずかな移行騒

このような選算方法で濃縮係数

逍Dの浅海で欝られたデータ を求めると︑二万四千という濃縮

は︑生物瀟勤の盾発な九薔綴から

で︑それよりはるかに深い予定投

は︑われわれの算拙した敬値より

係数は数菌分の一になる︒この値

ムアービス教擾﹀謝斌の婆金

ていないと撮凝するが︑植物プラ

ランクトンを痛み入れることをし

ば︑食物連鎖モデルでは︑磯物プ

︿臼黍﹀わが岡の蜜金牌価に

棄海域では︑生物が少ないため︑

つかの課りをおかしている︒

なお︑放射性物閥が投雇海威に

あるために発生したもの︒たとえ

帰する理解が︑きわめて不十分で

令評億を行っているのだ︒

も小さくなることは島を待たな

凹本

生物活動による移行はさらに少

︿デービス教授の指摘﹀

とど濠り︑漁頚を汚染し︑ひいて

い︒デービス教擾の櫃摘は︑極端

酸府が麟画している投衆予驚地域
は︑傷数の漁鰯であり︑かつ︑鉱

なくなる︒

解析にもかかわらず︑日本の蜜全

評価は︑園際海洋探査十か郊挿画

な推論といわざるをえないQ

という撮摘については︑次の曝点

は入間へも大きな影響をもたらす

同時に破壌され︑その放業性物質

評価は︑ドラム僑か海朦に篇隣と

このような科学に襲づけられに
冒することは︑ロンドン黛講や隈

①ドラム缶は︑六千縫の水圧で

の細根が海水中に瀬田されるとの

換蛙綴絨の海底から二＋五〜㎎欝

ついての蕩慮がなされていない︒

された湧貿流のような海洋現象に

票なファクターすべてを趨慮に肖

クトンなど︑食物遮頂の解朋に藤

︵︷DO鷲︶によってあきらかにンクトンはもとより︑動物プラン

も破纒されないことが確認されて

窟場に立ち︑人間環境に身える被

酵で︑急激に︑纏秒縮減＋聖層の

かb撚認できない︒

物資源も多い︒これらの地域で段

際附な規舗に達反するG

︿田本側の反論V遭際協調の

曝線羅を議算しているなど︑デー

もとで打うというのがわが圓の越

条覇に︑今鉱ヒ月にはOECD・は腐食しないことが羅認されてい

本方釧G一九八○年にはロンドン いる②ドラム領は︑没藥後章鐸間

ビス致授の指摘より︑より安全測
た︒投艇地魚は︑ツ︑グロ頑業で川

に謡った謹価といえる︒つまり︑

ということを無視している︒放肘

強い流れが痘諮的に仔在している

される＋万捜よりも低い一万雅と

評纐は︑不漁解にも︑笑際に投網

︿デービス教擬V闘本の宏全

れている︒

洩はない③︵その後︶腐食したと

NEAの多圏開藤野讃構に加盟しる︒しだがって︑放副塩物慣の漏

しても︑放窮枕物臓は浸嚇間かか

って海水巾に凝撮するということ 難境に惇える影響を︑より大きく

難ら

ずの瀬残糧だ︵普．趨憩蕊量の汽分

間千九濤ナ︑カツオて一．百ゆ

して評潔している︒

い数字を出しているなど︑海洋生

安金評価では一千という落懸に低

的現象は︑この海域の葛さ一壬鋳

やるべきことではない︒この局地

れを醤瀦化するのは科学蕾として

でもない◎木箔処分＋覆だつい

万鷺で醸鐸していることはいう家

評価は試鹸的海洋処分では五麟

いための誤った指摘︒臼ホの峯

︿点本﹀正しく理解していな

だ︒なお米国の役艇体は︑ドラム

︿福本﹀この強い流れは︑ま

ラ心臓は︑コバルト60について︑ くる︒

艶物震は︑この流れによって︑照
の

傷が隔食したさい︑もれやすい液

つだく局地醜な現喰であって︑そ 費︑水格処分については療庫︑＋

疲優していることだQ
塊といった鉱物霧雪も︑ソビエト

体廃蘂物であったが︑わが圏の投

っているにもかかわらず︑日本の

二万四千という高い濃縮係敬をも

かりト分の一︶︒マンガン繊

や日本のこれまでの調畿で少ない

醍体は︑セメントと掩累物を均一

くいものとなっている︒その箱

物の濃潴係数を低く兇積ってい

︿デービス教授Vマダコのエ 塞とミク嶽ネシアへ押し流されて

︿デービス教授V葭本の冥全 に混ぜて固めているだめ浸出しに

ことがわかっている︒

評価は︑海洋中にもれた放射乾磯

畢︑漫出しやすいセシウム︵半無

ては︑あくまでも蜜全評価でも

期盃十牽︶でさえ︑初めの放鮒鳳

る値は︑はるかに低い︵触薙二

ちいだ纏であって︑実際に投棄す

で量るという仮定に立って行われ

だ︒

指揃は︑臼水の寒猛雨価を正しく

以上のように︑デービス教授の

万犠を超えることはない︶︒

の灘山によってもたらされるもの

葉物濃度を︑掌編に太平洋の海水

る︒

︿濁本﹀デービス氏の論文に

至の一〇％を繍えず︑コバルト

︿ヂービス侵蝕﹀深海生物の

︵半滅期万・一一七隼︶にいたって

ている︒だが︑米闘の海洋投棄地

は0・〇一％であることが︑漫出 よれば︑マダコのエラ心臓は身体

域での調査によると︑もれでた廃
艇物は︑集中して処分海域にとど

﹁鉛隠移動偏という最近の知麗を

体にあるコバルト60の六〇％が璽 らは︑放射性麗離物が壷踊まで51 理解しておらず︑かつ極端な携論

賦金評緬では無視している︒これ

馬体のわずか二％にもかかわら

中している拙果からたと報儀して

④かりに旗射幾物質が灘水中に ず・そのわずかの部分に︑身窒

誤験であきらかにされている︒

も為︑蘇晒に吸閉したとしても︑

︿藻本V これは駆実に反す

まり海洋と黒顯を汚染する︒

像物によって︑そ為が海中に移行

ファルカム知噴は門この三年

い︒

孝

これ濠た︑当初の決議察﹁爵画

心に残ったのにちがいない︒

知贋の発言は︑ひとつの光として

た日本にとって︑このファルコム

え︑本会議の延長の域を繊なかっ

−

うてい受け入れられるものではな

によってみちびかれたもので︑と

る︒たとえば︑放射性物資が海水

この海械の雌蕊調査

流してくることを示すもの︒

中にひろがると意︑投駄物から離

︿臼本﹀

では︑プランクトンの上下王后の

！

間︑妖レベル閥題を肘撫してきた

アルカム・ポナペ知裏だったQ

いずれにせよ︑このカブア提躍

そのつど︑蒋愈義なものであっ

の永久響止﹂が騒終的に﹁謝懸反

の︑本質的な問題ではない﹂こと

た扁と鍛えおきしたあと﹁ひきつ

は確か︒

も︑強硬賂線をリードするカルポ

響の再確護と表現が変わったの

のカブア擬案を社説でとりあげ︑

いう日本難燃の畷発をきいてうれ

づき︑話繕いを続けていきたいと

アナ知象らが︑そのへんの響糊気

・グアム知麟︑カマチョ・北マリ

独立騰の濁の提案ならまだし

しいかぎりだ扁と理解ある発藷を

も︑信託統治領である親寝を喩託

するとき︑米醐の悪向が実現への

いずれにせよ︑数次にわたる政

係雷の一致した懸兇だ︒

を察知したからだ︑というのが関

このように門強行﹂ともいえる

べきで︑低レベル廃藁物について

ろ続レベル廃艇物の話購いに入る

そして家た総懸凝は︑﹁そろそ

行った︒

新しいパイプを

りの努力を行ってきたいま︑認蔭

これらの地域をつなぐ新しいパイ

の懸盤に宏来するものは︑田承と

府説明団が太平洋各池で︑それな

べ︑講本︑米国︑太平洋関係讃醒

治晦な判断にかかっている﹂との

が問一テーブルにつくべきだと主

は︑技術的な聞題というより︑政

崩にも増して態度を硬化させてい

﹁この条文は︑門本とカブア・マ 地鳴とする羅濡を行うなど︑以

周廻一千塀を︑核貯蔵︒連衆禁止

つカルボ・グアム知事が︑グアム

他の諸国へ︑大きな影響力をも

だ︒

大きな影響力とカギになるから

とになったが︑首脳金識後の謁藤

山︑カブア藍建などの認識経過を

ような陪本側の牛礎再開一頭の発

た﹂と論詫した︒

﹁初めて建設晦な懲晃が出され

ク・デイリー・ニュース扁は︑こ

って﹁園新しい動きではあるもの が︑たいへんよい勉強になった︒

が︑海洋処発をめざすわが園にと

二を︑人が住めるようにできない ブア捉案に対するクギをさした︒

一

けを好んで食べる変わった海洋生

さhる聡はきわめて微磁だという いる︒だが︑マダコのエラ心臓だ

よ4

ポナペ︑

ーシャル大貌譲との二心いを意味

張した︒

イドでのチャネルづくりであるゆ

プづくりの必要雛である︒離間サ

つ示唆に冨んだ発謝したのは︑フ

るなかで︑二一︑罷性的で︑か

傷細論を掛した憾欝金歳でさ

く離為た潤を愚熱するちの一と︑カ

するものではない︒地域外の︑遠

コスラエ︑トラック︶▽同11月〜 会見でカルボ・グアム知肇は・

ム︑ミクロネシア連邦

資謗O次説明隙︵トンガ︑ツ
マーシVル︑キリバス︑ナウル︑

バル︶︑第幽次説星団︵パラオ︑
ミクロネシア連耶疑ヤツプ︶

−一 1

れるにしたがって濃腰が薄くなる

重

︸という︑規実的な計算によって蜜 ことだ︒このことは︑デービス孜

のに不適切な発・黛と批判した︒

で感患をのべた︒

わけがない﹂と会話後の記二会亮

ユージーランド︑嚥サモア︑フィ

翌旧の英文猿輿紙﹁パシフィッ

そして︑﹁仏は︑ビキニに人が桟

月に人聞を送りこんだ米国が︑わ

むことができると磯信している︒

れた入たちは︑かつてのホームラ

れわれのホームランドであるビキ

決議は行われず︶▽聞8月北マ
リアナ関係雲集日︵原水談大儲謬

加︶▽同8〜9月第茨説明繍
北マリアナよ
派遇︵第二圃大平洋地域葭脳会議

◎これまでの経緯⑥
▽昭租54隼11月

り在京乗大使館を通じて噴鍵閲係

ンに尊張合を墜落し来政府に説明

の照会▽昭堀55無2月ワシント出羅︑そのこオーストラリア︑嵩

ム缶を保管することができる﹂

て門失うものが多かった住民に︑

海洋闇題から一紙︑陸地処分の

一一

︵懸らむニスト︶
中川科学技術庁長官をカルボ知事は︑
太平洋地域首脳会譲に招待したが︑蓋
し本人か来ない場合の代理は︑単なる
傍聴着となる︑という招待文からして
そもそも人を喰っていた︒

中川長官は結局来なかったが︑来なく
て本当に良かった︒

会議は些し合いなどといったものでは
なく︑最初から結論か印刷されて関係
者の手に痩っていた事から分るように
来たら抗議にさらされるだけであワた
中川長官の代理で首脳会談に出席した
︻行か与えられた麿は︑﹇段低い︑そ
れこそ︑璽お白棚腿なみ︒ホテル側の
手違い︑と﹁段高い所からカルボ議長
が釈明したか︑天下のヒルトンホテル
がそんな間違いをするだろうか︒
本紙も飾廃棄賢には反対だか︑聞く耳
を持って会議を奴材した︒

問答無用の態度と︑横柄な主催者側に
ある種の嫌悪さえ覚えた会議であった

﹁陸地処分といえども︑地城内の

願親しき仲にも礼儀あり斜
を太平洋地域の酋脳も忘れてはならぬ
ロバート・ナウル共和国大泥靴︑

島に貯蔵することには反対だ﹂と

タチェリオル・ヤップ講知饗らか
ら︑このデービス落日への日本測

テロング・パラオ副大統領らが反

カマチョ・北マリアナ知製︑オィ
﹁陸地窓蓋﹂が浮上した︒

驚した︒

の隠見を求める発譲が累次き︑

︸汽を︑さらに宇摩的にし︑地

ータを使っていない﹂という切札

ンドに漏れることを熱望している

カブア・マーシャル大魔手の発蓼参加したバロス議資も﹁脇を趨わ

元マスコミの話駈を独占したのが

へ︑︵どちらが安全なのか︶潤定 である︒
カブア大統繍は︑﹁すでに汚染

程慢の原案ができているのが通窩

かけた︒岡大統領は︑その娯体的

されたマ玉シVル群島に廃菓物を

だが︑写象初日の朝に齢られる漬

で闘木側の反論をかわずデービス

ニ︵一九四六薙−五四年京で二十・

地肩はあげなかっだものの︑ビキ

き発馬を行っだ︒

を求めてはどうか﹂と︑注擬すべ

料のなかに︑キチンと﹁反対決讃

唯一の道は︑廃軽物貯蔵緬設をつ

氏は︑さらに門この問題の解決の

三回の核実験︶︑エエウェトク

ゆえ投．果ジ定国の代姦をわざわざ

くることだ︒タテ・ヨコ一千嘗︑記

噂

▽岡3月オーストラリアより襲 ジ⁝︑ソロモン︑パプア︒ニュー ふ旗えてか︑切めの決講躍にはな
実鋤簾の照食▽同5月ニュージー ギニアを訪問︶▽圃11月第二次 かった条績︵第二項︶が加わるこ
ランドより壌実関係の照金﹀同5 説明蟹派櫨︵北マリアナ︑グア
地の邦文紙﹁グアム辻三︸では︑

と︑纏論ともいえることばでしめ

緕l八隼−五八葎まで岡四十

鹸悠ページのコラムで︑手厳しく

花外公館を通じて説明を突施

興体醐なビジョンが出たため︑デ

︵フィジー︑パプア・ニューギニ

月
縫済的な闘擬力を与えることが司

マーシャル提案

くくった︒

事平方渥ていどの中規換な施設を

海洋投翼問題をとりあつかった邦字紙ギグアム新報」

この間難を批判している劉右下︒

掃眼後の謁菌に送られてきた規

わいてくる︒

招くのか︑といっだ艦昏な疑問が

省一をタイプ琶汽ていては︑なに

轡﹂なるものは︑一般的に︑ある

会義の最後に採択される門藁菰

いだのが隻態だつだ︒

門感悩的なU態度へとおしやって と︑ ﹁しかるべき公平な遭際機関

とっては︑弔す象すいきりκっだ

難業﹁代替策を研究せよ﹂

H鱗魑穣議螺
噛
み
あ
わ
ぬ
安
全
論
議

ﾒ騨響

男爵線医学総含研究所環境衛生研

のだったQ門常設しはやめよ！恥 騰劉防災環麗紺策窯長︑市用龍費

くことばとしては︑鴇誠を欠くも

の内谷も︑外国の政府代義麟には

にいうべきステートメントを早々

カマチョ︒北ツ︑リアナ畑箏︒忍を

その︑もっとも纐蔦だつたのが

ス﹂としかうつらない︒

瀦飯高撃雄前特派騒

実︒この会議の現地取材を通して得た知識と体験をもとに︑嬉罷同太Ψ洋地城町歯舞議での海

ニさニコロド墓畔ニ

U鑓観瓦

ロまニ

洋投塵聞題を鱒構染してみるとーー︒

﹁恥を知れ！し
じっと譲耀に目を磁す大統領︒

メモをとる副矩郵︒気命が酸いの
か︑あるいは眠り懲らないのか︑

汰せるように携の上に難いだ両腕

の中に顔を う ず め る 知 罫 一 1 ︒ カ
マチョ・北マリアナ黙認の礒︐国が

AΨ議簿る臨

⁝する掴と︑ただちに交渉を行醐 を知れ1﹂

驚議鋸齢然

とびだす二瞼閣畢ばかり︑このよ
うな光麟がつづいたQ

﹁今園の園胸は二つ︒ひとつ
は︑中川科学技術庁長官の懲岡を
讐さんに伝えること︑そして︑科

できない﹃デービス論文﹄への反

学的に到綴うけ入れられることの

諭である﹄という綬酵科学技術庁

だ第三回大平洋地面簡脳会譲は︑

鋳金局次長のあいさつではじまつ

っての血戦でスタートした︒

文字どおり︑デービス論敵をめぐ

だが︑その枯果は︑これ談での

原子力論癖と擁慰︑﹁億憲﹂や

う人たちにとって︑臼本側のデー

﹁投壁は絶対に許せない﹂とい

かわず︑平行線のま家で蔑わっ

舞賢徳
へ︑沙継

海洋投爽の蜜全性を強翻ずる日本代表団蹟2臥グアムで

ビス論文への反論は︑﹁鴎闘的ロ

﹁あゆみより偏といった方陶に向
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通薯
る面癖について検討を進めていく

かにしていた︒

必婆がある﹂との考え方をあきら

題躍雀では︑こうした嫌えをふ
藤えて︑将来発生する再処理急用
を現蕉から料金腺伽にもりこみ︑

離鎗金としてつみたてておく﹁核

原電敦賀

処理建屋を﹂部撤去

の東諸に鉄筋コンクリート造りの

難巖︵延面穣約酉単方耕︶を斬濾

する︒濠だ︑放射線響理を強化す

るため一般釧水の放射麗モユ縫包

モニタリング装齪と連続サンプリ

を行う四つの繊麗を新設し︑遠読

櫃井県と敦蟹帯は十二日︑日本

全協定を︑今年七月三十日付で改

敬賀発臨所との閥で誌んでいる蜜

まだ県知輿から碍ておらず︑悪例

の︑自然公園法に塑つく許譲司を

密の安金剛蛋を終了しているもの

纏鱗麓改修工事で事前了解
原争力発題・敦袈発嬬駈の放射牲

訂したとき邉加されたもので︑今

液ろ過装醗建屋の新設・撤査など

鹿液もれをおこしだ濁在の洗灘廃

田本凍露の工取計醐によると︑

約三か月の予定︒

事髄は約十五億円で︑鋼索義軍は

は十月ごろからになる見込み︒工

今圓の工贋計磯は︑すでに題顔

廃液流嵐箏故をおこしだ潜放射性

圓が︑その澱爾蛸一号となる︒

ング裟麗を設鰍する︒

麗棄物処理婬騒に付属ずる洗濯廃

について︑禦前集解しだ︒この出

液ろ軸装燈篭歴は課金撤去し︑そ

来隼度からは黄体的に機器を購入

の設計などを主に行っているが︑

では︑この問題の解決策について

に︑しかも大羅に発生ずる︒猿研

−一蜜罵≡≡＝丁畳星王︻︸一＝＝≡蕊一1一蕾謹﹁讐⁝Tl⊥＝一≡＝≡謄罰−篇＝﹁三箪≡1需旧鼻三＝唱ξ﹇1藁≡嵩︻＝≡1

前了解梱度は︑襯升県と紋賀市が

が開らかになってきており︑ちか

原子炉の廃炉方法には︑大きく

だく翼つた放射跨廃棄物が一階期

を窮地に遍いこんでいる扁として

髄盗の知舜は︑とくに騰発途上國

エネルギー戦略﹂では小本のエネ 世界銀行エネルギー局憂は﹁石油

﹁エネルギー開発金融のリスクを

象た︑井上實策票銀行副頭取は

い﹂とのべた︒

答も積極的に取りくんでいきた

占められるにいたっており︑こん

日米科学櫨力

岡識蝿金合に出席

向坊晦原子力婁魏魏蝶理は︑日

響

≠調

髪

鶏に日素を出発し︑IAEA欝金

翻鼠疑が滲饗する︒新関氏は十八

原畢力婁員︑原藤側からは︑松井

大便が一般演説を行うぽか︑新関

B塞がらは︑田戸オーストリア

ぐって論轍が兇込まれる︒

子炉爆鷲については非難影戯をめ

て一⁝など︒特にイスラエルの原

子力研究センタ⁝矯脂攻黙につい

予糠審議④イスラエルのイラク原

般演説③一九八二鋸の要榮計画と

霊な議題は①園務局叢羅説②一

開く︒

ププルク富搬で徳二十菰圃総会を

でオーストリアのウゴーン・ホー

は︑九月二十一田から二十覧醸ま

照際原子力機関︵工AEA︶

AεA総会

冾ｩら一

ら敬り罎むことになっている︒

く躍裁購謎讐謝金をひらいて料金

分けて安金貯蔵方式と解体撤宏方

ン暖翠総量︶llなど

繊腐のあと︑仏漂子蝋纈を訪問し

ていくかに姻燕癒あて︑その墨体

遜上国へのエネルギー金融の蟹幾

会禽に撮翻するため︑十九騒から

来科学協力盗難会第七圓共岡議長

る︒

蔵見交換を行い︑三十田に帰麟す

戦略をあ選らかにするために開か

ルギー政策について講翻した小松

性を強調︑門世界銀行としてもこ

の夏至能力をさらに霞めていく必

簸小限にしていくためには︑銀行

同金議は︑二十一︑二十二の両

渡米する︒

ご﹇

腰避＝

属ご

直通）へ

乏監（03）665−983

技術営業第4書

料金原緬に織り込み
電気事業審議会でも検討

これ濠で︑料金原億に再処理職

トさせることになったもの︒

燃料再処理轟備金蝿度﹂をスター

運虻欝は猿子力発艦所の蒋処理費耀の憎穴に紺応ずるため来薙麗から核燃縛再処理華備金制匿をスタートさせる方針だ︒原子炉内

にアークソー︑炉内構造物胴にプ

し︑実験を開始する予定︒JPDも︑﹁解体廃懸物処理彌送一管処

ラズマアfク︑配籔用にディスク

Rの解然・切断には︑圧力容器照 釘技術開発﹂のテーマで来駕展か
また︑これとともに睾備金を無

原価への織り込みを極恕する方

税とするため粗税特別描懸法の改

カッターなどの機難が奮えられて

餅︒

て再処理蟹絹は議かなえるとの跡

正をはかり︑来庫度から岡制脱を

は︑縛処理によって園収されるウ

用が侮り込まれていなかったの

提にたっていたためだが︑そのこ

て︑どう切断するかが今鞭の譲
題︒

原研では詞プロジェクトのもと

に①計画②放射能辞鍾③解体工法

プを設醗し︑動力試験炉部を中心

に約七十職の研究︒捜術奮を勒即

射熊非破壌測驚技術開発④解櫨工

式とがある︒日水の麗炉技術は解

する︒

法・解僚機器麗発⑤廃炉添田除染

体撤叢を中心に進めており︑原子

トリ響価技術開発③配管系内部放

ンジエアリング②放射鮨インペン

ことを繍漂に︑①廃炉システムエ

④除染廃賜物ーーの照つのグル重
︵JPDR︶を山ハ十鋸に解体する

現伍︑原研では︑鋤力試験炉

廃炉欝欝の確立めざす
NにはJPDR解体

ランとプルトニウムの価値によっ

している晴点で︑予想される蕩処

講していく5XQ
このため︑今奪六月の通産雀総

スタ⁝トさせπい響え︒

みられている︒

の検討で構処理鞭規はウラン・プ

所から生じる便用猜み燃料の欝処

げんざい︑わが岡の原子力発露

理螢稲を潅気糾金原価に織り込

ルトニウムの墨田を上厳わること

むのは︑現κの継気の溝費薫が負

でに受入れ体制を凝立している︒

海研究湧翻所畏︶を発足させ︑す

技術開発⑦遼隔操作技術開発ーー

技術開発⑥解体に係る放射線蟹理

懸を予算要求しているもので︑研

敵府による廃炉軍術の研究潔発

麗餅軍術の研究闘発が昭稲五十

いる︒これらの機器をどう使っ

禽エネルギー凋朝食順子力部会の

み︑引瓢金︵無税︶として計上す

このだめ︑塞格的な再処狸籔照

の支意いは八O銀代後半からはじ 帳告でも﹁搬子駅内で燃料が燃焼

は︑英仏への運び込みははじまっ
撫してしかるべきものを︑弼来の

しスタ至トしだ︒

理については一部は東海薄処理工

しかし︑こうした再処麗費罵の

ているのは︑あくまで﹁現窪﹂で

ているが︑げんざいは︑象だ処理

電気の溝費蕗にQ掘させることに

研究所では︑九月二日付で﹁原子

は︑五十六嬢麗に初めて日本原子

七毎腿から取格化するi一︒科学 號開発の婁託先となる霞塞原子力
技健脚と通産省が︑陸墨開発促進

炉解依捜術開館プロジエクト﹂︵プ

し︑将来のエネルギー安定供給を

努力でこれを莞服していかなけれ

また︑第三セツシ3ン﹁關発金 ばならない﹂と強調︑門輸出入銀

を強期する発粛があいついだ︒

べ︑代婚エネルギー爆発金融の鑓

はからなければならない﹂との

脱石油存 もなう﹂としながらも﹁関係蕎の

9蒼§◎◎◎◎藁蕎◎◎◎蔓◎蒼◎◎◎◎◎◎套◎◎バ

今銀度は技工開発の調査︑欄器

炉の撤襲爵には︑運測串とは誤つ

対鐵特別会計の電瀞多犠化勘驚で

ロジェクトηーグi・野柑末雄象 力研究所に約遺像四千万円で震謁

などを進めている︒

今猟期より七二％増の九触二千刀

政府

濠るものと糖想されている◎

興仏に海外委瀟されているのが父

このうち乗懸工堤分について
あり︑再処蝋農用を支狐う際魚

康因となる便用済み燃科か発生し

は︑すでに樋煙がスタートしてい
で︑その費用を竃気隅金にもりこ

欝︒

るものの︑海外蚕隠勢について

に入っておらず︑プール貯戦され
なり︑費用負拠に窮して琶代聞の

墾

ている没階︒水繊酌な処脛がはじ

欝

不公平が生じることになみ︒

嶋驚渥嚇︑

融資の霧鐘性を強調

行としても過張十無閣の融資のう
代並エネルギー開発には膨大な

れたもの︒現在︑地豫レベルで石

國男顯薩雀黄漂エネルギー闘乱鰹

の五蕉間にエネルギー金融は一懸

輸銀脱石油セミナー主催
資金が必要だが︑圏際的に石油理

油への依仔から脱郎していくため

めには︑石油への依存を低誠させ

が﹁経済の安定をはかっていくた

五千万が／隼にのぼって鉛り︑大

融﹂と題して講演したY・ロパ昌昌 簗二％がエネルギー資源融潔で

融﹂で﹁世界銀行のエネルギー金

容から脱却していくために︑関係

にかってない規膜の代紬エネルギ

ていくことが不珂欠だ﹄と代替エ

このあと︑第〜セッシ営ン門新

硬性を強調した︒

薪は協力して陣壁を克服していか

ー開発プロジェクトがすすめられ

ネルギー開発の墾賊難を小調した

向坊氏が渡米

臼本輸田入銀行︵管内道川総

ており︑資金も膨大な漁にのぼっ

嚢

桟︶霊催の﹁石油代替エネルギー

ていることから︑その眼肉のあり

なければならないi︒

開発金融に闘する園際セミナー﹂

腰がある﹂と強調︒さらに︑エネ

懇な伸びを示している﹂と工累ル

ルギー穂懸に生めるインフラスト

のをはじめ︑﹁長期的観点から代

ギー趨門に強力に蝦りくんでいる

方について活冗な論議がくり広げ

舷エネルギー開発をすすめる必蜜

が十︑十一円の両鐵︑世界十六か

られた︒

日・ワシントンD・Cで開かれ︑

一十磁が接謝して察

翌裟難題は①一九八○無の購業報

醗から約璽

況③耀米科学政簾セミナーの報銭

轡②婁蕪ゐ皿二十雄報鐵需の灘嬬状

滞クチャー整備の愚管肇指摘

DOE副長賞︶︑﹁過慶の石溜依 つづいて講蔽しだ巾賑麹炎R露 し︑﹁こうしだ部門では甫中銀行

がある﹂︵﹂・F・オリアリー前 ことを㎎らかにした︒

が融擬するのは雌しいため︑政

窟ず金蔓であいさつに立った智

輸掲入銀膏海外融瀦部長は︑﹁こ

内挿齪総裁は﹁縄在︑石油欝給は

存から脱落するために強力に代

瞭の一疋の努力が望顕れる﹂と提

た︒

掛小ゆるんできている﹂としなが

れからのエネルギー開発金融は鎖

寮・竹鋸の同行講堂でひらがれ

阿セミナーは︑符抽穣概以後︑

お﹂︵G︒Y・イチョン・フィリピ も膨大なものとなり︑リスクもと

替工緊ルギー開発をすすめてい

一iなど︒

らも︑﹁こうしだ特期にこそ石油

濡した︒

代置エネルギー悶発に力崔傾注

醗礪含翌弘

噂㎝
一

｝… ｝

場でまかなっているが︑大部分は

電気灘業審議金をひらいて劉憾寝籔への織む込みを検講ずるとともに︑引当金を無税とすみよう粗税特溺描躍法の改正を大穫省に要

で核燃料が燃擁している晒点で︑その醇処理鞭絹を料金猿緬に織り込み︑引当金として壁上︑将来にそなえようとするもの︒ちかく

c
プαゲラム謹鷲金面でどう麗幽し

コストの面で実用が困難であった3次元解析などの大

㊤大阪営業所⑳名古韻出張所。東海・筑波・仙台連絡礁務所懸

團発射体の翼通／侵微解析

本綴／干！03東京都中央区賃本橋本町3−2倣（03）665−9711（案内）

醐蒸気管破断姦融解析
醗原子炉内仮想爆発雀羅解斬

わが国最火の1メガ語スーパー識ンビュ顛一タCRAY」1
を核とする《CRC複合システム》は、従来、計算時問や

鞠【

獣輝鮒な命題となっている脱石拙

騨

21

準率セ諦ユ鯵り隼多軸響難

則SCεSの解析封象薩聞継謹

P王SCESは、気体、流体、濁休の衝撃i春に灘ける非

遡原子炉内での配管破断による膿故解析

線形大変形挙動を、右限差分法により解回しますb

60

胴脚
聯耀

＝

隅
ム職

群

織＿＿ノ

CRCがひらく鯖報処理の新時代ですg

・
．
@
酬岬

魍票物の破壌
繍各種容器の落下衝撃解朽
鍾配管内圧力伝播解析
囲水申での懸発閻題
醗農盤掘劇解析

規摸解析も容易に処理。

鉄鈴〆ン製

趨るのは多少時闘ががかるものと

桑離

熱

園際魯盤かな重重となった代醤工歌ルギーセミナー

鰯緬碗

麟

解
ﾙ

璽

織纏繕轟
戦〆響干

慮繍離

鱗歯腔

箋欝エ諦）
絵員曝購｝は会費に臨む

議鐙書と窟58臼5欝

本原子力産業会議
鋼趨鹸鱒鱒饗轡
繋 議響〆

澱界鍛画水華の悩報処理システム

非瞭形大変形拳動解析ブqグラム
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岬
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三

カ

︐ー

フォースの望︒L・オ⁝スチン座 プロキャニオン原発に関して︑①

には︑﹁アワビ岡盟﹂を中心とす

る轡子力反対派が禦諮︑岡原発の

臨裟

鞭気がただよっている︒

Oその他、特殊機器設計製作

遡転阻止の構えをみせ︑繋癒した

○サンプリングフート

家解決の闘題はない②低出力運転

湾距

○各種遮蔽機器

耐震問題やその他安金性に係わる

核融合動力炉の

総総レベル騒騒果物

は先ず一時貯蔵

英が廃棄物雪曇

英岡の二尉性跳乗物論理訟間委

員会は︑このぼど︑騰簗物年報壷黛

それによると︑商レベル屍蹴物

りまとめ︑環境大臣に提出しだ︒

は︑少なくとも五十年間貯識すれ

○纏縫身寸装置

噛︶電力顛策蕎の鞍棚を壁んでい

果次輿であるーーとする鳥足を行

認可の発給はASLABの慰葦懸

詳細設計を作成

ステムの利用②パルス逓転のかわ

答易にするためのモジュール・シ

ので︑その段階で︑①貯蔵を勝続

ば︑その発熱麟はかなり減少する

憾閉〜1のいずれかを決定しても

②永久処分場に処分③貯蔵施設を

近くないと指抽︒そのため︑経済

性︑安全性などの画からの研究が

AFR施設で第

必要であみと強調している︒

一段階許可取得

西独DWK

西ドイツの移蜘料魯処理新社

ホットサイス：730嚥％

長は︑﹁われわれは︑他の︵公

離業篭の参加の荷無を条件として
っている︒

原子蝉建麗に入るには飛行機

ついて検討している︒

︵九一年逓開︶に高騰することが

鑑聞︶求たは二十︻俺豊イ万延

明らかになったため︑N王PSC ︵DWK︶は︑このぼど︑使用済

シャッター厚：：鉛50％

るが︑今回の握集は︑それら露力

いない扁と述べたQ

米アルゴンヌ研

米国のアルゴンヌ園立研究堺は

ディアブロキV聖節ン隙了力発
掘所のセキニリティー謝幽の詳細

このほど︑トカマク方式を利用し

ソーンバーグ知嶺は︑E鷺1理
事金の綴織によって︑これまで長
は︑公表されず︑秘騰扱いにされ

の搭乗手続きよりも厳しいチェ

ア﹂と名づけられ︑①炉の保矯を

この研究は︑﹁スク！ファイ

を︑とりまとめた︒

た発聡用核融台炉の訂調設副研究

い間にわたって関係省を織しめて

原Y力杁や製RCのセキュリティ

きたTMIのクリーンアップ資金ている︒︽SLABは︑同謝画は

前退したとして︑歓迎している︒

凋達難題は︑解決に両け︑大きく

していると指摘︑﹁特殊核物憾を

ー難件など︑すべての規定を簸た

ディァプロ髭躍所

禽め︑すべての行為が︑公衆の安

ックが行われる︵ディアブロキ りに定犠逓転の利用可能轍③トリ

対策の一部︑八○駕七月撮影︶

の建設断念
それによる訂認珂の返れの粘果︑

談騨遅延とコスト増のため

ノ︐リ 喜

アブロキャニオン原発サイト周辺

ASLABの決定を機に︑ディャニオン発再三のセキュリティ チウムの賦金な取扱い11などに

い駅讃がある﹂と述べた︒

全に野台理な瘤威とならない︑高

AStABが物
的防護計画承認
運転翻可へ秒読み
末国の陳子力蜜全霊認斑控訴会

業者と原子力産集騨か一億乃千万
所を防護するためのパシフィ

ディアブロキャニオン原子力発蹴

議︵ASLA露︶は︑九月十日︑

ストを分撰することになろう﹂と
が︑②遮邦政臆が研究・騰垂垂助

︑ク

示峻した︒

︵PG＆泡︶唇のセキュリティー

累國のノーザン・インディアナ

建設費も当初晃積りから︑相当ア
PSCO︶は︑八月二＋六欝︑ベ

︸

81L1

（377）

O3

TEL

∫1ξ》3く者β耳フ緯薄｝λ西勲歪宇葭4−8−10

TM豆除染費負担へ
全体のレ／4の一億九千方
米鴎の民闇の箆力噴内省でつくっているエジソン竃気協会︵E猛工︶の理噺会は︑九月十麟︑TMl一竃々機のクリーンアップ︵除
染︶のため︑E罵王加入の全電力睾鑑省に溝して︑除蝶費総離の四分過一にあたる一億九千二欝73妙を支払うよう紅霞することを綜
幽した︒この勧告が実馳されれば︑一億九壬一爾万がの半額を︑来電の蔑閉臨接廓巣管が費損︑残り単額を︑運紙中または建設中の

﹁民間の撫力購業茜だけでなく︑

他の徳力箏炎客や原子力産巣界

・ガス・アンド︒エレクトリック

7賊王のクリーンアップの資金調 ラル・パブリック︒ユーティリテ

さらに︑ソーンパーグ知恥は︑

金として一億九千万が︑③ジェネ

原子力発賑所をもつ民間亀力惣業管が負纒し︑それぞれ翫無﹇千六百万がすつを六副葬にわたって支出することになる︒

蟹絹の癒畠については︑七月九麟

も︑TM王のクリーンアップ︒コ

τM王二号 機 の ク リ ー ン ア ッ プ

に︑ペンシルベエァ州のリチャー

ィーズ︵GPU︶か二叙四千五齎 ︵物的防護︶謝顧を罷認した︒
この結果︑原子力翠黛委簸会

運転認可を出すものとみられ︑同

うけた︒これは︑贈蔽能力千五勧

貯蔵施設の第一没階の建設三一を

Oは八月二十六日の重役金て︑同 み轡料の源子炉敷地外︵AFR︶

ベイリー原充︵六十六力五千K 原発の建設を澱終的に断念するこ

Kは︑建屋の建設に関する次の段

建設しようというものだが︑DW

なお︑NIPSCOが︑七ナ
〇の
蝶AFR飽設をごルレーベンに

とを決足した︒
W・BWR︶の建設老輩濾︑一九

にたてたペイリー原発建設計画で

七鶴無に発給されたQ
同原発は︑ミシガン湖勲岸の風

開は七六雌の予定だった︒ベイリ

は・建設三一催八千七欝万が︑運

階の許吋を得るまで︑工襲に敵り
人日紬簾地をひかえていることも

光寒期な埆勝に設躍され︑付近に

原子力及対派は︑建設訂司の取

かからないとしている︒

．

・︸豪轟

ユーゴ初の原発が臨界

夷

消しを求めてリューネプルク筒鵯

ー隙発の建設の遅れによる不足の

陵雲よりも短かいパイリング︵く

篭

なわれてきたが︑今後も石鼓火力

あって︑嶺初から二伸派の攻獣に

に抗議し︑﹁ローレンヌ地方は炭

い︶の便用許朗瀬いを出した︒

羅

同鍵鐸傭裁姦

@織軽

蟹醒膿鴎鍵催断

総重量：（外枠含み）：約14，000k9

ド・ソ⁝ンバーグ知事が毯播的な
達に関して︑連邦議会とホワイト
ハウスに︑意発具邸におもむく考 万が︑④ペンシルベニア州が三千

分担謝薩を捉回している︒今幽の

鷺E王の淡定 は ︑ こ の ソ ー ン バ ー

千五轍刀炉︑⑥未飽用の保険金が

・パブリック・サービス社︵NI 運開晴期が大話にくりのべられ︑
︵NRC︶は︑九月中に︑低出力

七月に発薮されたソーンバーグ

イリー原蝦鯛発電所の礁設を断念

モーロワ齢梱は︑ローレンヌ地

ップすることになったため︒

発鷹勝の燃料三塁は︑聴聞の問題

方経済社会諸員会宛の欝簡の中

断念の理霞は︑反対派の介入と

これに対して︑ラアーグ工蝿の

三保誠できると窪戯しているQ

N銃Cは︑七月十七日︑ディア

した︒

九ヰ万騨⁝一それぞれ負陣すると

EE王の原子力一重聞匙タスク

となった︒

提案というのは︑総額選書六千万

万運︑⑤ニコージャージー州が一

えであることをつけ加えた︒

なっている︒

グ提環を金脚酌に受け入れた形に

鷺皿工の蝉嶺金︵カンザスシテ

クリーンアップ貼用を︑①電力郵

7Ml除染蟹分損針画を握酷 びにのぼると雄撮石れるτMIの いうもの︒
したソーンバーグ知禦

ないから︑新エネルギー由画の手

三十芳KW茄圧水型炉︶の建設が 早から切り離すよう難講ずるとと

同視場では︑一︑一一腎機︵名爵

ラアーク工場については︑モー

デモが展開されている︒

CGTは︑﹁フランスの再処環技で︑門新エネルギー計画秘誠後︑

シェルブ⁝ルの原

鉱地帯で原子力は必要がない﹂と

は︑今年三月・ベイリー原尭の土

ゴの倉露力の総六

岡発磁解は︑ユー

％を供給する︒

○フォークリフト用遮蔽窓

さ：1000％

ィで開催︶に出席したソーンバー

グ烈球は・岡 聞 の 譲 者 会 見 で ︑

︻パリ松氷闘在国日フランス議

欝簡を政雁に送った︒

もに︑外翼との契約破菓を求める

途における新エネルギー郡噸の冨
遣み︑

子力支持共同デモ

員もモーロワ首欄の磁簡は雲外だ

述べた︒また︑社会党選出地方試

七月一日・NRCの決定をくつが

モ

行政裁掴所に控訴中Q

彫力は︑これ濠で石炭火力でまか

長申講を行う一方で︑ベイリー・

NIPSCOは︑建設許鰐の延

ぽ

に翰る兜込み︒

さらされてきた︒姥設惇止訴訟も
派など無奏任な団体が住属に吹聴

えた︒CGτは門ローレンヌ地方 いまま・七九隼九月に建設許可の

出され︑工手がほとんど遣饗しな
工畢に反対し︑﹁核競落サイクル

の労働蕎および往蔑の利避にそう

三︑縢号機については構内にも融

穏ワ内閣は︑外国との既契約はあ
の職場が廃甜になる︒それは鴛︑

九八ご年には九百四十人

議は十月六闘〜八二に決象った
く象で瀬守し︑このため必要な施

押工編の拡張丁蝦にまわることに

している彫劣な説話に及ばくす

積極的︑豊実的な難解である﹂と

工を決めることもありうる偏と伝

が︑時期が切迫するにつれて︑ラ

設する力釧を確認している︒

設︵八酉沖のUP⁝3など︶を建煕曙機の姥設丁塾︑あるいは魯処

の締めくくりを保誼しないで︑原

る﹂と述べている︒

術は高度の水準にあり︑蜜全性も

アーグ再処理工場とフラマンビル

なっていたが︑挫愈党副膨にもと

子力畠瞳を追めている諾外團の一

CFDTは︑再処理コ場の拡張
全面確立している﹂とし︑﹁環麗

原発︑およびカットノン原発をめ
しかし︑それは︑新エネルギー

睡性を欠く行動の尻ぬぐいをする

有効娚限が切れた︒

ぐる螢威・反灼璽雌の対立が深刻

脚機は凍結され︑再処理工場の拡

づいて︑衝工されていない征︑四

歓迎の愈を融資した︒

められることを条件としており︑

謝幽の審議で︑典処理の凍覇が認

を睡びかけ︑政府

許可を繊したが︑逮邦控誹裁は︑

自に短かいパイリングを髄心する

しかし︑CFDり﹃支部は︑これサイトの鯉盤の関係から︑通客の

に三︑照懸機建設

とし︑﹁モーゼル堅連は︸客船に

ともに︑フラマンビルの労務蓄に

そして︑共産党選出地方議員と

・セーヌ原発についても焚蛮鞠派

必要はないし︑締めくくり技術を
弦工箏は憂 欝 派 ︑ C F D T ︵ 民 主

化している︒ノジャン・シニール

五繍象では使用隣

とりあえず︑日末や西独に十月十

を廼講ずる撚簡を

い﹂と述べた︒

題を取扱うよう命じた︒

に関する公聴食で︑パイリング聞

めたが︑それを変える意向はな

原子力規制委蝋会︵NRC︶

送った︒
まだ︑呉碧天のマンシュ県支部

沼エネ審議まちかにして

賛否の対立深刻化へ

フェシュ︑パンリ両原発では反対
み都料をフランス

勲請した︒

に鋤撫しないよう

西独からの杉購

は︑﹁狂鎖鋸が報道機関の支持を

カットノン原発反対を大多数で決

た放射性廃直物讐理政策をもたず

支配することなく︑また︑一蝿し

繕を積んだ懸道を

になっており︑失渠が購える不安

労速︶の反対デモで先行きが不明

この動きに対して・石炭嶺蒲を

止めたり︑エクードビルの鉱池か

視察のためローレンヌ地方を訪れ

えす判決を下し︑建設許可の延長

禽朋を

えて︑原子力施設の職場を脅やか
すことは評せない﹂とす

に︑外国の核燃料を受入れるのは

このため︑ペイリー原発の建設
ーロワ淺桐の欝簡はカットノン原

ら︑十九億七千六罰万が︵九〇年

一千聾欝万バ︵八九奪運閃︶か

すなわち︑八九舘の運訣辞疋が

が遅れることが必至となったQ

カットノン敵究については・政

発三︑載り機の濟丁は︑新エネル

たエルベ︒エネルギー櫻は︑﹁モ

G嬰︵総懸総岡盟︶が晃ち上がっ 偽蟄に応ずるのに必要な終業に限

論は着工していない琶︑四聖楼の

CFD﹁﹃は︑﹁新工場は︑国内発思した︒

撮されるべきで︑また︑既存施設は
ている︒

ギ1語長の鵠蔽後に決めるという 不可能になり︑建設職が︑十八億

餐抗して膜子力支持の共蕊覚︑C

顛嶽任だ﹂と批粗している︒
このだめ ︑ 環 境 派 ︑ C F D T に

に発展をみているQ

らトラックに積み換える施設を占

ワエ

拠するなどの実力行勤にでていた

で懸戴体制

斑境派も︑いまのところ︑

をとっている︒

イト・アンド・シ；

だか︑この環柳猟の抽走に︑フ

建設を凍結した︒これには黒駁
兀了す

だめのストやデモを展曝した︒

党︑CGTが反対し︑職場を守ることをいっているにすぎない﹂と

一方・C F D T の メ ー ル 濃 記 長
笈全性確保のための好理を

る求で長期にわたって迦休すべき

ラー．・ンビル腺発建設現携の労務蒔

だ﹂とし︑これによって職揚は十

述べた︒

態がはっきりするまで解決はでき

は︑再処理閤題は複雑なので︑喰

○大小遮蔽覗窓

厚

、

いる︒

壁厚：1600％

コールドサイズ：380ロ％

鉛ガラス と遮蔽機器

様

仕

〒160

コバルト照射室シャッター付遮蔽窓

二！聯〜

常

脚、

ノレ

が︑扉用を守るため・︶⁝ちまかって

熱よ

の対笠がくすぶっているし︑ゴル

再処理問題はエネルギー審議

．灘

@
@

難

回米
電
界力
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火力原子力

発電協会

﹁現行体鋼が最適﹂
米加の実態を調 査 比 較
﹁醸本の現行の原子力発電所運転藪∬蕎資格認定舗農は︑わが田の遜転体綴に最も辿讃したものとツりえられる扁ーー火力隙子力発
電技術協会は︑今蕎︑派遺した﹁来国︑カナダの原子力発臨所運転遭任者認定制脱舗に凝する調査団﹂︵団髭・都議累正常大教授︶の
報〃目欝をとりまとめだ︒同調査酬は海外の資格認定制臓の実態を狸擬するだめ︑今才望二週闘にわだって三園の調査にあたったもの︒

昇温器の開発がカギ

都市廃熱を住宅に
往宅センタ

ーが暴露

達する︒工蝿潮懸の質は多種多様

の特脳な需要を除いてはその蔭接

熱︵岡二十度以上︶は農水配など

利用は困難である︒しかし︑ヒー

であるが︑罠生用熱唱要に利用可

れば︑申温廃熱の場命と同様の便

能な中温腕熱も少なくない︒ゴミ

︶と大きい︒しか

トポンプなどの野湿機蟹を便用す
欝九万♂認︵司

焼却施設も︑その蟹は首都圏で奪

も︑廃熱温度が高いばかりか︑都

報儀は︑﹁都衛廃刀の多くは申抵

t

←

月には︑北海道露力と泊村漁鰯が

納入した︒

ト用鍛諸系を田本原雄筆研究所に

級の申性粒子入財装櫨原型ユニッ

定︒

に現地据付調整を完了させる予

同購源系については今月末族で

このような調査分析をとおして

と位躍づけたわけである︒

この会は屋上が︑動力炉と核嬢

・平河購の海運ビルで開鯉する︒

脳の開発について鶏年行なってい

プログラムは以不の漁り︒職鶏

るもの︒

陽﹄燃料の照購後試験﹂︵濃辺愚介

R硝本部k︶︑﹁高速実験炉﹃夕

燃料纏料興国緯錦︶︑﹁核燃糾ダ

︵武藤疋核燃料学長︶︑﹁集海難

ウンストリーム狡伽開講の環状﹂

畷業所再処理工場長︶︑﹁ウラン

処理解職の珊況﹂︵福田五郎廉泌

武男濃縮建設所長︶︑﹁海外におけ

濃縮パイロットプラント﹂︵村瀬

宿中区栄四一六⁝一一置

原薩に入会

露品〇

仁所坂駅路剛野

予一七圏

こんなときがINISの出番です

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

︑

RS（遡及検索）

のデータベースから、

とし︑田本の現行の運転費任薔蜜
絡制度は︑わが国の運転体制に最
も適命しているとの考え方をあき

濠た︑報告は丁賊−墨故後︑そ

らかにしている︒

市都に立地している馳設が多いた

用が絵鑑になるとしている︒

ゴミ焼却施設︵溝擁工樹︶︑工

め︑脅裏な都箔騰熱源と考えてい

霞誰住彪総意センターは都胴部

場︑火力蒲団所︑変惣施設︑筒圧

の教訓として米隙でとられた措躍

送臨地申ケーブル︑下水処理場な

における廃熱の滋藤利期をはかる

轟な住篭︒宅地があれば︑効率の

ため︑臼歯都南謝画学会に姿託し

談た報岱は︑臨黙の有効利剛方

て有効利用できる臨と硬論してい

低い発臨を行うことなしに熱とし

として資格試験の理論画の強化と

温の廃熱であり︑廃熱源周辺に適

その中で廃熱の燈船試蝉する

策については種々あるが︑一般曲

る︒住宅のエネルギー鱈蟄は︑暖

当脚技術助雷管の乱曲をあげてい

る︒

ほど﹁宿禰鰐の立地における都衛

と︑まず最も大きな廃熱源は火力

には︑その源腹条件によって趣い

えられる︒

は︑箏鍍発生塒の対応のさい︑顕

廃熱鰹エネルギーの鞠効利矯に関

発鷹所であり︑その鍛は卑承軸力

どが謂

像現象解析等を当慮擬に助雷し援

する調査﹂と題する帯鋼をとりま

房・論湯および冷跳といった中低

るQこのうち︑巌臨技術助二暫 て調黄研究を進めていたが︑この

助するのが購錺︒

方が規定される点を指摘︒厨温臨

らの舘襲は今後急速に鱈照するこ

濃の黙購要が多く︑しかも︑これ

黙︵利矯混塵薔度以上︶の場禽

には工程内予黙︵工場などの場

篇内だけで無一千三賞六十一瓢万︑ゆ

禽︶あるいは発駕に利罵できるQ

腸︵石鞠換舞︶に遷する︒しかし

その報告によると︑都宿内に

廃熱湿股は低く︑有効利用に際し

だめπ︒

しかし︑報㌫は﹁電力窯祉から
の趨笛によれば︑蟻蜂書者の設搬

は︑潮騒の門末利用照エネルギ

﹁その設獄は過渡的なもので︑将 ー﹂一1榔市麗熱が孫在してお ては愈愈組置磁化あるいは蝉温化

とが予想される︒したがって︑佳

はあ翻り成駒していない扁とし︑

ゆ温廃熱︵同気＋度以上︶はその

宅をきわめて蒋望な

轟墨

都市廃熱利

を検討しなければならないとして

馬源

り︑﹁これらを萄効に濤鬼するこ

温度からみて︑騰熱濾旛設内では

来の運用については︑さらに検討

いるQ

とができれば︑都尉の雀エネルギ

に適蟻な熱愛蟄があれば︑暖禽・

利用が瞬難な部分が多いが︑周辺

されるもようだ偏と擢岱してい

次に大きな廃黙源は丁場であ

一

給湯などの熱利罵が可能︒低温廃

り︑その雛は馬差糊︵⁝都⁝⁝藥︶

ー化に大きく欝与する﹂と強調し

で奪に八薦七十九万♂泓︵同︶に

﹁r﹁

衷た︑加途臨源についても栂界

1卑

撮大級の翼菱織を使贋︑窩遜︒簡

！ i

が長びいているだめ︑可能なかぎ

精慢の三三鯖彿が行えるようにな

！

ることが望濠れていた︒

制佛紅燈および制郷園路から霊

っている︒

りこれらの手続きを囲碁に処理す

JT−60用

粒子入射装置テ

野騨三菱総研副祉長︶︑門動力炉

講演﹁八O年代の技術蘭新扁︵牧

開発の概況﹂︵飯田掛凱麟理富

呵当為墨壷機器への信勢のやりと

バーによる光雅号を使用︑ひんぱ

岩芳臨劇躍爆瓦︶︑﹁新型転換炉管

長︶︑﹁核燃料開発の概況偏︵金

スト電源を納入
東

んに発生する短絡現象に対して耐

りには絶縁性にすぐれた光ファイ
同地域内の共田町︑懸濁には︑

重書︵佐波正一社祭︶は︑この

芝
北海造士力が出力五十七万九千K

備②各町村にまったくなかった公

設準備へ同け︑最終ラウンド状愈

漁桑捕償交渉で貿結するなど︑建

応を発生させるためプラズマ温度

演の会を開催

路炉の研究開発﹂︵関農道炎AT

ノイズ性を向上させ︑蜜定な運転

共下水適施設の鮮備③老朽化した

︵﹂τ一60︶用として︑想界最大 が司能となっている︒

文化・体育施設の整備⁝⁝などを

それ結ぶ困道5金線︑曲調線の整 の礁設が謝画されており︑今薙六

Wの原子力発霞勝二星︵PWR︶ほど核融舎臨界プラズマ試験装灘

のといえる﹂と舷んでいる︒

新しい町づくりの機会を嬉えるも

な妙々をもたらすもの︒いわば︑

打開・経撫に慮接︑騒擾醜に大き

﹁阪子力発露所の立地は︑地域の

づくりを分析した同レポートは︑

電豫肱地にともなう新たな地域

1

都衛の並験な臨黙源としては︑

また︑カナダでのTM1対応にている︒

る︒

心とした一貴した掴抽命令系統の

に︑﹁わが園では漣転責任蓄を中

こうした殉囚の資格認疋制嵐の

ついては︑﹁縄手では理論薗の教

聖︒

下で︑各人が連携︑協調をとりつ

鵠厘の変更はまったくない﹂とし

冑を従来から晴晴しており︑資格

と分折しているQ

それによると︑まザ氷54の源子 力の向士をはかろうとしている鳳

雛性︑

つ鑑務を行う体系となっており︑

力発電所趣転向に対する簸格は
笑態をふまえて報焦幡﹁制肢は各

的確な状況判断︑操作の

﹁原子炉運転員資格扁 ︵RO︶と

これに対し︑カナタの資格制肢
国の岡狛によって異なるのが当然

ている︒

だ﹂としながらも﹁カナダの方が
操棺の醗認の臨ですぐれている﹂

門上級隙子炉運転員費格﹂︵SRO︶
は規制蜥局と竃力会社の間の相互

より身近に感じた篇と報告︒さら

の二源顎︒このうち︑嶺総懸︵S 獲麟閤係のうえに旗り立っている
のが特色︒出格の穂預としては当

償k︵SS︶と制勧室漣転員︵C

s︶は上級 継 子 炉 運 転 鼻 負 格 を も

RO︶の凱種頚があり︑来国と爆

な拠簾を捉爲している︒

と低い生産畷しかない総桜では︑

全道平均と裸婦して︑八劉程展

漁港や関連施設の整備をはかるこ

力ある額づくりを﹂ーー通過轡蟄

﹁みどりのなかで︑登かな︑酒

通産省岩宇地域でモデル計画

活力与える電源立地

つよう行政揚導されている︒また︑

勧綴錦員会による筆誰試験に倉令

似しているが︑資格擾萄は原子力

出櫨幾制曳は恥力会社の磁位であ

管理龍力の画から︑現胸︑靱入も

り︑圏の資格認走制腱はないが︑

した皆の印から亀力会祉がゆ請す
る形となっている︒試鹸で磁認で

検認申︒

懲懲は米国の資格制凌について
きるのは知議の弾幾だけであり︑

どうかは占用鰐である俺力会社が

斑仔感や昏埋能力に適しているか

﹁制勝を難じて規制嶺局のもえを

り︑さらにこんこ規制を強化・％

徹底させることに矯ぬをおいてお

最も良く知っているという了え

道電力が︑送内の原子力発電所の

源エネルギー庁はこのぼど︑北海

る︒

機構的に行うべきだと捉申してい

を約一億度濠で加熟する享段のひ

とつとなる装掘︒JT−6⑪の中性

扮月9日目鋤燃

るウラン資源探査の現況﹂︵橋本

︵総計二万KWのビーム入慰︶か 動力廼・核燃料開究箏業照︵瀬

粒子入尉装躍は食謝十四ユニット

報告と講
とによって沖合漁桑を酒発化し︑

中性杣子入射凱灘は︑捗脚台反
沿犀漁業については︑獲る瀬業か

連絡会を積極活用

にある︒

興モデルプランをとり濠とめた︒

また︑従業資九人以下が七〇％

指直している︒

ら爵てる漁蟻へと転換すべきだと

建設予定としている饗箏地域の振

それによると︑認識地城に建設

内の経済活力に︑﹁起爆剤﹂とし

を蔚める工渠では︑発臨躍進巖に

予定の原子力発霞所二蟻は︑地域

ての役劉を果たすと分折︑生活︑

電話〇三一留一五五一

原型に入

区赤坂闘一七−一圏

皇祉長牛嶋敦雄践住所名害屋

川北羅気工業︵株︶

三八9

一丁ごハO

氏住所新循影戯兀町八多よビル

好一資源旗雲︶︒

z／／レ彰

語と終演の会﹂を＋月要田︑鞭虫

源系は︑これらの十四ユニットの

川正男理華商︶は︑第十四回﹁露

必蟄が生じれば巻︑能登などにつ

製作に先立ち︑一ユエット用の敷
能をあらかじめ極証することを目

︵株︶葵蓉悔報センター

門水竿ビームを引きだすための加

に入会園長溝川穂匡氏住所描
かも︑これが近鋸さらに長期化す

この職諸系の機器は①混速の中

的として製作されたもの︒

原κ

ら構成されることになって36り︑

いても新設し︑間鵬解決をはかっ

許認可手続の迅速読めざす
豊麗省は憲源立地許謙吋手綬き

ていく叢え︒

ともない︑関連工業のひろがりを

を迅速にすすめるため︑魁源立地

教曹・文化など地域社会全体に大

翼長愈︵各雀ぼの嵐先機関と国方

原子力発出所の・V地は︑事繭調

ムノ回納入した原形ユニット幽鬼

建設乗については︑建設凱登の

宙治体読無畜で構威︶を籔極的に

でに︑かなりの長時間が必塾Gし

査の開始から発電所が運開するま

晃威すれば担界最大規梗となる︒

増加に対憾できるように︑﹁体獲

濤遇していく箆鷺だ︒同連絡会は

もつ金属・機械設題の進出が望ま

腸毎地域は︑北海道酎西部の積

強化をはかるため︑呉詞体の組成

要対策璽要黙認地点を対象に随階

れる﹂としている︒

丹￥嵩の酌耶︑日添帯側に位醗す

が必要﹂と評働︑商業では門協菓

の箪敷牲を指軽しているQ

る︑神患内村︑油村︑烏黒町︑岩

化︒峰岡化による個別繭店経営の

きな波及効果をもたらす竃源立地

千人目昭和玉十五卑税在︑三十五

内町の四町村で立論︑人口三万五

群鶴されているものだが︑こんご

鶴語〇五二⁝一一五一一七一一一

屑長滝山鰹介氏

鼡纔Z九一一一〇一

六−一i一〇

T灘六〇

倉理化︑共嗣店舗へ整備︑駐峯場

賑語Ω一τ五ハニー五三二

するデスク盤35よぴ箱形盤1一な羽衰柏村集久氏住所欄台布長町

一盛瓢一−論ハ七⁝一二一二

TELO2928−2−5063

〒319−11i失城県那珂迂紅≦象海封

っています。

予一〇七
年比一一一一・一％減︶︒道都︑札幌

速慰源②水素ビームを発舵させ

が許認酎手賢きの疑期化︒げんざ

ついては逐続十秒まで可算で︑こ

どで描威︒とくに︑ビーム入漿に

代客取舗役高四天冶

︵株︶黎成エンジ篇アリング
原痕に入会

昭和鯛機︵株︶

る傾向にあるQ

い︑御鍋立地に必塾な許認二手汚

原κに入会

電源立地を健嘉していくためには

ふがめていく必要があるため︑そ

きについては︑三十三の法律に

︵株︶偵台放送
さらに関係機関掴加の意志里心を

の一声の溢用をはかっていくこと

てのもの︒

のような長時闇入射は世界で初め

僚持する鶴激③全体を遠隔間作
る︒

の整備が望まれる﹂と級んでい

塵浩環境づくりでは︑憲三曹法

になつだもの︒すでに︑原子力海

もとづいて六＋六の許巻町が必蟄

その一つの層累となっているの
ていどの雛離にある︒

衛へは︑鉄道または藤で二時閣楽

灘鼠︑工業︑建設業︑斎堂︑銀

などの交付金を鹸大限に活用︑脆

といわれ︑さいきんこの芋二期闘

干九八一一電詰〇

光︑磨業という地城の重点構造で

弱な紘活環騨遡鐡の強化をうたっ

雲所関係では柏瞬刈羽︑川内︑共

斯茂ケ崎貰一
は︑調職のとれた町楽つくりを地

和・泊の三地点に謡講ずみだが︑

麗体酌には①領導と函館巻それ

ている︒

の鍼体簾としては︑鉱に次のよう

況潅源で活用すべきだと展望︑そ

か協力し、年間70，000件の文献を石瀬気テープに収

（財）原子力弘済会資料センター

録しています。藤木の担当機閏は臼木原子力研究
所ですが、総総サービスは側〉原子力弘済会が行

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、英文抄録付きの文 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。

NucleadnformatiolユSystemの略称です。60ケ翻

ユ974年以降最近まで

る磁気テープを使用して、利用

IAEA（躍際原子力機関・ウイーン）が中心とな

毎月一回IAEAから送られてく

り、加盟国の協力のもとにすすめられている国際
的な原子力文献情報流通システム，intelnatlonal

笑することによって︑運転蟹理能
︸

︑

北海遜初の原子力発爾所建設予定紬屋宇蟻至

一∴

SDl（定期検索）
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スペースの確保︑遮へい壁の強化

対象機雛への馬脚性の凶夢︑作策

箸極寒設㎡面での改罠が行われ︑

乙

露

されるプラントに反映されるとと

五＋六年鹿以降設罎許朗麟認のな

（i局弓葭力鍵裂の場合）

では作業員の被ばくは従来の細五

巾のプラントに実行冨能な範囲で

こっしだ豊によって︑BW獄 もに︑げんざい建設中︑建設離備

た︒

作興の自動化︑遂晒鑑がはかりれ

】，02G

の一に減少すると期待される︒

こんこの方陶としては︑これま

分の二︑PWRでは従粟の約二分反映されることが期待される︒

このうち︑許認証については︑

可晦謂に係わる設備区分の基水方

また︑CRD鶴里炎換装磁の改第 ステップとして︑工恥計醐認

業鯖間の短縮と作業の自動化・遠

よび添付轡順作成の鉱本方針の標

謙化をはかり︑籔一ステップとし

て工襲計画酪添付轡類の頂圏︑幽

魂響を統一し︑フォーマットの標

搬化を行った︒こんご︑さらに冤

臨しを行い︑工繊鱗画認司の附確

◇

化︑効率化を進める︒

三次改悟標準化計画が昭秘五十六

をはかる必要があるQこのだめ第

原子力発癌の鷹野にあたって

無目からスタートしている︒

は・軽水炉の驚極化がきわめて量

る改擬標藥化罰画の嚢溺は非常に

要な繰迦であり︑そのなかにしめ

大選いと蔭えられる︒したがって

こんことも努力してこの計画の推

宮民ともこのことを十分齢覚し︑

なければならない︒

進に鍛大隈の努力を傾庄していか

体
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艦

ントには上表のような改縫讐をと
り入れることにした︒

まだ︑鵬二次改良標躍化プラン
トの璽本仕横は秘事の通り︒
・・：ご3二︸．：3＝二拳＝7傅＝．5噸；

留一｝…

での改良標準化凝畷の成果をふ競
▽被ばく低減対策
このほか第二次標蘇化では①設
えながり︑信繍陀の同上︑作業桜
BWHについては︑保守・点検備②建屋璽本旨灘と機羅配獄③耐
霞設計④筆算計画認珂開違環頂1 被ばく低威等を〜目すすめていく
ことにより︑田本型軽水炉の確立
一について検討を行った︒

る︒

．i乱調下部瓢

及ひ

・

こうして第二次改鍵標準化プラ

り織輩化範謝の拡大をはかった︒

隈苧炉側の工程を短脱するとタ

が加えられたQ

ービン測の工程がクリティカルパ
スとなることが予想されるが︑本
格点検の分母などを尊慮すればク

2

織ヒ

整

ジ儀二丁肖量の加減が期待でき
る︒

第一次改騰漂踏化は昭灘五十年

理を施した伝盗難が開発され︑濠
た灘外のプラントで発生している
デンティング防止をより完全に行
うため︑讐支搏板の材鷺の改艮と

ラ冨ん／蒲圧注入ポ

隙円物型

」．部

ﾙ寝三園）

㌧

階画がスタートしな︒

減を国籍ざした軽水炉改提纈雌傷

弊の向七および従漿員の被ばく繊

授術によb軽水炉の信勅較︑線鋤

嘩化凋査羨員窯が没置瘡h︑臼エ

化調査愛縫盆と原戸鱈力発電樫饗歌

箕十年に搬予力能面設備故幡羅穣

このような状況を踏濠え︑昭和

の一二ともなっていた︒

は任民の原子力発慰に対騰る不安

第二次改良標準化計画報告から

糠鷹省が進めてきた第二次軽水炉改良橡牽化計顧報告猫がこのほど濠とまったQ昭箱欝＋薙
からスタートしだ第一次甜画の成果をふ渋えて︑さらに大糧に性能アップ︑鰐棄の沼本塑瞬発

て邸くされたものだったが︑その
こ悦．U囚κ化をはかっだ蝦匠果︑現

占め︑わが国でも高等麟殖炉が削
磨的に酌凝化するであろう瓢十一

蕉ではほ球この囚比侮を磁臨して

題はないが︑導入後しばらくの間

軽水炉は︑安全性の蒲からは問

いる︒

匝紀摺回帰では︑その婁力となっ
ていくものみ逢えりれる︒

したがって︑この軽水炉をわが
園で定溢させ︑堤走した運転を維
この垂垂を推巌することにより
つ蟹のような成果が甥重︑︶れる︒

一︑簾守点換作漿の的確化指よ
び機器の﹄頼白陶ヒが図られ︑プ

：

とになろう︒

リティカルパスは逃がれられるこ

lkg／醜）

よびISI装躍の弾棋尊により二針・工蟹墨画欝のフォーマットお

隔化がはかられた︒

また︑放購遡源の低下対策とし
ては鉄︑コバルト簿の発生騒の低

さらに機器の信頼性の向上響によ

減と︑その除去方法の改良があり︑

り︑保守の勤率化が期待される︒
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ド

の轡写翼をあきらかにしたもの︒以下︑概要を紹群する︒

設備利用率．
は75％以上に
⁝：⁝⁝⁝⁝⁝：概要・：：
わが顧の原子力発露規換は運転
トラブルの発億等による稼働翼の

も十分満足のいくところまでたっ

低下により︑三遷性の㎜で必ずし

わが属の軽水炉技備は︑当鰐来

て寧硬な課題となっている︒

中が細千五闘万KWにたつし︑金 持しうるように努めることが凹め
轡徽設簾の一ご％を占めている
が︑そのほとんどは軽水炉だ・軽
していなかっだ︒蜜た︑このこと
ラントの稼鋤郭の岡しが期簿でき

れ︑格納伽舘囎の大型化難の改罠に

蔑から五十二犀度にかけて実施さ

9の向上鴬が図られた︒この閉果

より従業綴の纏ばく低麟︑作業熊

一︑作間スペースの確傑︑機器

る︒

配置の改良︑画嚢贈餐の陶上など

は︑弟一次洋算艦プラント億振と

により作誰戯の捜ばく紙滅が図ら

れだプラントに採用されている︒

してまとめられ︑その瀧に設備さ

れろ︒

一︑陽一設藩の撹器を翻り返し

一二機︑PWR
では川内一号騰︑洩賀二野機など

鼻嵐噂機︑頂岡

ﾌ的には︑8WRでは福舗第二

製韓することにより︑礒頓性の向
上に建就つ︒

一︑桟器・材轡の園丁傷および
訓鐡駐産が脇能になり︑塁壁性が

第二次改簾標確化計画は︑第一

があげられる︒

次滋鵡の成果を踏塞えて︑昭m五

一︑安金謎詐を含めた設計の膿

向上する︒

翠化︑串請諮嬢の標峰化を羅るこ

爵晒では︑機器・システムについ

十三礁麓からスタートしたQこの かるとともに︑耐観劇♂の薄切化

：

やプラント周辺部の野外憂欝によ
が図られる〇

て一側の改燦を賑うことにより被

とにより︑謹認両型漉きの効糧侮

ばく紙滅および稼働率の鵬上をは

価

・．＝．﹂勘＝二．．曹8；二・＝卿・の＝幡⁝3・・：鴇需：〜＝ゆ脚・・書櫛●：覧需：﹂碍＝二＝3＝＝讐噛：﹂ご⁝脚＝何3＝

一︑磯器鄙品のプラント問の葺

評

性を一趨向上させるため特殊熟処

冒；ご＝印繭；＝Q＝＝＝＝〜ξ﹂・：昌ξ＝

換性により︑建設︑保守の効韓化
解ご＝＝：3劇●：・

⁝

⁝作業貝被ばく・
：：

口大幅低減へ

・

哲穴形状の改良がはかられだ︒

働宰は中間点横巻籾十日として︑

BWRについては︑一部プラン こうした改蝦蟹によって時間稼

▽信頼控と稼働酪同上

トで発侮した応力腐食黙れなどに

なり︑設簾利用藁も紺七五％にな

改良標識化プラントで約八0％と 康子炉容羅盤一体化概造物︑蕪気

PWRも原盤炉側作業について嵐︑スタッドテンショナの改農お
ついては改良が行われており︑倫

発生雛水系内作業用マエピュレー

頼佐の大幅改露が期待される︒法

ることが期待される︒

タや同溢賊袋醗の開発警︑關漣設

た︑炉心の出力分布の平縫化︑無

BWRについては定期検蒼作業と樫数の燃料検葦を並行して実施

▽定期検鷲の効率化

れた︒

功能なシステム熔の改鉱がはから

備の開発を行うとともに燃料移送
による運転性の商上が騒られてお

のクリティカルパスとなってい
る種子炉側作業について検討を酬

こうした改良によって改擬標準

リチウム同位体

3249

的愈諮の拡大など炉心設副の敗良

される︒

り︑週輯中の馬荷餐ら改罠が期借

PWRについては︑一部プランい︑燃料交換のスピードアップ︑
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﹁畢急かつ幅久的な解決をはか

月の鈴木ーレーガン会諜の結果︑
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処理鷺醤四＋九沙となっている︒
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に必要な鵜縄磁界珂予続きの円滑

赫難聴の円講な実施②㎎前掛蛋聡

が追湘されたことにより︑囲峯力

一︑こんこは︑本陣五月の鈴木

え︑岡懸したものである︒

な霞施③糧調欝淡定後の各穫詳多

夕冷的には①蹴調凌雲驚蔚の事

としている︒

追棚する②難止観地促進功労者表

彰制醜を朗設するllなども報岱

わが圏では︑げんざい嬉調審を

された⑪

通磁している原子力発霞短慮懸は

五十九鉦末まで︑環海鴇処理濾設

一︑今回の共岡決竃璽は︑昭租
理能力濠で翻める︵一貝O・七沙︶

はかる②熱処理蟹は設計簸簡処
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齪の影響竃冨縛するために漁新守

るかについて︑睦細ね虐蔽毛払議

ある聾RC筋は﹁これり八層の いてハ湾日り内に︑①照動静傷を

大きなマィラス影瓢をうけ︑投勤

ウァノト・スーソt尋につけて 炉Pか麟儲撃にとこまで耐えられ 運駈ゆ不醇紳となる隈界佃②駄衝

酬構内への侵入t ゴムボートて海から侵八プ訊けた

の侵入︑篭写醐辺の運搬から厨を

了︑NRCの認可まて秒晒みの雪くくって発

認可に必噴なすへての窺蛮か終

はならない﹂として︑企出力込瓢

鮎み入れろやいなや︑仔ちかまえ

かとることのできろ鍋墨⁝⁝につ

誌十人が辻捕された︒瓦馬軌近辺

一等四人の一フモ防も︑翫上に足を するよう唆橘した︒

このため臼趣勤の摺辺は︑たた

氏みたが︑同田夕力までに約四墓

降に入った︒

H繊細器炉昼d嶽分の闇︑μ衝撃 減らすための炉心構も監吏②撫磁

このような難局を切り抜けるた

めには︑まず第一に︑淵誰一番倣

と︶から防護する点ですぐれてい

スとの聞ても︑国移のb力協んを

で︑今年褥めには︑来国とフラン

このような蜜態目無内にラア⁝

︽

ク町場への四通群搬入を了疋して

恥措直斐け入hについてもハ目月に

推︑その征︑営門隙了力楠隅の禽

却水韻度の﹂郵③競きなましによ

墾の霧笛を緩相するための襲懲冷

ていた懸解によって逮抽された︒

に瞬えられるか︑数猛禽以内に偽

には︑約千勇蔚人がキ或ンプして

何りかの汐蒲錯置が無難になるか

ちに駆坦化︒浄※から反対派が集

臼人︒このうち

訂は全部て一王

この結果︑一干一欝課での寵抽

員たけか︑これりの点についてア

反対派によるテモ︑ダり込み︑

いたようである︒

西独電力懸念表明

もも慮しなければならないと指

緊急警報装嗣の

セル︑ノユターテの三原発でも予

いるヒ7ルガノセン︑ウンタへー るが︑灘盤事故などの訴しい食態

ては︑解外販ムよりも縷閉禽理や

摘︒テfコミノノ欝ニングについ 山田しているQ
繭独では︑ミソテラン汰統領が

想されている︒

外田との契℃は3り︑このため拡 遮蔽隔離力戯か最心であり︑コス

嗣については︑地墨寸地の髪口︑

米NRC

期限半年延はす
とに期待しているか︑反刻派の圧

トも碧くつくとしている︒

力に︑無爵かとこまで抵抗できる

たのに﹂といっているQでし 弘←添を行うη床を行っているこ

仏の燃料搬入が停止要請に
西独のRW 甥の動張について決短宅島わない

て︑再処理が延期される憾合に

︻バリ松添氏家員

は︑礁醇の追族を待って︑保舟二

場合には︑住用揖み卿到を風発ツ
フランス政暦が画独孜恥にロー爵 イト内て衛慰しなけれはならな

を來蕪二月一臓まで延期つること

に附する単期騨凝縮置の設短期阪

台︑土木丁嬢が手間取るため︑省

山であるのに対し︑地下立地の場

r宅はじめとつる諸財力︽報は︑

で︑便用食み弼君を︑閏会におけ

しかし︑ビフリスの賄威用プー

を決定した︒

これは︑卿子爆発灘撃て繋令事

二十一億スイス・フラン︑ヒ・五

薙になると訟舞している︒

瞬拶内の住民に︑甲鰐に︵卜漁分

態が発生した携畠︑原子燐かりト

レンの鞍置を義携つけたもので︑

以内に︶繁配る伝λるためのづイ

たた︑復八器冷却に関してスづ

であろので︑地下立地規所は河川

スには痘切な人τ貯水池が望み溝

洗域に霊園されるひ︑河川痂城は

細に可糺と宗論︑そして︑岡じ地

地下立地で研究報詳
スイスの原子炉研先協会は︑こ

スイス原子
炉研究協会

安全性は比較的有利

は・八月干七臼︑原予力発毛所
事は︑反対派に澱して︑舞鍮な封

るエネルギー謝勲の審訟か終わる

ルは満肩で︑フランスに諭診てき

十八侃四千万スイス︒フラン︑五
鎖をやめるよう無告︑﹁反対派の

までフランス領内に搬入しないよ

ない場台には︑西独の泌簿にもと

かに不ムを挫じている︒

出足が勢いのは︑公衆の支持が少

うに慶請しπことに︑賀い不安を

品脅鑑を先に行うとしている︒

般公

づいて︑核轡料を取りだすことが

い︒

ないことを反映している︒

感じている︒

RW瓶は︑ビフリス原発B︵暫できないことになる︒岡払では︑

か宮琳塗測よりも︑立地の融通性

関する研究命乞をまとめた︵赴邦

のぼと鯨ぞ力発部所の地︸V地に 下∬地といっても︑入工特洞の力
いる︒こうした薯懸の発殿につい

がない場台︑取りだしを凝止して

に指定されていた︒

二心期隈は︑当初︑今慨七月一口

搬入するということで︑両二十三

となろうとしている︒

地下蹴雌は︑原子力漸滅所を外

人口霧集地に近いため立地が凶維
それによると︑地下立地は蝕甚

が為いとしている︒

式の懲吋なしにPG＆E絆の研有み旧制を九月中にプアークユ懲に

ならば核蝿料取諮え一画を繰下げ

地に提入つれば︑たたちに燃締す

ンスの隅念が罵処理とプアーグエ

U逓転休止を誕広している︒フラ て︑RW鷺では︑﹁わかっていだ エネルギー褥がらの蛋兀下垂︶︒
いては︑隣勝発の遜転に軒灯の態
羅WWp

ると驚佳を発していた︒これにつ

用当千は︑既強力釘ど36り︑江 三イ刀KW加取水型炉︶の便用済 再照合丁場で奨入れるという保訟

と述へた︒

衆は︑もっと罠識をもっている﹂

リンルイスオヒス承㍊の地力愁

った︒

フロ熟ヤニオン腺発の慰偏にあた

竹ハ︑ヒ薇人か配偏され︑ティア

て︑川重︑泌穿︑訟岸騒伽通なと

これらの反対派の勤きに対応し

すぽとてあっ九︒

で︑︸封鍛剖購は失敗！﹂とみな

タイムス紙ね︑ゴエ臼蓋け円躍腋

いた︒このため︑ロツンヒルス・

していた動員塑を汰脇に下回って

人集まったが︑反幻源か蟄初子凡

続しはじめた︒十二欝には約三で

をめさづ⁝アワヒ総懸﹂な

との貯ゴ力反欝欝の︑一か月削か

紘阻

ティアフロキ﹃ニオン滋発の遂

明を出さなかっだ︒

明らかにした︒なお︑ロバーソ委

ぜ列に糊して腕顛にのそむ優勇竃

て︑翼RCの五人のうち四人の登 いくつかの閂匙か解決されねけれ
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三島︑

これまでの政権は︑原子力開発
れのエネルギー政鎌と原子力霊気

ように︑国会は︑十月に︑われわ

る︒

物三千万KWは︑碓設を先成させ

は︑趣紙を翫ける︒建設中のもの

源子力発馬所一稼七豊田＋万KW 力は︑エネルギーの解決なしには

この国金醸酒は︑捉集を繊訂し

なかった五か軌の発瓢所の工賂は

つために︑建設にまだ恕手してい

しかしなゆら︑討磯が惣味をも

る決定は︑ひとつとしてない︒と

FBRについては︑緊轡を要す

金を無えられる︒

の二つの分野は︑とくに醸論の賦

証炉︶が運開するのを徳たねはな

ラアーグ再処理工場一﹁フ

ラノスは再処理契約を藤窟し︑

いずれに旦よ︑はっきりしてい

受け入れる﹂

購逸増轍炉︵FBR︶と再処理 契約が結ばれている外国燃料を

存在し響ない︒

に対する涌極的急度に檀威霊誠を

よって承認される︒

を騰議する︒霧黙黙果は︑投粟に

発が放藁され︵代わりに軽水炉が

に説明する機会となろう︒わたし

反論を研究し︑淡定の理由を選民

一九六九琿に︑響鉛ガス脚の開

強化つることで刻応してきた︒

議も濾づ︑関

選択され︶たのと同じように︑こ
れまでの政府隠︑

すのは︑決して無顧頃ではない︒

ノクス︵原型炉︶とスーパーフェ

らない︒岡楓の手統きは︑フコニ

︑削に︑スーパーフェニノクス︵実

にかく︑新しい副醐にとりかかる

民滋主穀とは︑多くの時聞を得る

は︑その艇果か︑・13定的なものに 字数される︒鼠残塁讃のために︑

ために︑わずかの跡を失うすべな

係薔の意見も聞かナ︑罎らの原丁

がますまづ裁発する︒民モ田な訂

紬果をもだらさないたけに︑それ

ことは不心事である︒一九八一年

われわれは︑このようなやりゐ

対逓送を生み︑反対趣動か薫製な

で︑フランスを統治するつもりは

民主的討議で決める
国民に開発への自覚促す

エノクスの建設に纈用された︒

にきったことは︑数々の憩讐を生

フランスて社会塗義者か強力を

け入れるということた︒

契約が緕はれている外揺卿贋を導

フランスは︑罰際契鱒を碧頃し︑
のてある︒

翻慣と舞気力は︑反対篶と登威

スーパーフェニノクスの逓開は

壱を対Mさ旦る︒このように饒陥

んだ︒われわれの相等劉と交渉相

戸が一部でなされたが︑これは︑

手に対し瓢鑑を与えようとする垣

先璽な資料をつくる階悶はある︒

再処理に闘しては︑研究・開発

案をするためであった︒これらの

いう族でもなく︑それに低わる提

は航背されるのみか︑弥化さえさ

の改罠コ箏は始められるか︑また

れるだろう︒現在のラアーク工場

われわれの協力と技術移瓢に鴎

鍔力は突らないであろう︒

それに対つる争は︑それ自身︑

ぼ統けられるたろう︒そして︑雰

塗が将来の刮画を決定づるQ

わだしは俵認てきる︒われわれは

や︑われわれが聾凍結ふてあろう

過去の製碧ぞ大切にする︒いわん

する意皆は恥くならなかつだ︑と

購凝の将衆について再処理しか解

わたし個人の風発としては再処

陥に罰したというにはほど︑漉い︒

理は必勲であると慰う︒使用済み

新しいエネルギー瀞の貌見と︑そ

グラブリーヌ発電所1一選心中の轟轟は選転を続け︑建設中

契豹は実行されるであろう︒

こと帽少なくとも不用惣である︒

決策がない現在︑それを強定する

一至

建設中のスーハーフェ一つク

運開を待ってから決める﹂

鞍懸
曝

いてはスーハーフェニノクスの

ス⁝⁝㎜FBRの漸規醗藏につ

≧

朗ゐ力︑すなわち民ヨ瓠盆主敦の

ノハにおける独立した政浩・祉盆

化石ユネルギーに乏しい︒ヨーロ

フランス︑さらにヨーロノハは

わる︒

一﹃鹸後に︑少は凶によって凱

わっている︒

の闇には︑嘗に長い期間がよこた

の入規極かつ押算のとれる利用と

一⁝︑新エネルギー凋は︑旗簸段

しだものではない︒

一︑秘一〜力とその技循は︑凍結

のも︑

熔化を獣ぬがれない︒それという

耳の問徽なのである︒

原子力がどういう比挙をもつかが

︸九八四年と罷足されている︒始

貌人はとうたろうか︒

カーヘノハーストのガス逮心
分離機のカスヶートQ

鍵欝㎏
O︒

の一部技婿導入による閂化プ

イレリスも︑その建瓦幻離調は

ない︒エネルギー滴鑓構魚の中で

し︑彼らの将爽にかかわる決箆の

引照つることは必蟄であると窪幽

化された褥議は︑鼠盆4義に侮し 動の数訓と︑それから瓜のための

それゆえに︑選挙遮動申に︑フ

画
の足ふみから濃

源子力発臨

碓Uとつぬれていた殉処理廃

峨リス蔭身の二

ラントの建︐侃︵村二億ポント︶

発bれるか︑イ 穿物の処分も︑フランスかり

伽箔藪の鈍化が

揖

している︒したがって︑運紘ゆの

設に難き︑禽61し揃五擁トン観

逓個中の一薫トン︵SWU︶徳

の一環で︑カーペンハーストで

とのこ薗禽弁蟹山門ウレンコ扁

︐

ランソワ︒ミソテランが発物しだ

餐金兄は︑フランスが趣了力を

腺子力及対薫は少数である︒

訊は︑貞∬埠登みだづ︒樋対的な

る原則が︑ひとつある︒つ京り︑

むい︒南鼠姶︑とくに誠員を製し

主載﹂と同じように︑脆弱なもの

れることを勲っているQ
鵠に倉理愚なものではないか︑

さまざまな理曲から︑原子力は騒
戒心や不蛍を引きおこしている︒
ひ

汰郡門がむ笑に払駕する見通し

総投資の身分のこ︑約ニヨ億

だ︒

握をめざす能力姻強を進めてい

ウfンスケール︶の釜中孟子炉 る︒ウレンコ全体の受注総額は

潔ントは︑セラフィールド︵旧

分の︷︑℃に央・西独分の二尊

る見濾しで︑イキリスは乏の避
の設謝能力は千二魯トン︵ウラ

懇懇サイクル産業にも明るい見通し一

水三二脚は大き

来の爵鑑榔田てある繭赴贈知三

雌心重重減の魁 か決まってその糟についた︒将

択も︑不侃への遍応此力の虫で

了疋たか︑二QOO葺まてに海な援恥である︒
外の縄爪炉から＝千トン︵ゴ難

覇の決たに痂えて︑二＋トン／

関κも︑穏二＋万KW実費炉王
の申骸の爽㎏核粥群議餐︵BN に今後の懸爪炉分を加えて四F 州の旧工場は︑稼働駄を繕とし

と︑五十トン／年の再処理施没

奪のプルトニウム耀料加工髄設
笈か確保されることになる︒購

の検誰が近んでいる︒

再処理から出る欝欝ウランの再

立し懸る︒今圃の原ぞ力発臨

嚢糟に琢用される︒

FL︶はすでに醐舞的屋難を確 トンと︑1七千トンの再処理ゐ ながら︑マクノノクス炉蜘艸の

への迫応をなしとげており︑そ ずみ︶のぽか︑国内のAGR分瞬いしている︒一万︑ガス鉱薩

先に眼瞭化︑つまり藤織炉蝿討

近驚︑科國の

を引き受けているQ

PWRは設劃調整作業中

ン︑町︶︑八○葺代￥ぱに稔働

残開発にふり向けられる︒工場

RP︶の建嚢︑およひ関趣の研 でに二千トンの濃渦能力を製す

酸化初賜料再処理工場︵T110
十三転ポンド︒八O年代累ぱま

凸建設体制の定翫までには︑摺

こんどの引画の︑瀦ウたない

だ︒

露な蘇数がかかると見るべき

懲であり︑イギリス型墨引や製

染︑行政の悪筆をともなう大憲

環備に珍離しなけれはならない︒

れの政治が鼠3的ね選択から生ま て︑相撃をうけ︑捉恥や霧察を示

けたいのてある︒そして︑われわ

となろう︒われわれは︑それを蔽

一九六〇鐸代における﹁石瀬万能

原子カ一辺働は︑蓑期的には︑

からたQ

けでなく︑瑚脇にも支購をきたす

ギー翻は︑単にわれわれの経済た

くないQなせならば︑他のエネル

原子力を上蓋ずることは望まし

きるたろうかQ

なると仏じているQ権威空嵩は反 少数の旛設に数か月の歳れをきた
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民闘ベースで協力
態懸来年から 詳 細 研 究
菱蟹瓢派趣禽会はーヒ目開い陀ん撫月柑更r︵︑瓦く梵足ダる門院疲ワラン凝轟糠蝦鰻塚飛昌禽扁︵仮榔︶に参加することを欝欝
に決．曝しだ︒磯州は将来窪田内に田除協力によってウラン磁蕾プラントを建設する方餌て︑粟㌻からそのだめの詳擁フゴーノビリア

・スダティに入ることになったた

口となるもの︒田老ウラン凝循フィーノビリティ・スタヲゴは︑これまで政雪曇ベースですすめられてきたが︑今域の同研究委磯a

イ・スタティをスタートさせることにしており︑Aア回発足する縦羅ウラン磁雄藁至重飛瑛鍵余硬このヨ幽に協力つるだめの鼠策測ぜ

C

プ
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c

c

に聴聞へースで門欝穰ウラン綬触

を反映

C

⊂

ティで資小出蟄比堪など政府だけ

難燃へ⁝スに拶稔βることになっ

ース曳莇力越一7われていたのが︑

なったもの︐これ気で︑赦筋澗へ

は貼亘奪．んにもの﹂との愛蔵詣の

なかで︑同奮発が蔓猛ε為たこと

ルトーが三聖な間磁となっている

な鷲編をよひかけだめと︑﹁逆ト

のと懸つ﹂と頚桶閨隔へ岡り餌た

理贋に岩川氏と蔦動修氏︵難民覚

このあと︑識争にうつり︑南帯

歓浬めいさつが露礁された︒

たのほ︑フずーノヒリテζ・スタ

では対癒しきれない門慰について

ーノヒリティ・スタティは鞭測

も検討が予驚されているため︒フ

ξnにようと︑瓢口竿燈向は逢厚

いて管底口㌦を鼠熱しだ︑

よる実力繊止を蕗習化していろ﹂

鐸繍的溝んし・嚢欝に⁝

譲

国響
ぜノ

毒
麟懸
写︑薯響

コ

﹁

ー

支〆る呈本邸躍倉について一綴倉

ガラス囚化を申心に︑動力炉・贈

摂していろ︸と︑目

八繍三隅一時から︑東幻・薄山の

に甘競る撫封の翰神がみつた漏．﹂

も調い技婁

淑融講瓜左エ影藤鱈脇カ月血a には亭越した疑畿︑A扇︑蔓行力 モートコン︸ロール技監について

高山葬儀勧で同調費塗鉾としてし

とを指渋し︑購入の薩偲をしのん

君開κ凄業気団が研究開発を得っ

aL︵几呼酸劇倉聴︶の濠緬かト があった扁と癒へたあと︑そ疑を

めやかにとり行われた︵写翼︶︒葬

だ︒

施戒︵CPF︶が先臨している◎

ており︑二野二日にけ︑その研究

bか瞬の島レヘル魏華物処理は

本の協力に対づる期肯磐のべた︐

焼軽員長は臼沢駕一郎田本原子力

主の進藤一夫段につついて︑経瞬

一A匿A輸送容

このあと︑白沢算緩蚕員鮫︑遵

機影を前に齢激甚は︑︸戦山門

界・極力界などかり多くの友入︒

発毒相談役︑喪主は飯男一丈氏︒

のめらゆる困難を過して臨気管鼠

愚︑一一⁝貯瞬こに蹄娩け襲〜しだQ

欄人かつぎつさと撫附に進み漉

Pから経団連て

器基準委を開催

の発展に尽力されたたけでなく︑

つついて艦別式に移ったが︑13

堀人的といえるほζ︑仏麗にして

皿眼りない事与ば駅D磁まれだ﹂

一い．5．刀発

のたかに放射睡廃ギ物誉閉し込め

﹁ンンロノク﹂という爵鼠君白

教授と懇談

沸の女全納認袴に離

おもな改蕉嶽は︑象ず︑拶題を

原苧乃発臨書

の隅角確婦蟻に閉する協譲潜﹂と

し︑協ん当蒋訓︑4として新たに大果

が︑今圓これをしりぞけて艶治省

蜀︑第一次公開ピアリンク︑亀源

斯における蜜金確保沼策を溝じる

に灯する揺媒監編の査閲等︑鼠賊

撫麟

紳

れる︒

験瓢・大手町の瞥団高金館で開か

翻暴轟盆﹂の

この委員会は︑IAEAの﹁放

下部組織︒一九八ゑ卸に散熊が予

射姓物質駄全輸送

^全輸島滉灘﹂のうち︑飽用漬

んされている﹁1A温A放吟牲物

み蝿濃縮虻矯瓢賑の︑幽験裾蝕に門

潤規則はρが口の﹁原ずか鳥脚

づろ改鷲藁帰﹂網嚢けつる．﹂疋︒

質払扁一船留責至広﹂欺との聞拝

で︑これり開係紘令に・拙きな影響

授南攣滋の鮭礎となっていつもの

目強敵酷は︑IA￡Aの要湾に

宅与えるとみられているQ

もとづいて陶委鑓会を藤本で閥愛

力を噸λて︑君木成文東工大旅子炉

するにあたって︑民間各機関の協

海外からは︑累︑仏︑西独をは

を巨匠︑粟鮪をずすめている︒

しめ︑東ドイソ︑ぶーラント︑ス

ト名か出席する︒

ウェーデンなと十一か田から肖ご

田本側瀟瀟先は科亨技術庁原子

力蟹全濁核灘材周制認︒

二十八日に

原産懇開催

凹本原子力漁業会議は来だる九

原慶

開発のあり万について︑目妹との

ユ呆クラフで︑第八十八圓除子力

墨下魏魏︑張バ・丸の内の日本

と日ム﹂と題する講疲を聞く︒

材蝦蟹から﹁アメリカ飯術の低藏

講談靴聞渠押本社編集局綴付の木

技術を研擬し︑このほど帰翻した

ンターに招へいされ︑凍国の懲学

今回は︑累田ウィルソン研先セ

潔k懇談鼠を開く︒

協ヵの朗能注をさくるために来目

係蕎に纏えるとともに︑こんなの

シンロノク法の成製を臼ムの関

鳩撫した︒

藁㍍

臨馬繋姥研iヒス旗雪国締役らか ユ学研究所疑遊食長とする轡伽金

授︑農政戴中冬聴力調紘！4︑野材

科大致授︑渡辺武雄索人名鷲被

れだ︒縦舷側からは︑ん舎臣嬉狸

が関の頭海大学載友金館でひらか

いての懇訟鼠が珂六団︑乗ガ・銀

る僧職を開発したオーストラリア
よた︑V入月徴については︑こ 国鼠人単のリンクウソド戎捉を招

町と小鉱町か加んり71だ︒

れまで晃鵡所に饗凸な廓脳が嬉生

のため必獲と認める鳩倉にゾ入り

についてら兇難し︑虚報噂騒騒囲

対し︑県内の原子炉に装碕さ為る

になる︒

開発調整奮愚輩ユ狸へと進むこと

岡際呼予力機関︵一へLへ︶の

い掘動を行ってきた故人をしの

月二十八田から五臼関の凹程で︑

輸磁谷ム鼠壁理準技硝委員禽が九

に止郵に対して月柄をこめ︑賑広

沢に田中六助趨甑人ぼ︑渕電敏

にまで証した︒

ひ︑鯵列薦の朔は乗場の舛のげ門

と故入の攣人をたたえ九Q

あと︑国入代表として丑次郎東光

人阪企ね長銀の弔辞が代筑されだ

建物江南が解壇の働に立ち︑﹁召

四︑万十二難に瓶いて四七臼︒投

八にちかり︑血石翻や代紬エネル

ら︑源子力をとりまく惰路の変化

激はこ十ヒ臼︑即口開熟さhる︒

琳︑源簾︑興銀︑薦晦趣︑東綴︑

に対応し︑勧鋸識蟄箏故の敦調を

いのは遺憶た﹂と指摘︑門これま

ととろき︑台意形成へ霧隠い一歩業協食︑陶毛書募集℃策組目︑同

焦かずようにと︑責黛協冠見酸し

ギーの虻みかなされたことがな

で反灯派の・榊のみがあまりに大ざ

帥象︑同大外ガス協禽︑迷乱コン

ハス協愈︑同トラノク協叢︑岡医

鷺白︑三筆車工から代戎がメンバ

となっている︒岡委員鼠箏華壇は

をふみだした︒

体けっきのとみり︒

目本L氷亡累協ゴ出k支部︑巻晦

一身▽§一V焦＄り

充無滋強足洗重製錬趣博脇隣訟︒ する寛弘瀞﹂かり

郵よ艶響かに夕ゆ会︑鞘階原．強力

地乃団盟︑民d冤折月照遥合黛︑

圏拭犀新濁呉覧郭趣激浪︑爵潟
鋸﹂る一と．由りかにうだいあけて

黛♂ゾ阿醐身︑犠阿県を鰹かに℃ろ

懲門倶融L㌔r義所逮倉︵ム︑瞬β呉
まん︑その四︑体煙嵐についてけ

い鬼

津が紬遷して入践活動を張力に血

岡決銚に韓藍が黙ししている田
の声な遠海が無視されてきた股省
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﹁腺免耗齎無月とだ力にふり対決 会︑鷲門陳凶工畿趣倉♪︑圓建縫⁝

しようとするものてはない偏とし

伊方三号受け入れへ

リングウッド

く貝旗の鼠塀にある大多数の邸民

ζ

クー3ートi構組脅︑同工慰謝盟︑ の躾望が鮭されていた︒

腰州が来年からげつハ細蟹尭の

c

畿﹄

ハートラーはよたきよっていない の上にたって仏く三飯各瞬と熱上

屯罫譲ウラン巖縮壁強暴が担憲︒

ーとして参加することになる予疋

同研究擾員象には窪m憩︑動 と発駕したあと︑ しかも︑この

ｻをかみたβことになった︒

力旧触は属図＼ースを簸に耀しい

騰韓

優Zにより︑日疲ウラン誘漁協光逗対鋤力は︑販チ力嫁鑑の瓶愈

︸ても域難癖購がでさろことになつ

惜重る．﹂とになっており︑臼卜舗

もUEGA︵駈崩四砿て砺戯︶が担
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