野藁領56葬1！月5｝ヨ

第柵4号一

業

臼

胴扁桐 胴嵩一一二鼎＝＝

ユ蔦1露）
魯誤購寵ゑ｝；よ会翻二含む

無籍κの転用慰み蝿魯から唱えのこりのソランφプルト一

ウムなどを瞬収する動甑纂楽団・鍋屋再処理工場の漣転繊麗民間の鱒

二悪処理し鵯の建設なと⁝Lピめく♪︵︑これ窯で口来間で所衡がつつけられて輪﹂たが︑一月イH︑ワンントノで大霜屋旺米人幼

とケ蓉アf關跨次資が舞睡決︑広に議循︑kりくゆれ勤いていた肉蝋運二野は︑ぬ久的解決に同けて轟籍しだ︒一月卜︷日付Uで期

隈切れとな︶た東灘湖処理r場については︑謂和五↓届鉢人まで磯穂賦で．ることとなつだ︒属闘魯処岬1腸も︑五よ葬九月の

ほ累ほ同四明でもりれに置銭につい︵の︸懸離しが撤酷さ㍍︑H×向閃か︑長期田な戴決めギ魏碗郵る力岡で︑こんな意見父馳を汀
っていくことじなったQ

東海工場59年末まで

うことで一へEへを支援ずる︒こ

して両園は︑長期的敬決めを作旗

寄身に聾する規朝を撤任ずる◎そ

今圓の来騰理核越糾の典処琿に

原懸・数賀暑冴尭成峯璽翻

保されている︑としていO︒

一方︑聯繋ガス炉利用について

こした原亀・敦賀発矯所に関漏し

今鉦照月︑放射能もれ懸故を起

それによると譲俗は︑門原子力

に︑その検βを行っていたもの︒

炉部会を良け︑女全確保を削提

どのエネルギー多蝦蟹鑑某におけ

この論議︑農㌫は︑化亨℃業な

製︑瞬獲油分解などにおけわ高源

ろ石炭の液化・カス化︑水．価土

◇◇

◇中性子発生装置用排気系

鮎

磯獺騨鍵講灘慧

落︐一望

ウラン濃縮プラント用配管・トラップ及排気系

ぐして︑報戟嬉︐多冨的昌温ガ

ス炉に欠ろ融利用の罐莞は︑畏期

ノエクトとしてd画鱒に措薩②昭

に︑臼取原﹂力研礎所が曳験炉の

和く卜誌代マはの輝転開始を田野

購謁をσつのザの烈日擬魯には讐

弱盆日を凹めた納んな好臨を艇誌

の効轟醗遂行を図るため藷外出と

④口回開発を騨本とし︑研究開乳

っている︒

の協力を行うliなとの提贈を二

核燃料税率を

潮浴雀は十月二軍八日︑福井呉

錦塗憲︑福井興に

7％に改訂認可

からたされていだ核押糾税延長の

蟹全委による安全幽査がパスし

願扉省が霞梱の岡顯を鰐て︑いつ

たことにより︑こんこの焦点は︑

する②懸樋も従来の煮％から七％

要調に対して①期限を五年間延織

にアソプナるiiねとを氏式に記

順予炉綴織許郎をトすかに移るこ

ついては︑地兀磁封興が一難賀一

とになったが︑阪翫・敦賀二号に

め︑同凝に懲燃したQ

たがい︑げんさいでけ㎏子力発徳

蝦︑島根︑静団の㌫興もこれにし

はしめ︑編踊︑蕨城︑欝欝︑伽

て福井県が実施にふみきったのを

一年づ一月に黛国のトノブをきっ

鞍懸醤税については︑昭屈κ＋

付けて新似猟醤税な馳識した︒

これ症うけ曳︑福芥県で獣卜目

琴の聞濾が解逃してから﹂との瓶

氏を小しているため︑魯工は︑浜

刺号の力が譲る見感み︒

関係閣僚会議を設置

都巾でひらく園際科罪魏魏簿㌦金

れるにい陀っている︒

所が宣講ずるすへての嗅で鵬竹こ

こっしたなかで樋井興ては今寡

なるなめ♪ごの延長について難治

i一月で﹁五無間﹂の期隈切れと

継継呉では今図の核継継鎌継杭

省に正式串瞬を行っていたもの︒

日刀円の収入狸織

認再によってこんごの石薙間で百

八膏九懲九千ヒ

期畷切れにともなって﹁延戯晦

き家つたことにより︑残る各緊も

ム．回︑掘井曝の核撚電顕延長が

込んでいる︒

守地を推血していくヒで大きな甲

愚図ることは︑地域の振翼︑際

セプタンスをつるためにも︑何ら

熱甜用に閤9るパヅリノク・アク るが︑目治省では﹁ケース・ベイ

工蚤で絹嗣③陳チカを中心とした

業で利用②中小型炉の照気を侮挙

万人動騒慰勢﹂の方眉をうちだし

阿編︒敦趨二塁では門側索懲照部

原子力に貢献する徳田の原子力関連真空装置

助総画の捌髪の巾で翁草開発露行

へさ一としためと︑今髄の研究闇

朗な脹望のもとに藩画的に鑑彪3

ずる竪樋て︑協力野幌の譜規疋を

譲され借

務灘長冒かり須之部外揚次冒へ墨

することで︑係麟楢齪改譲のた

選出の衆濃淡廊︑共口垣外の旨

再処理問艦は︑樋久的決樹へ向け︑

ついての共同淡疋により︑機略の

子は①東海再処理r場は︑設静能 め︑懸盤を交換つる③廉海再処理

力︵葎困Hトノ︶の狙麟内で亀 ﹁場は︑エへEA保晒鱈澱技緯援大きく品みだうことになった︒

翻鰭で﹁安全﹂影響

政府︑園際科学技術博て

政鷹はト月一一十日の閣議て︑四

譲ては︑﹁㎎芯地蔽や蟹改東海地

で梼成する﹁国際科演技備博関係

を総脅総に推進するため︑全閣僚

地震・管理体制もOK
正にゐ全噺期している﹂と司纐︑

謡などの歴史附な地戯かりみて

匁筏の六十年︑庚城県の筑薮欝欝
脚．﹂力妻命委﹄会︵吹田偲雄蟄

も︑＋分な謝震設謹となってい

閲降鼠難﹂の礎繧を識めた︒

﹁安全性はト分確仔されている偏

浜岡議了力発懸所一興炉︵BWRと墳論している︒

る﹂とし︑﹁発令用紙予炉施設に

員長︶はト月二十九聞︑申部霞力

型こ早刀KW︶と副本嫁方発 一ル︑公開ピアリンクで地戯陶

く︑﹁石出などと比載して︑経瞬

的に鰹憶となる吋能注がある﹂と
掴難している︒

まだ︑報省は﹁周辺の地域冷暖

となった偏と指緬したあと︑﹁階

膨や膿魚某などへの陪の有効罵用

級︑発墨以外の分野で利照してい

力
を

ど︑軽水炉や蕩温ガス炉から識

田富原チ力産業会犠はこのほ

原産︑原〜炉熱利用で提言

﹁経済的にも優位﹂

欝翼翼到﹂と照ら

関する耐織︽

バ万KW︶増設について﹁技術射

磁︒教鯉二号炉︵PWR型︑鍔十願がクローズアノブされた浜岡﹇ご
詣力︑災轡防瞭にかかわる買全溢
は確保されていろ一として︑顯睡

浜騨二博は漁±︸ず十二月︑敦

栂に罫印した︒

賀山霊は五卜四集ご月︑繕設の遡
燭を爾請︑趨芹織の第一次歓憂鰍

脅を鐸て︑教糞碁は敗年届月︑

雲のあり方につい︵は①麟のプロ

④棄海再処理写場で図駁されだプ

難し︑上紙期限は昭縦五十九葉末

一門︻一

@榔鑓

の九めに随聴︑U渠間で協力ずの

ルトニウムは︑魁台醸化政に転換
し︑臼ムの続速増齢胆︑噺型転換卿

の研差開発に用いるーーの四恵︒
乗菰︑㌻駕五月の臼米︑頃脳会議

b︑租久的解決﹂については︑

後の具同担明のなかで︑及してい

﹁この同的を蓮回るため温米肉

園政厨は︑てきる限り駆期に︑一

降の運転について﹁継統運転を実

いるQ

＝等柵瓢瓢一一一一
一一二
＝獅＝鴬一篇冊コ＝訟

しあわせても︑蟹命日はヤ分に確

轡肥
十一日以射に︑長期的かつ予見阿

九八四︵昭租五卜九︶隼十二局三

郎な瀬用と支擾をもりこんた﹁保

実噂すうための檀4に艶落し得る

一工場建設でも前進

瞳描躍に関する滞簡扁か藥原参蕊

までとする②民間の第二再処理乗

第一

能で血膿性のある基礎の上に︑両

口偏共石決冠と同時に︑興阿決
親しようとする礎固としだ滋図を

圏の原子力軍秘罰罵を一囎︑健進

疋を翻翌する共闘垣明が発表され

厳決め鷺作成する顧麟を潟ずる﹂

回

一︑一暮機はいずれも充＋七刀

九千KWのPWRG趣開は一号
浜機
岡一握は上百︑婆黒煙員愈に

背水炉の滅制用では︑関係陀泉

．ごの必蠣性を強詞している︒

滋にゆみさ0ものとみられてい
跳︑慶灘業などへ川粥する可能腱

を行うことを早鮨に叡﹂3へき︑

かの隔昭テセンストレーノコン

子がある﹂と述べたあと︑軽爪炉

を明らかにしだ﹁原チ炉艸利用懇

の㍉慶を考潔しながり①発愚絹大

くことは必黙的な婆臼である漏と
蟹妻湊は︑タフルヲ島ノクを線

理炉かり一部桟気を抽出し化ソ工

阻擾とりたし︑渡業︑地域冷暖

子炉薩閥曝門盛斜照に指導すると

鹸分報ル﹄酪﹂をとりよとめ︑殆ム

惣問されていた︒

同時に︑腕賀一魯については繋馬

︵座長・軸果嚢二配膳研究所翌堺

轟轟では今年⁝一一月︑両翼鋒ム

ており︑﹁共甜・泊﹂でも︑ふた

・ケース偏て廿臨つる避溢︒

原発として化撫鰹に切の職︐の火

匁二月︒ル炊ナれば口本誌出嚇の

十一月ニイU︑浜端︸魯は今茸ご⁝ した︒薄5面に閥運配購

月十九U︑それでれ公開ヒアリン

けんざい︑北海盧篤刀による環

る段階だが︑食磁労協︵総藷系︶

麗影器謝柚讃の諸点が灯われてい

と提脱している︒

をともづ．隔とになるQ

がハト一二年九月︑一下﹂機が六十五

とされた︒

場については建設に開遜る艦鞍な

＝一＝＝一＝隔脚＝認四

間で瓦換されだ︒昭鰯五十九筆以

だ︒また︑工A鷺A︵國際擦チ力 篇とマーシVル回務次官禰代理の 盲する﹂とつる諮簡もクラーク國

圏瓢

磯闘︶保嫌猶磁の演聚的かつ効却

謄一＝騙冊憎開＝＝憎開＝寓＝﹁一二醐一一＝雛 ＝

総和・泊で公開ビア

ヒアリング﹂の会場は︑北海滋出

それによると︑一門秘︑癌公開

日︒

通産省︑12月9日に決定
雌震省は十月二十八田︑北撒題

争郡泊村大ゴ．〃沼村︒き山の上一州

織力H！租・泊原子力発塩防一︑二

二月九口に開催すると発齢しだQ

月機の繁一次公開ヒアリングを唖

一次ピアリンクは磁調藩工親まえ 地卜四の隔泊湖中罫引体側飼︒八

の漫餓∫承となつだもの︒

グを闘鮭︑煮冤を反映さセて今回

L︶に蝿水炉利用邪へAと高撮ガス エネルや；・肖ゾ型部郁歳出構想 は︑これまての研究成果を暫価し

け﹁公開ビアリンク実力阻葺︑一

め実雁されているものQ即断省が ・旧原発サイトは佑海道占罫郡二

たび﹁対決﹂のパターンがくりか

七海燈薦力の㎡麹によると共租

時‡から開媚が．字￡されている︒

村大樹堀株糎の約重瓢十五鈴の地

諺している︒

ガス炉の利用の訂能界についてい

iiの二つのケースを襖善した︒ たあと︑菖温領域の黙を論難とづ

一次ヒアリングは廉撫柏隔・陥凹 点︒発鑑所は海爆線とはは軍上

の闇題はない︑としただけでな

る軽水炉凶器用は︑技碓酌に門別

霊催し︑臨力鼠挫か説明を行う︒

は今や大露なエ︑．小ルギーを鍛も掃

．﹂んこの原子力留敷に役立てるた

に地響住属の愈見をひろく聞き︑

函鶴

海的かつ疑疋的に倶給し撮る難燃

A癩については犠架，部にカタ撰グを御請求下さい。

階

門を播けて管環磯況のテェソクを

◇各種分析機器用排気系

◇核融合装置用排気系

核燃料再処理

行い︑胸臆懲理をふくめ︑韻蟹田

が．》

羅1響i繋留縦窯四隣羅群

ぐ磯くへ

鱒

ｮ

えさ為る．﹂とになり︽う︒

々33（％）

口

し︑化側に一罪機︑爾側に二号機

354ガMW｝一D

055

■鴎融」

@目

を隣齢して職啓する引継となって

｛Bは6面〉

〈諾

520〔％）

Ψ均隠間稼働峯
平均設備愁編鼻

5

含言｝発纒電ノコニ2

894（ト1）

8

6〔フ3｝（轡）

567

耀

魯酎出力
禽猷瓶働恥闘

ナトリウム機器用トラップ及排気系

鐙甑

ド〆

脚購騨雫

口
o
二︑五号︑中園庵力謝綴二号︑象

23懲）

繰3顎数

鱈

撫磁力巻についで︑今圓で四回

り0月の召喚

博

欄

安全委

一
尉
A
∠

働騰爲

O
奪
@

量

購読秘聾年発蔚金5500円

曜罵層朔圏瑚

畿ド欝r季亀メゴ5895番
摩醗醐（20雪）2i71（代）

マ100入ケ都干れ陰区人手町1丁置5墨4零（愛田人災大手町ヒル7臨）

会議
産

本 原 子 カ

発行所
ゼB∫
塗，二＝二季τ垂簾｛ん守飼ノ
3｝」12日
算藍ヨミ罰31」｝

電部薯皇。円（送Y｝共）

毎劔＊曜B発行

聞

業
産
フ

西狸

住民参加に

定の枠

廃棄物問題は依然ネック
西トイソ趣邦改附は︑十月4四H︑鳳ぞ力発乱所の馴認房写㌦占算門沿化3るため︑⑳Gkち加の鱗限②事分莚︑月評可の数の撚少
③橡派設説の葺用ーーなとの⁝連の措置を決めた︒これらの実施に必益な泣費凝滞かムへふて行わ九れげ︑崩しい消〜．屑牙ルきか︑允

紹たっても建設諮可かおりないた
との慰謝は小必及としているQ
二︑劃三論冗への南風雪加の勧

︶

フラノル蹉訪﹄中のフノノ〜来

は︑ゐ乃いに認め合うことに虜
ン州に便用済み拶糾の一時矯鹸施

州に再処理施琵︑ニークーザクセ

⊃

丈

︶

ミ

︑冨

輪

出

調に血んでいない︒

︸

1

刀
凝

〜

臼紛

設の難物が踊画されているが︑織

る︒

これらの執記珂促進搭齢とは甥

︵ζ

に︑両ドイツでは︑穐処理と放尉
頓廃熱物閥匙が旅

ゴ力瞬発の足を
訓・ぱ・ている︒調

蓬のところ︑幼
フランスへの再処イ
理委謡と線発内へ汐

ている・雫イソ踊

の︸時賄威によつ︸
り
て駒定的に鮒決しの

の歴力詮よる醗
と︑硲認ごれた啓子

処響三態か艀
㌫

︺還

V証されるよで重々

められないことに

規の素立は

b

セン州とハハUア

なっているQヘノ

︺

フラノルては︑来ウエスザンク

獄

加

・嫡㎞

擁

写翼はフラノル最初の厨一著尭

伯アングラ炉に特別措置

米︑燃料規制を緩和

一偽

籍事塩について行つだ掻敷編果

成つる︒他の州の略躍可当局が技

出が贈志づる場合を除いて︑H抵 籔聖油り会か鞭︻の抄術製漁竃脅

撒サみの菰菰細謹盤雨がおりていないヒフリスC︑ハムなとの五原発に磁用されることになろう︒

西ドイソては ︑ 現 召 ︑ 殿 予 力 発

窺肋十一暴発口〜力KWが逸縁 め層工できないている︒
このため︑哲桑界は︑か融てか
事鷺︑もっと朗話につる︒虜なわ

巾Qさbに十一還千瓢曹一十竃万
KWが建設巾たか︑そのル成は漸 ら乍認剛臆貌きの改語を働きかけ

疎り羅︒

建設二二︵瑚費十〜二十︶の数を

鷺︑懲肇の餌股階て与える凝分

るということに重敷をおく︒

とよりも︑政鰐が億鼠の戦利を葡

ち︑住民に幡報を勾えるというこ

段幽の建設許司舗の採用をもりこ

初d幽ふり穴顧に晦れている︒オ ており︑この一月︑絶開設請や一
ブリノヒハイム︑ノユターテ︑ヒ

轍鮒敵艀が許認司手踊きを促進

ぞ総噸政矯に提撫している︒

するだめに淡めた措置は杁のとお

建設されたが︑丁糺きの織籍性と

ブリスAなとの原究は四〜灘脅で んた﹁原子力閲趣肱規の改蕉搬隔

クリュメル︑クローンテ︑ミュー

反対声点によって︑覗為建訟中の

爾︒蜜全婦査は︑初号猛について

四︑将寒炉での響重税副の採

一︑建設中に恥．﹂力発斑所の佳

ルハイムケ1ルリノヒなとでは建 りQ
設期間は八〜十年にのひていろ︒

汰ーフラノル間の鷹詞契彗では目

︹ハリ紛盲目照察ヘル讃評の

選はれだ︒第一段階が︑ハフコノ

ーの炉にみあっだ総愈的な欝故解

さらに︑テユークdは︑易コニ

に厨発二凝の建機淡鳥を行うよう

矯懸効果も捌きい﹂として︑甲廿

曝油久力よりも女く︑爵発建︑氏の

蝿徳の建隠現溺︵研究癖携所亡潤

秘く顎脚鳥ハ建．恥しない場合には︑

ル三︑四号︑ザ7ンノエ︑一ごひに

は︑醜業が鱗撫する︒建設中のラ

年汰ぞO％︵閣イ荘百人︶︑日陰

む︶の戦脚数一力ゐ千人は︑八三

勧炉つる蔽総轄を発臥した︒

門縦猛謙によると︑一九九〇向

一KW11当たり一・〇六ヘル峨幻
一盛％︵二出入︶の水嘩に勝ち

の原ヨ力発㌔所の発㌔コストは︑

＝二しFB︑季油火力の二・騰

縛呪ご早を建鞭つれば︑態用一

・フラン︵rB︶て︑石炭火力の てゆく︒

に︑右広と箏擁火力発翫湧の夢合

木建斐瑠業の

の建︐麗は︑爆発郷磁の九〇％︑工

庫される︒百稗下万KW出発一基

一〜8よりもかなり﹄敏だQこと力人︵うち握繊 万九千人︶か創

には︑これに○〜⁝出％の翫嫉

力．力働財扁が供給さ3劣る︵紙械課

の台Vへが引受け萄のて︑二丁71U

OO％をヘル卑1

・鼠る猟えなけれけならないQ

石尻火力の場合には︑石戻・鵯

︵臼刀KW二紹について年間脳一 醒Lハ○％︑鋭敏製糖ごO％︑畷氷

入が均λて浅場収女か蕃化する

路寡ハネムーンU

鉱山に開発許可

初の溶解採鉱法を採用

オ⁝ストラリア敵暦は︑鴫野二

るハネムーン︒ウラン鉱山の開発

の建設では︑やはり九〇％はベル

は七瀬万階閥しか創患されない︒

キー介業か引受けるが︑労働隠聞

一二肩越初を︑フ秀！スマルク源

隙バ賢の海畷にある花こう樹の申

子力洗口所の沖合一丁西臼が︑水

則歳施設は︑礎蝕下力珂μレ伽の

に二日つる議画た︒

没酸として︑原発

ところに汰きな八ぞくり抜いて建

設される︒第

から耕出される鮫射懸フfルタ︑

イオン曳換樹脂︑衣領なとの雑脱

カがの大型サイ紹建詑︑

九八

舞物亡納めるための︑霧鏡自力▽

八午に四日の予定︒第二段臨て

は︑一体御子炉の放劉餐鍔材を毘

この畷体は︑︸飢鎖反応﹂と解

キ蘭如した︒

血の貝の根南民懲懲か鎌足︑活動

スイスに︑このぼと︑搬鄭力拍

推進の市民団体

スイスに原子力

施設の建設が詔画されている︒

4し田︑閣オ1ストラリア州にあ け入れる容騒if万燈方がの騎蔵

雪町は︑威しい翫蟻差費と︑政

を凶期した︒

恥の癬外鼠蟄赦気︵新規ウラン開

発ではオーストラリアが鹸低ヒ万

海底下に中低

レベル貯蔵所

﹁題就航恋﹂は︑嶺撫︑愈貞の

んだ︒

て原子力についての騰った憎報を

十倍繕をめざすが︑田灘酒動とし

正し︑翻す力の錦繍な役劃を囲践

に諺及碍発していく︒また︑源子

力開発の制限や臨瀬を閃則とする

︵SKBI︶け・中・低レヘルし
放てた九かっていく力郵た︒
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スウ丁ーデノ

ハンス・ルトルフ・ルノツ氏を患

換塾て篇千四由ノQ一九八二卑か は︑充ミュールヘルク発磁鶴瀬の

万勾

旨灘十ノのム格漉瓢に入るのは八

ク・アント・ウィルコノクス召装

析を独客に数か月朗から行ってお

降とみられる︒

た劣現爽朗なもの﹂と粘冷してい

無鉛係の仮轡廓故をとりあつかっ

の男コニー⁝号機で︑このあと︑

り︑十嘉月にはル了する冤込みで
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あるとして♪ごのときには︑観心

つの代ム的な轟轟炉が凋査対舅に

六昨力KW71虎火力晩㌦所一堂
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％の漬承と聾卿稔宅菊しているこ

は︑十月

敏しい②鎖設現鍾の﹂算に用いた

雪した事故は人際よりもはるかに
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輸解採鉱法︵インシイト・リーチ

ハネムーン鉱脈ては︑日国初の

十ハロ︑﹁いくつかの仮慰事故無

容器髪の鵬衝撃瀬瀬詳価副醸の一

鍛虫︵NRC︶によるPWR几
中力
闇報謝は︑ヨコニi一号楓とは らパイロノト運駈を如め︑年間闘
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竃︑灘現ズ的であると藻潮した︒
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発電コスト安く、雇用効果も大きい
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︶︒叉91との簡の野

汰運瓠開始の了定︒
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昧躯非現実的と批判

来罫︑
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豊かな経験を生かして、放射線赴敵厨をはしめとする

製造 ㈱郷平製作所
広鵬市南区宇贔棄2−4−34TEし（0822＞5ト2111聖代）

各種の三智厨を袈生しております。
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こうした成果をが醸してかエノ
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ル弾頭︵小鮮台臨塑︶鈷泳竃対露

ようやく︑この地区で杓響とされ

三番目の剛発旗功罪めざしたい酬

御

史と冥化をラーマにした﹁姻馬レ

のとほほ同俵たが︑用町地刀の脚

プロノエクーにつぐ︑同国で

るフラノクレイク銚区寛確保︒カ
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ン鉱化低に顧命︒はやくもひとつ

こ君と只岡で押査選行う﹂画とな

している︑
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ホン︑唄ンヒア︑イントネノア︑

○サンプリングフート

ト

○各種込蔽機器

泣gサイス
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るという︒

では画凝かり広間隔の祇醐を開餓

農業については︑温解な気似を
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区雀設疋︑排鉱にのりだしており

るもの︒

は紐繋れたため︑隙界の︸鱈看望
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来︑原子力関係者のみならず議
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％︶︑女溢部門︵一一一・一％︶︑

モ〒タウン地区では大阪の千里

使用し︑暖拐翔として蒸気あるい

ことができる︒

ニコータウン印央地区があけられ は熱交換器により温水麗な配する

また︑蝦水炉からの蕪供給を事

位躍づけることが題蟄であるQ

集として行うためには︑洪令の整

討を行うことが重三される︒

全性の評働と規制措灘について検

る︒
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▽園がゆ︑5となって︑罠閤の協
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として行なうために必要な泓令な

▽軽水炉からの熱の供給を饗策
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る︒
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にも︑何らかの熱潤用のデモンス

ック・アクセプタンスを得るため

そして︑軽水炉熱利用のパブリ

備︑倶給鯛と利用側を総合した安

地域冷暖房の朋翔先ともなりうる

れ家での鯛からみて経済ベースに

地域冷磯駒の成論を決定する大

繊纏化学工業で便用される熱論

田が発込める︒

ので︑醗済揮いかんでは＋分な桑

る︒

で使用される熱気の約三分の二は

のほとんど︑および制負事群工場

め衡莉となる︒供給対療地域内の

熱負荷に蔑する割禽が減少する花

ものと慰われる︒構地ばとも︑冷

建物は比藪的負荷の小さい侃罵鰹

のるのは︑十記一一例クラス以上の

途別にみると︑地域冷暖脇の利用

用でなく︑積極附に業霧ビルを泣

さらに︑疑氷用エネルギーを用

で︑軽水炉から供給される蕪気で

凍機は．撫気タービン駆動であり︑

温度二欝度︑江力筑十二K以下

二大熱気蟄荷は︑新衝副都心で一

軌的な地域振翼艶備︑地廻灘鷹鍵
穴のための艇染の粉成・講説等の

は六五︒四％で︑全エネルギー消

先となりえる冷暖虜・給湯の藁菰

紙・パルプコ業のエネルギー舘

笑し︑高腰︒高蟹滋化をはかる必

給対禦地域に近接して絵雛するこ

め︑倶給プラントはできるだけ供

戦も抵減すべきである︒このた

く配衝の熱ロスを監護にし︑運転

縮し︑建設費誉低減するだけでな

また︑地域酎管はできるだけ短

要がある︒

爵聞当たり二街十ナ︑千盟ニュー

代替し謬るQ

ことが虚無である︒
蟄猛は︑わが阿分体のこ・五％︑

︷軽水炉の熱利用

費鰍の光一鑑％である︒また︑民

二黒に応える諸方撮壱難じていく

今後︑安籟な認力の供給ととも
に︑地域の特性に応じて軽水炉の

るのみならず︑周辺地城の冷暖

蒸気を晃塩藤周辺の勲業へ供給す

早期にげ鍔鋒の実現を

虜となり︑四管方式で冷熱媒・温

舵騰の場倉︑夏は冷房︑冬は暖

とが望まれる︒

り︑実際の利矯にあたっては他配

タウン中史地区で儲四九十六瀕であ

業の熱利那と側等して霧えるべき

算用エネルギーをエネルキ董の糠

類別にみると︑石油が三六・四

醗油消篤学で露蟻露命拡の胃％を
占めるなど︑エネルギー多消費藪

しての熟の利用孫が低くなり・そ

熱媒を通年供給すると︑薙間を課

温肢堂千度Cと川是︶筒温領域 に代鞍すべき纂礎嶽料としても利
◇

▽多園的蘭訟ガス久瞼炉の発設

化のための特別会計なども含めて

資金については︑エネルギー照臨

薪たな対応を挿討することが望醸

▽多阿的尚温ガス実験炉の利測

しい︒

レゑ
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■
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マ

理身長中野敏夫

町

隔

喝水炉と隔温ガス炉の熱利別について︑包括的に鎌とめたもので︑開発の鰹史︑現状︑今後の課㌔

吻覧＝サξ：噂；＝ご言曾＝●：望＝：豊筥＝曽脅3＝・噛幽＝﹂＝

このように︑原子力のメリット

騨繭：7﹃霜

㎞題などを述べるとともに︑これまでの研究開発の旗衆について評価し︑提︑山を行っている︒以

馬
騨■■：．＝

副下︑その概敦を二水炉利用と的 温 ガ ス 炉 利 用 に わ け て 紹 介 す る ︒

るべきであるQ
を︑一次エネルギーの慧分の一戸

とによって︑線子盤陀節所と地載

贋︑激業︑農協への胡絹を行うこ

孔会の装弾をはかることが︑地域
伎盆の発展に責凝し︑原子力製糖

ものと醤えられる︒

化学工果のエネルギー煮凝量は

である︒

六％︑その他丁零％となってい

％︑電力笹鳴・七％︑ガス一一九・

その紙・パルプ丁業で便用され

業のひとつに数えられている︒

の刊用対象と考えられる悶由〜一

このように︑一千農C秤度の高

う◎

を図るため︑藷外麟との協力を行

5

5

1
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原子力は︑大磁なエネルギーを
外の利

ることが総社エネルギー紺簾十︑

面める非電力分野でも疑体化させ

海外では軽水炉の発亀

では︑これ濠で莫弧的な検討が背

用もすすめられているが︑わが国

もっとも経済的かつ蜜定に供給し

ことは魚甥だが︑︷次エネルギー

一方︑わが国ては︑昭和六十望

とくに二二であるQ

撮る手段として︑一灘︑健翻する

しかし︑原子力発癒の建設︑運

われてこなかった︒

分野でも︑効呼的に聯用すること
転の経験と︑わが国の技術力妊も

消凱の約二分の二を点める魂亀力

が︑総禽的エネルギー対集の翻か

いる︒このためには︑新規立地嶽

規模を漣成することを隊標にして
わが因聖体恥要墨の約一二％編出
めるエネルギー多消難課業のひと

潤濁については︑さら

の晶果︑熱コストが暗くなる︒

◇

軽水炉の無誉地敏冷暖罵に無用

鉄製か凱

る︒

に鴇蟄壕が消議しやすい状態に変

するにあたっては︑これ壱最終的

るエネルギーの約七瀦は蒸熱で︑

劇論冷暖房は︑わが国ではずで

つとなっているQ

に定溶しており︑技術的にも講壇

に臭体的な鐡討が必喚であり︑そ

下︒磁器炉からの蒸気で雑嚢し得

換する必蟄かある︒冷房爆冷水を

梗用湿度のほとんどはこ齎展以

化してきた︒これまで娯設された

その化孕工集では︑化脂燃料自

る︒

体が最終製品となる石蝋化学製品
製門派︑あるいは亀力を鼠たる頚︑

国のエネルギー政策の中に遍切に

れにともない軽水炉熱剥用をわが

︻盤呂

闘されることが必襲である︒

ルギーセンター橘想の笑現へと展

一﹇一．課錘＝一﹇一︸一輔三軍

牛閲するには︑惚気タービン駆動

︻﹁一一曇薮瓢三三一ヨ一訥

冷凍樵あるいは吸収冷凍機なとを

善＝一皿帰一毒攣一三言⁝盤＝皿三一

炉の熱エネルギー趨用は︑個々の

⁝響三一一蕊

もののうち最大クラスのものけ︑

﹁三

評茶との蘇掻的な翻舎を考えるよ

▽壕子炉の熱エネルギーを藤裁

の八駕間つづいだ第一期漸鵬で

に供給する多囲的高澄ガス炉の闘

りは︑高灘ガス炉の熱エネルギー

源ないしは水を線料とし︑水集や
製銀パイロットプラントの雫高幡

的M温かス気験炉と接軌する蝋接 により︑石炭︑右油などの化右張

は︑除研が開発を遣めている多目

この國十八年から五十∬無球で

一三華一三㌃欄塁＝＝闇㌃四．三巴︸藝一一三褻欝F一三玉響＝一三羅一三＝一一三集二一一＝﹁竃一三一妻寿

墨勝地区では葉獄の新宿酬都心︑

わが国のエネルギー需肇を部門

ξ一ぎ竃薫一華菟三鍛三一；㎜一︻帯一夕警三寵盛一ぎ㎜⁝扁箪一一皿︻欝三二皿膚垂＝7㎜膚

ム︑苛弧ソi4などの惰気化学製別にみると︑無業部門︵五六・二
︻一三露﹁三一一︻．

源として使っているアルミエウ

一罪＝一三箔箪三一㎝一＝罵箪三錘﹁三皿悪三＝＝一皿鼎一三一⁝響一三一一譲三一ご

高温ガス炉の熱利用

N半ばに実験炉を

に照らして︑園のプ腺ジェクトと

一酸化二目などのクー3ーンな二次 発は︑エネルギー黙想の将来動圓

して讃画的に推進すみことが必蝶

療遡炉以降の罰幽や鍬進ずること

イ肢Cのエネルギー驚嘆鼠は二〇

尚温カス炉を用いることによっ

が必襲である︒このため︑日本原

化︑丁多用エネルギーへの供給が

べきであると考えられるが︑特に う鉱劉業︑化学ユ染などへの照供

子力研宛所では︑昭摺師十四塒以

〇〇年以降も総エネルギー猛襲の

▽多凶的箭温ガス炉の漸騰は︑

的として選択する︒

一世紀携期におけるわが限のエネ る利川系に共通な技勧の槻弓を同

荷灘ガス蝉︵VHTR︶は︑二系
十については︑笑用伽で想定され

ルギー供給の安定化を図る上で有

理念の下に躍進されるべきであ

畷

勾には万千月白77KW︑昭和七卜
の総合的撮進に重鯉な意味をもつ

匙はないと考えられ︑朗々の条幅

ってすれば︑技循的には特段の醐 館に七千八百万KWの黒子力発振

さえ照えぱ︑比較駒︑早い時期に

ら腿襲である︒

腺子力の発叡以外の利薦では︑

を念む発三所の並地が円滑に行わ

げんざい︑田本原子力研銑所によ

その凝体化が可能である︒その

激子力㍍地には︑徳源罵薮をは

り二〇〇〇年頃の実湘化をめざし

じめとする認馳簾が売業されつつ

れることが前捉となっているQ

え︑石炭などの化徹燃料で再加熟

下の熱気を秘用しうる分野に癩

上︑軽水炉から送られる三面度以

れているが︑貯今のエネルギー幽

あるが︑この立地の円滑化を図る

て多嵐的島温ガス炉の開発が行わ

蝦を蕩えれば︑できるだけ蝉い時
し利用することを弩えれば︑拷燭

期に発亀以外の熱拷用を行う必襲
ためには︑さらに︑抜本的な打開
を図る書壇がある︒とくに︑原．掌

分野はさらに拡大され︑エネルギ

力発亀所周辺の地域から︑くりか

がある︒そのためには︑すでに捜

が垂垂できる︒

ー供給礪でいっそうぬ献ずること

ぐ

糸技術およびト至タルシステムの

エネルギーに変換することを揺拗
も朋翔でき︑将来︑ウラン資源の

▽昭稲六十奪代牢ぱの趣転開姶

である︒

することが露弱な恵駄をもつと弩
④熱効難が眠く︑水を冷却材とし

でも︑最も・朗酷な一千度C︑四十 える︒

乾た︑原了並製錐システムの串

研究開発を行った︒

漂チカの脚力以外の分野への潤

気圧という条件にさらされる中間

このようにして得られた鷺次エ

供給制駒などが伍じた場合の補冗

いて多磁的簡擁ガス実験炉の建詫

を日橡に︑凹本厭子力研究療にお

的役割も期勧される︒

ネルギーにより︑高温カス炉の遡

て曲用しないので縫熱による軸︑汚

用温瓢をこえる献血領域でのプロ

染の恐れが少ない⁝⁝など原子炉

研究では︑馬借熱合金︑︐回顧断熱

熱燗換系に用いられる筒温材料の

水炉をはじめ磁水炉︑静心速増彊炉

島温傾城の原了簡典利用技伽を

用については︑海外ではすでに軽

欝弔するためには︑束ず︑猿穴縢

セス加熱も無能となるとともに︑

として餓れた特性を43している︒

難設心押し︑この経験に猛づき︑

出口温度︷千及e耕爬の実験炉を 材醤の闘発が遣められた︒

などによる︑館城暖房︑海水淡水

て︑エネルギー多消糎薩まであり

ス化︑水離卵子などへのプロセ

給が薄能となる︒また︑拙炭のガ

象︑国内の闘連機蘭の協力を得つ

を行う︒

口頼的心高譲城のエネルギーを使

スに熱供給することによって昌昌

化学工猿などにおける石湘系潰泌

αわれている︒わが国としてもで

要はかなり大きなものと予想され

わが國の島温領城のエネルギー需

に代わるC類化単規の厭料などを つ︑熱出力五十MW︑出隅温肢一 兇かけ上﹂h％秤度を占めるもの 灘をとり出すことの可能な多欝的

高下ガス炉︵一次ヘリウム出肖
きるだけ始期にこれを笑現させる

るのて︑これを原子力によって求

用か鰐能になる︒

かなわないかぎり︑真の慧味での

してきた︒

千度C程肢の笑験炉の実現をめざ と予灘されている︒

利用個所の分散③一事業湧におけ

しかし︑⑦利用論難の池い②黙

作ることができ︑エネルギーなら

一方︑逓配雀は︑工業技議院の

びに源糾の雌で磁硬な役踊を梨た
すと響えられる︒

エネルギーの原子力化を達成する
ことはできないQ
箔温ガス炉は︑①鯵料を構成す

自主闘発で違めることを基本とし

このようなことかり︑恥温ガス

る︒濠た︑研先閃発の効痴的遂籍

原子顛および利用系の研究開発

した︒

り︑その戒集をもとに︑二次エネ

一対一の負心を考えることが物し 連けいを保ちつつ︑一元的な指灘

て︑コンビナート凌考際しない限

わが國の場銭︑原子力発憲開允

て﹁認虻田死ガス利潮による礁

る利用熱量lIなどの観恵からみ 効なシステムである︒
については︑軽水炉翻筒速智殆近

接製鉄技術︵二型︒顧子力製鉄

大型工業技術研究開発制厩に基づ

る炭索や黒鉛が熱に強く熱伝導事

路纏が炉館開発の温茶とされてい

く大型プロジェクトの一つとし
もよい②高温下でも蜜定なヘリウ

るが︑為激ガス炉については︑そ

産業界との協力のもとで実施す
ムを冷却材として粥い︑〜千度程

は︑それぞれの開発事体が踏段な
風の高灘を取り出すことができる

ン︑プルトニウムのぽかトリウム

の炉時骨を生かし︑謙辞にウラ

り︑高温ガス炉と利矯プロセスの

③一次冷却耕の奪取による炉心船

︶﹂の開発を昭箱四十八年に着手 い状況にある︒
融鰍故などを防焦する設朗が答鴇

〒189東京都東村由市恩多町5−15−10
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爾放射線照射振興協会

品質と実績で知られる

㊧医療器材へのγ線照射による滅菌消毒
⑤水縄・真珠などへのγ線照射による着色
⑧電子機器に使われる半導体シリコンへの中性子照射
愈高分子材料の改質
㊧電線被覆材等に対する耐放射線試験
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原子力の平和利用は発電に、放射線利用に、嶺：実1こ進展しています。

原子力の翻訳は専門家のいる当社へ

原藤野⑳零翻i熊踊

について︑箪急に︑その推胤を図

7トく：

縦が確立している巨水炉の熱潤用

／

力

原

︑

、
◆

／／

﹀
ズ

ノ

〆

騨ン＼ミ

♂
〆
ノ

N劔

︑￡

濯

塾
門鷹

︑

@ ピ

」

ーー⁝ーーーーt曇︑

1どrrrl／

日本原子力研究所が華華を進めている多雪的萬温ガス蓋置炉の原子炉建寡鵬職図

戸

、

謁
ダ

／
＼

講

凪

黛曇♪

儲三三砥郵便物琵乏王了日き

新

業
産

子
昭和56奪：嘩1月5已
（5）

60

第UO4号
暗

力なフ巳クラムであるBPAモM了Pを使っていた

⑮広範囲な回転機臼〜3相同期機、誘導概、璽流機
など）に対緬てきるよう、UM．（Unlvepsal Ma
chlne）ダイナミック・ソースが新設されたにと．
⑧岡期機εラツレに閃して、従来のSC巳（SOuthO

O12

Qi5 ◎i8
｝一1

014

銀斜い
9

みいごゆ

〜畷31へ

｝飢2

動の共1辰による790MW兆亀薇輔損嘆事故が発生

rn

しましたガ、この＄故を望機として辱び上ったS

新たにBrandwa鎚モテルが開発され、使用鑓

S臼（Sし｛o＄ynchrOnOUs Re＄Onat、oe）現象の解
・魏こ対しでろ、この巳MTPブのクラムはその餓力
を発揮するものと思われ涼弓。

黙遷野EMTPは

13RヘモMTP

Moc画一28であり後述のような浸

鋤があり；塞筍。駈MTP（ElectrOr∩agn￠tiG
G）〉万目路iの1一ルクのマ・、化

自＄le眈r

T［

a

P鐙餌arn）1蒜ゲ曙にその擬刀1二しが

EMTPをはじめ竃気磁気闘連分野の技術回雪に関して、モデ
ル化、チータ作成、謝鱗、結果の検討・評価、報告盤の作成あ
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の開発箸に力を応えてきました。原子力閃連の技
徳運算、新造解折それにスーパーコンピューター

OYB巳R76による韻回避託と同じように、電苅
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凍κ︑﹁瑠綜地煙の賢億的な

③ヒステリシスのあるインダクタの解折が整磁に

確に硫置づけてい彫︑90

とくにMOdeト28では
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国際的な信頼に対応
劃礎菰駈甜耕システムを蓬田調
猿子力委員会の保障搭置研究会︵説査・川婦力賜核物霞管琿センター細務稀事︶は六臼︑こ加．しのわが圃国内の保輝措置依制の整
備謂幽のあり方をもりこんだ縦告欝をとりまとめ︑蒲郡礎会に蝦鰹した︒蝦岱は︑濃縦・再処理・燃料潴工など核燃料サイクル全等
にわたって︑芹緊化が一段と醐談ってきている現状をふ誓え︑①擬闘描澱システムの改口②機能的な突施体制の整備・充実③擬障措

﹁ふげん﹂は昨銀＋一月の計幽

た︒

ために﹁木旛設を団議の対漿に加
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﹁ふげん﹂一年

硯行のIA践A保曄掲躍と本頚的検鷹を終了︑水格運転壱再開し

え︑立地の円滑化を図る必要があ
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鰹止点検で︑泥億に応力贋食摺れ

転入り︒この闘︑睡臥の顔子炉冷

を発見して以来︑約一薙ぶりの運

襲体的には︑①核物質の糧頂︑

ラ

微量ウランの迅速放射化分析 … ……… 戸｛」健児
原子カプラン1・の晶質保砿をめぐる医i降動向とH淑2）

の．順用を受ける頃のなかで︑西独

ぶりに本格運転

冷躍系配懲などに応力隅食潮れ

に相入れないところかある﹂とし

形態︑宥征状態に応じ︑搬辿な藍

圏瞭科学自乗博臓広蓋一二僚会

経営経験を生かすことが大切だ

と並び︑﹇湧度に進製している
国﹂である取を懸揃︑﹁臓外夷供

闘を受ける砿場にある﹂と︑田際

給国のみならず︑広く閃際酌に庄

工嘱︑燃料産量機軸受部のクラッ

部系の余黙除蜜系配管などの取婚

このあと﹁ふげん﹂は来臨に燃

ド侵入防翫対策などを実施した︒

が発発され︑その対策を行ってい

型置換炉﹁ふげん﹂発電駈は五

料取蜻えのための甜画口止︑秋に

た動力炉・核燃料開発蟻蚕團の新

田︑科学技爾庁と通産省による総

軽羅を胴確にうちだしている︒

一方︑わが園が締結している睡

合負荷換竃に念格し︑塘二回驚期

筏会のなかでの︑わが国の野駈と

係については︑﹁隙総別管狸は︑

米︑闘加などの二園閣協定との関

力鞠発の憂事にともない︑咳物質

ながらも︑﹁当磯は︑わが国の核

る漏︵科学授術庁︶としている︒

にlAEA無期描画機能に協力ラ
すント④原研の原子炉安全姓研究

議は六礒︑発足以粟富めて会議を

路雪雲︵綿幽千億円︶②団長常磐

線の年久駅と漉川沖縄間に脇時駅

を設醗するなどの鉄道関係難業

︵約衝五十慰円︶③下水道犠巣

︵鞠膏億円︶④澗川製業︵約士瓢

また難聴に︑陶関係聞療金誠

億円︶ーーなどを決めだ︒

は︑樺擁禽の雌描および運鴬を的

書関係総庁遡総懸議﹂を設難し︑

確に行うため﹁国際科学技術博冤

て︑顎務局も圖認画局とすること

その議長に科技庁計麟罵長を亮

を決めだ︒

内田安全委員

韓国を訪問

Suzuki
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無事難ずる難壁・
れているとしているものの︑原子

原子炉心挽制法によっても輝制さ

をとりあつかう羅も囎え︑移轡料

蝿覇の蜜だ供総の粂作として︑こ

蟹三剛驚期検査をヅ走している︒

の段踏を憩えている現状を指揃︑

ぴイクル盆般にわたって︑鵬業応

だ保隊描躍システムの客受開発②

視技爾及び計騒讐理技術を羅舎せ

﹁原子力発電に鞠接な閲連を籍す

範設として原子力発電所以外には

改照前の徳行令では︑照法対象

れに応えていかざるを得ない﹂

非破濃測定器や効果的な核物質議

と︑斜行制展を︑より倉狸的なも

搬機鵠の翻発と封印・慌視の自動

門核拡散防止上︑曝要な核物質が

のに改良することによって対恥し

大瞳に︑かつ広汎に取扱われるこ
とを瑠え盆わせると︑環花の国内

理工場②岡晶建槽搬露営鹸炉﹁鵠

そのような分析と養鶏の上にた

ていくとしている︒

って報告は︑ソフト︒ハードの両 方法の禽理化︑分析練鯉の発実一

化⑧1A露Aとの協力による躍蟹る蜷設﹂として①動燃の耳当再処

保騨思置体制では︑その処理能
力︑難堀対効果の点で︑圃際傑障

陽﹂③岡ウラン濃縮パイロットプ

持し︑隅際翻し頼をかち合えてい

ること︑機能附な実施体制の整備

拙齢実証の越幹としての機能を維

！などを上げるとともに︑穂験附

の併瞳義歯爪際の償幾艦を指摘し

くことは嗣難﹂と分析︑新時代に

面から保隔措照システムを改あす

ている︒

置体纏基盤の確疏ゆ圓際協力の拍准liなどを羽口している︒療．上力委員去としては︑この蝦儀を︑碗証︑見霞し痒芝をしている
﹁原子力研究開発利用疑期評睡﹂に反映させていく方針︒

基本認識にだち︑﹁このような新

からは︑INFCEの結論をふし
家い粋組みは現行保障箔羅体制と

報償は濠ず︑NP7︵核兵器の果をあきらかにしだのち︑門これ
不拡散に闘する条細︶に棊づき︑

付対象となっていた︒

炉︵NSRR︶ーーの四徳設が交

そして︑彌内操障措灘零度の役

ることにより︑わが田保障措課技

調と整備の必要性については︑わ

術の圃際化を図るべきだ︑と提黙

の整合甦のなかから核不拡散体制

重点項目決定

観客輸送など

などをもりこんだ輿体的方策を闘

を雛濾していかなければならな

している︒

ているにもかかわらず︑原子炉設

酔＝＝一日一幣観一＝開開曽一

てその改海を宏める製唱がだされ

さらに︑森林法二十七条にもと

第一寒入技博閣僚会議

つく鰹安林解除申請にさいして

もある﹂と瀟噂している︒

講評司後でないと許酎されない例

知購への届出を行うよう規定し

利用同的をあきらかにしだうえで

に早敏に整備を進める撰藁として

開き︑既定経顕の神内において特

衷た︑用地買収交渉蔀に土地の

ている︒

一二一＝＝．一潔一一＝一聯一国一一＝＝一鼻＝＝嘗謄・一

濠だ報告は︑1AEA保障措躍
求めている︒

承︑こんごの紺策に反映するよう

用が繊璽ぎれることのないよう鮒

圏笠原予力機闘︵1AEA︶によ
え︑わか囚のプルトニウム平鞘利

いしと︑IAEAを翫擬する形で
が圃の原子力鞠発が︑その切幾か

強化を宏めている︒

応していく必寝かある扁としてい

紺応しだ効率的な停障措綴体艘の

る二障鍛膿の受け入れ︑国際査暴

る︒

﹁許認可の合理化を﹂
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の実施など︑わが旧の係障措瞭体

旗だ︑董PS︵岡除プルトニウ

制の現状を明小︑ひきつづき︑核
拡散防熱体制をめぐる国瞭環税を

み継料緻朋︶および供給保認など

経団連調査結果を臨調に提出

ている圃引剥哨計画法二十三条

だ知購の原子力発億所に対する姿

①筒速憲章軍政漉の建設などの道

罵許罵のあったことを示すよう要
このうち︑原挙力発露所立地関

は︑茨城県那飼郡東海村に昭箱六

実際に斬だに適用となる施設

時に馳行された︒

一日したもので︑十田の公葎と岡

を追加した︒同法施行令の一部を

て︑筒速耳殖炉用核燃料加工施設

整備法の適湘を受ける施設とし

の一つである発電罵施設周辺地域

政府は六田の関議で︑露源三法

政府︑躍源三法対象施設に

工施設を指定

FBR燃料加

請される﹂としている︒

も︑﹁公指水面埋立免詐や農飽転

れるよう懸悲してほしい﹂﹁許認

勢が開確になっていない場禽が多

についても︑﹁この騰点では︑濠

経済獺体連台金は十月二十九

係では︑まず﹁乱調審前の詳認可

ム隠蔽︶ ︑ 1 S F M ︵ 国 際 使 荊 済
で︑霜だな岡際的な枠組みが展開

そのなかで︑織骸は︑二館余の

点出︒

歳層をかけ﹁核燃秘サイクルの巡

﹁核不仁散を実際に︑効果あるも

されてきている魚については︑

スクを十鎗に郷制することは可

展を妨げることなく︑核砿散のリ

善を面面にうちだした王賢FCEやその麟捉となる核物震防護鐵躍

能﹂と積哩lA露A保瞭髄脳改のにしていくためには︑保障拙隅
を確冒していく必要がある﹂との

可のもたれあいをなくしてほし

実性は電調審淡定をもつて担傑さ

十一薙鰯月運転開始をめざして建

に，議論よ，興れ！

原子力屑

硯
︵国際核燃料サイクル謹備︶の成

賦︑門許認耐等に関するアンケー

知甥同意塞で留保することがあ

いだめ︑関係部課が墨差の受理︑

勢に焦石されて遅延し︑円弱な実

る﹂として︑改捲を求める風鬼が

協講開始を電調審上程についての

臓に支障となる傾向にある扁と憂

だされている︒

の迅速化扁について﹁廓繭講査に

経団連が金線員寒九酉三十挫に

慮︑﹁箏荊調査の本来的性格に樋

ともなう許認可無職港は︑地殆情
い行なわれている行政改植の検濁

対してアンケート調合を行ったの

黙した運獺および早期用地取簿が

無雑決定後でも︑訂認財手競きに

手就きの迅庭園﹂については﹁纒

い扁ーーなど︑その円滑化を噛め

に反映させるため︑政府の規制濤

た要畷件数は灘千π獅件あまり︑

は八月十闘田︒その粘果よせられ

乎続きが迅速に処理されるよう國

可能となるようにするとともに︑

る飾が浮彫りにされている︒

動と民間の企染活動の擾点となる

そのうち電力関係も三蔭二十八件

たとえば︑自然公踊法では雛競

れるという禽理的な運用改鞍をは

の筒連増殖炉原型炉﹁もんじゅ﹂

設する動力炉・核燃料闘発蟹業団

翻連載
最新放射線取扱主任者試験の傾向と鮭鱒（7）
物瑠学・化学
動力炉開発史一現夜炉の原点をさぐる（最終罰）

曽﹁

︹夕月下旬発兜︺

東京都千代四区九段北一−八一十

日刊工業新聞社出版局

把掘てきるようにしてある︒

核燃糾を原子炉で使用し︑その便用済燃利を西
処理して原子炉で使用する一連の循環過程として
の核燃耕サイクルにおける枢要事項について︑巷
木的理解ができるように解誕したもので︑これに
より核燃判サイクルの資源的意義︑経済的惹義が

大鵬恵嗣他監修A5判／3700円

最新の材料学の成果を碁盤に︑材判の内部構造︑
挙動︑特牲︑劣化および機器と各材料のメンテナ
ンスまでも網羅したわが廼コ喰一の工業材刺に関す
るハンドブソクである︒解説は理論面のことはで
きるだけ省き︑実践面に重点を絞っているので︑
すぐに役立つように編集されている︒

幡野佐一著 A5判／14000円

ヨ

ト調査結果の概襲﹂をとり謹とめ

許認覇のあり方について︑全金鑓

にのぼり︑許濾司問題に対する闘

調査について将来の本工編の宙請

かり︑並列的霧査をすすめるべき

内四秀雄原子力安全委澱は十日

力磯際番と安全羅査捧制︑TMI

から十五醸まで韓園を訪れ︑原子

懇談ずるほか︑原子力安傘研究施

以降の安金確保鮒策などについて

設の視察を行うQ

〈核燃桐サイクル時代の電力会劇〉は，プロセス澄業の

給水系配管におけるクランク／給水系に関連した欠陥
手順／低圧注入ポンプインペラーのゆるみ固定聞題／
原子炉冷却材ポンプ故陣檸止による二丁循環二部／原
子炉冷却桝ポンプのシール損傷／スクラム聴の制御樫
挿入失敗／スクラム排出容器モニターの故隙／制御棒
藥含体の誤鋤作／格納容器におけるサービス・ウォー
ターあふれ出し／蒸気発生器問題／灘区破損／燃擁
獄司ホールドダウン・スプリングの破損／アキ晶一ム
レータ・バルブの開圃定／ターゲソト・ロソクのバル
ブにおける問題／簑全鹿入負荷投入における設計上の
問題／圧力スバイクが原囲による原子炉安全網入系起
動／鵬力計算の誤り／謝認識の誤指示／葬原子力関藻
謝装の喪失／羅気配線の分離における設蹴上の欠焔他
資斜⑧貝本の穣子力鑓躍駈の事故。故陳一覧

ｼ

臨調第⁝嵩二会に提出した︒げんざ

を対象にアンケート調査を行い︑

れ︑その縞果︑許認司相互聞にも
たれ禽い︵撒列的審査︶が坐じて

さいして訓画の確実性が求めら

許認珂処分が長期化する娘伺にあ

と婆望︑さらに具体的な手続きの
膿め方についても﹁関係省庁間で

が地方劇治体を指漏してほしい﹂

十分謂整をはかる必要がある﹂と

る︒

府と園際原子力機関が並催し︑田

・放射鰍利用促進に協力するにめ

があっだ腸盆の取扱い︑処分の慧

る扁と指摘︑このため﹁謝爾の確
指欄している︒

開かれているもの︒

用の燃料加工施設Q今鋸度予騨と

国の原子力政策の塾本方針は︑

﹁徽調審決定後も計画の確実性

五条にもとつく膿地盛罵許可購

を求められる例﹂として﹁農地法

筒速膿殖炉を開発し︑プルトエウ

ければ処分しない運矯となってい

だ一と要醒している︒

璽爾アジアナか凶から門門家十

非に関する見飛しを縛たうえでな

って︑東繭アシアのアイソトープ

本掛子力罪業芸議が実旛機関とな

心の腿さが示さ為る形となってい

一方︑﹁露調霧決竃後の詳認曙

騰開の要望をとりまとめたもの︒

それによると︑鷺源立地詳認岡
については﹁手続が迅速に処理さ

国際色豊かに

和やかに懇談
RCAレセプション
﹁工凝利用放射線計測機羅メイ

ンテナンスに関するRCA／U三
N磁が参加している︒

設躍許可融講まで待たざるを欝な

二十五B衷での陶こう三週間に るが︑﹁これでは露調響あるいは

請﹂をあげ﹁この季続きについて

ム・リサイクルを行うこと︒その

予篤︒

わだって講習︑工場での実際の研

くなり瑠前調査鯛麺のための許認

して許銘する﹄との遡達がだされ

は﹃強調審調整したものは早期と

しては︑一億六千九醤万円を交付
プションが石臼タ︑粟票・丸の内

修などをうけ︑わが園の鍛新三無

いという悪循環におちいる﹂とし

可が︑縮爾審後でないと行われな

DP東東ワークシ管ップ﹂のレセ

の簾水工業クラブでなごやかに開

っている︒a3面に関遼配寮

とノウハウを身につけることにな
このワークショップは瞬本潤政

かれた︒雛写翼

原論力

園生要配窮

＿ワイド米国の原子力発電所における
＿
蒋藥事故・故障の原因・経過・対策40の糞例

一

定億蕊鯛（㌣翻）隼極購読手簿，200円

業

⑫月号．」宴瞬発牽

愚

一

ユr！1部）
（麓囎日日は会襲に勧む

振甕ξ東京58§5播

本原子力産業会議

｝ξ善轟允凄十1年外前金5500円

瑠唱層朔騨瑚

饗璽鑑葦ζ201＞2歪7芸（畿）

干博0寅京都千忍野区大手町1丁濁5番4警（蜜霞火災大手町ヒル7階〉
打
r3月王2…写鐸》二三孝藤垂おf迦P｝勿1認宴ぢ
舅習手∫13ユ

雪部120円（送糾共）
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噛コ

関連市町村会が回答
肛門灘新エネ政策実施へ
︻パリ松本駐在騨︼七月三十田のフランス政肘の淡定によって難設工禦が凝繕されてい沈ぬ鯉点の原子力綴織所の懸盤再閣に関し

地城協議

プロセスの一環として︑閥灘六十七霜町村虫に︑工事跡

てシ鑓1︑シボー︑カットノンのこ地蝋の関連布町村藪が蟹成︑ゴルフェシサ＼ルペルランの二地点が反紺を表明した︒これは︑難
民譲会が新エネルギー政策を採択したので︑モーロワ首据が︑
闘の黄融の懲見を伺っていたもの︒工惣蕩開が否定された原発については︑今後︑地滅魏魏金でとりあげられることになる︒政府

は︑一九△了△一奪に癒発六璽の勲工を認司する謙画だか︑リイトについては︑九十万KWのシノンB二号機を除いて︑鑓域との
協翻が終わってから淡めることにしている︒

党︑CFD聖など反対運動の纏激尋＋五浦凝左津のカルネ凝提案す
尖巣か耀えており︑共巌党︑CG トはナント・ツンゴゼール翻冶湛

ることも検討している︒このサイ

澱は薄歯鐵＋入のうち尉六十人が
を買っている︒だがこの地方では

獣だ︑ルペルラン厭気では︑十

真成とみられている︒

求する廻が強くなっている︒

きは簡易に行うことがでさる︒し

一滞陶村象のうち七が反対で︵鎌 T︵総同盟︶などツイト開きを蟄 の二期地なので公益贋業認可血続
成石︶︑ロワール地域窟議会に付

れている︒地域膿漏金は裂協察と

することになっている︒

驚に工禦再闘に関する補報を通報

なお︑シ︐ゼ︑カットノン両出

が激しく購うことになろうが︑篇

ー︑幽独︑ルクセンブルグ一ご国政

発は源境に近いので政騰はペルキ

かし歎鷲的に間匙がある︒

ルペルランでは一九毛も年激し

つこの地方で爾派の追突も予想峯

娘一溜︑アナー蹄ストの伝粧をも

池厩器譲余でに猛成派・反対猟

い反対デモがあり公開調嶽が妨密

認されることになった︒

さ抽た︒ハ︐贋の投勲でルペルラン

してルペルランからロワール川上

萎

で⁝．禦の螢成があっだことは社会

一

を新設

kには︑

村落で七票︑シエアンメッス村会

！葦シ！ーノア

規制検討委

NR効
C率的推進はかり改組
総愈極討養員倉の凝

薪設の還窟総局k代理︵畜力機二

翼猟的には︑麗登蓑RCスタッ 二︑総禽規制蠣件担当︶があた

ぢ改根謡画を発表しだ︒

来援子力規制観員金︵N紀C︶ と︑地方緊務納の役鍵鴻大をめざ
は︑十月十六臼︑原子力発庵翫規

制の働象陶翫嵐をはかるため︑N

る︒ビクター︒ステロ検盃実施細

ジャン欝金ては︑労働覆澱十人が

謹か︑この新ポストに就汗ずるこ

カットノン︵嗣八対三対五︶の瓢

︑職

︒ピレネ地敏籍綴織に付託され RC竪樋の管理僚繭の集中・強化 フによって課されている規制裟作

フランス政層から凍紬胃地兎の

誓：静︑瀬

とにな診︑整席となる検査ノ施局

・

の適徴を絡説し︑その絡襲をウィ
ノ

長には同謝局畏のリチやード・デ

海灘状を受取った︒十月二十八日

ゴルフ認シ

る︒

リアム・﹂・ダークス運滋総局疑

ヤング氏の就任が馨った︒

﹁サイトで働きκい︒工事再闘反

に勧価する﹁総禽規制愛件検討叢

︑ゴル

地点が工蟹鞠蘭に

は︑NRCの規制襲件が①公衆の さらに︑今後︑聾RCの五つの

農会﹂が新設ごれる︒阿擾国魂鼠

ウィ

工禦岡開についての慧兇を十月二
フェシュ︵同七対八戴一︶とルペ

にはCFDT︵蔑主労連︶︑統一

暦

ルラン︵陶五対七河O︶の二地点 難ずることだ﹂と陳離したが︑十

社金党︑礎境派か撮轟するデモ隊

角辺の蓑成議饗は

十六田濠でに捉崖ずるよう求めら

た︒ドンザック村会は﹁村の能力

七対︸︑誕権五で反苅を議淡し

を議明したが︑名地点

か否か②施設養やNRCに短して施周ではなく︑面懸総栂長の指揮

鯛された蕪RCの管理体制の欠陥

今闘の改績は︑ΨM←故後指

が早島される麗込みだ︒

つかの原子炉訂認何変撫の斜祷権

規制要件の適否を検酎する蚤

b﹁Pーーじ
δ

下にも40かれる︒転た︑NRC木部

ユ

︸

展騎し花︒地敏霧詠愈を竃繊する

︐

︐

不必鼓な負握となっているか由か

︐

−

鐡会のヘッドに選ばれたビクタ

ン

︶

と政麿か淡めるべきだ﹂として幾

ユ

︸

の諮認可業務を助けるκめ︑いく

3

寡

llを決殖噂ることになる︒

O
︾

ー・ステ麟属

︸
︐

県会胸よひ霧町厨燃識燃の閤翻訳

コ

府買上げも

にメスを入為だもの︒運営総周長

蟻癬

・撫漸

人燕石︒勾重んに疑えている

マクガイア原発︑フル運転へ

来デンークパワー穣のウぜ

この八月には︑翼RCの隙

・々ム︒

リアム・D・マクガイア悼譜 のは︑コーワンズ・フ場ート

W︶が九月十二田傘出力運転

力発鐵麟一嬉機︵再十八汚K

イア原発に移送すること逢許

らの便用済み蝿料を︑マクガ

デューク織のオコニi厭発か

に重しκo一一瑳樋は︑碗π八 ∫力無塗爵産出控語会心が︑

七％∫噴を鎚﹂し︑憩開は八

圓原発は︑ノースカロライ

三年の予定︒

@謬細三

一叢錘ーー墨縄講落

猿奮発纏幾万

賦

齢

銑雛

瀧

三差

縫難搬灘鎌

原子力代行

対は撰瓦盛鏡のマネ翁の投票に脂

れていだ関連六十七市町村食は︑

における市町村の賛沓の態展は比

が

健康と賓傘に魯効に答離している

3

︑︐縞織

公鎧雛榮認司手続きで公開謎費を

がサイト挙定地を出発し︑三を一

ノン

実施しπ帝町村で︑いずれも殿発

田ソールーズに劉騙して穴デモを

ひ

地方事錺燐は︑これまでの検幾実

ばすべての傭綴をもっている議宍

このつち︑丁繊再開を否認した

︐

︸

をこえる談題で儀民投敷でなけれ

︐

較附接甑していだ︒

多数決の 結 架 と し て ︑ シ コ ー B
ゴルフぼシン原発については︑画

⊃

レーガン流の虚塀原鐸壌視に変

の橡隈が大望に強化されている︒

なお︑マクガイア欧発の晃

可した︒

電所嶺は︑一ゐ八一目窪隼〜七一

縦いたもの︒

奔のデューク隠題賑の名融を

福島地区事務所：福島営業所・禍島第二営業当
鉦城地区事務所：東海蛍業所・大洗営業所・原堪出張蕨
大阪事務所：敦賀営業所・島根出張所・照国串張所。九替｝出張瞬

かろ五㎡凝の範闘内にある︒

︵蟹成撫町村八︑反対四︑その他

︐

趣市阿N☆のうち︑バランス・グ 弊拒告︒工喚再関の決定はミディ
つ

い︒簡業化を態ごうという姿勢

わった︒その紙緯は不睨だが︑

ナ擢ン叩1惚ット北祭不明

ノーマン網は︑水力発電と︑

にあるノーマン灘崖に立地Q

原イカ︑火力の冷却用にデュ

ーク祉がつくった同州最大の

帝嘱褥が〜六％出資しているサワ

（広島分室）

二︶︑シボー︵同六塁○灼二︶︑
⊃

取り出し弼能貯駄善．漁験・辞脳

はうかがんない︒濠た雨晒鱒三

声明が矩驚働掛覇の中闇贈戯に

に穏ほど遠 は外国企渠の謬論が副られ︑奴

鏡設と水久処分雁霞︑という∵⁝

型ては︑﹁民閤のリーダーシッ

叡優先国寡囲欝

ずは楚設中門撫所の前歴司手誠

段階構想を提策しているが︑レ

プ﹂凝薦垂する方針が︑二藍弾

という

を践め︑△．蕉宋までに鑓十二

ーガン声明では﹁縫用済輝料の

賊象調辻

炉︵運開設備の五〇％に椴巌︶

誤聞論蔵偏︵政暦無縫施設︶に

ぎ

ηシントン州のイエシアティブ

の公益審議媛員会の符紘の方を漁

んだ︒

手帳発効機関N−0627A〜C・E〜H：。」・K

@
@

忌
@

原峯力：施設瞼梁のパイオニア

技術の提供

業務管理部：浜岡事務所
作業環境測定機関 13−40（第1〜S号の作楽場）

高

義
⊃

ノ

漁

ガンの乏いだ︒そのために

ムの問題も︑徽力会社の経営問

は︑一︑＋五宥KW以トの焼模のエ ステキジス激．学力開発プロジエク

翌︑一九八四年と八八年に渾開予

ト︵角二二刀KWのPWRご

定︶からの撤還を︑六十対四彗の

ネルギー園画の債券発行には︑灘

て︑五十九対四十一︵開勢㌃九四

前に打民の小ツ㎜が必至といづ内劉

比率で決めた︒

よって選ばれた憂樋からなるエネ

メーン州では︑直援江民投蜂に

％︶で支持された︒これは︑資金

けようとする反対泳の新轍術が成

ンアティブが︑八十︷対一一幸乃

ルギー戴縫会の設立を或めるイニ

陶から原チ力騨発にブレーキをか

リック・パワー・昭プライ・シス

テム︵WPPSS︶謂か代渡で建
︵開票捧八八％︶で舎淡さ脇た︒

功したもので︑ワシントン・パブ

テでプについて︑三件の信鼠弱質

設中の署犠の原発が影饗をうける

州民は︑これ京で漁りの知事賃⁝

が臼われ︑ワシントン州とテキ夢

ことになる︒

テキリス弼オースチン巾では︑

ス州オースチン毒では可決︑メー
ン州では盃決されだ︒

轟灘蜘

⑳03（572）5475（4黛）

中央区銀座6−3−16（泰明ビル）

懸灘灘懇欝i

L＿ぽ二ご泌灘銅∴浦∴＿

織麟灘鍵

灘雛鱗騨難遍

繍蕪瓢灘蕪撫灘
癬繍慧

灘
簸灘
o燭一口隠亡脳〜り鴇珊鴫櫛心解鱒
末園で十一月三目︑原子ゐ闘発

原子力反対イニシアチブを可決
に資定的な影壁を及ぼすイニシア

資金面からブレーキ

を先成さ蝦ようというのがレ⁝

薦及しなかったのも︑この竸争

諾及しなかったので︑来國腺産

の笑楠や考え方と対立する︒颪

を厭子力規制委員愈

しかし・レーガン蘇明の取納

調達方釘に恐らく関係がある︒

定認司権

運転を蟹んでい

による

実証

る︒議会の薦段階寡も︑そのど

ブの縣視にあることは謝定でき

が︑箱煽験理一民間イニシアチ

︵KRC︶に持たせる注案が議 ︵AIF︶が不満を熱明してい
業界はバーンウエル工場の故府
倉にヒ程されている︒しかし︑

だ

やっと比揺な軌道

鴨認知

け︒それも

るが︑レーガン肉明はプルトエ

発と臨策再処理の

の段階を政府所鞠とするかで︑

醗争調

遮断が仮に成立しても︑鷺十三

題としてとらえており︑幽力公

ない︒レーガンはりード・タイ
し︑電力会社の

嬢の資本形成の改宮が電雲だと

することで

して︑講盆ですでに成立した経

罠

畷目処蓼に宏

群論患欲を刺澱

勢を鶯ち繊

ウムの

にすぎないと酔え

るQあとのふた

依然のこる産業界の不満〜7

明らかな推進の姿勢

待望のレーガン原子力政策声明発表

に炭つた

つi諮認司の短
縮と廃焚物処分

1時へからのい

引趨は︑カー訂

わぱ鍔ちこ

織力簾気に新書ムを読引するこ
とを期待している︒

で※国は隙子力再建への一歩を

いずれにせよ︑レーガン沁闘
更された︒膨撮麟の禦薬では︑

ふみ畠しん︒レーガンが稜奪の

は︑起集の最終段階で大きく変
政策醸換のシンポルー増殖炉

民聞恥処理へのツポートは・庵

ルトニウム震あげと︑躍臼囎的

R・K︶

︑病弊罷どのように党服していく

の推進と再処理の解禁iも︑一

力致再の畢期注文︑列国企集の
ー伯と譲藪のあいだで協謎がず

開帽︑職蔑期的なニーズに備え

るQクリンチリバー炉の℃事再 出資珍脇︑35よぴ政層によるプ かに注hしたいQ
両明は涯〜畦四砺のりート々

すんでいる︒議会側は爵禄冶燃

な綴塞が蜘んでいたが︑節略で

一

︶

営︑
レーガン入統領の原ぎ力政鐵
声明がようやく出た︒累壌崖観
想がこの四出戸︑待ちかねてい
た舞開だが︑声明もその反穂も
一輪に ドラマチック ではな

かった︒×因の搬かれた立廻が
四年前とは変わっだからであろ
うQ
角明は︑螺還るれた内答なひ

エネルギー省とん凱界の触兜が 認しょうと副えている︒

済魯生訓画や粗裁法の砂がが︑

炉の促遣には読響司嬬間をこれ

翻し疋市場を保

の捉築は︑①13！ド・タイムの れらを解湊しないと︑物購が追

弔くも分かれて36り︑敵途は多

と瓶り打ち出しているQ五墳目 し の難船︒︸C

濠での米分以下に触撫する必蟄

軸である︒

声駒のこの﹁再処理㎏の部分

撃ないことに変わりはない︒そ

のパイ﹂︵空中楼閣︶という枇

があり︑レーガン踏標は﹁空中

短縮︑②堰殖炉開発の推論︑③

題の横詞を噛するとあっては︑

醤が戴くも出ている︒
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て⑤やや長期的な聞題を検討す

隙了力鐙選の肇講は明らかだ︒
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1の開允をやめさ電るためにも沖
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している︒

衛の騒擾朗理解をふかめることに
つの分野を中心に氾発に髭製して 現状liT黙思用の経済蟹︑高麗
いることは嵩はしいことだ﹂との

べるとともに﹁Uんざいの脇力は ナンス概︑鯉︑﹁放罰纏女全懲理

渡が行われ︑集南アンア側からも

の現品﹂一i78ど実︵に即しだ遜後の協力に驚けての訓．鹸などがチ

厚†力発晦﹂と髄つる議硬会究宥

よん川辺氏褥﹁窪鷺私盟に反d
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れそれ門尿発列島︑さかなはとう
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し踊力が野獣ること毛更牲してい
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東犀ム出

遷翻画師Uは︑敷小都文がレ目
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敦銀の魚は醜い︑食へない︑とい

水購抵はそのなかで﹁だとえば

を打い︑こんこの右筆力協力に丈

⁝︶▽﹂︒カマジ︵イントネノア

機雛部アγスタント・マネジャ

原チ刀鱈︶▽B・﹂・商︵島国ユ うように︑彗陵蓬てある穐鼠と消

このあとワ⁝クノ滋ノブは︑九

の蕩さが浮き彫りにされた︒

口から笑際の放購線機響利用工騰

いさつしだ︒

りあることを期待している﹂とあ

次にワークノコノブのコースラ

ネルギー研究萌機器開発部第三︾

R︒N・ウf．ノェワルテン︵スリ

鼻

㌔叛謝る行なつ︒腰崩は舞創Q

学生試験あんない

肩穿技寒月では︑海外搬解力施

汎保薩を必痩とするものに君して

霞に詔単するにあだり︑政暦の身

三分甲澱欝の丈付︑申し込6は

例葺縛り滅齢を実施する︒

一月ごイぬ属︒

レ臆︒企画肇まて︒㌔め切りは雪

入蜜管理装置

アジアから10か国参加
最新の利用技術取得へ
日本賦政府と剛際原子力機闘窒僧の一﹁寒和用放扇線謝測綴器メインテナンスに開づる象理ワークソコソプ﹂が藷日︑開卸した︒

なとでの研修と視鋸に移り︑新日

費苔が対立づるのではなく︑今以

ィレクタ！の縄領蚕夫慶研アイソ
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肇露機制卿響作所︑堀場響所︑

ロニクス都藍蝋メインテランスク

≡⁝一嵩

スノロ詣しティテクタのみに限っ

により︑現煮はニノケル63馳備ガ

貯礁の放射緑隔∴防亘杁の敬直

醤11臨隣厚包允議し﹄︒

スクロrCアィテクタ︶のための 放尉擦取扱達彊嘉論習欺︒

扱盆償署免状︵ニノケル魯袋舖カ

群集走爲は蚤瓢箪ご名︒舞錘冤

リビン︒スコノト蟹紙虫心機繍技

クラフト製紛夕孤塁造行為部袖修
に体験するとともに︑機器取扱笑

ープ・放射線利翔の飯餉紛せ実地

師︶▽T︒S・オン︵ソンガポー 韓藍脇︶▽A︒マヌーン︵タイ乱 切りは鳩一同のみ今月二十一貝ま

め︑一時的なウラン不足が乱レの

篇；コ璽扁−四二㎜＝門≡＝IF㎜二二＝二一T﹂一㎜二﹁二階四㎜回一1
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なと適輪転Q日進月歩のブイソト ループ飯︶▽へ・リマンカ︵フf 1．・チへーヲ﹁イ︵ダイ・ン ム

第二糟よ☆︑篇ナ臨機奥蕪工蝿

物︑繊河電機︑藁芝厨申工埆︑瓢⁝

フスパチ僚子力研究センター︶▽

鉄鷺津製錐駈を慶切りに︑原研康

るメインテづンス力荻や鉢制につ

階機號刈胴技術の礁立に懲験であ

﹁帰国後︑各團に適しだ馬継線二 海研莞所︑田V那珂舶載︑ア二

トープ・原子再説儂所次疑が︑

﹁アンア地域原子力協定扁︵罠CA︶と岡趨開発3一画︵UNDP︶の一環として︑口本狩子力筐業余識が実施機関となり︑簾酌アノ
ア論囲のアイソトープ・放射豪利用促歳に協力するために0らかれたもの︒パングラテンユ︑インド︑インドネシア︑樟国︑マレー
シア︑パキスタン︑フィリピン︑ノンガポール︑スリランカ︑タイから間門寺台灘十三名が参加︑⁝一皆ゐ日までの二十一田間にわた
って︑総力郎にセミナー︑丁場での研鯵ねどをhい︑わが園の簸新利用授術とノウハワを取置し︑アソア三国のアイソトープ・放嚇
︐潤屠の促嵐に役立てることになっている︒

待する漏とあいざっしてセミゴー
に八つた︒

みいさつ竃有い﹁RCAが食晶照 セミプーでね︑闘本工から門二

つづいて晶︸悪癖陰専務理数か

カΨ租利用に漁極購に震懐してい

二丁ニー一議＝一瓢＝1

八における放励禄謝測機姦利嗣の

射︑﹂集利用︑医ぞ︒読物W﹂の三

＝﹁朧＝一﹁識﹁︸騨嵩一嵩≡＝憎︷＝＝＝劇嵩≡︷ヨ≡︸鮒﹁讐篇Ti⁝﹇二

と︑ワラン開発を

第二種取扱主任

とりまく麟しい伏況を厩晒したQ

⁝ポント当たり四↓メを蔵える価 醗能轍がある

格か蟄承されている一と分析︑濫

掘の赴nや下灘隷下ての経騰性の

署免状で講習
そして﹁技籍的遺捗にもかかわ

間鰻を銃く詣卜し尼Q

て︑岡センターの講摺を受ける九

る︒城壕六年置の隅習口細帽次の

一

けて︑飯り扱えることになってい
改笥されず︑露礁写真が低迷しつ

財願憂人︒放尉線蛍全技勧セン

放射線籔全技術ヤノター
づけると︑発晃から生産までのり

登り︒︵いすれも︑月曜から金曜

らづ︑このような聖帝的兇画しが

二馳的に氾3︑ワラン不足瀞 をふくむゴ取が臥圏化する特樋后

探査の糊麗が霞上してきている﹂

麿継舎せた﹃概言凄気﹄によ9︑

タ下︵山崎文男理箏長︶猛撃︑

縣社ダンカン筑が指摘

﹁ウラン不足の事態も﹂

隔≡憂譜誠丁ーー甕藍∴

く力蝦であり︑今励のワークノ識

門わか国は東内アノア諸国の旅イ

る﹂とのへた︒

て︑列務自利2鼓伽答孟欝のナ川 ノフか威功つることを期名してい いて︑卜分︑検訂されることを期

ソトープ・放射線列用の籏蟄租か

い︑

わが麟かRCAに加盟したのは八 〜一九八六葺︶力謝蜘一⊂れて

この誘画に先Vって気施されてい

秀零氏が目迎のみいさつ竃

る嶺嗣琿錦プログラムの一斑︒

一九七八琿八月︒とくに︑アノア るり︑今圓のワ⁝クンコノブ信︑

緊の謙題となっていることから︑

諸圃では食糧・ユ紮化︑医餅か喫

を利用しだ﹁欝贔照射﹂ ﹁工業利

り︑ゴ業潤綿を申心として薩業界

隙覆でも︑アンア地域でのアイ

用﹂﹁臥急・生物脚この一ちのフ

の勤口かり敗層のRk掻動を損

R本はアイソ ト ー プ ・ 放 射 響 技 懲

ロンアクト之柱として積捧朗な僚
趣聞に声援していくことにしても
り︑轟︐回の踊力と為ったもの︒

力︽哲っている︒

このうち︑⁝丁乱川用偏につい

ては︑RしAとUNDPの建けい
このうち︑五禽ハの両口・乗蒐
ミナーでは︑濠ずr慰愚を代氏し

によって⁝アイソiープ・放物轡 入手附の勢臨会坑寝で開かれたセ
のぼ業莉用プロノユクト﹂︵一九

餐じる胃能性が⑳る﹂i一たぶつ とを利用して鉱区を凝したす地時

ードタイムが癒子力発支所のリー

化ギ的醸造などが熱しく蕊展して

一
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臥の航空会飽大ホールて第九十回

午後二酷から四時半震て鼠熟・溢

一

の建設蜘︑ハ魯八十万空騒のうち三

ない︒しかし︑新講蜥換燐ふけん

一

門吊五百八億円の欠損金をだして

輔

とのべた︒

くウラン楠勢が㌦織化するなか

一

いる︒しかし︑科技庁は今飾度も

一

までの五日聞︶
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山川︸郎科学技衛庁温田﹁八月

了力船むつの鞠馬彪か︒

鶴丁擁円のうち△臼館円︑再処理

パーグ簿士を揺ど︑﹁厚了力エネ

ー分析研究所鼠のA・M・ワイン

力同附には民購工体に移bさ潤て

石渡原子難局畏﹁線貼払は﹃除

︑rかの漣し驚により︑原ず力捧轡

かバした場合隔と規走纏れてい

原子力関係海外留

いこうとしてい避勺﹂

今図はオークリノノ・エネルギ

出漬している︒この切実をどうと

でも三十強熱を民醗が諒してい

原無力二業恕読ムムを京桟つる︒

らえているのか︒

桑川慶賞翠封職てねいと謬れば

か︒

▽照間嵐旗か少ないのでほない

る︒厄分の愛損は角わセており︑

薫翅十二億円︑高趣繕殖炉建設黄
vで一兆一一千山ハ否ヒ⊥丁当量円も

石渡鷹雄騒海技構庁原子力局畏

しい︒しかし︑日本では︑ICRだ﹂

三十一田には︑佐世保を出る絢兎

一

昭和五十六年臓の第二種放射終曲
鼻
一

たが同氏は︑ウラン授鉱開発を

トタイムより長くなっているた
一︑

漿議院の感ず技術螢員愈は五

衆院科学技術委員会審議から

一

で︑イリー13一︑ロクノビーダウ いる擬を紹介︑﹁こ為ら︑各技術
ンといった穐望なウラン鉱出をも
つオーストラリア︒ウエスタン・

マイニング社のダンカン譜業鄙鼠
がこのほど来日︑東灘・大手町の

P勧佳暴躍の蒼分の一以下を走

経説鰹会館で﹁ウラン押廟議術と

宮︑科

子技術に関する一般政簾に

その馬用﹂と題して緯擁︑新しい

﹁臨戦胸臆に︑開根諏が新定振港

果か出る︒その一で︑懲設をふま

として魍しているか否かの認葦給

蕊川昭三氏︵公︶▽一熱の轟醸

︻原鉱敦賀︼
というのも間題がある︒矛駈を曝

し︑財ばができるところに補跡愈

納助金ということになる︒しか
︻閲根浜は︑蝋終的には公共恕

えた澗婁ぜおこなつ㎏

に指爆されることが望よしいと蕩

が3体となっている研虎であり︑

がΦもの︒形として欠握金となっ

必には趨絹でさない﹂

潮による角紬の低痛や民信儒の旗

る︒今皇軍放嗣饒沁拠はなく︑風

再処揮は︑天瀬だけでは講け弔え

石蔑種子力局畏﹁ウツン痔軸や

ている一

長期的にみて︑瞬代の刊益につな

餅魯賠空聾の趨用は司のるか︒

にかかわる損輿に対して︑原ザ力

北由愛郎氏︵畳︶▽科学技衛月

麗霞継大蔵衝主掛局次蝿﹁圃か

Uる︒題門家に検甜雛這たい﹂
える︒勉元には憩周港として墜く
建設して欲しいとの幽もある﹂

海巽け入れの合掌がねくても臨譜

閲焦特μ汐人の厨研︑動螂︑︑距鋤

︻特殊法人への出資︼
赤羽夏霞科学技術庁原子力安全

ナるのか︒ンあ携命︑樗滋するこ

▽八月しづ一口か兼たら︑人綴

は不向きではないか︒

国境の厳しいところ︑新田係纏に

闘晒正氏︵社︶▽関根浜は自外

︻原子力船むつ︼

貞投塾隣りえている偏

いる︒餌脱できる程穫なので︑轟

め︑突緻はさらにその搬送の⁝に
縫え応餐の藻塩は次のと撮り︒

︻海洋投棄︼

なっている︒ほほセロに近づいて

ついて鼻糞智識をもこなった︒

銚技祷の

探鉱開饗鼓償宅中心にウラン撫携

よず同氏は︑ウフン

を展悪した︒

働晦について守れ︑︸近町︑他ト

放雛管物鰍を磁天

日野宿朗氏︵祖︶▽原ぞ力郵全
ってきたため︑鉱なの凝築が超こ 館報に︑﹁

に賦脊する三昧か鴇発の團標とな

おける安全確礫の塁諏綴方鉗

っているところを予測する概念法 に讐理することか︑原チ力発匙に
馬践の関心が隔まってきている﹂

﹂とあるが︑海洋投彙はこの方

による地膿︑距的探費︑ガンマ綜を

局畏﹁﹃磁実に響撫する翫とは厳

餅にあわないのではないか︒

量定することによってウランの欧

開晃事業園は．﹂れまでに︑︸ごれそ

れ二千一催円︑餌千力十八億円︑

電動唐知警報器タイヤラーム

謁ノゼみ
ボ

とになるのではないかQ

・製作納入例一

、

雛にとしこめること︒職境に管え

として数多くの原子力

すぐれた技術と経：験が確かな
施設で生かされております。

、

る膨響をゼロに曇ることはむず沿

慧閣連舞傭

原子力特殊肩

、

査︑ラトンセ感郷したり︑ワラン

また︑押費衛星や航雪質褒なと

と揺算した︒
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聞

力

憶想︽

塊三千七百名集い︑熱気

節して︑﹁本震のエネルギー蜜驚

へ濡濡華華会疑︶が︑憲催背を代

かけていく躊の決議文を万露の漕

興⁝⁝の四項図を闘係機関に働き

タリング体鰯などの徹緩④地域振

策と伴民の理解・爵顧③環境モニ

が︑これは五〜五・五働試影にと

五年七億前糧厩となっている

体的に﹁敷府児瀕しでは昭親六十

ネルギー粥要の慨下については墨

安全性を確認

敦賀原発改修の

このあと︑森一久原薩韓務理饗

費の慷ぴの低下が︑こんこの鴬絵

ど濠ろう﹂とのべ︑エネルギー消

原子力発電︒敦賀一号の放射能漏

原子力安金蚕員会は五田︑日本

原子力安全婁

欠︒莫秘︒激発竃所の一纏も唱い

供絵鰹保のために︑猿発は不断

あいさつした︒

手で採択した︒

確保し鴨る﹂との判断を示し︑通

れ事故の対簾について﹁蜜全性は

着工と％威を期して勲繋ろう﹂と

馬遣を大きく概論していく町能性

それによると︑蛍な欝議内容

産大距に讐晦しだ︒

を添唆しだ︒

議について﹂と題し︑詔念三戸︒

は淺く

なってきているものの︑従来この

しかし︑陶氏は〃谷聞

﹁原子力の安全鐵をめぐる論

元の代銭醤らが力強く決禅話明︒

て﹁繊界の研先皇果からも︑原子

闘氏は原子力発躍の安金憔につい

が︑

このうち︑地元で原子力開発推

つづいて︑経済界︑労働界︑地

進に全力をあげてとりくみ︑先

竪のサンプ水の送水先を︑従棄

は︑フfルタスラッジ貯蔵タンク

一鼎＝

一

一一縛＝一8一

炭などの丸心蝿料だけに頼ればよ
い﹂ということは許されなくなっ
てきている現状を指摘︑﹁閥際的
にも︑臼本は原子力聞発を霞めて

ー

いかなければならない．3一任を負っ

一 一一＝＝

ている﹂と強講したQ
冊一一一＝

鷲たな不安整素となってきている

押できるようになっていることを

してもこ再生灘液処理系で十分処

主幹も張東のエネルギーとして期

蝦︑各種インタ⁝ロックなどによ

ついては︑タンク水位認鎌溺︑警

また︑放熱性廃液の蹄漉防止に

確認した︒

ついて﹁相詣︑広範に使われるよ

は︑艶麗棄物処理態屋の鮒騨全に

としている︒特に︑欝蝦について

集申し︑個別表示するとともに︑

り︑﹁漏洩の発生を防止できる﹂

にした︒さらに原子力発磁につい

ろう﹂と悲観的な兇方をあきらか

も発する設踊となっていることを

グループ纏の灘帳を巾央舗郷経に

うになるのは太陽臨池くらいで︑

ては︑﹁該拡散防止の関係から自

関脇して︑廃疑物処理施設のある

い放購性設体略懸物の放出防止に

さらに︑敷地外への鱗理されな

確認した︒

ー問題は深灘︒その礁究開発費は

瓢当敬屑繭表は﹁撚本のエネルギ

礁歴内および庶下には︑管理して

ることの塗櫛肱を強調した︒

︵う︒

型炉の廃炉をぬ援経験し︑間擬的

ス︑※国︑論争など多数の国が小

外濁ではベルギー︑仏︑スイ

のことになり

り︑実際の擁炉は十五年以上も先

常鷺十〜四十舘と考えられてお

られていないことを調査した︒

いない排水路やその開口部が設け

米国を上衷わってもよいぼどだ﹂

一方︑大来佐舐郎灼外経擬関係

κQ

讃蘭纈がカギとなろう﹂とのべ

その他は補助醜役酬にとどまるだ

待されている新エネルギー開発に

誤π︑洋鶴純之助朝凹蛎聞論説

ことを指摘しだ︒

の見逓しをあきらかにし︑これが

谷間

さえのりこえ為ぱ大丈夫

力は︑鉄道︑洪水︑縦横のだいた

のフィルタスラッジ貯蔵タンクか

導聴役剛をはたしてきた堵察四か

︑つ繰

滋祉民連︑道政クラブの各政党代
喪が︑燦帯と支挺を衷睨︒つづい
て︑①許講甫罵査など譜手続きの

鼎

迅速化と學期胴工②簾新の安全対
＝︸謄＝曜一

呵う津

り索来エネルギーについては﹁発

といわれてきた

い爵侶ぐらいの湖い寝全窪が確保

によって︑万一︑フィルタスラッ

ら廃液中雁タンクに変磁したこと

町樗原発対策協誠会頭長の酵谷一

つめていけば︑﹁康チカの蟹全量

されている﹂とし︑究趣的につき

通しは必ずしも明るくない︒軟齋

門地元関係町樗︑商工

禽︑漁黛伊藤は〜様に条件付き蟹

雄氏は︑

は人間の能力を稲じるか讃かの終

旗であり︑条件の申味は多肢にわ

そして詰論として︑人頃の英観

一輔＝一墜需一

の姿がかわっ

ジドレンタンクがオーバーフロー

陛できるかどうかわからない﹂と

を安易にみる傾陶をい家しめ門こ

の藤晶でもある原3力を︑﹁及対

＝＝騨一

た︒

入類の第三のエネルギーである

れら晶問顯の解決には︑閲係町村

鞭動があるから利用しない鳳﹁石

周論になることもある扁と述べ

原子の火が共和︒譲に初めて傲れ

持・協力が蔓紫﹂と強調した︒

等だけでなく︑道民の留さんの支

たっている﹂として︑再調審上程

ロンティア・スピリットを象徴す

ようとしている︑その北海道のフ

譲原子力発電所衆知促進道民会
議﹂は︑北海道地方同盟︑北海心

次に︑来空あいさっとして︑自

商工会議所連含象︑北海迫経済連

一

ど

電中研創立30周年記念の．煽開く

エネ危機打開に挑戦

ヒ

民会謎銭表史話人の水懸口鴫氏

葛藤長︶が開盆を冨濤︒まず︑辿

︒富露礁裏の山崎急重氏︵道同盟

ージックが流れるなか︑道民会護

﹁新世界鳳のバックグランドミュ 民覚︑論士党︑新暇由クラブ︑

?︑北海道繭工会遺命会︑岩宇 るかのように︑ドヴォルザークの
四か町村鷹発鮒策協議食の五団体
が呼びかけ繍体となって︑今年十
月二十三田に発足した組織で︑現
在︑約玉込体が潴嫁している︒

集愛には︑轡箏闘か町村︵二相
町︑泊村︑神急内村︑岩内町︶の
住罠がバスを達ねて参聰したのを
はじめ︑北兇︑孫搬など金近から
三千七市人が参船︒千ヒ良人収谷
の会嚇には入りきれず︑ロビーに

ニターテレビに見入っていた︒

あふれでた参艘者は備えつけのモ

谷間論

谷間 はある程度うまってきて とエネルギー研究開発を積極化す

いる﹂と

て簸ていることを指摘︑とくにエ

交換し︑各研究施設を冤単︑二十

付属施設をすべて撤硬し︑あと地

廃炉方式には現伍︑①療子炉と

輪濾している︒

に︑さらに多くの国がこの技術を

一百には帰園の予疋︒秋山団長の な経験も含めれば過去二十年間

口本はすでに︑臼本原子力研究

いる︒

説傘

楚︑接

晦

＾隆謬

窯

〜

・

僧．

ミ

瞬

糊∵騰

心

ナムボ

灘轟

−鱗難奮・・

㌔
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︵

252−2334

場部店
工本支

TE：X

道内のエネルギー蜜定隅田のために一三も泣く共租・撫三鷹脂の凝工を一⁝十一月ヒ旬としては︑記録的な大分のため︑街路のい
たるところに磐が残っている北海逸・鞠幌由の甫罠会館で︑九二竿後送隠から︑﹁共秘・濾原．r力発膳所建設促進辿民集△なが開か
為た︒これは︑﹁共狽・泊原．＋力発餌壷附設促進辿民会︐融﹂が霊催したもので︑金道から腿・瀬・商︒︹︑勤労省り三下七肖人が参

蝕したQ原子力揮発推進を求めて行われた今闘のような大集会は︑道内では初めて︒漿会では︑﹁蜜全性のより一瘤の醐ヒと道鼠の

膿量

饗
︑藁

今回の集金を聖儀した﹁共和・

理解と命意をはかり︑仙窟・油国玉所の建設促進を求める偏との決讃吏を万爾の狛丁で標択︑避︑北海池竃力据よび國に︑建設促廻
を穣肉的に働きかけていくことを溢つた︒

熱気がうずまく遮昆藥会

⁝

た︒

こんこの研究開発戦略

こうしだなかで︑
帯後に入ってからは︑宅会場を

旗人の屋内還避を決冠したQ

については門これ塞で

覧の實常放出の思れが生じたもの

の研究は個々の騰題に

が騰急檸止︒軍気簡から放射性物

策源村民会曙削の広場に移し︑実

マ㌧

度からエネルギー総愈工学研究所

所の研究用原子炉JRRi1をを
踏利用する解体撤去方式②機器や

構造物などをその野里の状態で封

っており︑原研の動力試験炉︵5 勲する密閉騰理方式③プラント内

閉轡理方式で廃炉にした経験をも

原子力関係営業種圏

縫齢鍮磁
灘織灘鐵

PDR︶の廃炉も翼体的スケジュ の高放射能の構造物や機器頽をコ

にしている︒

いています。

（下記装躍の計画、設計、製作、据骨）

これは、木村化工機のすぐれた離離、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

524−8059

社阪京
本大東

り

未来に躍進する 鵠∠｝欝r！

原子力機器への実績は高く評価されています。

早期実現へ大同団結

萎ンノ多

初の大規模防災訓練

の凧秒速一類︑大気安疋度B︵や 地識練を申心に行った︒

鮒応ずる︑いわば臨床

とし︑気僚条俘は︑蘇れ︑北北東

モニタリングカーによる移動サ

驚繰醸千五百名が参加

や不安瓦︶と︑地上の放購襟披懸

医学的灘応だったが︑

聖ベイ︑ヨウ黙の測窟︑環境試料

こん読はもっと長期的

難産慣・漬源エネルギー庁は七

ほか零露は︑瓢力︑メ；カー︑建

蹴が鍛大となる歯腔の条件を仮旧

行う︑いりぱ予防医学

な視点にだって研究を

田︑原子力先進園の洗炉対策など

設会社などから十五舶が墾議して

約一千五顕名︑ヘリコプター二

的研舞の考えをとり入

︵猷長・秋山守国大教授︶を襲来

を調査するため︑初の廃炉講査囲

茨城県と東海村は汽繊︑全岡で

れていく必要がある﹂との瓦灯を

海外の現状と戦略探る
のサンプリングなどを行う一方︑

さし承し︑さらに﹁こんな電力シ

い︑罐中研も︑往金的資任をはた

に蚤画している﹁技術簾購讐研究

同調蕉図は七鐵に成田をたった

今葎度予算は三千穴蕩万田目Q

していかなければならない﹂と展

に雪避した︒岡省が昭和五十四頬

通渡衝

パス十九台︑偬衛隊トラック十台

電力申央研究所は型立蕊十周館

している︒

一つとなつだ囎議燦鍍大蕪議簗に なとを便って︑緊急避焼を行っ

まず︑八時五十分︑調練食場の

だ︒避難には県消防学校生徒︑亦

を繋念して六田︑東翠・大手町の

機︑船舶一戸︑嘩両蔭五日三台に

設隙しだ弾用彪話のベルが阻つ

十字石護噂門学校生徒など約二酉

初めての大規襖な漂子力防災調練

任藷が4ーハ製して防災訓紳を実施

一入に遣ばれだ郡司面清︒県麗麗 五旧名が参加し︑それぞれ代表者

た︒今秋初の原子力安金功労慧の

この調練の隙的は﹁災霧華防貴

し︑原チカ災轡時における防災活

およんだ︒

地域住筏の礁接参撫はなかっだ

勤の円鱒化を期するとともに︑梱

を︑邸庁︑粟海村侵場︑東海村誌

ものの︑官庁︑原研・動轡︑嘱閥

エアが続まっていくのにともな

禽臨を申心にくりひろげだ︒

企業から険上自酌琢にいたるまで

には放射線被曝︑放射巌汚染の横

会場につめかけた約閥知名の参

フォーラム﹂を附いた︒旨写翼
酬練終了武にのぞんだ竹内知翼

経閲連ホールで﹁エネルギー来来

盤の緊急通報﹂の第一報を受け︑

このあと︑パネル討論コ一十一

凝民の理解を得るだ

世紀へのエネルギー未来技術を探

囎した︒

長があいさつにたち︑﹁三十隼の

る﹂で︑生出署朗田本エネルギー

撫瀕を法えに︑成園浩電申研理工

歴史をひもとくと︑いくだの変せ

議練スタート︒

をふりかえり﹁灼策についての共

んがあったが︑い証では入鷹も約

め扁というもの︒

そのこ県は︑関係備庁に壌故の

のであっだにもかかわらず︑所期

通認識など︑非冨にむずかしいも

調査扁の一環として行うもので︑

票故の想撮は︑県

リングセンターを設醸︒九時二十

発俊を連絡したあと︑緊急モニタ

ンクリートなどで鱗封ずる蔽鵡隔

内最大の臼水原子力

あと︑国際原子力機関︵IAEールにのぼりつつある︒

発電・東海第二発懸

込みだが︑原子頬の耐用奪取は通

W︶が︑象ず廃炉の対象となる晃 定する際の臆要な千三にすること

一号炉︵GCR︑十六万六手
究K
し︑田本に最も池した方式を決

離方式⁝⁝などがあるが︑凋査園

EA︶などの国際磯闘を訪聞する

は︑これらの方式を実地に紅藻研

ほか︑累国︑英国︑繭独などを訪

転N
開始した田本原子力発電の東海
D︶︑OECD・原子力機関︵
論漏について﹁エネルギー消黄が

れ政談および民間の専門家と意兜

A︶︑経済協力開発機構︵013C商業炉では︑暇頑四十一年に遍

おちこみ︑代替エネルギー導入が

経済研究所理饗擾は︑これまでい

あと︑﹁こんこも心をあらだにし

急速に潜んできていることにより

われてきだ﹇エネルギーの谷聞
深だ︑須藤冨雄柑憂も︑﹁初の

くんでいきたい﹂と所儘を表襟し

て︑エネルギー諸等の解決にとり

八億名と〜大研究燐に成長した﹂

な防災灼策の協議に入った︒そし

べだQ

試みとしては高く謬撫する﹂と述

とこれ求での歩みをふりかえった

帯磁措殿揮と

た︒

て十一蕗三十分︑

の血胸を十分に達した﹂と評目し

八難四十分︑黛出力

して脇幼児︑児塑︑好婦の避難︑

分には尉策本部︵本部長・鱈内藤

遡輯巾に冷却系に異

鍔調度︶の堅靱を擾驚し︑本格附

冨を充生し︑継子加

喫懸隔曲塊鵜賦
駆けつけた奪門蒙を纂め︑緊急の露盤検
討会議が熱っぽくつづく

は︑腰蓑関係者を前に今圓の訓練

董などを行った︒

ﾄ…

局原子力安全対策課長が︑やや緊

爾謄

張の薩もちで受話器をとり︑﹁胎

O

原子力防災に関する

ﾋ塵

σの協力体制を強化し︑あわせて

繍剣

参細・協力髄関は六卜八︑鋤員数

」犀L

正し （◎3）541−219
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︒舶・

︑

あり方をあきらかにする必要があ

と通じになる﹂と指摘︑晶質企図

すでに核燃料つイクルに焦点をあ

闘発戦略の検討に入っていらい︑

岡部金では昨奪八月に新原子力

ことにしている︒

でのリサイクルにもメスを入れる

用の観点から新型賑換炉や軽水炉

次大会に出席して﹁今日︑原子

狡術庁浸冨を務め︑第一回原産無

佐藤内閣のとき第二十三代科学

に関する検討は来迎にも︑﹁鞭欝

とり謹とめており︑今園の新型炉

方鑑に焦点をあてた﹁報告豆﹂を

をあきらかにしていく方針︒

τタをも参考にしながら総含戦略

はじめており︑ここでえられたデ

薩藁化に陶けての闘題にとりくみ

速轡殖炉実馬化綱査をスタ⁝ト︑

また︑逓鷹省では今回度から簡

に雪雲を欝だもの﹂とのべるな

燃料問題を避んだことは︑まこと

が開催され︑かつ巾心テーマに核

に入った︒この時期に︑この大会

でに研究の段階を経て実照の段階

力発露もアイソトープ甜用も︑す

︻てた﹁報告工﹂と原子力発億推進

璽﹂として還脆大臣に提出される

貝体的な検討の場としては十二

こととなる見込み︒

た︒

放射性同位元素

会議を設観して︑実照化検討にの

はじめ︑磁饗辿も路漣月露炉握進

りだしており︑﹁F8Rの新しい

蚕．

鋼鵬直紹矯

元科学技術

庁長竃の鍋島

山羅文冤日

本アイソトー

プ協会宿墨理

蜘満塁鍵 諜饗

一理里馬︵原盤損談役︶は十七日

午後四蒋︑愛社働脈りゅう破裂の

葬償は放樹線蜜金技術センタ

だめ遊厳した︒七十四歳︒

・膏山斗機所で︒聴闇は二足︒喪

管禽岡三として十二月八田︑藁隈

慧︑西紀紹阪︵自民 ー︑R王協食︑仁科記念財圃のヨ

澱

山崎文鋸氏

利用普及に貢献
没瞬して︑作業に入ることになる

開発戦略﹂をめぐってしばらく胎

蝋

麟灘遍羅ハ購

縦蝦

・

蝿癬獣

冤込み︒

検討では醐速暑寒炉に難点を裂

勤がつづくことになりそうだ︒

≧博

ず
3潰

籔繋籔

原子力開発
促進に足跡

§＝一＝讐ヨ＝＝㎜一護一肇＝蓮≡塁＝㎜⁝＝需

きながらも︑プルトエウム馬糞利

聡瓢一

れ︒昭箱六確菓大物理学科薬後北

経て︑二十三薙科研に入所︒こ

山崎践は昭租四十隼東京都生馨

入院先の璽烈︒帯谷河田町の戴娘

主は罠男︑和男氏︒

女子農大附属病院で逝厳した︒六

年萌十隠近十五分︑脳樋塞のため

そして博士は︑より安全な鷹子

いくべきだ﹂とのべたQ

力を確立していくためには﹁額常

大励手︑理研仁科研究蜜などを

のあと︑二十六薙アメリカに渡

な機関に加盟すべきだ扁と︑惰

原子力安全解祈センター︶のよう

噴故を契機に米薩業界が新設した

参院佐糎地方区で運続四園影選︒

を二期猫めたあと︑三十四駕から

卒︑昭和二十六無から佐韓藍鱗雲

放射線利鰐の警及に大きな足跡を

を歴飯︒わが国のアイソトープ︑

じ︑暇⁝和二十一ハ駕中部耐力社長︑

日本の灘力禦業の確皿に身を投

間︑いちはやく︑田本の将来のエ

問三＋六田中部電力盆疑︒この

ネルギー源として原子力の露懲性

に漕蓋し︑昭和三十一隼臼木嚢子

力産業会議珊事に就任するなどし

このあと︑四十二無日本動力協

てその葎威に心漁を注いだ︒

五十瞬年勲一響鳩日大綬章受

ト

三菱金属株式会社
三菱電機株式会社
三菱商事株式会祉
島菱原子燃料株式会社

将来の産業化に備え
来月にも小委員会を設置
総台エネルギー調資金原子力部金︵松根宗一都金長︶は︑軍ければ十二月上旬にも︑筒返増殖炉実摺化に照準をあわせた原子力閥
発疑期戦略の異体約検甜にのりだす方針だ︒同蔀会では昨年八月に薪原子力開発戦略の検譜に入っていらい︑すでに核燃料サイクル

月ヒ旬にも岡部金黒鼠政策小無謬

FBR関与についてはメ⁝カーど︑燃料サイクルの確立に尽力し

会の下に﹁FBR実用化小出員リング会社扁がスタートしたの遂

こうしたなかで︑嗣部会長でも

る﹂と判断︑今圓の動きとなった

関係蕎は︑電気の役購について︑

側でも一昨奪﹁筒速炉エンジニア

と原子力発慰推進方簾については演譜を終えているが︑わが国の将来を陀撫する溺速増殖炉実七化戦略については︑これ豪で必ずし

業の一環として筒遠増殖炉闘発受
漫計観討をふまえながらも﹁産業
もの︒

会﹂と﹁リサイクル小委員会扁を

も本搭的なメスが入れられていなかったため今圓の動きとなったもの︒げんざい行われている原子力姿鼓会長計専門部会での検討を

わが圏の原子力二重は︑これま
購戦略の検討が急がれている段階
化の観点から筒速憎殖獅実絹化の

ふ京えながら触巣化の観魚がら高速燗植姫開発をとらえなおし︑※春をメドに総合的職略をあきらかにすることにしている︒

で軽水炉に偏心が躍かれてきた
だ︒

講疲のなかで闘氏は︑原子力に

もっと再認識すべきだ﹂とのべ︑

働・㌧／

㎜叢鵠≡一＝蓬議︻甕＝遷一蘂＝譜一叢蒙三一一

が︑将水炉のみに依仔するかぎ

三≡︻謂＝藝＝＝︸≡＝一≡＝藝畿⁝§蓬一塁＝ ＝瓢㎜塁≡一≡ 一霞⁝⁝蓮≡誕一塁

反対する人びとの多くが︑暖罵を

＋九歳︒

り︑放射性爵位元素応用技術のわ

闘から五十八無四月二十臼まで︒

報交換の懲要性を再度︑力説し

黛氷原子力研究駈理敷などの黎職

と︑一一十八年菓大講師︑四十四奪

が国への轟入につくした︒このあ

で︒鐸三婆瓜長は三論兀博愛︒喪

鍋島氏は佐駕興出身で︑旧鷹荊

主は凄︑財子︵のりこ︶さん︒

は同二隠から菓⁝尽︒芝の鱒上寺

葬儲は二十田午後一蒔︑欝別式

的なインフォメーション︵幡報︶

の交換﹂が第一磯的に腫聾な課題

﹁太平洋西部の韓国︑台湾︑日本

という原子力発礪国は梱互に密接
な関係を保ち語るコミュニティを

新しく原子力安全姿殿となった

形成すべきか︑誉AC︵㌍￥鹿島藩の十五代闘︒九大農崇部

まだ︑新猿鍵力蜜金委員になつ

大掬氏は照狽二十扁年九月︑東路

井上五郎氏

残した︒

だ大山彰氏は﹁今までは横から児

た︒

ト求で敷術︵ふえん︶︑﹁一千の

鞠

エネルギー問題
解決に心血注ぐ
帯圏藩学電気工学科を革巣︒葉大

大助数授︒三十六薙四月同教授と

発電薩が一千か所に煎在する場台

そして団氏は︑その論議をサイ

なり︒四十四舘岩月の羅宮後︑動

と︑冬酉棊の発露所が十か所に分

悼@修了後︑一一十六薙十一月集

ていただけだが︑たいへん曝嚢な
仕上なので︑じっくり勉強してい

この日︑吹田徳雄前憂礎疑は病

力炉︒核燃料開発壌業駅理畷に就

きたい﹂と語った︒

気入院のため︑認黄会見には繊ら

散している場禽を比較すると︑繭

蓄の方が酉綴の機甲が退きてい

灘
任︒長い間︑凋遠増殖炉の研究開
これに先だつ十臼の衆議院本金

れなかった︒

る﹂と︑集串甑地の有㎎性をあ選
らかにした︒

繕

ン

三菱PW盈原子力発電プラ

▼宏鑓

△8
り︑ウラン資源の捌約から︑原峯

さけられない◎

力発電規模に飛騨が生ずることは

原発の優位牲を強調

蠣に︑電力の不経凝樵を桀いてい

非輸送部門での電力の拡大を強醜

たQ
御園生委員長は委職金蝿の鵡蓄
食見で﹁えらいことだと思ってい
る扁と醗任の弁を述べたあと︑こ

二田の蓼議院本金譲で︑内

灘秀雄︑田島英三︑山本寛の三氏

議︑十

の原子力添金委員再任︑大山彰動

震れ◎大正十二鋸漿大工単部卒後

安全性と信頼性に定評ある

三菱重工業株式会社
三菱原子カ工業株式会社

PWR原子力発電プラント
PWR船舶用原子炉設備

このため︑核燃料の利用効恥の
よい窩速増猶炉を開発し︑これを

畷ワインバーグ博士講演

る点をあげ︑﹁私が調べだ結果︑

した◎

﹁原子力を︑

醸︑来るべき原子力時代に備え︑

しかし︑これ以障の翼依的な実

かったのだ﹂と研究成果を披鰻し

閣係躍はより一層の努力を傾けて

Iのような瑚故を乗り越えた今
の力糠あふれる講薩を熱心に聞き

だ︒その理工として博士は︑﹁浅

原子力安全婁澱畏

高速増殖炉プラント

雲霞用原子娯の本命として灘醸し
ていくというのがわが画原子力關

気を便えば︑デリケートに調整す

米麟エネルギー分析研究所︵I

同縛士は韓国訪問後︑原彪の百

こ④2り︑塞ず第一ステップと

発の猛本棚陥︒

ることができるが︑石油はそうは

原子力薩業懇談△試が十六臼午後︑

石油銀鍔であっても︑その効蟻は

いかない︒結局︑一次エネルギ茎

ンバーグ博士を招いての第九十園

EA︶所長︑アルビン・M・ワイ沢広巳会長の招待に応じて来田︑

二段階の原躍蝉﹁もんじゅ﹂も近

猿尿︒港区の航捲金館でひらかれ

瓢O一四〇％のオーダーであっ

今回の講演となったもの︒

五十二年に競闘︑こ九につづく嬉

なる実験炉﹁轄湯﹂はすでに昭租

が国の好B鼠開発は実用化へのレ た︒会窮には原子力産業曙係養は

く気転の段どりとなっており︑わ

蓄ら二苞犠が参舶︑

た︒驚くことに︑難力と大慈がな

もとより︑政購︑業界︑報道関係

い﹂と叢張するワインバーグ博士

現在の魔女灘りにしてはならな

ールを蔚実に進みつつある︒

用化方策については︑これまで必

求た安全性については︑ぞM となってきていることを強誘︑

ずしも明確な戦略がうちだされて
いないのが実状︒このため︑げん

入った︒

鵬会見にのぞむ御闘生新

いるということだ﹂と述べたQ

ざい原子力委員会で長計見直し作

新委員長に御園生氏
園艦謙輔繧臓畏代理を互選︑田島

響動代理には田島武が就任
原子力安全蚕員会は十六臼午
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石護原子力局畏

興にあれば︑その時点で一孫よい

ているへきてはないか︒
部便うこともありうる︒

くr罵を難し九い︒
技葡を

衛生部計画課畏

古顕照すてに槍錐ノの盤κか
進んでいるのてはないか︒愉罰堅

て︑現今では︑かなり女領した

吉照氏同㌦場の総建設羅用は

超えろ十八・六しレムを織曝し
潤辺原子力藻業課蝿

いくらか︒国としての機助は︒

藤閣員捉甲の丁紙のコピーを︸見

田辺俊彦資源エネルギー庁原峯

の棺隔と島の中間の出去絢という

の▽地蛾の遺定と用地翼収はとう

疑随響の概嬰は夙のと要り︒

力産繋鎌畏ヴ地詞費にして汽体

は︑あらゆることをしなければな

申軍議宮蜜を纏瑚について

る︒

趣臥をつつけているとみえてい

社側はとう爵っているかG

佐藤氏嚇故の腺囲について倉

で⁝か月瓢レムを越えていない︒

た︒全凝被騨についてほ︑勃議事
たい︒

だ︒健康占断について実地に調へ
十五葺凪十六僻円︑五十六曇臓二

琵魔御仁

赤羽信久難技術庁厚子力種全

↑二焦円など◎建設糖には︑購敷

この等鶴は隙翔として本人

らない︒襲蔽の源困について︑愛

い︒

い炉であることも今めて認蝕した

彌縫︑認血

かもっていて︑そのつど慰謝して

中た︒ささぼとうノクの鰐に放峨

谷口運転管理蜜畏

イドては︑そのような記しはいっ

外核物撫があったことが齪認され

郎科掌技術庁畏宮

た︒

もらつもの︒しかし︑過摺ては幽

︻被曝手帳の管理︼

申川

徴し

冤各か本人の同瓢を得て︑あずか

ったことは郷っているか︑撫力サ 局叢
棚をしたい︒

覇脳甑換桑実瀬炉の姪

際新型転換炉実証炉︼
告鑛氏

佐藤昭夫民︵訟ハ︶Rム於ず職

ろことも争い︒

さいない︒

獲融資として麹謂で繧円の☆金盆

勒潟県蟻会で論磁があ

戸愈膨資源エネルギー庁原子力

噂もあるが︒

が︑また淡っていないσしたがっ

原辮サービス会れにま

て罵地飯得あ行っていない︒

吉頒氏

スケジュール

か琶つきりなのかQ国の・刀劉は︒

石漉厚子力局畏

附には地点を渓￡しなければなり

ぼられてかり︑いりい．Oと鳥篭に 没3体はとこか︒無し〜Uいは岡乙

みい島期にさていΦ︒費鯉点かし

瀬，

富士電機

〉、

テ

カスフローカウンタ、己釘
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田地ぬの鯉定作業竃行っている は肩ヒ千化円︒総懸磁紬鹸献に五

騰︑識融を﹁一議痛として齋諭を

吉田民鼠庸の第二再処理工郷

︹第二再処理工場︼

を高騰増殖炉爾蜘村に醜う夢簸︒

に融三韓六十ガμ／を利罵し︑残り

醤露ノを見込んでいる︒﹁ふげん﹂

十ノ︑回収プルトニウム璽一千八

十九年熱海叡でに再処理画塾齢六

炉﹁ふげん﹂に利用した︒昭和五

絃︵鋤糾國十四捧分︶を新型凶刃

角四づ♂琴︒そのうち約八十筆♂

ニゾ︒圃収プルトニウム騒は胸八

選岡厚発三号機（宕端，完成予懇園

なっていうかQ

蚕戯鼠︵火田毎 叉 盃 鼠 L ︶ は 工 一

∴礎饗騨

おこなった︒原子力に関趣する猛

動力炉︒移

︻再処理攣と利爾法︼
吉濁正雄氏︵社︶

辮料開発顎集膨の染海再処理ユ場
の今臼までの韓処理騒と回収プル

トニウム騒はいくらか︒新型似換

騨︑孫逓蜘幅炉用μ糾としてとれ

たけ便用するゆ︒

召渡鷹簸利学技術庁原子力局蔓

便用緕野凝の鈎鄭理麟は勾目十

舗審て決定した巻庫発サイト
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原子力促進を強調
N︑三ノ†九百万KWへ
︵嗣次エネルギーの17％︶

完成②蒸汽に簗基の溢斜影司③許

政府は︑①建設串の十鑓の漁期

し︑現筏必璽な十程度におよぶ詐

誤解の結論をも受入れることと

始める門弟を改め︑州は他捌の脚

て︑許認薄訴統きを毎團ゼロから

れている︒

員会の設綴ーーなどの条文が含ま

らなる許認司プロセス改滋諮聞委

知嚇金議︑環境グループの代衷か

できる②煙楽騨︑州焼翻当局︑州

地質調査不十

された︒

たが・酉票鮒二期九十三漿で否決

案がマーキー議員によって出され

て︑地質順順が不十分目︑サイト

が指定した薄門家の調査によっ

型炉二量︶では︑行政裁判所判懐

濠た︑下院本会議では︑受領田

撰モンタルト発監置

調憲が完了する墓で工蜜を巾断ず

ないことが明らかにされ︑新たな

これは新たに原発八蒸の建設に

ることになった◎

︵イタリア鍛力公往︶に大きな痛

麟工しょうとしている鶏NEL

工場が五醤ナを製造ということで

麗編物誠答の手段として︑①晃

◎核燃糾サイクル・

駅に曜r聾・匿■ε7D・

ある︒

認可手続きの篇素化一を期してい
認罵の数を大立に減らすなどの簡

の原子炉が低濃縮燃料で還転でき

の地下に断麿があり雌馬上安余で

る︒

素化によって実現する︒だが︑こ

るように改造できないとNRCが

分で工事中断

現在の謡工旗下手続きは購講か
のためには︑議会による原二日法

ハパリ松本駐在農︼イタリアで

・カストロ原発︵衝万KW沸騰水 手になっているo

容は原芋蝉一次系に関するもの

約を締属した︒いずれも契約の内

一画からなる︶の建設に関して契

原発︵各々六十六万KWのAGR

CRBR建設継続へ

料の輸出許斑を禁ずるという修正

O五が二〇％をこえる鰐濃縮燃 建設串の唯一のモンタルト︒ディ

糊断ずるのでなければ︑ウラン

の改正が必嚢だ︒反対運鋤はこの
改正を妨臆するため再びデモなど

を要するが︑それぞれ二か年︑七
十〜七十五か月に短縮したいとし
で気勢をあげている︒

ら瓢十か月・建護紐革は九十か月

ているQ

曽＝＝一＝＝一一澱二二一＝＝一＝二二一＝＝＝＝＝＝︸圏＝皿＝一＝一一回＝一＝＝一一＝一＝＝＝鵡川一一寓二

これは︑原発の標蘂化によっ

二年度原子力規制婁農会︵NR
C︶合舞地薄を可淡しだ︒
それによると︑安全・環境藩戴

約額は︑ヘイシャムの場台︑総建

範囲がかなり挾められている︒契

だが︑従渠に比べてNRCの管理

翌践臼パンパ茎ス修正漿の蚕簿

棘灘82年度予算僅差で可決

を求める動議が旛されたが蕊決さ

︻パリ松塞駄在員︼フランス・

ベルギー核燃料製造禽社︵FBF

マン工場︵ドローム県︶の核燃料

C︶は︑このほど︑フランスのロ

鑓り繊された︒

いですむ一という弊習から︑認司

際の酒動に入る前の入念な計画②

︻パリ松本駐在貴︼西独のゲン

西独とエジプト

シャー外相とエジプトのアバサ簸

︑

㊧僑熱解析

がすめぱ︑公聴会が完了しなくて

も︑NRCは︑五％の娼力までの 楽圃の液体金鶴冷卸賜遠懲殖購

爾原発のタ⁝ビン発麗機と土木

の四億七千万ドンとなっている︒

︵CRBR︶は︑一九八二無匿れ
にた二二︑一億八千二二のCRβ 設籔十四億三千万ぜの約三分の一

原型炉であるクリンチリバー炉

運癒認可を懸定的に発給すること
ができる︒エドワ書ド︒マーキー
議鷹︵真義党︑マサチュ著セッツ

一懸八千万騨の支忠がかろうじて Rジ算が檸思することになった︒

AG醗原発

工選関係については芸無十ご月に

州︶がこの臨定遡転認八条頂をN 認められた︒
上院本食識は︑十一月四四︑C

建設で契約

民C離職法案から酬除する罎撮案

契約が結ばれており︑その野選の

ロマン工場の能

建設は類調に遮んでいる︒

九千万がは属間が彙撮するという

RBR畢郷を業誠し︑カットしだ

英国のナシ灘ナル・ニュークリ

嚢外NC
の大差で沓決された︒

を提出したが︑九十票対三幅四票

このぽかNRC予算法案には︑ ポ董ル・ツォンガス議綴擾案の鰹

特︑2 汽

製造能力を蕉闇三爾七十・ゾから六

暫沸に引上げることを決めた︒完

これによって︑FBFCの生薩

繊は一九八三薙毒︒

と愈わせて千ナとなる︒千ジは︑

能力は︑ベルギーのデッセル工場

新規原発︵九十万KW︶初装荷燃

料十剛纂分出たは取醤燃料四十二

雄略に欄当する︒この拡張は︑一

容をさらに広麗囲に推し進めてい

の方針を決めて︑講会にゲタを頂

すべての艶麗や樋器の利用が漏れ

に鱗幽すること③放射性闘連活動

零幸は︑十月二十六日︑ボンで両

しだ︒これは︑KWUがエジプト

鴎聞の厘乎力協力基本協驚に調印

運転員の訓練・教慣一などの施

設響による厳しい蟹理体制の採用

とそれ以外の活勲の衡効な分離④

と︑①か糧炉②蒸発凝絡装躍③翻

くQ

設と腺子力研究開発協力の辿を開

倒床乾燥器④圧縮器iなどの誠 で百万KW原発二笈︵十億嬬︶難

ている︒

NRCは︑鋳憾設者に低レベル容忍躍の採胴の二掻顛が考えられ
麗棄物の盤谷巻奨励する理欝とし

㊥被曝解析

⑪蜜全解析

テレックス252−4362

費（G3）665−9711（案跨）

湛（G2928）2−2980（代）

O核燃斜輸滋容器の解析

︻パリ松本駐征戯︼西独鼓府が十一月四臼の開議で承認した新エネルギー評懸は︑原子力の開発がエネルギーおよび工業の購要に
＋分に癒ずる規模のものではないとして︑その開進の必要性を強悪している︒しかし︑諸弼および民間醒力紙社の嶽任と囎突するこ
とがないように災体的な巖標は掲げていない︒数憾としては︑経済研究所が予測している一九九五年目原子力発信は一次エネルギー

消糠螢の一七％︑出力三千七毯万ないし三千九酉万KWを引湘しているにとどまる︒この数櫨を辻成するためには︑醸発建設を大占

ル原発︵璽瓢十万KW︶の超設工

は豊春︑千否万KWだが︑ヴィー

に拡大してゆかなければならないとしている︒
石油代替エネルギーとエネルギ

子力発電である︒

してとくに期待されているのが原

るQこれを実現するための本命と 万KW強が運転申である︒建設中

漁独の経済研究断がたてた一九

ルギーにおける石演依存展は︑一

蛮は訴訟手続きによって中断して

ー節約の推進によって︑一次エネ

薦挙では現在原発十四璽︑九章

隼闇軍均経済成騒騒二・二〜三︒
九七⁝二隼の五五・二％︑八⁝薙の

九五無謙でのエネルギー予測は︑

㎎％︑⁝次エネルギーの伸び率⁝

ア・コ玉ポレーション︵NNC︶

謹︑㌔へ筆︑受．・冨げ脇♂や

て︑①既序の蘭引低レベル廃通物

メや 峯 か・9や

億スイス・フランの返済と撮密賠

規の地域処分斐イトの開畿の暴れ

処分サイトの擬業寿命の延擬②新

による儒論ギャップの緩瓢③麗棄

入れを健進ずるため︑①安金性墨

物繭送圃敬の減少ーーをあげてい

償の支払いを張求しだ︒また︑受

震性︶の受諾②顎故騰の周辺住民

磨のための新しい条件︵ことに耐

る︒

の設醗詐可申講が漕えてきている

仏・ベルギー燃料会社

力六百トンに拡大

は︑十月十五臓︑中央霞力闘︵C

難案と︑デール︒バンパース︑ゴ
①許偲可の修正が磁器なハザード

いる︒この機勢では︑一九八五銀

︵危険︶を食象ないとN飛Cが糊 玉ドン・ハンフリー両議鍛提案の

一匪一畳5凶客昌駐霞AV蕃置唇ー

の原発の国力は千八衡万ないし千

照五％︵推定︶から九五無には臨

ケ⁝ベルグ一号

三〜三照％に減少する兇込みであ

断ずれば︑N8Cは公聴盆を開催CRB冠予鱗の傘額カットを求めEGB︶と噌スコットランド臨力

8

庁︵SSH露︶との醐に︑それぞ

︐や

る修正鏡を︑いずれも四＋回心対

︑

しなくても︑当該許認頃の修正を
原子力発霞所の許認河手続きを躍

㌧

が順調に進んでも︑九〇銀にやっ

・屯

れ︑ヘイシャム買原発とトーネス
︑

四十六票という僅達で護決した︒
ノ

行い︑ただちに発効させることが
．轟く訴漏路︑︑藝ウ衝・︑冨♂や≧

潔ﾘ

と二千六酉万KWになる兇濾しで 進させる条文を盛りこんだ一九八
二 麿／ 帰塁㌦潔＾・り︑︑

スイスのカイザー発電所

政府が建設を認可

緊懲避難計噸の作成③都南暖房用

．熱気供給のだめ熱出力四万六千K 産叢界の中には︑低レベル麗棄

連邦政府は︑反対運勒の強い圧

あり︑鍛近では︑廃禦物減答装罎

Wの提供︵バーゼル甫の霊痩の約 物の減容にかなり熱心なところも

力にもかかわらず︑①いずれにし

畢分︶⁝を提案している︒

とを渋ってきた︒巖近でも︵九月

なければならない︵他のサイトで

Y〃
棄を求め︑補蟹額の提承を要鳴し

く計画だ︒

の漁嘲を表明し︑放棄の場命に

けた︒

された︒

コジェマのピエールラット

のも囎実であるが︑NRCは︑今九八三館の鶴襲が千五儀漣iうち

¥一臼︶政臆は岡社に謎画の放 ても蔚万KW蛙掛漿一黒蓋尽し 園の政策声明により︑廃棄物の減

め︑政府は着工の承認を尊えるこ

今後議会の承認が必要
政府は︑十月二十八臓︑カイザー

捌

九百万KW止まり︒それから知略 来下院本盆議は︑十一月五B︑

る︒

圧力試験を完了
爾ア初の原奨
82卑末運關へ
︻パリ松本駐在員︼フランスの
フラマトム社は︑このほど︑南ア
フリカで建設串のケーペルグ康発

一欝機︵九＋芳KW加圧水型炉︶
の一次系旺力テストを成功瓢に完

了したと発表しだQ
同原発は一九七六隼八月閣議ア

フリカ砲力会社ESCOMとフラ
マトム祉︵原子炉︶︑アルストム

流発電機︶︑スピー︒バチニ滋ル

アウグスト原発︵九十一一万五千K あるアールガウ州は支持だが︑近

カイザーアウグストのサイトが

︻パリ松本駐在澱Mスイス連邦 られている︒

祉︵土木蕉瀦工嶺︶︑フラマテグ

W沸騰水型炉︶の愛妻に︑丁台的 くの都衡バーゼルと地方バーゼル

・アトランチック社︵タービン交

祉︵建爆縮播︶との契約で趨工し

も反対運動が超る︶②補侵をしな

同原発は︑牽駕前にサイトが決

は︑サイト造成のだめ支出しだ十

阿枕は︑しかし︑あくまで建設

まり︑難設のためカイザーアウグ
一部の研究を縄麗している︒

は︑十廻十六聞︑低レベル放理性

原子力協力基
本協定に調印

た︒

スト量子力食事︵フランス電力公

の闘米州は︑法的手続きで反附を

議会では・民主連命で運嚇して

社二〇％︑スイスのアール︑テッ

続ける悪留を衷明している︒

いる煕与覚のうち︑急進属主党︑

サン両甫一〇％︑北褒硬調社一〇

は遮邦議会の承認を必響とす
マテグ歓の共逓子禽社SOFIにN

キリスト教凌雲覚︑堕民党は彊成

％︑アリュスイス一〇％︑パーデ

た︒EDF︵仏寵力公社︶とフラ認可を与えることを決めた︒認削

一軍機のテストは八一隼末に警

を喪明し︑経済的︑人酌側面をさ

麗葉物の誠餐に関する政策輝明壱

米NRC︑政策声明を発表
ご濠かし政治かとして強く反対

しかし︑反対派がサイト蕊拠や

る︒

手し︑核燃脳裟荷は漸拗予定より

らに十分検附すべきだとしてい

ELは原発の総含的研究と原乎炉

も数遡闘遅れて行われるが︑営業

ンベルク七・五％︑瀬独KWE七

している︒いずれにしても︑識金

羅窟の妨宮活動を展開してきただ

や難論物発生量を麟少させるよう

運紙は予定写り△一離十一一月に開

る︒これに対し︑社暴民露党は

廃棄物減容を促進へ
賑する︒

二号機の懲設は各祉の謝睡翻整

はゆっくり階闘をかけて審議する

噺即言蹴ぬ

窩：次難解纏縫寄場艦欝欝

一一

米原子力焼嗣婁員金︵NRC︶ 発表した︒

によって予篤よりも黒く瀧んでお

構えで︑承翻は無内はムリだとみ

・五％︑その他七祉癒％︶が設立

り︑八黒難十二月に鴬犠還転を開

●

公聴会前でも運転を認可

始する︒

㊥核融含解析⑤購界解析
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東

東
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い︑わか団繊麗のV毘努召下の旗
σ弼詳価をあさりかに嘘る︒
．︵してこV地払人籔術では︑地

技術で︑鵠力薬軌に桜飯されるシ
スラムとしては︑わゆ南瓦認で鮫
入裾騰のもの︒

水解宅衝池内の㌦鮮蔽ぞ濾し︑

空気と反鳩させて発露するとい︶
原理は衝くからわかっていたか︑

のは︑人類泡月に地り込むひノポ

一躍︑脚九宅あひろよつになった

濫糊地の域V撰誉ユ体に研究をう

一

＝一

とり︑M抵︑調伏と鎚愚を贈鮮さ

ほ︑串川君技柱長官からびとDひ

れ︑解旗の臓鞭ちで式膨之運け

その彼︑人感賃は雪ご︑十一の

た︒

趣環は︑霞海︒原触発﹄庸︑原研

嬢撫研弾所︑岡人滅研尭跳︑勤睡

火仇工学センターなど亡兇㌘︑11

本が世界に碧る一大殴い申月センタ

ーの勢な同ののたりにしたQ

餓鑓秀入盤霜は拶不の藏り︒

▽串・の那鶯駒俊￥︵徳﹄奥揮

醸町筒伊厨中メ枚︶︑敏霞死法︵網

縄邸鼠生市鼠厘第三申予倣︶︑小

中．載︶◎

池鰯猛︵既児協県脱弼島由砿鼠田
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口置盤
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の撫獅と飲辞水の︑﹁一蟹江﹂

輔

潔畜汲露玉警報器

ロコ画レか貝体化してかり︒蹟凶

このように︑遜弓無難先にウエ
が褐られるというユニークさか︑

閏＝
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蔽扉勝トに

入室管理装罫

すめるゐ結

イトを響いたため︑研究鐙では全

マスコミなとでUろくゆきbたっ

ペースノ㍉トル︻コロンビア賎ご

てからだ︒尤に∬ちまげられたス

体の四〇％を出めるにい疋ってい

弓なみに︑石パのガス化︑弥朴

る︒

一日︑阿本原子力文化日興纏田は

さわやかね秩空にめく業h九十 で河財綴か無駕行なっているもの

て︑点︐礒は中・舗桟蝦蟹わせて六

では︑この鍔蹴鞠池が故障︑讐勧

滋四十四編の中から鹸鰻93雀とれ ▽誉詞の那寵脚金田．学︵秋田窪

漏為騒騒を短㌔しなければなりな

﹁脚づ乃の臼﹂遵含申・﹄版生作

醐︑a鉄十〜編を選撫した︒

それ三翫ずつ︑鰹三極を巾観九

福池なとの門新︒鎗エネルギー﹂

耀高温︵UHV︶送い懸口になったものの︑脱臼に︑

の鴛樗薫製で行なった︒

文の乱離制飯彰気を堅﹁／︒大r鷹

と︑ロスが少なくかつ人容脳の込

鋳が司能な

＝糟m幽階層

済人学伺鵬高板︶︑蕾野和子︵徳
人

弓︵鹿児赫・川内垂心女三隅載︶︒

での財用化が図られているのが

O％︑﹁肱地・躍脱﹂は

仇隼や父発に晃唾られん入櫨．

牲②負何応瓢磁性③全目黒遜簸④

簡u

一

轄蘇
これは﹁塚子力の凹目にち后ん

鵬恕停止戯騒なとを憩して︑シス

今画︑孫dか麗発したゾステヱ

こても管急難龍て︑綿隻地内に分

愚︸穏

いbげ︑これら四つの人型研循

にもつ身魂金牲︑コモンウコルス

皿ハ％となっている︒

瓢コ＝

施設許可に異議

田向市域昆か陣述

鶴拠・日向南の暴挙旗工踊ウ

ラン二軸研三星の便用詐笛に対す

る盈民の群︑坐技三重への鋼識量V

これ穂懸研難所の設爵に開し

われた︒

て︑住民が継馬申豆麟を同庁に提

イ医学利用と関遠処轡︒同6月21

AOの県侮▽ラノ躍イムノアノセ

オれも12月申旬ユて︒懲懲懸口U

；25門︒ウィーン︒酬欝欝出はい

は鼠淳繋り響Q

・製作納入例一

バックエンドに照準
騨 調研究費の4 0 ％ を 投 入
賦力一等研號所︵戚田渋理撫長︶6雪転H︑商こう﹂﹁奪闇の研或訓画を鎌疋した﹁昭稲ゐ河州向翫歩期呂幽﹂を㌃ムしたQ︸︵れに
よのと︑向こう十釘闇の各発敵が泓のなかて︑隔子力︑とりわけ門縛八炉の冠層化﹂か︑﹁さわめて穂顔な遡︐融となっている偏と蝋
纈つけ︑隅研磯曲として鍛大限の努力巻傾翻していく．偏とをあごらかにしているGム︑瞬の乱期謂剛は︑ムズ郵月︑﹁一次エネルギー

曳みまえて筏定されたもの︒

刷

ては︑蔽化大外カス︵LNα︶る

コ柵

て︑こん礁の研究聞発費の九風薬

二＝﹁

バノクユノP嬉気②脚岳翻る憂摩
諾楓輪講熱熱温避難舖紅秘陣鐘鵜
﹁；一一

弥慰とし︑轡罰改塾献撫で承歎と

欝が﹄い︵四五％︶④建設丁喩期

量ゾ地することがてきる③介徽効

テムの骸弼をみさらかにしたの
発撫ソスヲムの叉用化を惣くな

一塩製炭塞に分解︑これに嵐気と ・ゴジソン層なども︑一万ロリの

て陶こう︷窺聞︑名穂の夫唄議騒

及応さ豊て水欝とご醇化炭瞬をと

を伯う圃﹂瓦Q

虜内に撫付け︑発臨臥内鶴捉とし

ら︑雪二月過関聯織力︒脚議発馬

伯命ともいえる猛矯弛無いかに

闇題点としては︑①化学既惣の

間か短し一！なとQ

して郷隠していくか②また濠だ幽

は︑八○幽代の突入とともに拙珪

わか凶の廉尿簸力も︑千駈呉の

化︒

ど︑賂繕毒池発彪セめくる沸き

る︒

気と起晦反応させ︑発想ざせてい

い発愚φ儀を︑いかにして低コス

編噸難敵

轟眠謬鯉噌騨戴勝

7−11臼︒ローマoIALAと券

へのアイソト⁝プ利用︒明葺6月

▽食羅・環境への厨穿吠陀間聰

国際会議あんない

つけ︑寳雌駅消しを玖めている︒

射龍公握遊生みだ零もの﹂と決め

汁壌もち︑また女手悟を欠さ︑放

庚の給田r珂処分か毒茸悩︑不脂

蟹議蔓立磐によると︑﹁同研先

の︒

一九二 貞を目頭により楠なおうとするも

@㌦噸壌謝醗 出し︑雪分に隙を瓶く起なかった

N・N・クラスノフ茂

四齢猛濠れ︒モスクワ物理丁科大

︸九

弓核研菟

一九紬一八頚ケふれ︒

在︑脚子力規制蚕員会︵翼鷺C︶

箏永鍵氏

発所部結

学擦過︒環在︑物理エネルギー研

⁝九二八年

蜂糾ツイクル継君安々部鼠︒

▽技術セノノヨノ3
G●バーーアイ搏十廟

現鐸︑中国科挙睨﹂海原

良・A・ノェムノノ搏士

所放射化挙部L︑副捜授︒

二し無・生まれ︒コロラド人単︑ニ

ハンガリー科学アカヲ︑︑→串央η

大学プラスチノク・ゴム工業部し

肱醐趣妓指邪玖長︒

℃ス研究恥に入り︑競窪︑爾研究

ューメキノコ大学礒︒ロス・アラ

︾研在所翻画k︑フタペストエ糾

三野れ︒ブタペスト﹂欝大≠へ︒

旭化威のU濃縮

艀鋭発露所て四て斑白︒弓の実駄

りだす︒そのこ︑この爪聾を磁池

を幽める陶となっている︒

とりわけ門程水炉の辻編化縣の

本格的な実証試験へ

技循④偽遵騒殉炉︵FBR︶ーー

ネノクとなっている核蝿凝ツイク

騨購30KWの燃料電池

この酬が︑池光耀︑アメリカで

このよフな課題ととりくむた

ト化していくか⁝1か濯イント︒

︵UTC︶認︑エンノ認ルハード
は趣転入りの磨乱︒

補︑ユナイテソド︒ヴクノロ．ノ⁝

プラントを建詑中て︑央窺二月に

内の鯨触孜︵リン臓︶を題して杢

析︒偽頼想遜軸卿綜 ﹂カヴ地算大

鰐鍛職分のうち︑奮ハO％職臨力が掛う﹂と分析した︐祠QOO磯陰力澱冶の厩闘﹂
蜂期麟観ては︑陶こ︶彗弓潮の

璽爵研究分 贈 を ﹁ 激 了 力 発 ㌔ 漏
﹁薪︒雀エネルギー扁﹁寮地︒巷

力施設一駁﹂ ﹁経麟戦略﹂もひき

定︑そのぽか﹁大翫力近電﹂﹁鰍

購弼臨磯物対簾︑放射性物質脇

ルバノクエント灯鎌では低・欝欝

塵認筐︵UHV蓬態と規などを樋力推竃していく力劃︒

つづき記婆研尭公野として力をと

ゐ︑使用瘡み勢轡臨定嫡成ねと︑

そいていく︑銀鎖︒

その聡ぬ研物分野のなかても︑

両橿か閃発し〜この蚤董ソステ

んしの︒

祉︑エラノi︒Uり⁝ヲ︵箪RC︶ 彊轟臨瀞発撫の飯所は︑①騒h め︑濁礼としては︑この発無プラ

関曲撃力と飯一t炉の角層は︑

ント凌今搏寒獣で試薬懇懇謄つつ

伽力晦集の新しい紺途にこたλる

なと︑躍麗への影響が少ない②瓜

一イ︑ローのリン隊型忌事免櫨に

ムけ︑鋼糾改鍵無難︑蝿細臨池ム

打なとて︑十五鶯以更の研究実費

よる充寵に旗功した関凶縄刀と鱒

体︑山洗︒反流麗換冥躍および全

し︒

原ぞ力については﹁匁中期かりk 船合乱視癖かり調貞研究を行う了

難油允滝〆ステムの騨発に麟才︑

期にわだって︑鐵力の女冗伊輪に

カ︒堺港二三隣凶に．ぐのプラント

け︑①嬉潜無池や津料悪質演芸牝

目的て︑昭和五↓ゐ勾ハ月︑欝欝

観化処理技循︑各樫パノケーノの

穴な順地を必塾としないだめ︑ど

炉隼剛にU︑低レヘル廃瓦柵の 生態機け︑一二月中にも︑闘内㌔

本欄誠のもとに︑研五分塾での臥

誉もち︑昌ユーヨτク山脚需某地

@

ノ
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至

む珍蓬チ受

難

罫・議
蝋 麟
鶏
離＼婁

技術量実用ん・勧レヘルカラス圃

叢も樹与し得ろ死握力式﹂との〜

「原子力の臼」記念作文て申高生
なとを経て︑現社︑ハンガリー・

▽妓術セノノコノ4

へ訟

叔として数多くの原子力

すぐれた技：術と経験が碓かな
施設で生かされております。
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態
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一九ご四年 ト中性子スペクトロメトリー部長
なとを鷲て︑現在︑フィリピン原

▽総合セノノコン5

子力委員会翻蚕縫畑伏騨︒
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海外発表者の横顔
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一九三一蕉召まれ︒

の多璽粒子スペクト切メーターの

送字揚氏

L︵カづダ原子力公枕︶に入り︑

Y・S・キム博士

研戴q︒

0・ε・議ーゼノハウム博士

M・ノラムリ誤電マレーノア
璋︒末国降軍医療部︑園∬等長

ウユストフノーレン州政贋・労働

乳卒ぐ現在︑薩独ノルトライン・

一九一九無生よれ︒ハンブルグ人

マレーソア国立大学敦投︒

A人ら來︒隠〜力訪員会アイソ ル厘ノ力研究所長盲斑て︑欝憤︑
トープ・放射糠開発灘焼土飯︑工

@ @
@ @
@ @

R・E・カニノガム氏ハーバ プフスチノク薩宜研魏所弘︒

〜九一＝ハ 健康祇食省勤務︒

茸生まれ︒フィリピン大学︑来

テ剛ごフ ALA︵論題原子力機関︶アイソ Q・0・ナハロ簿士
トープ︒放射線闘発顧聞為とを経

．聾．

ギー物理研費航でクォーク極85馬 て︑現在︑UNDP︵国飽聞発日画︶
国カリフバルニア人学卒︒夏A￡ ード大挙卒︒原イ力委員会︵AL

ム大穿卒︒ラザフォード高エネル

R・C︒ホークス博士

ソ﹂ン・トモグラフィ墾堀短︒

lH㎞床センター核医﹃部工ミノ

研究瞬︵N王11︶を奪て瑚為︑N E・琶︒ファウラー氏 ハーノ 国M入学鯉挙部長︑タンイスマイ

▽総合セノノコノ4

工⁝ル人メ 製滋︒現在︑同大ぞ挟授︒

NM翼途身画簿装躍二台を設﹂︑ 入曲︑現筏︑碁所養鯉侮享部工任

ム大ふでNMR跳躍技術を開発︑ 弓漆れ︒韓国工船ルギー研究繊に

羅臼本アイソトープ金義は︑イ一

協力﹄を暴調テ⁝マとする第十五

医￥院鱗

開発に参加︑そのご︑ノノテンガ
橋開戸︒現在︑⊥登第

現蕉︑AEC1﹄繭織部滋外工果製
北扇臥君大詠卒︒巾団核臥．Ψ．幸懸

㎜ハ

R・ケスラー博雲

一九ニニ糞 屑♂研究所翻所長︑翻翠黛︒

4綴れ︒ソカゴ汰ぷで物理単簿士

A・バイクニ博士

晶部L︒

月一一締六︵木︶︑二晴ヒ︵命︶の両

段鎗ふ︒大亨町のサンクイ愈鯉で
ひらかれるが︑海外かりはイ一期
園から︑ヨt名の魯門叡が陛加︑

心九

年ケまh︒メンテレエフ化サ丁科

G・し︒ポホワ女史

力﹄L懸

そhてれの分鰐からの慰撫やコメ 讐取齋︒現簑︑インドネソア原子

以卜︑彗総懸までの賀料憩もと

ントそ石う︒

に︑海外究表者の横顔を紹介する︒

大ず璽︒現仔︑ソ適猷子力利照踊
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露立・嚢
と米GE社

﹁援助﹂から﹁脇力﹂へ
日 本の技術⁝力向上を反映
口立︑集乏の二恕は＋月二弓九繊︑累圃GL桓との間で繕んでいた墜づ力工臨に関する黙妙術援助契有しを一重衛協力契杓偏に移
行︑翼胸をさらにト無闇延長することになった︒これは︑さいきんの量又束葱のBWR技術水準の陶上を及映︑従来コマーソヤル
へースの技勧に隈疋されていだ契勿に︑新たに研究開発技術を遺潴することになり︑ム︐回の名称変更となつだもの︒技術援助契梢の

更新について諺︑三尉鞠ユも来凶WH欲との闘て対等の立場をめざして十年嗣の契η延長がチ定されており︑わが国メーカーの技指

口立︑東乏 の 閥 d か ︑ わ が 瞬 に

綴織が薮旗ざれるにいたってい

てはほほ一〇〇％ちかい機鰐匿翫

ら﹁協力契約﹂に落髪させたも

し︑契約の名称も一捉助契杓﹂か

また︑さいさんでけこうしたわ
の︒また︑苅社では︑この一援助

譲墾集とらλる

@樗鶴墓い践
轟㌧れて毒いるが・

一羅鍵霧蹴楠扉
醤に簸近では原チ

腿月より原研の炉物理研究蚕員盆

み炉稚膏源の同定や無播径路につ

えたこと③閉ループ系の解析が進

購系列チータ解析響動の応爾が濾

予定︒

ーガモンプレス冠から刊行される

会蔵の論文集は鵬か月程後にペ

原研・R一研修所

一＝＝

一＝一補

二一諾＝

＝＝隠

槽鴇q

一膳二

躍鱒二

＝一一

鱒一議＝

＝備＝

一一一一

薦階隅四一

せれはいいQ腿二戸今後︑放瑞

嚇

選さんだか︑現孤︑源子力関係

＝講

施設をもつ齋町議弧に堅いたい

だ﹂ともいう︒

聾廃忌物をどう処理していくか

＝一＝

騨胴一胴

脚＝篇

一桶一悶﹇

一露一一

必蔑がある﹂と弾つほく漏り︑

一一＝P

﹁政贋はPR轟くム抵や地冗よか

せ︒竹に敦禽には不袖だ﹂と連

この讃程婦︑窺︼の額馬差宵す

取扱技術の実灘をとおして︑一般

研究室︑捜伽桜を酒量に︑RIの

の雑説チータが使節された︒議定

インド︵1︶︑イスラエル︵1︶ されだ関数︵相関︑スペクトル︑

知犠と宏全取扱いおよひ利用のだ

イタリラ︵2︶︑男ランタ︵6︶ コヒーレンス︶を各臨が趨斯と購

めの葛礎技術を澱弩虜ることを翔

艶講料六夏野千円︒煽石人燵急

拠岡︵3︶︑火国︵4︶およひOで報告することが瀕題となってい

スウぼーテン︵2︶︑スイス︵1︶ う方法で解析し︑撮足されだ強悪

ラ⁝タ処理よの閣題点を明らかに

的としている︒

︵国際徐子力機関︶から喜霧局員

るた
め犯
︑そA
3傷らの絡果を比較して
ECDiN鷺AおよひI
A

遷し込み・問い舎わせは同研閉

十二犠︒醸込心切十一一月十九口︒

よるヘンチマークを行うだめの足

琢翼︒

は〜回戦で田本源﹃力薩静歌譲と

郷賊焦先鋭を擁つる筑摩技循ね

スで濡鞍した

〇三⁝九四四一四ゑ＝︶へ︒

所ラジズアイソトープ部門︵臨話

はニゴ⁝轟関から二率七件の報缶

があり︑炉雑笛解槽技術の現状を

一名の郵二十五名︑凹本からは六 することが騒的だった︒テストに

三窺が竣凝した︒
今回の会議では︑①動力炉︑特

にかつ詳繭に行われていること②

にPWRの炉欝欝解析がより蜜聾確締しえた︒醤来の物理的欝欝に

御園生杯は分

析センターに

第五園菓が地区織子カヲ一一ス大

と慣んでペア同蹴の会謝球鵬が颪

育原子力励政事課特別会計黙重富

対期した︒その中で岡氏は松入隅

会︵綴織聖杯︶が十五田の臼醜

＋七歳対五＋霞鹸という半分以下

第五回原子カテ瓢ス大会

聞︑晩秋の気配も色こくする千葉

の欝欝チームの苫亨を

次脇戦は賞本分析七ンターと放

蹴した︒

懸盤繊橋のテユスコートで︑にぎ

幽

︑癒

ユ974年以降最近まて

る磁気テープを使用して、利用

のデータヘースから、

ての触論を︑一一人のノ㌃ーナ

リストはこう公析誘る︒門今國

の凋懲かりわれわれの得た結轟

カプラント制薗計獄濁際ワーキン

○奪十一月に国内縦紙委員愈が隙

において行われていたが︑一九八

いての解析かより正しく行えるよ

日本原子力研究所ラノオアイソ

一認＝

ことは︑﹁強い汽合巻もつて︑

べ︑改暦の積趣性に欠ける点を
摺聴した︒

﹁藩ち魁いたら︑今までの経
験を爪にしたい﹂という川崎さ
んは︑原子力の歴曳そのものを
刻み込んできだ澱いソワを預に
よせながり︑これからの二分に

ほ

繍灘懸

嚇翻墜与私含研銑駈の聞で行診

やかにくりひろげられた︒大金に

は︑翌十六田に源子力蚤傘議員葺

れ︑擬戦の完︑一ご対二で臼選分秋

団の纒勝をかざった︒

センタ事が麟無にひきつづき⁝護

になった翻圏塩圭鰍銚免も南リラ

懸ケノトをにきり︑ネソよちさり

にはいる押しつけろようなりービ

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岬

﹁シャーナりストの

証舌隅一1原子力25奪の軌跡﹂

にみちた側画とそうでない部分

と将来に猛毒る冤通しが︑希望

のθとつ縫︑線﹂力開発の現択

戦野騰る本とい

であることを恥

る︒

とか纈米ぼしていろことであ

門原艦力開発への始勲﹂﹁高

慮に訓臨めなければからない﹂

不趣明

にわたり脚子力間

る︒まさに︑長奪

える︒翫了撫があ

厘子柄ノヤーナリストの会

麺刊
鐙介

泌と取糧んでさた新聞記薔の憲

拐がり耕へのうねり﹂﹁挫折

脚略の硫惣を麟纈して﹂の困つ

スタートしてから乙甲世騨Q副 か砺霞立への心﹂﹁原ヂ刀琵期

今︽は︑臼ムの隙ゴ刀開乳か

いにムといえる︒

題にものるように︑本霜は︑そ

グクループ︶が後援して行う畿際

研︵蚕員奪石川魔棄海研究肋髭︶

R一基礎課程で

この第三柵原イ炉雑召照門察愈

トープ︒原芋炉研修駈は︑鋤葭し

一＝

一口図︶が聞水豚子力研発翫の

カに対する正しい理解を求める
淑塾圏や︑〆響

︾憾︾

一月二耀バ目μれじ

馴せられた仕蟹を鋼つぼく〜
る︒

大に離

昭和十一圷三月︑茨城師範慧赦

習業後︑那珊郡村松コh赫讐小
学校訓藤︒十八無十月には存瀬
教務部に繊向し戦後︑シヘリヤ
で抑留生活︒ごづご無九月︑穣

君

灘︒二づ六鉱脳髄︑旧赫雑酒君

長黙蔵Q瓢十無肥厚︑象海

長嶺愚︒以役︑﹃幸六傘︑四一
四焦︑四十八葺︑覧十二勾と同
君裁に満選Q一ハトし鼠︒

︵・じ

こんなと』きがlNlSの出番です

卑隔秘乱がコ驚されており︑わか
繭融繍離断臥獣鱒っだ︒
国ノーカーの授術水魔もこれよで

．漏樵

ノ野
師転〆︽層

炉プラントの雪︑捻

の診断技術への隠

の柱から横る︒

幽の弔期翼見のだめ

胴研究が盛んにな

のこ＋五焦の捗みを︑臨携態あ

B6判︒二目ヒ十づ︒千︷ハ鷺

つているのが現択

禽議で︑その粥一同はイタリアの

に設蹴され︑原研囚外の関係著の

円︒聡力舳織社弼︒

ローマで開侮された︒今圓の第一篇

うになったこと④撤子炉診断への

る赤誠と十回転二日に行われだ原

誠での新しい積みは臼ホが行った

研修生を募集中
原子燗鮒篶とは中蝦了東︑譲

研麹海研誤と勤継大洗工学セン

灘

るタノチでえがきながら︑将来

三晃蟻は︑来国のガトリンハーク

協力と勤鯉︑原産︑電蟄趣︑闘本

応用が一段とづ写んだこと一など

を展望する︒

た︒

に次いで︑田水政暦︵ホスト携関

原子力学会の四機関の支援を得て

があさらかになった︒

鼠．
の捜
AEAの工WGNPPCI︵会源
†術酌轟伽は一九七九奪

・駐研︶がホストとみつて乗ガで

開鱈準締をずすめ︑五田聞にわだ

がかりかで猛たといえる︒

開催したもの︒

展︑ぼ力︑臆測なと︑原了炉プラ

えてG致社︑忘我︑紮乏︑藁焦が 契胸﹂とはべつに︑昭和弧十⁝4

か国メーカーの技佑力向上をふ象

鰐い国盈化か﹂威されている︒

承燦も＋血難の歳月の流れをへて﹁轟入一辺働かりの脱郎﹂へ開け︑新しい一応をふみたすことになつだ︒

原子力野鶴を薩入す．Φため︑護国

総体的にみてみると︑四十〜六

る︒

葺︒欝欝は︑この

α総社と技伽援助契約を締結した
のは昭和四士

五鷺間︑嶺禦グランドホテルで築

契約にもとづいてわが瓢のBWR↓万KWのBW鷺のウースでは︑ABWR︵敗疑型弗謄水型炉︶又
に﹁狡術構報契約﹂︵叩DA︶を ムる十月目十六田から三毒口の
結ひ︑情報交換を行ってきたが︑
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﹁伸びゆく放射線の利幅と困際協力﹂を穏調テーマとヶ苓口塞原子力産業会議主催の第十五旗日水アイソトープ会幾が二十六凹︑
一酒間の臼響でスタートしたり盆暢の︑礎示︒友菩町のサンケイ金館には︑国内はもとより︑来︑仏︑英︑繭独︑巾国︑ソ趨︑ハン
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労したため﹂と︑堅調テーマとプ

明した︒

よに︑向坊隆原子力婁貫長代理
は︑一ラ．ノオアイソトープ・放射

線羽期の翼長は結しいものがある
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本アイソトープ会譲の轍渡は大き

磯馴噺

午八日目i

力二九︒八％

原手力特蘇扉と閣連設傭

が一画・八％鮒の

醒臨した︒

会鼠の複落にともない目溢蒲金

は︑こんこ︑五つの㌔日記愈の部

企去や委醗を決め︑実簸幻な翼鏡

この日の総会ではよた︑十一月

壱おこなっていく．y定︒

った﹁医護法樋行規則の改底辱に

目四田付で灘生大飽から諮問のあ

ついて﹂鷺アイソトープ部会に糖

議を付諭することを決めた◎この

諮問は︑いままで賑療法上規走が

なかった放鐵性同紡元素やそれに

て︑摩生大臣の橘定する施投に蚤

よって汚職された物の廃職につい

というもの︒

拓できるように規定を整錨しょう

饗島村委員を
肋欧州に派遣

題臨調鯉轄騨謹翻の

開けてほしいしと昌昌︒

ｪ瞭洋億円︑原

は一団八千ヒ霜風牙ヒ留円︑謂延

一九△犀からの﹁アイソトープ

・放準線の工学利用プロノェク

いる︒

ト﹂に引さつがれることになって

畏翫改町に反映

子力湊貝会ほ︑十一月瓢十八日か

期十劇の改丁れ謎を膿めている僚

原子力研児開発剥罵に関する長

このうち︑謹話邦門を分野別に

子力欝欝を央︒仏・西独に派Uし︑

ら十二月十一円よで︑総懸武久原

みると︑暴力は一二・ヒ％増のニ

イ四極五十一億円︑火力二一・捻

関係占と総懸するなど︑援期謂劇

％増の四千七瞬バ＋穏慧円︑原∫

カほし％紬の亙千四口五卜六二円

改﹂のための海外総懸さ纏う︒

同義轍は︑ペクール仏独ヂ総懸

となっている︒

長富︑ハウンソルド幽独研究藤織

ー℃擦峯力研究所なとの原子乃施

ェエノクス︑西独ではカールスル

うアーク再処理工鳩︑スーパーフ

門塑ご四・八％僧の一兆b千八十 ーペンハースト懸隔t弩︑仏ては

ヒ飴石︑升懸濾部門が＝一・四％

艘を擁偏する．磨疋︒

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
施設で生かされております。

一力︑〜・カツノ氏︵イ 伽円︑火力が桟O・！％増のヒr

﹁インドネノフの擦イカ 増の七千八士一難円となってお

ント掌ノア腰．†月ね︶は

発循開発にさいしてもR り︑膿浄力熱発への猫脚的援澱湊

金目震渤向皆みてみると︑硲題

さらに︑九徳力の流＋五葺度薩

いる︒

CAと十分協力してすず 勢がうきぼりにされる形となって

めたい﹂と要望しん︒

このほか︑こんこの協

力のあり方については

プ嶽グラムにしてほし

魂建面一Q・六％から園復しだ︒

比五八︒六％にのほり︑削痒度の

﹁もっと無点をしほつた 兆ご盃一千臨懸鰐のつち内部誼金

い﹂﹁カタ鷺クは典評

これは︑糾盆改定︑為替レートの

で﹂﹁メインテナンスに

撚翅なスペア・パーソの

でほしい﹂一1なと酒発な愈見が 支が如転したことによるもの︒

円高傾岡︑好出水傘などにより収
とも一つの有嶺義な成漿たった﹂

だされ︑関心の舗さがうきぼりに

問題に璽点的にとりくん

と指摘︑さらに﹁今援とも日本と

放射線審議会
会長に熊取氏
された︒

これに対し︑オーガナイザーの

緊密な孫孫をもち︑お頁い手をた

一測総会を潔き︑七月鷺十一日に

んセンター総長︶の後任に︑熊取
とUNDPの鰹けいによって計画

m回のワークソヨソプはRC退
A任した簡橋信次会長︵愛知県が

ーフテク鵬力ルアドパイザー︶は

イソトープ放射線利用機器は効φ

技師︶は﹁今圃の視凝によってア

ィリどン・スコノト製紙会枕機倣

つづいて︑N︒サヤンが氏︵フ E・E・ファウラー氏︵UNDP放
チ肘線審三食は十七田︑第四十

ずさえていきたい﹂とのへた︒

い︸と評価すると法螺に︑RCA
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った今会義の塗輿牲を櫃摩した︒

このあと︑総台セノソコン﹁ア

に募り︑カナダ原子力公書︵A賜

イソトープ・放射線利縮の展望﹂

されている﹃アイソトープ・放財

九八二〜一九八一ハ奪︶に明るい孫

は九・四％増の三兆六壬菖六団

敏之幽閉線懸㌧聡倉研驚肋焼判を
髪上︑経済噸で震献麗が輔いと感

し︑﹁証﹂国ではよたその鰐爾は

た︑鐵本側コースティレク皮一の

望をもたらすものだ一と諄価︒よ

侭の工︾利用プロノ∫クト﹄︵一

いのが実写た﹂と指摘︑こんこの

蘭嶺恭丈原研アイソトープ・順7

点が多かった⑪ここでたされた藤

コノブは欝本にとっても単ぶべさ
ー︶は﹁マレーソアではイオウ副

このあと︑￠加癌全鍛に﹁修／

見をこんごの協力に反映させてい

欝﹂が手濃され︑すへての口程を

は石濾潅にのみつかわれている

るようになるたろう扁と掴摘︑さ

きたい﹂としめくくった︒

らに犀み詩についても︑もっと

などについてもワークノコソプを

今圏のワークンコノブの俄累は

終了した︒

﹁こんごは︑さりに非破壌幽門︑

原子力局寒気機語部主任技舳︶は

さらに︑A︒マヌーン氏︵タイ

いきたい扁とのへた︒

つかわれるよう業界に推せんして

か︑これはもっと広㌶にっかわれ

ア・プスパチ原子力研究ごンタ

象た︑H︒ラザリ氏︵マレーノ 炉研修肋次長も﹁今園のワークノ

談鑑な協力の心喰注を繋属したQ

必∫しも応用がつまくいっていな

じた﹂と副覆をのべたあと︑しか

CL︶のうノツ蔀k︑インド暴ノ
ア原︑寸力庁のバイクニ陵駕︑ソ趣

原チ力測周国難憂麗会のポポη部

畏︑流雛の斎藤仙洗聡悟大学理y
薄畳らが︑それぞれの国を代概し
て講演を行つ九︒

粥伏況について瞬蝦逆換できたこ

﹁♪くの参鵬礪の間でお亙いの利 トレーサ︑製紙業︑鉱山への応照

ものであっだ﹂と評漏し把あと︑

賦利用していくふい機会を与える

iクノコノブは︑自剛に帰って天

預力が閉幕

の協力強化

際協力の積極的な展開を側うこと

を一津田に︑かつ專醒的に∬うた

た︒

とゆべ潔屡勢を鮮開につちたし

寵繭逢果だ噂べきだ﹂と︑臼本か

DPプロジェクトには︑薇穐的な 澄しい隷農つくりの臨寝雑を口調

たあと﹁とりわけ︑8CA・Uで
Nある﹂と︑官民一体となった︑

くも敏処にっつまnだ︒なお︑盆銭と蛾紅して催された畿器展．小aら︑雌窺いちじるしい厚ヂ力関醸機器を反身︑嘉コーナーには説
明を歪める人なちでにさりった︒

錬協力俸制の整備を
会︐鳶㍑頭︑押隈にyつた旅産の 耶したへ︹理碍な薦胡が乱㍍てい

三重備の必要轍ぎ孫λた︒

る﹂とのへ︑珊賂代に即鳩した払

また︑食壁の研薦テーツと恥な

右沢広巳会阪は︑農業︒丁業・医

っている日除協力についてけ︑

㍉など︑国民生感に騒騒に根壱お
ろしているアイソトープ︒放出線

溌は︑こんご詠ずまつ占まってい

東南ガン と

﹁聖日アノア憂国とのアイソトー め︑代筆機関の設躍を演寄すべき

日用の瑚状竃のへたあと︑刊剛日
大にともなう鵬蹴転聞題が︑こん

る蝋を指摘︑﹁短な蒲アイソトー
く﹂との臆本認識をあ﹄りかにし

aの大きな門足カセ﹂となってい プ・堀肘鞭利用の授雪交洗の瞬蟄

プ廃巌物に対して︑実際の便用に

ークソーノブのしめくくりとして

このうち︑一一渓間にわたったワ

ハウの取響にあたった︒

い︑わが麟の騒職利用言詮とノウ

RCA東京
日塞国政尉と圏総出〜力機関エ
催でひらかれていた﹁工叢利幅放
射根計測機揖メインテナンスに関
する弊夙ワークンコノブ﹂は二一

荘U︑すへての撚梶を寝え閉審し 二十汀闘牛酬ひりかれた﹁総置戸

握ナうため融紫ご糾麺施している
もの︒

よた︑五十ヒ葺蔑の設伽寄敷舶
力雛闘設備投蝦ほくノ年構比二九︒

ナ六年油綿描投資繊麗﹂をとり轟よ

円︒内課をみると︑鳥栖部門一兆

露油部門を分野別にみゆと二四

っている︒

増の至高﹄ハ千㎎肖㎎十一骸円とな

円︵一一・賜％翻︶となっている︒

自記源部閏二兆二千藁田鵬レ一億

辜p再ヒ十五無調︵六％掴︶︑
同調査は︑わが瞬ぞ要企業の誕

会に醸償した︒

｝黒

F覧百二十八働円︒内訳は矯源部 省次ぽなどと盆うほか︑典ではカ

それによろと︑圧卜六年反のb は今夕度比二〇・二％猶の圏高山
ii懸慮露は一一十五爲︑﹁昭和五 が睡民隔魁気懸業醤の載傭投買額

八％贈のヒ黒八トニ億円となろう

電力食沈の昭秘説＋ヒ駕四幅．†

購簸総額ヒ千八卜二億円に

原発設備投資増加へ

論﹂で︑F︒U・A・カジ氏︵パン
門アンア地域原子力醐だ﹂︵R グラテソユ原許力婁綴金エレクト

たQ

CA︶と国二王発詔画︵UNロD
ニグス研究所轡￥掲当冨︶は︑
議なアイソトープ︒放射膿利雪機

﹁実際の￡謁工産ラインでさまざ

雪白蔑が実施機関となり︑東南ア

りにみて︑澱曝な窪験をつむこと

揚が潤灘さ為ている④．譲のあた

P︶の一環として︑︹本原坐力綬

ンア嘉口のアイソト⁝プ︑放購潔

門この窪賦を欝欝の発展に役立て

ノブの滋鶴を高く譜厚したあと︑

がでさ羅と今醐のワークシ3

鍔用偲進に扇力するだめにひりか
れていたもの︒

ハングラテンユ︑インド︑イン
ドネンア︑消費︑マレーンア︑パ

腔
欄

鯖投澱と批備ぬ櫨燗煙の動同を把
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ゑ
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エレクトロニクス部捕修メインテ
ナンスクループ疑︶も⁝今翻のワ

蚊線感知驚報器インフラカート

職
i多

利用拡大を⁝基土熱テーマに

◎

蟹愈謎十三猛が参加︑五Hから二 タン原チ慧智技術研究所原子力・

ミナー︑工腸での鍵裂などを行

超音波感知警報器

難
十一臼間にわだって︑馬力的にセ

躍動惣知驚報器タイヤラーム

騒
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聞

力

耐震評価︑再審査へ

で︹時檸止されたディアブロヰヤニオン原子力発艦所

い㎏と︑NRCの試遜癒認胃係氏決めた︒

いQ状況はそこ濠でいっていな ネルギー借に頂ちに支払うことを

このGAOレポートは︑つイオ

小さい⑪

の建設︑越転のために約染した二

る懸念が回まっていたため︑剛鎖

とから︑運転難読の蟹を穀に対す

という大都灘漸近の日晒であるこ

この結果︑BRCは︑CRンB
発R
懸所が︑ンカゴの北方四十睦

Cによる耐欝撚査のため︑来驚一

億五千七百万騨のうち︑一億一千

措躍に遣瀞の惣を表明し︑﹁NR

難所の公聴愈がさらに疑引くこと

月に予定されているディアブ圏発

R8Rプロジェクト長の篇タリンエネルギー委員愈の幾議にもとづ

13RCの理駆訟に出嚇した前に
Cよる経瞬陰影鷺について︑下蹴

三資万炉誉支出することになる︒

のないよう希望する﹂と付け湘え
た︒

アスコ一号︑明

タに膨張している︒

菰まてに九酉九十四懲二千万ペセ

の六箇六十蝕ペセタに織して︑現

同仁発の総二丁は︑当初磁秋り

後に運転を開始する︒

た︒一再機︵同︶はその二＋か月

感鑑逓転開始の予定だと充汰し

中旬には送亀闘始︑五︑六月には

一月核三二の初二二を行い︑℃月

KW︑WK製籏繊水型炉︶が明臼

鄭のアスコ原発畜々機︵九士㎜⁝万

ア︶は︑このほと︑タラゴi不慮

宙力執れFRCSA︵カタ鷹ニ

︻パリ松木駐看員︼スペインの

イ ン

ス

三月送一華開始へ

嬢駕鍛鉱鱗

三億バ︑二〇〇〇奪渋での霊山で

撫六十六〜膏八十一懲避に淫す

ペ

八六％冗成︑建設の設詳図は九千

％開允は九ム％以上︑完rQ盗喚騨

のう75七千以一が亮ア︑必嗅な研

れており︑プロジ鴻クトの設爵は

誕謝はたえず簸鷲の勤のが撮用さ

・カフェ氏によると︑CRBRのきGAOが調査したもの︒

CRBRに二千
一纏万一ドル支出

て︑港わめて不蜜蝋な離礁状魑が

つづくことになる︒

としては滋強できないとしていよる経済約魚握に比べてはるかに

心なときにザイオンに代わる戦力がの支出が必鍛であるが︑閉鎖に

ンで開かれる封C︵欧州曳圃休︶

︻パu松本醗在呂凶独KWU

は︑このほど︑兜直刀KWから四

十万KWの小窯原子力発蜜所を閃

国に輸落するといっている︒KW

Uによると︑小型榛発を編噛して

鉛か田にのほるとしている︒

いる発展途工事は︑遜譲から黒づ

故騰出嚢の増徴と馬力料余の仙﹂

げによる這出が期待できるが︑必

である︒粥NNLはメーカーへの

要な資金を金卿支綴できない状況

︵ANτ腸︶から穴チ五蔚億撃謁の

支払いができず︑魅気企瓦協会

︸ごこで︑打闘鎌として講Cに融

支払い延滞で臨えられるようだ︒

が︑ECとしても毎黛三層リラは匹

資を静めることになったわけだ

が欝られない場禽には・鷺N温し

額にすぎるとしている︒金額融負

は︑発寒所建設謂爾を繰廻べなけ

アの鷲エネルギ1詔画の失馳は︑

ればならないことになる︒イタリ

九八二年からは穏隼鮮酷税 前途多端というほかないQ

麟

原子力産業に貢献する一一A加熱

熱

齢熟握
翫謡

米民間の増殖嫌会社
クリ

これ衷でに維一一軸灘千万避のハー

︵CRBR︶の罫
民もほとんどづべて允許ずみて︑

欧絹の︐旧赴劔殖加榛塑炉

ンナリバー炉

閲面出瀬々郷である磨糠炉会社

︵13RC寒しδハレ︑∴の塩飾金ド
蕉ウェアが制︑造された︒求たプロ

引を自いに出した︒

あるまで7MI一際機の冷轡儒焦 PG＆封仕のマルコーム・フつ

で構成︶は︑十．膚六環︑CRBジェクトへの概投資顕は十㎝偉が

寮しても︑

発展途上国向け
に小型原発開発
西独KWu

︒翻無難総

滋＝藻一≡⁝筥＝簸≡蕊一≡箪︻繍避薫議転一三 一一﹇或≡論＝＝皿≡≡一一憂＝董一士一＝聾一一篇＝≡篇＝蕊⁝

GAOがザイオン発

︵原堪力発曾孫働の紙男性の故

AO︶ それによると︑コ￡ンウエルス ば︑同軋の幅力伐給．r備㍉は○・ に︶︑コモンウエルス・エジソン

を出めるザイオン発衛所︵白四万

KWのPWR⁝草︶が閉鎗されれ

一ぬ％という反定な伐給予備箪る︵これら轄︐﹂の京ま霞気牌金値

不滉不の応札切離か岡にとつ
て︑メキシコ入札の魅力は尽き

り返されないとメキシコ側が確

E原肌総擁輕頴

︑C発・ワに達する・み・れている・しか

い︒なりふり構わぬ競象から︑

時代の不拡散致鐵が工期の諮れ

る︒

五千億リラの欠損が見込まれてい
︻パリ松憲聡謡い︼イタリア

は︑畦︸月塊十六︑七両日ロンドの増旗分八千魚リ峰を菱入れ︑謙た

鋤

鮒震設欝のミスなどのため低出力試験雛可が︑発給後数週闇

一鍵難

暫影QAのずさんさ指摘

圓が切めてであるが︑あらかじめ

電所閉鎖の影響調査
米．藤∵a剤険査同︵

にのぼっている︒

R建設黙として二千∵百万バをエ

に対するκゼ命令②新たな命舎が

攣懸．難

米原．†力規翻蚕纏会︵NRC︶は︑＋一月＋九目︑秘踏蒙の擾︑パシフィック・ガス・アンド・エレクトリリク︵PG＆E︶ねの

ル了する求で︑

ディアプロキャニオン原子力発憲所一饗機の個脇力試験の認珂を︑磁ちに一時儀面することを︑四灼一で決定した︒ロバーツ委嶽
は︑この決定尋続きに劉譲をとなえて︑反対票を投じたが︑﹁耐厳の拠確認麟画がNRC客員金の満足のいくように

シエイツに︑ディアプロ発糖癬の

二選＝戴＝一叢一≡︻︻一≡箪雪笹一＝箪一＝篇≡

ービッシニ嗣ね長は︑ワシントン

てのNRCの決短が出るのば甲く

維持命倉③シーブルック照臨所の

全く環独の璽例のケースとみられ

る︒

ても窯年一月以降とみられてい

建設識薄一高侮焦命令⁝⁝などを

大なものであるかについて醤今
ていたが︑NRCの襲誰でPG蚤＆

同︸丹機の燃料装絢を行うべきでない﹂ということに関しては︑他の一派員と意箆が一致した◎

カリフ磨ル ニ ア 頻 西 海 津 の サ ン

E祉の技術霧が再解析を実幽した 後の検討を待たねばならない9

て羅瓠会見し︑﹁失頃↓な烈じえな

フランシスコ南とロリンゼルス畜

みられているが︑ミスがどの程麗

のぼぼ聯間にあるディアプロキャ

NRCが原子力孔衛軌の妖出力

設四八と食い違っていることが覇

o済負担も莫大

電力供給．︶@力不安定に

ところ︑十月二十罵百になって︑

ロバート・L・クラウド・アソー 試験認河を一鯖紺止したのは・今

これとは別に︑PG＆E社は︑

一芽ン原丁字璽羅︵草
万九千KW︑PWR︶の低出力顧
運たに蜜全関連機器の荷塑引篇が
転認衛が出たのは九月二十一口︒

い渡すのは︑︿ノ園が嵩めてでけな

ができないとN況Cが馳漁者に諮

許懇望された行為誉実施すること

再確認を蚕託して︑独自のチェッ

笈全署趨機器と磁震評価について

これらのミスは︑いずれも︑一

︸

は︑このぼど︑﹁ザイオン原子力 ・エシソン礼の全允徳籔の一九％六％となり︑一九九〇年ごろ濠挫の財敷藁担は︑切年例だけて約
いQNRCスポークスマンは︑過

クを行うことにし︑年末までに︑

⊃

際︑13G＆鴛営と外部のコンサルその粘果を家とめることにしてい

︐

⁝

発難所の閉鎖による経済的影鞭﹂

︶

九七九猛瓢月

︐

⊃

云の醗として︑①

このため︑甦判装萄再闘につい

︸

た︒レーガン章魚櫓は﹁信轍さ

︐

れる供給鱗﹂の地位睡復をめざ

︶

たその実穣をもつ西ドイツ︒技

ゆ

タントの間の品殿保翫︵QA︶旧 るQ

つ

術移臓は珂熊だが︑新政権が

嚇襲総懸署翼矯卿鰻韓欝縁Φ︶︑と父︒は試

の一時および鐵終貯溜の研究開

らない︒もしX国が輔樹するな

も

信するかど甲2油︒※脳ではその 恋瞭倉いがある︒

これら櫨発はバージに積んで発注

これに対し︑ザイオン詳悉所の 発しだと発節しだ︒KWUでは︑
1する葉や︑濃総蒋翔料命な

伸び③鰹設中プラントの完成ii

﹁孤処理鼓術は輸超しない﹂と しており︑メキシコ側も二蔭間

などの農試によって左為されると運転を飢行ずる場含︑原子刀規制

んな点燈をするかは︑いささか

の高度の政槍判断の闘題にな

ら︑どちらも﹁特別協走﹂など

が叡沙汰されてい

どの

来国からは三業薔が参加して

不識髄だが︑騨嵐津々であるQ

名工
精ﾛしたフランス︒再黒瀬・ウ 協定︵による制限︶反対の懸度

は︑りードタイムの提さから︑肝簗了解奪間に少なくとも七千合

している︒薪規プラントの建設

項困に応札してはならぬが︑他

るが︑こういうきな奥い案をメ

この入粍条件が︑応札篶ふる

クルへのメキシコの

を招いたなどで︑メキシコの盗

委澱金の安全耳順を渦たすため今

キシコが受け入れる再能牲は廊
分からない︒来園ははたしてメ

を測らげて︑来国との協議に動
ラン縫縮技術をもたないカナダ

キシコの幻術拶転嫁虫に笛じら

の企業や本国姦智の支援をうけ

く一字当惑しているであろう三

E︵移燃料ツイクル評働︶後の情 なからも︑この入札条件に恐ら

勢を允分念頭においた︑源子力

れるか︒

濃編狡徳を機磁
化している︒再
処理捜術は搬踏

が︑センシティ

化していない

い分けの物尺になること帽明ら

おり︑地理的条件や一←一纏炉

鎗の罪ミ・お薄国で
翫蝿料の一隅貯識および山送の

伝えられている︒メキシコが求

魚の不利は仕方がないとして︑

が繰

しかし︑駅圃が特別描躍を提

子力茂策盒体系の背旗をめざし

ぽか︑﹁選択﹂頂園としてウラ

難不輸感をつのら雌てし求つ

執念

ており︑懸子力幽・入に久敗した

める金技術の移転が可能な︑談

︵K・K︺
ン濃編︑転換︑懲叢薄︑椀数物

過讃の過ち

い︒

てもよ い こ と と さ れ ︑ I N F C
とスウェーデンQ全転写をもち いているが︑どこ族で電気かは

めている︒櫨札癌は能力のない

発に必嚢な技術移転の捉察を泳

︐

と題するレポートを家とめたQ

つ

誼きのズサンさに起関するものと
⊃

れ︑建設鐸が増大している欝困

をふまえて︑叡

東函はウラン

園︒名目がメキシコの条斜にど

クトリック製︑名六十七・熟万K 技歯移転への第一∴臣騨の薪攻勢

麟独︑加︑スウェーデンの済か
穏なアプローチ

と

公気された入札条件には︑予

の受注笑縫からは嶺然もっとも

ブなことは変の

想どおり核燃料サイクル全分附

かだ︒メキシコ右府は﹁最欝の

衛急なはず︒しかし︑カータ⁝

してその依由が

︵懸垂フガーズ︶鎌継などを徹

経済性と効箪﹂を選定甚蟻にあ

注瞬されるわけだ︒

離して検討し︑メキシコの蟹求

に及ぶ技術移転要求が自求れて

げているが︑一方㍉核燃料祥月イ

る︒

を入札条件にどう盛りこむかの

いる︒ウランの探査・探取・製

に必駿な技術移転︑謂画遂行の

たな受験

た︒途よ則の新

に総締をかけ

國の七業者がしのぎを削ること

︸臼の応聯隊疑で︑来︑仏︑ W︶の経験など

発識された︒これから来奪二月

⊃

耐震再確認のため北東弛域の五墾

九七七奪の耐震設謝の蒋評輔の

明した︒

ひ

燃料装荷にと鈴かかった矢先の九

明らかになっ

月二十七臼︑格納容器アニヨフ

たQ
当初︑この設認図の混同ミスは

＼

欝》ぎ繍

飛縫攣縮欝

シコは二〇〇Q無を隠標に︑原 鋤︑核燃料の設謙・加工︑便駕

効泓的な籔珊体制︑保臨拙 躍

総懸か撚器の国欝欝︑そのため

入札が謝れたのは︑メキシコ

になる︒
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菱電機

貫生産体制を確立

装制御システムは︑すでに玄海
一︑二三︑伊方一号︑美浜一︑二

三号︑大飯一︑二曙︑高浜一︑二

に鋤方二腎︑川内一︑城廻︑窩浜

量ぐ稼働申︒象だ︑建武申のもの

三︑照帰がある︒

斬工蝿は現征の制郷制作所建屋
の肉端に建設︑建屋面穣は欝欝千

協力関係強化

へ歓談の環

環東ワークショッ

プ閉会パーティー

﹁コ凱朋用放射線溺測機器メイ

講習会を開催

運輸衛

運翰省はこのほど﹁五土ハ奪麗

放射性物質安全鮪送講謂会﹂を開

催すると発表した︒

この講擁会は︑放射添物致の輸

送開係者を対象に︑放射櫓物質輸

送規期や笈全輸送について行うも

ので︑東ゑ︑高松︑仙禽の全国三

開偲翼翼は次のとおり︒

か所で行われる︒無桝Q

省モ率問題で初

の国際シンポ

十二月一︑工日に

▽開催場所・臼時

東灘一東京懸運局︵大腰町合同

¥一︵木︶︑一一十二臓︵金︶︒

庁舎瓢三二︶︒昭秘五十七年一月

高松−四国海運局︵海技試験

︵木︶︑一一十九欝︵金︶︒

場︶︒昭和五十七年一月二十八

仙爵−儲台陣趣局︵仙台第三台

隔松蕪腸

康嵐会場

五十七年一月十九臓

五十毛轟一月十口

千代

五十七卑一月二十口

運輸省入

至心九六︶か豊本腺子力藤兼会

に︑懲省エネルギーを取り恥く諾

蕊つのセッションと総橘講論が開

参照難は激万円︒曝し込み︒悶

撫総難汐 ．争

嚢鑛︑

蝋

鼻

︐字面

護

鱗騨麟遜

鵜蜘

麟膿碧

燭㌧

︑嚇

轟轟欝

譲蜜の天谷直弘氏が普賢︑つぎ

エル・ヤーキン氏と︑前灘薩省職

学ケネディースクール講帥のダニ

基調講譲として︑ハーバート大

ム︒

た︒

台計二万八千七百ま十九人となっ

第二種は〜万八千二樹三十四人︑

落五入と一75人の大台を越えた︒

求での臼格斉は︑第一源が⁝万五

た︒今園の禽格衡をふくめ︑これ

七︒万％︑平均二四・一％だっ

く︑第一璽一〇・八％︑第一一種二

八十四人︒禽構率は昨年より蔦

般︶は八再八十一人で禽語千四麟

格螂Hは六二三入︑第二孫試験︵一

それによると︑第一種誤験の命

果を発凝したQ

六年展放射線取扱主任薪試験の鮎

科学授術庁は二十田︑昭秘五十

放射線取扱主任番試験

に高い合格率

第一︑二種とも

議︒業務課までQ

線

電話O無−五八一−三一一一︵内

櫛祝疏技術蜜全借理宮付講粥禽係

田楓痘ケ閃二一一﹂二

詳細聞禽せは︑〒一〇〇

二三窯潟

▽申し込み編切り︒

▽受講蓄数答鞠暫私︒

二月四︵木︶︑芳聞︵金︶︒

同調舎大金議繁︶︒昭秘蹴十七奪

ンテナンスに関するRCA／UN

DP東孫ワークシコップ扁のフェ

アウェル・パーティーが二十葺

日︑東獄︒丸の内のパレス・ホテ

ルでなごやかにひらかれた︒︵写

会場には︑今呵ワークショップ

翼︶

に箏乏した関係者が一贈に会し︑

三週劉にわたった研修をふりかえ

り︑こん灘の薪たな国騨協力を誓
いあった︒

糟祠＝至≡＝鰐

十五本︑七︸聞三十七本︑十四個と

このうち︑五十六年農蔚十77Kなった︒

なっている︒

また︑低レベル放射徽闘体制鉢

十覧本︑ドラム餌に誌められない

物は︑一丁鰯のドラム缶千二酉七
わが酔夢勝機メーカーの原子炉

大型機材などは︑一一颪趨ドラム拓

れるため︒

Wは蝋纈第二原発二弓機が見込ま

出拘実繍は昭窟五十一曝に三鷹万

KWをこえたものの︑五十二年欝 に換鯨して百四本だった〇五十六

十万KW︑五十三年薫十九・九万 璋三月家での嬢敏貯蔵騨はそれぞ

れ四千九菖三十三本︑菰百四本︒
KW︑五十四年薫十万KW︑五十

科弓技轍庁は十九臼︑昭甜五十

性廃頻物艦輝状況を允ムしだ︒

なお︑放磁償液体廃勲物の放出

憲エネセンター

財団法人・轡エネルギーセンタ

際省エネルギーシンポジウム﹂を

かれる予走︒

﹁エネルギーと文明1一旅来へ

開催する︒

猷縁

い合わ渡は退際省エネルギーシン

ポシウム事務局︵竃話O．輔．一熟八

原子力関係営業種欝

織方冨が予定されている︒

矯

轟灘

ムにカラーブラウン表示を大幅に

の技術動凝にとりくんでいく方劉

子力一コ％︑水力ニニ％となって

一方︑今週風ま期の全円供給電

いる︒

力脳は二千五歯十三二KWH︒う それによると︑動燃乗海溝処理

％︑原子力一七％︑水力二〇％と

低減化のため︑第二傾放射蟹置数

物発生嶽は︑溶解残濱讐が三酉五

これ，は、木村化工機のすぐれた懇懇、高度な技術、

簸た︑今四の新工場の照臨にと
もなって︑火力︑原子力発霞甜袋
制彿システム製作にともなう極査
ラインなども移設され︑一貫鐙颪

とくに︑新工場では継子部晶な

工場慰めざす︒

どの赫晶質化をはかるため︑建屋
内の製造環騰のクリーン化に澱大
の躰点のひとつがおかれているの
が特色︒

を徹

底的に預除することによって︑製

ホコー3

原了盗用強駐ラインについては水
品のあくなき僻頼軽晦ヒをはかる

製漁ラインから

処理︑鋭鋼︑灘鉄などに薄野され
ことにしている︒

一力︑BWRプラントでは鐵

力︑原子力発露プラント用機の製

ているが︑三菱廠機でもこうした

採用するなどした動機稠を開発し

立︑更芝が原発用函装綾羅システ

造ラインをきりはなし︑新工場に

一二璽⁝一︻猛幽：＝﹁覧﹂篇一訟冨五薦椚＝二蟹套語朧≡墨曽篇胃雪一一需＝覧二≡猛コ一＝墾＝≡猛

象とめて︑一繍の品籔向上をはか

研究開発をすすめ・制御システム

購謂躰原子炉出荷は拡大へ

放射性物質輸送
五二五すハ・六万KWと低調に推
移してきている︒

しかし︑こんご勲講にいけば灘

今年臓﹂期の臨敷館力磁は二千

また︑今無麗圭蛾期申に熱転を

三酉七十四億KW∬︑田無同期に

力〜齋庶十六万KW︑水力薦五十 十七年は二千芳KW鷺こえ︑五十

開始した全強の発臨設輪容鼠は火

羅システムについては︑さいきん

璽竃機器製造状況を陳皮にするた

の糖果今摺九月宋現裡の金掘発慰

ものとみられている︒

の二圏にわたって定娚的に調査を

これによると照積雲畦六無厩上

トの大きい大口磁力が脳・鴎％の

科技庁発表

行っているものQ

同調践は田本の俺力儒縞状況と

とくに罪恵体の使用などにより︑

対して一・期％の微増にとどまる

七万KWムロ罰㎎酉十三万KW︒こ
八奪には四顧万KW台に到達する

をとりまとめにQ

句話な熱螢が求められているのが

一1凹日露力調費委録会はこのぼ め︑毎葎四月一日とづ月一田現在
ど門第五十九薄霞力調豊報告襟﹂

現状︒

こうした原子力発叡専用粛装幡

上期の電力需要は微増

同雛が製作したPWR用発臨韻ることになったもの︒

だ︒

このため︑今園このなかから火

て製造されていたのが心柄だ︒

る訊荻制慾装躍のラインと髄行し

醐曜酢一層の品質向上はかる
薫凌織機は来麗をメドに神戸市舞隙区棚田瞬にある制御製佐所内に﹁発臨嗣子力丁場﹂を建設する

方針だ︒さいきん︑火力︑原子力発篤制欄システムは超しSIの使用などにより︑高臓な磁盤が拝め
られており︑鍛薪技術を駆籠した新工濁を熊設することによって︑一瞬の品鷺︑砧頼経距上をはかる

ことになったもの︒同社はわが国で強記されるPWRのうち詫霞機とコントロール・パネルを中心と

繕

した制捌システムの製作を握蟻しており︑今翻の新工場建設によって︑原子力発碁所の信頼牲二上は

凶冷

さらに一歩前進することになる︒

㌧い

〆

しかし︑これ塞では︑こうした

これを受け四祉は︑昨年の九月十

マイナスになったのに議し︑導

五奪肢の再処理施設における曲射

W︑水力三千二＋銀漏KWとな

設備審猛は火力八千七屠七十閥万
放射性廃棄物放
KW︑原子力千五落五十一万K
出量は基準以下
期の需塾躍力量は二千三蕩七＋四

四％の微増にとどまった︒

内外から約騒騒残が参加した開

これを用融別にみると︑ウェイ

1鉱山が︑EZ︵エレクトロリテ斬武には︑アンソエー副薗銅兼質

てきた︒

せ︑受け入れ業務の繋備をはかっ

徽﹂︵資木金㎎十億一9︶を発足さ 億KW11︒酌無同期に対して一・り織源構成比率は火力六六％︑嶽

ご欝︑﹁田羅ウラン資源開驚会
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豪珊怖ンD鉱山が開所式
力︑四園寵力︑餌藤忠醐爆の四祉

銀論自前ウラン確保さらに
ウランの蟹騙磁傑に新しい一歩

施設の放嚇姓液体廃蒸物および放
ち火力千五窟八十四億KW11︑原

ィック・ジンク︶社とペコウォル

溺資源相をはUめとする四二要 灯︑業務罵電力︑小口織力は︑そ

一i羅州でも屈指のウラン埋歳蟹 共阿出費による田強ウラン資源開

人︑各界代銭が艶書︑鞭州がレン

子力闘蔚三十一億kW鷺︑水力五 瞬轍気体挑葉物の放出量は︑いず

センド牲によって発見されたのが

％︑九・三％︑四・

発樵式鼠講︵社長・撰藤邦尖関西

かがわせた︒

整磁からの縫気後退の中で14爵調 なり︑前鑑周期とほぼ等しい比部

このうち︑穴口脳力の撰少は昨

れぞれ七・一

︵十一刀ゾ︶を饗する北部薄州の

挫︑ペコウ謡ルセンド祉典同によ

一九六九鋸︒その後︑政臆︑EZジャー鉱霞にかける意気込みをう

酉十億KW臓︑シュアは火力六蕊 れも放出薄野以下だった︒

霞力測娃裁︶が藪ホ参加をしてお

九％と痢簾している︒

レンジャー鉱由の開瞬式が二十日

るERA︵オーストラリア・エネ そのなかで︑アンソニー硝薦椙
間熱甑果U308︶薫壬瓢禰漣

十認缶で六十珊ホ︑試料ビン鴬が

1と機械工業拡興助成田醐は︑十 問題と今後の方圓﹂﹁省エネルギ
型藤業が低下したため︒民生郷要

鎧の語れなどから引きつづき纂材

ーと酔醒・経塔・螢蛾﹂﹁エネル

．衛発処理雁設および第飢低放嚇性

は︑門賦霧笛療のきずなともいえ

二月一日︑墨田の両鐵︑東京・紬

ギー舗約と南北悶融﹂と題して︑

廃液熱発処押施設を韻み込んだだ

るこのレンジャー点出はまた︑両

KWに算し︑供給力は一偲千三闘 め︑昭和五十五無九月以降︑蕉聞

区の禦尿プリンスホテルで︑﹁国

ったQ

一方︑承電機製灘状況をみてみ

った︒

五十五隼展の局放峨性劉体廃塗

議大概黎電力は七月の九千四菖

叢大照敷竃力九千四預五十九万

ルギー資源盆挫︶によって開発が

については︑昨年が認録的な憎愛

八万KW︒これにより︑七月の盆放出基藁を低く変嘉している︒

となった︒

保することになる︒額万KW級線 すすめられてきたが︑一九七九年

羅発展の魔法のカギだ﹂とのべた︒

だったのに対し︑今褒は冷勝緊要

の約・二分の一にあたる一千誘を磁

八月︑醸政鰐は二五％を限曳とす

陶鉱山は︑操業四闘賢の二十闘

発の九星分︵初雛駒輝料︶に相当

る海外からの臨資を認めることを

でてくる残滅物をためる﹁ダム﹂

するウランが確保されたことによ

國の鎌給予備率は一九︒五％とな

の水がオーバフローしたことが判

¥鰐辮二菖六十五本︑土塁野馬 の選択ご駕テーマとするこのシン

六一八六九一︶法でQ

鵠憲5！

未来に躍進する

一一

が比載鮒搬調だっだため増湘とな
このだめ︑世騨三＋数社から︑

五十九乃KW︒低調だった昨薙七 ると︑五十山ハ年度原子炉出穐嵐込

ルギーに関する麟際シンポシウ
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コ
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524−8059
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TEX 252−2334
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TEL （06）488−250

木村化工機

藻

懲

日︑ウラン鉱石を糧精錬するとき

参茄の即し入れが行われたが︑叢

決定しだ︒

ラン驚源開発会社での本格生産と

り︑兜に︑エジェールでの海外ウ

も粥謹って︑わが圏のウラン資源

明したため︑現夜︑一時ストップ

二％の増加となった︒

斡

織

月の八ヂ九酉＋万KWに対し穴・ みは暫十万KW︑十月一隅現在の用済フィルターか九個Q徽十二年 ポシウムは︑わが園で切の欝エネ

蟻萎

欝

欝

劇踵1

﹁口立﹂はまた︑認入きく伽進ずる 終駒に︑標縄織力︑九州庵力︑四

旗開される菟込み︒

圓蹴力︑伊藤腰越購は猛RAと樵 状感にあるが︑来月上映には操業

識

TEし （06）345−626
正し （03）541−2ig

甲

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

いています。

（下記装置の計画、設計、製作、据付〉

・瓢1

協
脚
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《

ジャビルで行われたQ圃鉱山に り︑これによって︑わが國は︑磯

＼購1護1桑

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

継1

は︑田添から関融璽力︑九彊筏

＝7リフ洲ビクトリア規
〆b

1勤1

饗鴛〜掴

蟹

一

灘
ア曹ii

雪〜黛糠．

／．
レンジマー鉱！】」

ダーウィン

原子力機器への実績は高く評価されています。

譲霧

三嚢i蹴機制御製作所Q発躍原子力
工場はこの雨蠕に建設されるQ
の一〇％を取響することで台慧︑
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臼六原子力配業金議の地方継織の一つである醐西原子力懇談盆︵擾椴蕪・富田登閲爾電力融
十四︶は十一月十八臼︑大阪︒西区の大阪科学伎爾センヶ1で︑同懇談金の遡立二十五周年を
灘撫して﹁国際エネルギーシンポジウム﹂を開いた︒論四間脳ある会場は︑誌に閲綾地方癒中
心とした電力盆紅︑︷殻企業︑大学閲係者などのほか︑違く九州︑象北地方からの恥慢で︑
いっぱいとなった︒特に︑闘繭無力が原子ね発亀晒の建設を．♪上している熱都尉鋼野郡久美浜

町の漁業組台関搬者が大型バス一台をナvーターして腰加したのが目についたQ憲田石器長は
開会あいさつの中で︑シンポジウムに参幽した薫か国を︑わが国との開係で﹁ウランの購入先
であるカナダ︑使用街み燃料の再処理を依頼しているフランス︑輕水炉の発生国であるアメリ

その仏果︑八一葎の一〜四月で

する予尼の聾しい原子乃発窺瞬に

か

は︑天然ガスの井戸敏は削膏同期

の初めには︑濯︑建設巾の漂チ

倍に増潴する冤通しだ◎九〇舘代

今から紅駕聞のうちに運転開始

て︑働格は幾分かは心力っている

万KWであった設備容鐙が︑約二

よって︑八O卑初頭に約ゐ千五h

ってい器︒

が︑来圃内ではガソリンの緬格が

の方は逆に四一％も伸びだ◎この

悶の六％の健ぴにとど憲り︑癌淋

ことにより︑政溝は新しい天然ガ

力発露所を随えるだけで︑発臨総

ス挽進銀鎖を検討中だ︒

凸炭は※田で鍛も躍冨な化石燃

ルギーの雛壇O％を占めている︒

石癌は︑すでに楽国の一次エネ

絡を即座にヒ野さ厄︑翰入石油価

た︒これらの講鍛は︑国隈石畑価

の価格が瞬曲帝鵜価格より奪いだ

ルギーとなっている︒しかし︑そ

利用する石淡と石油の価格熱は︑

巖も径瘡的な熱料だ︒飽力会社が

原子力開発にも愛戯響を耀えるこ

かしい︒これに対処することは︑

セの

℃

⊥

響

魂：

▼

卿

●

⑪2928（2）9533

の凄蕎磨彊藤野は︑藷2︑衰りか譲い︒

に逮すると推測さ袖ている︒

近い将来︑一溜当たり一が五十聖

このことから︑政暦の政策は︑

蔚瘤の生碗価箔や販売価格を政厨
がコントロールするのではなく︑

睦魂ね発撫は︑蟹全で︑辱済的

力報の約二蕉％にまで達する︒

る︒窟殖炉の技術は︑これらの資

源をさらに数世紀にわたって和期

高インフレ箪︑高金利のもとで

できるようにする︒

濠た︑原子力開発には国際協力

は︑大プロジェクトの推進はむず

が矯要である︒紅筆の原子力開発

ご承知のように︑レーガン穴統

は︑世興でCANDU炉だけであ

オンタリオ州トロント術郊外にあ

＝：

理窮長申井敏夫

灘酔燗懸鶉鍵墾鍵幟聡駿明記してお

原子力︑石炭に期待
馨題辞B・D・ヒル氏

南潟原理に駅かUるということ 料であるが︑一次エネルギーに占

で︑しかも環境に樋諭するエネル

も︑露国なことは︑米國の石面輸

い︒放厨は石炭を講親な資源と考

ギーだ︒その上︑※囚内には二十

レーガン穴統融によって提案さ

の蚊策の一つの成果は︑来麟内で

えており︑属間が石屍開驚を濯い

かなっているQしたがって︑天然 位性は︑この十無間︑興す塞す広

石油緬格に対する石炭価格の優

いる︒八一琿の一月二十八日︑大

た産業那門においてb霊殿なエネ な新型ボイラーで試製する場盒︑

ガスは宅要な麟内燃科であり︑家

原子力に鴛する︑蟹金を中心と

二騨だつたものが︑今山一月には

ンチリバー憎蛸炉の完成を倉めた

猿子力規舗と詳認阿の改讃②クリ

磐戸を妬げている瞳㌫とその解決

・処分方磁の迅速な開発⑤原子力

出力をもつ街十四基の原子炉の生

る︒

り︑住宅臨にひじょうに近い︒こ

嚇医療器材へのγ線照射による滅菌消奮
麟水晶・真珠などへのγ線照鋸による蕊色

勢篠誠認撫鋤燦

離籍

難

ものに変りつつあおように宛うけ

処理・処分や騰炉の聞題に僻する

ら捻る︒

の新しい隠蟹短毛の探飛キ．麺恕し

やすくなるような難題環縄を作っ

為た乗園のてネルギ豪敵簾につい

たことだ︒

このようば薄いかけにW君えるた

では懸垂一二万姪に気で誠撰した

天然ガスは︑※麟の家魔で消費

を︑はっ言う打73出している︒こ める渡合は︑よだ二〇％にすぎな

て説明したい︒この酸臆は癌知あ

ことだ︒

する全エネルギーの半分以上をま

エネルギー価樹は翼のコストや市

の政藩閥格と岡り嶺て制を廃止し

続領は︑岡内の石蟹生産と毒場で

D四十・聖戦川だつだ軸りのが︑鹸近

めに濾︑原子力知識の鴬及に努め
る国内経済をとりもどすために二

ガソリンや暖腸用の欄など石繍

入磁が一九ヒ九葎には一口罰たり

ることはもち瞼︑嬢チ力発電所を
期討画の中で突行ずる︒新しいエ

生産価格は︑七九犀から上昇して

をより明確にして︑パブリック・

に蹴っているQ

場陳理を反映すべきものとの弩え

一樵紀濠で利罵できるウランがあ

蜜黛に︑蜜定して運課することに

を頼みにする身近の伝娩を廃し︑

ネルギー政策は敗府の介在や規制

ていく︒

に関する聞題などに対しては方針

よって実績を上げ︑バックエンド

アクセプタンスを騰るための穂極

した間いかけは渡期の原チ力発電

がった︒石炭は米国内で︑大規換

熱努力を行うことが必豊である︒

の割台が働きく．二〇％に及んでい

を占めている︒讐に熾盛地賦はそ

格と闘筈に籏でおしヒげた︒親僅

炭生薩の鶴ぴは︑七〇年から七五

OO％子金離︶ 二士一二にも選したQしかし︑石 領は︑一一の原子力政餓として①
とでの外蓋艮魚群犠衛との台岡憐

︵仏嬢子力貸の

とになろフ︒

この傾同はしばらく凱くとして

電刀の内四〇％に達した︒

石油換舞で一回讐たり七時隼に杓

が箆鷺を迎えることができたの

レ旨が必予診ぐ

年敦では繊ぽい︑七κ葎がら八○

贈殖炉実証計爾の潜違③商爽再処

莱により供給ずろ︒たとえば︑ア

論所の⁝KWH当たりの発霞コスフリカの鳳シrールでは臼田と協 鉱茨では内互％︒不下襲な規制な

鞭の推譲④蒔レベル騰葉物の財蔵

理の無期隈黙止の解除と民間再処

仏に駆ける九〇蕪廻開拙走の曲

ためだ︒

康子瓦書慮については︑ここ三

簾の検討1などを決定し︑隈子

進めようとしている︒

R︶の開発がぜひとも必要だ︒F かなっている︒月によっては︑原

えるためには︑認速写殖炉︵17B越開︑電力梨園の約八分の一をま

ので︑ウラン稽輕暴の麟加をおさ

鰹水炉はウランを大更配意する

力している︒

どのために︑開発が胤次なかった

鷺
︑︑ル︑石炭五＋四︑︑ル︑当職九＋箕・バ

トは︑八O奪価洛で原子力

となっている︒原子力発電は︑化

安くなるであろう︒

っていてもよいことがわかるであ 石燃脳による発嘱よりも︑穴軸に
ろう︒しかし︑仏日にとって︑雌

め︑乏しい天然ガスの鞭薫嬢欲

所の安彙性かり︑次鵬に繕出物の

Qド

め陀︒この鎧には︑原子力染織は

は︑ヘァか・り五罪撫⁝学

戦勢な繋累をのりこえるために

る︒

この閥︑軽水動力炉の安金性の

で平和維持

大陽︑地熱な．この利胴も蹴︑3えなけ

ある︒また︑いくつかの州では︑

りも多くの魁力を供給することも

力のスムーズな鉱進を強力に押し
撮つことができ︑その開発は平和

BRは︑世弾のエネルギー平衡を 子力がβ翻︑ガス︑水力の各なよ

を織成するための一つの大きな要

ウランが照照内にあることは︑

ひじょづにラッキーだと思ってい

泰と準えることができる︒

一両能な予殿は順子力である︒す

箪閉︑嫡入化凸榔桝への依存曉を

べての画で理想醗な解決方泓とは

る︒天然ウラン倶給の米分を醸内

CANDU炉は︑各部晶を交換

を六十〜九十薙にのばすことがで

していくことによって︑耐用年数

ルを開発すれば︑ウラン消羨望を

単分以上の無力を原子力がまかな

鉱でまかない︑残りをコジェマ社
の呵

いえないかも知蔦ないが︑技術は

磁醜驚廼に応えうる現在唯

聴業化されており︑エネルギーの

能な方法なのである︒

じょじレ出に懸加させる一方︑麟舷

し︑七一

炭の減少︑水力の機ぱい傾向を示

仏の一次工掌ルギ！は過蕪二二

エネルギー聞題がわ3㌃われの詫会 ればならない︒

無資とりあげられており︑いかに

仏とHなの工不ルギー状侃は︑

にとって大のかがわがる︒

にかよって諮り︑石油にとってか

点では︑石田と天然ガスの七五％

る︒

ぼとんどゼロにすることができ

涯設備利用率を調べてみると︑加

ストテンのうち一位がブルース三

がよくわかる︒それによると︑ベ

ン︑減速材に璽水を便用し︑圧力

や原子力薩業について︑長期にわ

㌃ル︑石演火力のレノックスが三十

雄

達

劔

八

専瀕購

カ扁と紹介し︑田木と庶か国の関連の深さを強調した︒以ドはその国際シンポジウムの概要
である︒

名大教擾

日本の原子力
は世界の10％
藤奪
陶上︑稼働率の囲上を睡銘して︑

八十万KW︑買十77KW級の原子

日本で醗初の暴子力発露はコー
ル鋼⁝ホール畷原子炉によって補

なりもっている提州や米圃は︑他

漫然の慰恵により天然糧諒をか

ある︒

國よりも懲まれている︒米国のエ

D︒シャバルデス氏
いる︒しかし︑われわれは︑塔．小

発努力が紘けられ︑厳子カプラン

ルギーの節約に鍛も力を入れbべ

力発亀所の標躍化を申心とした開

榔界は一九ヒご年以火︑エネル

錦水炉﹁ふげん扁を除いてすべて

ギー閤煽をより強く認誠ポるよう

しかし︑膿．＋力量磁が当山の挫

ネルギー政簾が︑仏や臼塞とちが

て建設︑製作できる伏況を迎究て

て．行われている︒

会に完全に竃糠し︑由民櫓を得て

終水炉は 3 P D R を 皮 切 り に蘭
いる︒
R︶が一九六九確に︑関蟻灘浜一

用炉では原題敦賀募炉︵BW

原子力の必要牲は認めながらも︑

弩炉︵PWR︶が︑七〇年に鴬瑛いる状況とはいいがたい︒闇々は
運転を開始しだQその後︑雑な︑
その安全性に一抹の下汝を感じて

閨Aまた原界力に批判ないしは わる工界ルギーの開発をめざして

験子力銃聰所が建識され︑競κ二

いる︒その最も角ねなものが原．士

箪のエネルギー危機の酷

力で︑聯晦にも技術的にも匂して

炉・燃料で督経に

饗はひじょうに効廉がよく︑輸昂

想界における論難万KW以上の きるQこのようなことができるの
ついで濃縮ウランを優用する大規

舶では黒帯︑十夏の原子力発磁

の原子炉が上位を占めていること

冝v・マクダウァル氏
こんこのエネルギー計醐は・ミ

模な原子力発餓計薩を決定︒最終

力もある︒しかし︑国内の採鉱地

た︒最初は燃料に災然ウランを︑

ッテラン筏金党政権になってから

所が運転︑十四星が建設中であ

らのテイル︵残漉︶が閥題とな
世界で五番閤︒人口を篭えた一人

の馳域の多くの人々は︑羅体曲な

も利点のある加圧水型軽水縛︵P る︒一九八O薙の原子力発磁鰍は 域は森林細帯にあり︑ウラン鉱か

畷間に対して︑原子力が石炭より

WR︶を益した︒

ング露顕︑岡一月︑岡四号となっ

層︑次に三︑鰹︑五億がビツカリ

ている︒それによると︑九〇薙に

三一％︑原子力二七％︑水力︒新

る︒墨は凍った湖を飛行機の滑走
っている︒

発醸所内のプールに雛蔵してい

燧胴済み燃料については現甑︑

蜜全であると愕．Xている︒

号︑八難ビッカリング三号と︑六

型がナ位を占めている︒

る︒将来は︑コンクリート答器に

U炉扁の特徴は︑燃料に天然ウラ 八O銀鏡点では漂争力発窟所のピ 入れ︑数十奪間︑貯畿する誌画

加が開発した原チ炉﹁CAND また︑発呼コストの比較では︑

らの蕎雑な甫塊と思っている︒

ており︑つづいて七位ブルース四

路として利用するような駈だ︒多

エネルギー一一％とするエネルギ 十一妊が稼働巾で︑九十万〜署三

十万KW出力の二十四呈が建設中

くの染々が将来もつづけて採鉱し

ー構成をめざしている︒社金点戴

である︒七八館から八事年談で

加はなぜ原子力発織を推押して

現僅︑九十万KW級のPWR当
二たりの原子力発電駿は三位とな

は︑朽麹三一％︑石炭・天然ガス

ピッカリング原子力発蹴所は︑

ﾉ十月八日に國濃艶会が決定し 的には︑実証済みで︑薫蒸駒に最

原子力が大羅に和胴されてきた◎

一次エネルギ；の多醸化が膿み︑ 原子カプラントの建設を考えてい

を輔入にたよっていた︒嚴近では

仏は五〇礁代墨初より︑発懲用

硬対の︑肱鵬を厳る人もいるのが凝

調︑︑︑

・讃

瓢

伏であろう︒

．灘蕊︑

螺霧

議

になり︑ヨ本の識力供給の⁝六％

十二幕が棟働ゆである︒この驚撫

になったQテレビ︑叛聞などでb きで︑原︑漉力開発とともに石炭︑

軽水姫︵㌣WR︑BWR︶によト
っの九八％程慢が国隈技術によっ

われたが︑その礎の激子力発短は

甥

騒は世騨の原子力発霞の約一〇％

鱗
?睡・・

に︑毎寒着百乃KWが黒蜜を開力発蹴は必蠣だが︑燃では澱源が
ありながら︑原苧力発惣を必萱と

いるのかQ簸源のない麟には原子 たいと蕩えており︑日課はこれか
る︒原子力計画は︵ジス刀ールデ

始する︒このようにして︑八五銀

敷権では曖内炭にカを入れてい

ス皮ン断代より︶すこし濤ちてい

蜜全で︑効率よく安価︑さらには

運紙コストが安い︑などである︒

管型で還東中に燃料交換ができ︑

蠣離している︒

加としては︑日叢がウラン燃料

子力発穗齎が稼働し︑織力の載○

納娘分の一の躍属は︑そのことを

クリーンであるからだQしかし︑

Aル︑石炭火力のランプが二卜︸

％強︑そして︑金エネルギー消鍵

ッカリングAが一KWH当たりだ
十︒
蟹の二〇％を臓かなうことにな

るが︑こbは魑力儒要がそれほど には︑仏では⁝∴千八蟹田KWの原 している︒その甲皮は︑康子力が
贈鎖しないと見ているからだ︒

このような仏のエネルギー政策

たる農きパートナ⁝となることを

は︑楽観的な仮定をしたとしても

CANDU炉は︑軽水蝉とちが三
っ︑︑滝である︒これが二〇〇〇銀に

になると予想されている︒

は︑各二十八︑バ︑五十八︑︑ル︑爵．バ

て︑ウランではなく水を濃縮して
⁝δ％をもっている︒加の採鉱麗 利点する︒濠た︑トリウムツイク

潴は︑但界のウラン埋蔵醗の約

蕩崎事業駈：群馬県溺崎了瞬畠貰町・rl本腺ぞ力研究所・高崎研究所内

Pho麹e：〔｝423−9i−5155

本部

東，毎事業所：茨城県東海村・Fl本原イカ研究町内

予i89東京都東村山市恩多町5−15−10

醐放射線照射振興協会

門家の翻訳慮宅アルバイト歓逃（秘密厳守）

山ハ

信じてはいないが︒
る︒

欝欝のための黙料講成の申で︑

既琿から石油の比寧が蹟少しほじ

唖

原イカの平和利屠は発竃に、放射線利用に、確実に逸配しています。

姻

廟

八石奪から二〇〇〇年の醗に︑世

るとの冤通しだかりだ︒これらの

界の︑石漉生塵罎が鷲裳騒をド滑

轡電子機器に使われる半導体シリコンへの中盤子照射
繍高分子材料の改質
鹸電線被覆樗等に対する耐放射線試験

品質と実績で知られる

増

会場いっぱいに聴梁がつめかけた関原懇の園際エネルギーシン求ジゥム爵十︻月十八臼︑大阪

一．
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原子力の翻訳は専門家のいる当社へ
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