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れによると欝欝は︑急展開する国際エネルギー悩艶について﹁漸堀の実惣から離れた端端な原黒眉格の引きあけは︑石翻の消費抑制と

めの共岡の努力が強められるなら︑罰際石舶南場での意図晦な働繕変動をある程段まで抑制できるということを鄭突に示している﹂と

こうしたエネルギー対策を推進

たるのが蔵本腺劉﹂との考え方を

政策によるエネルギー危機弼服への努力をあらためてよびかけているQ
以上にわだって養毛されてきだ石

していくうえでの星本的な蕩え方

明驚にうちだしている︒

脱石油
れるという状況が規われている﹂

油興品の価格蜘での絶鮒囎絢利性

について捉臨は﹁対鑑の具体的な

強講︑
﹁凝だなエネルギー算盤の描築
と懸盤し︑これを﹁國際鰯油衛鵬
も︑いまや失われつつある﹂と指

罫瀦撮糊魏凝鮒

に開けて﹂と副題する今回の提蕪
での衛場メカニズム作罵の園褄と

展開過程では︑政府と民聞との聞

いるQ

は同会エネルギー政策懇談金︵山

予力や石炭などの在寂灘の石油代

摘︑﹁いくつかの儒痩磯では原

具体的には﹁エネルギー鮒鍬の

る︒

の動力を租捧的に癌かしていくた

分野でこんご長期にわたって民間

もいうべき現象﹂と撫置づけてい

で果たすべき役罰を剛確に区分す

田敬三郎委澱憂︶が約一郊間をか

ることか頃礫だ一と強調したあと

けてとり萩とめだもの︒

は大きく迦乏している﹂とし︑価

螢エネルギー濾との聞の繕格関係

捉国はさらに︑﹁このことは消

lルギー彊勢については﹁無界 費国でエネルギー刷懲の幼率化あ

それによると︑蕊ず蝦近の照際

ると即断するのは許されない﹂と

鑑登考えると石油晒蝋が糧盤化す

できるということを如気に承して

突発的な変動をある程慶濠で抑制

ば︑田際為痴帝場でのダ惣的かつ

へ陶けて國瞬醜にも国内的にもエ

gは一九八○鉱へを﹁二十一甲紀

た︒

原発の放射線管
理状況を発表

・一＝レム︑講賃い作業蓄が0・

レムとなっている︒

箏故による放出臆は命証れていな

剛力の福島第一原子力難鵬所が○

放射線下での作業が多かった東︑駅

舞で台斜四万九千八百四末︑三稜

騒は︑一倖間に二欝錫ドラム欝換

また︑放射性悶体廃際物の発隼

濠わるとしている︒

を加えても︑放綴管理眠雛値を下

三八レム︑繭者の平均でO・三六 いが︑岡hでは︑この推定放出職

平均被曝線蟹を発幣社別にみる

通κ欝鞭源エネルギー庁は九月

に麗し︑賄蔵設徽劇物は麹﹄彗三

保惣壁は岡二十四万五千七十六本

遡鷹街
ご十㎎隈︑昭和五十五難農の原子

・六一レムで簸も高かったのに

と︑配慧の応力腐食謝れ短策など

力発臨所従蛮薔の被瞭状況と︑放

所が○︒一ニレムと鹸も低く︑次

騙し︑澱本原子力発電の臨海発露

万一千七引水となった︒六基の原

め内乳した︵蓑︶︒

麗殻廃瓶慰撫鯉の実軸をとり燕と

は︑トラム鉱財藏設備かほぼ満杯

子力発亀所では︑三月疎現翫で

いでQ・コ﹂ジムの九州庵力・鼠 子炉をもつ東鼠亀力の観島第一原

る︒

海腺子力価憲所の源となってい

それによると︑従鰯膿の級曝で
は醸子炉鰐規鯖泓に麸つく

口承に

添された瞬間ゐレム︑求たは烹か

で︑規粋は約＋二万四千五嘉承の

からは︑約八千本の斬膳回護備が

は︑すべての原子力甕十二に36い 認識設簾雛辮をもち︑さらに十月

となったが︑そのこの設備拡張

て放出懸二三標値を下まわった︒

蕨能力に本鞘はない︒

便用可鮨となる予疋で︑当画の貯

一方︑放射弼醜諏物のうち気体

よぴ請負い作鑑琶を禽副した従凄

今醐の錐説には︑今卑四月に義義

もいなかった︒餓力会牲の祉鑓36 駆蹴物諮よび液体町着物の悪弊磁

月三レムの一二を越えた畜は一人

省数は三万五千九角五樋四人︵餉

化した臼家原子力発庵︒敦賀発駕

一帽＝二＝︾ー丁田コ﹁︑

が︑さらに燈ナカ悶樹に対するπ

1問題に穂穐的にとりくんできた

湘一＝二

総被曝線膿は一万二千九酉三十ニ

芦：＝7一；＝傅擢7一

鋒麗一五％趨︶︑これら従事者の

一；＝＝一一

所の一般排磁路からの放射能洩出
曾扁＝騨二

レム︑平均被曝線蟹は︑仕員が○
一 二一﹂＝
とうったえ︑政厨の積榔斜な三惑

しい認灘をふかめるため︑源子力

楓式の多満了に対応している︒

それによると︑一次エネルギー

を蟄請eさらに︑放財性廃忌物処理

に占める石蚤狐存捧は︑グレード

展開を求めている◎

に対するパブリック︒アクセプタ

ことが敵影だ﹂との4萄え方をあき

霧縣商工会議所

別委員会を設置

原子力推進特

三では四二％となっているQ

ースに関係なく四七％︑グレード

ワシントンに

でいく力到だ︒

子力聞発聞融に積鞭的にとりくん

しい知識崔身につけ︑青森県の原

こんご勉強ム翻せ篤くなとして直

になったもの︒

一で五万％︑グレードニでは薪ケ 開発鍬嵐特剛表員会を設けること

処分間題については﹁原子力発電

ンスを得るためにも極めて薄薄で

とくに︑代替エネルギ；闘発の

については﹁解決すべき聞題も多

あり︑側々の企業のワクをこえた

申杉船役圃りをになう原子力開発

いが︑戯画する灘大の課匙は電源

短編だ﹂と通気噴業管の努力とと

らかにしている︒

立地の促澄と建設U；ドタイムの 協力体制により問聰解決をはかる

もに敢臆の強力なりーダーシップ

などのウエイトが期加②わが岡

心としたものになる③欝エネルギ

きく︑颪災構造も第二次舷業を中

助同盆議所副会頭︶を設羅した︒

進特別叢聡会︵委蟹長・田串虎之

会漣絡協議金の下に原子力開発撫

顕︑同会譲勝エネルギー間題懇訟

送にともなう米濁政羅との交渉の

力発竃所の使用済み螺料の海外輔

中部磁力は九月二十覧田︑原子

連絡事務所
ー館鑑や二業構造の転換によっ

拠嶽として︑ワシントン趣幽静務

総懸働工会醸厨は熟月二十一

鱗され︑エネルギーのGNP弾性 協掘象は摺森地区︑弘前地区︑

所を設餓すると究無した︒場所は

は今後とも日工貿易への等量が穴

仙を0・七以下にすることが甫能 騰北五地区︑黒猫地区︑県幽地

て︑エネルギー翻敬隈の拡大は抑

慈︑むつ下北地区の六地区に設醗

関によって行われた長期エネルギ

第一次石旗危機以後︑多くの機

設立された継識・同鼠識筋では︑

を統括するために昭和烈十鰹郊に

されているエネルギー問題懇鹸鼠

から酒事を開始する︒

西合力の撫驚燐と同じビル︒十月

ワシントンD・Cの十七番籏で閲

一

A−F年次大会 子今力図闘の徳Aと−新F政戯摺次i大一会舟は間︑の﹁成稼

こうした食を遜じて代替エネルギ

ー
ー下給の誘査研鋭は︑経済の規模

ていなかった︒

瞬民生甑や継済躍動は明らかにし

らかにしたもので︑予測時短での

ョンとして石炭とともに源チカを に対癒したエネルギー魚鱗蟹誉閣
あげ︑﹁鴛余的︑政治的な問題が

望％にまで濁めたい扁と述べた︒

多いとはいえ︑発急ではを体の二

子力関発動向を搬上する上で親旧

果扁を野調テーマとし︑今優の原

となるプログラムが組まれてい

ンシスコで開かれるANS大会参

る︒嵌た十二月囲βまでサンフラ

五億③可処分所褥はグレードニの

②可処分所得はグレード一の一・

原子力学禽︵ANS︶冬期大会へ SS原子力発磁所なども訪問する

IF︶一九八一鋸盤次大会と米羅 ハンフォード麟立研究衝︑WPP

の＋六日間派遣することとなり︑

し込みは隙配・業驚課蕊で︒

は十月一††六臼︒購い台わせと旧

参鱒費は約偽十万円︒しめ切り

団員を募象している︒

一月二十五臼から士薄歯田まで
ス︑ストック蜜視ケース︑レジャ

調葦は︑グレードニを標準ケー

予定︒

エネルギー政策フォーラム議長が

二瞬間にわたって開かれた初の

一・五侶1⁝としている︒さらに の参膿を同報とする視禦団を︑十

の可能性について︑向坂戚鋸国際

開かれる来圏原偉力産業金議︵A 舶の他︑ゼネラル・アトミック︑

二十九臼からサンフランシスコで

田本原子力算師会議は︑十一月

原票︑囲凪を嬰藥中

参加で視察団
今回の調査では︑一δOO葎京

％︑三・七％︑五・六％の三つに
ギー庁長宮は︑

の役翻﹂で︑堤佳辰田本経済新聞

﹁エネルギー資源と新エネルギー での平均経済成張勢を谷間二・O

響二十九日には︑セッション3

中部張力

が進み︑濃林水離繁︑鉱業︑食料

i⁝などと繕論づけている︒

機械︑輸送機械︑商業︒ツービス

トが少なくなり︑一般機械︑露気

纈査難業〇〇〇年経済を分析
科学技工13資源調沓所︵児牙勝 構造の新展開に関つる調血報岱篇

O年の脊済構造とエネルギー羽島

飽にも大陽熱や地熱なども強力に

ガスは藤本的な三つの穏であり︑

阻隔−一門置蚕鴫野＝轡−一隅﹁冊≡箪遵1一冨二竺墜⁝1一琵一冊一蕊一憎＝1π＝＝蕊ヨコT﹁ll聾へ

それによると①勲業構遊の転換

品︑心心︑金属製欝などのウエイ

エネ弾性値儲以下に

闇＝竃＝＝＝一＝＝一＝＝一一一調隔＝＝蟷＝輸一＝一＝冨＝＝一一＝一門＝篇扁＝一門冊寓一篇層＝闇＝＝＝幽＝＝＝曽二＝＝＝一謄＝一一＝＝一＝＝＝＝曽扁＝＝鱒＝輔寓＝一＝＝一＝＝＝

盤の強化が不吋欠の蘭握条件だ一

門外由南場経済不では民聞の融塾 めには︑エネルギー簾鼓の経営騒

絡調でも︑い旗エネルギー跳趣か

るいは石油依背度の引き下げの

の石蒲蹴給は短期的に大編な緩和

転換期にさしかかっていることを㎜的灯動か問題解決の原動力であ

いうのが蟹本的な警えカ︒しか
いる﹂と︑その臣軸性を強調︑各
ネルギー需給の鷲たな秩極形成の

儒営＝馨＝二＝；髄＝＝幽＝魑＝薫篇＝凝鷹＝＝胴＝＝＝

ための共岡の努力が強められれ
状慾にあるが︑OPECの髄格蚊

し︑報㌫は﹁イラン箪命後の国際
囑が引きつづいて脱石油へのとり
ための白質を固めるべき時代﹂と

こうした基本認識をふ躍えて髭

石胴亀勢のなかで鰯鯨すべきこ
くみを強化して国際エネルギー情
とらえ︑総禽エネルギー対第の羅

強調しているG

と﹂として﹁市煽の実態からかい
勢の笈驚化に宥与していくことの

⁝に磁力をあけてとりくんでいく

一⁝階蚕一丁塵藍韮﹁﹂蚕一門龍一ヨ＝＝1＝蕊︻三＝欄冨1一幣≡二﹁二

ことの重婆戴を餉鐡に36しだして の分析を行った﹁エネルギー無給

﹁石油からの脱出を﹂

いしとあいさつした︒

おし励めていかなければならな

この後︑﹁技術開発政鐵﹂と融
するセッシ﹂ンー特別講瀕か行な
エネルギーの開発・曽及︒促追の われた︒まず小松國勢費源エネル

油への依右肢を瓜減し︑嗣脇に新

嘉応巡警の国際シンポ⁝開く
鷲エネルギー財団は︑九月ご弓

ご︑蕪と名づけ︑国民生活の程度
エネルギー構造のゆ︑省エネルギ 性について︑M・クラインEPR

想照し︑それぞれグレード一︑
ため昨無設立されたこの直立が︑

ーのいっそうの維進︑石油の安定

論説委澱が磯敷エネルギーの経済
エネルギー藤染シンポジウム﹂を

新エネルギー技術の強力な抵羅と

供給と並んで総禽鮒な代醤エネル

﹁きわめて脆弱な

藁象・内毒町のプレスセンターホ

いう難審議に向けての盗食ともな

ギーを閲発するのは︑蛍にエネル

I濫淫畏が新エネルギーシステム を①七五年とぼぽ岡じ可処分翫得
ールで開蝕した︒

たO寂た︑田中六助逓産大漁は︑

れば畢いである﹂と所償を表明し

八︑二十九醸の爾田︑第一圃﹁新

ない火型鋼材などは、20◎￡ドラム角に詰めた場合に根当する雛

代替プロセスについて鍋渡︒

ー啄視ケースに分け︑国民の生灌

手帳発効機関N一一〇627A〜C・E〜H・」・K

245，076

これは財団の一周奪を機に︑口

の申での日本の医務﹂と強調︒

を閉じた︒

（広島分窯）
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次に︑σ︒ランツケーEA三遠 このシンポは︑感況の内にその鵜

業務管理部：浜濁廓務所
作業環境灘定機関 13−40（第1〜5号の1班長場〉

15，935

総長は︑これからの湿田なオプシ

福島地区事務潔：福島営業所・福島第二営業所
茨城地区薯務所：東海営業所・大洗営業所・原電出張所
大阪事務所：敦賀営業所・島根出張所・國国｝銭張所・九州嵐張漸

，

際鮒な視野から︑新エネルギーへ

も嵐めなければならない臼取な課

原子力代行

定本数とした。
東海発竜所よりの搬人夕｝（5，弔2本）を含む。
（イ主2）
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1整珪

鱈

﹁石蕗依群展の丸い日露にとって ギーの石盤のみならず・世界経済

題︒鳴に原子力︑石炭︑液化天然

代螢エネルギーの開発は︑ぜひと
あいさつにだった鉱置敬三購圃

のもの︒

の挑戦を試みようとした鋤一圓縢

会長は︑﹁不蟹定な要素の多い石

原子力施設除染のパイオニア

昭和55年度の各発麗所の被曝と放射性圓体廃棄物の爽態

蝕エネルギー榔くの一櫓の促進1 臣所長︶は図南九目︑西嫉一．OO を康とめ︑嚢謙調製会に報強し

僚⑬省エネルギーの推進③石瘤残
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産

力

原
離した燃愈醜な原曲価格の引きあ

立をめざして①石脇の笈冗供給確

つづいて報銭は﹁過四一ヨ年間

節要性をうっなえている︒

剛を遡じてその鰺蕉を難破なくさ
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米原産が試案を発表
法制化へ議会に働きかけ
米鳳子力麗業へ遮畿︵A工F︶は︑このほど︑原子力発瑠所の談躍鎌継度を抜本的に改嬉ずるための難業︵誠廉︶を発表しだ︒この
試案は︑①一段階許認珂舗②総懸設計⑥嘱離レイト．那認1一の四本柱からなり︑それらが笑施されれば︑将東灘注される原子力発電
所の詳繕灘および点燈に﹁円滑・迅速性﹂と﹁確実蟷﹂をもたらすだけでなく︑コストの慨減にもつながる︒米原産では︑来年から
職会が本格的に許認呵闘題に取りくむ際のタタキ治として︑この誠案を役鉱てるように︑閲係機関に働きかけていく慧國だ︒

を上回ることを溶湯しなければな

上のベネフィットが変更のコスト

難

勲業量麦

ば︑その殴麟は﹁原チ力臼格証明

的・規制蟄件を満たすと判断すれ

を交付されれば︑各惣預金祉は︑

新しい放射線検
出装置を開発申

いったん︑NRCから網戸証朋

邸前サイト承認というのは︑あ

を発注できる︒公聴金では︑証曙

霞宙に︑証明済みの門戸プラント

後︑蕩審燕をうけない︒

るツイトが︑特定の施設の立地点

が︑介入者は︑公聡金でとりあげ

使雨して︑作黙鏡の中性子線被曝

組繊に等価なプラスチェックを

る︒

榮ドィッの現窪の発電緑は八○

ペン欝蔵所から馬瀬層︶は神経を

発から酉計層︶︑爾独︵モルスレー

西ベルリン︵グライフスバルト塚

協議の対象としている︒東ドイツ

とがらせており︑千尋雨ドイツ

麟灘

離

スミス主任研究員によると︑新し

技術開発研究所の萄バート・C・

噺装搬の隈玉は︑継織豊価比緻

をうけた標準設計とサイトは︑そ

るべき賜物があり︑それが公聴金

ステム︒7EPCは︑入闇の筋肉

線巌計︵τEPC︶と人員特定シ 回戴㌔

澱詫再どおりにプラントが建設さ

れぞれ︑八箪︑十年間著効︒もし途

則作成の請書を行い︑健康・蜜金

％が亜炭︑一％が石炭︑一一％が鐡

で供絵されている︒原子力の比率

堪総懸

．罐鵬

まだ︑作業礎は︑論人特避ボタ

コンピュータに接続すれば︑被曝

の距離を測定することができ︑

台︑十分の一癖の精腱で線源から

似ており︑放射線エリアにいる場

計醐だ︒

翼︶し︑八六薙から笑用化させる

認は︑八五年獣で実験研究︵11写

薫風も自動的に愛郷される︒新陵

濃漕

ンをむ用する︒このボタンは︑ポ

の原芋力技徳開発等において王A

ラ貿イドカメラの距離測燈計に

このほど︑原子炉規制局内に︑C ソン祉は︑来隼から運転を始める

州のホイントルブロー原苧力発露

ャンセルされたのは︑八月二十六

ペロー氏が歓迎あいさつ︒CEA

子力庁︵C慧A︶畷際部長のF・

長のP︒コルベー氏︑フランス原

ー氏︑グルノ⁝プル原子力研発班

グルノーブル甫長のH・デュブド

要性を強調した︒

画坐を設躍︑簑長に蔚プラントシ

の露力を購入することによって︑

きつづき︑開催困を代表して
所︵CANDU炉︶から︑十万KひW

EAの果たしてきた役剛とその磁

ステム次良のポール︒チェック氏

RBRの審蕉を担当する新しい計カナダのニュ⁝ブランズウィック

をあてたQ

NRCは︑エネルギー省から︑ 石湘鮪約をはかることにしてい

田のベイリーに次いで二胡闘︒

CRBRに関する最新の後輩性解
る︒今隼に入って米図で原発がキ

とりしだい本格的な審査に入る︒

析報俊書と環境影響評価密を受け

鰯

R一の工業利

二野俊一︒住宅慰霊副社罠︵団

なお︑同金諾には︑原薩から︑

ンに入った︒

朋自讃をしだあと︑第一セッショ

最湖減員の﹂・ティヤック氏が特

ピルグリムニ号

用で国際会議

明彦特派資

た︒岡祉のトーマス・﹂・ガリガ

議︶は︑米︑英︑西独︑仏︑臼

際会議﹂︵略称グルノーブル会

フランスにあるいくつかの原子

核兵器醤として三番鼠

保障措置受入れ

仏も一AEAの

国際碁子力機開︵I 摂︶ら十一猛が参加している︒

︻グルノーブルニ十八日11山口 長︶︑田畑米憩・隠隠致授︵謝団

仏グルノーブルで

計画を取り消す
ボストン・エジソン社
米國のボストン・エジソン社は
九月二十四臼︑ピルグリム原子力

ン会長は︑﹁計噸の敢消しは︑遅

プト︑ブラジル︑トルコ︑タイな

本︑インド︑インドネシア︑エジ

の難設計画のキVンセルを発表し 放射線技術の工業利用に関する一

発御無二曙機︵酉二十二万KW︶ A露A︶主催の﹁アイソトープ︒

不確実姓によるコスト魁が蕪な原

原子力機関︶の保障描躍下におく

力脳設と核物質をIAEA︵圏際

延︑遡加の規制藤求および幌制の

ど数十か国から麹二心人が参加︑

ム︵ヨ；ロッパ原子力共蛇体︶︑

ことを定めたフランス︑ユーラト

九月二十八闘午前九時楽から︑フ

ン大学談論工学奪門学校で開催さ

ランスのグルノーブル市のドメイ

王AEA間の協定が︑九月十二日

開塗セッションでは︑濠ず工A に発効した︒フランスは︑核兵器

れだ︒

と述べたあと︑﹁とくに︑筒価な

ュ；イングランド地域では︑原子

輸入石蘭に大きく依得しているニ

依然変わらないと鍔えている﹂と

があいさつし︑開発途上囚への原

十二月︶に次いで三番園︒

国︵七八奪八月︶︑米麟︵△O銀

描置をうけ入れた鰹としては︑英

EA慣勝次長のM・ジフェレロ氏国として慮発附にIAEAの保瞬
型炉︶の詳認可審査が︑約四型ぶ

子力技術の移転︵テクニカル・ト

力発馬の購要性︑経済駒遜繊性は
リバー糊遜増殖炉︵CRBR到原

ランスファー︶︑開発途上閣岡け
皮肉なことに︑ボストン・エジ

螺

騰礁騰

万警警視警

ド器器懸盤
か報報鮭鱒

m蕪

朝灘藩

．・︑一壷懇懇鰍

嚢

鷺波感・総
噸音圧︒記
辮超感︒上

灘蜘

轡﹂︵NAC︶を交付され︑以らない︒

として使用することが決まってい

WHハンフォード社
オード社は︑原子力施設の微櫨の

来ウエスチングハウス・ハンフ

を漿じているため︒

なくても︑NRCが﹁サイト補格済みの設計についての議論は一切

の︒

証﹂︵sC︶を交付するというも 行わない︒というのは︑ご鐙冨査

もつて︑願子力発庵所の設藤諾耐

い猿澱は︑低線鐙を正確に単く棚

御袋鵬を開発巾だ⑪ハンフォ⁝ド

トがそのサイトに懲謎されるもの

トとプラントの境界噴項や︑電力

五種を行えば︑公馳会では︑サイ

放尉糠を検出する新しい計測・制

と悪走して審愛する︒土地枳糟︑

擁することができる︒

その際︑NRCは︑現伍難設中の もし︑露力会堂が︑すでに禽恪

地帯設走︑入篇分布︑社猛経済影

会堂の財政能力などが︑とりあけ

プラントやNACをうけたプラン誕明をうけたサイトと轟轟設計で

響︑磁力の必痩馬︑リフレーショ

られるだけとなる︒

雛
影

ンなどの署頂については︑州と協

一段階許認珂制になっても︑公

ゆる﹁ラチェッティング﹂と呼ば
れたどうかをチェックすることに

中で︑NRCスタッフがそれらのの結果に影響を与えるほどの璽裳

試察では︑NRCから臼格証明聴会の開催が幾務づけられている

力して審葦するQ

前の乎続きで︑叢終設計に承認を
れるもので︑蜜全園鯉や定職凶な
なる︒

﹁許認呵改姫法誠漿﹄は︑※激
与えるというもの︒

コスト・ベネフィット︒アナリシ

もたせるもので︑翼RCが︑幌則 NRCスタッフが宙ら︑追加の規料を提出しなければならなくな

騰の原子炉詐認醗安全性震員会・

ス︵職嗣利益解析︶から藩癒せず

作成手続きによって︑すべての蔽

着々進む原子力開発

油︑一一％が康子力︑六％が水力

東独︑現在四基が運転中
︻パリ松添駐在員︼東ドイツで
は︑グライフスバルト原発︵ソ連

は一九八五隼には﹁凶％に拡大す

製四＋四万KW・PWR四棊︶が
運転申で︑同地に四簗繕設中︒マ

る︒原子力の開発はさらに躍進さ

は現説運転申の猿発の篠薄姓を十
分確認してから次期原発を駕識す
ることを約束し︑協議に応ずる用
慧があるとしている︒

外暢詳

灘

しは︑非常に遡憾なことである﹂

ガリガン会長は︑﹁計画の取消

趨である﹂と説明したQ

CRBRの審査

審勝

線量を測罪する︒

ところが妓術が成熟し︑プラン

に行われるために︑しばしば︑ほ

性をもっていることを嚢付ける資

トの儂藤化が大鷲に進歩した今︑

んのわずかの蜜全性改鐘のために

らしている︒

姦吏が必要であると判断すれば︑

躍の作成にあだっては︑マーカス

標雌化小優瞬会がまとめた︒訊

二段階訂認壇制はもはや不必要と

萸大なコストと建設の遅砥をもた

パワー的にも資金的にも無駄であ

︵建設と運転の許羅期が与えられ

計顧︑設計︑サイトなどについて

る︶の段階で︑歪力金祉の能力や

次は︑標華設計に法醐拘束力を

︒ラウデン 元 原 子 力 規 制 委 授 会

じ日韓を二回くり返すのは︑マン

︵NRC︶贋薦のいるワシント ン
指摘する灘が強くなって選た︒周
法律贋四所に口置を蚕託するな

り︑また︑二十懸が以上の投螢を

引i一の三点︒

認醐棚②標雌設計⑥麟酌サイト．駆

この試繋の特徴は︑①一段階許

﹁許認司改重工誠璽﹂だ︒

い点に︑改蜷のメスを入れだのが

これらの弊署や現状にそぐわな

ている︒米猿産では一段磯諮認曙

で︑電力の必要性︑財政能力︑代

した擾の運転認薄層続きの段階

ど︑輔広い分野から懲見を聴取し

みている︒

建設巾でら設計変爽を命じること

性改善に寄与すると判断すれば︑

では︑NRCが︑設計変爽が疑全 一段階許認町舗では︑設麗許可

さらに︑撹行の許響町システム

に不ヘロ理というわけだQ

撒サイトなどを換講ずるのは︑実

鋼が健脚されるのは四〜五無酸と

現花の米囮の原子力詳認朗纏臓
は︑一九五四隼の田子力法で︑建
設許萌と運転認可の﹁二段階許認

力技術が穣翻期にあったため︑求

斑制﹂を唐絹︒この制度は︑原子

ザ建設を始め︑建設難間申に設計
ができる︒この設謝変更は︑いわ

グデブルグに二犠の建設が計画さ

れて︑聴炭の比箪は引下げられ
る︒邸炭火力発憲所の建設は一九
九〇年に打ち止めとし︑その後は

進んでいる︒モルスレーベンには

四年ぶり再開へ

認講
つけ鑛えだ︒

原子力規制委墨金︵翼RC︶は

酌

膿

⇔

■

馨

灘

･

礁

@

りに再開されることになつだ︒
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詳細に審葦される︒したがって︑

設躍許雪後のNRCの仕饗は︑設れている︒

五入の委員が勢揃い

厭子力だけとする予定だ︒

東ドイツの蜜金性規牽は薗欧に
くらべればゆるやかで︑被灘線騒
の限界樋も年下酉︑︑掛・レムと謡い

NRC委員長には︑七月一臓か︵西独六十・︑ゾ・レム︶︒反恩運動

四入の蚕員の時代が酬いていた︒

麟規制改善へ期待高まる
トーマス・M・鷺バーツ氏が︑
八月四田︑冨誓の後︑曜れて顕子

任︒この絡果︑NRCは︑約一旦としてペンシルベニア州宣大学工

成撫性廃鷲物欝蔵所も建設され

力規制委鐵金︵NRC︶蚕員に就ら︑﹂・M・ヘンドリ；氏の後任 がないので︑原発の建設は誰々と

学蔀提のナンジオ・﹂・パラディ

ぶりに︑五入の金欝欝が顔をそろ

だ︒更ドイツ共薩党は冊子力黛闘

ス教授は︑原子力では軍霊利雨

米NRC
矩六月宋の任期切れを得たず︑こ

べきだとし︑アレキサンダー教授 結した塞まだった霊園のクリンチ

が危険で平秘利罵は大いに推進す

P︒ブラッドフォード蚕員が来 支持で︑搾レスデン大学のフック

えることになつだ︒NRCは︑昨ヨノ氏が就任している︒
犀六月三十日︑R・ケネディ前司
綴が任買切れで︑退任しだあと︑

の冬に騨任する意岡を表明してい

増殖炉を藁沓すべきだと強調して

カーク五酬政権の誕生以来︑凍
るため︑レーガン政権による三人

けで︑原子力許認岡・規制の改轡

騒のNRC愛撮が近く誕生するわはウラン資源には隈界があるから

ｱういつた東ドイツの動きには

に陶けてNRCの対応が期宿されいる︒
ている︒

一

を詳細に完成させ︑遡転が始凍る

古整のチルク秘盤官㊧と握手をか わ す 員 バ ー ツ 薪 N R C 震 凪 ㊨
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晶！一漏翼瓢門畿朧一−闇一扁︻闇一﹁ロ

＝王

一一篇﹁

一轄餉︸

一蹴一繍篇＝−﹂

u

水野躍および遠隔胡御袋露は︑

して作業者に知ら遣る︒さりに︑

被曝した膜鰍を内部に藩還し︑議
取装懸と樋み倉わ竜て︑光伝万武

ーカて終羅謝番弩の伝厳もおこな

等騒眉の籔面にもうけられκマ

翫厳獣礁帽瞬藏線騒引と一Dカ

チータ採厳・処理華南︵今回はパ
ネル展示︶と覆み禽わせてソステ
ム化されており︑楓躍の勧齪記号

の各部のぽか酬管なと腺子力発雌
プラントの盆装邦分をすへてカバ
ーしており︑検籍僧震が自勤化ま

の回士︑検査貫の被曝

たは平囲動化されるため︑検査猿

集のC穐

ステムは幕内の磯子力発犠軌に没

低蹟をはかることがでさる︒広ノ

臆されつつあり︑原子力葬蝕プラ

︸

ントの紐預祖の確認に善射するも

のと期待されている︒

各種放射線の
椿密な測定器

原子炉内の遠
隔監視可能に
日立製作所
慶﹂輔翼臨所の橡黙認岡﹂と迩

してきた︒

な堰駈の点検ができるようになっ

二三されている︒

このように移動購麺により吊臆

ラによる視銘簡帳と温展分野の慮

し︑噛検対黛としてはテレビカメ

して走行レール竃ロンパクトに

なお︑出品した装蔽は展ホ絹と

必喚に応じて謬細な機器診断隠報

隔監視竃実癖紹介下る︒

ている︒

が威しい場所に配照されており︑

の収集がでさ︑保箱に必要為揮備

本幾謙は格構毛脚内の環坦条轡

磁常運転中では点検することのて

も先行して斑就であり︑プラント

いっても点横し︑運祇伏況が確

愚社女莱工場では伽れた原料と

B立金属

高品質な原発
用部品を展示

鷺沼期間の簿粕にも役立つものと

きない各種の鐵塾機譜︑たとえは

認てきるように設磯されたもの︒

ビカメラを藷体

のほか︑湿肚︑

とした叢雲磁拭

梅械加工仕江

ドC−・8︑鍵魚翻鞘擢鶴ゑおよび

←部︑下部タrフレートは房．重

重鮮糾棒の垂垂部品で島晶質が婆

求され︑とくに炉水現境下での優

三儀︑技術を加え︑さりに工堀の

れる︒嚴無設備の直入により笈属

に︑糟密な機翼加ユ捜術が蟄求さ

れた耐食性か要求されると閥賭

すみずみまで敏織した品質管理の

八十隼をこえる伝統技翰に重重の

避ができる鼓愈

し︑多くの原チカプラントで便わ

したタイプレート冗成陥を製魚

蝉糾檸の固定部品﹁タイプレー

ト﹂

ホンは碍繕との関蓮が墾黎で主客

し陀潮融籔︑すなわち威しい成分

響理︑議官の湾浄姐︑蛸泓楠殴が

蟹蟄葎ある︒これらの要求に対

だ面接り承ン慶供給している︒

し︑人爵頁帯洛解炉を用い迂曲し

での他︑Bカ＾届警趣風構￡︑

材勝薩HR掴八 制纏駅勲目無等︑各挿の尿ず力陽

を支えている︒

▽溜接リポノ

れている︒

推愈︑優れた検査設伽が晶羅理

当佳では檸〜力再業の敬望に応

る︒側碗盤は中

えつつ︑磁界の鹸高級品をめざし

二︑YUL三〇八︑YULヨ〇
九錦用酪︐⁝も製造してい勾
徳混

され︑雌隔撰飾

て無難開発と品撫晦←へ勢力を轟

原ヂ力難燃に便罵される葡擁リ⁝

冷開猛延弩綱

により︑織柄容

材

他︑製鵡

▽上部︑下部タイフレート

けている︒

栂動さ￠て必典

獺内の点検灘を

央朋御腰に設置

から構成され

線羅卑なとの測

温度およひ放劇

監翻AS？MA三五一クレー

㌃孫気隔碓弁︑再一列ポンプ︑罰

て︑流露製作所ては賑力玄劉の協

賑保守負の搬曖騒低滅を闘的とし し安全弁なとを超隔叡覧により︑

力を爆て︑濁了炉格畑谷器内の霊

本ノステムは点検購と網御盤灘よ

内外はもとより︑その緬窪な鼓醐

づイクルに含法れる原子力腋設の

そして︑これらのチータは個人

である︒

藍蝋醸は牽レ

塾機器を趣転出いつでも選隔操作

・︐蘇懸界

ひ駆動離離から構威されている︒

轟評がぐ

欝転一二

織鱈

経〆﹀く藻潮檎塵疑博蟻

N衰蝋

にふり盛視点極できる有望を嗣鈍

趨
へ麗

戦脚高
厚子力叡慮フラノト用移動式点検装置

回の展示にはそのひとつ︑放射線

分析機熊を俺かして︑匿︑公立や

騰鹸懸．醜

して取り出される︒

犠・懲無庵論

・ぜ．撚叢〜羨くへぶ．襲炉糞

ルナ丁ヤネル・アナライザ遍︑従

隙二二饗態翫の難顎に劉九って

る︒

悟︑絶対田な晶臓と饒級彊が聾球

さhるが︑一方配管を中心とつる

設﹂は設嗣営門の大きな部分庖出

箔ローも奮め︑人力で処理虜るに

め︑その詞蝦騒は狂史︑鰺正のフ

は不司能に豊いぼと膨大かつ復雑

これらの勢求に対応鳩る野め︑

てるる︒

配魅を中心とつる重餅植報の一元

処理︑騨形の劃説形処理など檎報

化と瓢質機朝潮によるオンライノ

処理のスピード化なりひに鎚更︒

ｰ難工では昭秘五十無に本ノス

簸躯︑修鳳も含む芋段として︑

テムの開発に着手し︑瑚誉笑照に

煎ノステム幡︑全体ルート謝画

供されている︒

ルから建鹸コンプリート形状︑搬

図濠たはエンノニアリンク・モラ

およUカポート形状などのチータ

溺形状︑盗調タクト︑慰線トレイ

を力重ト︑ティノタイザー︑端末

ィスプレイを暴いて入嘱し︑コン

機︑ストレーノ型グラフィノクテ

ても磯砕でさる④火舜順便用の際

クリートに細切ゐ穿孔胤bこな えぱ︑どんな滑石やコンクリート

毛謡い︑よ早いろいろな改誘襲横

ηを歩ヲ︑ノクや仔聡獣面の斡三

モラルを仮智的に構癒した後︑禰

に伯う〃ンピンク等の必獲なく孔

ビr皮の中に三次九プラント

い︑爪と撚り縄せてスラリー伏に

蒼発瑞するのて心外な認貌℃釦

せ︑欝欝便用を嵐めた入編な漢翔

して穿孔した札に発♪し放照して

鼠研しょうとする蕎石詠たはコン

陀もの︒このため︑小型傷︑懸欝

プレイを用いだ舛詔形式で実施

フレ〜ノ﹂型グラフィソクラィス

さる⑤丑間隔︑等量︑重工臓懲麹

し︑その粘果は区画別構台配薦

張加齢ぜる行う︒これら贅欝はリ

さ亜るものであり︑下記の牲猛を

証することがてきる︒

切に磁砕或正すれば︑誘温田に蔽

にプライスター庭汀入する画け

持っているのて︑原子力発磁欧墾

響けば︑時嘱の拶愈と夕にスラリ

カーハノヲリーによる使用も事前

礎建設ユ噛にともなう濤の髄脳あ

欝幅ネちろん︑従来の滴用愚湧に

となっている︒メモリ容鞭は欝万

ント総懸灯話ノステム︵ぼ昌良

三盗難工からは原子力努融プラ

バーしており︑樋用した堅果︑般

現地才駕し丁㎎の鑑識などの効果

をあげ好器を得て35り︑さらに利

一路hO縛づ回ρ轡PO畑

るQ

︑養

用範囲の拡大︑充実を罵りつつあ

轟

ｳ鞭

原子力発躍プラノト殴欝対甑ノステム

逮

瑚篠︑突プラント設謝に湧噛し

ーおよひプリンターで出力する︒

の錐面や管理職将としてプ糠ソタ

材小謡罰表︑材料明癩聡讐︑各毬

國︑瓦塀製作論叢躍隈︑議細園︑

カウント︑四千チ︾ネルて︑検出

ニンクに際してのコンクリート解

るいは独了炉鴬のテfコミノンヨ

酎管簾討の多
量情報に対応

制濾一切受けない②フライスター

①P婦

配魁設訓︑製図叢務の九〇％をカ

は三三︑振鋤︑飛石︑紛塵︑ガス

瀬9瓢⑳σqΦヨΦ昌ひ◎Q曳︒α鹸Φヨ︶を

三菱璽工

の発生をともなわないて確製を究

議の陥獺の向ま︑設計の効率化︑

生させることがで亀る③プライス

パネルおよむVTRにより紹介す

﹁プライスター﹂で餓裂が発生したコンクリート

難

で一9口け

ターは珂方齎当たり⁝二千ソの膨脹

スタ⁝は魚醗物でないので泓的規

フライスターの庇護①プライ

体に親臨てある︒

トロスコピーアンプを内藏してい

なく︑稗燦テでノタル母鰹によっ

ンクリート糞蝿物の郷係に際して

は︑解体購の放購能の漏洩を防止

するための厳しい条料が愛講され

しい采得下での解体に嵐力を爽挿

小野田セノントはこのような恥

る︒

仇凍︑コンクリートや綴石の解

スター﹂︶老郡界で初めて騰糊し

する獣的破砕遡︵髄難燃﹁プンイ

たパィオエアてあり︑硯脊︑数多

体破砕作業には火賊覇または櫻械

作業には危断牲ωるいけ粉蟹や㌦

籔っているQ﹁プライスター﹂は

くの騨爵な施コ突禰を商硬ナるに

類が便用されていたが︑これらの

小野国難メノト

初のコンクリ
用静的破砕剤

し︑6度な機能︑沈能はその激ま てコンビ晶ータとの擾続も可能︒

験寧向溢に没﹂されていだのに難

来のEノリーズが︑主に研究︑叢 走・チータ収鎌ができるばかりで

軽に︑かつ趨い構度︑分解能で測

ータとして欝内︑屋外を問わず手

コンパクトな放射緑スペクトロメ

検出器讐を接続することにより︑

罪恵体検出器やノンチレーノ﹂ン

るため︑ハンティなゲルマニウム

蟹バイアス用の落上露源やスヘク

加えて充臨践の内威ハノテー31や ーU衿々に硬化肌暫し亀裂を発鼠 て︑讐てもとこでも簡甲に施ユて

理塊の騒人︑用途の拡人をねらっ

?晶品される新開発の小型マ で︑さらにヨ分な撫綴織をもた

︿Uお◎肇◎◎◎◎◎肇◎◎◎◎◎◎蔓◎◎蔓◎◎◎◎穴
ルを得るための翻定器︒チータ処
郷崔むうことによって︑蒋磯曲塀
虹物事︵雑体︑液郷およθ気体︶

どな貧うことがでまる︒このた

るマルチチ︑ンネル・アナライザ

ている︒

重

二

を出品する︒

本懸盤は︑縄響︑X響など衡

渠条桝と

にケートが聞さ︑短調間で入一8て

ー氏添で撮ボが与えりれ︑自勅的

一致すれは︑プラズをディスプレ 別に至善要れ︑澱報または月蝦と

らかじめ賢録している

躍を揮質させることによって︑め

欝謝とIDカードを用い︑蝿取装 きる︒また︑退出する場禽も同楓

魯

民間の研究機関て輪広く使用され

鞍懸技術︑研究・開発の成粟であ

鷺︑研党およ0開発であるが︑今 め︑原子力発灘プラントや杉燃村

澗は︸に︑広範な腺げ力捜術の調

︵H本職．寸な繋穿樵式盆ね︶の役 放射能の分脇や拳闘締鼠の評働ね

策芝クループにわけるムA王無 の定彊・定盤分析︑欝然︵即境︶

NA−G

藤於豊里のふ器ルギー︒スペクト

この一Sτノステムけ︑RPN

送される︒

と趨昌激探慨冨号はチータ処理鼠

曇置から構旗されている︒螺作は
るだめ走鰐的に

中検査﹂ ︵ I s
I︶に使註する

一−囎漏一瓢﹁譜

⁝畝米瑠瑚や呉産醐軍国なと二手数か岡の謬蝋がある︒わが国は初同から参籏しているが︑艶重圏の今聞も︑樵器鼠示会に出贔づ

篇一一＝扁一

践の亀子計舞機にオンフインて伝

一﹁1一鱒二繍旧二編皿王篇≡轟一一一一一酬−扁

無論郷離

ディスプレイ夢齪による灯話形武

された福層を大盤に保存する認濾

串央男舞処急襲瞬およU演算処理

ータを轟淫︑かつ∬確に処理する

コ﹁㎜一二

㎜その 一 都 を ︑ 現 地 で の 展示会に菟がけて紹介する︒
工 論一一﹁一一﹁冊一胴一丁 二︻ 漏髄＝糊一

プラント状態
を正確に解析
芝

ようになっている︒

本纏躍は議遜伝中のプラントて
ステムの一部で

極査対勢孟母に

V・酬管などの

あり︑他 に R P

検燈ロボソトン

羨プラントさりには既設の返転中

すでに能驚されており︑今後︑新

についての説明ハネルもありせて
プラノトて採矯さ菖つつある︒

ずれも金賜で夫繍を養う︒クルー
綻じ︑蚊糠の敵
4ミ茸︶
うO
静・刀δ︸も

今磯浬幽する

義髄は︑ 逸 P V

趨磁化したもの︒野作は還築山藤

ぽか︑現燭での操作戟を考慮し小

制御装躍上にテノタル表示される

作業者の被曝
管理が簡単に

により謡敗盟と卿接触でヲ二二︽

陣．噂力働設や放射牌黛灘区城内

える︒この轡撰銭は蓄︑池で作動

伝送することがてきる︒同時に︑

での多数作鎌継の放射尋響胴管理

し︑曹騒劃の便用が完了と専断に
轡魂允醗器擢台に収納し︑短鴨川

する︒

を短時間で処理できる数齪を繍介

麗一蹴機

製︒懸騒侮をはかっている︒

次元形状であるため︑従来は手勤

ノスルコーラ部臼勤龍田疲搬傷装
躍を出口㎜展示する︒

を要していπQ本国澱は︑これを

で探傷︑記録の鯨取解析にも時闘

WR三原了炉κ力答譜︵RPV︶
探擬されるが︑探鰐蘭が複鷲塗二

菓芝・IHエクループ協岡て︑B縢︒この部分はRPVの列面から装鷹によって行われ︑その位躍が

石川島揺鷺筆コ業︵更HI︶は ノスル内画コーナ逆胴の探傷農

石川鶴播磨璽工錘

自動超音波探
傷装置を出品

展示する︒︻二社からの繊張物はい

それぞれ芙物を雄吊し︑各国闇物

加．出品する◎クループ各社から

と共同て﹁東乏グループ﹂として参

よび日本顧子力建業︵NAIG︶のプリンタプロノタに出力される

石川騒播脳蟹工策︵IH王︶お によって47われ︑出力粘果は島速 行う﹁零墨期間

東
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プ莫癒の腹強物として︑プラント
黒洗実績︑プラント全鵬翼鱒︑工

製品鰐聡︑工場全開鰐熱︵以批ハ

場全幾ぞ貰︵膨﹂ハネル︶︑潅痩

トン︶筈を展ふし︑またビデオテー

ネル︶︑航欝欝晶塚願︵カラーコル

プレコーダーによる︻クル；プ紹
介映画偏を開解蒔間中︑吊階放映︒

康芝の出品物は﹁越渡現験雌

録解析顕彰︵TO

SREX︶﹂︒本
装躍はプラント灘
譲現象発生聴にそ
の前後のプラント
の状魑を媒確︑か
つ迅遼に記鉱解析

により︑綴織塒に

する輝綴︒本駿躍

ント状懸が免明に

はその・剛稜のプラ

記録でき︑購故鍵

庫装麗の婁要魏魏溶︑ボゲノト

で充鴎されて次の管染指に使用で

ソト型驚報紛騒讃︵レムマスタ︶

ートを儲脂してテ悪タ伝証か30こ

ュータおよひその他の機器︒ぷヶ さるようになっている︒

型響報線鵬韻︑証取数殿︑コンピ

は︑被附する放射紛織綴織疋し︑

筆曙

ご

宴戟
RPVノズル内薗コーナ部襯探傷装躍

なわれる︒この露寒肖管理区紗の

が多い︒博ヂ力発奮所の除ず騨コ
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鷲

く
籍

聴

晦

盤究開に大いに役
立っものと期循さ
れている︒本綴織

は︑妻本的には︑

プラントのテ⁝タ

を難燃かつ高通に

誠︑入力されたチ

入力する入力熱

蜂

賦
騨
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信頼性高いR

が斑能である︒ポトムトーム穏川
転趣勤に裂換され︑無速農感応践

独臼のB O 1 − 一 L R F プ ロ セ ス
のルネジにより︑醜細琿動が臨
ボー

化モテルと︑この饗しバノノとI Dエレメントが配躍できるところ のための伝送紹稗準インタフェイ

ているrLバ7︑ノソステムの出品がでさ︑用愈に偏し複数個のTL アイルとの照台湾冗がてきる︒そ

テノランプでの光加識処理により
定値菰示のはか入

ト羅大四偶で構成さn︑タングス プレイ︶による測

ヒ一〇・ヒ三〇型︶では媛穴五洩

による耗勤の制限

〜
︵写図上か﹁入遇域響理ノステム

人型錫鋼品の軋二三歩みつつけ

・UD一七二〇型﹂︶

仁面擦の改轟︑穏働灘の向工︑な

た︒

ケータと猷同で簾舞開究宅慧めて

型撫にさらに判形技術の腔を加え

るコーンノぎルの一体化︑さりに
ノズル付ヘソドなとか実規した︒

巴て︑一九七〇致低の差入抄宿

成◎際懲付よルホ︑ノスル付パイ

酎管界部材の一体化鍛藻技衙の双

直管伺エルボ
などの新製品

だものである︒
ロインース管︵BWR用聾ジルカ

グループの隙予炉嗣鋼材の全答

技術をべ王スとした︑新田塞製鉱

ム一圓は︑世界トノブ農繁の製鍛

をあげているQ

向﹂︑臨接丁数の疎少︑供婦中検

ロイー2・PWR嗣膵ンル詩仙ィまた︑BWR配籍および部材の

層仮黒甜ステンレスソース糖およ

ー4︶をはしめ︑蕩議増彊炉朋卿 臨接部を極力少なくし︑安全轍の

を︑BWR︵轟腱水型扇︑PW

鶏︵鍛圧水型︶用と︑高趣繕殖炉

Uラノパー糠︵六籍鴛︶︑熱交換 鷺丁数の識少をはかるため開発さ

ハウノング︵一体化CRDハウジ びもんじゅ の建毅にはいったF

れたのか︑一体化制御棒響動機構

倥友金鍛工梨

ー贋なとに便禰されるUベンド愚

心中性子束モニタハウノンク︵一

離魁付丁ルポは︑プレス押し曲

れたもの︒原チ力用ステンレス鋼

ンクは︑フランソと響か一休化さ

機薇朗観質およひ浴接性祷する︒

れ︑すぐれた耐応力腐食醜れ性︑

化挙的件簸が艮好てある讐の聴疑

そのほかノルコニウム︑ナタニ

をもっている︒

ワム︑ステンレス鋼︑釦禽黒蟻の

照顧パイプ︑クラノド鋼槻や劉磁

牲鋼糎︑昼輿簿か展示されてい

る︒

トップ水準の
原子炉用鋼材

薪日本製鉄

ま蜜︑PWR照︑BWR附銅樗

ハ不ルで紹介する︒謙た︑クルー

管れ綴に優れた特撰鯛を用慮別に

もんじゅ

の炉心邪構赴材勝

に優れた突機をあけてきたが︑よ

ステンレス鋼ラノハー盤で︑世界

れた特電をもつオーステナイト糸

⁝玖廃難物が発生

タを神ねる結果︑

このルソボ中て徐

しねい︑凹化体は

ｩ国から

でも簾同次撃を誇るものである︒

ているところに人鷺な特威があ

風︑農加工性︑脊撫性をか獣えた

り新たなニースに対応して︑再勇

従来から為ηれている多懸の圃

技術開発に一段と力を入れ︑成果

と︑使用する金属

揮めて難きいこ

くらべて識容頓が

スフワルト圏化に

母材を便用づるセメント闘化やア

る︒

として戦陵本製鉱が開発した︑優

炉

プ︒特にハ角パイプは︑簡波繕彊

FBR欝欝用ステンレス六角パイ

は︑胤力闘瓢用秘騒人轍璽鋼板と

繊品するカノト唄ンプルとして

て紹介虜る︒

を申心に懸魚品︑鍛造滋藤パネル

昏鶴瀬紺さ目無し一体下鏡トーム

独自で開発したBWR原子炉圧力

蕊一六︵LC︶を醸材としてユジ プ内の建水鋳鍛綱に︑特に薄行が

管の浴接部を獄慣することによ

少︑疋期嶽横←数の孤少をはかつ

減容性大きい
廃棄物固化法

神戸製鋼所

この放墳組廃型物の鐘化ノステ

ムは︑助材不孕型フィルタから排

出されるスラリー状のクラノトを

対舅とした闘化処理ノステム︒

水ノステムは︑スラリーの蹴麺

撫さね岩石籔に弐りり︑含煮朗︑

り︑安全楼の向上︑裕接工数の瓢

イプとエルボを一体化︑BWR蟹ーン︒セソユルネ押臨浜で製遣さ

げ激だは罵周波曲げ加⊥によりパ

の突物カノトツンプルを出品G

一体化CRD／1CMハウノン
こグ
の．つち︑一体化ICMハウソ低禽金鋼箸の耐食輯︑耐癒力脳食

論難魚掛醤付エルホとBWR用体化ICMハウノンク︶てある◎ として︑ステンレス鋼︑爵累鋼︑

亀らに︑竃馬は獅製繭として︑

8R用を申心に紹介つる︒

器周︑殊気韻聾籍溺︑コンデンサ

頃能である︒

一﹂

壬i 多

ン︒フずルター︵9rフでルタ き32めて広篇闘な分野への癒粥聯 ルノボがキャニス
厚ダ力騒騒所から発議つる騰ゑ

ー︶セも介するQ

中の放財ほ嘔条里の除2は︑現

在︑二次廃幣物発盈蟹の低誠対徴
の一輪として﹄渤剤型ろ滋器の採
用鯛が多い︒田操ではつでにこの
万式のろ過里謡として連単フィル

ター︵NPM1︶を閣発し︑源子
力発融所向けに多数の納入支繊を

ング︶およびフランジ付一体化炉

位友金麗霊媒は︑従来より実感

モ

臣

﹀

を紹介している︒

のある軽水謬論欝欝仮製胴ノルカ

︽芋

︾

毒

一次配蟹系の直物付エルボ

漁

〆へ

と腰炉からねる劇処理コ穆︑老燥

習︑財蔽のための後処理工程かり

したクラノドの蕎融固化処理工

款田本趨鉄渇︑一九一ハ○今代か

〃臨 轟

撫成されている︒浴頓田化処理に

小型化できる一したがって放射性

﹁マイクロ疲蔭融固化法﹂を用い り囲み︑新鋼種︑生薩技循の開説

ら原子炉周鋼材の開発︑製趨に取

完全自動化できる④極細の申空繊

の大饗低荻か可能③ろ過・逆抗は

逆洗を豪気で行ねうため逆運水掛

きわめて浩澄なろ孜が得られる②

孔径か0・O煕％と小さいため︑ クラノトを慮接溶融して圃化する

ズルヘルトの一体化︑SGに3聞け

療子炉の易iラーおよひフフフリ て︑RPVにおけるフランソとノ

験重に汽つるへく︑口本製鋼肋は

てまつよ3混まるIS︸簡略化の 房配力の分皿では︑これらの汰

らひに横査員の被幾歳識を農上し

より掛入テータフ

オンライン動作に

コンピュータとの

側のτLDの総統測定かできる︒ が可能で︑センタ・
また℃Lバソノが総有番塔を備
え構慈的にも機械的難燃処理がし
場く︑ホルダーに入れたま敦測定

一S一を考慮

した鋼製品
日本製鋼所

果製鋼焼は︑地絹期闇中蓋盤

の孤少であり︑また︑材刈の三型

︵IS工︶を谷易にづることを国きた︒ ごの結果が︑部繕の薩擾ど
叡とした﹁煽ゴ刀鐸﹄拶器用人型

参戦︒これら侶広腱囲のハ翠ルに

からの必蟄に応えて︑当れば︑潮

な穣働を躍進させると期待ナる︒

プなとは︑康子炉の安全で効果幻

次

よって展小し︑まん︑⁝玖藤織呉

化子︑為繍精製︑金鍔材群加ユ︑

力︵原づ力︑火力︑水力︶︑石醸

最も崩しい成果のひとつ翻

の腕魁付エルふ︵ご唖四インザ︑

仏語釣鋼一鳳ツi㌦として 化・⁝体化て繭62る︒

実物︶を厩那βろ︒

化︒

スクも装縛している︒

拝盟によって高晶震を保乱してい

への円ことの入懸灘再試蛋が可能

臨て慶づ力発馬所なとの盤理匡域

鉄の無開発による一体鍛都万武に

テム扁を展承つる︒

入り儀理を行う﹁入遇揃籍理シス

Dカードを用いて醤理区旗への出 がら︑側人︵︷D︶カードとの再 ス・バソクアノブ用フロノピヲィ

LAY浸け従来のリフ構
マ︒小型懸章で︑振励や衝駅が質

のヲィスクフレ⁝キか作回する機

MA

る︒

から︑原．＋炉の稼動薯向⊥に撒き

よるもので︑濤接跳鼠かないこと

薦しだ鵜合に︑これ遊受けとめな

川鹸製鉄

PV用鋼材
ーノアーク濯によるステンレスオ

く理学つるものである︒

ズけ︑4体蚕架のホウ酔リヲウム ヒご○型﹂が開発された︒

な﹁入寺域爵禄ソステム︒UDー
T﹂バノノσD⁝八OOソリー

に薄霧できる櫛能も備えている︒

ゆるやかな移動に対しても︑肥州

今圓は︑定格樹齢四万が〃くスト

十二揮類を煙準化しているゆから

遷城者の次の行動

レクス器で発ぬしてより撫詳を得

秒不渡業三塁は先回のニューク

松下羅器
松下産器

入退域の管理
装置を新開発

一慧を禺雌づる︒

〇〇一一一蓋Aを台め毛獺類︑十 簾るため︑臨動リーダ︵UD⁝ の描承︑ケート棒

ローク営二十灘メ続のNMB⁝四
短繊麗で再現艦の痩い議取りが鋤

編綴荷魏魏六弓〜六万β押．まで
︵プラズマディス

がら︑陶時に発陣する線膨肱鱈の

毒懸

ー

これはPDP

川附毅はRPV踏鍬鋼品・藤 RPVに便環される脚部繋ぐーバレイの問題点を改黙するため

高曇賑は︑加赴

携蛍光材料による田ーノDエレメン

界耀以士の広輻魔極の使薦を珂就

駅馬声無によって生じる機鴇︑配
度層憾型のフレー

または瀧感農の硫酸カルソウムの

川鉄が開恥した新力式で︑酉五卜

れた機械的整簸か猿揮されること

にし︑施工降臨を聞済に向⊥させ

原鋼板︵Vず R ・ 野 翼 パ ネ ル ︶ ︑
ない繭展な品簸レヘルが験汰
LAY法︵けンプル︒隔
VのT
たほか︑ヒード蟹ね部のヰ滑化︑

響鑑のゆるやかな勤さに対してけ
キタイプで︑地震

盤
謡蜘

廃棄物処理に
臓揮

威力を発揮

織艦てあるだめ︑単位容繊あたり
蹄物処理技循と改鰹型総轄放射性

のろ愚強弩が大きく︑濫置愈体を

眺懸物処理ノステムを紹介する

妙鷲

も容麗に穿品し︑

の水和反応て垂ず

套

切断が行なえるQ

目撃では今園︑鍛新の放射帳臨

ミ

聖母ろ過はもちろんのこと︑大容

一方︑Sーマイト

る膨張蔽を磁砕に

ノルカロイノース管なと

はもちつん︑尚い月質性と内部欠
RPV内画 ス テ ン レ ス 閃 盤 法 一M

A
認れるが︑内部欠隔の大愚は墾鋼

川鉱は現裡︑RPyの人別鑑のプ捻tスて決走されるといっても 褥込み鶏を一〇％以不に偶不さ綴

R︶を展糊する︒

なメリノト竃保訳している︒

ールに活機材料之便讃しているこ
とから︑概温券艶気や隠蟹葦のた

要があった︒これに灯し︑岡滋麗

め︑定期的にこれらを交換する必

り︑温厩︑放垂線による想望の劣

は︑金属蓑の部贔で総成されてお

鷺本発条は︑源子力発彪を口じ
化がねく︑鰍磁な検磯によって︑

日本発条

高性能の配
管支持装置

の肩雛に角して趣めて漏している
万KWクラ ス の 民 P V 胴 鋼 材 か撮

す︸暴に対臣してBWR型で二二題偏でない︒川鉱はRP㌔用鋼材 るなど︑最籔・コスト面でもスき

供朗能な体制づくりをすすめてい

る︒

シェルリンク︑フランンは川鰍
が開発しだ瞭艶鋼塊を便用してお
り︑クリーンな内霞はステンレス

すすめている照午四翼ノ離開鍛
めとする各灘プラントの機器およ

オーバレイに巖遡である︒融設を

進プレスは鋼糠蝦人璽璽簿聞二

ほとんと抵加なく応鷹し︑地無鴬
鴬による憂欝や配

皿熱

ひ配蟹系の醗濫用副拡帯磁﹁N11その健全性か磁認
用に醗えられるこ

Kメカニカルスナノバ﹂粒上体 でき︑髭期聞の艇
に︑配讐支持装灘を展示つる︒

の冠激な動きに対しては︑必礫な
管の葱激な動きが

熱11hメ理窟カルスナノパは︑とが機微である︒

抵抗力で変位を拘兼づるという職

介してム体に費用

アタソチメントせ

等割︑この総の制拡嵐凸として

たホールナントと

すると︑内蔵され

強をもっているQ

きだか︑演圧防振謡は作動癌やシ

は︑撫肱防振器が多く便罵されて

近郊︑原子炉およU閲連駄疑の 船舶などあらゆる分野で世界の綴

写れは丈用諾了炉そっくりの換
型原子炉について︑このほど呉圓

しだケロソンと勧肱酔爽か混幽し

こる恐れがないQ炉定膚濡紙貼に て燃焼し︑マノハ五〜六の超者赴

できる性能が保たれる︒

れ︑微調当棒としても充分に滴簸

た︒

突駆を行ない︑その袴腰在確認し
おける制御棒の伯羅決め精嚢は︑

に機械的作動部がなく︑繭ノール

｝

鑓詔旨搬
が︑ここては謀麟の放射性県門物

購
聖魅

火焔となるQ火焔の生繭が物一二千

誉田落下し︑固満触の限劾れがお

NHKメカ﹇㎜カルスナノハ

﹁FB 的に紬算し︑コイルをモータによ

プランノヤに慮繕された制御撫を

展示するNKK−CRDM駆は
二るものである︒このため︑
コイルとプランノヤとの特殊な糧 度Cに逸3るため︑原子炉のよう
聾す
蕪KKlCRDMは耐圧藁内
内○︒ミザμル程度に抑えら な蟹な配筋の鉱筋コンクリートで
台管
せで

尉コイル型アクラユエータを用い

パネルを展示する︒

R炉心用六角形ラノパ土器﹂讐の り上下に移勤さ旭ることにより︑

また﹁菖中耐子乗鞍潮浴﹂

灘壷

十ゾ︑簸大径八・五がまでの鍛造

舞麟

新型制御棒駆
動装置を実演
臼本鋼管

邪もないので一次冷遇八の漏洩か

た先全粥封型嵐彪で︑その魏魏原

用途として一般研究炉のほか︑

口本鋼懲は﹁斬眺勤方式による
卿は耐肝集内灘外の織磁コイルと
制御典型鋤獄薩︵以下蕪KKlC

無い︒また︑原子炉緊急停止隠は

鋤

シ

難処狸が硬求されるろ懸装認など

は不向きであり︑じわじわと墳

利用する︒あらか

懸

ぜルターは︑ポリヒエールアルコ

蟄っているQ今回眉墨ゑΦ〜rフ

ール頭中㌘騰維肱宅糟みこんたモ
ン﹂ール適働用器るろ過器で︑①

ど︑台謝十瓢か團︑営九十七ねと

ス一舎む︶け欝館︒

て二番臼︒円毒の十九︵澱府ブー

四卜九擁で︑出甑数で西独に久い

鳶麟︐

神戸製鋼の放射性廃棄物固化処理ノステム
蚤

庄倒している︒ちなみに︑来団は

ア十煮眉︑甥⁝ストリア十滋な

筏︑地離スイス三十九恕︑イタリ

十二祇を籔頭に︑フランス躍十一

州各国の重要数が鋤く︑西独のバ

閣澗でみると︑雌の騨のよい厭

る︒

︵放周樋閲も舎む︶が廓展してい

世郵から4九か圏︑二酉八十六損

この門原了力機器展承会偏は︑

トノブは西独の62社

鰯機関が出展

19

V

繍

処那装隠のうちスーパー・フノイ
麗毒されるね戻系

は︑特研な方仏で

無機化台物を工譲

づ︑いわゆろ離的磁壇を行わねば

じめ穿孔した琵

分として記D︑そ

て︑両社は欝欝セメントの静的破

スラリーを充愛す

〇％のもーマイト

書トを妓壊する︒

田蘇諜饗

ると⁝田て約一一で

ノ鋼重﹂を糠み会わせて︑解体の

．欝欝ソトカソターでは︑矢川郡

ような取り壊し乃法を開晃しだ︒

こい︑大気中に放嘘能を臨さない

級蟹工法⁝俊友式火舶ノ臨ソトカ

砕剤﹁Sーマイト﹂と任友建設の に︑水比ご五〜三

ならない︒その静的砥砕力泓とし

用されている鋼球にふる砥壌刀払

れる炉に好劇てあるQ

RDM目写翼︶﹂の展示と炎演︑ 旧管内の強磁蟹プランノヤを磁気

ウ磁

@ぜ〜磯鯉．職壕

原子輝の廃炉解体にあ九っては

解体一浪を紬介うる︒

岡で開発した︑朧原子炉の糊しい

鎌継しメントと任友建設が︑呉

と便友建設

倥友セメント

新しい廃炉解
体工法を紹介

・プランンヤは穿滑な騨内響内ま

電鍵蝉︑高義炉蟻無難海が蓼求さ

難

ノ灘議灘縄

@諜

コイルの嘱源を蹴つのみで制御締

嘗．劇一管・艶
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﹁ニュークリア・インフォ﹂

は米原子力 趨 鑑 会 識 ︵ A − F ︶

したことから︑原チ力発電謝画を
再検討した︒

溢会に対する蚊府の名答を発上
したディビッド・ハウエル・エネ

低レベル廃棄物
処分は解決容易

レポートは︑十六か月にわたる州

園冤敵策について﹂と題するこの

﹁蟻レベル放物陀庵葉物盤石の

ていない﹂と節約粥蹴のウィリア

決できるという賢実が︑理解され

術を蟹麗することにより将遍に解

物処分闘題は実際には注慧潔く技

ーにある蹉つの閉鎖申の放尉性廃

ッ︑ニューヨーク州ウェストバレ

舞甥智臨御邦誕

政肘・地方自治体の直写︑群行保

管理について︑一般に受けいれら

同レポ⁝トは︑低レベル廃藁物

府が黛奏し︑残りを粥政府が血忌

台︑除染コストの九〇％は蓮邦敗

環境保護囲体が報告

門放射性廃藁物に関連する健康

ルギー大臣は︑﹁わが麟の四堆世
酋都ワシントンの環境傑護川幅

上の危験についての一般国民の不

一

一

一齢卿一一

︵除染︶を勧告している︒この場

である締約財圃は︑※睡の低レベ

ム・K・ライー31段裏長は述べて簗物竃馬サイトのクリーンアップ

紀にわたる安金な原子力発滋灘発

ル廃賭物聞題は容曙に解決可能で

護電蔑菩および原子力離業界代表

の歴史を賜えると︑原子力発惣の

いる︒

必要性を無視するのは︑近視眼的

との甜議の紬果をまとめたもの︒

炉型として決めている︒︵来国の

すべきであるとしている︒

一

のに対して︑英醐は原子力詔画推

れるような戦略の第一段階とし

Nで珈万KW発注へ

英︑原発に積極姿勢

ヨーロッパでは︑フランスが原

安と混乱のために︑低レベル廃粟

各擁エネルギー源の相対的リスク

顧る十六万四千人心の翠蔓済み二

に関するNRC階身の調査は︑核要なt瓢乃八千四麟七十一一名を上

グループは︑住属投票の要東に必

需■鞠P一一一
鱒の
一尉
一二

この二卜二年臨従塁厩と一般公衆

塁をヒ月にス沢カンの州鞍局へ提

一己ρ一冊齢＝ 一

に対して︑原子力による死亡餐故

程麓の影響を侮えることを苧目し

燃料サイクルが健順に対してある

一榊一隔＝︐口
一占■一＝

や人脅憾鴇蠣故を一件も起してい

一

ない︒これは︑継界中の他のすべ

毘した︒

一﹁一尉儒一山一

あるというレポートを発表した◎
一一＝蟹︐一︐薗一＝＝

で危険である﹂と述べている︒
鱒■
＝鱒＝一ご一目一一一＝P一
一＝二

ユニオン・エレクトリック雛は︑
一

進の方向に准んでいる︒
田紳縛＝騨

原子力の安全性擁護
談ネーダ翫調査に反論

ているので︑原子力発勉焼を許期

九四は︑讃画の推焦コストが公共

とくに︑このイニシアティブ三

ての産熟を瀬じて類例のない賢固

するのは︑臼衆脳憲法に達及して

というわhわれの擬館の主張を支 るとは絶紺にいえない﹂とAIFいると蚕張︒ホンニッカー女虫

執録であり︑欠陥のある技術であ

持している﹂と同櫃告口は述べて

米国原子力海況盆譲︵A王F︶ きな欠隔のある危険な技術である
は︑一九八○隼の原子力発纏所環

ルギー計幽の建設や取縛のための

Cが許可していることであると解 なったときには︑霊要な公的エネ

これに志するNRCの園田は︑ 債券の発行の前に住罵投票による

幽している︒

連邦敵膚の酒動の多くが不実能に

ホンニッカー女史の論理でいくと

る︒叢要な計醸とは︑発庵饗糧が

承認を受けることを蟄求してい

mRc斐

原発の運転停
ヒ請願を拒否

は︑これは園罠を殺す謡動をNR 機関の当初の推庵額の二傍以上に

紋の腫鐵を分街することを圏醐と

いる︒

ポートは︑燕子力演儀鮨の管理︑

﹁ライセンシー・イベント・レ

引言陶に不二 然問題にならない篇としている︒

しかし︑AIFはこの解釈は﹁金

は反論している︒

したラルフ・ネーダーのクリティ

ェクトの調沓は︑

カル・マス・エネルギー・プロジ

七月ニや七臼に公喪された同講

慮﹂であるときめつけているQ

以上の国津で構威された復雑な社

ものとされている︒

査は︑﹁N鶏Cのデータによる 運紙およびハードウェアの弱点を

は︑全国の原子力発電所と燃脳サ

ナッシュビルのジーニニ︒ホン
ニッカー女奥四ハ︶は︑核携料サイ

ろう︒多分︑憲法を請頽蓄のよう

に解駅ずると︑これらの活勤はす

﹁しかし︑隙理的には逓転停止

年比で11％増

一AEAが80年年報

国際原子力機関︵蔓A旦A︶に

は一節工千三蕎万KWであったの

一九七九年末の原子力発電規模

子力発電規換は二％増加した︒

よると・一九八O砲申に世界の原

べて巾止しなけ33ぱならなくな

〜毒

クルは門数百︑数看人の癌患者﹂

㍉

る偏と蕪RCは述べている︒
〜屯

を聖みだしていると主張︒巌た︑
〜

救急庫や原子力発電所一も入命を

︵または総残額︶が二簿が以上の

イクル施設の通転をただちに鮮止

二＋五万KW以上で︑総コスト
指摘することを園的としたもので

原発規模︑前

※原イ力糧制疑磯会︵NRC︶ なってし法うとしている︒門二釦

ー︶がNRCへ報缶した小謡は蕊ある︒心事岱購にもとづき︑改露

会に影響を与える男声の活動の多

と︑筆墨︑戴力会社︵ライセンシ

くは︑少人数の皐期死亡事故と禽

︑r︑や〆・︑〆．．・や

n原子力蔑榮界ぱ︑少なくとも
辱乗㌧厚

理醜に結びつけることが可能であ

するようにというテネシー州の酔

では︑このように購際な安全シス

ノ

人の請瀬を拒蒼したQ

措齪がとられている︒原子力のよ

千八街四件で⁝九七九嬢より二〇

萱報窃諮のタイトルは︑﹁原子力

％増えたUと泌べている︒この調 うに複駕で狡爾的に発達した瞳業

テムがあるということは︑潤点で

． 磯〜嵐︑如 ・乗

あると蔭えるべきである

発竃鮨安金性スコアポードー一九

Q
ノ︵t﹂

︑︶卜匹

や

期を﹁AS﹂Bの縞論が出てから

も陶横に感法違反である︒なぜな

ある︒凍子力規制婁員禽︵NR 年初めまでに観潮を受けた燃料を

三十五田以内﹂と．掌遍している︒

三慧︶になったと工AEAは一九

八O薙の髄脳の中で述べている︒

同報告隅によると︑一九八O隼に

は世界の総臨力の約八％を原予力

また︑建設巾︑討頭巾の原発が

発電が供更した︒

苧走どおり完成すると︑世界の電

は︑一九八五薙に一一％︑一九九

力供絵に占める原子力発電の割禽

やその他の大型エネルギー計画の

さらに︑同帳欝雷は︑一九八O

〇確に約︷三％に増える︒

にあたっては︑住環投柴による．腿

建護資金を得るための綴券の発行

ィブが成立すると︑原子力発雇所

選挙の蕗に投粟されるイニシアテ

ワシントン朔で︑今葎十一月の

原発債券問題争点に

獅ﾉ住民投票

ワシントン州で

Cは説明している︒

﹁NRCが運転蔭開を詳論して
に噛して︑一九八○礪末には一閃
救助しているからである﹂とNR
三千六断万KW︵動力炉二蔚五十

ている︒

原子力規制震源会︵NRC︶の
頃子力の安全許無事会議︵ASL

ら︑許認燭されている諮活動ーー

C︶が処分方法について決定する 取り掲す畢定にしているが︑この
作業計頭は圓挫がクリーンアップ

も︑運転再開までには約一か月闇

まで︑その家家にしておくことに

なるだろう︒GPσは︑早くとも 作業のだめの資金を確保できると

のテスト期闇が必愛である﹂と圓

内に運転再開へ

TM一一号︑年 社の広西部長ダグペデル氏は述べ

一九八二館まで処分方法について いうことが前提となっている︒
は握還しない予瓦︒原子力反対派
は︑水を河に攻出することに強力
に反紺している︒その他の処分方

することが纏えられる︒

クリーンアップ作業臓は︑八月

の最後の選から格納癬器の19の水 B︶は︑さるヒ月︑丁嫉−一号機

全認転の実績をつくったことにな

所は︑台卑して一一千百炉︒年の安

露末時点で︑想界巾の猿子力発罎

現在同州内で建設工饗ゆのワシ

認が必要となる︒

ントン・パブリック・パワー・サ

臨界に達して以来︑いかなる原子

ず・一九五六年に最籾の動力炉が

プライ・システム︵WPPSS︶
ると指摘︑﹁一九八O架のみなら

社の五契の原子力発盤所が︑この

力発確所においても放細線による

一件も発生していない﹂と﹇AE

璽大な人身噛込または死亡瑠故は

Aは強凋しているQ

ノ

TELO2928−2−5063

が︑パブリンク・アフェアーズ
︒アンド・インフォーメーショ
ン︒プログラムの⁝環として︑

原子力に関する傭報を収藥︑分

いて︑全国的な凝ミュニケーシ

析︑騨価し︑その結果にもとづ
子力計画の見隠しを発表している

ャラウェー一︑二腎炉と同設計の

マーガレット・サツテV1政擢 英騰が選んだPWRの設計は︑キ
は︑一九八二年以降十鋸聞︑源年

スを八月丘田に発卜している︶

ものであるというプレス・リリー

英国は︑議会のエネルギー特別

鑑しい原拠力発露所を一塁ずつ発

鰐斑凝した︵禽凝一千五膚万K

注するという一九七九隼の讃画を

最も多い不満は︑建設許斑と

述べている︒

委竣会が批判的なレポートを発裁
W︶︒この 訓 幽 は ︑ P W R を 次 の

一十件駄は︑不満網羅

運転認可手続きの貰さ︑とくに

﹁上位

た︒

公聴会手続きに関するものであ

︵NRC︶の許認可要作︵原子力
よる︶遅れは︑エネルギー独立

・︐や・く 乍ダ

強して︑水を﹁洗浄﹂する︒︵格

めるための冨後手続きを進めるこ

をSDSシステムの中の小さなタの運転薦開を許可するか否かを決
ンク内へ矧出し始める予定であ

マンであるフランク・イングラム

氏によると︑径分野の夢丁張で構

は︑一九八二年七月に発効する︒

法婆の対象になっている︒法案

このイニシアティブ憲九颯の提

せるな！﹂と称するグループ︒同

訴者は︑﹁ワシントン州を黙劇さ

1974年以降最近まで

IA8A（国際原子力機関・ウイーン）が中心とな
り、加盟蟹の協力のもとにすすめられている国際

@灘

ハウエル・エネル翠一大臣

原子力の瀦謂可条件は︑﹁連

の件数と規制に付随する推定コ

る︒國答叢は︑規舗によるコス

邦政將の規舗の中で︑叢もやっ
かいでコストのかかるもの二十

剛答爵は︑雛罫力撹制浸員食

楽園商業会議駈の法律対藁セ

る︒

から十億が以血﹂と撤嘉してい

トは原子力⁝墓あたり﹁数億が

ストをもとにして決められた︒

るQ

ワースト3

原子力規制は

伴㎏の巾の襲嵩鉱になってい

これは︑商務街が民闇部門の
調鷹を笈解した際の三千作を上

回る回答を分析した結粟であ
る︒この講蕾は︑ジョージ・プッ

ンターは︑この調査粘巣を分長

法﹁OCFRパート五〇︶が︑だけでなく︑齢しい順子炉建設

し︑﹁︵康子力許認澗墾続きに

で︑﹁変腿により潤溢を増大さ

を妨げている還御蟄囲となって

米政府調査

せるか︑またはコストを引き下
猿子力発電勝の建設︑運転を大

フ譲ース座長︶が実施したもの

シュ副大統領︵規制轡減タスク

げられる﹂珂能性のある規制の

︑駕 受へ︑

この調慧は︑原子ね免電は大
c−1α1嚢﹁5

いる扁と述べているQ

〜やゾ や． ず 措 帆や︑ 歯 ㌦ 塾

編に遅らせている愚妻であると

鯛をあげるよう愛凹し

・匝 塾

除染一歩前進

納厨器内の盆副七十刀ガロンの水

る︒最初は︑格納讐器の床にだま

とを決めた︒NRCのスポークス
った水の処麗を九月から開始する
予定である︒

TM一発爾所

総懸
田までに結論を出す予定であるQ

成されるこのASLBは︑卜月一

その後︑聾RC随員会による決
窯が行われる訳であるが︑メトロ

ことである︒GPUは︑一九八五ポリタン・エジソン社は︑その時

のデータベースから、

る磁気テープを使翔して、利用

SDl（定期検索）

毎月一回IAEAから送られてく

ョンとパブリック・アクセプタ

しているものです︒この構報に

ンスの輪をひろげるために糞行

撚罐

は︑原子力をめぐる月間の鋤き
がたんねんにまとめられていま
す︒

難

霧
いご拶

㎜醒

助照屋からの放射能の娠い水を浄

浸水脱塩 ⁝ 装 置 を 使 っ て
TMI二号機のクリーンアップている︒

法R
としては︑水をトラックでサイ
化するのに籠旧したEPICO

損鰯のないTMI一号機は︑十

表醐から五酵のところで四十〜

⁝皿システムを使う予定である︒

︵除染︶は︑僅英員が格納谷器建

四十五レム／時の放射能をおびだ

ト外へ運び織して芝発させるか︑

屋の中がら放射能汚染水の排出を

一月末または十二月凋めに運鉱悪

オライト樹脂を便うイオン交換シ

には融三千六醤キュリーのトリチ

開できる曙能性が高まった◎

ま︑
たコ
EPICORi虹システムは
無ンクリートと起ぜてブ厩ッ

作榮を冗了するのに大偉九か月か

ステムである︒水軟化剤が﹁硬﹂

ウムが含まれている︶

クの形にして永久にサイトで貯蔵

この水は︑一千醤万騨の﹁浸水脱

機性ではなく有機性の樹脂を使
堀装躍﹂︵S13S︶によって処理

始め︑除染作業に讃手する九月か
ら︑新しい段階に入る︒

ら一箭かかるとみている︒その次

水から不単物を除去する力法と似

すと︑水はきれいになり︑薄めれ

このように二同フィルターを通

に︑作業員が建屋の壁を批い︑損

る能力をもつている︒

とストロンチウムを九九％除去す

ているこのプロセスは︑セシウム

なる︒

傷を受けだ簿料を取り出すことに

一九七九銀三月の事故の時に︑

絡納答器内の水の除染がすむ
環境保漉庁の越聡を轟たすように

と︑次の大きなクリーンアップ作
テムで処理されたあと︑別のシス

なる︒しかし︑GPUは︑当分こ業は壁面をごしごし洗い︑原子炉

格納醤器内の水は︑SDSシスばサスケハナ河へ放出するための
六十乃ガロンの水が︑格納容器碓

テムでもう一慶フィルターにかけ

れをサイトにある五＋万ガロンの

一次廓却系からあふれ出た合計約

膠の礒に︑約九檬の深さでたまっ

には︑今薙の響にτM1二帰機補 タンクご基の串に貯蔵する帯驚で

られる︒この二番闘のフィルター

響器内部の損傷の駕籠を開始する
ている︒この他に十万ガロンの放

所ですが、国内サービスは（期）原子力弘済会が行

（財）原子：力弘済会資料センター

録しています。田本の担当機関は臼木原子力研究

瀞

駁引水が冷謡系謝糖の中にたまつ

的な原子力文献情報流通システム，1就ematlo！｝al

者ご指定のプロファイルによる ご希望のテーマに闘
検索を行い、英文抄録付きの費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。

Nuclear Informatlon Systemの略称です。60ケ国
が協力し、年聞70，000件の文献を磁気テープに収

@
@

@
@
@

RS（遡及検索）

lNlSとは

鮮

N lSの出番です

こんなときが1

10
℃

ノ

皿
ジゴネラル・パブリック・ユー
される︒SDSは︑水から放射性い︑山鳴のトリチウムは別にし
A−Fが門ニュークリア・イ ティリティーズ︵GPU︶は︑この物綴を分離するために無機性のゼ て︑その他の残存放璽性物鐵を除
ンフォ﹂を発行した背景には︑

原子力鋼発への批判や反対が先
鋭化するにつれて︑一方的な晃
解憎不正確な傍報が増加し︑大
粟の原子力に対する純粋な疑問
や素朴な不安を誤った方向へ増

かがえます︒この檎報は発行以

輻させかねないという爽情もう

来︑原子力関係暫のみならず議

どからも注田されてい寂ずゆ

会︑速邦・捌政府︑マス翻ミな

11

1
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っています。
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となっている︒

剛

い

・：：：鱒

六纂もの建設謝闘のキャンセルが

−臼奉

運転を開始し︑霞力供給において

一墓だけだが︑中部戦力の浜岡三

の原子力発電国となったが︑この

磁沫︑ソ遮を抜き一躍世界第二位

る仏は︑三園︵許穿末︶調査で

廟立計睡の糠議が行われ︑原子力

れらは︑十月に国会でエネルギー

の各塾ぼ十万KW計十八基で︑こ

発撫の位癒づけが明目になるまで
凍結となる︒

三期でも七山が運転を騰繁し︑運

た︒

匹から四号︑ペルビル一鎖から四

ル・セーヌ一号︑二月︑パンリ一

ノン一9︑一一弩︑ノジャン・スー

八十九万KW︑五月七田着工︶の 五万八千KW︵二十九墾︶に達し しかし︑同日の閣畿で︑カット

は九州磁力の川内二号︵PWR︑ 転中の総発磁重重容駁は二千二酉

この灘琿聞に新規に着工したの

与率がさらに高められた︒

3基三百万Kw 発聰コストの安い原子力発電の雛
を激発審上程一
昭狽五十五矩展窯の賢士二十六
臼︑第八十閥圃確濾開発調整犠隷
会が騨かれ︑実に二隼鷺か月ぶり

二︵BWR︑薦十万KW︶が第二
仏では五澤に瓠離党のミッテラ
ン政梅が誕生したが︑岡敵撫は︑

に三酉二万KW分の原子力発臨に 次公開ヒアリング︵三月十九磁︶

丁恥継続は認められている︒一

号︑シノンB三号︑B四号の潔丁

フ〜警から四号の建設趨画は放災

方︑地光の反対が特に強いプロゴ

建設申の生子力発電所はひき続き

で︑競ねのところ順調に建設が臨

建設を嵐め蓮転入りさせる方餅

められ避れは出ていないQただ︑

状況にある︒

今葺下牽期の動國をみると︑新

を経ており︑建設蚕簿発給を待つ

規に遼転開坐する原子力発振所が

れた︒敦賀二号の建設計幽謝孚が
昭篇五十三無十二月に承認されて

よう薪野際濾騰発の出訴が承認さ

以或のもので︑五常電力の柏騎・

碧工していない霊鳥中の原子力発

もいなめないところだ︒

所を十月の園士籍議謹で凍結する

議で︑五か所十八塁の原子力発捨

の運転入りをめざすことになる

禦継続が認められ︑一九八三奪宋

実証炉スーパーフェニックスの工

五か阪の発露所の内訳は︑ルペ

炉の運駈状況をみてから方翻を決

が︑商欝炉については︑この実甜

から潮入︑カットノン三野︑猛男

瓢シュー弓から四号︑シボ⁝一号

号からB西騒︵聴設分︶︑ゴルフ 定することになっている︒

ルラン一琴から畷容︑ショーB一

ナ
決定が下されている︒

鋤鍬塘猫顛開発では︑建設申の

となったようだ︒

刈羽二号および五丹︵BWR︑各ないことから︑仏との差は厳すま

露所については︑七月薫十日の閥

豊がそれである︒これは︑米国で

：・フランス・・

碍︵BWR︑八十二万KW︶の発三
霞隈として四位に穏んじること

酉十万KW︶︑中隊臨力の鵬根嚢 す広がり︑ソ運に抜かれて原子力

趨きた謄蟹︸瑠故の後遡症も瀞

社会党政権で

も順調に運開

：●

れ︑欝本における原子力発電開発
の再出発でもあった◎

この薪規計画とともに三月灘十

・

．半年間で1基

のみが運開
昨鋸一三閣にムロ謡十六墓︑一千

一封のキャンセルもなく︑建設課 上初めて三子力発露が石油火力発

マッシュ工腸での︑機器凝血の遅

：

・：

︵SPD︶内でシュミット首相は

しかし︑醸府与党の肝会浅主党

なったQ

れ︑ひさびさの計るいニコースと

ルフKBRの工壌が二月に再関さ

設工事が中断していたプ嶽ックド

九七六琿十二月の行脚戴命令で難

はほとんど進麗していないが︑一

ここ数年の闇︑愚子力発電開発

︒必要性なし

早急な開発の

：西独・

れも抵えられていることから奮発

・

銀をしのぐこととなり︑今年もこ

：・

画の露霜さに儒頼哲を取り戻して

・

謝翻の蓉ぞの遅れも予想される︒

連：

の傾尚を維持するのは礁笑とみら
れる︒

㌦：ソ

巨大開発計再

今年から第十一次五か急計爾
續ｪ一〜八五年︶がスタート
したが︑この計画では︑一九八五
隼までに新たに二千四菖〜二千五

薇万KWの原子力発磁所を運転入

原
￠

きた感がうかがえる︒

金品附な開発聖裁に詰襟はな
く︑新たにジョセブ・M︒ファー

KW︶が五月八段に初藻屑に資

の成渠であったQ

七月三十露営業運転に入ったの

し︑続いて五月二十五臼彷送砲︑

が︑暇

レーガン大統領の園内原子力政
策が濠だ補数されていないため︑

漂子力業界が望んでいるような開

がめじろおし

八酉七十七万六千KWの建設罰幽 り1二懸︵PWR︑八十六万一千
キャンセルを出し︑世界における

L窪 環巳細

辱

発欝遣に即移行できるかどうか︑

りさせる予定で︑八五葺時点で二

壬曹億〜二千一置五＋謄KWH

まだまだ獲問点も多い︒誹認両発

が︑五月二十口にセイレムニ号︑

給の遅れがその霊園となっている

ず︑また︑國内石炭澱濾が難識で︑

の︑党内の醜鱗は＋分とれておら

原子力開発を支持しているもの
いる︵一九八O硲実徽は七百＋絃

を原子力で発億することになって

この覇五か奪讃画に暴づさ︑源

〜七頁〒徳KWH︶︒

六月二十九沼にウィリアム・B︒
マクガイアー一号にそれぞれ全崖

子力照臨所の建設計繭が航なと明

力運転認剛︑藤た︑﹂ハ月二十脂繊

￠
登

いう状況にあり︑ここ盗分︑開発

開発零學急に進める必襲がないと

露で七％以下︶ため︑原子力発織

にはセコヤー二謄に捗燃斜初薄荷

らかになっており︑今園の調葦で

輔入石油への依存箪も低い︵発
飾可が発給されたことは︑今後の

営万KW・PWR＋八墨︑翼五＋

グノレープ・り一ダー

・総論⁝

．原子力発電．

国は22か国
今回の調査では︑前麟同様︑原
守力発常所を運転︑建設または計

融している国の数は四十一か国

また︑昨葬宗に田本︑ソ連を抜

った仏が︑米葉虫で七星こハ強

き世界第二僚の嶽子力発飽國とな

を運転入りさせ︑前年に引き読き

六十九万九千KWの隠子力発電所

頗調に原子力発臨開発を紙し進め
ているのが藁囲される︒仏では︑

を開始した激子力発電隣＋三盤の

仏ダンピエール丑号︑グラブ

内訳は次のとおり︒

なお︑この罪向間で薪規に漣転

化はなかった︒

で︑遡心中の涙子力発電所をもつ
⁝る運帳申︑建設申︑発注済み︑謂薗串の出子力発両班︵出力三73KW以上︶を対象に調沓している⁝原子力売卜國も︑二十二か麟と変

ト

もので︑今園は六帰国隠点での笑績︒以下にその概瓢を紹介し︑原子力をとりまく世界の勲向をか

ロ

漏髪奮
比較すると︑この串痒腿に十三

これを削葺︵一九八O鎌︶末と

KW︵グロス出力︶であった︒

鉦︑霜朝鵬六慰八十閥万五千凶齎

エ董ヨ一椚三一露1一＝開一一≡一一§1震一ヨ一雛﹁一＝一二葺二＝＝㎜〒圭冨酬一ヨ三隔蚕丁−曹﹁葺窪≡1竃mま同齢⁝1咀三烹＝簑耳監

⁝：：四界の原発幾模

麟基︑一億五

千八百万KW
基︑一千薫九十七万四千KWが新
五月に只食党のミッテラン政権が
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ピューターのご利用は諌さに所を得たとい

検査の効率化をはかろうとするもの︒昭秘六十蕉門蒙で万目口に約四十億円をつぎこみ︑①曲管浴爆部鼠
作業員被ばくの磯波低減︑検

る獲篠の仙頓性を健罐するQ擬粥

置響実評日電運営委員へ面

終ガス除去裟澱晶については︑五

は一億乃ド万円︒﹇冷昂材中放射
証鱒円は慰力盆往と鵡蔽メーカー

︵仮

騨動転瞬臨動分解点換三山③鋤糾繍動険醗蜷麗④冒動除鞭装蔽iiなどを捌発︑保腎・嶽険作業の自動化
鋤超藷波探傷装蔽②制御棒駆
へ大きく潮進ずる計画だ︒
化をはかることに塗り披ばくの低

のため冷隷搭申の成嚇控ガスの除

億四千乃円壕かけて︑被ばく無威

をnう︒

︾Ψリ

科学枝術庁は九月二十八臼門︑

一など七つの項隈にわたって総振

見見きき︑行政に茨映させること

的な説明を行った︒

澱後に︑A・バルトi仏原子力

にした︒

同門は﹁高レベル廃棄物は長期

門貯戴施設への人聞の接近を防ぐ

U、leen Jensen、 Mkiaus Wlrth共著の
F冷scai U＄e！へManual and RePOpt（

FORTRAN

げんざい︑りが国の鷹子一発彪

をはかることにしている︒

称︶を新設し︑試験の円斜な運鴬

同調食では︑この集証誠験を背
このうち︑﹁麟歓浴接病目動超

去を運航的にσつ襲置の実訂試験

が拠出する︒

富庇口暢装即実誕試験⁝は︑万謝

いずれも︑涯十九策享ばまでに

蕾口業本部﹂を改紺して﹁試験研

八F万円をかけて供用期閣巾検査

は設註・襲窪を終ゴ︑六卜隼にか

うために︑げんざいの﹁指藤性調

の胸黒分を占める曲㎡浴擾部の磁

貝体的な目動装置としては﹁彼

ることになったもの︒

WQ政府の陶画によると︑この原 について実証試験をスダートさせ

所は二士璽千五獅δ十一万K 減︑険煮の効率化を促進する製置
乎力発臨所を十奪後の昭租六十五

転ぶ謎本部﹂︵同称︶とし︑その

菖綬探傷を目駒で鴛う袋霞の﹄轍

館厩には三倍強の煮華醤〜石鎌嵩

穏万KW開発することにしてい ばく樋微のため曝懲を駿し︑実現
なかに﹇漫轄械齎装口実識畝験

性を実証しようとする㌧の︒﹁C

〜︐︶O

穀が一︐同く︑かつ機器の偏頼性の確

経験菖雄︑で構目する門目乳酸戴長

節﹂︵敗灘︶を設禄︒さらに学轟

丸t双恥央●予一血含

撮上とくに頃駿なもの﹂との御婆

弗ノ

却嘩から︑①曲縫・倉擬陥自動韻

る︒

こうした︑原子力発電所の憎加

原子力への理解進む

﹁瓢一一鵬僧＝髄窮＝端憎勘二胴一＝齢嵩旧篇 ＝＝餉＝＝缶︸ 一一＝一憎一開一凱

にともなって︑発電所を安全に維

料自励極甕笠糠働噸気発生器水城

︵CRD︶自動分融点演衷罎⑧燃

自動除染口置⑤一次系クラッド除

一般的に願子力発臨に対する理

のμ﹂澗憲二丁をとり蛍とめ︑薙

﹁昭租五十竃箪麗原子力モニター

丸竹籍各論反対も10％弱に

一一一一旧罵鷺；＝一一m＝篇

菖疫探携遵申事制榔昏駆動裟婬

去装磁③冷雄材中攻翔性ガス除去

もふえ︑総被ばく腺矯も贈大して

凝の緩戴︑保修作業筈にともなう

毒ているのが実幡︒このため︑個

寝灘i一を恩僚に失祉試険を行

単嵩二髄瓢濡﹇＝篇椚一二

猪していくための検造︑保修作策

ための舞体的討策の懸要強が指摘

鷺か年の獲識試験総獺は約四十

う︒

被ばく綜鰭をできるだけ低誠する

されていだ︒

こうした歯禦をふ蒙えて︑油揚

なっているーー︒

が浦助さ為る児込みで︑残りの十

切字康子力研究所は九月二十照

次に︑将水炉の疑金性譲価解析

日︑康慰・大手町の経麟連ホール
で第九園原子力安全性研究成果帳

庁放樹性灘渠物簿理局次長が﹁鷹

識試験の講演のあと︑田代躍煮尚

や格納否器圧力郷制系の侶績性父

の安傘注評価漏と題する特確説凝

中レベル廃瀬物の浅地中処分とそ

の順子力閲係冨が纂窟り︑懸心に

管圃レベル廃楚物処理処分法の安

レベル廃棄物処理処分研究簸長が

台会を開いだ︒会場には細こ訴人

濠ず︑天野昇門口義最があいさ

翼をかたむけた︵組写翼︶︒

開にわたる麓険性をもつ﹂と前お

る煮え力をわかりやすく説際し︑

数十枚のスライドを結いて同氏

きしたあと︑高レベル鵬三物処理

を行った︒

もとに蜜傘研究を進める惣識が強

隙界呉櫨の環彊噴門︒その認識の

処分の蜜金性研究へのアプローチ

全性麓価研鴛﹂と題し発致した︒

む研究搭の慧気ごみを強調した︒

べきであり︑濠た︑ご〜三由薙も

ためには︑公的機閲が運営審理す

放尉性廃震物を安全に讐齢するこ

として①閥化体の安金性誠験②地

滅処鰹の碑究ーーの三点をあげ

かない﹂と述べたQ

とができるのは︑改府閲係機関し

ンターKが︑原研の安傘性研究の 層処分の實全性議験ゆ群分離・消
現状を詔介し︑①畷乎炉通富運転

スの研究成果について﹁ガラスの

た︒さらに同氏は水ウケイ酸ガラ

次に能沢肥粥安全性誠験傍究セ

家ってきた﹂と笈全研究にとりく

つに立ち︑﹁櫨子力の安全確綴は

、樫べき全設よるすンを℃さし
る。（石は一四宏い門るのん 、が名わ 、し 、的る発 、な
。五九八一今一宝に安一八て薦浮沈せ門なとにか建一い一度き一性にる。るケうエれて
〇

に子滑あの毎を
％％なに鐙て子
。はらか

など％がに

鵬における撚甥挙動②線子炉事改

層故に闘する工学凶安金臨誤験1 物窪を島えると︑一ヒ％家で赫レ

たるまでどの段階からでもご協力することができ談ず。スーバ
一・ RンピューターCY8εR 76ともどもご利用下さい。

ニユークリアヴータ株式会社は株式会社数値解析研究所とグルーフを形成していま瓠

お問い合せば懇懇欝業部まで。

ぞ論髄蓼巡簿ぎ三露鋒瀧馨廃発誘誌瀦簾翻濫を進窪霧窄震認
い五画一で、（門ねはあ％すにと一あびは）極ゆ聾しきめ任すべ蜜建にい短ア臨ノ」旛と
臨における轡脳挙動③冷却材氏三

倉計、データ作成、処理、結果の検討・評価、報告書の作成に：い

舷：干453

利閑の他に、あらゆる分野の技術計算に関して、モデル化、設

蝦輌のソフトウエアに享・ントする

ド◎RTRANや酔ascalなどを使用してのコンピューターのこ

ストラクチヤーード・プ〔コグラミング（以下

ゴ」

難語（03）フ92−2604（代）
穴騨務所：〒550大鷺西騨畷り丁羅幡9讐綱騰八千代ビノレ
竃蕗（06）44轟一〇50唱（代）

鱒

億円Qこのうち園かり二十七懸円 解がすすみ︑各論反雄も〜朗弱と

廃棄物処分などテーマに

げ％贋とイく1ま調

蓼

食では︑放射線環境下で行われる

鷹がる原研の安全研究

1

機発
関電
協用
会熱
検厳︑係鯵作繋轡の自動化︑巌隔

原研・安全性報告会開く

なスro6

ぐ8）
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第1100号一
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畑遇木曜1ヨ灘行

購二二1年分前金55◎0円

万薙には︑電力の㌶0％を原子力

なエネルギー源︒仏では︑一九八

に墨要となってきた︒この分野で

…嚇……………・・………・………・……・・…山旧和ヲ5

一・フ．fルムバツジによる考察一一
・・………………・…・……………・・………山本イ杁

︹10月下旬発売︺

東京都千代田区九段北⁝i八一十

日刊工業新聞社出版局

講︑瞥蒙書としてまとめたもの︒

レーザの応用面は広く︑既存の技術と融合し︑
藪々とその威力を発揮しつつある︒本譜は学生や
初級技術者︑専門外の技術者を対象に︑エンジニ
アリング的な立場から概念︑原理︑応用︑將来展
望などについて平易に解説し︑この分野への手引

小林春洋著a6判／一200湾

翻

把握できるようにしてある︒

核燃凝を激子炉て使用し︑その梗用済轍︑鋼を鈎
処理して原子炉で侠用する一連の循環過覗として
の核燃羽サイクルにおける枢要軍項について︑基
本的理解ができるように解説したもので︑これに
より核燃料サイクルの資源的意教︑経済的意義が

大島憲醐他監修A5判／3700円

主線⁝射⁝線会爆⁝
低低 放 低 簾

黙療従『算者の放射線による四二と管理

って順子力は匹田︑もっとも畢要

また︑実験炉については︑﹁ト

は王A銭Aとして次のように薄え

交付金制度が
正式スタート

原子力発戴麺設讐周辺地象交付

した︒

書綱度が一隻から獲貫にスタート

逓産鱈によると︑今艦露営交付

島︑磐城︑新潟︑茨城︑静岡︑島

金の交付対繁となるのは編井︑禰

倣都の十二厨県Qこのうち︑袖井

根︑愛媛︑佐賀︑鹿児晶︑滋賀︑

県をのぞく欝府県は誠会の手続

きがまだ終わっていないことから

〈原子力船「むつ」〉をいつまで源流させるのか！

る︒

ど・開発から二十数無をへて歴史

カマク方式を想硬して研究開発を

の成果︑トカマク改膿研究および

転実績︑核反目プラズマ実験など

％︒この稼働ぎ￠より向上させる

腰膝六十六棊の平掴稼働終は六五

①踊在︑世界の金原子力発置所

トカマク以外の閉込め方響の研究

の提臼内容は︑現在︑原子力婁員

十月一興からスタートしたのは福

定価850円（r酌円）年極購読料憩，20◎

瀞霞漏が楓次いでスタートするな

的転換期を迎えようとしており︑

に依存する副画をたてている︒T

日立重芝

MT調戯以降︑原．＋カの経理挫と

ては︑将来の電源設傭の信頼性向

成果︑隈際協力の動陶などを考慮

ている︒

施体制などは︑JT160などの偏
運頼性・安全甦との闘係は︑とく

す︷方で︑﹁具体的建設計画︑実

めざして︑しばらく胎動がつづく
ことになりそうだ︒

派遮︑岡社と共周で検討グループ

上対策の一環として︑凍子炉の

重書重力のコメント

を締威して︑約一薙醐の予建で作

多様化の検説も必要と考えてい

して蝦終酌に決定すべき﹂とし︑

今後の検甜にゆだねたQ

ため︑いま旗で以上に︑各国の構

・スタディは︑田独窟力メ：カー

帳を提供してもらい︑これを活用

士億機は原子炉闘辺邦分について

これ濠で研究聞発を装認の製作
の旧際協力により︑園産技術と欧
州技術の優れた点を紬齢するもの

して︑さらに稼働漏を晦上させて

これまでのわが圏の原子炉供給

金性については︑多くの疑間がも

齎から支えてきた産巣界について

総禽的に轟轟をすすめる︒

B立︑桑園はプラント全体︑窟 る︒また︑このフィージビリティ

巣をすすめることになっている︒

当社とし

﹁より安全で仙帳できる原発﹂を 行うべき扁とする現在の覇断を示

富士電機

年かけ可能盤調査
わが国の炉型戦略に新局面

の基盤強化に役立つものと弩え

時膚策に関する墓塞的な一華を作

し︑設計および関遮技術開発の段

もらいたい︒②盟M工事土龍︑安

る︒このため︑将来このスタディ

また︑悶際協力については︑

ついて︑規制・建設・運輯・緊急

握蔽は︑﹁蓄穣してきた捜砺︑経

獲撫工一儀が供給するというのが

の結果について技術痴︑経済颪か

だれたが︑王AEAは・笈全性に

体制はGE型BWR市場は日立︑
であるため︑わが園の軽水炉技術

纂添図践︒こうしたなかで︑田立︑

ら検謁し︑これを評備したい︒し

階から特注な役鯖を果していくこ

験などを共通の財巌として蒲用

東芝の炉型多様化戦略が成功すれ

とが期待される﹂と述べている︒

策蕉が二分し︑WH筏PWRはの
蕊陶上等が主峯され︑原子力匿業

ば門わが國の原子炉地胆﹂は大き

さらに提⁝．隅は︑次段階装灘︵実

馬災期計画の改訂に反映されるこ

会が避めている原子力研究開発利

協力を婿て行うことになろう︒

﹁摺互稗鎧および齪霊技術確立の 成していきたい︒いずれも各国の

原則に立ちつつ︑わが臨の計画と

階の薗撚を技術的実証︵露己点火

囲標として﹁昭和七十駕代初頭﹂

験炉︶による技術酌実証の氷期の

のこる十一膨県については護会

井凝だけとなった︒

の手読きをへて︑十一月から﹁十

交付する形でスタートすることに

月︑十一月㎏の二か月分を同時に

裾井県で︑住蔑一照当たり交付

なる猛込み︒

額の最続はF︐灘浜町の月額七醤穴十

六円︑最簸は凋野村など四陶村の

月鋤二蔭円︒また︑企某への交付

については数百が円にのぼる熊某

もあるものとみられている︒

罵く子カテクノチーム
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原子力工業

購立製作駅︑策蹴芝浦蹴気︑窟士竃機製造の欄内三社と島牧クラフトウェルク・ウニオン︵XWU︶社は五臼︑KWU型PWRの
フィージビリティ・スタディ︵F・S︶実施に関する協力協麗撚に鎌武装印した︒これまで﹁一門一越型漏に限定してきたわが瞬の

億力鼠社が︑将来の原子力発賑毘率の至大にともない︑炉型の多様化に踏みきることもありうるとの判断から︑KWU型PWRをわ
が国に遡議する罵能性について︑約一葎をかけて些伺醐擬研究を行うことになったもの︒榮崇鑑力では門撮用については薦査結果を

ふまえて覇断ずる﹂としているが︑その鞘幽いかんによっては︑KWU型PWRの臼本上陸の可能性がひらけてくることを一味し︑

かしげんざいスタディ実施の段階
わが四では︑今薙に入ってから

であり︑趣入等嬰祉の醤来方針に

くぬりかえられることになる︒

臼立︑東芝︑GE︑東電による ついては簡ら決定したわけではな の整禽控を充分に考慮に入れ︑猿
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﹁放魍

全性チ．一ックを強化一t檸子蘇蜜
全蚕黒虫は九月ニセ八口︑

の︒

興夫雄

申謹

井劔

振敏達

躍

02928（2）9533

策海事業所：茨城県東海村・冒本原子力研究所内

離籍党について﹁瞬状を是認する
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策の醗要性については各政党とも
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致となるのは﹁陽子力発恋敵の運

も明文化さ3︸ていなかったのが風

は規定されていだものの︑必ずし

政党は箪慧に認講のギャップを縦

姓液体廃寮物処理施設の溜塗罵査

漁網物のほか︑スラッジ等の固体

転にともない発罪する放劉性液体

共騨︑公明︶とに大きくわかれ︑

民的台悪形威の先頭にたつことが

にあたり考慮すべき馳襲ないしは

v扁とこたえたのをはじめ︑共 新麟ク︶と跳鼠的な政党︵拡致︑

望謹れる偏と捉屠している︒

構だが︑こうした現状をふ濠え

ら適用されることになっている︒

しかし髭酎は穿きく分かれるも

理ム的な霧え力﹂誉とりまとめ︑

が濁難している液体状の放射性騰

て︑今同の﹁讐え方﹂では・寂ず

ネルギー総無縫進委費会︑※国大

なうなど︑鼠同で研號開発をすす

田楽禽岡で計画立躍︑分蟻を39こ

に﹁濁汚炉の商業化については︑

なければならない﹂と述べ︑さら

は︑信頼できるパートナーとなら
西洋協議金︵ACUS︶下記の国

際シンポジウム皿新晴代における

口書エネルギー関係﹂が十月六

日間東蘇︒内寒町のプレスセンタ

ー・ホールで開かれた︒

十月二十六臼︵月︶午︑凶

十壁∴十分一十二時︑一十分

臼時

演会﹂が︑次の致項で灘かれる︒

興財団数催の﹁顧子力の臼記念講

料響技術庁とU木原了力唱化振

馴技序と振興財団

記念で講演会

﹁原子力のβ

めていくべきだ﹂と強調した︒
このシンポジウムは︑ACUS

エネルギー敷鎌趨性会︵﹂︒グレ

イ蚕員長︶の研究プロジュクト

ニ九八Q蘇代の繕際エネルギー

闘係﹂の一都だった自累エネル

と田米関懸﹂︵霜力新轡ね刊︶と

ギー関係﹂が︑一エネルギi危機

して臼獲同聴刊得されたのを認念

まずはじめに︑岩伍凱実出遣霞

して開かれたもの︒

⁝原子力の口にあたっ

藁娘山林奪愈余臨

︒今井熾

発﹂︵油火細隙ゴ力欝欝蝕低理︶

ー関係を維持することは世野のた

専務監置

〒189東京都東村由市恩多町5−15−10

孜党のエネルギー改鍮に関する調

る形となっている︒

今後の蜜♀審奮に取り入れていく

費物を分離・収鈴し︑廃液の轍状

色︒珠た︑︹欝エネルギー︻につ

いても︑﹁や地難を臼出するため

ことを決めた︒

女逓した認識となっているのが精

には︑地π盆民の態を受けて選出

エネルギー矯給構造の幾姫がより

のの︑原．丁力開允に消纐的な改党

されん誠澱から成る各敗党が疎通

切迫した課題となって煮たことか

いても冒不の省エネルギーは他
からも⁝︑すべての隙発を停比す

の漏洩防止および敷地外への盤理

えて︑第一段階として﹁漏洩の発

生防慮﹂については﹁処理施設
は︑適切な材料が使尾され︑かつ

また︑︐東圏のエネルギー政簾

強く駿蝕するしと述べたQ

ら再肢︑エネルギー政簾の推獲の
の先嵐濁とくらべ途んでいるが︑

されない放出の防止を暮害した設

により︑適切なろ過︑孫発処理︑

なお雀ユネルギーを推澄する山地 逢といった龍張はなされていな

この門考えカレは︑降徽旗蟹原

い臨したもの︒

ために政党が累たすへき役職鷺問

門閲淫する総説﹂

﹁二八一門︸≡Im一＝三一一一＝柵一嵩脚繍朧一三葺一働塁三︻四三㎜T

開館賭聞は年削九時から︑午後

の発生を防鳶できる設謝であるこ

適切な謝測制御設備を出し︑漏洩

と﹂と規定︒さらに︑洩れた場命
の﹁漏洩の纂期専掌扁については
﹁処理施設は︑タンク等から漏洩

が鑑じたと轟︑薦洩を犀期に検毒
し︑制綱燕等に蟹綴する無蔭を伺

する設謝であること﹂としてい
る︒

象た︑つぎの段幽として﹁淵洩
の鉱大鎌ぴ﹂については﹁処硬磁

誕師

長が︑﹁※園と臼案は︑世騨の買

鳩所

入エネルギー潤籔爾であり︑織界

戯樋口来エネルギー関係特蚕獣心

エネルギー問題に15える膨響は大 コ干五周年な迎えだ露顕力開

て﹂︵ゆ鷲一郎陰歌技術膨張官︶

けられるかあるいは周辺に堰箸疑

策がなされ︑独立した区臨終に設

憶い︒その一一国が良好なエネルギ

謎は建屋の床および漏洩し難い対

田本エネルギー経済研究所とエ

憎処理旛設は液体状の放劃監物照
日米エネルギー
関係でシンポ
施設﹂oまだ︑

の星盤にたってリーダーシップを

イオン艇換︑貯照︑鼠蓑讐を行う

発揮し︑公田と私椿の調整に駕め

発螺故の教訓をふまえて︑毅全設

いことから︑隠撮は﹁むしろ論議

計指針のうち︑とくに眺鍛物処理

の黒点は安分性︑放鮒里帰臓物処

施設の覆査掴釧の発実をはかるた

融解となっている︒

る必蟄がある﹂と強調︑さらに

甜であること﹂が開確に規定され

狸処分研究にある﹂と分析︑㎝こ

として﹁処理施設を収納する建屋

これに対し︑﹁代魯エネルギー

一箪ヨ一一竃1

﹁穫敵党が地域での田野多野を通 め︑同委員書原芋炉蜜全訳肇薄門

一憂三一−憎一榊欄門柳憎三齢−ニヨ糊≡一＝＝1三≡⁝・w一−瓢﹁≡ヨ篇≡1一蕊﹁≡一一⁝1去≡酬甕一口鼎一

て︑自分の知識を試すのもいい︒

四時驚嘆で︒年栄職始を除き年申

︵約ニや万分︶で門立華士力酌﹂

︵さ︶

羽釈からは徒歩約一五分︒無話〇
月ｵ四五一三一一一一︒

こうした星本陶な奪え方斎ふま

ている︒

れらの研究課題はもともとイデオ

一輔−烹二

求たはば域﹂も対象となる︒

開発﹂については︑原子力開発を

それによると︑談ず﹁一九八O がある漏という点でほぼ一致した
間代後米にむけて︑どんな政策が
一番鯨蝶か﹂との蟹問に対しては

自民︑社会︑公明︑笹目︑獅暇ク
王︸濯蕊﹁途 一㎜一隅韓一一画一⁝Ti上一隅一≡≡

らに内容の発資した︑すばらしい

ています﹂と語る強堅俊次館政︒

万問正解すると闘の前のミラーに

無休︒交通は園鉄︒縮騰駅より椎

門キコリi﹂の三コースに分かれ PR館となることだろうQ

イズで﹁エジソン﹂﹁斗麹源内﹂

これでいくと︑一か月掛千八のペ

関連する絵ができナる︒

で︑私たちは︑薙間を十か月と蕩

ースだ︒特に︑娘崎は海水浴場か

かのように︑第二期

検の蜘大に襲わせる

られる必叢がある漏とし︑﹁こう

設け漏洩の拡大鳥合の対策が難じ

めにもなる﹂とあいさつした︒

丁︶

した鮒策によって︑放射総懸億廃

高崎講渠所：群馬環高崎市綿貰町・日本原子力研究擁・蔦麟研究所内
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製蜜長

専門家の翻訳自宅アルバイト歓迎（秘密厳守）

【

…る

棄物が万副︑瀬洩した縄台は適泌

ム・軸

も積る︒漸騰篭は極端に減るの

ホールの玄関を入ると︑すぐ右

原浮評・舷奪縁点煉褥鴇礫好
完成した暁には出力八鷹野KW の約二伯の規横となる葉獄竃力・

ず︑幼椎麟児から36無醤り塞てが 午前︑午後の各︸回︑建設傘二恩

多く︑八月には土罎・R曜に隈ら

谷藤たは娼焦曳行の越後女通バス

漁っていて︑胸のボタンを押す

側に子供が欝びそうな瀞ポットが

期のもの︒墓尿念力

今ある施設は第一

ぼしいとのことQ

あらかじめ連絡して

の場禽は︑そのつどユ映するので

五分︶謙♪映している◎圃併など

として﹁よみがえる砂旨漏︵二4 下峨︑徒捗二分︒また︑口鉄・刈

酉二十席ある映写ホールでは・

トの磁に︑この廿穴な墨画と︑原

やってくるという︒

柚崎刈羽康チ力発魁所︒そのツイ

と︑﹁イラソシャイマセ︒エハガ

で︑現在︑世界叢大の帽子力発露

ー

世界一の柏崎に隣接
メ

規模を旧る福齢第一原子力発膳所

る赤い屋根の一新弱源了力

ビスホール﹂は︑日鋼の繰の中
に︑ひっそりとたたずむ︒近くの

展示物に メカ を投入
ホールの串は︑窺代流の

い︒インベーダーゲームよろし

ぎ竈を計画してい

を使っだ2加型の展示が多 では︑醤來の発電規

く︑こちらから十渉形の掛盤檸を

る︒旧来は︑出力八

カ

日までの入蝕餐は十万．篇千獲樹瓠

レ四年燕月十ヒ聞︒以来︑十月七

ウラン脳に当てると得点し︑何点

よけるように巾懸子を打ち込み︑
﹁ここは気敷の激しいとごろ︑

偽万KWの大煉子力

寸

発撫所に似紫う︑さ

とれるかを試したりする︒
象だ︑原子力のイエス︒ノー・ク

剛

℃「酒四

一

を嬢えた︒

このサービスホールの開飴は鉱

キヲドウゾ﹄と迎えてくれる︒

海岸では︑一矧機︵BWR︑葎十
万KW︶の硬設か昭靱六十無十月
の翅開にむけて︑懲ピッチで囲ん
でいるはずなのに︑そのっち藁も

発織所の敷馳は︑日本泌に闘噂

ここ濠では属かない︒

懸しにあり︑周謬部は標隔六至弩

るゆるやかな起伏をもった砂肖斜

も︑一︑二月には鱈が一碧∬十讐

ぼとの松林に35おわれた一5硬地と浅岸から胸一・四㎡離れていて
なっている︒

品質と実績で知られる

鰯放射線照射振興協会

：：癒躍

▼

圓

1

Phone：0423−91−5

㊥医療器材へのγ線照射による滅菌消奮
㊥水晶・真珠などへのγ線照射による着色
働電子機器に使われる半導体シリコンへの中性子照射
⑧高分子材料の改質
⑱電線被覆轡等に対する耐放射線試験
線子力の F和利用は発電に、放鮒線利用に、確実に進展しています。

鰯繭繍

︵六縞．︑四悟六レ九巧六乎KW︶ 了力発竃の汝全牲と必要性を囲え
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ゆ

と篶えている︒

撰方3号増設促進を決議した愛媛興議会疑二B

鍵

一層の改愚を図る︒

金︑台金撫保︑補儂対策に関し︑

壷）

年内決糖へ一歩⁝⁝九月＋六国からひりかれていた舞舞県議金は最終難の＋月二田︑自罠・罵蚊クラブ両腰派から共岡提出された

云

雛に限竃するとともに︑瑚麗保

り︑この分野ではナンバー・ワン

住農事磨では︑n藁葺が開発し

の評循と実績をもっている︒

た︑誘因でもっとも偏頼控が︐同い

といわれる解析ソフトウエア一睡

E饗RAN﹂の纒秀腔に津闘︑b

いだが︑このほど新会社の設・肱で

が国への導入の醐能聾を横講して

愈画し︑憶測本エナジー﹂のスタ

ASM∈規格の立場

修方膜子力発落丁芝暑機
建設促進に関する決議要旨
鑓方原子力発砲所一簿機は安全
かつ順調に稼働しており︑二懸機
も常業運紙開始を懲前にひかえて
いる︒

先般︑伊方町および町議会が三

え︑金銀陶な宣場から県属の理解

号機蒸け入れを決熟したのをふ濠

灘

受益は︑地元を纒黒して運元する

安全解析会社を新設
託するケースがふえており︑今凹

住商と米E一通が合弁
わが凹初の繊子力安金解析専門

蜜金解析の鰐観性を蕩めるうえで

会社誕魚lI︒焦友商事と懸国エ の新金孜の設立はわが悶の原子力

ナジー・インコーポレーテッド

原子力発電所の安金解析につい

されている︒

︵EI︶仕は一思︑厩肥祉﹁田本も薪たな局面をひらくものと期侍
エナジー﹂︵祉長・小等張謙三住

友蘭溺原子燃料部長︶を設立し

ては米園﹁eM正原発川猟いらい︑

ソフトウエア応報サービスの斡旋

備安金解析訓算サービスとE亙祉

岡社の事灘丙容は原子力関運設

た︒原子力発電所の安全解折を黒

心が高まったことから︑原子力産

安全性︑僑頼性に対する一般の関

ートとなつだもの︒

に通流衡が原財力安全解析所をス

門的に行う機関としては昨隼十月

商噴八O％︑E王桂二〇％︶︒新

・販売︒資本金は三千万円︵住友

業界もより充実した寮全解傍︑信

タートさせているが︑こうしだ業

いるのが現状︒こうしたなかで︑

原子力関係安金解折のマーケッ

協力を得ることにしている︒

︵住友閥勤の一〇〇％子会社︶の

アでも鋸商コンピュータツービス

タH八六八Oを使胴︒ソフトウエ

〇〇％子金円︶の大型コンピュー

会枕の業務・サービスを行うため

今圓が膨めてのース︒来国では原

E王社は︑原子力関係安全解析を 円本情報サービス︵住友銀行の一

務を纒門に7繕う罠職会祉の設立は 頼性解析を実施するよう努力して

子炉六指許可順請にさいして飽力

琳門に行う世弾僖数の会祉であ

また︑昭狛五十五年度ヒ灘期を

ご星となつだ︒

一
会社が策黒醤会窪に安金解析を三

需要期終えてぞ

みると︑時闇稼働率六五︒二％︑

トは目上で封土約四藤億円︑欝本

であることなどから︑当面︑技術

お問い合わせ
・電話でのお申込みは

門伊方原子力発麗所3穏機建設促湛に閲する決幽を蟹盛二卜九︵幽民三＋六︑蔑蔽ク鷹︶︑反騰九︵社会五︑共離二︑公開二︶の

設促迄の決議がなされだが︑これ

00

oo

くそく崇重入り

設備利胴率論ハ三︒六％となってお

る︒こうした鍛要をふ濠えて新会

は約この五分の一門度といわれ

り︑ほぼ眸自照単期なみ︒

上半期の笑績を発馬所瑚にみる

九月と上半期の運転実綾

と︑美浜三野︑瑚浜二讐︑玄謙二

％︑設鞠用墨も約一〇Q％とパ 月商をめざすが︑原子力蜜全解析

蓄の琵旗に唾竹駒にとりくんでい

調S表示捌度、NBスランプと：鰯不の事業所認建翻縦、硬盤

圧倒的多数で岡決した︒県議会が健違淡識を行ったことによって︑こんこの継継は︑県の滋思懸疋︵知密決断︶に移ることになつ
﹁膿議鼓の動尚を見きわめて︑年内に態厩を決めたい﹂とする貨石知肇の発．扁から︑四国嘱力︒伊方3壕磯問題は︑年内決籍へ

対討論を行っだ︒共総覚の中川悦
ひきつづき国民党の二本肇氏が

は議会をはじめ︑県罵のご理解の

これに紺し︑社金党の飯協増雄

的に協力すべきだと訴えた︒

機受け入れを淡疋したことに戚慧
良氏も﹁地元のアンケートにもあ

叡智認論を行ったのち採湊に入

たまものと感謝している︒今後︑

00
Oo

00

九月の副子力発電所の稼働状況

号が︑それぞれ隠間稼働嚥一〇〇

でも狡術薔の半数が博士号取縛蓄

には崎度な頭脳が必要で︑罵王卿

社では︑初鷹度﹁数億一4程度﹂の

利硝率置二・五％で︑設獺利㎎率

は︑蒔聞稼働率五三・○％︑設備

は黒海十二月以来︑九か月ぶりに

ーフェクト︒逆に︑鰯門田復水雛

福騒第一︒一号︑一鍛捌水路に曲

03（365）エ660（三七）

費

方町と県に離し入れしていた3臨
機増設議題は︑地織伊方町が九月
十九欝︑県議会が今回︑受け入れ
を決議したことから︑こんごの塩

して欝議させるべ溺．澄扁と反対論

①︑雌正な環境調斉を行い︑環境

進ずるものとする︒

骸驚腫麓騰翻

になつに︒岡知翼は・九月九日の

点は︑白石知饗の決断に移ること

鴻欝会児などで﹁総懸余の魏魏を

﹁原子力発億更←三十隼間︑これ 見きわめたゑで︑年内に態度を決

一力︑難敵クの獺郷正雄氏は︑

を縦粥した︒

の︒県議会内に特別覆員会を設置

事決断に焦点うつる
力発電所は運転されており︑安全
性に問題はない③世界の丁子力発
亀園のなかでも︑もっとも薇しい
園の宏金規制・借理と艇乃一臨機
の好実績④受け入れにともなう地

まで人身弟故はない﹂と︑隻績に めだい﹂と発糊しているところが
保全に万全を期す②黎民の不安を
綴付けされた厭予力の安金性を具 ら︑ ﹁増設問題扁は︑一気に大詰
解涌するため︑蜜全対策に一層の
休猟に説耀したあと︑伊方町の淡 めの段階を迎えることとなつだ︒
強化を図る③県︑関係帝町村の地
定は麟編綴毘主襯義のルールに従
四糧憲力が増設を難し入れてい
域振興対策︑産巣振興対策に積極
ったものであること︑璽数舗限を る三号機はPWRで出力八＋九万
的な支援協力を胃う④発亀所の建
KW︒六十・閥年二月三毛予定Q

城振興への貢献⁝！などをあげ︑

氏は﹁五十一館の県議鍛で知事は

議会としても︑釧方町当局へ全面

増設を認めないと憲弁しているQ

明冠した﹁安全協驚﹂も︑第十ヒ

惣勝嚇故︑原霞・平氏発磯所饗故

を表しだい﹂と濠えおきしたあ
るように︑七五％という圧倒的多
り︑落成三十九︑反対九の螢成多数

愛媛弊および珍話町のこ指郵の下

00

00

00

00

GG

設︑貿理にともなう直桜・総桜の⑤安全昌昌改定に際しては︑三野

と︑住属慈識が嚢っているなか

と︑①エネルギー安定確保のだめ
数が増設反対のなかでの町︵九月
で健進決議を原票通り河決した︒

妻︑愛媛票議会で欝三王穆機の増

平目滋二四当日詩社畏の驕本

条によって改定できることなどを

には︑石油火力よりコストの安い
十九隠︶︑県の箆退決議は︑原子

に諸嶋備に入らせていただきたい

指摘し︑致成論を展開した︒

で︑伊方瞬が︑広い狸難から3弓 促進淡議はこれに邊反する﹂と反

原子力発堰所を促進しなければな
昨準五月間欝︑四瞬電力が︑土

罠主

に反するも
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五〇％台に低下した︒

系配管に応力腐食熱れが発生しだ

調能もれをおこしだ敦賀︑非常溺

く画餅︒

これは慶の願力鵬翼期をのりこ

躍爆︑伊方の照基がつぎつぎと定

え︑東灘第二︑福島第一・ご弩︑

蜻心冷却系配管に旛力腐食濁れを

神山錦町三丁圏十一番一曲︒

新金口の住所は頭懸都千代磁区

期弧灯に入ったため︒これによ

できなかっだ︒

生じだ﹁ふげん﹂がほとんど稼働

フ．まとめ質疑応答

覇昔：ASM鷺山格と資格認定
ASM鷺品致保誠マニュアル 他

保議と讐理
保証と悶題解決籠力
保証とQOサークルぐ畠空欄1盤君動）

原子力、ASME閏連コンサルタントの第一入者。

璽

原子力豊漁所は二十三藻のうち十

場）において資格取摺目務にたずさわり、現在は、

保証プ〔コグラムの膏効性
｛呆証プ［コグラムの経属姓（Q⊃ヌト）

鶴瀬癒の晶質｛篇i〔フつンの俸成乃法
6．品質｛呆証と轟忍定1σ黍寅査
工程の理解、人の認識、鞘週の認定、機器の認定、システムの
認覆、プこ〕グラムの認定 ＝1；業溺の認建、ASM優ス9ンブと

蟹理要楽の懇倉せによる保証プBクラみの分順
響需要薫の癒用し・ベルによる保議ブOグラムの分穣

働わか揺初のASM鷲認定｝二場（1｝H横浜第3工

保6正手段の分類（FOiOQOVO・（）A輔A）

編賃｛果証プOグラムとトレーづビリテイ

Me紬e⇒

熊谷伸一一氏（ASME

師

魯，ll

技術麿報室

保証のための響理二言の分頃（侶の讐理豊素）

醗質保証のプOグラ為とマニュアル
品質｛呆証プ0グラムと序針・療準との閏係

㊥石川島検査サーヒス（擬ζ）
品質保1111麺当課∫乏

（組織、ブ〔〕グラム管理、設言1讐理、購買國葱蓋理、

管理要棄

蘇

り︑九月宋時点での定期検蕉巾の

参加費閑：革45，000

鴎係）

5．品質保証プログラム

三二：二三会館（東京都千代田区平河駒）

工程の品質との

日：56璃鵬161ヨ（金）、17Eヨ（士）

指示書、・方案・懸面、園葱三韓、購賃響理、晶曹の識幾と
鶯理、工程響理、検箆、ラニスト響理、δi測畿懇響理、戴扱
・保暫・出荷、不算合響理、羅正処鳳晶劉呆証言己録、監

催，（株）アイピーシー

原子力髭躍筋の品質とは侮か

原子力発電所およひ構成部晶の晶質保証の特殊性

瞬結蟹騨醗翻醗羅醗翻翻、

干160娘ゑ都新密区百入町
1−22−27大陽ビル

禰

翼

藏

越

豪騨

欝

鱒アイピーシー
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鵬翻
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ノウハウを系統だてて指導

内応邸晶（システム、配菌糸、駈ん虚器、バル＝ノ、ポンプ凝渉

設計・購売・製造・建設・運転の全段階ての保塾、［｛の

晶縣と拡会
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軟質と規格
讃計・購買 装燈 陀讃 隻転の督1寅紬の編質購示の目窪と黙
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わが國原子力発電所の運転実績（昭和56年度上半期）

（4）

昭和56年10月8Ei
二
子
醗三種郵便物羅可1

第1蒲OO号

︸

︸

カ

日

ま，、

レ典ル
栄大湿

糠剃㈱許認可を改善
再婬理︑増殖炉の開発再開
レーがン米大儒領は八口︑国内の綜．﹂ね敵季に門30声明を允曳しに︒大盤領犀明は︑美際には︑レーがン蚊鰍を代廉して︑エト
ワ⁝ス・工不ルキー僧kぜの丁によって発義雪汽︑顯茜会冤に同諒したハラフrーノ獅少ヵ睨副委糠ム委鋭鼠は︑﹁へ．後二一闘に工
一一菰の原．磨乃元町盾の71下階を出すようにしたい﹂と．㎜つた︐取．︐力蚊識閾明は︑カーター潤政擢の奴競髪口八卜槻肱弔してこ同

いる規制︒汗認劇プロセスの改鍵を餓綴兜調題とし︑♂圃かり趣転露華までのりードタイムを現在の半分の六〜八牽に矩漁ダる．﹂と

建鋼処炉の翔発推庭︑商メ幽処理楚紘の解除を陰りかにうたいあけている︒よた︑原ヂカ発〜肋一画の簸大の溢︵あい︶路となって

陥︶を改め︑巌巌のエネルギー鴛

陥︵隙子力瀦発の醤理統制上の欠

︵03面に閥運罷講︶

規制の

の申にあり︑そのため聡．蹟

とりまく吠況は︑まさに
泥沼

口国側代診︑国は次のとおり︒

に場国の繁場

君田納惟︵闘凶臨

召措閥一︵九州鶴力謂

紅鱒醇処理の推荘に関しては︑人

プをとって下用揖み撚糾のサイト

象︒寝た︑人娩領かリー々ーノノ

ウエル施．民の今鍾の遜．形帳忌め

していく溢を捉嚇していろ︒

くって︑鼠闘と蚊府の聞て蒲溌が

要㎡している︒このため︑バーン

外妾巌︵AトR︶をず配するよう

する﹂旨のコメントを鵡議した︒

しかし︑来浮淳のコノントは︑

つづくものとみられつ︒

四麟臨力かりの架し疑れなので︑

た一︑一落機とは域い︶三号機は

〜

二︷ージ

玉第二f

を決蕉したことについては︑﹁傍

で︑と明渇したい﹂と燃へに︒

日本アイソトー

両日︑康承︒入手町のサンケイ云

二＋六日︵氷︶︑ごトヒ︵金︶の

磯

三菱原子燃利株式会社

▽田捻

雇八︶▽田員

代理︶︑耳痛陵大郎︵玉本ニユク

統領輝明と糖解を展にし︑総懸鋼

雄︵原摩掃発部爵画漂長︶

筒蓮再処麗に撫してけ︑民望が

プラントの

凝

十〜十照奪からハ〜八年に簾堕す
るものとしている︒

凹諏ゑでもナ月二田︑縦畦促幽決

臼凸矧嚢は︑これらの致圓をゆ

談がなされている︒

﹁ふげん﹂は︑昨焦十︸月十ヒ

〜二

プ会議を開催へ

くることは当然だ﹂と沁へ︑受け

が︶私の丹応のポイントになって

三妻重工業株式会社

原子力の強力推進を
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この減逸は︑一九九〇年に詣け

は︑導電再開を議決し︑あるいは

皇籍議会に偲託する︒地域慰識会

体的には消澱自瀦の￥分を海外諸

副大統領に手渡す

﹁エネルギー独立宣言﹂

る国際エネルギー携塘︑石炭消費

途米各地で︑﹁累凶エネルギー週

・トローブリッジ塗米製勲業協会

の脅威であると指鋤している︒

に社盆︑自噴暴動笈金保瞬の観

理瑠演︑ベンジャミン︒フックス

マリヨ・シ滋イデ婦人クラブ総

AEWは︑来国がぬ画しているが催されだ︒

煎からとらえて︑公衆のエネルギ

黒人地位陶人協会理瑠長︑り⁝・

エネルギー状況の葎大弧を︑とく

ーに対する関心を高めるためにつ

ﾍ︑命衆国には︑石炭︑石

くられた組織で︑各地の聯の根趣

議

の開発を促進し︑エネルギーの自

るので︑それらのエネルギー資源

費をなくすことによって︑合衆国

D29面m以下のものです。厚さの

びボンベなどを、灘定台にのせるだ

≧則定資飴と守勿品は、K300×W420×

ノマィフ㌔〉ヨ．場老反・ビデ辱足ナ鍔、およ

一年間に六基着工

ド

灘羅手続き民主化へ
フランス
国民議会
︻パリ松本賦筏員目フランス麟民議ゑは︑十月八日準朝︑一百間の慰訣の後︑ミッテラン政櫓の新エネルギー政鎧︵エネルギー独
立針画︶についてモーロワ内騰の歴任を議決した︵賛威一瓢西三響一票︑反対六LT七労︶︒憲政簾は︑とくにエネルギ1鯖約の強化な
どによってフランスのエネルギー独立を期し︑濠た︑閃民との協議システムを礎発して︑エネルギー改鎌と函民を灘解させることを
目的としている︒

凍晶された響か所の原子力発電

亀所六基︵萱手乃KW五蕪九 酒量と︑カットノン3︑4号機︶

エネルギー︑新・再生可能エネル は︑一九八ニームニ奪に原子力発

と工合の合理傷適庶③在凍の嗣颪

十万KW一基︶のぬ丁を提壌︵的 については︑工壌再開について関

所︵ルペルラン︑シボー︑ゴルフ

際事象力強化および蟹周収支の均

ギーの開発とエネルギーの倉理酌

原子力発施については︑政府

新エネルギ⁝政策は︑禦気振
衡園復のため︑一九九〇年までの

利用一によって一九九〇狂まで

ェシュ︑ショーの各百三十73KW

興︑腿矯劇出︑設備幾擬拡大︑圏
経済成長率を年平均蓋％と硬定︒

濠で引下げることによって達欣す

朕の拡大動岡︑自力普及の進展の

昧か
力やBBC︑KWUに結局依
存なくなった︒A︐や筒滋ガス

麟に顧らねばならない摺態か︑そ

間﹂の旗即のもとに馬瀬蕾の行軍

献融㈱

ー難聴騒を二億三千二颪万ナに抑
る︒エネルギー節約には︑年闘単

連箭町村と協議するQ

単位：贋｛由換算100カトン

地城内への建設を拒撫できるQ姫 体﹁張団エネルギー遡聞﹂︵A鷺 こえる墨髭とともに﹁エネルギ⁝
習の場愈には︑騎乗麟会に冤件を W舞アメリカン・エナジー︒ウィ 独忌窟噌雌 蓋渡したQ

均器欝六十偽謬から万面倦謬の設

見通しがト分につかないので︑惣

それがまた連邦﹁畿会の艶気にも

一調

ーク︶のへλは︑九月十一日︑ホ

及映する︒たとえばゴルレーペ

付託できる︵一カ月以内︶︒澱民

っぽい議論をきかざれた︒

ンでは︑使用瘡み燃糾欝磯副劇

⊃

て決めた︒国貯竸争力をもつ工＾．爪

たとえば︑醐遜増殖炉はスー

と廃梨郷処分の地層調奮障めぐ

︶

にくく︑将来暴力創紛の競争粛

パーフェエックス︵仏︶に引き

コ

テラトム︶によるトップ会訟

が駆れることにむしろ響戒的と

離されており︑麺独実紐炉は悪

⊃

み出すとしている︒

び力入から灘唖三観入のW用をう 力供給過剰が起らないよう配湯し

備投資を行い︑これによって二十

ン政権二億颯千二蔚万踏︑社会党

︸

ー源の多角化②研究開発の捌進

エネルギー独立は︑①エネルギ

甜藤二億三千万ナ︶

えている︒︵餉ジスカールデスタ

って︑一九九〇難の一次エネルギ に挿入エネルギーの比率を識0％ 政権は九暴︶︒

石油換舞約四千万ゾの節約をはか

モー目ワ菖相︵仏大使館提供︶

が・先月開発センターのユーリ

もいう︒また石炭業界の捌は︑

炉翻石炭被化計画︵PNP︑登来認呵でよいか︑原子力羅可が

題蕪
嬢
・灘測

でき︑土民に繁栄︑健康︑窪田︑

は海外の支配から抜け出すことが

斗租をもたらすことができるとし

このため︑﹁エネルギー独費窺

ている︒

篇﹂は・回目と産榮界の指郵藁に

対して︑①エネルギー︑とりわけ

の生群促進③石炭︑水刀︑原子力

石演消費の節約に爵内面譲とガス

による二三の拡大④太陽・核融

ギー技術の開発健進i一を訴える

倉・臼成燃料などの脊璽なエネル

エネルギー趨臨﹂の旗印のもと

とともに︑盒衆麟市民も︑﹁米國

に︑園家的なエネルギー独立の努

測定線種：β（の線、検1昆器：ガスフローカウンタ、記録：デ

主な仕様
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大物物品搬出モニタ

讃

聞

業

フ
ブ

糧︑
ッヒで聡かれた︒議題は九十万

が出した試鯨では︑その建設費

しなければならないのがジレン

TT︑NKL詔画︶が頒一の無
独闇か一といった︑醤掌的論議

発や遡転の論難力がなく︑電
KW笑王氏の関発問題︒BB開C

総額約㎎十一億マルク︵準備擬

マだ︒口を開りぱ誰もが勧懲ガ

って︑ボーリング一本にも﹁在

六・ 瓢億マルクを工む︶︑発慮

がつき濠とつている︒瀕子五心

もかかっ

入に加えて︑逆転謙澗に対する

白副画だとする高滋ガス炉派Q

酌ドイ ツ の 原 子 力 発 露 の シ ェ

費は軽水鯨︵︸臼三十万KW︶の ス炉のメリットを説くが︑資金

待った

となれば︑公聴会丁飯をふくめ

運邦桑お

て狼臼はかかる︒その閣調沓が

ァは︑昨 年 よ り 三 ％ ふ え て 一 七

ンセプトは確か

足ぶみすると︑漁設自体の設討

町︵原デ力楓上の認町︶が下灘

に魅力的︒しか

それに覆して門島温ガス炉のコ

し石職漁化目輸

やその郎能蟹の見称めさえでき

万O％高︑プロセス︒ヒート蟄 の引き受け亨は現れない︒

西独の原子力計画のジレンマ︷一︽︽

滋システムと︒蘭

ないことになる︒

諮認町の所篇か13MFTでは

湿ガスかの襖結

ている︒議会の繕論は来郊堤か
ら懸にかけて出

資金難つづく新型炉計画
独肖の許認可制度が裏目に

なくて内錺省︑しかも申甫の窓

は︑金がかかり
すぎる趨び入プ

出ているQ原子力毒蝦にうとい

る機会があったが︑渦源ガス炉

無

る︒

力を支持していくことを誓ってい

ィジタルプジンタ、検鐵感度：1×10−5μC…／c搬2

∴魏

富士駒贔搬出モニタ

鮒囎

璽

尉」

けで、三斜できます。

磯欝

艶

欝

・八％に な っ た ︒ し か し ︑ 許 認
憩のもつ れ で 羅 画 か 麟 並 み 遅 れ

談での賜金つな

る予定で︑それ

力への甑 存 麗 が 蘭 ま れ ぱ ︑ 独 独
ぎが当面の間融

ており︑ 今 後 高 コ ス ト の 石 炭 火

芹遜の競 争 力 に 膨 離 す る と い う
だが︑研究技術

雀︵BMFT︶

賑念も娠まれている︒

訓画の 遅 れ は コ ス ト ・ エ ス カ

レーション←資金難を招くQ象 の民三重簸勲額

ジュールを延ばせば両立でき

THTRの完威後︑崖業界の崎
視する現実派︒あるいは﹁スク

口と最終認司極が各弼にある︑

は轄水炉とぼぽ同じという譜

温ガス炉要蟹の分散が避けられ

ロシゴクト﹂とその実現を絶望
働だが︑コストの四〇％前群負

実融炉爵幽がもし流れると︑

徴的なの が ふ た つ の 原 型 炉 謡 職

担を要求する脆業捌と︑負担を

しても︑BMFTの担漫籍はた

内務省などが見当違いの裁定を

要求に対して︑趨臓拠出の申し

∴鐘増難贈SNRと溺溢ガス撫はわずか︒議会がどんな結論

るQ

るさ﹂の楽観論が入り乱れてい
︶の上野が瞭密になっている︒

撫出資による発竃コスト︵試算

におわった︒

運邦敗府 の 澗 整 で 仮 に 原 型 炉 の

酒ドイツの諮認激戦臓が袈臼に

炉THTRiの資金闇題だがを
︑撫すか予側できないのと︑追

なくなる︒簸近西ドイツを綴れ
嫌うBM F T 側 の 詐 張 が 平 行 綴

めどがつ い て も ︑ そ れ に 號 く 実

︵K・K︶

った数入Qとても対応し切れな
いという謄兼弾のなげきが︑繭

だG

ンは

詐認可のもつれと敵槍的介入が

独の集精な物庸っているよう
求す泥沼の杓相を翻しており︑

コスト・エスカレーシ．

紅一はもはや不可能なのでは︑

その原因︒総懸呵の現状は談ず
り︑どちらにしぼるへさかの熟

と繭速期難炉の並行開発⁝の撚

との懲観的亮方が強まってお
セス
琵R8︶︑KWU︵マ会dイ
ン・ヒートの供給者にはなり

鰻欝欝i糞嚢灘野望悪璽論難

3

この謝画には巻炭菓界はな欲
証炉謝画︵石万KW級︶の見通 一力のTHTR︵三十万K
W︶は︑BMFT︑職力︑的石
だが︑一力の晦畏縮界は消極
しは暗い ︒
陶といわれるu晦力蒙弾はプロ
︑開発≧体のBBC︵r会彼
sNR︵三イ万KW⊃函歳県

爾謝噸︶ に は ︑ 行 改 戯 閂 所 の 介

瀧鯉響聯鞍饗凝㌃1切盛壕
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⁝

われわれは︑政府逓鴬の使用済

炉実証計画の完成が含まれる︒

み燃料のサイト外賠戯︵AFR︶

醸嬢癬蜘繭燃鵡i

たすことができる︒わたしがきょ

施設に︑使用済み繊麗を一目恥蔵

㌦蜘癖麟観ヅ☆l／

闘饗の懸過により︑資本形成のた

発驚を発展させようとする台漿国

するための手配に関し︑大統領が

餌即

⁝難

岱（052）203−28轟1軽U

十日京でに︑わたしに報儀するよ

手段を講じたところである︒租税

ろう︒この政策によって︑慾藤的

産粟界の活力を︑とりもどすであ

可能ならば園際協力するが︑EC

曾（0δ＞24き一4τ】｝㈹

鼠に紛して︑放射性廃棄物懸理に

改正法案には︑新しい資本を産業

大統領の輪講を歓逓する︒

ム︶をつくらねばならない︒

園機をめざしているが︑どういう

パランボ氏NET計颪は︑I

闘傑にあるのか︒

った︒NEτはJE？につづく装

N？ORが始まる三か月奏に決ま

綴で︑①ECとしての核融會研究

ートしだとき︑各参加者は非常な

験炉段階へ入っていく際の技術鵠

内として独自の研究を行う︶②実

をもっている︒次期五か年計画

では︑△了八四年にNEmの概

繍殿鯖一一予㈹名古屋市中磁＄覇1名古屋腋忠ビル

う発表した政策と搭罐は︑原子力

もし︑磁気事業者が新しい発露

界へ引きつけるための顕要なイン

を利熟する脂気嘱黙叢が負担する

スに要する実際のコストは︑これ

るよう︑要論する︒かかるサービ

トを政府が運卜することを支持す

の化学再処理のための実謡プラン

エネルギーのために解きはなたれ 岡様に︑大統領が︑箆用済み燃料
ることとなろう︒

われは︑心から大続発の声明を支

原子力産電界は︑現在︑大統領

持する︒

大︑ならびにクリンチリバー憎殖

いかして︑このような問題をうま

N愛ORは︑独自のお金と権威とと照難になろう︒JE？の教訓も

入をもつ必要がある︒このための

いと懇っている︒

確鵬を﹁フェーズ置A﹂でやりだ く解決するような機構︵メカ一一ズ

Eτ︵次期ヨーロッパ・トーラス

！⁝ソ達は︑INTORに非常llECが独齪で進めているN

に二心で︑東欧闘に建設しようと

パランボ氏

ートな問題だ︒一九七八隼に︑工

熱慧をもっていだ︒その後︑政治

AEAを中心に一NτORがス
のタ
位櫨づけの明確化︵麟際協力が

的変化のため︑蒋干さめているか

でのINTORを支持すること飛を
を含めた騰際協力を効率的に交

もしれないが︑ECは︑現在の形 ガイドラインを与える③IN？0

能しなければ︑二圏間協力︑負心

持していくーーという三つの険的
決めている︒もしIN饗ORが機

照協力など別の解決策をさがすこ

そのときの状況によって︵NE㌍

とになるが︑現時点では︑王N饗 念設計を行う︒八五〜八六隼に︑

汰灘締一一干541大販糠駄久大ゑ陶4・68例縮ゆレ

めの環麗を改塾するための霞要な

所の建設に必蛭な資本調達ができ

を取り除いても︑ほとんど何の役

安金な商業原子力発霞により︑

瓢窪♂

融合装麗のIN？OR︵腿際トカ
な内否だったので︑政治朗・管理

はい
︶IN70Rと禽施するかも
1−INTOR計画が進んで

ORを逸めていく︒

溜圃⑳蕪蒸憶容量甕縮張

う要謂する︒

ないならば︑原子力発醒に対し足

の深い性質のものであり︑逆髪に
にも立だないであろう︒われわれ

来国の将来のエネルギー㌶要を瀟

因となっている︒

し︑原子力エネルギーの利用を肥

すべての濃 眼 識 に と り ︑ 将 来 に

四︑わたしは︑エネルギー畏醤

産榮界は︑原子力耕用の拡大の

的にも︑翻倉スム⁝ズに進んだ︒

て別の道を歩むかどうかを超断ず

しれないし︑あるいは︑ECとし

碍

ともなう詣旗挙が解決できるとい

うことを実証しなければならな

五︑わたしは︑原子力の選択に

い︒

⁝ により︑われわれは︑民間再処理 解決できないかもしれないことは
は︑すでに︑わたしの経学再生計

く要請する︒われわれは︑また︑

承知している︒それ故︑わたし

りーダ⁝シップを発揮するよう強

は︑エネルギー長賓および科学狡

な運邦政府の政策でなく︑米国民

に鮒して蜜定した衛場を提供で

本来の能力が︑われわれの将来の

き︑岡時に盒墨筆の繕殖炉実証計
術政策局長に馴し︑大挙︑民間業

ているQ

したがって︑わたしは︑濠た︑科

爾に必要な資金を減らすことが
界および糊気額業薔の代表と協議

センティブ︵鵬困︶が盛り込まれ

学技術政策局髭に対し︑エネルギ
できる◎

つきまとう問題のいくつかは︑根 がせとなっている規制上の諸問題

ー長富と協力して︑競勃入札の方

するよう民聞企業を奨励すること

政府は濠た︑商業放尉繊麗継物

法で︑エネルギー憲のだめに経済

一纏所報のとおり︑レーガン※大統譲による国内附けの原子力政策声明と︑それに対する米

処分のために受け入れられるシス

原子力藤業鑑識︵AIF︶のコメントの金文は以下のとおり︒

わたって︑より簸富で余裕があ

テムを︑薩藁界と協力して︑闘発
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の確鰹は︑現敵㈹の経済再生計画

りかつ供給が蜜濾したエネルギー

的な政策が細囲にわたって実施さ

ことになろう︒

力が楽歳において︑鱈落しつづけ

の声関の中で概畿されている積極
原子力エネルギーを利用するこ

て︑また︑来瞬の招来のエネルギ

大させていく上での瞳轡に関し

のに必嚢な黍段を︑政膀機関と藍

削に立ちはだかる隔霞を莞服する

に対し︑産業騨および各州政府と

の串には︑放購性廃棄物の処分︑

れることを期待している︒これら

密接に協力して︑商業捕レベル放

る人口および拡大しつづける歴果

的にプルトニウムを詳論すること

界に︑隊旗で安全でしかも生態学

ができるかどうかのフィージビリ

であることを認識し︑醸強力発起

とがわれわれにとって必要不可欠

ったため︑原子力発躍の開発は・

ー蒲要を満たすよう漂子力発馳の

するという澱任を渠たしてこなか

一般家羅お よ び 麗 業 界 は ︑ 節 約

継続的利用を保証するため︑それ

︵ヨーロッパ共岡トーラス装置︶・

淡されたわけではない︒JET

すなわち各パートナーが︑例え

ば︑醸本からは森茂さん︵王N了 くと︑やがて炉の建設︵地点の選

添社

の矯婆な要素の一つである︒

射性廃棄物の糸蔵・処分方法の閣

できるとの見解を表明した︒われ

業界が協力して講ずるようにとの

ティ・スタディを行うよう要請す

る︒増殖炉戯画で箆題する燃料 発を速かに進めるよう指示する︒

声明を歓迎する︒大統領は︑原子

鷹一＝三﹇三三﹇﹇日舞一三ξ三量＝脚騨﹁三一隔一三三三＝一三ξ＝三一ξ＝三一＝三三三ξ二言︻四轍一三三ξ三野三剛

ては︑類題の確保︑交通の便︑

参加蕩数は︑﹁フェーズ亙A﹂で 研究施設︑生活の便利さなど以

けばそれでよかった︒各国からの
は次期装罐について璽性決定をしなければならない﹂と

僕補地として︑榮酉の境界があ

ーが入ってくるだろう︒今まで︑

A﹂で隈慶だ︒それ以後は︑︵ウィ

建設地点の選驚に大変蕾労しだ◎

げられている︒ECは︑JE緊の

外に︵政治的に︶璽要なファクタ

TFτR︵トカマク核海台試験解

マク嬉︶謝画は︑現在どのような

窺

婁託が必要になってくるので︑I IN70Rの鴉台︑これは︑もっ

ーン︶馬連の設計研究チームの醤

は多少増えるかもしれないが︑こ
ジ

︑

在︑薩業界や喀血研究所への研究

誘るパランボ博士

♂

−灘

才︵

灘︑

のような騒動は︑﹁フェーズ豆

﹁核融合は技徳的に大魏な段階にきた︒八○奪代半ばに

一

原子力発霞所許認司の効率性の二

一層妨げられることとなった︒

とを最軸先するよう指騙する︒わ

雇

たしは︑原子力規制婁綴会懸盤長

駆働

新しいエネ ル ギ ー 供 給 に 対 す る

が︑現在建設中と許可串請巾の発

願

この要浪を満たすためには︑わが

電所の詐礪司を促進する描礫をと

㎜＝

蟹の麗欝で縫目酌な費源である石

るものと期待する︒公衆の健康と

核融盆も実験炉の設計作婁が本格化してきた︒そのため︑斜園の照門家が鍵濠って知感を繊

酌にクリーンなエネルギーを供絡

現蕉の政府欠陥︵讐理読織上の

搭蹟に関して︑一九八二館九月三

を強力に推進するという大統領の

によって低コストで幽らのエネル

われわれは︑現在︑この臼的を達成

Fム
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するための鷲谷を講じ︑また︑国

雛三一三三斜訟5︸

の価格を上回らない価格で︑供給

を︑政府が生灘するプルトニウム

三一三三三孝ぎ

らの障密を党服するのに必廼な

ギー駕要をみたすため︑非常に工

れわれの将来のエネルギー駕要に

欠踊︶を逢正し︑原子力発罐がわ

わらず︑今後数十卑にわたって経
実質的に貢献できるようにするた

一︑わたしは︑エネルギー長冒

鳳匿

炭とウランの禰効利用を限補する

蜜金を考慮しつつ︑われわれは︑現

しあい︑戦報を交換しあうIA泡A︵麟際原子力機関︶主催の國際会議︵第三綴織綴織炉設計

謝画を発表するとともに︑日本の

つたのではなく︑そのとき初めて
一1塁上︶︑J嬰160︵騙罫プラズ

段階にあり︑今後︑どう進んでい
くか︒

ることになろう︒

醗原手力開驚

原子炉安全解析

尖をこらし苫心しているにもかか

済成擬を持続させるためには︑さ
め︑わたしは︑きょう︑以下の一

に対し︑原子力規制と許認司プロ

連の政策を発表する︒

らにエネルギー供給が必要となる
ことは賜白である︒これは︑わが

を増大しつつある磁力に闘して︑

セスの改薄に関する勧告を行うこ

国のエネルギー源としてのシェア

とくにいえることである︒

不必要な政府障審をなくすための

世代の発贈炉の建設計画に撮する

EC核融合会議議長の・

描羅を霜曇に進めねばならない︒

不必露な隊審を取り除かねばなら

技術委員会︶が︑十月五沼から十六臼京で棄票で開かれている︵一16面に関連配講︶︒難燃

パランボ博士にきく

蹴池のような新技術のいずれであ

石炭︑原子力︑水力もしくは燃料

ない︒新しい原子力発獺郷の計画

のがある︒一九七九年に﹁フェー

れ︑もっとも蜜樋なコストで惣力

ズ0﹂としてデータベースアセス のアフガニスタン侵攻などを契機

は︑この国際会議に参加されたEC︵欧州女同体︶の核融台金議議憂であるドナト・パランボ鱒
活動が行われていることに感銘を

核融禽開発の現状を畑ることだ︒

蝉物理が始荻つた︒核融盆のプラ

えるのではないか︒

パランボ氏立地煎の粂件とし

るがQ

OR識畏︶らが奪に数圃工AE
定︶という屋体酌善導がおきてく
一頭三週闘のワークショップを開

鍵

考えているQ一方︑三隅は︑ソ運 凝蔽︶とINTORは︑よく似た
うけた︒臭体的には︑核融倉炉の

題の検討によって︑実際の設計に

謝画で概念設計の改洩や技術的問

門フェ︸ズ皿A﹂として︑二無 るが︒

に︑ソ連との協力に乗り気でなく

だ︒

の成果が褥られているということ

よりも技術的な実験分野でも多く

なってきているという謡を耳にす

︵小林雅治認憲︶

今後の核融愈讃醐に少なからぬ示唆を与えるものとみられる︒以下︑パランボ当年とのインタ

メントを終了︑今薙六月に﹁フェ

位に短縮するため︑許認可プロセ

ビューの口写を紹介する︒

のフェーズを決定して終わること

し︑クリンチリバ⁝鱒勉炉の％旗

⁝プが縫製協力による礁設を想定

i⁝臼︑米︑欧︑ソ連の四グル 近づけていく︒各フェーズは︑次
台︑一九四二隼に鍛初の実験炉が

な没階にきている︒核分裂の場
パランポ氏＋月四日から＋日

一1今回の来田の階的は︒

ーー核融雪は︑プラズマ物理の

を含む増彊炉技術の実誠を推進す

入ったという人もいるが︒

時代が終わって︑炉工学の累代に

舎衆慮は︑原子力エネルギーか

は︑王AEA霊催の第三圃核融禽 パランボ氏 プラズマの諮度︑

濠で臼本にいる︒日塞訪問の購附

になっている︒今までは︑一般的

るよう揃示する︒これは︑慶期的

して︑検討を進めている次世代核

な原子力の贈要への対感を確実に

できたとき︑炉物理の役図が終わ

ら電気を生産するための強園な技

三︑わたしは︑前政権が行った

また︑日・欧間ですでに部分醐に

ズマ物理についても醐じことがい

が本格化へ

台衆隅における蘭業再処運盾働の

行われている梼帳賢換を︑もっと

マ試験襲灘鰭田本︶などが︑ここ

設計

無期限禁止を︑解除する︒さら

効果的な協力に発展させる司能性

数歯のうちに完成すれば︑大遂な

炉

に︑発電翔隈子炉からの縫用済み

について︑非公或に打診すること

プラズマ物理の問題が必ずしも解

炉設計技術婁傑会で鷺Cの核融△月 温度︑閉じ込め貼聞という点で︑

いにもかかわらず︑多くの躍気嶺

金を支仏うことになるかもしれな

燃糾の再処琿に閲する一貫した

も含謙れている︒

するために不岡欠であるQ

業轡に対して︑新しい臨力源とし

長期敢撮を追求し︑適切な保障描

正念蝪の亙NTOR計画

ての原子力発贈を除外してしまう

澱を確保しつつ︑再処理技術にお

進歩があると思う︒ただし︑これ

た︒

は︑トカマク方武だけについての

の澱・質の両面において簿大なも

憩われているINTORは︑研A
究末部のウィーンに築まって︑

パランボ氏国際的彫込の申で

パランボ星野窩に蒔賞を得だ

パランボ氏かなりの躍の研究

うと︒

fl困際会議の特徴を簡単にい

i一今回の糊際会譲の印象は︒

ては︑一つの結舗を灘き撮せそう

ことだQ現在︑トカマク姫に関し

いる規制を廃止する駈存である◎

会麟だと懸う︒核霊台は技術鮒に

ける蘭榮上の利益に駆密となって

商漿再処理の発展に附し︑属間部

大切な股階にきだという感じだ︒

原子力発蛾は︑現在︑規制の泥

を薩めるわけでもなく︑許羅珂の

門が先轟することが癒要である︒

沼に陥っており︑これは︑安全性

大豊な遅れや経済磁不確実性の原

これは大変デリケ

ーズー扁の概念設計を完了︒今後︑

今後数十薙 に お け る 新 し い 電 気

二︑わたしは︑政府各機関に対

スを円滑化しなければならない︒

われている︒さらに︑学問という

エネルギ⁝倶給源として︑もっと

概念設計の分野で多大の努力が払

も賜能性のあるものの一つは︑原

晃を曲った︒パランボ博士は︑EC核融合開発の惟進塞部藁ともいえる存在で︑その発諮は︑

壁議1

としてのNE？︵次期ヨーロッパ・ト⊥フス装搬︶の位躍づけなどについて︑きたんのない慧

から遡転講朗窪でに要する期間

、

となっている︒この期聞を︑他の

を消髄者に供給することを剛能に

語

ような規制環境をつくってしまっ

的に消籔轡が不必婆に賜い欝気料

不畢にも︑ 禽 衆 圏 政 府 は ︑ 結 果

術龍胆盤を開発してきた︒

子力発電である︒

士にインタビューし︑会議の成果︑INTOR︵国際トカマク炉︶謝画の今後︑ECの次期装熈

、

いくつかの国々のように六〜八開

は︑一九七〇年代辛ば以来︑二倍

椿
ノ》

が鵜舞できるようにすることも・

以上になり︑境仕︑十〜十四鋸位

灘驚

寓

同様に癒要である︒

︵樵式金批︑公蘭機関︑共岡組倉︶

、

勧チュ粥撃チセ四難

スーパーコンピュータGRAY−1の主記憶容麗を、5月

より1メガρ苔に倍増。原子力開発や宇露開発、構造解

．

する新しい電源を︑飛気麟蘭書

㍉診

ム

圓

その他

④ターン・アラウンド・タイムの短縮

、

核融合研究腸発

③ベクトル機能の有劫な利銭

＝：

廷

鮮

・騰麟溌鶴凱の襯含燃か・ゲ

②夢購形解析や3次元解祈も容易に処理

＝

ラ：1G3束京都中央区日本橋本町32小瀞本館ビル
倉（G3）6659711（ダイヤルイン禦内）

より遇速に、より経済的に処理します。鯖報処理の未来

餐

減

盤・難

@

ノ

魏

原子力発電所建屋の設計

多野リ拡張による4っのメリット

語

原子蝉炉心解析

析、流体解析等の分野における高度で大規模な計算も、

、臓

炉配管の設計

①コスト・パフ酋〜マンスの改蕃

／

核轡科輸送容器の解折

を有効にご利用ください。
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共

たエネルギー野臥のためにも必要てある。

わが完の原子力開発の碁卒ノ預は，平等と安全復先のもと，碁礎研究を重視してすすめ
ることてある。既設原発は，総点検をおこない，その結果に基いて，禺力低下，迦転中

産

勢と総合化した視点でとらえるへきてある。
第一に，

ド

圏i

唱酬

「榎先顧位」の問題である。給花的な政策の耀列で

はなく，耀，致，鶴格，愚問の4つの軸てIJ諒して，情

勲

を急ぎ，何を後まわしにするかを改断ずるのは，勇気あ

ク

エネルギー飲策はそれぞれの田のエネルギー需袈の動向や資激の賦イ朔帰亡をふまえて選
択すべきてある。二会的ストノクに乏しく今後もなお成飯の余地を残しながら，石｛由，
ガス，石炭に恵まれないわが剛1こ口っては，原子力聞発をベースとしつつ，その陽鍵を
取り除いていくことが，賢明な選択であろう。ちなみに我が緩ともっともよく似た杁況
にあるフランスは，原子力葎視の路線をえらび，原子力について議論の多い田は，いす
れも1罫内に水力や石炭を多くもっか成長余力の乏しい照である。わが図の原子力開発に
当っては，①安全管理の一層の充実，②行政手続きの効募化，③地兀鐸染基盤の充気，
④開発路線の明傾化，が特に蓮要である。

「総合安全受壷」として重視すべきてある。ll奎にイ1

油脂保とか立地とかに阪定せす，外交・経済協力・防衛

ワ﹀イ

止など必要な措置をとる。

第一に，

る選択てある。

ク

舞洗に，工不ノレニギー一政算ζは，先進1彗1勺，

どまらす，

先メ鼠i丑封財グ）匿｝題｛こと

「南北問題」でとらえる必変がある。

石剣

田雷電乃依存閃係の6食1まるなかて，これと調和して「1本が焦

安全問題，環境問題で疑点が多いので，現状（稼動・建設中）深謝1ことどめる。スウェ
ーデンカ式。

きてゆく献ず
漣

▽核拡散防止と摘報公開問題

題解決のカギ逢報勲㎏ぞ力開場について〃避止猿戸フる乙・いるのか︒今期はd

埋

灘党

ーの支配を耕して，対等・聖等の新しい田際経済猷hづくり
の一環として髄置づけられ，非同盟・ゆ立の外：交は．蟹憂し

Qい康︑

L活の安定，経済の正常な拡大発展，経済主権の孤fこな

どの点からみて重要。国際経済との関達ては，大望とメシャ

会経療国民金剛︵大詔内〜男謎長︶が今算けじめ︑自N︑封会︑公明︑民骨・

閉民

共

抵唐︑纏臼ク︑屑民連のヒ大政覧に噛してアンつ一⁝謎即し︑このぼととりま

が重裳てある。このことが一局は田の安全保障の棊盤を形成
すると考えるからである。

各覚の︑厚子力改環を憩ってみた︒

経済成長の健全離持により国民生活の安定，向上を図ること

1と関達してエネルギー政策をぬ案ずることが薫

要である。

自民党

自民党 れ会克

▽「どこまで安全が確保されたら安全か」についての考え方
原子力草庵施設筈については諸般の前船対象が講じら舵ており，既に1分な「冥査㍉が磁
保されていると考えている。今後とも療∫力の利月心窩に当っての基木は「冥全の碓保」で
あることにかんがみ，さらに一一層の努力を傾liすべきものと了える。
りこ績のつみ」二げとで想外のトラブルがおこっても，落着コントロールてきる外制かできあ
がったとき。ただし， 玉00％の衣全ということは原∫力鐸外の場合てもありえ祷い細引、

お会党

しかし，1鼠イカの揚合，

100％は不・1短ヒということて99％の安全係保を放駅するこヒが附

題。

放瞬艀物致という魁殊な危険物を扱う原ず力発亀は，現益の高展に発暮した物理，化守，
工業技術をもってしても，なおかつ，その放射1 ｛物質・放身1線を安全に閉し込め，制御す
公 ることが極めて困難てあり，そのことは米スリーマイル島線チ力允電｝梶調印こよって認識

公

資料讐の公開，および公聴会讐による「公開の原則」に基いて，
ﾅく民主的な態展は，焦畏が理解を深め，正確な判断を下すために必要であり，自認・艮王・公開の原則は忠災に認るようにすべきである。また，核拡散防止については，我が国は喰一の被爆国として，

関係地域柱艮と対議して

「原子力は乎和利用に限るべきである」ともっとも強力に磁界の国々に訴え玉いくべきである。我が国の平和利用について，浜野装を企撫する発展途上国への機密の漏洩を理由に公胴の原則が制限されることには賛成しがたい。

明

ジ
唱乙

明
艮社党 共産党

NPTそのものが，核保冶国の核只器開発を野放しにしており，

NPTによって核拡散の防止が隠られるとする設聞は誤りである。

民η兄 共

党
野際的な協定による技術や国益を害する技術まで公開するというのは本旨てない。しかし，実態の雄移を見てどうしても必要となれば立法措置を講ずべきだ。

を新たにされた。また，もう1つの人きな問題は，再処理r場から椙てくる高レベルの放
射性廃襲物の最終処分のゐ仏か賑立されていないということてある。そこで，現投階にお
いては，涼子力発竃所など原3力施、没の建設に際しては，原」二力安全委員会て漁搭な安全
審査を菊い，その希ム論を踏まえ，一二のルールでで1民が二流できる総合的な環境アセスメ
ントを行うなどして，関係曾民のイト急を前提とする。また，今後ともより一一層の安全寸 ｛の
確保について不断の努力を瀬こけ，田民的合急の形成に努めなけズしばならない。

安全確保にはたゆまぬ努力を傾けるか，絶対安全というものはない。

安全優先の研究開允体制をはしめ，華墨駐屯ギ体制，燭辺もふくめた安卒管理・駐輪体鋼の
碓立などが必要と考える。基本的には，原イ力開発の冥到茸に醗して根拠のある曝要な批
産 同的な指揃かある現状では，個別の安冷技術について線をひくことは妥当てない。予懇を
超越した串故の発揮が現実にあり，屍梁物処分の方逢も定まらぬ現笑がある以ま，よのよ
克
うな、没問は抽象的てあり無急心てある。

新自ク

わが園は法に基づき，亭和利用の原則を貫き，原子力の軍塀朔の意國，1神1，技術は一

ﾘ持たぬことを内外に明らかにすることが第一てある。第二にNPTへの加盟によって砂鉱散防止に努めていることを明確に放明すべきである。さらに，第三として今後田際的な

一
︸
π

脚欄の1沐としては・核武装1煽えな噺鯛への麟の・轍・あ・う鵬

ク

q灘繰製1随姻への1繍止のための最撫機保護・蝋す・

雑民連

現代の科≠技術は』大な硬利さをもたらしたが，便利さが人きいものほどiμ踊に危険をは
新 らんていることは禅定てきない。わが克は危険てあ九ば一切これを採明しないというのは
非科学的・非現実的と考える。「危険を制御する」ことが眉引技術のもう一つの大きな役
罰てある。原イカについても同様である。そのもたらす大きな便益を争受しつつ，入体や
環境に影響を及ぼすような危険を制御する磁度を高めることか「安全」であり喋》故を0に
しえなくても，事故の発盈する微率を極力短め，かつ事故が発牛してもりこ際に入体や環境
に影讐を及ぼす碓率が現代利学揖ホ拓ペルで考えうる最小てあるなら， 「冥全」と考える
べきであろう。

技術的に未典なところが多く，絶対的安介な杁1＆は， 1鴇1期補てきそうにないQ勃に鷺C
民 CSの妓術か未典な現段1圭学では陣まさしく安全可の基拶を確定てきない。

層

連

▽高レベル放雌性廃棄物処分問題

慮

貞

▽低レベル放射性廃棄物処分問題

的処理施設か良発生する高レベル放射辮セ粟物については，安全な形態に固化絶唱し，冷却のための貯蔵をした後，処分することが適当てあると考えており，このための研究開発グ鋭意迄められるものと承知している。ロストについての厳密な讃繭については，これbの捌究の嵐捗を穏つ必要があるが，いずれにせよ廃毒物処理処分コストが厭子力

民完

u評瀧麟鵬灘崖茎薯草鎌滋差置業際鰍

覇實無難1鷺！呈細部は今後検討の必嬰があると考える。

民

党

公 明 党

石会党

社会党
内欝欝嘉難細鱗難鍛象鷹ll議欝舞戴響講鷲慧眼議艦廃凱雛雰震鵜藷豊き宝鐸㌫墜騙欝欝携瓢の建設を制限する雅態が起らないとも限らない。したがって，わが党は為レベル放飼麓廃粟物処分体制の確立を推進し，濫視していく。3ストの負組は，最終的には，国民の負艘になるものであるから，他の代替エネルギーとのバランスも考慮すべきである。

原子力発竃所から捕lllされる低レベル麗東物は，現在発亀所敷地内の貯蔵施没に保管し
て対施している。しかし，今後，その累積懸も増加することから発生量を低減させる技
術開発を一層積極的に推隠するとともに，将来，処分のために海洋処分と陸上処分を三
せて行う必要があると考える。海洋処分については，既に原子力委員会においてその安
全が十分磁保できると結論が出されており，園内外の関捌者の理解を得て実施すべきで
あろう。また，i移地処分についても海洋処分に適さないもの等について実施する必要が
あり，漸要の調査，研究等を進めていくべきものと考える。
低レベル廃棄物でも，投業でなく，管理できる体制で保管すへきてある。放射性物質の「処分」はありえない。

低レベル放射性廃棄物の

編￥投棄は国際的に認められてはいるが，被曝の危険趾を考慮し，わが党は海洋投粟について次の原則を主張している。

公
明

党

鰭禦によ破全解物蔵とすべきである議礎盤総懸の強イヒか懸歌で

民

滋財

ｵ党

共麗克

mあ徽論説鍮ヒ難雑都まコス隅も考えら泌力似撚リサイク琳

刻克

民社党

再処理工場を適地に建設すべきであり，現に54年の法改正以後，電力事業名等による潤処理工場建設の準猫が進められているはすだ。高レベル廃東物の処理技術は，現在開発中てあり，党としてはその技術開発を積極的に雄進し，早期実用化をめざす。核燃料リ

社

民連

社民連

獣欝畿呈葎糖㌶9轄により蘭賜る・

ク

乱欄?雛鑑麹1鱗灘難羅購i

自

新自ク

新

わが国の魯処理工場から発生するもののほか，海外委託処理分からの尚レベル廃縫物の

①内部被曝の問題も含めて，厳重な安全対策と監視体制を確立し，その内容の周知徹鳳
を図ること。

A海洋投棄は，関係藷図ならびに関係者への合意を繭提とすへきこと。
破・崩壊しない容器でしかも底流のない海域に投乗ずること。この場合，内外関係箔の
理解と脇力を得るよう誠実な努力をすることが肝要である。
陸上処理も含め，安全処理技術の開発碕究とその体制の硲オをはかるべきである。
艦本方劃として策一一に環境や入体に有害な処理・処分を行ってはならないこと，
謫 にその判断が情念やムードではなく科学的根拠に基いてなされるべきこと，
第三に田際関係に配慮しながら行なうべきこと，の三原則を掲げたい。
痺激xル廃棄物については利学的根拠を明らかにして説得性をもった三脚を破為した上，
国際的意見調整に当るべきであり，わが党は強引な海淫投東にも，憩憎的反対論にも組しない。まずテストを蚕ねて実坐すべきであろう。

低レベル廃棄物の海洋投棄は，海〜》汚染につながるからすへきではない。当瀟，原発の
敷地内に貯蔵する以外はない。

ご富＝覧ゆ＝甲噸7・鯛顧曾曾．・・層 ；胴︐箪●■﹂曹●：・吻鴨．■3 帽顧鴨■︐●の響．冨畳層・＝噛幽﹂＝．＝巳の 響曹●騨＝G偽卿雷卿．・ 悔鳥 璽●σ曹舳・齢鳥 璽噂幽3： 棚鴫

立す

るための重要な柱の一ってある。

響．夢卿仰愚圏駒一鱒

資源，：文化，科学技術警とともに田の総合安全保障を搬

＝噸騨

エネルギー無題は，藻業・経済，醸民生活のレベルを紺も向

とめたまネルキー敵鎌の還択一囲われ為厳短ω縫製﹂と題する戸閉から︑

辱3

﹂ム

当面は核燃親サイクルを確立させるよう原子力開発を擢進ずる。飯期的には核触合技開
発を行い，それに移築させることが貯木方針である。

上するうえからも蒸本的な課題であり，外交，経済，食糧，

民凝党

明

福報型成長を維赫するために総合エネルギー政集が必読。

公明 党

社会党

現在，原子力発屯はもっとも有力な代替エネルギーとして，その建，謝1縫が先追讃田の
共通の政策となっている。しかしながら，針子力発電は，なお多くの危険を内包し，世
界各田で反対逓動が這われているという現実も無祝してはならない。
政π1は，昭和60年肢の源子力発電を3000：万贈としているが，わが党としてはあくまても
厳格な安全i生の確立と地域曾民の合意を前提とすべきであると考えている。したがって，
おそらく3000フ∫kWの建設は不可能であり，せいぜい2つ00万RW碧度と予測している。こう
した基本的な考え方に基づいて，原子力基本法に定められた慮主・民主・公閉の三｝温血
を忠尖に守り，原子力安全委員 会で厳烙な安全審査を行い，総合的な環境アセスメント
を行うなどして，関係住民の合意を得ることを前提とする。

る。以上のように，内外の経済祉会の安定と健全な発展のた
めエネルギー政策は最垂心の政策課題である。

祉会党

党

爵画の外数としてあつかい，安全慨と信頼性向上にっとめるべき。

に悪影響がもたらされる。さらに，国際金融｛閥の不均衝，途

上国内の爾醸分解讐園際的な不安定要談が増大することにな

蝋雲諒をつげる申康地域Qはてしなく激動を統ける国際嶽油憐踏

策

原予力は殊利であるウランの安定供給が期循てきること，謡曲に比して燃桐コストが小
さく経済性を有すること，使用済核歎胴の勇処理，新型炉の開発利用等を通じてウラン
資源の有効利用が図られること等多くの利点を有するため，石安代魯エネルギーとして
厳有望視され，その利用拡大を積極的に図るべきである。そのため，安全懐の確保に万
全を期しつつ，原子力発電所の強力な立地対策を雄篇し，餅せて原子力利粥の碁欝とな
る核燃科サイクルの早期霞主的確立を推進していくこととすべきである。

タ一心

▽原子力開発の進め方

公

のトランスファーをもたらしマクロ的にはデフレーションの
効果を臨み，図際収支も赤字傾向となり，景気，雇用，物価

♂酵・︐隅︒曝︐の帽

民

餌界が一九八○年代に突入し︑エネルギー聞鵬をめくって︑求すま虜繁追の

また中期的にみても，エネルギー価格の上昇は，インフレー
ションの要閣となると岡1埼にエネルギーへの支出増は，所胃

一

きるものではない。したがってエネルギーの安定供給の闘魚
は劇民経済層会の安定，安全保障の児地から不可欠である。

るときもないだろう︒各党は︑いったいどうして︑この人罵がい象だかつて体

霞

あり，農作物1っをとってみても今臼，石油なしには生崖て

⁝

エネルギーはあらゆる財を生産する際に必要不可欠な愛夷｛で

（4）

〜験・董のな繋ルギ子福をの・き・ていこう乞ているのか・問

▽エネルギー問題の重要性

∵aいをふかめる二子・却舅エネル叢遍い搾れてい
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▽リードタイム長期化と立地補償金問題
自民党

漁業活動との調整箸地元調整は，一義的には電気質業菰とま也元との問において迂められるべきものてあると考えている。しかし，発窺所の立地と漁泉活動等の地：元産業との共存共栄が図られなくてはならないという立楊に立って円滑な調整が勧われるよう，電気事烹者を指導することが必螢であると考える。

社ムム克

蜜6鼎1についての国疑的合意が形成されないかきり補積金はエスカレートずる。只体兼はない．

一

剛

公

こ札までは，源∫力発〜勧り1の立地について，il眠の合急を胃るのに予察どってい
るのが現状てある。したがって，これを雛進ずる機構，さらに安全対策について
糟?のイ、∫頼を得られるような斥1政若鳥の整備が必斐てある。そのために，①現在

明

▽再処理、ウラン濃縮事業に対する考え方

隈をもつそ」政委員会とし，スタノブも允零して安全審査体制を強化する。②公聴会を制度化し，その内容も住民が＋分納ぞ1

霞民党

の原子力冥を委員会を中立的ず1場と権

のいく話レ合いがてきる場とする。③公聴会的に際しては，イ眠の擢幽する学名箸が線ぞ力安全甲骨会の研究所や1｝用務局から資眉の提供を儲けられるようにする。④そして，適正な補徴金を支払うべさてある。

党

共

安全性に問題のある1男溌を，地襲危険地域に集14唾地するような政衙，亀力会社
の反国民的なやり方が，仕民の不安を高める顧果になっている。：立地は闘乱、復先
で，住筏の利益にそい，その合意をえておこなわ配るべきである。

回

公
き

男

肇斤

リード・タイムを短呼する。これ迄のような許認μ∫有政それi￡i体の効4ミ化ととも
に複数の行政亨統をパラレルにすすめる力式も検，」の必茨があろう。また効蝿三的

薦

に地元佳民の意兄・要望を反映するルールも検IJすべきてある。現翁の公聴制展は工夫・改酋の余地があろう。節二には，地元補偵に対する仲裁制農の別人であ

党

謂畏辻

一

民社党 共κ党

ク

り，これによって逆に臼主解決が漕回されるてあろう。第ぞには，療∫力以外の
代替エネルギーの専入であり，これとの均衝において逆に源予力補綴の適｝F額が
定まってくるであろう。
現在のような補儀力式にほ，碁4・約な玩問をもっている。

……

新註ク

▽拙会経済国民会議の各党政策に対する総合評価
自

現献を昆上する姿勢が熱立ち将来展望の具体樵に欠けるうらみがある。たとえば
繿ﾖエネルギーの柱：として原子力，石炭を取り上げるなど現実的な姿勢を示して

利民漉

いるが，その推巡にあたっての具体的方策が明確でない。とくに，原子力棺進ての楽観的姿勢がみえる。立地が進んでいない現状をみるとき，より積極的な対策

民

党

をうたなければならないのではないだろうか。重要政策については，政冶の役割を認識し，政策遂行にあたっての原則を明示すべきてあろう。

政策全体のなかでのエネルギー問題の位置づけが不明碓だ。また，エネルギー舛
資金や研究開発の今後の方向，立地対策などで自然エネルギー，地域餅合型シ
会 ステムに垂点をおいているが，代賛エネルギーの主面として位置づけているる炭
利用について，その方針がはっきりしていない。石炭を大鄭に利用していくこと
党
ﾆ，自然エネルギー・地域加給システムとの政策全体の整合性もまた不明孤。
エネルギー問題の解決のためには，民主的対話や機構・組織の整備，新設を通じ
て国民的合息を得る姿勢が貫かれている。しかし，その機構・組織がどのような
公
@能を果たすのか，また既存の機構・組織に内在する問題点が何なのか明麗に示
されていない。そのため，むしろ屋上屋を重ねることになりかねないとの危隣を
かせる。また， 「合意」を前爾におしだす姿勢が強く，政党としてのリーダー
シップを感じさせない。たとえば，呼子力開発では合急が得られそうもないから
党
ｻの拡大には慎重になるといった傍観者的な姿勢があり，「選択はすべて雲門ま
穀

自民完

エネルギーの安定供給を確保するためには、御薦農婦の推進、電源立地の推進驚を正極的
に雄憂しなくてはならない。これらの立地の際、安全性の確保、環境の保全に努めると潮
時に、地元住戸との問断なき刈話を通じ、理解を深める必愛がある。更に、麗用創幽効果
の小さいものについては女曲金等を通じ、地元福叡の向L、地域振興に努めていく必幾が

会党

明

「地元住艮をして公益に理解をもつようにする以外にない」との考え方は購要と思われる。

公益は地元で｝民の犠牲のうえには成翻しない。
調整は、住民投票などではかるべきである。

公益のために私権の舗限は極力さけるべきである。つまり、利 占関係往民、広くは地允、
住筏の合意の下に進められることが人前提である。住浅の合蕩は民主工手舐を経ることか
下司欠である。便益の一部を地元に還元することは廉然のことてある。
公害は地元に、
製品は他地域に、もうけは企染に昏といった悪しき慣例は，足正すべきてある。地元に対し
ては、立地によって受ける損失、公害への不安、その他のデメリソトを牙旗することはも
ちろんのこと、立地することが、地泥の総体的利益（金銭的利益のみならず、益活環境、
教官警の総合的環境の向上）につながるよう配慮または制反の一層の充笑をすべきである

党

民凋

雰同盟中立外交のもとに安定的に資源を搬保し，エネルギーを図家管理の下で公
ｽに配分することが党の姿勢となっている。これは，現状の体制と極端に異って
いるので，この政策の評価はできにくい。わが国のような経済大閣の非同販中衆

党

薩

の立場を掲げたことは歴史の上て一皮もなく，また，大消費無資｛尉延にエネルギー岡家管理も前例がない。

共

自 ク

党

エネルギー問題解決のための政冶の役ム【1について一貰した姿勢がみられ，各政党のなかで最も具体性に冨み，整合樵がある。しかし，個々には理解しにくい点も

新

川目層サイクルの白陶による処理体制の寮lf立は、

明

党
共

産

と考える。

公地な観点から誠実に話し了いを進め、地元粧民をして公益に理解をもつようにする以外
にない。しかし、立地点が適切かつ他に代婚地がないという場合で需給｝掲係から急を要す
るときは収溺法の発動も検討すべきである。
地元住浅の荏活と営業の権利は、最優先て守られなければならず、 「公益」の名で、これ
らの権利が圧迫されてはならない。住民の納得と合意があってはしめて問題が正しく解決
される。

新自ク

社浅連

ある。たとえば，補償金なとのエスカレートの歯止めとして，「代替エネルギー
の樽入コストにより原子力補償の適正頽が定まってくるてあろう』とする考えカ
ﾉは疑問が残る。
多くの設問に対して回讐がなく，かっ得られた論叢が短いため，エネルギー政策の全体像をつかみにくい。各党のなかてはエネルギー政策の優先順位がもっとも

溢泌はあくまで糠重すべきであり、公益の為に不犠に犠牲に供せられてはならない。しか
し、最近岱じている多くの菊き愚ぎた私権の過大主張により、公益が著しく害されている
実態にかんがみるとき、適正な補撫のもとに私権を制限しうる調整システムを強化するこ
とが必要と考える。

層民

ﾁくなっている。氷期のエネルギー需給バランスも提示されていないが，腺」剛力，
ﾎ炭の推尊．に顧極的てなく，新エネルギーが中心となっている。

私権

と松益

のバランスを秒給する以前の腿題か解次されてないために紛争か瓦び

いている。特に原子力の揚合。

﹁
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▽各党のエネルギー需給見通し
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①ウラン資源の有効活用、②エネルギーの国産化率の向上、③工不ルギーの安全保防、の
三点から不可欠である。もちろん核兵鴇への転用、開発途上羅への技術流用などの誤解を
受けぬためにも、田際沓象…トで雄逢すべきであるが、問題はウラン濃縮や再処理をすへき
かどうかの段階ではなく、いかに玩地を促進するかにあるのではないか。
環境問題からみて、田内ては余りやらない方がよい。

公

L体的方策についての明示がないために，個別の問題への対処策が不明。たとえ
ば，立地対策について「反対派の説得は司能」としているものの，過去に説響で
ｫなかった理由は何か，今後どのような）笛去で説饗していくのかといった点にっ
いての指摘はない。しかし，

一般諭として、核駅利リイクルか完刑していない現状のカが1輯iζてあり、」i
先の体制の碓血を条件に研究開発をすすめるべきたと耀える。

あろう。

エネル・ギー問題には他政党よりも最も楽観的てあると思われる。鎌止は二二たが，

親

現在、わが国はウラン濃州事業についてはアメリカとフランスに依存しているが、昭和65
年頃には、i珪界における濃縮ウランの供給能力はひつ刑するものと兄込まれているのて、
わが田としても将来、田産のウラン濃縮工場の建設が必要となるであろう。また、使用済
み核燃利を再処理して回収されるウラン、プルトニウムを再利用することは、高速増殖炉
との噛み合わせによって、天然ウランを60〜70倍に使い延ばすことができる。しかし、そ
の半面核燃判の霧処理七二1ま軽水炉以まに、安全管理には尚度の技術力ご要求され、襖蔽に
すすめるべきである。これらの王子力施設の建、設に際しては、厳格な安全審査と関係曾民
の合意を前提とすることは呂うまでもない。
畑田するのか当然である。

▽立地に際しての私権と公益の調整問題

かせ」の感は：否めない。

民

観点から頑極的に取り組むべきてある。再処理についても今後増大が予想溺tる哲処理話、
要に長期的に刈応ずるため国としても全二二に支援をすすめていくべきだと考える。
先供放業をしない限りある亮笈は必要。

社会

各種の写続きを合理化し，リート・タイムを短嘱する。牡に役所の形式的な［，1認
可事務を簡素化，または廃Iしすること。

社党

筏

産

当面、我が田は原子力発電の四人：が必要てあり、これに不可決な轟宿役務は、現在、全爾
的に海外に依イ∫しているのか実犠てあり、国内濃編駐業化のま1￡進はエネルギーの自立化の

①＄52〜60 議轟戚民寧
S60−55・
〃

50％
4096

￠≠1エ≧｛睡は四人の努力がなされた
場合。

永達成の場合はその分だけ楡入綾
譲かふえるか成長琉がおちる。
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賦炉︵FED︶の設註︒研滝開発
︑這めてい≦と述へた︒

購︑累︑欧︑ソ連が三岡で幽め

ているIN田OR計闘について
は︑﹁今琿六月︑フェーズーの概
念設計が光了︑実瑚可能な設計が

よとまった﹂と︑INTORの成
果が発幾されたが︑岡時に︑いく
つかの技衛的問題貞が残されてい
ることも明らかにされた︒

﹁口本は︑完験炉︵罫E

次期装口について︑凹水爆允表

階は︑
R︶の姦詐を開拓したところであ

臨輔
z・翼

覧麟

．驚．錯欝簸灘

?繋

瓢蟻

愚産憲資糎工＊ルギー序原子

しけお

力発躍安全管理諜擾になつ丸
テえひろ

末広恵雄

肛の充実をはかり︑

に入欝︑煎子力発衛擢へ︒原子

厘子力工︾桝を準業後︑遭産織

得るには一番身近かな奥さんか

パフリノク︒アクセプタンスを

﹁女洗は橘挙を見て理解して

ら︑と水を蓬けると︑

んな仕窮をしてるのかわかって

しまうでしょう︒でも︑僕かど

五十四年︑科技庁に出岡当時

力とのかかわりは長く深い・

全慶鍵会のルールづくりにあた

は︑発建したはかりの猷子慰女

ろ︒というよりは︑TM工裏故 いないみたいですよ扁

試験にけいる線ア力発毛巨悪の

また︑菜薙脊から水格的実虻

る艇情に︑臼爪の興哩的︐γ族

てれく葦ごうに曝を細めて召

すさ

﹁めんとくさくてね︑ためて

運壷皿任者である姦

慧原に遇われたとか︒もとって

センターのカリキュ

の一勲も︒

追にのせ︑遠拡躍塘 は︑箔一次改授標穐化に参画︒

直しの認走耕腱を観

ラムを充犬ごせた

耐慮仁橿翫実証晶験のず算獲得

家では︑暇をみつけては豪鷹

い扁と︑曇る︒

霊園に繍を出づ︒しかも︑無

たけど︑こ為をつくるのにもま

いんですよ︒肇木灰が一番なん

﹁無農薫だと肥赫もむずかし

目∫Q

みている女全の担滋者として﹂

﹁原子力発

も︒人型口牲能振動台を薔川県

覧肋を数多くこ瞬工臨分の欝で

に何麗も厚を運び︑

地几の人々への説聡にあたる◎

題︒原ナ乃張芝運転鶯遡嚥長と

多度湛に建設する際には︑地元

スラリとした長母の駄苧蔑︒

ムノ確醜平︑轡團を

の没階である篇と込べ︑遮敵を粂に

ての弟一印旛は︑南殿実固Qつ してかかわった末広さんは︑

騒がせた原穏腹賀屍

するため︑スイミングプール型の

﹁安全器縄は第一脳的には電

り︑現在︑パラメータ・スタティ

アイテアもあることを発表したQ

気あ業者の農任︒鎌皮嘘理体胡
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輔 一 謄胴一 隔＝＝

劃 一 一一隔

一騙訟︻耳 一

名窃屋とソウルが競い︑結局・名

篇嗣

もの︒翼体的にみてみるとPWR価格の織迷︑環境間題などによっ

ワクづくりにおいて︑こ3τらの田

宵膳が負けたように︑園際目麗の

一＝＝一冊

て臨立つた幽麗崩画もなく︑供絵

?寓＝＝輔＝一ｎ一騨＝冊

不足と価格ヒ鋪が轡念される﹂と

しているQ 子力か扁という京朴な疑問に︑推

鑓得性ある理論をもつことの曝要

進側はキチノと答えられるたけの

﹁国際的には︑発展図上隈や箔

界人物五十積が集まり︑国内外の

ひらかれた︒禽場には細部圏の財

会は十三癬︑名古屋聴工食重着で

と指欄した︒

大きなポイントになってきている

ついては︑﹁なによりも︑甲南の

？扁というフロアーからの質闇に

際綱勢を分析する上で︑もっとも

て岡氏は︑﹁嚢子力をとり濠く溢コ

力開係者に吠められている﹂1一 蟄﹂と題して薄便した︒そのなか

洋処分の安全性を添方諸圃に説得

蕩もわれわれと一旛になって︑海

︵カ︶

和チ夫人との麗に一男一女︒

昭柑十八禦生まれ三十八薦︒

たコソがいるんです㎏

つしみぶかく︑みちつきかあ

﹁ヴ地講堂の解決には︑何よ

り︑まこころがみって孔識そ

りらまず︑迄転巾の発箆所がだ

また︑発乱用核融倉炉︵動力

や規胡行政を発実払化すること

炉︶の没諸について︑果アルコン

の電工欝訓育白づる三蹟となっ

う︒

亡？ごく就粁の抱負を聞くと

ヌ売立研莞所のC・C・ベーカー

走陶に逓転し︑実績を示すこと

氏か簿漁︒この出力蔚二十万KW

た﹂と︑分析津賞する︒

です偏と卜い切る宋広擢憂に︑
一年を迎えた迦転簿弾瀞騰官弼

﹁この一無は︑洋島八月に両

昭和四牽一年︑瑛大工学部の

ァイア﹂と嶺つけられ︑エネルギ

の動力炉の智計研究は﹁スターフ
前大八領時代に成慧しだ﹁一九八

る上での大きな襲来饗であったの

期的な解織策の一つとして︑核融

核触命炉没一寸循委貸ヘムは︑現

は︑今回︑行われたIA皿A︵国 べた︒

@コ

に用いられる希少金属を嵩む材料

る︒副本が原子力によりいっそう

々を無視できなくなってきてい
こうした瞬況をふまえて糊粘は

力を入れようとするならは︑これ

している︒

としては蝉料級櫻管罵のノルカロ
イ︑支持格子瑚のインコ不ルヒ一

八︑蒸気発器用のインコ不ル六〇

こんこ︑これりの精少金属資源を

まで以士に︑第三世界の国々との

〇などがある︒

供給形態の多望化②資源瞬発関係

また︑凹内構勢については﹁た

接触を謹めることが大切﹂とのべ

経済協力の叢選②備漕制度の充夫

ぶつく石油曝庸のなかで︑なぜ原

〜捧あたりガドリエウムO・一謎 として︑①供給ソースの分散化と
醒が便われていろほか︑燃料棒級

④資料惰報の一概・解析一目の拡

また︑BWRでも核獣凝式台体安定田に確保していくための対策

覆管︑ウォーターロノド︑チャネ

発強化1一なとを提

た︒

ルカロイが蝦いられている︒

ルホノクス︑スペーサーなどにシ

このうち婚儀はノルコニワム資

には︑①安全に麗つけら為た原子

性を強調しだ︒そして︑そのため

三石界の園々との趣携をいっそ
れた︒

︻

5

た︒おりひして訂正しますQ

と平均設備二二擦の数佃が逆でし

の中で︑上半期の平均愚闇稼動毎

五＋六奪積上楽期ごの表と本文

隅原許力発爺所の運転実題︵昭稲

▽訂正水紙九月八日号門わが

へ︒

︵臨調〇三−ほ〇三一六一一一︶

または距研アイソトープ懲叢都

︵講話〇ニレ︺三⁝四六f一二一一︶

問い禽せは︑原研聞崎研究欧

界動聞﹂が鰹告される予疋◎

﹁アイソトープ・放射線利嗣の世

ふる溺鞘慢水分計測法の開発﹂

一カリホルニウム⊥芳二利硝に

よる詮放性交盛カプセルの開発漏

用の研究開発﹂﹁放樹線霊台法に

か︑﹁下水汚泥処理への放無線利

放尉線利用研甥開発の概要のほ

告するもの︒

いて︑その成果を巾心に現汰を報

オアイソトープの製造・磯胴につ

をすすめている放曝糠化︾とうノ

この帳告愈は︑原研か研究開発

礁命ビルで開写する︒

田午後かり︑東紙︒内学町の領麟

線利溺研究成果覆瞥金を︑ご十二

日な原∫力研究所は第四鷹放射

22霞︑原研

報告会を開催

雇H日
不rノ 研究

するようになることが必要﹂との

源の騰哩について門わが国の金属

際原チ力瀞関︶での蜜務並肉慮﹂

ー省からの減軽研究として︑同研

ノルコニウムの蕉購便縦縫は四二

とし︑第器世界の台頭という現突

氏は︑﹁核融愈発瓢は︑野川磯の

﹁スターファイア縣は︑トカマク 瀦盆が低いので︑撚科罰たけを蕩

〜五爵誘程腱だが︑屏動力発毒心

を撮話した対応の韻捜滋を指醸し

○黛磁気核融盆エネルギー工翼賛蟹が︑この国際会骸の濾前に発

き︑鷺本の長期録画を説明Q流感

ヂの上珂によって︑将器この幣差

愈の重無性を強調し︑ヨーロソ

在各国で設計・建設の殴階にある

濠でにτFτRで科沖的莫証を︑

＝＝

原子力関係では︑東之柄機が︑

新視点に立つ対応を

力の実績②地域の将来の不安をと

う強めることの詔識︑国内的には

りのぞくための努カーーのこ点か

原チ力胴ロボノトは︑東之摺機

申早早原子力情勢懇を開く

が﹁もんじゅ扁矯プルトニウム蝉

動向について敷兇を交換した︒

原産の森一久聯務理嶺を招いての

特戯的で︑かつ酵来の膿子力を知

世諭つくりか大切︒そのカギを握

ど︑実悪化に向けての關死は︑こ

郡部原子力懇談会︵煽潜く二跳委

っているのは漁榮茜︒これら関係
んこ︑まづます湧発化されるもの

員長︶の第十一風原子力構誇懇談

放射線
えれは︑ヒ五穿後には︑核融命

は増加するたろう﹂とジ測︑一方︑

究所が二無界でまとめたもの︒

バも彬融禽開発の先蜘をいく必要

＝＝＝曽＝

岡等になろう篇と︑コスト式汽縞

て︑定義蓮訟炉としての設−1を採 は︑蛋尻火力より帯く︑式水炉と

九〇仔までに一−EDで技術的天姦は︑口本は﹁工十一匿紀の早期に の欠点である断協通転を兄服し

冊営

げんざい核轡科やラノオアイソト

そして森氏は﹁オリンどソクで

た︒

法門にもとつき︑米園は︑八五薙ムされた核融業鍛講報告にもとづ

に翫く核砿含

装磁

炉 の設計に瞬眼をおいて︑各 がのる﹂ことを明らかにした︒臭

大型核融台

体田には︑科︾瀞実誕の覆めの努

零二＝＝一＝＝＝冊﹁一

懸産省の一次産品重重会総論分

原子力発醗威に賜われている日

関協金が重葬度かり五か年計爾で

ープなどの取扱作業に広く饒われ

原料は全三輪入であり︑さいきん

この供輪については︑﹁これらの

型炉︵DDMO︶の冗成を因幡賦と醜痕きし︑﹁臼ご醸火条幅の遥
用したのか特徴であると︑へー落

輯

髪氏は述へたQさらに︑へ三界i 果を明らかにした︒

年閃月逓閣予定︶とともに︑鋲術

帽一瓢冊冨一一需＝

成︑炉技循の実証を目的とした実

力を響ける︵丁ETのだ成︑△二 を︑そして︑二卜一甲唄籾顕に原原型炉の．ル成を目費にしている﹂

酬

ことを圏削として三〜胴卸毎にい

潔

対策に焦点をあてた報欝欝をとり

ム︑ヘリリウム︑コバルト︑クロ

科会︵主査盈沼箕炎金団鉱業二業

露燈源はンルコニウム︑コバル

原笹熊発心閣発にはジルコニウ

鍵会希少金属確保で提言

﹁安定供給体制図れ﹂

篇＝＝二一＝一営一認

核融搬炉開発の妨・ト的進運に期づ

画では︑毎年三億駅州二二単紅を

帽＝曹需一

杯としている︑と述へた︒

かれているもの︒

各団別の核融台開発斜画につい

支撮づるとしているQ

て︑まずEC肺臓会核酒倉余議義 のため︑八二〜八六琿の五か駕計

年六月に発表されだ﹁ベソカルト

E︶舷藤合炉ノステム螺長が議

ーブリノノ︒工不ルギー省︵DO

米國の長期61画については︑ホ

長のトナト・パランボ酵士が︑今

報告﹂にもとづいて︑ECの提期
謝画を紹介︒

パランボ鎌瀬は︑ヨ壁織ノパの
蔽︒ホーブリノソ氏は︑カーター

ームなどの稀少金腐資漂が磁農な

照狸嘱︶はこのぼと︑先端狡術讐

ト︑クローム︑ニノケルなどが宅な

家とめ発表した︒

役朗をはたしており︑こ為らの資

か必農とする播少金属勾玉の確保

実朋発鷹用膿子炉膚寒検査蛮勇等

ている﹁マニピュレータ﹂を出

おこなわれた︒

実証式験計画をスタートさせるな

展︑見単者の入気を簗めていた

原子力犀業界でも︑発願周肇機

ロボノト技術轟入が横覚されてき

ど︑被曝低戯化などの観点から︑

そんな風湖を反映してか︑会場

原子力のメリノトを背競する努力

︵11写灘︶︒

には晃挙蕎が殺到︑入場胡隈がお

料工堺の品質管理に便用する自動

を磁み璽ねることが︑いま︑原子

ている︒

こなわれるぼとの盛況ぶり︒四日

搬送機署の開発に取組んでいるな

﹁廃艇物の海洋処分の発露しは
農業胴ロボノトは︑生醍性や品

閤の入場背は初三十二万人に証っ

間にわたって嘉承・晒海で開催さ

質の向上はかりでなく︑労働災撫

した︒

塗装︑癌擾︑外観検盤︑糊み宣

とみられる︒

まず森氏が︑﹁最眠の原子力精
や職装病の防鴫など︑％働福祉の

黙認ボノト展﹂が︑八磁から四口

鴇工業新聞仕共催の﹁国際離業

藤本厘業無道ボノト工業会と鷺

盛況な国際qボノト展

人が﹁ 足 運 ぶ ﹂

四日間で33万

拶の奏疋確撮に努める必幾がある

︵NET猷幽の開始︶と説明︑そ

隠実正への新たな努力を開鍮塗る

圏の專門衰が発表︒品．飛を行い︑

ついで︑森羅田本原子力研究瞬

来︑欧の核融禽実験炉隷画がオープンになつだ11など︑大きな畿展がみりれたことかtな特旨といえよう︒

ズマ︑一4成への確償か蕩まり︑核聞合炉の設嵩がしゃつくなった②囚際共同トカマク炉︵INTOR︶の概ム．成等か一投晒した③日︑

噸門ふが参加した︒今回の更一爪囲麟は︑前圓のマノソン会議に鐵へて︑①徴界の四人トカマク袋讃の建没がピークに．締し︑臨界プラ

ンに次ぐ三醸国の開口︒来︑西独︑仏︑央︑伊︑欧州只岡目︵EC︶︑IAEA︑それに田本から舎酎九十五名︵ソ趣は参加せず︶の

約＋田隅の田擢で東京・昂川の調楡プリンスホテルて始まつだ︒この歪員会は︑一九ヒ四年二月の央サラム︑ヒヒ年＋月の米マノソ

核融舎はプラズマ物確の没階から炉工︾の段階へii団際尿争力機関︵王AEA︶駐催の鞍接台移設諜技術姿照会が︑三月五出︑

錨転先進国から百名参加

1醤な

岡上にも役立つものとして︑最近

駆僅したロポソトを悪意︑画論も

麟

選

㈱穫平製作所

製澄

、躍、べ㌧

＝＝＝＝、ド

・！

て用なと︑約四十礼が最新技術を
いる︒

営業所／季し幌｛山台穿亨名古屡…大阪広鵬由口揺綱

毒

各種の牲殊扉を製作しております。

TEし（oa22）5言一21τ1（大代）

広鵬脊了南区宇品象2−4−3辱

豊かな経験を生かして、放射線演舞扉をはしめとする

。1・掲な

とくにク固鎚ズアノブされてきて

舘門メーカー《クマヒラ》は永午拍われた匡㌘門技術と

@呪
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謬

家庭を明るく
照らす原子力

闘本騒初の原子力発電が成功しだ

のが︑昭秘三十八無＋月二＋六

に達し︑今では惣気の一六％を出

ら二十二騒約一千薫醤欝十万KW

﹁家族のだんらんを暖かく見矧

める法でに四一した︒

のポスター︵

写翼︶は謡ってい

今年もまだ︑﹁原子力の田偏を

るようだ︒

乱心に企濁各地で︑さ濠ざ塞な催

日︒いらい︑翌隼から十月二十六

臼は﹁原子力の臼﹂となって︑今

別に北海溢の集例にもとつく公馳

る︒

し物が行われることになってい

金︵必嚢に応じて開催︶も経るこ

この間︑原子力発霞は︑ゼ慨か

隼で十八回圏を迎える︒

放流とすることにより︑温排水の

仔の厳り込みを少なくする③水ゆ

上欄期の灘勧工醗力澱

13・6％の伸び

原子力発電は

拡散を小痛楚にとどめる11など とになる︒

の対象を論じることにより﹁海生

璽物に与える影響は少ないものと

今回の蝦責欝の提鑑によって︑

考える偏としている︒

は寝癖水影響について①取放水温

引金の原子炉爆撃

綿繭保障理事会決議を解窪しない

あらわす発受細々力醗は約二千騰

二・四％轡の伸びにとど濠つた︒

門特定開発旗桑﹂として全国で初 薦五＋陽慰KW11で︑前白岡期銘

胴儒盤が低迷管閃葺の翼窩冷夏に

き素材薦業を中心とした汰口酎業

この期の特徴はψ前期に引きつづ

したがって︑共箱・泊原発は通

ける原子力発電所となる︒

二合の錆一次公開ヒアリングとは

と岡蒋︑これら発駿途上函の鶏に

気温を殊し冷罵濡蟄が大輻に伸び

1；≡謄＝︸＝＝1←≡開≡一5⁝1一﹇㎜；■＝三学齢−﹁嘗署肇＝一一−座一㎜＝三＝＝丁−lll⊥一≡≡冊＝＝竺1一≡㎜一一︻＝＝＝1誉≡＝ヨ⁝酎
T し︑この七︑八月は比較的高い

を期する③王A鷺A串務局極圏の と︑遡口癖であれば発展途よ悪難

と︑まずとりくまなけれはならな

露力九社の発鍍内訳をみると︑

た⁝一などとなっている︒

の総利などの停止を検甜する﹂と

も︑﹁構成臨の多載の利益を図る

い︒同階にまた︑王A猛A潴盟園 水力発竃は出水障が簡隼岡期より

均合︑次幽総会で同國の一AEA応えていかなければならない調題

成猟十一︑庚対八︑錐難二十八で

譲歩︑結局︑一一十六田の総金で蝦

かってない︑政槍晦な七彩にい

とつの硬閃は︑含︑年六月に起こっ

ろどられた総長・適となったもうひ

れている︶で︑同一三・六％の増

即発惣の発宙吊は他社受窺に含ま

難戦5！

求﹁蟹配﹂に編入されている脚処
理饗矯も︑ある悪味では︑すでに

原子力の巳ポスタ：決まる

る臨灯の光も︑原チカなくしては

料金原価に総み込まれていること

纐賜︑植環蚤集大教授︑大水緯薄
粥磁新聞社及︑鎌隙獅門経新騰勢

伊 鋭蚕鐙︑柄中〜雄國践縫済研究協
会会長︑藤刀弥太郎膿憾大敦摂︒

鵬臨北海道電が環境調査書

んなことを今卑の門原子力の繍﹂
究蕨の動力誠験炉︵JPDR︶で

繕いものになってし濠う偏一1そ

寳欝
︑鑓

門だんらんの彊も鳳子力﹂一！

陶坂∬男▽蚕員

ぐ細妻

茨城県頭海村にある腰強原子力研

▽委員k

とおり︒

観光精千集大教授︑今力蟹一一橋

象となっていないのが現状Q再処 田の現行網展は欧米の制臓にくら

／㌦無レ㌧2

になるが︑薄処理費用がウラン︒

上︑再処理饗用を﹁資産﹂に編入

とが朋らかになってきている以
している現行制度は繊肉然であ
り︑これを﹁損金扁に編入する方
岡で極討が行われることになる見
込み︒

さらに︑逓藤織では纏処蝉引当

重めるため小憂蝋会︵委員長・同坂廿男国際エネルギー政鐵フ溺ーラム議長︶を設賑することをきめた︒昨鶴︑通艦織が源遣した欧×
泳の改正をはかり︑鰯洩の万金を

大救援︑田無汗之繰越隊新闘論説

心内で核燃料が燃競している階蜘で︑その費用を糾金隙働に織り込む可能聾について具体醜メスを入れることになったもの︒遡帯説
では︑これと並行して税制癒からも魯処理擁備諭制度をスタートさせることにしており︑核蝉溺サイクル確立へ向U︑さらに一歩︑

るとの考えに碁ついて引当金制展

制匿的改醤がはかられる見通しとなった︒
欧米磁気料金制度調益圃︵闘長
べ︑いちじるしい対比を示してい

電気鴇業連愈会は十二欝︑昭和

る﹂と指摘している︒

五十近卑展上半期の発受躍遮報を

ているのは︑これまでは再処理に

理蜜縮が﹁資蔑﹂に繰り入れられ

の環境審査をうけることになる

算入されている扁とし︑再処理︑

が設定されており︑料金原甑にも

岡電力ではこんこ遡配省と北海遵

・今井賢一一橋大教授︶は昨隼十

発表した︒

廃粟物処理処分︑廃炉など原子力

が︑北海道はわが国で初の環境影

西独︑鎌︑楽を訪間し︑各国の電

は二二分で八ナ立方冨／秒を使用

エンド費絹を料金原価に織り込む い11︒

行し北側に一刀機︑南側に二号械

度陀を七度Cとする①冷漏水の取 めて環境影響評懸条網の遜解をう

侭︒このため︑共租・泊原発は
北海道電力︵囚ツ卿M茂艦長︶

を隣接して設輸する謝画となって

こうしたなかで環麗影響調査欝

はまかなえるとの前提にたってい
斑能性について︑小委員雲を設羅

は九田︑顧慮︒泊線発一︑二号機

の地貞︒発竃燐は海犀線とほぼ平

たため︒

し興体的メスを入れることになっ

水による熱水の流出は港栄口で約

一︑ぢ々織はいずhも九十七万 照穆疑／秒︑取水麟で約○︒工材

それによると︑電力の欝申込を

和・泊原畿のひイトは北蘇道霞細

バックエンド蟹用を料盤原循に織

父和・泊原子力発竃馬一︑二号

り込むことが世界屯すう勢になっ

こうした二野をふまえて岡料金

気料金制獲の実惣調査にあたった

ていることを明らかにしている︒

しかし︑そのこの検講で再処理
たもの︒

いる︒

総最仕出の出鑑箏だつた︒

ことを勧焦する︒

地理的配分を肉検戯するQとくに 域からの候補に特別の醍麟を行う

上級職嶽分を発展途上國に鮒豪

②理羨会への詳綿が少ない地域

﹁多数の利益を﹂

に対し︑公聯な取扱いを与えるた

やや下濠わったため約三暫八十五

て︑少なくとも三分の一は発展途

︒八％の減少となったQ原子力発

いずれにせよ︑今醸の脹務総長

臨は約署八傅KWH︵南本猿子

選嵐をめぐる動きを通して︑発展

イラク線子炉蝿響に端を発した

からみあった中興の政櫓檎勢を反

京た︑火力赤斑は約一千一二醤十七

加で水力発露騒を士まわった︒

映︑螺務総覧辺とも撰まって︑原

途上国︑葉叢白雲︑西側諸醍のそ

億KWHとなっており︑露蟄の低

一方︑この滋の最大電力は・猛

迷もあって隔O・二％の微壇︒

⁝暑の続いた七月二十田に約九千二

よって︑﹁連滞﹂と門責汗﹂をわ

蜜実だ︒

かちあったことは︑まぎれもない

う共通の繕盤づくりを行うことに

子力の平和利用の造をさぐる﹁科

新秩序を求めて

治の場と﹁変心﹂させた︒

りひろげられる力とかけひきの政

学機関﹂王AEAを︑濃舞台でくれぞれの紐は︑門歩みより﹂とい

もに︑保障娼躍のあり方そのもの

発展途⊥国からの︑集鵬総難山

が︑娯本から問い隙される出門箏

出をもりこんた決議鎚を提出した

醐地熱からの癌務局並員を鰹舘さ

④理醤鼠に対し︑技術援助が通

せるよう︑攣懲な拍課をとるよう

常予算または︑これと圃鋭に︑予

となった︒

この提嬢をめぐって︑来︑英︑

EAは技籍援助のいっさいを魯捧

閃は︑⑦イスラエルに更し︑夏A

仏︑西独︑日ホなどの臨側諸国は

る︒

るための拙置をとるよう蟄講ず

同じ二十四口︑アラブ諮国畦八か

をはかった︒

醤七＋万KWを記録し︑これは汽
すお②園漣籔傘保障理製会決議四

う︒同購に︑IAEAの役舗は︑千九蔦三十七万KWをも欝きかえ

十四年八月に記録した最大職力八
IAEAの加盟は贈えつづけよ

いうならば︑円滑なIA短Aの こんことも︑発二途﹂凶からの
その馳果︑二十丑日︑グループ

八七︵六月十九礪泌乳︶の条項に

発展を考えるとき︑もはや︑発展

従うまで︑イスラエルのIAEA
途上凶の動向や理解なしの︑原子
そして二十六口夕︑理康会がひ

る懸記録となった︒この二期の予

画予備率一二％をナまわっている

事務総長を認めるだめの条件﹂が

力先高国の三際的行動は︑できな

ものとみられている︒池輯予備穣

加盟国としての櫨利を侮食するー

ための継織扁につくり⊥げていく

らかれ︑スウェーデンのプリック

かどうかは︑まさに︑九月二十六

提示されるにおよんで︑急転霊

の掘々との接蟹釜段と高めなが

そのIA￡Aを︑更に﹁入類の備鄭は現在︑集斜申であるが・計

ら︑災海士蝋の遜を棲集していか

くなったことを恵起するQこれら
これに対し︑繭側十か国は︑イ

ーとする決翻案を握出した︒

スラエルの技術援助を影分︑侮聾

ス氏とフィリピンのシアソン践と
の決戦投寮が行われ︑二回囲の投

的︑妥協へと傾いていった︒

ますます大きくなってこよう︒

､からの﹁今際︑西側からの新 総塗で承認された︒

この渓協案は︑渓議案の形試で

と側朋に協議をもち︑局惣の打開

提璽篇側のグループ77︑棄側心隈 測可能な財源によって談かなわれ
門発展途﹂国の気持ちは十分に

こんだ嚢請樽を理箏愈に捉幽︒

要請する︒

③獅審勝総しに購し︑究展途上

億KWHで︑対前琿岡期比ではO

上囚からとする④技術援助は霞発

術援助部門を拡大するーーとする

ために㎏行動し︑協力していかな

燗酒妻子力機駆︵IA欝A︶はA加明㎜国は七十六かH園Q文字通り︑ 門隅際機関とは︑その構醸国の

を占めるにいたった塀在︑その施

提案を行った︒

たイスラエルリu冴甲によるイラク原 採択されるにいたった︒

めに︑懲章改蕉冤の検講を襲寂す

策の中心は発展途⊥国の技術援助

ければならないぬ仔と自動が求め

的拠出によってまかなわれている

それから二日隼継た今臼︑加盟

に酷薄を讃くべきだ︒また︑窺勝

子炉耀鵬犠獅である︒このこと

多数の屑綿を図るべきもの︒発展

後任に︑やはリスウェーデンのハ
国は菌十か国︵一九八一年隔月現

総長も︑発腿途⊥国から選取すべ

話倉いによって︑エクルンド氏を

ンス・ブリックス外務劣技術協力
宵︶︒その増えた緩のほとんどは

きだ扁と霊園するグループ77は九

るQ

九月二十六臼︑・†一月茱で任⁝期の

握当政務次冒を選出した︒七月上
アフリカ・中乗地城の凶々︒その

月二十四日︑途上園の嚢求をもり

られることになった︒

途上国が︑ 王 A H A で B 倒 的 多 数
が︑これを通冨予算に禰駕し︑技

旬に行われた特論理劉盆での総長

は︑発騨途上国の発漏力の強悠を

数︑二雪三か閣に及ぶ︒この現実

恵味する︒

妥協への条件

て︑ようやく決幽した︒

選出のための理裏会ゐ回︑ニイ

一九六四年︑第一酬国

選挙いらい︑たひ重なる投敵を経

数回にのぼる投鳳回数︒この数管
そして︑

まだしも︑いま事携総長の電位を

の意味するものはII︒池航に蛾 連覧易闘発会議︵UNCTAD理
︶解できる︒だが︑近い将東なら
後︑発展途上繍は︑経済先進国や

共瀬の利益を守るために︑﹁グル

だが︑この提纂は︑総会で必要

潮懸きわめた饗務総長選挙にスポ

渡すことは階期尚早扁と︑この提

わが麟がとるべき通をさぐってみ

ープ77﹂を結成︑各種の國際機関

な三分の二以上の支特を得ること

鑑に難色を落す先進諸鶴︒

ットをあて︑こんこのIAEA大
と圏のエゴに対抗するため︑蕊た

た︒

で︑大きな彬響力を与えることと

票で︑ブリックス氏が三分の二に

途上国の台頭

その内容とはーー

が不可能となった︒

IA慧Aも︑他の際際機関と詞 このため︑グループ77は︑①先

①画題務総長の任期は一期四葎

エクルンド畢蹴鞠kの任期は

する︑という改訂樂で対抗した︒

力嬬要には立台をもって対処しえ

あたる二十三塾を獲得︑次期禦務

か團の努力いかんにかかってい
総長として選出された︒

田を経験したIA鱈A加盟豊丸十は八％程舷なので︑今年の璽の亀
とする︒そのこについては︑理瑞会

といえる︒

が発展途上幽地域および他の地域

なければならない鴎代に突入した
提を任命するようにする②麗顎麟

このため︑アラブ側は門酷評の

を︑談ざ謹ざと懸盤つけられるこ

糠︑この﹁グループ77﹂の繕欝欝 進臨︑発展逮上国︑寛厳に禦號総

㍗

だことになる◎

一AEA総会蒙でにイスラエルが ブリックス新廓務総長は︑就任

る︒

十一月來︒そのエクルンド氏が総

なった︒

イスラエルの処分鞍懸は︑復維に
は︑IAEAそのものの付立とと

切れるS・エクルンド瓢狢総最の 次期恥務総長として指命した︒

IAEA総長選の意味するもの
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北海道磁力の扇画によると︑Hハ一九千KWのPWR︒冷却水とし
／て
秒の低流連とし︑取水による維

通雲省と北海送に提出した︒

設澱にともなう環擁影響講聖岳を

よって圓収されるウランとプルト

もの︒

これに対し︑わが麟では恵処理
心用はウラン・プルトニウムの価

﹁黄蕪﹂の八％は富鉱報酬として

濠た・げんざいでも電力☆社の

ニウムの価伯によって再処理蟹驚 部鼠では︑構処理費用などバック

それによると報告は﹁各田とも

叢用などは電力会抵の貸間対照去

てきており︑調斉団報告も﹁わが

敢を﹂まわることが明らかになっ

響評価粂例を施行している霞治

原子力バックエンド騒用について

では﹁損金偏ではなく︑﹁資産﹂

する︒

は︑原子力発臨による利溢を享受

に堀入されており︑料金原価の紺

腕譲樗大字掘株村の辣油三十熟紛

る駕処理難用警を負徹すべきであ

する現在の鷺襲家が︑糧来発生す

機が環塊に与える影糟は十分小さ

月︑約三趨間にわたって爽︑仏︑

﹁環境影響は少ない﹂

期すことにしている◎

金を無税とするため狙税特瑚描置

岡小面員盆のメンバーはつぎの

プルトニウムの価擁を上蒙わるこ

磯

磁気料金制度調費関の報飢をうけて︑蒋処理︑放射韓暁戴物処分︑既炉など夷講支出が予想されるバックエンド費用について︑原子

通蟹田は九日︑買気鶉鑑盤議会料金制農脳会を聞き︑原子力娩竃瞬バックエンド費絹の臨気料余隙価灘り込み間融について纏講を

灘

画総長に指命されたのは二層翠前

孟

原子力関係営業欝欝

電気料金に織込みへ
♂
吹@騰

蟻壁鋸小委員会で検討開始

＝ム購
圃瞳
騨曙

の醐の公平の原則に考慮を払うこ

社阪京
本大東

三部店
零本支

τεL

鼈

の故を増やし︑地狸的配分の公正

523−6862
252−2334

丁εX

TEL

一
一

の一九六一年六月︒当時のIAEとになったのが︑今圃の次期壌携

いています。

TεX

﹂

礁 礁

兵庫県尼崎市杭瀬字上島1の

▼

⑳原子炉関係各種機器、装置
麟核燃料施設の誇装置
⑳核燃料取扱、交換、輸送装置
⑧放射性廃棄物処理及固化装置

木村化工機

（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細鱗、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

花X 524−8059

（06＞488−250
（06）345−626
T絃L （03）54i−219

●
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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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ゆ

︑る

帆

聞の成竪とふ︐援の繭酬を詔介﹂るため轟篠聞かれていうもの︒笑デ頼川日男押耽溺のあいさつの後︑貌拝醒β︑として蜘旧︑金鋸肉繭︒

♪一︾

み
して︑六i々L 高速増殖原型炉︐もんじゅ扁の鵬鰍図
Wの概念︐κ汁か

燥藤鋤煙渋並警卦龍繊韓繊藤
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贋凍肋でほ︑換蝦腰夜を用いて八

囲佑処哩晶験を行い︑ズ際の属レ

虞研席地設を便ってズ庵取による

い︑まだ日レヘル腹射臨泌

でJ一か月田総噸をも窮したか︑

ﾆハ月墨でに碍水炉琳醤声﹂二

織︑酸田暇補留賎のトラフルなと

ていゆ︒

トハ・八トノーーノ

ヘル魏欧の化学幻プロセスを獺

析型肱換遡源

ての難処厘談Mはコ甲ハトンU握︑パイロノトフラントのーー本書
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ぜ炉疎価嬢ナ魯
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掛難技循については︑購繊襟腰

で︑プルトニウム早喰犠ほ耀バ回儲を磁口して望めている︒

墾肱を一比してい⇔ため現汀縁働

目添の東灘たけなので︑糧弾かり

地贋帆秀費術については︑へ髭
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π月に工醤バリア量︑rげ続喬的な
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を叉乱しつる畝一3鍵騰を孫レヘルなどの鋪認磁を芝りて丘十ぺ卸蔑

まもなく承勝連転に入る宅死であ

放射胤塑54研究鹿舞内に滝置し︑
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丁程から究猛瞬る蒔レヘル放射性倉酸化物粉末の庭作に成功︑五卜
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酸ガラスによる処理技術に機甲を
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整騒嘱

︑

ぜ

︒

この趣料を﹁ふげん

に捷次技荷
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喫疑義処理←場に隣硬して建設︑

㎡ゲ渦．を生産する転換プラントを︑

◇
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魑

安田火災大手町ビル
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︵

糾の荏洩目を盆点瑠に総噸を産め
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馳詫﹂を15なっ

︾

門派☆は︑技痢
畷一罪︒獣鐵なと

について今町し

歳したか︑︸ごれ

月に霊告3霊発

によると㌦術既
目梓爪炉よつ訓
河だか百λ火力

しつるものて︑

爽㌔なとに比肖

にあり︑附褒なとも始まっていた

って滑采を検〜したため﹁ふけ

ので当限としての尊厳の鱒酸をし

工蘇ル議一・セキュリテゴの岡き

丁ノなど七一堺冒の保ド椙ほ捜酌鋤を臼うこととしてい0︒

ん一に鷺盒毒れはないと思ってい
・核八一ぴずクル確立への㌧与等

ている︒

て呵心逸める地層について穐含一

たたけにバ合なできことだった︒
をし5いうるといろいろな謙な深い

・一へL︑ζの兵同暴発として．田鰻難業所では﹁ふげん偏の取りか

ゅ輪やATRズ融炉が形あるk望
階婿れた︒・力︑高魂炉の他事ほえ麸朴の袈祀を盲い︑づでに四卜

．﹂のような拭縄の中︑﹁もんし

目允︵丁氏︑TEY︶か︑寒︒仏

しかし︑︿︐年イ月には系統桝列

もあっか︑現時・てほ山型広換

◇

し︑十月中はには広窩甲乃難臥を

炉をい声韻鰻筒甑賂に臓みへ九つ

だ拠黙︑偏めぎずのみでなく︑ごの一が副玉しい︑としていb︒

にセ点

ひオく﹂みためのr腿曇日の門轟けん﹂堀の琢糾は♂迄蔓質たか

一鞭戚一の低副化︑膓︽切発生麟芝用している︒しかし︸h扇﹂一ふ

⁝駅ーネントの門充や︑放悪難の習

へ入つ︵いくと認祓し︑醜〃汁リ
薪罐讐嬢露蒜諦賊乱雛纏縫渥
イクルの確立に必風な鏡癬局発㌔﹂
へ﹂め︑国げレ佃を中心に国塔強奪

・棚一工

製糖は︑全くの田黙の腕㌃開発

位︵OP12︶け︑ト一月には逓転
てい

として蔽用︑五十六側酒手蹴に

によるもので︑僚三聖鳳や王A￡ 置き︑六牙二年腹にはパイロノト転換し︑﹁ふけん⁝爾桝科の原料

Aの嚢警必灘灘

ものと振われ︑ニンェールでも階

ントの建設は︑これですへて寝ゴ

を開始するナ虐︒ハイロノトプラ

閥轟﹁原子炉簿多選轡濠毒

ながり独隠の彬轡糾サイクルを確

考へ毎乃諏のいっそうの協力を

脅し︑罠聞への円飛な技術移転を
ふげんに装荷した撚麟を製燈したマイクロ

35願いしんい︒
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する︒
？蓼一

もんじゅ設計に焦点
を克ワていたが酢卑＋一還︑遣醤
開始︒坦艇乍厘内は一遍唱刀逓賦

Wでの幽殴︑妻紘渓︑へ！℃kて︐岡￡ た︒四卜九脅に測めて遅水加で憾

ラントは︑ぼとんと充成し︑ホノ

と凝稲の趣係したテーク竃得・開

めてきたか︑五卜四町にマイクロ

うか︑よqパイロノトプラントの

ラントに反映するQそのだめにも たい︒

裳プラントとの中腰に位麗すΦ隙

ハイロノトプラントの後は︑商

縄へ畠撒しに︒

として今鋸四月に周囲

⁝トンを¶ふげん扁用拶dの長柱 箕に田の高注炉撚暮ふノト鹸事大薄い施設が匠痩になるため︑麟

おいて樫下ンたった︒．︸のうち

▽へ憂顔騰配水加の︐氏陰ご弓か．と封尋に闇一0磯困難だ諺炉の炉 を擬ながり煮毒していv︐たい︒

晒鯨切疏私鐸一技鰐の漏允③・昌

ゾ研亮瞬ん目侮鎚漂コート埜︑の

だ用化に隔んろんめ努力ノールけ︵

艶する︐走︒

▽辱型炉﹁らんじゅ⁝麓萱雪竃年

六十

十二月二野に﹁原r炉試鷺r確申
請諮﹂を痩唱した︒での後
回の安傘罵査か行なわれ︑齋ぬは

檸型プラントに強く胴恥し︑畢期

建設︑運肱に回3て︸乃藁嵐くしトニウへ滞禽伝換捜術の開丸を進
ラノは品位が抵いのて︑この況式

実矯化をはかることが必鼓にな

型プラント壱建強運癒し︑西盛フ
どかりスポノト価絡は溺愛してき

のプロセスを利胴するぽか︑鉱石

現葎鹸終段階に入ってきていろ︒

核鰍糾開発は︑鷺蕉国内外とも

が少ないため外魍からイエローケ

ト演験も来春には可能と慰われ

発を進める方針Q

鉱区を発見︑ウラン濃鵬もパイロ

探鉱を漁めている︒

畷な繋留の鉱区を取得し︑寒々と

露霧︐

T欝灘灘灘

時点でけ﹁もんじゅの藤織を蓮癖

ソトプラントの建没から盆面訟験

摩羅農ど

︵OP11︶はすでに稼難して綴

的に進めている︒特に①炉勘岬②

運転に入る．㌘避である︒以ト各分

力は︑コ昭の鞍懸︵享ジsW

極戴に症卜五媒

OP−！ての擬二度竹三・ご％ 難された駆屠削
のワランの㌃曜喫額は︑昨葬末に
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▽高レヘル廃棄物対鏡睡再処理疲加触方武︵M11広︶によって憾

港建没予走地であろ福膝呉と

た︒しかしワラン探鉱感動は依外

ナダ︑西アフリカを三大固主脳発

る︒各観戯駅を雑ねながら︑転換

ノ化ウランの転換のパイロノトプ

拠薫と紘建付け︑現慨十ヒのプロ

灘業団は︑オーストラリア︑カ

は拡大してきている︒

一奪いくつかの遭展があった︒レ として酒元て︑箕田逐次その麹向

ーガン政権誕瓦によ︐て田本の汐

る︒

に擾溝をあひている分野て︑この

笈全犠食へと入るが︑この場愈ま
ザ第一次慶全蕊査を行い︑地元に

謬鎌灘

てから鑓避岡愚を綴る︑という流

ジェクトを箏がけている︒その甲

おける丁瓶きとして説明金を開い

地なとの総働工罫に入る︒

でも六地点︵オーストラリアー西

縷麟羅離

れになっている︒その復項盗︑鼎

▽研究聞発訓高遠掴殖炉に関し

遊削黙しκハイロノトプラントの

湾ーストラリア州イルガルン勉区

アサバスカ地区他一魯︑西アフリ

他一封︑カナダーサスカナワン州

窮一蝿︑

ては︑大塩工詳センターを燈心に
聞ム原孫力研究桝︑大ら柴メーカー

カーニノェール︑マリ︶に強磁をお

▽ウラン謎縮縫五工一瓢に建故

その他の研鳶撫闘の協力によっ

いている︒イルガルン地匿は︑分

菊二期分の第一総懸甲羅

布講査はこ為からだが品位は同い

構態機齢③討樹拷燗④ナトリウム

▽使潮済燃繰︐轟轟羅轟ぎ蜜
馬術⑤炉料・材材⑥構凸酵昌①蜜

野についての概況を陶閂を島って

瀞セスとして扁縦し︑現召実証段

墨斑熱直接脱硝銅盤駿麗麗

醐撃確灘欝．墜下麟懸遭

▽櫻錬︑転換等Hウラン鉱石や することになり︑完成鯵の綴織能
全歎⑧糊気発生機⑨文鳶炉閉偶の

でユローケーキから六フノ化ワラ

階にある︒人形帯かり諾掘すゆワ

ンを作る技術を嚢無園はPNCプU／年︶をかなり士回る兇込み︒

力発織所㎡画の懸れの影︾な

ウラン垂垂は㎡櫨し九か︑その優︑

▽ワラン擬無釘巡閲舷機噛後︑

3及していきたい︒

廼料サイクル確肱への勘薩は期仔

て研充を臨めるとともに圓際協力

ストラリアやニンぼールで蕎畷な

も積絢的に仔なってさているQ現 できるものとなの︑海外ではオー

羅鏡

ーキを楡記している︒現在︑六フ

の間で︑ふつうは建設湾懸盤に

議醐覇蜘核燃料開発の概況

濃縮・再処理技徳向ヒ

る︒ゐ一八蘇鐸に砿卜万KWに到

心︵MKl翌加心︶として改亡つ

量︑7おげん︸ぽ礎聖の暖く綻皆

帰趨炉としての誤厨蟹綬了Q乏の 力嫉食弼れか発見こ為︑叢羅にb

紙黄を終ゴ︑倉扁講を曳けた︒こ

の幽幽では話 都 分 の 点 演 ・ 愉 A の

ほか︑MK一荘重訂畦備のための

離備工惣を脅つた︒近卜六年度

ヒ四五FKWの納期サイグルを︑

け︑定温浸了擾三月から五月玄て

︾憾・甘移欧照磁づる照財用炉

形ある彪歩はなかったが︑これ猫

灘
蕊偏が進められている︒

蔑速増顛炉の開発

期検禽に入り︑五十六年﹂二層には

三サイクルが終了後︑第ご同の定

りイクル制振︑そして岡八月て第

＋鰯網二月からヒ万五ヂKWでの

五万KWでのサイクル運転から五

る︒昭犠騒士一 年九月から靹出力

ンターで頽謁に運松を織翫してい

▽だ験炉門葛陽﹂腫大擁し︾セ

／蘇

濾灘篭

・撫欝・

あり︑各方瞳にわたってのち認か

い零

﹁け陽漏はヒ力臨匹K が免亮され︑捕15鉱蜜壱行なっ を馨算する謝疋Q讐ふけん﹂ほ腐 ことひてこつ長う重めていくとと

﹁もんじゅ﹂鋼昌へ反騰ごUるこ とりかλ尉の険査て鳳力粘食縁れ

とりだした琳暮の櫨血砧巣も︑

講珊鉦麟動力炉開発の概況
動力炉部門で叢も囁きい御料
は︑慈趣増抽原型胞﹇もんしゅ一

㌧

筏開心な喚え︑趣カーカKWの たり．ごの簾因と 勲な研ん︒当

とになつQ

〜

ら形あろ渓階へと入っていくので

一年︑繊に毘えゆ産展や初理的に

と新型鉱換炉実証射てある︒この

㌦乳

｝

九項潤の研蒐開発を憂めていう︒

斬型転換炉の開発
▽呼メ炉門ふげん扁諺だ十四匂

⁝力の水絡趣甑鶴来︑触澗に蓮瓢 浮

〒100千代田区大手町1−5−4
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原子力

安全委

安全懸想の底流探る
安全行政の歴史をふまえ
巾川︸廓科学技術庁長窟は二十霞︑原子力蜜念望擬金︵二君徳雄凌鰻蔓︶が発足︵昭租五十三年十月窮鼠︶して以来初めてとり巌

安全蚕員会の歴史

そのもの︒来国の㌘賊−事故の概要や灼応︑公開ヒアリングなど

とめた門五十穴奪原子力蜜書算報︵白欝︶﹂を麟譲に報藩したQ隼報は﹁削刊懸であるので︑安全蚕騨会発塁塞での経緯などを記

月末までの安盆確保をめぐる諸湧動誉認鉱している︒ただ︑今確四月に表晦化した臼木康子力二二・改駕発融所の一連の噛故

したため︑桐讃大部﹂なものとなっており︑
今牽一一

纏縫罵聡響蟹蔽徽驕

初の原．†刀安全力の案性に甦る離離購

功労者を発表

もので︑水盤農からスタートQ関

巾清太臨・編島聚壊子力紙報溺会

▽地域社金で厭脳力の簸金磯撮

謹製長︒

に職鰍郡畷痛撃・茨城県覆擁局

茨誠県公害授術センター︑目二二二

陰子力蜜全短軸課髭︑小池冤槍・

科技庁

科学技術庁は＋九戸︑原子力安係借欺の長および豊麗府県知鶴か

献

王兼放射能蔀提︒

金功労裾を発表した︒安傘婆準のら雄せんのあった侵楠鹸のなかか

つて震献した欝末成文康鼠工大教

策定や婁傘垂垂などで多難にわたら︑糠年︑二十箔ていど表彰され

授︑三赫規纏東大教擾︑地温桂余

転業翻貿全櫛型鎚簸︑田届嬢三︒

窟醗林館金金餌で行われる︒

黒川鰹繰・動力蝉騒継目開薙

H重丁業原鋤機囁礎本部輕水炉

エンジニアリング取篇役原子力曝

業宗一図本部長兼建設部疑︒

技術部鑑懸︑星野雅之・象電罵境

▽安全璽齢の優楚︑蜜豆審査讐

と︑頗雌・戦賀発礪所からの放射

に大きな影欝を及ぼすことになつ

能漏洩を検出︑そのこの欝故解賜警は次の通り︒

重箱五十六鉱麓二子力安全功労

▽被曝糖鞭システムの確立に呉

で原子力塞の留簸警及に貞恥しは﹁原子力の臼漏の二＋六灘︑璽

秘の原野力臨監功労凝の表彰式

安奮震が五士⁝一難十月四田に設羅

強化が還められ︑その一躍として

た川蘭嚢彦蔚康海紺kら十五稽

る︒

子暴慢全規制の一纏化が行われる

減れ︑﹁五十鰻止一月四田がら頴

ことになった﹄と強調している︒

象だ︑殿ヂ力鳶職の蜜全確傑を
園猫だめの羅宗酌方鋤については

▽原子力発飽駈の安全設計︑還

水野勝既︒中部火

縄県公憐衛生研究燐︒

福井県衛鑑研究所︑沖
設などにおける蜜全確保や︑原子

より現実的に

▽薗体

トマネヨジャー︒

紙蟹理に戴献

艦やフ甥ールアウト上唇信疑って雪線医学総禽研究藩郷珂療講習

孝・臼寛造船原亭力寮プロジェク

力工輪講締役原子力部長︑三蝕宜

跨木成文︑謬正炎・放

きた沖縄緊公樫衛生研究所の

に熱献

は︑原子騨の還紙により︑原苧炉

関が︑今奪麗から発足した原無力弁正一︒芝浦工大教授︑三鵬慶

﹁販子力難霞嗣衡の潜在的危険性 た掘丼県衛生研究所や︑原子力躍

内に放礎盤物質が発鷹し︑隅隅さ

績︑秘上悠紀雄︒北璽大数擾Q

長︑商島洋一・策泉℃大教門︑藤

れる点﹂と掴踊したあと︑﹁この

安全功労蕎に遮驚された︒

一機

漕筏的熊険難を顕掘化さ憶ないよ

場から審隷︒評議⑨原子力発蟷断−喫故の教調︑公開ヒアリングの

九月の原チカ船﹁むつ﹂の破射壊

毎報はさらに︑欝金委の鑑務遂

一などの彦え方を説明しているQ

の続騰・見者しのだめの響観醜︑

鯉および資料の公開④落胤や指鱒

もなくの饗M接壌故︑その後の公

舷蝦の潤行は︑安金覆発建鞭訣

⁝川瞬義彦︑畷

設躍に際する公開ヒアリングの開開綻などについてもふれている︒

▽地域社金で三子力口金に関す

つだ﹂蒔期ととらえている︒

防護③瀬切な離隔条俘などの確鎌

電防纒②周辺公衆に対する放射線

さりに﹁猿資力開発利絹の分野

漏れが﹁原子力の安全件に対する

る啓輩普及に七竃

次に葺蟹は︑原子力裸鰯蚕の設

原子力蜜全功三一は︑原峯力馳

などの一翼の推灘を曇り︑罎子力

躍の経緯について・調︑四＋面擦

ること﹂と記述︒この星ホ的方針

十一館に猿子力雇員食が設躍さ

いる︒

委の活勤も軌道にのった︑として

うに︑放射性物燦を置実に蟹嚇す

れ︑安金確深達策を念む原子力政

についても﹁祉盆的影響を一士﹂して遡捕の形でふれている︒同庫報は館來までに白熱として鞘行の予驚︒疑薦面に醐遡配灘
館魑は談ず︑﹁わが田における

築の企画︑審議︑決定を行うこと

においても環境療金︑安企二日僚

にもとつく狡術胸措躍として①多

は︑幽初から安金の確保を大前提

の島町が大きくク擦ーズアップさ

も公正無智な提︐勧を行っている︒

薙四月の原盤敦糠発露蕗で二面骸

奪報はつづいて︑﹁原子力籔全しだ一速の櫓故の対応などで︑の

確保の施策の現状﹂を述べ︑㌍Mぴのびとなっていだ︒

その京わりにブランケットを配臓

謎﹂を求めて県評憲藻那など約六

当臼の盆縄周辺には︑﹁幽趣謎

一一＝鼎一隔＝篇＝麗＝＝＝一一篇

するという淘償炉心の目減五と

﹁健進﹂を議決︑大飯⁝濫︑四署繕

にはいたらず︑竿後︷ハ時二分︑

設聞題は︑まず第一ステップとな

十艦がつめかけだが︑穴選な混乱

燃料のなかに点在する島のように

る﹁隅蕾実旛﹂へ商け大きく演進

燃料を交亙に配際するリング型や

ブランケットを配置するアイラン

ずる笠懸しとなったQ

それによると﹁促進決藏﹂は今

二八〜護憲と潤いのが実態︒
このため︑簡速蝉の実覆化を懸

回の三︑四響増設爾蕉申し入れに

ド型などの非均質炉心の方が一・

画・フェーズ2﹂では︑従来の均

る原子力先逸園では︑非均質炉心

次期の破獄研究﹁ジュピター計

質炉心から︑リング︵輪︶状︑ア

断する﹂と薇織︑

﹁町漁局は︑す

ついて﹁きわめて愛当なものと判
の閣発に力を入れている︒

心学剛としては︑経籔の二〇％

イランド︵島︶状などの形状でブ
ランケットを混任させた﹁非均顎

トナーの形で藁岡実験を行いたい

う萌測と同年のジ瓢イント・パー

を受け入れるよう強く優話する﹂

り︑積極的︑かつ円溺にこの調査

︵二懸五千万円︶を負撮するとい みやかに関係響との調整をはか

文字通り使った燃料より︑漏し

炉心﹂が実験される換様︒

い燃料ができるという崎速贈殖炉

としている︒

躍一iなどを潤める﹁桜見諮﹂を

う詞費研究︑広蝦活動への凹石描

の確保②感温盾動の推薩③跡の行

このあと︑議盆として①安全性

方餌︒

職

環境調査捉進を決議

大飯発磁所は救池が百六十万平方

をあらだに運開させる謝繭だが︑

今図の講淡をうけて町嶺厨では

た︒

成の気運が簡継り︑炉工挙の段陪

ことから︑臨界プラズマ条件達

マク裟照の建設が急ピッチという

今鱈の鼠議は︑三界の洪大トカ

落したのち閏醜しだ︒

塗しいllとする禽鹸の結論を採

いっそう強力にすすめることが望

R引画も窮めて︑呈露協力をより

すめなければならない④IN謄O

めに︑さらに雪礫な研究開発をす

だが︑核融aエネルギー実現のに

理︒技術の面で大きな進歩があっ

にすすむべきである③プラズマ物

i磁︶につづく装照の設訓態設

︵皿C︶︑？115︵ソ︶︑J？！

ている聖F7R︵※︶︑JE饗

郷のだめ︑げんざい開発をすすめ

一世紀畢期の核融倉エネルギー獺

より現実附なものとなった②ニや

ン︶以降︑核融爵エネルギーは︑

にひらかれた朗測会譲︵楽マジソ

は澱終臼の十穴撫︑①一九七七露

の第難園繊融融炉設副技術淡農会

IA叢Aへ麟際猿子熱機関︶艶鯉

プリンスホテルでひらかれていた

締め︑五鐵から東懸・品川の四輪

嵐算谷瞳から約蔭犠の緊急宏を

一AEA核融ム畢麟が二郷

なった核融合

原予力の研鑑︑闘発および利脳

第二二二﹁原ぞ力発憲の承格化

れだ幽十雑載欝欝から︑安全霞設

となった﹂と捲摘している︒

をはじめ︑新長編︑核燃料ツイク

とくに︑原子力聞題とはこの十

制櫛耀反応腱疑義③ナトリウム︒

PP鶏︶を用いて︑①出力分布②

ｬ議会大飯3︑4号の増設で
長︶は十六瞬開いた添会議で︑関

野『蕊冒可腱。

理滋域よう搬出漁れる物韻の表面〜写染の有無を臼動的に判別します。

シ
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ミ
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欝

として逢められてきた﹂と述べだ
あと︑襟回庚設澱家での原．＋力安

ルなどの分野で愚子力開発利用が

だ﹂と指捕︒この蜜故をきっかけ

開理的鷺凝の論叢！⁝など遊♪げ開ヒアリングの開鯉︑さらには今

金確保施策の流れを大きく三つに

翻象で﹂を第三期とし︑門原チ力

行に堀だっての喫水的考え方を述

区分︒鏡一期の昭租嵩十町代まで
多醸に画展しだ騨十薙代削楽﹂と

に舞歌されるように充実強化②各
行敵庁の行う箕黛規制誉冨覗酌立

非均質炉心の開発へ

ともない︑次期の共同研究の話倉

一翼高速炉共同研究で
霞楽共同による﹁大型腿速炉物

理実験﹂は第二段晒に1剛力炉 いが行われていること誉あきらか
．
今園︑終了した実験醗爾は門ジ

にした︒

ュピター詩学・フェーズー﹂とよ

︒核燃料闘発駕業鴎は二十田︑三

無計画で米誌と共籍しておしすす

ばれるもので︑大型均霞頬の基礎

めてきだ大型高速炉物理実験計麹
がこのほど魚鱗腰に終了したのに

統計挙︑経語学の爾分野で先駆的

数塁間︑稜締的にとりくんできだ

ナを織

実験︒果眠のアルゴンヌ潤立研究

な叢績をあげた経済学番として藩

だけに︑二＋隊の記著鼠兇でも

蕨にあるプルトニウム二一

磁だが︑同時に︑原薩愈誠上長︑

︷

魏本学士院提︑学士会理脳農︑経

﹁エネルギーの蟹定供給は︑日本 ボイド効果llなど︑大型蒲速増

って愚だ︒

難題力が申し入れていだ大飯漂子

殖炉の炉心設計に必要な実鹸癒行

比べ︑リング状のブランケットと
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として︑原予力蝋纈職制の改鯨︑

瞬属の不安繊准瑠大させ︑原子力

を﹁原子力關発利用の揺らん期﹂

規短Qこの期灘に︑径覆の蜜全指 寝全研究の飛躍鮒な允実強化を図

行敷に灼する瞳鼠の不鶴を嬢い

ととらえ︑﹁原子力墓本川を預蝋

針の璽備︑原子炉の工学的案研

ている︒

とする縢帯力峯規制関係法令の
究︑放射線騨轡防止に論ずる研究

べ︑①康子親思金規制行政を飢民

整鎌が鎧られだ﹂とし︑特にコ諜

輔
灘
発足まもない蜜全婁をおそったTM一寧故

単墾一一輔階一覧齢齢盟＝蚤＝餉＝雲切面一盟蚤＝＝一重＝＝闘蚤卿一一一一匿﹇一腰曹玉四一齢＝隻髄一器一室＝一一騨聾麗一篇

肋潔廣巴・田本原乎力鞭藁薦議

済企爾庁夢与などの魏職にもあら

鰹済の画譜に欠かせない︒もし︑

その結果︑目楽両国とも︑照照

璽一＋万KW級原子力発電所璽 決め︑国に提銘することになっ
講速炉醐発に関する霊鑑の︑有益

福井県大飯町議会︵冤城一黛議

ンが趨こり︑腿民生酒は大変なこ

い︑意見調整をはかつだうえで態

地元径池区に講ずる説開aを行 に入ったことから︑鎌瀬沓田から

とになつだら︑スタグフレーシ灘

から︑延銀八月二十薦配付ので増

掴もあり︑土地に余裕があること

ていた︒

換するなど︑その旗果が期欝され

集まった導門家は活発な強晃を交
を蟹誠十一︑反対三の大差で決議

度を決定する彦針︒

力護憲鎌脚︑㎎簿機憎設凋葎促進
このため︑両園とも︑ひきつづ

いたもの︒

設のための調査難し入れを行って

な惰蝦を携ることができた︒

ネルギー源であ鵜瞭子刀の必痩強

関露では漁網六十万蕪蔑までに

しだ︒

とになる﹂とのべるなど︑揮いエ

いて数周実験を行う方尚で岡顛環い
に入ったもの︒

富士電機

秘

職騰難麟畿議照撃凱甑。3闘峠驚

メ掌畑・

峯

畿ぜ㌔

・．

澱なる物品の測定が職階です。

けで、測定できます。

D29如配以下のものてす。源さの

ぴボンベなどを、測定；金にのせるだ

測定豊能物品は、1至300×W420ア

パイプ・足場板・ビディ足場、むよ

小物物議持出モニター一一

大物物晶搬串モニタ

瞬麗。三

物品の表面汚染の有無を自動的に検知します。

》
する世界鍛大の臨罫実験職歴︵Z の﹁増瀬比﹂は︑撚料を心心に︑

会長が躍れある文化三軸携にーー

われてい番ように︑原辛刀︒エネ

その安驚洪紬が絶たれるようなこ

文化功労者に
有澤氏ら決定

政庸は二十配の潤譲で︑今琿腱の

ルギー問題︑物糊︑園土闘発などで

熱

蝦顯丑や鰯勲一讐旭鎖穴艘承︒

を強調しだ︒

ぜ

群鳳

富士駒贔撮出モニタ
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大物物品搬出モニタ
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文化勲箪畷牽蔭と之化功労囑鷺撮

このうち︑文化眠草には︑先に

めた︒

一娘大教授︑り六氏が︑文化肋労暫

ノーベル化学職が決まった蟹玉謙

文化功労爵に濫ばれた侮響胴は

には穐揖殿ら十氏が選ばれだ︒
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このうち︑再処轡に関しては︑

臨瓢羅舗巽

︵鋸聞処理能力八酉沖︶の建設紬

三

スを外國の核のはきだめにする

窺菰拡張工禦中のUP2一八OO

ヌマン研究技術相は︑﹁ラアーグ

な﹂という攻撃に紺して︑シュベ
得︑新施設UP3−A︵期間処理

て︑きれいな布︵プルトニウムな

れた布︵使用済み燃料︶を洗たくし

うわけだ︒また︑シュペヌマン研

は︑粁余蝕折が予想される︒

る扁ことを付け測えた︒
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す作管知知胆

原手力將蘇扉と関連設備
すぐれた技術と経験が確かな実績として数多くの原子力

あるフランス政府隔欝が藷って

政第を答えた場舎︑大域領選挙キ

いるように︑現実的なエネルギー

ャンペーンで展開されたような

は田欧のゴミ範ではなく︑洗たく

ンス核燃料公社︶が︑田ホ︑爾ド

どの有罵旗分︶とあか︵高レベル

建設決燈は︑フランスが国際契約

は数醤傳謬をもたらし無視できる

究捜術樹は︑海外との再処理重書

覆処理するもので︑UP3iA翻の
風物︶を顧客に送りかえすとい

だ撫外の便用済み燃料を主として

イツ︑スウェーデンなどと契約し

UP3⁝Aは︑コジェマ︵フラ
場である﹂と炭論︒すなわち︑汚

された︒

﹁社鼠党謝画漏の黙行は願軸であ 能力八蔭ジ︶の建設・完成が決定

も窪めざるを欝なかったわけだ︒

り︑原子力の揃照付けをどうして

再処理工場は

核の洗たく場

を順守することを確認したことに

拡張工購を承認
新エネルギー政策では︑①ラア

なる︒モーロワ溝鼠は圏属議会で︑

燃料を績んだ欽送を止めるなどの

さきごろ漸ドイツからの使用済み

ただ︑再処理問題は︑反対派が

﹁使屠済み燃料に関して再処理に ものではないと述べている︒

ーグ再処理丁場の拡張②次期隔速

まさる解決策があると断定できる

増殖炉塁審はスーパーフェニック
スの運転を待ってから決定③原争

擁．︑

意義深かっ

た集中審議

注囲される今後

二軍の閃賦談会でのエネルギ⁝

彙中奮起で困立つたのは︑共藤党

これに鮒して︑微妙な立煽にあ

の原子力に対する美嚢姿勢だ︒

ったのが︑繊雲系のUDPとRP

驚報器

︹88・︹4

いて十分な鰺報が提供されていな

﹁社会党謝画﹂は︑安全性につ

占めることを囲標にしていた︒

万ナ︑一次エネルギーの二〇％を

原子力発露は︑石油換鉢七千三磁

艦興牌B居︻

︐︐

畜はいない偏と答弁している︒

しかし︑再処理工場の運転と拡

力蜜全防護研究所や原子力蜜全品

の︶︑さらに︑各エネルギー・サ
イトに﹁地元偶報些些会﹂が設躍
される︒

ノ

爆影像鰍︑．

ている新エネルギー政策に金面的

R︒原子力拡大謝画が盛り込まれ

蕩

動塾したフラ響鷺

3︸

分権・民主化

導体的には︑﹁指町村議金が同
暫すれば︑だだちに建設ユ箏が再
開される︒布町村議叢が不岡慧の
場愈は︑地域關議金に諮り︑そこ

に反紺できないという気持と︑甲

いちばん︑罰りが盒わなかった

のは︑挫会党内の一部の原子力消

揮派だったのかもしれない︒十月

九日付けのルモンド紙は︑エネル

」二言己総合監〜見警謹白盤

覆器インフラガー

a原子力敢策

⁝＋月査からはじまったフランス罠議董ネルギ奮難八暴・新エネルず
⁝政響擁して拳した・ミッ︸アラン茎護禦の墾ネル干覆とは・どのようなもの

騨．塵︐邑7﹁謄5暫B

ど

値は︑今璋一月に発識された争闘 いから園民と協議するまで︑鍛工

宏

畏を羅持しながらエネルギ竃の節

合計出力も種四十万KW︶の原子 W︶を考慮すれば︑一九九〇葺の 漏会議の独豆性保読など欝金規翻

実力行使に出だこともあり︑國罠

力発墨駈の建設に爾饗することと

張工密をフォロー︵評価︶するた

二懸三千万沖と︑ほぼ岡水離だ 凍紬し︑一九九〇黛には石油換癒

鴻巣のエネルギー謝画﹂の圏標二 していない原子力発飽所の建設は

の強化④議会による安全監視強化

約を強化する③瞬塵の石炭︑新エ

設置が決まった︒

はいえ︑工場拡張謝爾の露顕に

原子力発鍛規模は︑離政縦の六千

ネルギー源の利用強化④原子力拡

まった︒

ルギー委無縫の設藪一iなども決 級レベルの﹁特別科学委員金﹂の

識会の圧捌的多数で支持されたと

している︒この着工謝画に対し

手続きを地方

えよう︒

謬響糧嚢騨説圏の

苓貞ρ＄δ膠◇◇◇◇◇農AV▼8ム98置9◇◇A︾O◇O＄030◇961φ◎080＄1八Vφ◇直Ωu◇φ血ρ◇◇AM響φ◇＾

すぎず︑醐減の稗度はわずかとい

め︑原子力墨金巖高会議の下に高

が︑環境派や療子力開発に溝極籠 四千八薗万ナ︑一次エネルギ⁝の

ては︑野党︵前母権支持の保守勢

のため技術選択評二連と常設エネ
万KWが五千六百万KWになるに

大計画の継続ーーの四つに蕊とめ
こ一％を供給凶標としていた︒
な民霊労連︵CFD嬰︶の薗標慎

⁝なのかQ図民議禽での譲論などから朋らかになったことを紹介すると一⁝◎
卜︐■︐聖︐盲辱﹁

圧倒的多数で新

国昆醗会
られる︒

すぎるとして反紺を銀明︒

力︶と共藻覚が︑スローダウンし

新エネルギー政策は︑節約を叢

を上製っている◎しかし︑高展成

新エネルギー政簾は︑今後十開
長を寧張する共産党の目橡値二億 大阪に実旛し︑薮エネルギー源︑

︵建設凍結︶を要求︒

極派やCFDTは︑モラトリアム
闘発規模の麓こそあれ︑碁子力

地方分権の一環として︑モーロ
ワ酌纈は︑七月三十臼に凍結され

開に関連して︑地方自治体の憩憲

た五か所の原子力発魔所の工嬢再

社会党の公約爽行
ミッテラン政稽の新エネルギー

選択には慧幾深い

を慰重していくと出島している︒

政鐵では︑エネルギー供給計画の

赦治的

選択の幅が限られていたのに薄
し︑

それは︑詳認潤手淫きを地方分

ものがある︒

擢︑民主化するというものだ︒

また︑住民との対翻を郵視する

いという気抽が錯綜︵さくそう︶

虫党政断の方剣には周写したくな

でも承認されず︑なおかつ政麿が

ンケート︵覇薗による住民悪見の

一か月以内に︑国民議会に案件を ため︑これ謹でのパブリック・ア

どうしても必要と認めた場余は︑

﹁エネルギー監税玉偏︵糖綴デー 付託することができる﹂とし︑民

聴取方法︶を兇漏す方針だ︒英米

まず︑その黒本として︑住民に

霊的手続きの鰻終的決定梅は︑選

で行われている公聴余の輸入を検

もっと多くの構報を提供するこ

タバンク︶︑各地域醐譲会に﹁地

雛で選ばれた難民の代表からなる

していたようだ︒

域エネルギー恥務局﹂︵エネルギ

射中とのことだが︑フランス的な

憾懇︐叢

ギー政鎌と圏民を租解させるとい

CCτV監視装置
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国民議会にあるとしている︒

社賊党が選挙戦中に述べていた

公聴会を考えているようだ︒

原子力発鶏の難民投票に関して

エネルギー集中審議で︑﹁和解さ

う圏的で蘇り物入りではじまった

施設で生かされております。

ｴ子力
27％
14％

30％

ー監視所の地方支部のようなも

囑

ンペーン中での発善であり︑公約

は︑ある政府筋は︑﹁これはキャ

と原識力ではなかったか﹂と皮肉

ではないQ政府や国炭議鍛の大多 せられたのは︑むしろ社金党議鑓

数の人は︑國民投雛は〜番いい方

に論評しているQ

国民議会の密議を通じて︑除子

法ではないと考えている﹂と説明

力発露が︑エネルギー政斑士︑さ

している︒鳴実︑フランス憲法

上︑原子力岡民投票を行うのは不

1源︑しかも日常的なエネルギー

けてとおれない聾蜜なエネルギ⁝

かにされたということが︑弼より

源であることが︑鰹民の前に閉ら

三差が必蟄になってくる︒

弼能で︑国罠紙雛を行うには臨急

求た︑この政尉筋は︑プロゴフ

の成象といえよう︒

原子力尭憲所副画を放鐘したこと

ン政絃が︑選単公鮒を守ってい

から明らかなように︑﹁ミッテラ
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エネ政策を可決
螢成 三酉一二十一票

聞に石癌換鋒四千万ナのエネルギ

石炭︑ガスを鰻穴隈に開発して

えないとして︑一九九〇無に六千

のためには︑原子力依存はやむを

コンセンサスが得られたというの

が必璽という点では︑王民識会の

〜九八二︑△⁝一年の二年闘に漂

三十万KW五基︑九重万KW一門︵命謝五十五雌︑約照千九魯万K

瞭

サンローランデゾー原子力二二所

反対六＋七票
も︑現実的に

一方︑墨金党の一部の原子力消

る︒

七千四齎万ナをかなり下團ってい

万〜六千六頁万ジ︑一次エネルギ

エネルギ⁝独立

ー師命を笑嘱することによって︑
一九九〇無の一次エネルギー罵蟄

九〇年に一次エ
⁝の二六〜二八％を岡樫として掲

子力発臨所六纂の禰1は︑趣故極

が真野︒

そして︑新エネルギー政簾は︑

げている︒

一九八二︑八三卑の二葎聞に︑前

計量の九塁にくらべて三鮒以上の

慧 兄な し

轡難墜1轡騨覇

装置

薪識心嚢蟻隻
露

㌧

とが大切との判断から︑工集省に

〜

棄権八＋七票
フランス国民謙禽は︑十月八寸
を二輪三千二醤万ナに抑えること

これは︑ジスカールデスタン煎

未明︵年薗隣時四十五分︶︑二膠

敵梅のジロー工集相題画︵一九八

照民議金での議論の舞舞の一つ

を困標としている︒

審議を終了〇一九九〇奪までのエ

○奪四月二臼︶の囲標頂二簿騰千

は︑いうまでもなく︑原子力の位

夜にわたるエネルギー政策の策中

ネルギー副薩を含めだ新エネルギ

二灘万ナを一千万誘下翻るにとど

ネの二七％供給

ー欝欝の決定は︑モーロワ内糊の

まっている︒その理出ば︑斬エネ

政徳の九茎︵置瓢＋万KW八塑︑

原子力の霊要性確翻

れだ︒ミッテラン政権の与党であ

信任投影という考量な形で︑行わ

置付けであった︒

九十万KW一基︑愈甜出カ一千弛 大軸削微という鱈摘もあるが︑現

ルギー政撮では︑失紮解消のた

夕1

の建設に麟乱し︑一九九〇奪に︑

万〜六筒万KW︶の原子力議齎三＋万KW︶に対して︑穴塾︵樹 在運転中︑建設中の原子力発庵燐

蘭政梅は︑鶏奪凶〜丑棊︵五欝

る社鼠党と共産党が鷲成︑フラン

ス民霊運禽︵UDP︶が反対︑翼
め︑経隣成長翠を年五％と高く兜

また︑鷲エネルギー政鎌の賑標

％と予測︶︒

梅讃麹では経済旗慢恥を媒三・五

和国連命︵RPR︶が棄権した︒ 穂もって篤出しているため︵荊敵
新エネルギー政策の基本方針は
おおまかにいって︑①敵簾決定に
践霊的手続きの灘入②高い経済成
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・穏
濠た︑醗終的に︑醐温ガス炉を

RCAプロジェクト

照射装置概念設計を提供

R亙工業利用で協力
原研

の低い天然ごムのかたちで出荷す

このため︑RCA瓠盟各顧から

るという形態をとってきた︒

イオウを使わず化学反憾が町能な

熱が打ちだされていだ︒これを戴

放尉線照射装躍の設羅への強い耐

けたIAEAぼ︑火線源照察旛畿

灘バルト60照覧薮鍛と年蔵︸千

ゾの￥商業的反鳳装躍はインド

の関係が判明し︑こうした試験方

は・これ求で揺竃機関としての串

このため︑科学技術庁として

を退室に今葺七月二十聞の鰐口盆

十四に総舎的なメスを入れること

初食禽では姿鱗長を選製したあ

で設概がき謹っていたもの︒

いて愈発交換を行う予定︒

と︑こんこの検討のすすめ方につ

と原子力研究班を妥影と戦記︑今

譜のあった日本アイソトープ協会

もの︒

▽園際原子力機関︵IA鷺A︶

国際会議あんない

園︑指箆講習機関として決喫した

なお・敬埋樋によるその他の代

講の機構確認︑施設検査及び定期

行巣脇︵室任壱試験︑R王灘難機

横齎︑R王運搬物の確認︑第二種主催門原子力経験圏際会議﹂11来

この会議は︑一九七七蕉のザル

で︒

放轟葎箆状にかかわる懲三島三撃＋蓋・ウヂン

人．放射線安全技術センター︵由

など︶を行う機関として︑財団法

盆議︒余齢会舎・技術分科会箸に

ツプルグ会議に四敵する大規模な

歪

妬

が︑さらに来GAがらも協力の要 い関心を添しているといわれる︒
請があったことから︑今畷の協足

わが圃のエネルギ⁝聞題解決に新

利廻しだ水素製造が瑚龍になれぼ

これによって︑日回米三一の有

ている︒

しい局蘭をひらくものと難待され

夢解となったもの︒

その利用系について協力してビジ

力メーカーが多囲的島温ガス炉と

射に用いられるが︑一般照射もで

や自認装躍の概念設舘に多くの経

日水原子力研魔縁︵藤波頭雄理

験をもつ原研・商隔研に協力を要

しかし︑わが岡の蔦温ガス炉実

きる多同鮒構遺となっている︒
事長︶はこのぼど︑IAEA︵国

滋ンづくりを行う可能拶がひらけ
験炉鍛工では出口鍵屋﹁千度C扁を

飛CAに加盟︑その協力分野とし 講︑今翻の概念設謝提供となった

てくることになり︑世界的に停滞

の退城協力協定︶アイソト⁝プ放

際原子力機関︶のRCA︵原子力 わが国は︑昭秘五十三隼八月︑

の達成は材脳面から難しいことが

て︑食贔照射︑アイソトープ放尉

層標としているが︑こうした筒温

尉複選挙利用謝瞳の中核となる

気味といわれてきた賜温ガス郷開
発謝關は︑民間レベルでの協力を

世弾的な典通認識となりつつある

もの︒

テコに新たな局画をむかえること

説﹂を科学学術庁に提供した︒こ

ランカ︑タイ︑マレーシア︑イン

ネシアに建設され︑インド︑スリ

め︑これまで︑闘発途上鼠からの

﹁コバルト6G照贈装綴の概念設線工業利罵を穂極的におしすす

ことから︑今園の検討では︑これ

研R
膨蛋の受け入れ︑計引立躍のだ
れは︑わが国が︑IA8A−

景体陶には︑今年乗にはGA祉 よりいくぶん温展を下げた理里下

になるものとみられている︒

な線で横認が行われることになる

ってきた︒

なお︑概念設計にもとつくこれ

アの麟都ジャカルタで圏際入札が

ら照蟹二三や施設は︑インドネシ

﹁天然ゴムラテックスの橋かけ﹂︒

これ求で︑インドネシアやタイ

盟一塩楠響圏胴一華

などのゴム輸出閣は︑反癒装躍が

今回︑原研がとり衷とめた照劉

註ﾃ曹一

装麗の線源敗号数脳は三十万㍑︒

一︐一見一輔柳騨．一

行われる︒
ψ嶋需一営昌

ぽとんどなかったため︑付崩緻懸
一

主脳的は︑天然ゴムラテックス照

設灘︑さらに測温加熱試験ルーム

法の妥磁性が確認された︒

が︑今膨の二機関の指定により︑

全文糞垂事長︶が指竃されている

科鼠で発増する論文を公募してい

改正法による代行機関はすべて指分かれており・げんざい・技術分

金されたこととなった︒

エネ対策特別委る︒

メンバ；決まる劉舗鷺搬蘇舳瓢懲
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モロぞ

年末にも共同作業へ
望まれるユーザーの参加
のあるサンディエゴに双方の城門

ラントの運転︑製酷評衝などを野

なりそうQ

カイザー・アルミ社も︑GA縫とれており︑こんこの大きな課題と
の協力でアルミ精練することに高

紳臆冊謄需欄

高知︑佐賀︑鹿児騰の十七道肘

鞠騨魑一

九十一国会で法律が改定され︑試

璽鱈葡

第三薔機関として総命的な研究壱

ひらき検討をスタートする予定と

累︒阜ければ今月申にも彿会命を

一

窮していたのが実橘︒こうしたな

技術庁長宮の行う講習膨了﹂が義

験の命格とともに︑薪たに﹁科学
濠だ︑国内的にも電源立地贈進

行っていく方擬︒

て研究を行っていだエネルギー設

かで︑エネルギーと国際法につい

多⁝

ドネシア︑田本の県岡参燃で︑プ
画﹂を︑終発途上躍に対する技術

球していくことになる︒

CA協力黒部の申心謙融である めのワ⁝クショップ開催︑技術指

カーサイドだけで構成されている

力難講にこたえたもの︒

三跡の一分として︑IAEAの協そのなかで浮上してきたのが︑

麗込みQ

が︑雲鶴を添格的軌道にのせるだ

憲が集廉って︑核熱利用のビジョ

げんざい︑来園では発露と蒸気

ンなどについて作集に入る計画︒

めには石炭液化︑アルミ麗巣など

川内民閲八社で繕成している﹁蕩漏ガス炉エネルギー為効利用システム碕究会﹂︵通称JANP︶は米審ジェネラル︒アトミック︵G
A︶社との聞で協力協定を綿粘︑肝属で多臨的高温ガス炉利用のビジョンづくりにのりだすことになった︒JANPでは︑すでに⁝馬装

を岡時供給する﹁コ︒ジェネレー

ることを悪昧し︑俸滞気味といわれてきた多三朝隅温ガス炉計画に新たな濡力を注ぎこむことになるものと期待されている︒

闘配善悪隅需麗麹罷齢腱鷲翫紬無恥
多一

鷲ネ法研究所が開設

垂髪77多Zーイン

また︑げんざいJANPほメー ﹁アイソト⁝プ放尉線工業利用計 灘のための豪族蒙の派遮などを行

物腔を通して繭独K▽GH社と脇町関係に入っていたが︑さりに園隠協力を遣めるためGA社の呼びかけにも応ずることになったも

ション﹂方式が脚光をあびてきて

ユーザーサイドの滲加が強く望ま

の︒このことは︑糧界で最も三者ガス炉研究がすすんでいる米・繭独︑日三宅も差毛ーカーが協力して開発戦略をねる場が設定され

おり︑代表的なアルミ食業である

がねらい︒

さいきんでは︑軽水炉からの三

げんざい︑簿力以外のエネルギ
ーは石油︑石炭︑天然ガスなどい

得慶C程展の熱を多欝的に便う検
講もはじまっているが︑高濫ガス

わゆる化石燃料によってまかなわ
れているが︑その欄要はわが岡金

よってきだ二業脳エネルギー供給

炉が実現すれば︑従寒︑石油にた

務づけられることになった︒この

えて原子力発羅の安金対簾のあり

だっしているのが現状︒しかし︑

にともなう法律問題について総禽

講翻はまた︑法律によって科扱豊

轡のエネルギー購要の七〇％にも

題懇談貧︵田中二郎座長︶が︑

的なメスを入れていくことにして

方をさぐるとともに騒源地域の孤

を掘五運︑一行十冨︑筒さ闘層の

同委議会は敦螢原発薯故をふま

源を原子力で湾がわりする可能甦

賑力脱界に対し︑総倉的な研究機

みになっている︒

丸宮が第薫機関に播窺できる仕顧

同研究所の控所は束京都港区虎

名でスタートする︒

内︒電舐四三四1七七〇一︒

胆力炉・核燃料開発膿漏國はこ

空洞に設け︑それぞれ試験を行っ

指定講習機関に

R一協会と原研
科技庁

なっている︒

すでに実周化されている軽水炉や
がさらにひろがることになり︑わ

いる︒

鞭鶉田中二郎氏が理事長に

げんざい開発がすすめられている

けとなって今圓の新研究所設立と

関の設立を働きかけたのがきっか

げんざいは﹁任愈難埜の形で

油︑都市ガスなどからも参加を求

スタートしているが︑将来は石 ノ門照⁝一⊥瓢︑彪矛第ニビル
うした閲題について総禽的に研究

め︑﹁財麟法人﹂とし︑中立的な

から二巴監修の地戴二か所に茄熱
避瞬を設羅し︑その周囲で岩盤温
展︑岩盤のひずみを翻驚︑その結

﹁来岡の翼似の上芋な日本﹂へ

いる岩石透水性讐試験の概蟄をと

のほど北海道下川鉱山で実機して

から︑岩盤を伝わる熱および応力

果欝られた温農︑ひずみの訓測値

の影響については︑＋年前には琴

径一・籔規の円周上の試製孔から

策︻種取雑談ぼ者免状

似のテンポが遅かったこと︑謙た

動燃︑下川鉱山で概要書

試験方法の確立へ
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する機関がなく︑各社が価別に対

しかし︑これ濠でわが国ではこ

人員については︑当面十二〜三

が国は

へ向け大きく前

進することになるものと期待され

脱石馬

寓無難殖炉は﹁発霞﹂だけを國的

献任した︒

憲誉教捜の金沢嵐難氏がそれぞれ

なった︒

としており︑いくら建設をすすめ

でくるのにともない﹁開発と法

石炭などのエネルギー聞発が迄ん

さいきん︑わが閏のエネルギー

ついて十分畑握しておくことが不

芝︑石揺︑庵洋エンジニアリン

開発の進展にともない︑海外との

蔦欠の集件となっているσ

グ︑郷士慰機︑川重︑田立︑パブ
律﹂の調整問題が郵霞性を増して

一躊儲けで聞出された︒原子力や 授の田中二郎氏︑所長には簿記大

こうしたなかで︑多臼的煽醗ガ

エネルギー有効利用システム研究 きていることから︑こうした間匙

コック日立の八挫が﹁湖湿ガス炉

取り引さも懲遡に増加︑こんごは

口本エネルギー法研究勝が二十

ス炉開発謝画は︑核反応によって

会﹂︵JANP︶を紙成︑民懸隔
を総禽的に研究するため︑醗力業

糊手園の法律制度︑国際法などに

こうしだなかで︑三尋物薩︑東

長には死鍛誤解判穣で東大名鱗教

ている︒

えられる熱をつかって発電すると

界の霊灘で設立されだもの︒理塀

ネルギー儒駿を謙かなうことはで

ても︑このま談では︑こうしたエ

ともに石炭ガス化・液化︑水素製
翻で本格鮒検討にのりだしだのは

きない︒

造など幡広く難業用に利用するの

した︒
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反科学からの脱出を
聯羅 米国 を木村氏が分析

注水︑中心の試錐孔に透過する水

このうち︑輝石透水性試験は単

だ︒試験対象は床墜下の輝緑岩︒

それによると︑この試瞼は醐レ

だ︒

りまとめ︑壇元の下川町に提出し
石縮ショックで︑濤本には科学技

ベル廃皿物幽幽処分研究開発の一

術が三巴であることを國覚しだこ
とをあげ︑﹁購本は︑八五蕪の科

羅を瀦鰹し︑岩盤の透水性をあき

逸化論に反対する動きや生物の時

学万博へ向け︑マスコミも科学技

らかにしょうとするものQ動炉で

日本原子力産業会議はこのほ

ると感じる﹂と島っていることを

環として︑地層処分に週する地顧

は五十五鐸度に行った試験によっ

不公平として裁凋所に訴えるな

や治体を調査するに先立ち︑評価

朋に聖樽の創世期を教えないのは

術をテーマにしたものをとりあげ

手法と試験方法を確立することを

を藥京・丸の内の田本工鼠クラブ

さし︑﹁スペースシャトルがなけ

ていくだろう﹂と述べた︒

ど︑第八十八回原子力巌業懇談金

ど︑科学に対する反対運動があ

ことを︑大統傲自らが認識してい

れば︑※綱はもはや臣人ではない

で開いた︒

技術に反灼する動きも原因して︑

ることを指摘︒公霞反鮒運動など

科学技術庁は十九臼︑社団法人

講師は︑弼醸新聞叙勲本社編集

また︑来国での猿子力反対運鋤

局長付の木村繁氏◎田無轡︑※圏

幣灘轟鱗讐迷い台電は腺尊一

論文アブストラクト提磁編め切

廃都知壌︶エネルギー対蹴特別蜜りは鳩合十一月二十葺臼︒会議参

の紺応をすることとなっているQ
会長︶と日本原子力研究駈︵藤波

鐙会のメンバーがさまつた︒モれ加の駆込締め切りは粟年六月十一

全團知購会
方法によって調べられることがわ

憧雄理噛長︶を︑第一纒放射線敗

任響免状は︑取得のための試験搬
絡だけでよかったが︑昨鋸響の出

憂国夕虹会︵会長・鈴木俊一束
試験期開は畢生五十五丁度〜五

かった﹄とし︑﹁実験峯で試験し

︒B本アイソトープ協会︵茅誠司
ぜ原子力をやるのかという弩えが

十七奪厩の蕊か年︒実施燭所は北

機闘と指定した︒

扱主任巻免状にかかわる旛定講習

て﹁燦盤の逝水牲がこうした試験

来羅の技術が低落し︑田本が米国

しかし︑﹁一九六五鋸ごろの公

あり︑反対運動がしぼんでいくと

によれば︑尉盤の鷺水性には躍園

だ叩石サンプルの透水牲との比較

影響に笑施しているもの︒

ウィルソン研究センターの招へい

を追い越している通史を︑鉄鋼や

議反対運動から端を発した反科

海道上川郡下川町の下川鉱業所坑

については︑﹁石炭があるのにな

をうけ︑約半箪にわだって︑来国

劃一車︑工作槻械などを例にとっ

内懸洞蘭二十七号︒

一方︑糧石加熱試製では︑床面

きらかになった﹂としている︒

（財）原子力弘済会資料センター

所ですが、国内サービスは（財）原子力弘済会が行

TELGag28−2−5063

『『319−11茨城嗅那珊葦il殊；瞬l

っています。

るということだ﹂と強甚した︒

のアンチ・サイエンス・ムーブメ

子力翼成の人々も︑反対瀕と同じ

は思えない﹂と指摘︑他方で﹁原

昭租五十獲麟肢は︑この胆道を

てから変化をみせはじめている扁

ような戦術で︑原子力の必要性を

五凝の空洞に透水姓試験ルームを

鉱幽し︑縮五耕︑腿行七冨︑筒さ

これまでの第一聖母土掘取扱主

学︑反技術の尽きも︑製鋼に入っ

訴える行動をとりはじめている﹂

蕪た︑四葬四周にスペースシャ

として︑マスメディアが科掌技術

と述べた︒

の大きさが支配的であることがあ

て瞑した︒

の雛瑠を多く賊せはじめたこと︑

録しています。B木の担当機関は段本原子力研究

I1ユfolm歌tlo簸Systeluの賂称です。60ケ国

のデータベースから、

る磁気テープを使用して、利翔

RS（遡及検索）

1974年以降最近まで

鱒

鼬ﾋ

ント︵反科学運動︶について研究

トル創軌が成功した時︑レーガン

科学雑諒が死れていることを擶揃

をおこなってきた木村氏が︑﹁ア
メリカ技術の低溝と旗本﹂と懲し

の成功で米羅はい求一麗憂人であ

大統領がメッセージの中で︑﹁こ

岡瓜は︑来岡に︑ダーウィンの

て講演した︒

が協力し、年聞70，◎00件の文献を磁気テープに収

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。

Nuclear

木村煮

＄Dl（定期検索）

lMSとは
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旧一

毎月一四IAEAから送られてく

IA豆A（國蝿取・子力機閏・ウイーン）が中心とな
り、加盟国の協力のもとにすすめられている国際
的な原子力交献情報流通システム，Intematlonal
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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ほりたいとき一

しやげ

聖一＝ 鞭 ︸

﹇昭和血卜六奪原チ力安全郊鰻﹂ま樹めてよとめた︒年報は︑原子

＝ 轡ム醐剛︐

原子力周全凝練会は聖石臼︑

所・−事務としている︒①原子力細

血画し︑科㎡し︑決冠することを

劣ることとさhている︒
確保のための技術的猟薩

二の鮭

離鴎墨件なとの確保の弩ん方4︒

磯保のための規制

鷲理づることである︵綴辺公衆に

后とについて剥燕轟儀を行うとと

政庁の行う渡全規制が二更か濁か

等規制払などにもとづいて所鰐行

⁝ノ⁝

寒

原子力ハイライト笛エネルギー⑫原子力発電麟安全・環境・立地魎P
A働新型炉開発磯核燃料サイクル劔放射性廃棄物麟原子力船鰯亥融合
麟RI・放射線利用㈱原子力産業働国際閏題と原子力外交⑱各国の原
子力動向鱒内外の原子力機関・企業（1000社）醗略語働原子力年表他

の凝していた機蛎のつづ︑k総門 藏験研噸堀畷拝趨指よひ研椿聞発

にみける凝黛の薩押レ藤つなめ︑

?婦︑趣転ずる占︵甥ド︑装臨

なと独．y力施凝についてぱ︑それ

原．〜月謝塩所

なとの摺身処分を敵う鵜合は︑こ

次のような葛．︷りて吟秘の畏陸田

は︑墜づ炉の運転により瞳子炉内

第三は︑万一の暇故を爆疋した

撰する放璽線防蔑の舞え方︶︒

うこととする︒

塾5・550頁／並製箱入／定価据置5，200円

︵三︶原子力賑賑にあける安全

覧鐸大踊か．ごれ⊂れ一戦して規制

議階にある擦予炉については内閤

の讐幽の申に轟り込ま凸た鋲♪渓

者讐という︶が︑まず矯一に優全

馬法なと関叡ノへ︑にもと︶ご女黛

竪琴破保のJqから︑膜r炉煙︑四

域擢の鷲仔をねしている︒国は︑

に防止することはもちろんのこ

よず弟一は︑賢捻の発生プ柔入

と︑仮に闘愉が発謁したとして

所鷺行政庁は︑原か炉納∫規籾ム

ち貸ごnか葺故に豪で瓢遍し︑円 規捌レご行っていろQ

など関諏槍踊にもとつく午熱雌︑

を及ぼすこと
のないよつにヒ分な爵故防録対策

辺霊泉に放射曝﹃

に放射強物聾が発擬し︑冨積され

女懸字舗に用いるへき基や︑指針

もに︑蚤全集鰯のあり方の検33︑

馳駆の女全規副を行うに当たって

こととするQ

羨は︑卜己に掲ぴるbののほか︑

諮懸！

㌃櫓大いは︑瀕F炉の愛眼午所 ボ的ゐ幻にのつレ♪︑ーーね㌦嚇

に躍ずる響項のつち︑︑瓶争の蝉吟

爆に騒げる礎龍へ瞬．噛お娼鳩超縦

を督︶．﹂と︵黒球は︑瞳イ炉の設

れはならないこととされている︒

︑念幽し︑徳

措誤が薄じりれゆニヒレ三敵てい

かわりなく内醐総埋大距か疹って

放射性物質を

埴輪力発競買なとの原士力耀設

了力旛設の設認者等の行う黄黛磁

歓薮などの行政〜隔を樋じて︑原

いかどつかなどについて監視など

照のための搭還に不十分な点かな

ト3rん方︶Q

を講じることである︵堀ボ防輕の

第二は︑平易懸紙にともなって

を行うことにより︑ぬ振︑斐疎開

るという戯にある︒このだめ︑こ

場億でも︑倒辺公衆の笈争が確保

処獺方針に闘し所課汀敷庁より霰

二水誌画条を喪湿する朋に︑題涯

鰍全問題︑放躬注拗蹟の繍送の幽

今筏︑放射聾屍競物の処獅処分の

趣規測︑放射挫同位兀．胃の安全三

膨およひ環境放射能に関する開議

悪︑厚子聖典偏批熟頃の放射夏山

辮 ㌦ぼ鋸欝

ヤノ

鞍懸

安購火災大手町ビル

に関ナる験順につい
の雛鰯を＋分にり臆し圃丸岡わなけ

離し︑これ寛湧メーろ厨〜力鍛金
いたが︑￥細蔓鳶や他藩削横査の

においては︑その変全の確保のた

るQ

課し︑およひ羨し3る二と︶を分 躍舜可は︑当課顕子炉の矯逮にか

籔鑓食︵以ド︑爆撃錘︶崔新たに

確実に管理

払拭し︑原子力墨筆に鴛する理溺

めに他の多くの紀．湘建儲などにお

安全確撮の基撫的方針

行改庁の心任の畷確像を図るた

リングやノンぷノウムを開解つる

と協力を得るため︑麟は公開ヒア

ける描薩り上に︑従来から而臓の

産大匿︑夫燗舶罵康子炉およひ外
なとの旛策を講ずへきこと︒

抑制し︑これによる騰辺公衆の彼

放出される紋張性物賃の騒を歪力

︵︻︶原子力発躍の膚する溜筏

箏を現覇している︒

技甫削御託がとら為ている︒

金婁は︑内閣総理大距の磁なる諾

のない程旺にまで驚くなるように

曝線鷺か紋儒書︐晒蕊せ及ぼす恐れ

一

のうち︑麦全醗保のだめの製薬に

絃聴力発塩聞有の諮仕納危険性

的危険性と安全確保の暴露的方針

安全擾は上認所♂ぶ嬬②の蕊行

されることを擁三つるという鰯え

こ為に癒し︑寝全嫁け︑康芋炉

蟹江鍛金に蟹よりず︑原︸＋力安全

の一躍として︑猿∫炉等燭制法に

の潜在晦危険銭を顕在化させない

安全妾は︑この所墨票餐につい

琿大臣に蝦糊した場禽︑内閣総理

ように︑蔵聡性物震を瓶実に管理

て決定を行い︑その決定を内閣総

大身はこれを十分に飾璽しなけれ

の設膿舗萌などの騒譲の逼濁のう

般について︑途幽︑・．︑︑だ池こ

なとの繁んを憩うなと安黛規艇全

もとづき︑℃諾大潮から︑源子炉

芳に疑つ鷹︑臣チ炉は・ての女黛防

駆務について必藻があると認める

することか︑険子力戦幅における

ばならないこと︑まだ︑この所瞬

ら︑炎毫窪およし技解織能力に間

ときは︑内場総理大姫を頑じて開

は︑タプルヲェノクに詣たり︑当

一

蕎っている︒

衆かり離れていることなどの隈響

夢ぴ託締との閲遠においてト分に公

難な月造謡蠣を行った蔑︑そのム

づろ事頂につき︑酪問を受け︑渉

冗することとずる︒

箋

之覆え雛逢ろことであO︵雛田な

度黛蘇聞の蟻な的方胃となってい

できることなとの法酌権限を菖し

顕行奴畿関の最に勧告することが

合は︑鎌継蚕は当掻瞬悪行膨庁か

見ね

告を受け︑これについて盛鋏を行

省が原リナ力刈薦所の三塁などに係

このため麦全凝は︑原子力致全

とト分な惣轡の精通を図り︑照臨

る済問題に関し轟一次公闘ヒアリ

︵五︶その他の璽要旛策寝藁

の煮亮を原争力疑全行政に反映さ

ングを行うこととな♪ている︒
藍島婁は︑霊鷹謹蒲などの際︑

も一

せることか必鼓である︒このため

題産省より自転される八三癬畳書

聾

に︑療子力懸隔所なとの聖羅に際
して公開ヒアリングを關勉するほ

第二次公開ヒアリングの階朗

クを開催することとする︒

＊

く
③安全審戴に用いる指針なとの

推戴し︑黛準およひ捲針の整伽︑

は︑安全研糞を総台的︑丹懸照に

験〜力

魏備緩惟に当たっては︑その客

い︑その沽果を所鷺ば政庁に趣出

︵四︶安全研究の推進

いて地兀岱鼠なとの鑑濤︑

④設麗許可などの後の段階に係

どを聰厳し︑これを参酌つろこと

浅原♪加施歳の囲督の慶全怯につ
ら提細される女浄幽鳶麟または蜜

に謀るぜ肖の瞥購の際に拓秘し︑

る絵鑑蜜全島は︑謎嚴脅驚など

①箪本的立鵜呼子騒騒︑渓の蜜

全機費勧兼なとについて︑爵遭指

全規制は︑それぞ為の肋篇に応じ

針なとに照らし総臼溺に経窮すろ
行政汀において一欝して実栖され

に関する調壷審議

果を諮問を口つた℃挑大隠に筆申

窺一

ている︒この意瞭においては︑笈

原r力安翁行
政の﹁かなめ﹂
安全倭の越本翻識

にのる︒

こととする︒

趣照した勲爵潔碩について︑その

ることになっているが︑持政庁の

もとづいた滋観陶磁場から爆裂ダ

観性︑禽琿性を高めるとともに行

⁝何う嘆主規制について科︸技循に

の滋面の全逓について﹂︵距十三

るとともに︑それぞれの行政庁の

することとする︒

﹁原メ力蟹田硬貨政

卑十二月︶および﹁原子力安全蛋

政庁闘の女を脚継の濟〜化を図る

魔翻しのための客観的︑含理的資
ため︑指劇などを墜慰することが

笈傘蚤は︑原子騨蜷謎およひ咳

は︑繋金蚕に喫せられた鴛愚な任
︵五十四年一

のうち必獲と認める蟹項について

における絶度の疋鍛的摺握序鑑め

所管行雨庁より堰艦を駈け︑これ

果の漂価およひ謡用を縮韓的に一15

研究の企幽・立案ならびにての旗

料の魯積を曝り︑まだ︑寝入F髄

ることとつるが︑今後︑これを最

おいて逸遊された銀鎖などを聡い

その結疑を爵砦建蔽庁に連渇する

について必襲に擁し撫議を行い︑

射線総理状況︑定期検盤糟聚など

響の文華捜側陶郷昼を加えて迂次

安全穀は︑盛面︑傾楡子力愛に

錘蟄である︒

の没譲ざ潮などの璽鵬の適朋に閲

かにされているQ以下にその薄闇 子炉瞥規制法にもとづき︑漂子炉

晃撫事とともに︑さりに必襲に応

⑦設蟹罫可なとに係る審査

務である︒

し︑蛎響離合汀から嘱洩行政庁の

鮮幅施設に関する蜜奴・故障︑放

安傘規胡を就一的にπ緬すること
籍査箸について﹂

月︶を決定した︒これらの中に安

行った安全徳査樽または蜜全審査

ることが上襲であ．⇔Q

︵一︶安全叢異会に諜せられた

を述べる︒

任務に関する暴本的翻識麦全開

施設固有の安
全性をチュソク
雛二次公開ヒア

︵三︶公醐ヒアリノグなとの開

塾

し新だに善樋貫饗およひ過熱を緊
は︑圖縁の健康と瀬全を娘保しつ
つ︑擾批と経新の陶ヒを量るため
に必要なエネルギー謙として振子
力の単薄利規か行われるへきであ
り︑このため凍ず刀簑全規領議政
が圃罠に琵績されるよう充実強化

る⑪

されることが霞継であると穿ん

なとについてタプルブェノクを行

などについて靴揮的に張り羨み︑

い︑よた嘔門ぶによるノンポノウ

庵次︑山懐を口露化づゆこととづ

か︑甑科の公開を可能な躍り行

うに頚たり︑施設凹臼の安全踵の

①旗本的立蠣原子力の簸全証

原子炉の護慮に煮たっては︑温病

笑潮発臨薦 懸について第羨翁ピアリン薪・
について珊解と信願を得るために

開発調終幽藷aにおいて筆癖開発

②公簿ピアリノグ
は・賊丘な鋼プルテ℃ソクを喚施

ムを開噂することとする︒

であり︑擦せられた鏡甥は梅大で

行敵の﹁かなめ﹂ともいえるもの

し︑筑全心を確撮するほか︑隅鼠

姿全農は︑わが国の原子力安全

塾

暮恥を付して獄見を求めら葺た驚

全幾の行う施策の基本方釧が明ら

原

腿鼠の行う原チ力施設に係る安全

安全義は︑

へ二︶彫子力発醒にあける安全

ろ︒

るものと劇巧えられるQ

規窪溜政に漁い影響乃を臥してい

塾

町甲

係ろものに鳴すること一⁝︒

暫

物原子力船については運輸大隠︑

め︑実用象亀鳳子煙については趨

▽国践の変全性に君3る不麦を

てい神し︒

に応し浸なつだ轟轟尺旨が揖写し

設題3るとともに︑同表曝aがぼ 段階の規甥は︑当薇腺〜炉の紅炉
敗片の一寝つ焚全毒麗筆ダフルブ∫

月︑腱ゴね駄政億制の改庫︑礎化

論利胴に関つる政策のうち︑蜜を

たが︑内外における猿子力発亀所

③懇懇力開発川瀬にともなつ川開

▽原チ炉の屡亀確保についての

が麟の既出︑公謝ビアリンクの開催なとについて冠濾している︒劃刊号のため︑か獄り

大部〃と

力友全興の設立にいたる窯での庵糠からときあこし︑女全確撮のための蔓本方餌︑TMI劇故のわ

町

関でない安全委

単なる諮問機

偽

るため︑それよでの原子力婁興会

▽原子力蜜全確保紘制を強化す

駿爵は次の三点である︒

ソクすること︒

甲羅下調﹂として補行の． 疋︒

この時におこった放射縷漏れが原

辮嗅脳大単洋上で開始されたが︑

一船﹁むつ﹂の紐力ヒ界減験が癒

な︶ているが︑ここでほ．ごの噸趣震離職；ゆG欝欝けト阿の賜濃に蝦占これ︑薙内には﹁翻．︐力

％
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国民の信頼得る

ため安全委設置
噛を贈大させることとなり︑閏の

子力の亥全性に対オる国民の不麦

原子力鋲全確保然制︑ひいては原

毅鐙の経緯
照瓢四十八年の石蔽危機は︑甦

子力曝露全般に対する薄霧の不仙

新たに発足した籔全憂は︑内闇

職制國のエネルギー供給を医しく

このよつな偶勢を背澱に︑五十

不麦定なものとした︒椿に︑エネ

奪二月︑内開総理大臣の私購諮聞
総理大簾か囲盆の同懸を得て任命

任務の牲格

ては︑石演依存からの脱却の賢裟

つる憂欝懸人で構成され︑その委

を招くこととなった︒

幌が改めて強く認戯されることと

凝．掘され︑同響夷愈において︑原

機関として︑障了力行政轡軽食が

ルギー熱源の乏しいりが鵬におい

エネルギーとして飢も規丸控の叶

チ力覇遥利潴之めぐる夕般鱒な6 員長は︑爵勤婁蜘の申から蚤員の

なった︒このような中でム繍代替

い康子力に依尉ずることの必翼姓

する国民の闘心の粥まり︑およひ
に闘昼る惣磁叢とり気とめ︑内閣

の確掻のための規制などの政叢

亥全委は︑次の薯嘆について︑

原子力発墨の実用化にともなう傾
総理大臣に捉難した︒この櫨猛で

に関すること②縁μ野物漁およひ

原子力行政灘は︑輩十一葬七

れ体制の兎﹄し作凱が45われたQ 碗童により遭められている︒

チ勿漉設と地九院疑とのかかわり
は①原子力養礎黛のゆり方②女全

原子炉に織する規欄のうち︑狡金

その一万で︑畷蝋問恕一般に認

が斑滋って曽た︒

あいの嫉大の串で︑田鼠は︑原子

撫査堰一覧の作成④秘蝿放財縛モ

力の安黛性に沿い閥35をぶし始め 認燕・轟認吋︑の行蚊のあり方④

アリングなとのあり方⑥大学との
防止の基取に開すること④放磁帆

ニタリング獲捕のありん⑤公開ヒ 礁傑のための規割に間ずること

幌に間つる国残の繕在的不麦礁が

降下物による灘毒の防止に間つる
力i一のヒ頂田について13感的提

躍優⑦放尉塚睡漁防止行孜のあり

の翠陰なとにより︑歴．︐力の蜜全

脇な遅れが余儀なくされた︒

輪

原子力開発利用に関する瞭凝騨項

から③濃でに掲げるもののほか︑

策の藤本に闘ずること⑤上ヨ①

増編され︑隔子力舞矯の㎡画の大

環が行われているっ

このうら︑原チ力蜜全委撫会の

このような中で︑暇秘閥卜九串
八月未から︑国隣の日慧が得られ
断ぜ謡講と密接に閲趣ずるものの

懸

ないだめ延期されていた原．†力第

欝
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碍

解

の努力をする﹄とこたえた︒

．観は寸でに多くの臓器がんに対し る蠣盟等についても︑できるだけ

また︑三蕎が︑﹁むつ﹂の母溢

で︑法附手貌︵戴判︶もとれる﹂

と答弁︑むつ泊の斎疑憂掴にとb

﹁櫨蓄媛海声明がある︒先乃︵露

なう再延長の不蟹に灼しても︑

耳は︑地発三管のうち︑まず佐盤

漣の五重による協定の締絃は・月

室叢闘︑長言県︑佐世保市︑県漁

樋駅は︑A鼠腸は臼英二上濫 酎錨を行うほか放射挫脱棄物処分

途上国のエネ開

発に協力の用意

爾北サミットで鈴木菖糊

参加籔九千駆引円︒騨細傷い曝

で︒

せ︑唱し込みは原癌・鼓爾課求

原畢力蒋殊扉と酒乱設備
すぐれた技術と経験が確かな実績として数多くの原子力

評臨壇輔鐸頴圏の

て︑技術的園界に還している︒こ
れに応えるためには︑放射線療法

森梨︶の饗祷で佐繊保畠港が遅れ

化に憤麗な感度を示す菊池湊治氏

た︒

ることはないと思う扁と磯明し

がむつ薩長に返り咲いたのにとも

ない︑改膨後の回航問題がとりざ

禽理醜﹂と強了している︒

たされている点を遜懸︑﹁欝森側

の適思範囲を拡大することが最も

濠た︑疾病の診断について

卑八月鷺十一日までの延長を受諾

そして蝦終臼の二十二購︑﹁野

は︑サイクロトロンなどの加速器

ン捗糧に注屋し︑その特徴として

迫ったのに対し︑中川長窟は︑
13︑酸環15など短薄命のポジトロ

﹁放尉線化学法によるプロセス から礁離きれる炭累11︑チツ累 の五蓄共嗣角明にそった実旛﹂を
ほ︑霧壷源・省エネルギーの観磁

倒朗多数で嘱愈︑地涌訟蕾すべて

問に対し︑敷成騰十︑反紺八の圧

鳳の︑三響による器皿圓答となっ

が延長に岡悪することになり︑今

いくと呂畷しており︑問題はな

い︒いずれにせよ︑いささかの闘

土費にして︑こんこの対撚をして

題もないように努力していきた

①より本獺的な構輻を与える②憲

で得られる④潴速記を病院内に設

たもの︒

笹の被曝羅が少ない③無担体の形

門菊池新甫長も︑置者共同声騰を したい﹂という久傑勘一知解の諮

からも注国を傷めている﹂と述
べ︑その紫野は︑鼠孕︑生物学︑

腰でき迅速に供給が可鮨ーーなど

い﹂とのべるにとどまった︒

じ学などとの魔界領域にまで弥堀

廉だ︑今後の研究開発の課題に

が磁んでいる︑と強調しているQ

の進展﹂を期待している︒

をあげ︑﹁これを利用する核躍学

力②港湾整舗③原子力澱料飽の建

オンなどの新しい高しET線の利 藻衛が九月十七欝︑①企業誘致協

なお︑国︵科学技術庁︶︑原船

ついては①機能性蕩分子材料など

燗については︑従来の放射線にな

設などの地元要畷をもりこんで岡

原子力船﹁むつ﹂の工期延長聞

化挙湖成︒加工の研究②軽水頬差

の化学反応の研究③バイオマス変

い効果が期待できるため﹁がん治

興涌遠も︑〜か月擾の今月十七

悪した︒

さらに︑速巾亡子︑陽子︑螢イ

換などエネルギー資源の研究一；

そのための対鳳として①適応舵例

鰹への堪急な螂入が必要﹂とし︑

一己の健全牲など放翔線環境下で

二刀︑画面器の隈学悪用では︑

田・臨隠総か獄をひらき︑①来薙八

内にもとり行われる予定︒

よず︑がん治療について﹁局燐の

の研究②加瀧器の小硬化③冶療方

などをあげている︒

放肘線療法が引潅．耀き蔓塞的な手

治撰方法としては︑禦術とともに

決に穣極的に協力の摺悪がある扁

訳︑8会鳩では言書講晃表は英訳 閣題の命理的解決を求めてシンポ

はの

出置盤
自己拳
警視理
知伊興

麟

媒C上

簾

ダイ浸

事

藤簾扉トπ

下樋欝

射気︑︑ラ

各各防ハス

鰍燕臓
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論調

轟懇爵購

研究態勢の体系化を
︐のが鍬薪粒子の利用拡大で
放鍬線測罵脚門部食︵都翼長︒斎藤儒陶東邦大学教授︶は十月二十七臼︑今後のR王・放射線羽用のあり方をあきらかにした報告

欝をとり濠とめ︑原子力叢一会に蝦養したQ昨年十一月に一躍されていらい約一一間をかけて︑臼進月歩の発展をとげるR王・放鮒
線利用の踊択をふ闘え︑とくに放射線化単と加速器隊学測用に焦点をあて︑こんむの具体戦酪を嗣確にしたもの︒それによると︑蝦
傷鰹は︑﹁放射線利用製業所はすでに四千か所をこえ︑閑二二濤に剛勇欠なものとなっている漏との蟻本認識をあきらかにしたあと

るような︑高速で制御性の．晶いプ

ﾈどによる新しい冶鞭拡の確強をはかるーーなどの方針を繭面にうちだしている︒
蝦㌫は︑その三二として硬目放

1一鈴木曲節は二十驚臼︑メキシ

﹁日本は矧際エネルギー問題解

垂垂安定襲撃︵二十撫円︶の永続

コの刀ンクンで畷かれていた﹁吾

求めている︒

置酒屠をはかる③沿津濾墨振興策

北サミット扁の席上︑エネルギー

る法附効力のある協驚を交わす②

法の橡確化一iなどの研鷹開発を 月薫十一臼の期隈を磯実に守らせ

に︑鴨としてどう与えていくのか

として畏期低利の出撃ーーなどを

岡際協力に劇置きに取り盗んでい

噌一＝−鴛聖藻﹇コm一−桝騨m一盛層畳鵠﹃il

②電蓄後のむつ市への園残溜髄

受け入れ莱件として同愈︑あとは

ー源について謁糞・即発︑耕用を

上瞬にふ存するすべてのエネルギ

このなかで︑職漁相は門開発途

ら門工娚延擾開賄漏の二階興議金

この．つち︑罠購県は︑二十田か

く贈答をあ選らかにした︒

地元鷹峯のうち︑畏蘭堅だけとな

地乱臣著の上京は︑朗臼の二十
一貰︑態腫未決驚であった長崎票
が﹁受け入れ憂諾扁を臨聴隈議食

っていた︒

一1に移ることになった︒

漫である﹂と掲卜したあと︑﹁手
ヨ篇TI謳﹂塵ふ︸開霧＝凹檜聾胴丁塵室二一⊥マ剛簿藁⁝㎜工竈盛業

この鴨徴を撫かし︑近醸では

一丁一二馬齢益箪露富隔瓢T15﹂一簿嵩

蜘魁地元三者が正式回答

ゑ獄一＝朋一︻二一剛儒i隅一罰︸一γ一﹁

ている︒

舞可塑に①放射線化学についてはニーズとシーズの藤爵をはかり研究態勢の嫁系化をはかる必要がある②ガン撲戯のためにパイ申曇

帳儀はまず︑放射線33よぴ放射

業所がずでに礪千か療を越えたと
し︑門今や国民礁話に不苅欠のもの

となっている﹂と指擁しているQ
放射継化塁については︑廉ず︑

その特微を①通常の化学反応では
きわめて蕩い濫肢︑腔力でなけれ
ば生還しないような男性穐が容易

﹁むつ﹂工期延長決定

盤詞粒元譲︵RI︶の潤崩が︑原 財線発生学躍やR1を利用する聯 漕セスが晦能1；などの点を上げ
子刀発電とともに︑懸子刀＊駆利
用の簗要な一環であることを強講
したあと︑門県くから慕礎科学分
野から紘療︑三川︑麗林漁凝など
の応湘分野にいたる窟で幡広く行
われているが︑特に近蕉は︑社会

で決定したため︒

また︑今暇の廟議には灘外から

R︒ケスラi氏︵※圏立田健研究

まだ︑機羅展示金には二十一祉

加︑活発な討論を行う︒

愈議では︑海外発表十七襯をふ

今園は﹁伸びゆく放慰線の利粥

諺畏隣高
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露

の一丁ズに即応し︑医療に閲する
窟幣の湛展が苫しく︑茨た︑その

盟葺︑東駅・ヒルトンホテルで中 諾する扁と鞘頭で伝えた︒この地

脊い︑自らの政旛を企画立察する

原苧力船﹁むつ﹂の工期姫長が

この日︑申川長富との叢談のな

能力を強化ずる必硬がある﹂と摺

に生欲し懲る②反応生成物中に触
燦の残渣がないため不習物が少な

涌三薔の受け入れ決定によって︑

った︒

を三田間の臼樫で開催︑欝議に入

配式に決定ll蔓鱗興の高田欝欝 川〜郎科学技術庁優霞と鼠い︑か

かで︑地蛋轡は①娚眼の厳嘗⑭

摘︑わが網がこうした幽霊錯力に

℃期延疑問題は正武に淡㌶︑十六

対する支援を穣極的に行う用意が

庫八月三十一田と明示してあるの

するが︑英語発表の湯木語訳はな

わが国では︑げんざい約四千を

く︑C会場には口訳は付かない︒

ジウムを予定している︒

﹁長軸も厳守を約束している︒来 あることを強調した︒

たのは︑佐世保市︑緊漁漣と問じ

ねてから篤し入れのあった突舘八

これに灼し︑中絹長窟は︑﹁来

いて蕩腰︑饗講した︒

今硬の焦点は︑①受け入れを決

必ず守る︒また︑地元からでてい

隼八月三十一臼塞での鰐理論瞑は

む駄凹から鰐角した︒

足するにあπつて︑佐嵐馬指と県

￠
口

り月u口掴りぷ

漁通からだされている要望響頂

参加募集を開始

ンガム大学︶︑R・ジェイムソン

こえる購業所でR工・放射線槻雛 所︶︑R︒ホークス氏︵英ノッチ

が使われており︑その陪聴は無々

q

瞬︶らをはじめ︑巾㎎︑ソ速︑イ

氏︵来ロス・アラモス岡立研究

貫二軍

菰大︑高嘆化の傾団なたどってい

罵技術の最先端と目されている爾

コン﹂のほか︑新たな試みとして うしたすう勢をふ家えて︑R工窟 ンドネシアなどからも代振が参

﹁総合セッション扁門技術セッシ るのが実摘︒今圃の会議では︑こ

目本アイソトープ会議
葭淑原チ力産業余護は十︷月二
十六騰︵木︶︑二＋七八︵金︶の

﹁機器利吊セツシコン扁を設け︑

Rτ利用機器のハードウエア︑ソ 触眠学剥嗣や蕊亙と実罵化が悼む

くめ約六十編の発凝を予定︒岡特

ロジェクトに焦点をあてたパネル

のなかで慰められているRCAヲ
定機雛などを紹介する︒

が参加︑わが麟ではじめてウッド

館で開く第十五國痴情アイソトー

食議はH進月歩の発麗をとげるア

に︑機器展示会も並催し︑鍛新機

プラスチック材の展示を行うほか
イソトτプ︒放射線利縮問題につ

羅の紹介を行う︒

放射線プ濃セスの工業凋嗣などに

フトウエアの議明も揖うQ

いて野禽的な検討を行うだめ二野

と国際協力扁慶贔調テ遷マに︑

このほか︑工AEAのワク組み画線ケーブルなどの照射山沿︑測

に一回開かれているもの︒

スポットをあてる︒

プ︽議の参加受付を開始した︒悪

販田︑義気・大手町のサンケイ会

期隈厳守の問題︒窩田副知脳は︑

知郭︑野駅猛佐世撮市助役︑建証

原子力関探機器展示会（サンケイ

会館5階）

く︑かつ︑均一な製繍が得られる

特別セッション（溝演）「畝射線と

このなかで︑論議の焦点となっ

16：4G〜18：00

安全性の確保③地帯駿鰻などにつ

署翌P棚4「司日輪

認確

一期

環から中断していた改悔工螂も二

憩
休：
14：20〜16：40

、
二品セッシ召ン4（講演）『隷連器の醗捌用と坐用｛しにおける諸翻」

熱線感知驚報器インフラガ・

田幽四画

月謡．十一円深での℃期延長を﹁受

機器利用3「我備機駒

癒一説漁曲金疑の地元三訂は二十

バイオテクノロジー」
@
総合討論

憩
休

C会場くG階）
r達書（6階）
貧

他の分野における利用も遷す憲す

総合セッション1（講演）「アイソトープ・

超音波感知警報器

音膠
③大賢の製口囎を漣続酌に帯磁でど

￡7匠ヨ
慧1月26、

15：10一エ6：40
滞ウム｝r極紙レベル当身捜暁巨費の処理↓
総合セッション駅シン

12：40−15：00
40〜14：1①ru禰P工麹棚計幽の展開」
パネル計論2（玉2

落零セッション3（講演）「放射線プロセス

総合セッシ響ン駅講濁「東南アジア地域における

話術の進歩と謂醜
@
ξネノレ左上謬智1（1G：1§〜11：40）『放碧｝線1工学と翻饒そ協力』
@放射線技術協力の展望」2

9：30−11：40
｝ユ4：10
9；30

技術セッション2（講演〉「放射線誹測技衛の動向」

総態羅耕運盤垂、

機器利用2「月鰍機器等」

ユ5：00−17：15
ユ5：00解17：50

憩
休

電動感知欝報器ダイヤラー

射

門

玉0：00〜12：00

多様化︑窮度化しつつある﹂と菊

@礁藤蝦蔚委員投挨拶
@向坊源子力委鼓長代理燐感

入室管理装置

専放
欄会
@府澤原産会長挨拶

・製作納入例

陶w
1哨27臼
A 会場（5階〉

第2貝

レセプシ濁ン〈臼＊工楽倶雪暮2階大会堂）
18：0G〜20：00

埋纏磁鰯雛謝
総合セッシ醤ン2（講演）「実用化の現状と展望誘

憩
休

C会錫（6階）

会・場（6階）

機器利朋1
ﾍ療機器」
13：00−14：50
13：00〜14：50

祈・謬締しているQ

9：30酎1G，GO

施設で生かされております。

嚢線
醐鯨利用の腱跳
@

臼本アイソ｝一プ会議プ概グラム
繁15懇

8

会場（5階）
A

憩
休

り折

懇26貝㈱
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隷
膠

岬盃

レ轟⑧

確率 リ スク評価行う
叢伽ザイオン発電所対象に
ザイオン原了力発亀所︵一︑二号機︑鷲臼灘芳KW・PWR︶のリスクは︑一九七九奪の原子力規制委員会による姐冗値よりも二
千償小さいことが︑コモンウエルス・エジソン妊の研究懸果によって明らかになった︒この研慌は一つの療子力発難所を対歎に磁勘

論鮒リスク評価を行っだ鎌切のもので︑技飛的にも最新の鳳子炉安傘研究といえる︒リスク謬掘にあたっては︑配管磯断︑機器小

一㌔

かもしれない扁との慰念を五明し

いリスクを公衆に押しつけている
の記録に残っているイリノイ州の

地震が欝威となるためには︑過去
肇故が起きたとしても︑九九％以

3大地震や一九六八奪のアラスカ いる︒研究魏魏によると︑ザイオ

工の礪率で︑放射哲物獺が大難に

ン原子力発電所の格納擬儲建歴

たのに対応して︑笑旛された︒N 最懲の地畿よりも掴無も大きい地

シカゴという大人口地帯に近桜し
大地艦に匹瞑する地蜂︶が鰻わな

外界に放出することはないとして

ていることが入きな理出となって
は︑炉心洛融条件下でも︑放嚇劉

RCの鰹念は︑ザイオン発電藤が 震︵一九〇六礁のサンフランシス

報熱携は︑また︑仮に炉心懲懲

作動︑地綻︑鷺巻など敬刀の窮故シナリオを検諒しており︑研究報儒警は︑十巻六千ぐという穴部のものとなっている︒

ミシガン湖

ノ

伽鐸急3響w
ザ
ければならない︒しかし︑たとえ

炉心溶融によるリスクをさらに

物置を保持することができる︒

いる︒

九月十七田にNRCスタッフにこのような地震が導きたとして
提膿された研究報缶謹によると︑

⁝

鐸再訴溝しの蟻大の理撫は︑①

の鷹力の供給予備埠は︑澱少レベ

取消しにより︑U鷺社の九〇二代

泥濯 によるコストの鱈大と建 社製のF黛R︑湾十飯芳K ︶の

一九九〇年初頭に遜開を予定し

ていだキャラウエi踊躍槻︵WHル准下回りそうQ

（広島分室）

⁝ミズーり州が礁設巾のコストを儀 設の運姫ーーの二点︒

たこと②潔調の陀を深める規制の

気料金算定に組み込むことを兼じ

た︒甦料被糊材の漏風一5︑炉心

︵ECCS︶からの水によって再

が軸托タンクと緊急炉心73却夢離

調翻するまでに︑巖洞鎗氏△団二

卜八厩に工劉したが︑この灘腱は

コンピューター・コートは︑圧

て十分低かった︒

るまで下がるが︑燃料の痛熱は比

力饗器内の水位は炉心躍出が起き

業務管理部：浜岡嚢務所二

キャラウエ⁝2
期分建設取消し

巾破断が起きてから細二分堺で

た︒

較朗穏やかである︑と予測してい

バーンウェルは

営業可能か？

ベクテル社が郵駅

米岡のベクテル眉は︑灘孤︑バ

ーンウェル鴎処理施設を民間か駈

込・運転すると仮定しだ竪臼の条

件や町能軽についての勘違融な調

査を行っており︑近くその調査美

大阪事務所：敦賀軽業所・島根出張所。四声出張所・九州出張所

いる︒これらは︑溶融炉心を受け

︵炉心藁

の有効性を確証

昧孔炉○初の中破断実験
ド

鰹縁喪失試験︵LOF饗︶炉で︑ 破断と小破断を換凱した突験が行

来アイダ津田M真学研究跳の冷 涯やMWの綜子炉で︑これ議で大 螂料旗傷を引き起こす温展に比べ

九月二十志田︑気丈水型蝉駕鴛の

ンチウム︶の除去舵力が九九％以

上の浸水脱馬装駅︵SDS︶が使

来国内の薩処理頃業については

果が京とまる見込みだ︒

レーガン政推が肉凶市場の原鋤に

華蒙

熱

とめて︑格納答器建屋のコンクリ

コア・レードル

ート床を保護するための︑陶礎器
製の

米国ユニオン・エレクトリック

米uE社

灘過
︵U鷺︶祉は︑十月九口︑キャラ

B力を下げるため放射憤吻質を麟

糟︶︑炉心癬融後の格納容器内の

過︵うか︶した後放舐する
の二
ウェー原子力発電所二勢機の取消

大気放出格納容雛システム
つ︒研究晶果では︑リスク減少効
しを発盛した︒

ティ余長は︑﹁建設キャンセルを

UE撒のチへールズ・﹂・ダガ

果がほとんどないことが明らかに

決定しなければならなかったこと

なった︒

一方︑ザイオン発霞隣と岡極に

われた︒実験は蔵功で︑コンピコ

中破断を換航しだ厳初の笑験が行

た︒

LOFT炉︵写翼︶耐︑薄出力

われている︒

大都南近郊・︶地のインディアンポ

瞬客を︑財政的リスクと建設期聞

ューヨーク州︶についても肇論

さらすことはできない偏と語っ

ーター︒コードの杓効頓を確訂し

イント原子力発電所︵PW代︑ニ は井括に残念であるが︑写照嫁と

無一月象たは一一月に完成する亮込
た︒

的リスク評額が行われて3量り︑象 申の不醗実姓に︑もはやこれ以ヒ

み︒

放射能水の除染開始
の放心能汚染水の処理がはじまっ

劔棚順調にSDS働く
一九七九鋲∴月の壌故の翻銀︑

も︑炉心が蕩融する可能性はきわ

ザイオン搬子力発臨所の蟹金研
究は︑一九七九館懸れ︑原子力規

原質炉系の繊力が葡二十日︑／平

米スリーマイルアイランド︵TM た︒

羅されだ︒九月二十二臼から二十

勅し冷卸水を注入し始めたQこの もとづき民㍊再処理の力針を封ち

処理伯業では︑鴻染水申の核分

五千湾の除染が行われ︑その後︑

I︶線子力発露隣二四機の格納答

つ

のゼオライト・イオン

邪

によってさらに葎化さ

と︑エピコール疑装霞

染水の分析を行ったあ

簾められているが︑汚獅

建屍内の貯蔵タンクに2

された汚染水は︑補助翼

淫︑SDsで処錨

嶽かる兇込み・

く︒余部の汚染水を臨幸
ま
目するには︑九か月程処

の放謹鍵至難

ム
交換桝脂によって水申テ

るための装置で︑無機

壌と十万沼︶を除染す

染水︵︸てれそれ一ハ十万ハ

たまっている放絹能汚

昧と顧子炬冷簾柑系に

際機の格納答器建屋の

SDSは︑TMて二

った︒

これに対応したものとみられる︒

減少させるための非常にコストの

︐

狐抗を繊けた︒

出しており︑ベクテル骨の調査は

めて小さい︑と報告憐は述べてい

︐

ない︒会議には累国︑臼木︑イ

予測どおり︑炉心の一部が欝旨し

制委黄公︵NRC︶が︑﹁岡発部澱大のリスクを与えるのは揮端に

︶

蟹標であろう︒会議で凋露梗へ

ンド︑国際旅子力機関︵王AE 中薬は不宏定な地城Qイスラ

間︑籏力響器内の水位が下がり・

方弼まで下がり︑茜脹タンクが作
︸

や理譲国の増怨︑あるいは次期

の丁がかりとして︑アラブ原子

A︶の代数も招かれ︑陰葉国援

第ニバッチ︵五万沼︶の除染に入

無闇濠で第一バッチ分として一万

︶

すめようというもの︒

裂生成物︵互にセシウムとストロ

大きな勉農が起きた場倉だ︒この

でもある︒

器建屋内にた濠っている醐レベル

所が他の発撫研に比べて不嶺に泌
︐

る︒サウジアラビアは系続規枚

の約束をとりつけようとして︑

総長に途十目代表をえらぶなど

スウェーデン前外握のハンス︒

こうした大副麟がうたわれる

かかげるコ一〇〇Q媒までに曲 のも︑門オイル・マネー﹂のバ

ブリックス氏に淡象る醐際まで

そのような経韓からは会議が

ので︑原子力への胸心は倣い︒

界だけでは技術の不足は詣おえ

万KW⁝一＋琶はまだ遠すぎる ックがあるからだが︑アラフ世

力鼠阿謡幽と撹アラブ核画料轟訊

干力三脚騨に門開放輯の艮金い

圃の送編網の連結などをすす

じであろうQIAEAの後任寮問題は途上羅との信粕闘係の

れる︒こうして完金に

一

は戴大だが︑石韻潰源も導入な

アラブにとって︑原畢力導入

炉をもつ矧はイラク︑エシプト︑

骨の設・▽が撮案された︒二者は

の困銘は小さくない︒現在研究

リビア︵碓設中︶の汽か国だ

アラブの場合は︑開発責金力

が漸繕してきている﹂と︑原子

め︑垂髪は翼岡康発の建設を袴

もとで︑捜術援助とセーフガー

除染処理された水は︑
発態駈構内に新設さ3傷

w聞

︸

を︑アラブの

エルのイラク嫌了炉謙譲臨件も

賑念

﹁代紘エネルギ⁝開発を擾助す け︒アルジェリアが原子力技備

進国の

では︑地手立地の鋭駄も出てい

会譲に影を投げ︑シリアの論文

せた︒ちなみに

る︒しかしアラブの原子力への

助へのアラブの魑望をうかがわ

アラブ康子刀会

い︒A・ムスタファ︵アラブ石

勤いを抑えるわけにはいく求

働実綴の点で楽周製PWRを推

養鶏出岡機構製務次罠︶は︑稼

ガーズ︵保隙措

アルジェリア核科学・技衙セン

原子力導入に意欲的なアラブ諸国

今世紀末までに二十基

平秘甜用﹂をう

ターなどの﹁開拓縫な請センタ

があるので︑技術擬助が開発の

しながら︑仏︑田本︑西独の白

羅︶と両立する

﹁独力で撫噛炉を鰯設てきる﹂

ーの後緩扁による知識謝摺︑各

技術援助が開発の かぎ

謎は︑﹁セーフ

るヵ陶Uに囲けられるとアラブ の門集約陶移転﹂をはかり︑
は考える︒

アラブの発嶽
容耀は総刮で滋

千潔六十万KW
續ｪO年︶

とまだ小さい︒

代の蹴加率は実に年孫一四︒戴

と評鋤されている以外は︑ほと

たっている︒

でには︑﹁小石演輸出園は供絶

％︒会議が示した二〇〇〇無に

える︒また後穫は︑

號監置問罷がもめぬいたのも︑

ズをどのように両並させていく

︵AOMR︶の援助を得て︑が
モ切実だからだ︒IAEAのセ
かであろう︒

る︒

一億六千万KWの予測は恐らくんど﹁ゼロ﹂からの出発だ︒原

アラブとイスラムの夏金を利用

技術援助増額への途卜周の婆求

かぎ であることが明らかだ 鱒供給先の転換も示唆してい

過大ではある法いQ系統規模の 子力への開心は数か凶で︑七〇

し︑アラブ鉱物燦源開発機構

が︑他の強上国でもニーズは同

に﹂という思感がアラブの閲心

万KW︶を導入できる国は︑エ の努力がばらばらで︑今日まで

点で︑現蕉発電炉︵六十〜九十

見るべき成果があがらなかった

兇通しだQ﹁石藺があるうち

を簾子力に向かわせる︒兜進国

と撫摘されている︒それは原子

膨大な甜

は﹁開発途上濁が顧子力技術を

ート︑イラクの四国だけだが︑

ジプト︑アルジェリア︑クウェ

露代半ばから賜濠っだが︑各国

い﹂が︑アラブには石油と資金

ー13タニアやソマー3やなど︑ウ ーフガーズと妓術援助の予算比

︵K・K︶

独臼に開発する樽禰を認めな

力以外の︑急ぎすぎた近代化が

曽

業
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かかる修ザについても検討されて
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規換がより小さいシリアやリビ

れる︒
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分 室 〒1（＞4東京都中央区銀座6−3−16（泰明ビル）
囎03（572＞5475（代♪
福島地区事務所：福島営業所・福島第二営業所
茨城地区事務所：東海営業駈。大洗営楽所・原電出張所
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アラブ諸國は山Oる六月︑始⁝

同アラブ隙子力愈議をダマスカ
スで開いた︒﹁殴子力資料晦一
三一﹂︵︑標痒発行︶が盆読の発

表論文四編を紹介しているが︑

その内容はアラブ譲国の原子力
灘入への愈欲と先凝滞の技術援
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が不足し︑輸入する側に隔る﹂

れている︒しかし一6QO妬藤しかし︑しO勾

アラブ月界は石田．心眼に恵濠

∠
力の﹁パーゲニング・パワー﹂

は一〇対六︒途ま国はその地穿

手帳発効機関N−0627A〜C・E〜H・J・K

，2

助への期待をうかがわせる︒

一

羅騨撒灘無難

原子力施設除染のパイオニア
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がある︒今なら石油不鷺への先

り
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昭和56年10月29臼
新
産

子
原
（第三極郵便物認可）
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ており︑ウラン濃漏︑爾処理︑新

ては︑着案に成巣を畷み雪げてき

昨無ご月に終了しだ国際核燃料

園を果だしてきたところである︒

際附な核不拡散防庶に積極的な役

原子力第り船「むつ」起工

原8力婁、原子力開発利嗣長期計画改訂（昭和60奪6，000万KW）

（財）日本分折センターの設立認可

B本、国際エネルギー機関GEA）へ参加

原産とソ運原子力利閑駐旙、民間原子力協力協定に調印

ているQこれらの研究開発につい 附に限って推戴するとともに︑国

型転換炉などが︑実用化へ向けて

サイクル評価︵INFCE︶の緒
論は︑原子力平狽利用と核拡散防

このため︑こんごとも安金確保

あっだ︒

張と棊本的には同じくするもので

これらの技術は︑こんご︑わが

次の段懸へ進もうとしている︒

原子力発露は︑昭和五十五薙度

ていく上で不町欠な技術であり︑
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灼策に万全を期し︑原盤力発臨駈

かつ︑わが園の原子力産榮が将来

止は国立し褥るというわが国の幕

のトラブルの誠少をはかり︑変金

園が原子力闘発を翻隻飽に撫進し

における総発醗蟷力澱の一六％が

運転の実績を礎み上げることによ

この王NFCEの績果をふま

康子力で賄われるようになるほ
って︑園賦の原子力に謁する信頼 の輸出覇業として発展していくた

ど︑陶罠生湧および圏贋経済の中
で確岡たる地位を占めるにいたっ

場で核拡散防止のだめの新しい枠

え︑い求︑二圏聞および多麟聞の

したがって︑それらの捜術の畢

粗み作りがすすめられているが︑

めにも重硬な捜術である︒

発利用の推濫に対する地城住民の

期実用化が望まれるところであ

わが園としては︑これまで原子力

をかち得ていくとともに原子力開

しかしながら︑こんごとも中長
理解と協力を得ることが弼よりも

平租利用を穣み璽ねてきた実繍を

ている︒

嬬的にはエネルギー惰勢はますま

には圃の技術画あるいは資金颪で

る︒実用化を円潰におこなうため

まだ︑永軍︑圃をあげて推進し

が必要であると蕩えている︒

も︑いま濠で以上に横寒晒な対癒

途上国に対する技術賜力について

研究闘発に関する国際協力︑開発

て︑原子力先進国の囲麺として︑

献していくべきである︒あわせ

つつ・新しい国際秩序の形成に舞

ふ餓え︑主張すべきことは空愛し

癒要なことである︒

一郎

す厳しくなるものと予想されるこ
とから︑原子力発竃の規換洗出に

中川

実をむすぶ研究開発
科学技術庁長官

の支獲も当然必要となろうが︑何

原子力の躍進に貢献する

ヲコのまちの

辱＝憎の置伽■＝＝♂：︒＝＝障﹂＝＝刷頼＝．3＝●・＝曹

今館は︑わが酎が原子力開発に
諮曝して二十五属奪にあたる︒

てきた原子力研究開発プロジェク

一望の進展をはかる上で亜駿と響

以上︑こんな原子力開発のより

は従来より一団︑窟民あげて努力

海外技術の緯入に始まったわが

える点について所感の一端を述べ

国の原子力脇発も︑この四単世肥

果を積極酌に吸収するとともに︑

といっても︑醍業界が研究開発成

て実用化する段階を迎えてきてい

たが︑これらの点については︑げ

トのいくつかが︑その成渠をうけ

近年・康子力発傷所の立地につ

繭らの霊体的努力によって︑慮ら

んざい原子力婁澱食で鵜められて

る︒

しなくてはならないQ

まや原子力先進麟の一鑓となった
いて︑地元の倉出を得る衷でに幾

に着実な進獲をみせ︑わが嗣はい

といえよう︒わが欄の原子力開発

懲鼓であると考える︒

の技術として確立していくことが

核燃料の特性を活かして鵜効利環

核燃料蟹源に乏しいわが困は︑

わめて一難となっている︒これ

期間を止し︑新脱の地痴開発はき

の方々の努力に心から敬意を表す

をここ京で育ててこられた関係蕎

の改訂作業においても璽要な点と

いる原子力研究開発利用長期計醐
際問題でもある︒わが園は︑従来

ある︒

して鋭意横討されているところで

まだ︑猿子力開発はすぐれて口

るとの観点から︑新灘動力炉の開

らの猿子力開発利用を厳に平和隅

より︑原子力墓本法に棊づき︑自

をはかることがきわめて輩要であ

の磯幾の不安が必ずしも払拭しき

る研究開発を積極附に推進してき

発︑核燃料サイクルの確立に関す

は︑原子力発懸の安全性について

開発を穂極的に進め︑園民生活の

囲となっていると薄えられる︒

れていないことが︑その大きな要

るとともに︑こんことも︑原子力

と決慧を新たにしている︒

試験研究の段階からようやく曝業

在︑核燃料サイクルについては︑

るが︑今後とも先に超つた敦賀発

も核燃料の悪業化の躍進︑とりわ

化の段階を迎えつつあり︑今後と

迎などが行われているところであ
政府としては︑昨鋸十一月閣議

亀所の箏故の教㍊をも踏濠えて︑

て深く敬慧を裏するものである︒

り︑原子力はかかる糖油代替エネ

決定した﹁石油代蝕エネルギーの

緊︵きっきん︶の課題となってお

肉上に役立てていかねばならない

水N口︵二十六麟︶は︑原挙力平

窟利矯の転進のために︑広く岡属

ルギーの中で中核的な役翻を撹う

け︑核搬料サイクル関途施設の立

原子力発霞断の安全性の確保を一

また︑原子力の円渦な推進に当

脳充実させていきたい︒

供給囹襟﹂に基づき︑醸子力開発

たっては︑立地の円滑化に努めて

っていくことの源撹および必襲性 を推進することとしているが︑原

ものとして︑その聞発の揺叢を図

子力の開発窪田を達成するために

これに購えわが園の現業構造の

は︑今優とも宮民あげて一窟の努

地の推挙を國って良いりたい︒

さて︑わが園の原子力発勉は︑

は︑より一謄藏象ってきている︒

て・原芋麺発電機器産巣︑核燃料

瑚度化を一野党進ずる産業とし

ツイクル関運塵業等の膏成振興を

本社兼京都干代田区大手町2−2−1新大手町ビルチング

「むつ」放射線漏れ発生

9．4

原畢力雇漿薪閣鋲．縫

聞

原
一塁の原子力についての理解と講

識を深めるため︑昭秘三十九年の
閣議了解に基づき設けられだ﹁原

エネルギー資源の大演を侮外の

子力の臼﹂である︒

いくことが極めて琢蟄であり︑政
澱初の商業用療子力発声所が運転

力を傾注していく必駿がある︒

符湘に暗影しているわが鰹として

を開始して以来十五年余を経てお

を推進するという原子力基本法の

O3（245）6135

T￡L

府としても引き続き立地推進策の

は︑今後︑石油伐替エネルギ書の

図っていく必要があると考えてい

請神を前提として︑今後とも核不

﹁原子力の日﹂に当たり︑原子

繭達
團

囲

その際︑まず凍チ力発竃の円澱

閉発・輸入を図っていくことが喫

核燃施設の立地推進

漂子力をめぐる国醸落勢をみる

る︒

と︑原子力開発の重要性の認識は

拡充に努め︑国損のより一厨の理

六助
解と協力を簿て参りたい︒

田中
な推進を図っていくことが必要で

つ︑原子力の騰発利罵を積極的に

拡数に関する不断の努力を払いつ

処理処分などにわたる核燃料サイ

41．7．25

@癖

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

6．16

3．30 原研、材料試験炉（JMTR）臨界

55．4。窪7
3．鷺
4．り
56．4．り8

凝り回「原筈力の日」実施
原躍、東蕩発璽所初発電に成功
原電、東潅溌醗所運輯開始
動力炉・核燃料開発事業園発足（原子燃料公社廃止）
寄り回原廉奪次大会開催

窪2。26

り0．26

三O．僧．40

通商産業大臣

あり︑そのためには何よりも安全

さらに︑ウラン濃縮︑使用済み

クルの劇立化を図っていくこと

壱新たにしているところである︒

力の開発利用の推進について決意

（財）原子力豊全研究協会設立

原研勤力試験炉JPDR臨界qO．26初発電）

39。6．耀2

7．48 エネ調原子力部会が答申（原尋：カ60無度4，900万KW開発へ）
49．5．り

動燃、人形際ウラン濃縮パイロットプラントで濃縮ウラン細300㎏
の回収に成功
高浜3、4号炉増設に伴う安金野査に関する公等ヒヤリング開二
民間再処理会社唱本原燃サービス」発足
FBR開発のための「高速炉エンジニアリング会社」発足
資源エネルギー庁、起電獣賀の一般排水鋸の出口搦の堆穫土砂から
放射能が検出されたと発表
選三省、第2次軽水炉改良標準化謝画の蝦終報告警をまとめる

原子力委、原子力騰り船開発璽本逆賭決定

38．7。3窪

が閣としては︑原子力の平和利溺

を出め︑園民経済上循要なエネル

り・すでに金電力供給の約一六％

ついて国民の理解と儒頼を鴛てい 核燃料の再処理︑放射性厩棄物の

性の確保に万金を期し︑安全性に

原子力発鍛については︑従来か

くことが肝要である︒このため︑

を確保する上で璽硬である︒現

が︑わが国のエネルギー蜜金保駆

37．9．12 原研、国産り｛聲・炉（JRR−3）臨界

（財）原歪力環境整備センダーが発足

40．27

42．耀4

耀耀．18

36。2．8 原子力委、原子力開発利爾長期誹画を発表

5り。り。り6

34．2．哩4

日本原子力学会設立
原電東湛炉の設躍許可

52，4．24 動燃「常陽」臨界

JRR−2（CF）5型）臨界

35．り0．4

原子力委、核融合会議設置
原子力安全燭設麗

50．り1。鯛

日米、臼三原尋力協力協定調朗G2，5発効）

33．6．46

り1。窪8

臼本原：子力発蹴（株）発足

8．29 放射線照射騙鈴薯、食晶衛生法による誹議
48．3．45 原研、核融合実験装躍（JFT−2）運転成功
6。り

科学技術庁発足
日本原子力研究所発足
原子燃料公社発足
第り回日本アイソトープ会議開く
国畷原子力機関qA厳A）憲章【こ調∈口（32．7。29発効）
放射線欝議会四百

り2．り

5．窪9

1G．26

JRR一り、臨界

粥．り

動燃事業団の新型転換炉「ノ3、げん」の設置許曙
（財）核物質管理センダー髭足

原茅力養設麗、原子力局留麗

4ア。4．耀5
（社）Eヨ本原子力産業会議発足

32．6．29
8．27

近薙とみに葛まってきている︒わ

いる︒この藤味で原子力は麟露坐

いると雷える︒ここに︑わが圏原

活に鱗霜したエネルギーとなって

藻る濠で厳正な安金審査・運転蟹

ら︑その設計段階から運転段階に

屑。44

45．2．3

3．り

6．45
8．40
8．24

N船事業団原子力籍4船「むつ」進水
核兵器不拡猷条約調印（3．6発効）

剖，り。り

嘩
勤燃事業団、遷心分離法によるウラン濃縮実験に成功

44．5．30
@ 6．り2
27発効）
（『4．
dヨ米原子力研究協定調∈口

項
事

日
月
年

53．3．20 動燃漸型蛎換炉原型炉「ふげん」臨界
54。3．28 米国スリーマイル・アイランド原子力発聡所で事故発生

8．22

42．窪0．2
43．2．2窪

化学を通じ原子力に貢献する

㊧

ギー源として定記するにいだつて

峯力発麗の発展の過程において︑

推逸していく必要がある︒

覆爽脚尽力頂いた関係各櫨に改め

わが国原子力開発の歩み
研

昭利43年窪4．27
（後：にEヨ本原子

鷹力経済研究所、原子力平和利用調資会をつくる。
力産業会議に統合）

昭和30奪6．耀8

＼一遇

藩

懸瞬
聾蛎

填
事
Eヨ
月
無

、

劉ぐ

・鍾響評
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昭和56年壌0月29臼
（3）

明藤鞠糞欄難癖灘蜘鐵捺震細蛸翻睡烈

久つた大きな衛撃そのものと燕
視されたことは︑騨懸の繊を深く

理体制や政府の行政描構濠で間題

うべきか︑螺初︑心配されだ三雲

に︑﹁放射線臨を媒介にして貰子

現脊︑あらゆる方繭から坦界的

ぢは︑一応︑蜜心することができ

類への膨響は鱈蕪に讐しく︑私た

した︒しかし︑難詰中の誓いと憲

に注麟され︑鍵田私なちにマスコ

行政機構として機能を持つ検斉機

三拝腔認るために︑新しく蕉愚な

様子であったことが︑非常に用畜

抵う人にふさわしく︑誇らしげな

が︑いかにも科学漕艇の雌先端を

るべ遜だと胆うQ

な人々の不蜜と反撃には耳を傾け

批判するミクロネシア譲島の暴朴

的会議を積極曲に誤解するべきだ

のであり︑以擬もそういった卑稲

ルギー鉄墨壷は非常に有意歪なも

いない︒

であることが自ら認識されるに避

で︑わが郎でも弼らかの形で︑規

上は増やさないと決めているの

六裁と建設中の六錘︑計十二墾以

で三・九烈千キ惚ワット擁颪平方

トル︑二位がスイス︑臼塞は五偉

六千キロワット蘇落暮方キ覆メーr

であると思う︒そして︑私はあら

く侮展も何度も繰り返されるもの

出愈いは︑一回隈りのものでな

れ求すが︑鹸述のように人口の剛

欄3べきであるという主張も見ら キロメートルで︑発蟻盤一位の楽

私は︑入猟と壇す力との平間馬

関を晦確に設けることを︑私は強

談た原丁力に関しては︑すべて

陶は︑わが潤の十分の一になり沸

愉軽を公開し︑国際的晃地で斗鵜

と思う︒

深かった︒

エネルギー論題に悩んでいるが︑

この数嬢から兇ると︑確かに田

した︒

これからは同じ難球に住む人影と

合から見るとスウェーデンは︑非

それに︑現筏︑匿界密圏で撃発

花めてムァ度は糊の角度から原乎力

口が十三・九倍あるわが国にあ

協に多くの原孔を鵠っており︑人

申の碧天増黙炉の先き懸けとも渥

と出町うことを︾んでいる︒永久

てはめて舞出してみると︑召六LT が分かの談ずQしかし︑わが国は

一

＝＝
一＝
︐篇＝一輔

的に聞発していく必禦があると思

う︒そうすれば︑鳳淵瀬というも

に不滅な祖母の笑激のような出会

＝噌﹁＝サー停＝＝謄︸席一三胃一椰一コ

いう大きな視野の下で︑エネルギ
ー開発を推認させるへきであるま

のが︑イデオロギーの対立や國塊

六算︑一億ヒ千七落酬力キロワット

うべき︑高速実験炉﹁常陽﹂や二
十一柴垣のエネルギー濾として期

いか︒そうした愈味においては︑

い凄︒

一

の六・笹倍になるので︑鷺本の

容騒二千七融へ十八乃キロワット

設中のゑ縛五星の照・七慾︑発馳

となり︑わが国の現職の運転︑建

ことも難題があるように思われま

ると︑厳に国土颪横だけで論ザる

海辮に建設されていることも考え

海岸線が大変長く︑原発はすべて

麟燭ですべて海に囲濠れてお堕︑

電は原発が過密になっていること

待される核融禽施設を麗懐し︑乃

を趨越した人類錠角のΨ湘触誤字
︐＝朧冨

入ロ面から国際比較

瓢；

圖連が空催した﹁国遊新︒蕩エネ

ルギーやバイオマスなどの代葱エ
ネルギーよりも将来における箋用

一

藏至論が叫ばれる瑚乱︑太陽エネ

今撫︑世界中は隙子力に限らず

く期待したい︒そして︑今圃の敦
獺の黙故が決して無駄にならず︑

将来の原子力開発進行上︑蟹要な
丁番を婚つ教訓となることを︑私
は職わずにはいられなかった︒

原子力施設を
目で確めて
ところで︑欝年︑私は甘いにも

﹁腺子力との第コの出金い﹂とい 度が代るかに渦い高逮麹殖卿﹁も

以上︑入眼と颪撫から原発を考

た︒

んじゅ﹂や新型転換炉﹁ふげん﹂

さらにフランスでも呼売が変り

えてみましたが︑ある一面から偏

ミを遜じて問題を擾げかけている

が︑文牢通り﹁文珠﹂

万人当たりの原子力充電容猷を副

濠すが︑人口で比較してみると︑

原発を晃喩していると欝われてい

揮の無念な気持と︑祖趨への追銭
うべきか︑茨城県の粟海村・大洗

で隈界だと嵩われる石油後のエネ

署してみ無しだら︑付数のように

るエネは？

わが国のQ・四六侶しかないフラ ると︑漂発設暇数が多いようにも

は京らないと思います︒

く・スウコーデンの規制策はあて

現時森とは比較にならないほど多 亨︒

町などの原挙力講設を毘学する機

して﹇獅ヂ﹂や﹁象一にも勝る

ルギー源は︑繕に頼ったらよいの

なりました︒こうしてみると第一

和子

私がこの敦賀殿議論故を陣して
会に患家れた︒資料などで臼本が

商議に入学し︑化学耶に入部し

でしょう︒原子力以外にクリーン

位はスウェーデン︑次いでスイ

男爵滋鵡菅野

感じたことは︑やはり原発の懲理

﹁原子力﹂を完余にコントロール

て間もなく︑臨問の先生より膿諸

エネルギーと；儲われる火陽熱︑湿

磁出蝋鳳と

体制の曖昧さである9現蕉︑わが 米国に次ぐ原子力発乱国であるこ

し︑科学と教学の調瓢の上に立

訳の利馬答についてお話を聞いた

熱︑波力︑嵐力なども利用珂能と

にするの嬉︑超大殿による核解鉱
張間題︑原発に関する語間匙︑新

とは漠然と知っていたが︑実際に

ち︑人類を永還の畢福へ希いてく

能熟れ隅隅が輻避されて驚いてし

臨後︑β本原醗敦賀発懸所の放射

原子力について︑醗近︑瀕繁に葺

しい技術鞍懸や発晃である︒そし
国には漂発に関する尊門的翠苔機
撫設を野州ツすることにより︑その

た︒

れることを念願してやまなかっ

石油に替わ

て︑それらが今無ぼどクロ；ズア

規模の大きさや精巧さから︑﹁匿

たらしたかどうかは不開として︑

どうにもやるせない妙な気持ちに
なる︒

ップされ︑大きな波紋を擾げかけ 関︑すなわち第三蓄的な存在が欠

弊第二位しというのを︑臼分の騰

﹁放銀線﹂とは一体何物なのだ

そうした中で特に︑﹃四度臨

る︑2伊︒幼い私は︑もしかすると

て溜えると︑決してわが麟が異常

晃られ溶すが︑他の要素もあわせ

晒中に一筋の光を瞬いだしたよう

ンスが︑運転︑建設中の発織騒は

めて低く︑次いでイタリアの一・

京だ︑庵発一碁当たりの欝欝も

ス︑凍剛︑カナダとなり︑田本は

それで︑漂子力について︑もっ

以上のように︑人目を環本とし

る圏の串で無意は○こ⁝％ときわ

仙︑次いでスイス︑イ

の国はずべて烈O％を越えており

黒％︑フランスの丁六％で︑他

ずる大室な要鰹であり許す︒この

嚇す︒このことも殿発必要性を謙

と︑先進麟といわれる猛麟は︑ほ

とんど︑わが国より多くの西館が

た原子力発霰鐙を漁別してみる

して︑39が凶は原発が多すぎる︑

それで悼発反灼の酬霞の一つと

た︒

穏ヂ力究触の浮木的な化競みは

敬値から隔ても︑わが国は石鴻に

なされており︑維対躁のみで多少

変わるエネルギー源の礎鎌を腿民

あまりにも建設を億ざすぎ︑その

る黒々もありますが︑罵敦の埜本

私は︑懲理的な一面から原子力

す︒

を響えてみ京したが︑一部で諮わ・

の魏亀容騒を移出してみ窪した︒

なく︑他の先進圏と慮毒すると︑

今回の﹁原子力の臼﹂詑念⁝

岬

入選蕎には科学技術庁長宮副

副

このあと︑十二︑士瓢の縄㌔

岬

︐＝＝鱒轄：脅ご：＝蟹・＝欄■＝覧＝鯵．険＝＝二：﹂嘗＝亀圏＝9．甲

㌔を蒐学ずる︒

州購︑そろって稟海・大洗地区⁝

用

㌔魍誕生などが贈られる︒

︒たたえられるほか欝贔として⁝

一から蟹状が授与され︑栄誉が㌦

㌔

⁝で行われる︒︑

一一月十一臼︑榮票の新橋雪面噛

鯛作文勢門入選番の義彰式は十卍

岬

まロニぎごニロニニロニロのこコ のユニちヨぎごきコニむごごべ

たいと慰ってい談ず︒

資源麓出鍛などの面から調べてみ

今後も露力溝鍵醗やエネルギー

く感じられました︒

珠だ京だ少なく︑その必嚢性が強

れるように︑決して瀞魁や過蜜で

丞

その繕果︑一笹はベルギーの滋・

田豪雪耶カキ麦角ートル滋たり

てみ羨し陀Q

次に園土の零種との間係を認べ

傘体で考えねばならないと思いま

どうにか分かり濠したが︑構逸上

断できません︒それで占考科で地

である人口の画から罵ると決して

くのではないかと慰います︒

慶論じ︑規制するとか︑運転を申

理を学んでいるので︑尋許にある

多くなく︑石油に依存し過ぎてい

止すべきというのは︑霧雲強を欠

繕果︑技術的にも闘題があり︑闊

種々の続副澗料などをもとに外圏

国鼠投撃の結果︑原発は叢薄申の

よた臨無⁝白月にスウ山ーデンで

ることが考えられ謹す︒

ト以上で︑それ以下蔚万キロワッ

のフランス求でが一千万キロワッ

二千キロワット︑ご一位のソ連︑四位

次いでわが瑚の一で四穏九十五万

千四葭二十六二九‡ロワット︑

中の発稽容蟹の第一飢は米国で五

懸を付表にまとめ憲した︒︶運転

︵発臨器鷺百万キロワット以1の

原子力発畿鍛についてみると︑

一九八○鉱六月末現欝の粥界の

ました︒

園の灘状や将衆について警えてみ

における原子力の利罵状況とわが

︑転上︑何が乗黙なのかはとても判 疑の合意も得られないと藁ってい

にどのような間題があるのか︑蓮

力が多い国

漉需給灘を終ると飛動国と植われ

いうだけで︑贋の点ではとてもな

な感じを覚えた︒︸義は私が象だ

の事故隠し﹄﹃風化した蜜金慧

事故で鞠ある︒幸い︑大きな事故

れもわが國の染染し政撮にあては

まい家した︒

糧来︑石割後のエネルギーを椀

ところで︑理窃︑わが国の放射姓

廃数物の海洋辞譲計懸が大斗洋地

いたのに︑この勲故で反対派の方

う主なものとして原子力を侶じて

放射線とは何？
証しているように思われる︒つま

が絡み命い︑それが延命効漿をも

欝墨斑進藤金日子

出会い︑触発の中で

欝
鑛

燃綴野・

﹃放尉線を便えば助かるかもし

り︑わが国における総帯磁織理体
を遷し究鷲した︒

酵母を救い得たかもしれないその

域で大きな問題となっている︒原

た庫もなかったように思える︒

制の現状は︑大きな枠組みの中で

幼い頃︑概母が﹁ガン扁に胃され

それにも駕して驚いたのは︑規

子力施設の欄加に伴い︑放射性旋

周知のように︑わが履において

こって困からの処理の仕方は納得

にならなかったものの︑徳望が慧

い隠そうとしてはならない︒嚢故

落出してみ黙すと︑やはリスウェ

に多い数鰻を諾しているとは思わ

欄反する二薔が同蒔に存筏してい

が︑わが﹁みちのく﹂で麗られる

代科学警語の粋を呑めた認施設

﹁クリ：ンエネルギー扁﹁第三の 入も将来は困簸になるであろうこ

︵なら︶つて国際放射線防護肇員

は放射線防護のため︑論外国に倣

五レムとし︑職業人を五レムと定

を明らかにし︑他の原子力発惣所

茨らないと羅い巌す︒

七千六醤八十・腿刀キ惚ワットと︑

識﹄︑さらには﹃怪物より怖い﹄

る形で︑いわば一八の弁議士が原

と議しく調べてみようと商いまし

ーデンが

十位になり点したので多い澱とは

ものを︑完浄に神格化していた︒

告と被儀の画蕎を同時に弁護する

々の雫張⇒るように原子力発臨技

ギリスとなり︑話本は十烹倣でし

繍後の証力にはならないことがわ

て余命いくばくもない時のことで

敷蟹原発放射能漏れ事故は︑まだ

などと新聞に大々的に報道された

盛物も陸上では処理しきれないほ

ロ本は原子

た︒

れ法せん︒この他にも各国の石

それだけに︑﹁放射線﹂が広擶︒

ような無窓然と︑不思講なほどに

術は︑まだ夫熟なため︑理時蝋で

しかし︑﹁貸本を愛するか︑転質

状麿であると思いました︒が︑本
当にそうなつだら今後二〜一．．十飢

設中のものも中焦せねばならない

隙峯力先霜融のこ都命鋭戴だ﹂と

劇画はにくい﹂﹁円本の謡い命は

わが濁のそれの二・七慰と大変多

蝿崎に投下された懇るべき原爆に
ようなものであり︑非常な熟慮を

は︑運転申の原発だUてなく︑建

した︒

敢た︑認馳設で働いている戸々

くの羅を運鰍︒建設郎なので︑こ

ある︒嶺睡︑高校焦だった嫡が︑

記憶に新しい︒この購故は海外に

が必要であることはよくわかる︒

ど髄えていくことから︑海群処理

っても灘薦ではある善い︒

原発に絶対不副欠な﹁閣民の偽

雛一瓢一側隔齢一コ崩讐噂二＝開講累一四一＝篇謙二瓢雛一＝＝一篇町

は︑喫に半間二千家以上のドラム

＝需瓢一二雛＝雛縛二一＝一瓢＝二＝瓢一瓢＝二二︻

り︑エネルギーの確保こそが大切

るQ

は︑源イカが多方蘭に利鰐されて

瓢講諜瓢備州＝＝m一帽闘一一藁囲鵠＝胃三一＝篇隅一︻一一二二瓢︻瓢認＝

いえないようですQ

笹母の監事について執拗に質問す

侶遡じていることを畑っだとき

の卑和的調和にあらためて門原子

調和していることである︒私はこ

れ︑醐内はもとより国外でも大き
な反響を臨んだ︒厳た︑蝋なる発

隠の調和﹂だという︒一騨ある︒

かり饗した︒

る仏に︑何気なく話した爵菓だつ

I﹂などと報ぜられ陀と伝えら の観点から類濡すれば︑今回の駆

おいて﹁ツルガは凱ッポンの？M さたしていると慰うのである︒こ

騰にして﹁闇魔

大王篇に変身したように諾えて︑

は︑﹁禅醸﹂が

えている︒

大変なショックを轟けだことを雑

電酬の一部の故障でなく︑その学

力の乖釈利用⁝ということを出炭

にする不思議な響きを持つものだ

撮薦の死後︑門放罫線を使って
私はこのように輝愛なる肉親を

った︒

いれば：：﹂という握悔に似た一

張る昭頚訊十九鉱十二月︑隙子力

歯偏一門鵠＝隔幽一＝一一一一一嵩齢一一號漏譜一P瓢一潔憎一嗣ぼ剛二︻謂﹁ 篇一二篇瓢諦観際＝一＝菰一＝一言餉一︻一＝＝慧＝気門冨一一闘＝器瓢＝瓢駆コ髄＝瓢＝＝縛霊一議Z一口＝＝闇二日︻二柵一戸輯一瓢咀二＝一門隣＝一一開﹇一一刷篇二＝一一＝＝一﹁＝＝＝一一一一﹁＝＝＝齢一一一一頴＝＝需霧＝＝畔開二一

祖疇は︑﹁水の神様扁﹁窯の神

療発は安 余 か 危 険 か ﹂ と い

さるであろう︒

しかし︑私が残念に懸うのは︑

るべきものは原子力以外にはな

とが夢測できる理在︑やはり︑頼

翻る四月﹁に起こった康磁教賀の

明るい書誌が傍われており︑最近

火扁あるいは﹁平和利困﹂などの

の問題である︒

第三に︑放射線の﹁諮響線騒﹂

科学はどう処属するのか︒

これら幾つかの私の疑間は︑醸

う疑問を私は持っていだ︒もちろ

承めたらよいのか︒水力には商界

脚力科学者の方がいずれ答えて下

発鰍所建設が認削され︑紬周はムノ

私は多くの購物と掻しながら︑

があり︑太腿熱や潮汐︑地熱発織

るべき物価﹁死の物体漏を現代の

麟みるが如く︑一植民が完成間近
ん︑原子力が︑我々の生掘にさ濠

あることに気がついた︒出版郊月

にも多くを期待で遂ず︑石癌の輸

カンを必襲とするというQこの恐

も糧末にするなと霞う︒楓偲の心

械漏を信じ一滴の水や一粒の士を

となり︑一一層獅建設も霜醒した︒

ざ謹な形で利益を持たらすことも

の争い本ぼど︑﹁あすを聞く﹂

原子力展示館を訪れた︒確かに︑

では︑そのエネルギー源を何に

巾にあるのは営然への畏敬の念で
策シナ海の簿い海に接する羨い縁
知っていた︒

である︒

あり︑田稀であり︑態謝の思いで
の松林を切り開き︑そこに日大な

説明を聞く隈り︑安全であろうと

知っている︒いや︑むしろ水と土

いかない︒蕪故を超こしてはなら

めている︒さて︑そこで問題とな

ではないだろうか︒

の教訓とすることこそが必要なの

しかし趨こった以上︑それを灘

るのは︑何を根拠にこの許各誌を

科学の進歩が水当に入門に率福
を持たらすものであるかどうかと

ロバキア求での十二か国があり︑

トまでは︑爾ドイツからチエコス
いうことについて︑私は憂︐︑深い

ともあれ︑いかに科学灘壕あさ

運転中の原発を持つ国は二十こか

っても﹁ごく少騒の人工放初筆は 疑念を抱いている︒

った︒

実は︑何らの科学的根拠もなか

決めだかということである︒

一般控罠の最大許容躍を俸聞O︒

ぬ︒

祖母は︑羽村の入達がいかに製

どである︒

ある︒土と戯に態きてきた櫃母
コンクリートの魂が出現したので

いること︑若子暴発霧の拝絹みな

は︑水︑土が石穀を凋み︑それに
ある︒

私は︑この饗︑九州霞力の川内

よって︑慮分が生きていることを

では︑その原子力は集たして蜜
蝋か︒

蜜全性に関する私の率醗な疑問
は次の逓りである︒

安全性を考
えてみると
に︑放射離漏れの心配

家採齢している︒それによれば︑

思っだ︒しかし︑原子力に対する

欝エネルギー源篇であったり︑
﹁エネルギー危機﹂を乗り越える

ための﹁原子力﹂が強調されてい
まず第

原石力発宮所が建設されている

安金である﹂という科学附根拠は

麟のようです︒この数憤から︑田

て︑人購の多い塀所につくらない

本は原子力による発御騒の多い田

一九七九金雪年肢で︑わが囮の

ところが︑近い富来︑廃炉が立ち

まだ何処にも見あたらない︒

並び︑訪れるのはただ梅の潮鴫り

で︑人気の少ない藤に設癒するの

蕊だ︑私達入間が大農然から
だろうか︒水の閲係や︑人々の批

であることが分かり汗した◎

エネルギ⁝輸入依存率は九一・二

と松風の嘗だけ一そうならぬこ

増題すると憩われるので︑人口︑回

濠に題力の捷縮瞳は人口により

摂取している闘然放石臼と人工放

いて同じではないともいわれてい

射餓とは︑写してその雨冠に3赴 とを心から蜘う︒

％となっている︒

はないと璽張するなら︑どうし

会が勧澄している許容櫨をそのま

の炎天下で苦労したか︒それが︑

になったかを語る︒しかしその

それらの車載の内容が傘て理解で

い︑と思う︒

農薬の鋤現によって今どんなに楽

太吉以来︑祖先が大切に慈しみ
後︑腿薬がいかに人体に寓を与え

@加治木真弓
鹿晃鵬県川内純
心女畢高校二年

の本になるに従って︑門石組の代

のだ︑と態謝しているQ

によってこそ生きることができる

溜んでさた大陶然が︑＜＜危機に

るものであるかを知らなかったQ

紹介してもらった︒﹁あすを開く

先生に﹁原子力﹂に関する本を

不安は消えなかった︒

死の街にしないため

瀕している︒私の歪む︑自然の景
蕉理もない︒

原子力に対

観が癒しいと譲われる騰瓶裏県で

さえ︑由は切り裂かれ︑田は埋め

られ︑ビルが建ち︑丁場ができ︑

する不安

エネルギーー宕政通償筏鴇幣民 るような気がしてならない︒一休

現へはあまりにも自然を軽視しす

きたわけではない︒理解しように

これは何故なのだろうか︒

のための原子力i一躍力新里社扁

増え︑璽漏水確も均難議し︑鐙蒲

然遊克服する︑というような人間

ぎているのではないだろうか︒自

第二に︑液体廃爽物が化穿処理

に横だわる﹁叢穴不呼﹂の因子な

も︑科学的知識のない払にはどれ

によって公類される薗体廃蘂物

判の幽にもよるだろうが︒

の傲︵ごう︶糧な匿え方だけには

めにはどうすればよいのか︒やは

窪のような盆濤水搬を線持するた

聾塾資源に乏しい臼憲冷語が滉

るもの癒︑我〃は見逃していたの

することができない︒わかるの

は騨かになつだ︒しかし︑その底

﹁原子力戦争1一筑朧澱房四二︒

に思えるQ確かに︑名人の所得は かし︑樹母の胸串にあるように︑

住宅地と化す︒そこには︑自然に

@

対する畏縮の愈なと瓠頭ないよう

私は霞然叢書論奮ではない︒し

@

ついていけない︒ある友人はその もが難解であり︑⁝冊すらも理解
巨大な原子炉の姿なも﹁自然と秘

111鴨h
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原子炉
葎｛鵡りの
1墨当りの
入当りの
羅
名
織 瀬位 発愚客臆 電位
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7
3
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3
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躍
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ソ
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6
7
6
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4
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9
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5
3
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8
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4
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カ
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1
8
1
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2
2
2
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ス
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9
6
419
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8
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30
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10
489
12
69
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鮫は起こるべくして憩こったと書

たが︑私にとっては鑑後初めて潤

れない﹄︒私はこの嫌の露葉に︑

力というものにぬ金つた︒

誕髄脳縣罎惚鐘B訪跨⁝読響轡離職

聞

屈

払の経む鹿竃馬県川内由でも︑

源子ヵ関係基本鋤lfは、198⑪年6月（II本田勢発会19814F版より）
人口，国土は1978年のもの。
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子
ではないだろうか︒

原手力発躍容盤と入筒，国土衝積との醐係

（4）
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新

業
産

力
原
（第憲麗郵便物認期

第肩03号

、

ゆずり葉のように
鷺軍手轟菅野

俊幸

は獣の樫銭の㌔い勢か茎にしっか
りと根づくまで見守り︑その叉が

を得ないと餅網するようになりま

く蔵の入叉は︑腺ず刀に廠りざろ
ミスがまだ鑓られることと︑それ

な︑きわめて麺本郎脂設認や操れ
盗の蚤照性と蜜金性が磁飯されて

醤︒しかし︑この算古製で索子刀義

海腰細の民宿は︑多くのサ物のキ

臨歌の再調能懸れがあって以凍︑

ネルギー機関では︑⁝九九〇嚢を

ているつもりでづ︒訟た︑田野エ

のために利課するように︑あの石

火︑鑑来の諭糊一原子力﹂をΨ租

これからは︑この縁類の命の

と︑心から睡わづにるれ賀せんQ

のでづ︒

そ︑人娘の蘇せの血があると戦う

め︑蟄瀞を平和幻に活用してこ

碑の少女の幸いを皆て駆た壌た

てある︒

繍を︑寮く響膿に輸入てきだため

ことを憲れてはならない︒駈に石

より饗易に脂醸することがでさだ

騨人で︑その懸憩が大きい反画︑

け激職力の屋み出直エネルギーが

いことかいくつかある︒との一つ

石麟危機り来︑石油に替わるエネ

とであり︑今一つは︑原マカには

とり鵡しのつかない結果となるこ

ご61に乱こった に︑利用の蔭削を一渉議まれば︑

ルギー濾の開発に力を蹴がねばな

永線決の閥鵬があるということで

りなくなってきたQそこで脚光蟹 蟹全柑や臨懸物の処理など多くの

浴びて蜜場しだのが厨イ力辞様で

ある︒

火をありがたく憩い︑禅として畏

ぼくだちの撫先謡︑火宅簸て︑

みる︒

ウランは等分饗の隅︑臣入なエ

で︑進署した耕ぜの力で自然を笹

てどうであろうか︒﹁人間穏万能

激烈蝉弾として侵bれ︑広鋤と黒 が︑規代に生きる人蘭は︑はたし

エネルギーは︑前群ながら最初は れ骸って亀たのである︒ところ

ネルギーを放出ぢるが︑この原子

トさ這︑文化な発展させるのに入

だ︒軍職買置脳が進んだのは大眼

崎で︑多くの死点を済してし激つ

後のことである︒

下できる﹂と課って霧えるほとに

原子力発継の長所は︑わずかな

ｱりだかぶっていないだろう

鏡させて火竃おこすことを学んだ

太畿こすって火な脅り︑召を継

いに役Vつてきπ︒

よって用いられて以來︑生洛厄回

火は︑汰ハ︑ほく九ちの摂菟に

撫響動万一釜山

嚢灘灘

繋

その破無力もよた陣入であるだけ

蟹思想杓のため︑原子力発需を今

ャンセルが掘ついたそうで︑まさ 国違にし︑施進譲園では石濾の措

欝

茎

しかし︑一九ヒ

に︑地元鼠にとって死油の間題な

の三傍にゆやす兜通しまてもたて

罵に徹つる．﹂とこそ︑これからの

ので誘︒その九め︑簸近の世論調

いることな知り︑原子力の平租屈

曝泳の努力すへさ点ではないか・

帳では五Q％の人が﹁原究に不 ているのです︒また食物の殺藺︑

しかし︑これから釜澤が原一﹂力

に頼って生活していく以上︑原チ

破激へとさそう危険な蟹素をもつ

カの利ぬを被いに役立て︑生活を

慰い画す︒

火を畏れ敬う心を

万ねと︑ま九まだ原子力に潔して
岡民的な知強の両上や︑原発逓賦

払園原貌に誰誰をあげて蚤成で
致﹂を感じているのでづ︒

を撃殺に報遣づるマスコミの扱い

払脅の改薄なと欝まれることが多
瞬﹂と爵われたのを聞き︑ぼくは

ガン治敷︑あるいは本篇紀に備λ

くあると慰いますQ

この醍︑揮隔に旅行し隙蝉記合
く考えるのでづ︒

環境と調和
した原子力

っている川内市に住んでいまつ︒

秀法

した︒

正しく︑冷

静な目を
ばく窟のようにこれからの麗代に
館などを轟然し︑碧海の悲惨さと

ての海瓜の淡水出なと・原ぞ力隠

猛藩論か︑エネルギーの特来を
恐しさを知りました︒

涙が出てしまい談した︒

みえ︑πしい判蟹娠揚つことたと

り︑原子力を冷静な目で二つめら

こっした聞題を解決するには︑

ろいろな園欝なことが現実の社会

貯年の難ず刀働設擬≠藤行で同

懲います︒

ていることを豊頭において︑発璽

﹁源〜カと人東﹂︒ことはの欝き

に起こってい藤響︒での一つは︑

エネルギー問鴨も同じことがいえ 殿子力に泳来滝託づまでにけ︑い

面に静かに藩ちて行亡まつ︒今の

原ぞ力開発婚進に国民帳台漂が得

教鋤である僕の佃父は︑現径︑

な墾全点理をすることが入切だと

麗こそ︑原子刀を旨て︑ぼく達の

威力も発親し濠す︒

署油のも命は︑のζ二十年と一

れる肱憾の先生の㍍入さをあらπ

原発を作っており︑戯判ざたにな

しかし︑ぼくは︑原発の風絶は

われていますが︑たとえぼくたち
行したカルのゆで杖をついておら
めて認識し零した︒このような憩

果して何を愈駄するのかと鮒近よ

断葬のクリスマスの夜︑無恥地

られにぐいことです︒先磁の窪川
れる先勝がおりました︒どうした

．糞難

小苧較㎎卑の髭︑守供金で海水

吊して︑一顧簡い湿腹の火を滞る

川内原発の隣りに︑環境監視セ
ンターが完成したことはとてもよ

浴の帰りに気浜原子力発三所を三

った水力元庵によって︑第二の火

その漁恥︑福ガザには事でに気

る︒

た山間部で発施さ肖るだめ︑での

織の轟轟には︑都面から焼く干れ

る時沿やつてくる︒識だ︑水力発

五耀一万一イ斗ロワノトて︑フラ

隙苧力発竹返︑一一十ご暴︑千五二

祝副からみると︑薄粥の秘本の

て︑これからますま噂厚チ力発総

子力発電所の聖故は︑このこと亡

か︒アメリカのスリーマイル謡原

誤り︑係蜜機理をみこたったこと

よく物語っていると思う︒操作を

ぼくは︑原子力に挽わる人々

二の火威照汽敬う心を二

か︑太出の指先のように︑原チカ

ってほしいと触つ︒

とい︸暴

一つになつんとさ︑ぼくた73人鎖

昌学と人闘の心が︑しっかりと

に倣膏誉0酬舎は潔きくなってい の雪繍と癬雅が鉄器罵れるのだと

戦睡二十ハ年︑臼本は蘭腰な奴

の購故もその例外ではない︒

ているからだ︒孜賀の田菰緊縮で

容ヒンターと手を取り憎い︑クリ

ガ︑収蟹︑笥浜に六型の原子炉が

などである︒

ネルギーよりも濟済的であること

が︑大襲赦につながっだといわれ

っだことや︑建物の内部に入るこ

しかし︑石尻や石艦は響藏鰍に

であることであり︑他の︑どのエ

とは油されなかったか︑それだけ

限りがあり︑参集︑必ず︑なくな

蝉料で婬み出すエネルギーが﹄大

に痘険な建物なのだろうと︑子乱

でるる︒

野葉の放射能愈有識の横査も行わ

﹁そうだねえ︒これから久︑雪国 原発で汚染されていないか︑魚や

心に思ったことなどを紬えてい

といわれる徳気を利用して註裁の
のこと斑考えると︑諸藩に最も必

れるのでづ︒

で︑ここにあって欲しくない魚も

ほしいと憩うのです︒そして︑こ

ーンな環境作りに猜一杯努力して

ぼくは︑激子力発賑肋かこの理

要たから無記たといえぱ籔臥︑し

づる﹂

のり︑今はさりに密謂ふえ︑その

かし︑いろんな蟹故を憩うと不安

心を一つに

科学と人間の

りを饗しみ写すが︑圏と鎌の先

いことたと慰います︒そこでは育

ことに成功しだ◎さらに︑血炭や

撮蜘は︑次いで︑石炭や石漉を発
こんな近

塁したことがある︒

のたろうと憩っていたら農己紹介

し8うか︒

に︑原発が建設中で︑

広入な敷勉に︑轟暑い大きな円

聴会開儀及対運動なと︑糾都邑に

は︑とても験のあるもので瞬が︑

盤は︽轡に箆餌われ︑火部分の腿

の壷掘まで石潤が優えたとして
町長リコール間題︑各地の原発公

るのてはないでし﹂うか︒

で込霞雛に奴隙裂おこしたため㌫
も︑次の世代の人々へのエネルギ

し癒したQ多くの賢答では︑ηー ーを確保してやらなけれはならな

いそのため︑足か不自説です︒猿
あのゆずり致のように一⁝︒

に︑杢気ゆの放射能の測定や車の

篤形や観方形の建物がたくさんあ

伯父とぼくけ︑晒々︑河口で趣釘

えていることです︒また孜賀発臨

輝は︑漁当ににくむへ港もので

くにあって大丈大なのだろうか

か︑璽蟄な放尉能測定塞があり︑

排気ガスなとの測定が行われるほ

石油を翔いだ火力発織や︑罪な便
と不惑でたまらなくなるのでづ︒

兼来を開いてくれるのではないで

それで今からこのことをしっか

所の放心膳漏れに党られるよう

した

と翁町が返ってきました︒本馬に

上︑一一羅か建ふ中で︑数と死鷹猛

ンスに次いで一一粒でみる︒モし
んな施設がもっと一穂てきて︑源

廻設や吏直上の鞍掛も多い︒

発の偏頼度を憾めていってぼしい

くという︒まさに嫁づ力時秩の弼

碧うからであるQ

なるのには︑臼繰入の儀れ把開脚

術鷲︑るコ凱国に成長した︒こう

粟である︒

これから将来のことを考える

それは正鳳な気善たと膨いよす︒

がらみて臼本

と勤勉さかあっだとはいっても︑

﹇円も酸く︑世界申の田々が仲罠 いる◎だから︑この佃列邸に塗ま

必蠣なだけのエネルギー源薮列国

の厭画餅となって
と心から轡います︒そして涙冗︑

無関心ではおれねい︒

れたぼくたちは︑源子力について

と︑石油に袈わるものといλげ︑

などない想の中になってほしい

くして︑イスラエルの原子蛸爆懸

しかし︑ここて鋒えねはなりね
り︑ムを読んだりして十分わかっ

臼木原墨力文化鑛興財団主催の慢例のハ＊ル

座談会簗二部てはママさんコーラス発全会か

行われ︑ヤマハホールにつめかけた謄衆を魅

鱒

灘

有力であり︑社葬科で単潔した

ﾌ人々は︑嵐分7■の良器によっ 第㎝二の火と．自われる隙子力が澱も

ができず︑鱈に疎発の建設地の地

原爆というもの竃︑この世から氷

るように思えたのです︒そして︑

伯父に穏鼠としての愁晃を聞くと

の時に︑門私は︑広島で原爆にあ

そして︑このような中で潔き残

殿となり︑階い夜を何日間か適こ

鰹つくと︑徳分の大役瓶果たし地

ηき

乏しいと思われる知識で原発を考

壱貿うなと︑つらい飽濫を込りま
り焙えていかなけれはならない時

いと慰い塞す︒

した︒そして騒気のありがたさを

期に簸ていると慰い象づ︒でれ

ソクをともすやら︑石礁ストーブ

しみしみと致べ込詰れ敦した︒

平和公園の石碑から

近年︑広島や艮晴を中心にして

的禽轡のもとにむてていくことた

蝿煮︑臼ムの発臨賢のヒO％二 は︑石漉後のエネルギー痴を国鼠

ぼくはこれ談で︑集海肩竃老心

核腕緬か担騨批論となっている土

士が︑石蒲による火力発臨で︑そ

に原￥刀施設を何穫か翼与させて

陽の光を壁け︑黒光りする石碑か

中︑もちろん︑原子力発臨飯反財

富生

惣っているのを知った爵︑この右

いたださました︒そして專附のカ

の心に︑また損界中の人々の心

ら︑少女が孤を翫しながら︑ぼく

鑛鴫三国藷小池

藩がなくなったらとうなるたろう

水にはあ六らのよつねものが

と思いよづ︒

か︑堵黙︑助冬のような不便な毎
々かり︑除子焼の構造や発撫のし

一面に浮いていました

の石演の九九・ヒ％までが輸入に

口を適ごさなけれはなり談濾ん︒

代力鉱なと実物を副に噌明してい

くみ︑放射綴の対策︑廃葉物の三

の担論も蕩まっていまづ︒反核問

蕾みました
ぼくはし購の串覗公園の石碑に

ました︒さんさんと照りつける大

この不安は︑石繍がまもなく鮎濁

題と原発仙髄は働けては懸ること

のとが語いてた窟りませんで

ナろという灘爽かりしえると︑こ

を⑳らん限りの鶏で跳えかけてい

に︑略儀の勲惨さ︑再誕の恐しさ

のままては現筑にお︵ってくるの
とうとうあぶらの了いた爪を

どつしても瓜か遷しくて

そして⁝娠に斎われているよフ

たたこ嵐した︒

てづ︒そのため︑石離従のエネル

ころかもしれねい︑多鍛の放射線

妙義澱鐸が今のうちからなさ腕な な厨発は︑錐面のような爆究がお
ければならないと奪いまつ︒
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二つのパネル討論を中心に

ぐ幽翠

オ︑新闘︑推誌などでも広報が企画された︒その中で︑今隼とくに麟についだのが

女性

緊

を対象にしたもの︒大阪では十九口

に︑﹁アトムレディスプラザ﹂と題して︑勤労聞酒を対象に映醐食が開かれだ︒積占屋では二目㎎田に︑﹁女牲のためのエネル
ギー教簸﹂としてパネル譜論﹁私にとってエネルギー問題とは﹂がおこなわれた︒出た︑離恨でも二十六鐵︑門島挫からみたエ

母さん方のための講演去・児学会が︑全国で二十ちかくも企爾された︒こんなにたくさんの女性のための催物が企画されたこと

ネルギー間題﹂をテーマにパネル謹論がおこなわれだ︒そのほかにも︑とくに女山懸対幅として︑婦入団外の窯跡やP田Aのお

園難だとすれば︑珊のエネルギー

つた﹂と語つだQそして︑﹁私だ を考えなくてはならない﹂と指

を闘いて︑電気のありがださを烈

︵中村方蘂記習︶

はかってなかったのではないだろうか︒なぜ︑いま︑な性に撫点があてられたのだろう︒一読件記者として︑環獄と稲露膠で開

れば︑よ来は明るい﹂と強調し

と込べ︑門入間の英知をもってす

かれた二つのパネル難論の取替を隔心に︑その一辺をさぐってみた︒

気づかない生

と思う﹂と述べた︒

安は今こそ
科学に目を﹂
東泉では二十六臼に︑藤本原子
力文侮振興財団の薫製で︑﹁女性
からみたエネルギー際題﹂をテー

マに︑パネル説論がおこなわれ
た︒

パネラーには評論家犬養響子

膨敵してく為る応があっだ﹂と紹

キングは二百五十円︑片方七円で

万円のそのころ︑ナイロンストッ

ていることが無益だということを

やエネルギー問題から囚をそむけ

に璽きるわたしたち女性に︑科学

この燃犀のことばは︑現男盛食

々と雪道された︒この数は︑一年

は平均糊糊士葎︒そのあとも次

紙に掲絨された原論力関係の記蛮

五十四礪四罵ひと月の間に︑全国

蝋
璽故の起った次の月︑すなわち

前の五十三無四月の十八件と比較

介したQ

極酌に園を圓けていくことの璽蟹

たかどうかは剛にしても︑あれだ

て︑懸切な盗鋤がつらぬかれてい

毒害する側に︑滴報提無稽とし

すると︑ケタ趣いに多かった︒

團を向ける女性が少なく︑エネル

製返せぱ︑い京は巌だ︑斜挙に

さを説いている⑪

指摘し︑よりよい艦影のために積

犬獲さんは︑﹁一般的に︑女注は
自然科単に弱いといわれている︒

しかし︑今の麗らしの中では︑慮

ギー朽網じる雲離も少ないという

然科学を知らないと撮をする◎だ

けよう﹂と藤びかけた︒家た︑原

わせていたにもかかわらず︑τM

け毎臼班13︑新聞やテレビをにぎ

から︑女は今こそ科単に闘心を両

エネ

ことを撫摘しているのだろう︒

や

子力については︑門原チカは仏に
科単

と

I事故という冨さえ耳に残ってい

そして窟た︑大晶さんや雨勝さ

順子力

んが述べた︑﹁いまエネルギー政

うことだ︒

ここに︑一昨年三月の累国スリ

策を決めるのは一般国民であり︑

ではないだろうか︒

のかわりに

いう︑．目漿に置きかXてもいえるの ない入が︑五人に〜人はいるとい

ルギー

このことは︑

るようなもの︒錘本的に大切な上

とってブラックボックスの申にあ

塗を致える努力をして︑ブラック
ボックスからとり出すことが大切

求た︑陶坂さんは︑﹁食堂で食

箏奴について︑興賦深い調壷粘果

ーマイルアイランド猿子力発鷹所

なのでは篇と撫構したQ

卦をしたり︑デパートで買いもの

知らない人に

やさしい情報
3

し
今薙三月におこなわれた漏知県

罠の意志でなされているというこ

いる︒原子力発願所の建設は︑隣

懸子力発電所の選択にかかわって

身近かなものを題材に︑そこから

の課論家花ちの話が︑幾分たちに

そしてもう一つの理出は︑女性

窪川晦の弓長リコール投票は︑原

しれない︒図罠のひとりひとりが

子力発庵駈⑫地再能性の調査受け

とができるだろう︒

原子力の選択をせ求られているい

しかし︑鴎民のひとりひとりが

いわれている玉子にについて︑ふ

いとか︑年功序列投食で給与をあ

にしか入手をかけていないから安

たとえば︑門額脩安箆の王様と
民が臼らの意志を衷渇し︑町政

ートメ化されていて︑箱づめだけ

化から鰐自︑ふんのそうじ濠でオ

からではないだろうか︒

エネルギー闘題へと入っていった
入れをめぐって︑それに反対する

に濠でかかわった例として編懸に

て︑ほとんど何も知らない人がい

まも︑国民の串には康子力につい

る︒それでも︑原子力を選択する

家た︑巾麗電力が山口県罫北町

新しい︒

に燈心を計画している副子力発電

い︒時代の漉れはいま︑そんなと

が誘かを淡如しなければならな

りやすいことばやかたちで︑さり

要と愚われる蒲報はすべて︑わか

という話などは︑欝欝から驚きの

分の懸樋を破壊しなくてすんだ﹂

一機をだてることで︑鷹瀬沼三つ

う構爆かあったが︑原子力発難所

W級の水力発露所をつくろうとい

も︑﹁尾瀬沼をつぶして憲十万K

﹁男の先躯力﹄が述べたことで

要になるとか︒

のためにはもっとエネルギーが必

も経済成長することが必要で︑そ

げていくためには︑舘敬％ずつで

の出現によって︑一意形成のリー

いだろうか︒

ころにさしかかっているのではな

所は︑昭憩五十三黛に反対派町長

ドタイムが長びいている︒

こうみてくると︑もはや︑原子

に︑康子力に関する悩職を握供す

りが淡めようとしているこの時期

も始藤らない︒国澱のひとりひと

射の研究審は︑反鮒派の・．覇に対

ることが必要になってくる︒

他方︑原研薪晒研究湧の食晶照

欲しい﹂とも諮っていた︒

して︑﹁正しい知識をもっていな

普通︑一般の連々が︑原子力を

これらの声をその決まにしてお

憲慨するか蒼かを判断する隠に必

いてはいけない︒こういう声に︑

る一と苫っていだ︒

い︒正慮にいって︑ガッカー3す

先の総理府の調査によると︑機

ろう︒

げなく提供していくことが大翅だ

いて︑やさしい異露携をあげるこ

生活に分溜したことやものにつ

小迅い帳のようにつけて計翻して

をどれくらい縫っているのか︑お

あるいは︑細鱗分がエネルギー
これらの声と声を結びつけ︑風

かにいる︒

ていかなくてはならないだろう︒

原子力を推避していく憲は︑答え

ため息がもれていた︒

だいと悪っている入が四六％もい

と肌をふれあわせてコミュニケー

とは効果的だと思う︒

今圏︑名瀬屋や東京で開かれた

への一歩になるに違いないだろ

ションさせることが︑原子力理解

﹀

積繧劇に参棚してくる入がいる︒

ような認演会に︑自ら黙し込み︑

前の生滋を頑強に守のつづけてい

おくとおもしろい﹂とか︑一欝薙

この二つのパネル討論を窺いて

がつとめた︒

印の頂。

たことはよくわかったが︑えらい

について盾すとか︑興味をそそら

サ簾圏のア1ミッシュという社会
世の申が︑これだけエネルギー

は︑﹁評論家の女の方たちのいっ

パネル討論の会場で︑ある女控

私が強く印象にのこったのは︑桐

アンケ⁝トやインタビューなど
で﹁数多くの何も知らない山々に

れるような興体例に︑多くの女性

たちは身をのりだし︑うなずいて

先生方の話はわからなかった漏と

感想を述べていた︒

間顯を論じ︑原子力に囲を向けて

がいわゆる破題入で︑マスコミに

している今︑女性の視点にたっ

入口の半分を占める女性に瀧目

いる︒

原子力を選ぶか盃かは︑聖上ひ

もよく雛場し︑顔を知っているこ

た︑わかりやすい説明や彌報を捉

その一つの理慮は︑評論家たち

とりひとりが決めることに違いは

の見当がついていて︑その入物に

と︑どんなことを誘うかおおよそ

べきだ︒

子力をブラックボックスからとり

で判断されて︑あとで弼か愚って

ない︒しかし︑何も郷らない濠ま

パネル討論でも︑露盤さんは﹁原

がある︒

門私も考えてみだい﹂とかいう声 いるい塞︑このチャンスを坐かす

ない扁のではというランツヶ工E 政治や経済あるいは文明論濠でも

巾のしくみ蓉知るという隠味から

も︑正しく教えてほしい﹂とか
ネルギーだけではエネルギー閥憩

A嘱錺局幾のa葉を紹介し︑省エ 論じることになる︒だから︑世の

も︑象威の申で︑もっとエネルギ

いる債痴が笹O％減った場含︑二 う慧見︒そして︑興亜さんの﹁女

し︑﹁使うことばをやさしくして

撮すことが大切レと愚っていだ

ーが論じられていいと唱う﹂とい

う﹂という呼びかけだ︒

はい京こそ科学に聖心を鶴けよ

供していくことが大切だろう︒

る﹂として︑﹁O﹂の初任給が醐

選三＋九年曇りの生譲水準にもど

また門たとえば現在供給されて

の解決にならないと述べた︒

う︒

生内さんは︑﹁生濡を維持し︑向

る︒

会があれば猿子力発慰所を物学し

も︑矧りだいと想っている人も確

しかし︑何も知らない入の申に

ノ

いうことばも印象に残る︒

対して︑すでに親しみを高じてい

総理府ではτ踊1発題所敷地外の人ロー人あたりの竣
隅放射線吸収鑑を三田0ミワレムとみており、正解は☆

力発臨所の糧命は︑就地地点の入

﹁弼を還択するか

祉鼓である﹂
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ることがあけられるだろうQ

今郊一月︑総理驚が発酸した調

がある︒

れば︑間籏約にエネルギーを鷺山

をしたり︑新幹躍に乗ったりす

ギーの節約ばかりでなく︑ものを

た︒

大切にすることでもある﹂と述べ

村照さんは︑﹁罐気はクリーンで

使いやすいエネルギーなので︑こ
んご︑全エネルギーの三分の︷藤
で増やしていこうとしている︒そ

ルギーをうることができ︑燃料の

れには︑少ない燃緋で大きなエネ

楢殖が司能で︑しかも酸素を便り
ない原子力が荷効だ﹂と述べた︒

その他……ゆ………・・……・……・……・・1％
わからない…・……・……・・……・…………35％

上させるだめのエネルギーについ

エネ研玄長︑栂田茄原研顧間が︑

氏︑物論家生内玲子灰︑間坂賎男

胃のレソトグン検査1回分くらいの量…3％

々の薄額にあるといっていいかも

瓢間に短して︑門知らない﹂と楼

たことを知ってい心すか﹂という

費されていることを揃揃︑﹁省エ

えた入が一画二％もいるのだ︒

柴田さんは﹁エネルギー問題は

ψ

胸のX線写真1回分くらいの鼠・…・・……3％

島さんの﹁エネルギーを繍じると

エネルギー選
択権は国民に
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L民が懐けたと思われる最も多い放射線（能）の鼠〉
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て︑もっと闘を曳けなければなら

絹会は今井彬フジテレビ解説凌凝

：米国スリーマイルアイランド嚢故について
（総理附調査〉

査によると︑門TM王贋故があっ らが喫驚しなければならない﹂と

炉の闇物が解決されていない今︑

ネルギー・俗籔蘇は︑直接エネル

エネルギーの激闘％は民廉屑に消

していることになる鳳として︑高義

エネルギーとして使っているだけ
エネルギー問題は八方ふさがりだ

階には還く︑原子力は廃離物や廃

にあったとき︑電気で作動するサ
で︑エネルギーはつくっているわ

摘︑門太陽や捗融合は実用化の没

ーモスタットだっただめに︑ガス

の︑いいかえれば恐砿のウンチを

犠古歴で開かれた﹁女性のだめ

のセントラル・ヒーティングが便

ちは︑痔の人が残してくれたも

のエネルギー致窯﹂は︑朝配噺聞

鹿島さんは︑﹁吹雪の炭︑得砲

た︒

名古膠水枇の雫催︑瞭部原子力懇

えずに間つたQその時はじめて亀

なことになると思った﹂と踊り︑

文明の問懸Q地球の資源である石

原子力を知らせるために

談禽の後隈によるもの︒﹁私にと

活の中のモネ

μ沿革恥脇ゆ魁幣か肋榊

生活に密着した情報を

ってエネルギー問騰とは﹂と題し 山はありがたいもの︒ないと大変
て︑大

たわれわれは︑もとにはもどれ

また︑﹁文明を受け入れてし籏つ

患一東大犠誉教擬︑辞論

田鉄治朝臼噺闘祉科学部長の四名

べた︒

のリスクはしかだがない漏と述

ない︒文明は諸刃の刎︒ある程度

家桐羅洋子氏︑檸津カンナ氏︑柴

によるパネル討論がおこなわれ

大鵬さんは﹁われわれは二十隼

だ︒

ヨークでのこと︒﹁解毒朗として

が︑こちらは︑翼臓の夜のニュー

ているQ文明水確を下げることが

濡は衡限ということははっきりし

けではない﹂とチクリ︒

飲んでいた牛乳が筋ってし凹い麻

神津さんも煽電の体験を語った

エネルギーをどう懸命に使い︑ど

だ︒石縮危機に陶っているいま︑

・漿患酵が︑大変蕩しんだという話

間︑難冨で低矯な石油を使ってき

う慌み繊していくか︑生矯のあら
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鋤原子炉関係各種機器、装置
麟核燃料施設の諸装置
鯵核燃料取扱、交換、輸送装置
憩放射性廃棄物処理及固化装置

いています。

ヒ
馨譲麟
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つ

（下記装置の国画、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、
飼懲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
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漁︑東

勢〜力が印講していた福嚇笈一十劣発廷所﹇〜四弩機︵BWR各哲＋乃致W︑四黙とも建設中︶用
の轡群を新型辮昌に笈聾することなとを﹁昏晦に遵盆している漏と認め︑同盛付けで隙子力安念委麟

QO％に二野し︑辻三貼のyhな温度麦化を続和する③三︑

押用し︑原子炉の灘転期渕を潮岬誕画のんか月から十二が月に延長つる②三︑照号機のタービン・ハイ

会に語悶した︒集烈電力では︑今繊の﹁原子炉設離夏更﹂で①一〜四幻機の難糾に新型8×8贈刺を

ハス餐黙を丈絡門気惚猛の二万％かり
四弓機の擁体脇靴物をセメント脚化からプラスチノク固化に裂更し︑ドラム籔義々瞬を従來の駒五

二本にする③鮮料搾の

入ヘリウ

いして公益事気払の邸傭などに

初の康海膓了力発庵所魂入にさ

種類

での凡謝田地促懸樋の剛携と

また︑来図鴨漁臨画には︑く

あたった︒

しくも﹁ニュー澱！ク人停愚﹂

﹁馬気の磁塑難と撫気を久つ

に旧庵

﹁蜘趣味

代琶エネル峡一霞緯濫旗へ岡

銭城県出置044醸Q

け︑照準はピタリ︒

︵ゆ︶

が趣昧﹂o象鷹はと去陰張人と

一男一女︒

k時購の御f￡用に麹Lζます⑰

なる急源特薦も︑昭和四十九年

に施行いりい六驚閣がすき︑い

るQ

ま薪しい紺癒がもとめられてい

原子刀との樹めての出食いは

公益麟﹀冊業務課游代︒わか縁

月に疑射掲

最筏に﹁レ月二十六口崔反加イ

の人爵についての露頭があった︒

開が予定される敦蝦懸子力甕鶴跳

て︑古白狐氏から十一

ノユ氏から融独の反核連動につい

法た蒋脳懸銭として爾狛のヒル

縄にV地づろか禽かは臼犠の武 いきたい一と述へた︒

ぜ㎏とする敗迎撃簿に袈更はな
い︑としている︒

ウラン濃縮プ
ラン峯も反対

﹇反厚子力の日一簗会

JlS−Z48栂（放射牲汚染防護用コム手袋）規定試検合格贔

遜塵衡資源エネルギー亨公

みつ3

転鵬業藁葺発繰畏になった
わゴなへ

度辺光夫
をスノシリとう

﹁犀繋抜興への地死の強い要

た近代都下が︑いかにもろいも

けとめている︒

のかを身をもって悔離しまし

肇をふまえて︑反重富の灯黛に

して︑総重扇に磯城の発展をは

双hにのしか あらたに丁鼠蹴地を加えるなど
鷲かるのは昭穂六

門閨κ畜の駄兇をきいて︑少

静に◎

そして︑いま癒揚管地の厳則

た﹂という︒

﹁加允と地冗の戯右呉永﹂の

かってい曙たい﹂

＋ゐ肉農原発五

寝房巌鷲課なとをへて︑五十二

しはじめたとして︑雷雲︑鹸磨の

るよう努力していき九い扁

部卒後︑趨犠入省Q悶十二公 しでも触搾立地を円冠にすすめ

昭創鷺十八婦三月︑乗下汐ポ

勝発とい 笑現へ︑ゆはふくらむ︒

丁欝〜晒千三薫

万K

農期郎にエ

う人命毒︒

いくうえて鳳子力のはた写召電

ネルギ1浮嚢の駅昏蒙はかって 益豊栄感染務謬︒四十瞬年大隠

年二﹂τヨーク田本国総領凝館
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核物質センター

核物hL理センターは︑﹁保工

ご十矯の落日︑中少永田町の同

括際セミナー﹂を︑十一月一九︑

センターでM冠することとなり︑

げんざい生癒者を堀集巾︒

1原子力発躍所を姑めと3る、揮〕力関倖三業1ユ用のために聞発された薄ゴム丁袋てづ。
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ぎっています﹂

㌔抑立地促漁は︑そのカギ屯に
ひ臼杓ゼ成をはかりたい﹂

の闇匙を一つ一つ斑服して︑ぜ

ζのイスに誘わる承み

新芽錠に就任して︻か月あま
り︒いま︑

ご︑レーガン来大娩領が触柵研み
与機の廃瀟瀟も処鋳てきろ眺力 捗鍬料の薄処理獄∬の爾志などゐ

で︑ヨ︑四琴樵九けでなく︑一︑

玉二多亙

戦闘鷲禁コ田本国民会2は二十 カの農とし︑全国的潔いを進めて

罵用は︑いまや一つの残とねり︑

獅Q1日から保
障措置セミナー

ハ階か 欽を終えた0

その内谷は①勤二魯処理コ場の

冤睡をたたしたもの︒

を総評△為鯉で改

バロ︑門核サイクルに反対づる10 いきたい﹂との決惣を菰明し︑鑑
◎鮒集a

宣勉場跳愈瓦に関する薦査の選捗

機況②笠地の悪地盤の中で臼殊M

﹁廃二物の技術朗処公泓は企く

ら掃いた︒

右難しない︒それらを太Ψ消．削円

哲は何か㊥膿地嵐走の謂賀かり決

地条響とは何か③岡じく掩玄阿条

放尉蛤庚勝物小委員か︵墾員k 疋にいたる臥での越程に地几恨氏

に厳しつけるのは︑はさに転瑚﹂

顎扁とづろ政層猛献に駆落けない

麗しい暴広を呼び灘ζごうとして

義の再来︒移の丼租頭角用と梱事

はどのように済うで縛るか⑤強制
田占益f州入攻畏︶は縛臥畢

か一⁝のぬ獄かりなっている︒

つに㌔き︑八木勧耗黛義塾づ技費

いる﹇とするユ権霧代人のあい霞

術毒台︵工CSU︶のロレヘル脱県内よ昌へのゾ地については門口

これに対し粋弁敷旨では︑第一

NE：W PRσ『E：X Gし◎VE：＄

％に裁更︒これにより︑之臨線系
統に襲故が発算して︑究織轟轟絢
晶断︵タービン趣気層微弁磐淫尉
鎖︶した堪台でも︑原子炉冷邦兼
の蟹㌔な過譲丑化を緩秘し︑原子
炉が停止づることを防且する︒そ
のこ︑しはらくの間︑所内単独継
紙を行い︑瓢下川鞠の喰故が復旧
した時︑いちはやく興読に復帰す

さらに一力て︑隣体臨凍物処理

ることができる︒

系に︸二︑四惣菜用として︑セメン

力式を押要し︑ドラム綴織盈駁を

ト固化にかわるプラスチノク飼化

級の原子力発

従来の五分の一に識少させる斗幽

た︒綴力聞十万K

ドラム缶一本当たり︑句〇二

粟㌔手力では︑︸53桟で醸屈すれ 賄ハ二本になる勘疋︒

鶴所からは︑アスファルト固化て

糞ハの砂購能を封入することかで

コスト的にも諸島の蝿纏禦魚脅

は袖瓦第一源子力発要所への禅入

は年間融ゴ献本のドラム缶が発生

三・○％にづるーーなとて︑占奪

灘﹂えているDさらに今剛の難君

するか︑プラスヲノク固化では磯

の健全暢︑炉心曹醸の回ナ︑遜鉱

には︑ほとんと証がなく︑即子炉

一欄﹂機ハ照・一％︑ご︸号機二一・

期門のL期化を隷らつているQ

賂子の裟史も必藍としないため︑

分の一に蹟らす；1ことなとをねらってもり︑これりか石瀬されれは︑づへて臼本最柑の畝みとな
り︑各力嘲から温闘されている︒

乗㎡亀力の袖話第二原ぞ即発し
ム浮︽訓迅圧から意気比につる④

聾％︑四監︾樵一一←％︒凝︑2楼

一ワ機九五・ヒ％︵激漣睡中︶︑ 陥凹ウラン凝砧脹崔二・三％から

所の九那宋時癌でのユ欝産拡率は

は束郵五月に迂桝レ疋︒ご︐﹂桟は

き︑融本線七卜力円︵ヒメント門

化ならi軒力円︶と高価となる

への対臆も︑やりや写くなるとみ

行に︑原r炉の辻脳病隔につい 没﹂笈史で︑将来の負樹聴従遜転
ては︑現ぬ︑九か月泌転︑三か月

項臼の総合政策を発ム︵十月八

二

鋤卜⁝期にエネル汽1・耐海嵐允

集工めくる客観伏滞が僧感に変化

をもっており︑集バ心力では四面

ニドモノ
一ニ

ともレ㍗えている︒

口︶するなど︑0が国の原子力政

二〜 二三 多 一 二 〜 二 一

門化醜力は一席当たり召十本

分の臨瀬物を束とめて処輝つるこ

ワ︑讐︑凶日機はゐご次砂艮叡

第一次黙劇軒溺化のBWR＾窪

〜

艶本ツ術会嵐の第八十三鐵脳会

﹁工不ルギー・︐籍門uばに︶飛し

編出溢泌養薬室がとりまとめた

懸物脅業喚員夕に対応ぢうため臨薩

また︑原﹂力目融小震ムa︵委 置されたもの︒茨た︑田内の放噴

て杉すを行う︒

・

藩鍛エネ・原子力特委が報告

四・小委︻中心に検⁝討へ

ゴ玉ニニ

くなるため︑長期陶には為刺︒

か︑ドラム缶発翫短が枢侮に少な

濠た︑乗が徳力では︑三︑四ぴ

短期浜徴が頒11となっているか︑ られている︒

気戯気が版行編則︵題ぬ欝令︶を

一月をこえない時期﹂と疋めた糊 機のターヒン︒バイパス倉黛ζ疋

こ汽を二雪を経心した騰の瞬疲

化の先とりとなっている︒

このような∫箏状況の中て︑東
卵峨力は︑一︑ご琴機については
取む貯凝かり︑ご︑四琴磯につい
ては禰血便／一目かり覇凋8＼8旧 メトに懲f一か月をめさづGこれ
暦t採聾する・1購た︒望な黙劃料 によって︑発屯所棟働憶︵四犠一
均︶は︑第一久改疑れ頁化の門尋

二一覧ノ

個六八％を﹂叡わる七〇％以まと

二一

の表史兄はωが君桟の契程を＋三

二王二

一

ゴ凝から⊥一ゾ溺に細くづる②ウ

玉

なる兄込み︒

多一一
二二

財団タ︒ロノドの木田を一本から
玉 二 一多多一 ノニ玉

にド雑で︑回内はどうであ

・ハム人の同会轟ビルで扇かれ

か二十〜〜ごト無の﹃日間︑東示

壌

陶

た︒

れ︑田夢判には磁らないこともの
ろ﹂と込へ︑国際肉叢への秋
対縞の狽数鮒を指輪した︒

このうち︑無冠力導胤科用日幾

点については︑﹁田殊屏辮りーヒ

今麟は︑保ド搭艮関係竹理春︑
政策委員瓦は︑﹁動陰唄犠団のウ
ラン凝細厨型ツラントの謎V阻瓦 二幅占︑罫携系職員苫対亀に︑雪
へ岡けて︑科罰技毒15に し︑b隠措ダの駄樹旧脚蟹℃深めること

︵委ほ鼠・鰹部属耶監灘煽人汝 スか︑田本全国を旗魚として磁疋

決めるにいたっていないと聞いて

テーマは︑ω亡い劉獣の国P酎

の実務③施．冗における保工措館④

絶組みと国内休開②遡丙伽瞬猶敵

EAN際査楽の魎決⑥団内銑蟹の

核不撫故をめぐる囚隙効同㈲IA

環状⑦傑瞬措概技術の研発開発の

冠鼓二十力感︒豆私料⁝一力円︒

現状︒

瞭込稀鍔十一月九凹︒清し込み︒

煙ﾜ九ぞ1二翫五一︶冷劃吊ま

繭い倉わ冠は同センター︵轟㍉〇

で︒

電話254−1341（大代表〉

？
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原

石炭より原子力推進
中川長官25周年記念で講演

汽︑侭田には﹁二本は殊国かりの

九八︸〜︿41︶はずネル 町和翻字にともなう低レヘル放肘

嬢︵

気宅行っており︑鐙瓦無地㎏を
抑・エネルギー研先センター﹁の

れbれは行政不服申しVてを行な
第一︑％一兄の﹁ロ仏ゾ池〃本

るへきた偏と情藩搬バ︑塗行なっ

を臼矯として聞旙さ九る︒
いる﹂としていろ︒

た︒

次に目超し三郎氏が核サイクル

肖⁝とは︑﹂地条酉︑蒋込条君︑

は︑力働力の週休︑地兀との円滑

路について㎡瀞︒そのなかで同氏

に闘する閲趨をめぐる国内外の精

は﹁断界朗な原予力退湖傾陶と誤

な関係など宅落えていることを明

また第四無については︑﹁地兀

載的な猷界的疑孜の門人りとが結

らかにしたQ

気勢策伯など︑﹁れ会的策僻﹂

った︒大象田噌を今こと畳りまげ

叉現なとについて歓重竃行う︒

遊民・新工呑ルキー小面員会

嘱凝︒中夢馬∠助加研朗1秤研遡 鮒挑︑物碍先体旬の栓㎡も宥う︒

﹁エネルA一・隙子力特別野貝 ほ︶では転子力豊腺興の門趨︑と

の拠︑となっている

︵乱の活勤については石谷ぬ紳委 くに平和軍用歓刷の欝砺円滋につ

を秋汀する睡

らル全に脱残しておりづ︑遅しい

タートしたが︑京九︑燕石技愉か

技術戸・入によって煽．﹂力開元tス

つついて︑﹁一調五周釘を迎え

繭﹂︵阪大孜擾︶か侵餐︑第十二

あげてい選たい﹂と頒隠した︒

た趣了力旧発﹂と趨して嘱伽した

のへなかりも﹁これによって隣増

規溺をうけているのか実﹄た﹂と

門ごイ五円灘を迎えた趣ぞ力田

鋤禽が二十六日︑乗払︒虎ノ門の

発﹂をテーマに瀕子力の日棚倉爵

川後の激駒

アトムス・

議i・改病研究詞発躍本降泌小灯 蟹厩舞摺処瑠処分肖擁もとりあげ

いて審執ずる彗幽Qまた︑κゴ力 授︶ては第十期に瞬ぐごれた﹁資

フォー・ピース一賎

回旧臣陶了力委嶽は

鈷分︑鯨弓力鰐濯小委縫会︑放心

約五職猛の出胤沓でギノノりつ

東賑農林斑愈会撚で開か為た︒

てはならない一と露月︑ロムか核

租用が亡敦んけりbることがωっ

まった鼠鰐では︑よず中川一郎肝

の国除馬．﹂力葭㌔〃 ごふりかえった

ルギー小憂員倉の四小委貝倉宅没

頼玩蜘流寓委獄☆︑石門・新エネ

政府民間再処理で再確認

立地点はまだ臼紙

l疋︒

学技衙h長賞かめいさつにたち あと︑一ごのこ海ぞ力財窺が実摺

にき妖たる魁楓でのごんでいくこ

拡敵防

とΨ自習用の両ゴのため

ソ︽りしてきた篇と応へ︑核紘故

速して︑具体的歓灘を行っていく

このうち︑エネルギー・貢瀞研

核似碁サイクルのU砿をめさして 蘇張允韮本暦憩小憂員会︵石谷燭

にも﹁衰勢技術の開発をはかり︑

さらに︑重氏はこの両Vのため ことになった︒

との必巌剋を指銅した︒

にらかっくにつれ織しい門瞳もハ

防止をめ≦Φ田際門題への対心︑

﹁工不ルギー自給−のひくい日本

線となっている﹂と強調︑石油危

た︒

肉窪滋藤開覚の工孜性を道細し

にとって︑エ ネ ル ギ ー 間 馳 は 4 命

鯛がま罵濾す︑回まっていることを

このうち︑襲職円融については

携を契機にエネルギー難題の孫懸

撫摘した︒

の理触と協力を十分得るよう愈ね

t指藤し︑菰た︑政庭としても跳 びつき︑無実はより㎏しい力同へ

子齢弾の組題にも触れ︑門及核と

晒屋瓜氏はつてに︑第九ゴ四型

承した︒

武却工合跳尻義員︵沖題μ選鱗︑

会の∫算委員a︵難癖ムづハ釘三 蓼の腱焦を溝ずる﹄と止へるにと

笠ひついだ反厨光遜動を捲叢して

無心は二づ三田の閣議て︑ぱ腱
擁を得て︑躍月間灘や漬祷疑心に

第二賦クラフ︶か乱嚇していた︑

さらに第力点については︑﹁沖

どまった︒

踊︑源了力閉発の国月化路轡の冒

﹁鐵承は氾律で原子力を斗釈利期 いくことが4ーロに蟹蟄だ﹂と指 斡職員L︶は︑人父罫科等口の参

に釈んしている世界で蹴一の国で

も留恵しなから複最多捻なエネル

と同様の質問を行ったが︑その

月十六口︶て今凹の質問欝の内容

さらに︑貫鉢的ゐ政汰について
は﹁魏魏タオ乖故によって白鷺は

あり︑工A﹂Aの核拡故防磁の努 険輯を強調した︒

する賛問覆に心する各弁頭旨鷹了

第ご再処卿ユ場の競︑文予箆地に肩

と勤雛つつある偏と評賦し︑申肚

殿しい状撮にある﹂と︑㎏イカの

とめていくため設議されたもの︒

ギー研先開発のぎ本門趣をとりま
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三

講袈大統領に提出

置

入為ミス研究強化を
末濁の曜水炉帯金研究は︑公衆の棄全を確保するヒでト分な役附を果たしてさたが︑ム︑や︑時代の痩論に応じた万向へ蜜上磯垢の
．甲点を蝋外する智頭がある︒寒だ︑蟹黛研苑の袋果は︑摂鱗プロセスの中に蟻蚕的に取り込かべさだ一！安全碍究の烈織︑位副付U
についての初めての包緬的な調査報傷が︑このほど︑レーガン大掩領に捉出された︒この調査戴告け︑原了ね箕全盛視凝一会の原子

幽を一九八二銀または八三無に

オを台めるべさである〇

よう︑広範囲の袋件と湊故シナリ

鋤・放瑠過握を凝広く理解で着る

補いバルブの開発⑤一次系除染戎

全メリットの検融⑭より鈷頓性の

配懲の耐震設計の剛・衆綴迄の蜜

れに蔭︑止原子力煮により︑ダラー

七九葎五月の懸民没激で頃決さ

設がのびのびになっていだ︒一九

匹

疫∫させるよう勧佑︒そして︑現

・シミュレーシ﹂ン︒プログラム

惣力の必要牲の諺明などの修疵嶽

をうけなければならなくなった︒

術の開発・実証⑥LWRシステムベン発電所とともに再度建設評呵
を特矩し︑LOF℃石質の臨止で 一︑小LOCA副鹸は︑陳水力
単や燃料性能の問題が解決できる

この覇淡は︑サンディエゴ池轟と

一︑猿子力清被を地方分権化す

開門慮に擁しだものである偏と磁

二つの州法は︑セ地の朝瀬と絡済

露力会社は︑澱喪的に碓設放痕

に灘い込まれれば︑当無典梅に補

偵金を詔焦することになろう︒

上げへ

安全性課徴金

嶋

仏︑来年一月から

⁝瓦八二隼渡守鎌饗は︑一九八二

︻パリ松本駐在魔︼フランスの

年一月一田から︑原子力発日所︑

に溝する安金性謙微金を車弓四〇

核燃桝施設などの基礎原子力髄設

％崩上げることを定めている︒同

ので︑安全窪分折目︵馳設監視強

課三碧は一九七五奪創設されたも

引上けは蓮転開始腱箪優の藻徴

化の必焦性︶として徴卜している︒

金は六〇％︑その蝕は二ぬ％︵設

讃一触串請書捉出賑︑設櫨証可目

原子力発竃所についての課徴金

貫公布時︑運転開始時の課徴金︶︒

申請提出暗−二百六十万毒︒設⁝蹴

を例示ずると次の通り︒設厳許可

詳吋政令公命時一四揖三十万ぢプ

り︒運転開始特一四百五十方罵プ

ラス出力千KWにつき三fバ蔭

ラス千KWにつき四千万胃鐸︒巡

六醤九十鍔6

転開始歴革後一年間FKWにつき

西独KWU祉

の入札に参加へ

繭独連都酸

九六〇奪代半ばに建設計画がだて

蓼撫する冤込み︒

山の園際入札には欝欝もはじめて

れも※樋GEおよびW11製︒新栢

：熱電対真空評ピラニー真空計・電離真空言路種

靴︑緊諒に必慶とされる研究分野

二輪される機盆や人材をこれらの

子力法にもとつく必要な乎続きが

ーーなどを勧儀しているσ

員食︵NRC︶の安金研究計癬のずべて護了し︑あとは漣豪敵府の

報告欝は︑また︑原子力規制委

まで︑継続ザべきである︒

は︑一〜三年に解決で・．．るように

立褒・管理鴬に層しても︑いくつ

・リツーチ︶や黒金霊改訳研究も

央事故︶研究については︑当初の

珍クラメント地戴での違轡溝決を

搾訴裁判決は︑﹁カリフ︑劾ルエ

ンヌ県︶︑ゴルフ．一ン誘︵タルン

は︑新エネルギー孜策︵圃禽が．群

るため原子力門弟冨誠☆︵︸九七

いる︒

カイザー原発の

︻パリ松本駐花賃

は・クラフトベルク嵩エオン︵K

ト濡根に代わりゲンシV1外柑︶

瞬の原子力冨高金︵譲腿シュミッ

遅れに遅れているスイスのカイ

際入札に霧別できることになった

るPWR爵芳KW級原允二κ．の団

KWUは︑台艶東研に建設され

剛として認めろことを決めた︒

静司の決定を行わないことを徽済
飽に決めだため︒

られだが︑その後︑蘭イト茄拠な

三基︑建投中の滋驚三基は︑いず

わけである︒台鶏の運輸瑠の緯発

が︑九月二十一日︑同猿尭の建設

鴬σというのは︑スイス達言論雁

話画は︑さらに遅れることになつ

士︑万五千KW︑PWR︶の建W
設U︶社の肝脳回け鳳允嚇呂を凍

ザーアウグスト原子力発熟所︵九

スイス連邦政府

建設詳耐毒ちとなっていだ︒

する︒

一︑圧力毒器の塾働賦研究計磯

研究分野にふり同けるべきだとし

現行の研究討麟のなかで︑とく

ている︒

に緊急挫と董鞍性が亮いので︑拡

そのながでも︑とりわけ虹要な

この他︑蝦告諮は︑？M1二導 かの勧告をけっているQ

勧搭は︑①蜜豪腹縄の成果を規制

大・強侮が必要な研究分脳とし

醤運︑瀧畢藷的解題管法︑プラン

て︑張鑑潜が列挙しているじ献一3 漉の加心揖傷研究︑轟故醜の水︐瀬

研究は

プロセスに蕎効に取り込む②蜜全

のは︑次のと痴り︒

ト制御システム︑ミニマム℃学安

︵コンファー

傘装醸︑炉心損傷三三軽減研籠な

ヒ認ーマン・ファクター

ーチ︶に暇記せず︑

確認研究
に

一・蒋故リスクの胸畢分を占め
る

マトリ︒リ

実施できるようにする③翼RC蚕

〃探究研究躍︵エクスプロラトリ

いないが緊慧を還する墾要な三筆

次に︑報告襟は︑現偲鴛われて

ついての論語が不十分であるの どについても勧儀している︒
で︑規制のための技揃的蟄礎が摺

研究として︑①より無頼で藻る厚

踊鼠による蜜金政策の方向付け︑

られるようこの分野の研究を強化

蕪隠余熱除号系の開発・評婿②よ

などQ

てきた大破断LOCA︵冷部樗灘
する︒
一︑妻海船の放尉能放出に関す

り信頼できる電源の開尭・評価③

とくに︑これ京で力点がおか為

炉安金研究検討グループ︵座捻Sノーマン・ラスムッセン・マぴチ3ーセッツ工科大学波授︶がまとめたもので︑①ヒューマン・エ

しく進展したが︑当初㎡繭に含め

している︒その後の蜜全研究は幽

ラー②放射能放出③小LOCA④水素管理などの自余研究の拡大強化を勧告している︒

命を終えて解散した⑪

た一週遅後の毒除三十獲︑その箆

貰晦を達成したとして︑LOFT
る研究は︑電麗な放射総記醸の移

ーウーークノ

．に圏盆に付託して澱終的決短を衷 衝憾権を定めた二つのカリフ．躍ル

求た︑フランス開府は︑十月十

くつがえすもので︑鰻続裁への上

ニア州法に盆滋の判決を下した︒

陽凝の定例閣議で︑原午力滴構に

⁝めることがてきる︒

陣して次のく幽々髪決めた︒

ア州法は︑舞鶴政畷の櫓限を捷矯

開で地元意爲ル聴取

ノーベル制のルイ︒ネール散撲︶

しない︒蛮書線の危険かり公衆の

工事再

仏︑新盤ネ政策実行へ

賜り顯みら為なかったと指摘︒

NSOC の 指 示 で こ の 日 露 を ま
られなかった問題については︑あ
とめた原子炉蜜全研究検説グルー
プは︑ラスムッセン数目の他に︑

ト1マス・コノリー︵スタンフ噂

︵プルックヘブン目立研究所︶︑

ード大学︶︑ハーバート・クーツ

エドウィン︒ゼプ誓スキー︵嬢子

力安房解析センター︶など︑令那

の轍威員をト七犠かり二卜呂に増

蛋は必頑とみられる︒

員して定期朗に会合する︵過去八

一︑原．ナカ饗を駁繭塗譲︵議長

に同題する終う︑氷める盤簡を送っ

︻パリ鰹木膿鐙鍬Uモ⁝ロワ仏 設に塾を凍諾したシ︑不1︵プィエ て滋養を予め︑十月二十六購廉で
書嗣はこのほど︑七月三十一日建

C︶の継継であるが︑州はその他

健礎を守るのは遮邦敷罵︵NR
た︒

会︑エネルギー省︑メーカー︑大

るにあたって︑順子力制目基員

阿グループは︑覆拙藩騰まとめ

で八人の自門家からなってい一43︒

C︶は・TMl懲故の教訓とし
て︑政眉︑κ業界の膜苧力安全性
敬誇について独自の検討を倉うた
ゐ︑ 一九八○集鷹一月︑カーダー︸削

穴擁拍によって設置されたもの

科学潔︑労温代署と耀魔保遜団億

ルデンヌ県︶︑カットノン︵モー

・エ・ガローヌ県︶︑シ濟1︵ア

認したエネルギー独蹴㎡画︶の手

者を任命する︒ラアーグ再処理工
潟に科学委鍛金を設ける︒
︵寵・琴曝は仏大使館提供︶

法に合憲の判決

台湾の次期二炉

年に二七玄給しただけ︶︒瑠毅は

学︑エンジエアリング誇称︑國立

ゼル県︶︑ルペルランハロワ⁝ル

驚きにしたがって︑勉減審議会に

の甑限を汀織することができる︒
・アトランチック県︶の五塗イト

べている︒

代表による︒

がある県の矧罫に︑関西市町付

七卑十一月設立︑．髄脳ペイユ女

されず︑しかも万一マグニチュー

ースとしてい鵜が︑念のため︑外

六葬︑州．融会によって制定された

︵公益葺糞認雨ア擁きを実塘した 付話して承認を求める︒阿審議玄

権眼を強化し︑国萄惣力公社︵E

実上禁止する厳しい内冊になって
力婆金防謹研究所︵IPSN︶の

一︑原子力庁︵CEA︶の康子 もので︑漂子力発臨所の新設を男

猜蟹愛μ会を設ける︒

カリフ．﹂ルニア州法は︑一九七

調している︒

ドナルド︒ブランドPG＆琵馬
副社漏は︑﹁今園の当逃いが発見

パイプ・サぷート壱特定すうため

部のコンサルタント会dに独麹の

海登

＆裟
ド七・五の地震が起きたとして

ことはないだろう一と着ったQ

は十月九51︑パシフィック︒ガス 際の聞違いに購を免している﹂と

の解団を冗了し︑現在︑どの程腿

調竃を依煩した︒この転得は︑蜜

来カリフガルニア州の第九園巡

どの趣しい反臣頑動に灘遇し︑建

カイザーアウグスト凍発は︑一

発竃所の立地と設計に怨する州の

回控訴裁朝所は十月八田︑漂子力

米控購裁

建設決定避ける

れ以磯になる﹂とPG＆起社は強 DF︶総戯の下に安全性鰻高輪任

る見込みで︑﹁試運転の実施はそ

修正工事は︑十月未濠でに完了す

原予炉の運転に必嘆なすべての

︑一

吏︶を廃捜する︒各地或に原．掌力

磁町村︶に醸して亡蟄再開につい
一 ＝一︐＝ 一

物輝陶な物依をともなわなかった

ので︑問違いの石菖が難しかっ

＝＝＝曹
一一
吻︸＝曽

も拒舎する那合には︑一が月以内

閲畢宿町村が拒否した鴨倉に

際発機隅などかり幅広く実見を聴
蹴している︒

で︑これまでに︑事故評魅︑TM
亙のクリーンアップ︑運転員の教
鳶訓融︑詳認醇の改溝などについ
縦搭滞は︑雫ず︑米圏の軽水炉
安黛研究一日は︑一九七二〜目無

の緊趣炉心冷却浪垣︵露CCS︶

なお︑NSOCは九月二十二U

て︑大八領に勧告している︒

に門蟹全研究のあり方﹂について

論争に嘱を免している︑と書き出

朋二駕一一 一 餉一＝二僧一P彌一一闇劃髄サー ＝＝一一 一 ＝＝＝魯一 脚讐一一＝

蟻穴講膨響饗燃

態の窯出を急いでいた︒

たため︑試運転作業を申止し︑廓

設計図の混同ミスのため
楽囚のディアプロキャニオン原
子力発繕所一塔機の格納否応建屋

韻鐵門閥翌翌きの不卜分さも︑湖

十月九絵の公開の会合で︑PG た︒謀た︑PG＆E挫側におけるも︑プラントの安全性が損われる
＆E社は﹁設謝画の混同問題は︑

・アンド・エレクトリック︵PG 述べた︒この福建いは︑堰直スペ

の修磁が必唖かを淡めるため・薗

に聞寒いを犯していないかどうか

全竪穴機器や耐腰評価に関して他

加州の反原子力

PG＆鷺往では︑今圃の設疏図

クトル解析だけに誤謬するが︑水

て検講を行っている︒多くの場

霧の変化をうけるハンガーについ

をチェックするもので︑年末まで

詳細については営蚊部にカタログを御晶求下襲い。、

毒

認

ラスムッセン教授

原子力安全監視婁産金︵NSO

、㌧

の覆佑をレーガン大輪領に提出し

撒肇

の耐震用パイプ・サポートの憩え

一九六八隼の語義没階でほなく︑ 違いの甲期允見を遅らせた︒

付けが︑一算機の設計図を誤まっ

て便賭して45われた問題に関し

一九七七難の耐縫設註の再評徽の

＆E︶鴛から遍憎を聴取しな︒

平スペクトル解析には影響を与え

PG＆E雛は︑門影欝をうける混周弔繹は︑響く単独の周側のケ
て︑脈︐ナ力規制養員会︵NRC︶

弩機はこの九肩ニや一臼︑

に終わるジだ︒

同

粟︶とみら為る漏と櫃縦した9

合︑修祉の程匹は小さい︵マイナ

NRCかり然料装薗と低出力遜転ない︵一九七七隼以蔚には︑露磁

想定が数学モデルだけで︑実げに

解析硬件はなかった︶︒設讃ヒの

緯線厚ンプ：脚繋欝蜘空圧作動各種

㈱離離ンプ・羅2−62吋迄各種

40

の認畷をうけだが︑構ご＋ヒ目︑

響

離離響
犠離

εN−3A

嚢窯排気

A

：1〜50◎￡／sec迄各種

◇イオンポンプ

160〜15◎00君／mln知名種

◇油回転真空ポンプ

や盟驚∵

モーロワ菅相

設誌図の混圃使出が明らかになっ

惣留v

原子力に貢献する徳田の真空機器

黛簿漏

ヤも
のもも

無＾ぐ

ディアブロ串ヤニオン原子力発鷺所

灘鞭

◇真空計

◇メカ功ルみスターポンプ：3000〜33000〃狐in迄各種

翼幽

・離

アイアフ
ロ発電所

ブ

原

㌧

侵告三

ラスムッセンG
叢懸灘薫灘

難

八＼

蝿
〆
㌧
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