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軽水炉列サ肩にもメス
詮議翫二小委員会を設置

今年九月︑伊方町議会が全会一致
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龍をふくめて冥体戦酪をあぎらか

で贈設受け入れを議決したのにつ

諾の慧同を表閉︑このあと白石梨一⁝

ついて︑四方町優もあいついで蔓一⁝

方策に焦点をあてた﹁報傷∬﹂を

ちたいと考えている︒いずれにせ

との指轡蒔に︑厳しい墨金規舗の
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ｰ︑その鶴襖を鰯珪します︒

＝

一 一

によって︑今後は一畳レベルの折

衡に交渉のルートが移されること

四国勢力では今園の鳶職にしだ

になる︒

がって︑瑚麗調査耳垂に開する地

調蛮に着手したい感触︒

元交渉を急き︑できるだけ畢期に

井上啓次郎氏

政府︑12月1田奨令

政臆は︑十一月二十む田の閣議

で︑健全上の理由により︑以前か

の辞任を認め︑後任には労上啓次

本隙風力胎研鑑開尭曝鑓団二審疑

郎宇田開発鍛綴会蛋賃をあてるこ

凹︒

とを了承した︒発令ほ±一月一

拝上啓次郎茂︵いのうえ・けい

蹴気化学科押後︑搬養鉱業に入

じろう︶昭稲11隼︑貞泉了日大ゆ

5月科学捜術庁発足と同調に顎髭

祉︒18琿内閣技術院参襲窟︒鍛駕

8月から硯在まで宇憲開発婁澱︒
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潮期の原子力船開究に尽力し疋︒

原子力に貢献する徳田の真空機器

にする︒

求た︑﹁燭速瑠殖炉実費化小蚕

知事を溢して受け入れ条作につい

繍

貝会﹂では︑こうしたリサイクル
金体の疵れをふ京えながら︑どう

こうしたなかで十一月二十七

鴇

くかについて開発体制︑盲鼠分担

FBRを実胴化にむすびつけていてつめを急いでいた︒

臼︑両蓋の間で鍛級的なつめが行
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二

われ︑銀本郭項について合藤にだ
っしたもの︒

などもふくめてつっこんだ論講を

イクル小蝦蟹金扁では高速摺込姫

合意作りに努力傾注
中懸一郎科学技術庁畏官

原船団理事長に

の他llの八項劇で構成︒内容を

⑥受益の地元艘先⑦防災三二⑧そ

対策④安全協足の改定⑤地域振興

顎は①環境繰金②安全紺策③補鱗

それによると︑幕本的な合愈鱗

行うことにしている︒

さらに︑論外国との研究協力の
あり方や核不払散議題など国際問
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魎なども焦点となりモうだ︒

発戦略の検酎に葱乎していらい︑

同三聖は君国八月に新原子力開

研顧問︶の設概を決めた︒プルトニウム利雪瓜格化跨代を旧前にひかえて︑そのリサイクルのあり方や縄溜性などに広格的なメスを
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会﹂と﹁商速囎殖炉実用化小委員

てた門帳告1﹂と原子力尭蹴推進 みると︑﹁伊方町に設達する原子

すでに核燃繕サイクルに駕点をあ

て︑どうその利周を簡業化してい

ほか︑鱒面のスケジュールとなる

期︑内否︑実旛方法︑地域注属へ

環塊調査については﹁認毒の聴

の要喫をとりまとめる形で︑四国

﹁企瓶誘致に協力する扁ことを求 ら粟窪を誤明していた野村膏面

愛機県と四駅纏力は十一月二十

げんざい睡外妊処理蚕託している
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総藻KW︒昭和六十一二野鶴早追を 地冗需品の隆先導罵をはかる﹂な
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原子力旛讃を見ていただくこと
が︑話を朗進費せる近道と鶏えら

なかですすめられているわが囚の

れる︒わが國としても︑そのだめ

一︑︵閣外にムっても︶門永久大

角余の罷験を経て︑科学捜術厚に

協力するつもりでいた︒蜀去一年

の努幻をこんごともつづけていき

距篇のつもりで︑科学捜術の綴織に
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顕子力局科学澗費官となり︑賑子
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月まで︑同薯聴田理秘として︑草

ｾい︒

すでに二十二塑が運蝕しており︑
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これにつぐもの︒

巾の落機︵PWR・五卜六万六議する﹂としている︒

の周期等について梨︑邪方町と協
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かが焦点のひとつ︒技術曲︑経済

のリサイクルをどう進めていく

へのリサイクルとともに軽水炉へ

このうち﹁プルトニウム・リサ

のりだすことになったもの︒

会﹂を設闘して︑員体的な検討に

こうした爵鍛をふ京えて︑門プ

くか検甜が急がれていた︒

ルトニウム・リサイクル小愛輿

かく原型炉﹁もんじゅ﹂の月一が

レールを歩みつつあるが︑これに

予定されるなど崩実に実用化への
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再の題転入りを このぽか︑地械振蕩については

状︒また︑昭秘六十五隼麗ごろに

胸一葺畢ぶり︑譜設計爾は環境調
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鈴木改澁内閣が十一月三十田発

行蚊改硫と︑厳しい総懸環境にお

中川科技留任︑安倍通産
には︑ひきつづき中川一郎氏を趨

かれている質易膿擦の解消をは
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可システムについては︑簡素化す

一︑石濾頴情が緩禰していると

金力を擾質していく覚悟だ︒
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るとは思ってもみなかった︒だ

ギー対策は大きな諜題だ︒田本廃
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溢勘三年着工分も決定
原子力開発に強い決意
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たとき穴きな膨響を受けることに
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このほか︑イン・どボとしてヨ
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震た︑ラジオイムノアッセイの

また︑げんざいの躍顧としては

イン・ビト欄法の開発︑実跡の黒

毛用短霜諭況王の闘発と秘胴など

の問題があお︒

ソ遮では︑RIを遺民経済に利

鳴することによって多大な効果を

嘆薄える必要がある︒

なり︑政鰐としても総力に対応策

が拶ってきている︒これは︑エッ

クス腺などが水の中をとおると

いくのに対し︑パイマイナス中聞

き深くなるにしたがって減盤して
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げんざいの法規舗では︑とくに

り︑このヒビを通じて複敏の地下

どの利飛にマイナス廼閃となっ

られているが︑これはトレーりな

窟だ︑閲発技術の普及懸では病

院内艇罵の超小型サイクロトロン

撚トロンの利馬鉱大が畢憩されて
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に続討さ為ている︒
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を処理するシステムの曝入が霞剣
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応鵬も研究されている︒

いるQ

函の駆除︑スパイスの照射が湘荷え

一方︑滝野蔀門へのアイソトー

られている︒スパイスへの応題は
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線照肘による無菌化のメリットが

ム90をベースにしたアイソトープ えば一樋の罎石に○∴一了十樗會

着実に広がる利用分野

幾鋼をはたしてきだ︒げんざい︑

嚢るほどの精獲をもつている︒

家れている金を鑛嘱することがで

世界巾に綿九十のコバルト60消毒

この磁池は厳しい気象条件の地

あげている︒それは︑館闇数空調

V・フヨド窟フ・ソ運V・V・フ つぎに︑潴漣器だが︑審いきん

ータ調竃のためメスバウアi効果 ルーブルにたっしている︒︵V・

また︑臨床駒に生紘振動パラメ

を利用する珂能甦が研究されてい

方の無人測候所のエネルギー源︑

ー源としてつかわれている︒さら
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儒櫨が効漿駒に便われだ︒まだ︑

ペースメーカーにはプルトニウム
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いる︒
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賦のKI製蹴が生産され︑一芳禽 う公社があり︑世界薫十五か照と
以上のガンマ轍探三二齪が稼働し
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取り引きを行っている︒

納言照射の利蜘は世界附な食髄

かり蕗七十品圏のR︷が盤産され

器︑研究三殿子締︑大轍鮒ガンマ
ている︒まだ︑六葛以上の懸盤腫
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顧た︑密餅飛1製舐は条仲の厳
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ているが︑晩彙夕汐霊難ののびに

だ︒げんざい・原研で処理を行っ
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麟惣糠礎研究纏盤はいろいろ諾
性があるが︑ソ趨では困際浬確化

処理能力が遣いつかず︑跡蔽瞬が

イクロトロン︑一〇％が再処理プ

﹁アイソトープ漏という公社が一

えられるが︑一つには劇三災笛．叡

を採卜して︑こうした危険牲を未

知がある︒とくに︑戴腿予知の研

ロセスから生産されている︒羅で

機器とシステムの技術聞尭の闇題
は︑鰐処琿からのアイソトープは
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貯蔵能力の拡水とともに壌串処
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その澗罵の実響をみてみると︑

生産鰍の六〇％をしめている︒

ている︒このうち蒼0％が隙干魎

郷治搬センターで一千脅以上のガ

コバルト60食品郷鮒蕪懸の闘発に
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蛯ﾌ繰上翻圏となっている︒

カナダ原子力公社は蕊十葺．酬か

らコバルト60の生配に主な努力を

蝉による発蹴鑓が増議し・聞時に行うことができる︒しかし︑この

処灘できる穴規織食品照射披酸癒

塞だ︑カナダはコンテナ方式で

と野粟の照射を行っだ︒
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コバルト60に灼する認識が帖団家っ

に鶴けることができる︒

だことが霊獣って︑原子蝉はコバ

ルトSOが磁蔑されるように設計さ

行おうとするものだ︒突際に一九

八鋸に澱立 さ れ た 購 の 並 な 閉 附 の

一つは︑醒学︑工榮︑農渠など広も︑げんざい編濫化の段階にあ が国近代産業の急漣な成心にも刺

がある︒規制は蒔くてはいけない

ライン放購化分析の開脚が蛍璽

ない︒

コンピュータ雪折されている︒こ

力滋だ︒これらの薫煙は乙子の改

七八館の鐙繊大鰯近海地盤のさい

れは︑地葺．融に地下水申のラドン

れている︒とくに︑スト禰ンチウ

嵐︑窟効成身の増大︑脅成の頽

だ︒さらに︑これまで放賜輪乗幽

ラドン濃度の変化が観測されてい

める日暮がある︒

学︑偲立︑線源の炎換なども迅達

セス響の研究濡動に篇用されてい

撲︑鑑物学︑象藷挙︑下問繊プロ

速︑外部影響に附する耐性の増大

などについてはガンマ鍍は実纏が

雅襲眠︑畢離隔襖娼器の開蜷商矯

子急げによってのみ便鷹されてい

が敷草なポイントとなっている︒

あるが︑こんごは嬢子畷の利胴に

獺子への照劉は収穫誉増大させ

ルト60︑ストロンチウム90などの
る︒天熱ゴムラテックスの放尉膿

る︒セシウム僻︑ラドン鵬︑コバ

硬化や木質プラスチック禽成物︑

飼細柳とうもろこしやひ塞わり

だ・トレーサについては︑さいき

も力を入れる必要があろう︒ま
ドネシアの滋律では許可を縛てい

るものとみられている︒

水がまざりあうことにあって生じ

らはずす方向にもっていくことが

闇を竃め︑これが終われば規制か

これは︑畢減期に応じて一冠娚

ている︒

勢となっているが︑さらにアクチ

また︑購位体の標識侮日物につ

ん短半減期核樋の工業利燭がすう

バプルトレーサの利閥をはかる必

る照慰では一貫あたり五爵蜻矧︑収

大した︒

罐がふえ︑キュウリでは．∵O％僧

品矯を向上させるための勤漿附な

アイソトープは穿破壌繍査のぽか

灘物緻羅の改罠について研究が慧

た︒サトウダイコンの種子に対す

の照射では二〇％収穫が増大し

総懸源子煙が糠働していらい︑ア蝋は蔚七十五㎡懸となっている︒

酒手している︒

その訟︑一九穴五奪に最初の研

イソト警プ・放射線利胴の研究がも・三つは城子力町所梅の多照酌

腱品など︶についてはト﹃の賎業

ジング︵レベル︑密度︑璽蝋︑湿

無幽の生頭サイクル閤のホルモ

なければ︑いかなる企業や機関も

ン変化を測定するラジオアッセイ

また︑ソ漣では食品照射も灘め

いてはスピードアップや欝力化の

妓術は︑これから始められようと

の自勒台成致命をつくることが必

観点からアイソトープ標識化払物

要がある︒

またアイソトープは水理単分野

トなどではコバルト60照射によっ 痩だ︒こうしたサービスをすすめ

られている︒イチゴ︑モモ︑トマ

放財化分折サービスの充実も必

している︒このぽか︑アイソトー

るうえには民闇企業が熱川に撃繍
で巻るオープン︒ラボラトリーの

また︑放樹帯化学は︑錘礎研

要だ︒これは研究共岡慮倉のよう 曇れる︒
家に︑塗材の蓬成も塾曖な間題

プ︒放射線が便われている研究分

て躍〜在慾程魔傑煮麺が騰上し

でも広範に旋われている︒たとえ

竝ﾐ遜82が使われており︑薦僧野としては儲物栄螺︑驚虫防除︑

た︒さりに肉に幅刈して質置〜．八街

ろ︑冷蔵なしで︑∵．〜圧藤綴存爵

の段臨にわけられるが︑このうち

究︑欝銀嶺礎腰越︑丁張利駕など

な方式でつくるのがいいだろう︒

ば︑ダムの水もれ調壷にはク掴ム

がある︒

ラジオグラフィ検豊はできないこ

ヒめぎす
産業の近代 イ

はじまったが︑本格的な研究は蚊施設で初懸隔鏡は八十♂糠︑医療
贋が一九六九奪に蝦初の開允五か
奪副画に胴手してからスタートし

だ︒

バイクニ民日進月歩の利用技術
とになっており︑原子力庁だけ

この研究炉で生瀬されるアイソ

トープの簸と種鋼は年ごとに謝撫用飼︑の殺薗の目酌ばかりでなく︑

の腹綴測驚にも輿憲82が使絹され 爽然変異などがある︒

ソトープ・放桝門止同の旗艦をふ

が陶ヒした︒

ここ識翠みらhたわが岡のアイ がレムの嫌騒照射を9つたとこ 設躍が望まれる︒

家えて敵府は⁝⁝籍岡の研鐡用療子

ている︒

認証子放射化萄析は鉱石や湾染

蝉を建設することを決結した︒

導興研驚は穴種無がやるのが当然

心証漉にぱ一×＋の唱曲ニュー

工ツクス線鼓術もしだいに窩喚が

物質の分析に使われている︒蛍光

ト嶽ン／秒の能力をもつカリフォ

としても︑溝的好愛研究は原子が

ていくべ鷺だろう︒

が蛍光X綴技爾を使って猛朝して く︑アイソトープ筆答にも矩hれ ルニウム線諏をつかった二軸が関

象た︑多くのアイソト⁝プが農

学の嬢騰で黒黒ぶあげてい鵜︒鋼

中心となって金体の正読キほ獅っ

この炉は︑研究活動だけでな

フィの調緻コースを懸轟してき
ィ検糞を膏っている企桑は十ヨ
挫あり︑八十一台のイリジウム鵬

している︒コバルト60カメラは購

ア原子力庁痩営︶

る︒︵A・バイク一7インドネシ 允された︒こづした愚論は鉱吻工

でてきている︒げんぎい︑七欄関

ている︒げんざい︑ラジオグラフ

力庁は一九七六穣からラジオグーフ

最用の泥選をはかるために原子

が︑その艶消鰐を尭行できる︒

編ハO町に鎌入された〇一九六九年

アイソトープの工策刈用は一九

してきている︒テクネシウム99m︑懸盤活勤にも便われている︒
遡ウ素蝦︑クロム51︑モリブデン

劔は治蝦や診断に論われてハ 命︒

医学研鑑や診断滑擬のための情にはアイソトープ・放射口利欄に

巧なスキ﹃ナやカメラ︑カウン閲 す る バ サ ジ 潔 マ セ ン タ ー の 聾 破
タなどは︑わが国の大さな肋既簸 横 魔 グ ル ー プ が 鋼 設 さ れ ︑ τ 業
で便われている︒いくつかの蜘泳発野での諏織壌検薮の潮脚を促進

非織解縄糞群動は急漣に戦疑して

寒た︑放射線応用詩測ではオン

溢されている︒原子力庁は一九七

に検醸やゲージングにも使われて

がれている︒魚や醤斜の放雛線防

きている︒

る︒この分野については︑い塞二

五銀に民間に対するラジオグラフ

臨に関する捜爾︒凝済的研究にも

る︒

紬な命懸でアイソトープ︑放雛複
つのコバルト60照黒糖設がある︒

ている企獄は四つあり︑蕊たゲー

ィの認可の尭㎜47を開始した︒イン いる︒げんざい︑綾隔の仕畷をし

インドネシア原子力浮が一九五

利用を促遣することにあった︒
一つは属欝血叢のもので︑初装薗

開発した︒この譜面は一誌間に六

れだ︒これによって︑塁氷的には

コバルト60の利薦の蹴史をみて 十樋を処理できる能力をもつて

段︑すえつけ設蜘などももってい

一九六一轄に盤界で澱初の移動践 ンマ糠油瞭器が飽われていみ︒

線型財プラントなどについて二幅卑にはカナダのコバルト60生離態 韻験観されてきてい嶺︒カナダは

擬の放射雛独樋︑敬尉鴨脚蟹剛臆子力公社は一轍間で約＋三︑蘇μの

フヨドqフ氏国家経済発展に寄与

購池は広く使絹されている︒

施設があるが︑このうち六十五施
設はカナダが供給したものだ︒こ
の分野の鱈硬は今授ものびつづけ
るだろう︒

しかし︑今後もっと注眠される

欝にコバルト60を供絵できる魑鋤 新しい利荊分野は食酷照財と塊戴

に生艦されることになり︑蜜く暑

1

Uっさい︑げんざいカナダは大ができあがった︒昨薙︑カナダ原 物処世への応網だ︒

いる︒

いては︑先進國として考えられて

アイソトープ︑放置纏の調醗につたり一台の原子炉から四メ轟μ余剰

カナダは隈学︑工鍛︑環境など翻庵物としてコバルト60が一毎あ

ラッツ氏新技術開発にも重点

R 亙 利 用 に 先駆的役割

鷲 ⁝⁝

識御用が嫉馳な分野に竃hし︑急建な究展をとけつつある．碇がう瓢
⁝∫・ 織 り に ご n た ︒
篇

E袋が・それぞれ鱗響動製算・い寳−・鵠鑑
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瓢利贋の展望漏をテーマに刀ナダ︑インド不シア︑ソ漣︑臼本の累

きウめ

噂

研究窒では︑こh︑69と曇ジオイムしている︒隔て麹いらい︑わが瞳の カメラ︑十繊禽のX線装蹴を所罪 いる︒
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訓

力

よぶものを使用することは子孫に

を玄黄する︒￥滅期が通口蕉にお

シコン横娼器の出力パルス波高の

ーを利用したものは︑シンチレー

つもう一つの傭報であるエネルギ

堀分和と照射時闘の

放購群賊鴎法は線

ければならない︒

線騒SD崔渓侵しな

えば︑滅函の侶頼性

の娘︒怖とDは後滅麹物について 蘭敬⑮滅薗前後の製品の材工変化
世け

キュアリングに期待
放霧紛プロセスの線源信︑霊と

！財︒八一年にはそれぞれ畦七︐ザ

八箇年に十臨ゾ吻︑日本はこ・五

癒︑より蕩いエネ庵綴喜で蝕頼性

求められる餓向は︑より続い臆

ゃすくすること︑盆属やプラスチ

を残している︒その他︑雛装をし

は︑コスト磁︑技術面で困難な点

り小さい出力でコストの匿い機器

尚い姓能をもつこと︑それに︑よ

ックによくっくこと︑低い杣性で

も鋤く︑照り扱いは簡懊で︑しか

も低コストというもの︒

コスト醐がらみると︑コバルト

屠される臼耀な分動としては︑

鍵盤︑触．34線キ灘アー3ングが翻

諏題といえよう︒

カーフをみせている︒一方︑X線 を開発することなどが︑こん︸．焔の

六〇は一九七駒年なろからナ野の

κ茸なうには︑コバルト六〇より

はコストが下がってきており︑八

も憂くなる斑能性もでてきてい

その中で︑将来︑咽びると予想

織子練キュアリンクは︑欧州で

さかんに使われている︒壕艮を申

心に︑ドアの塗長や装師用ラミネ

ングできるようにすること・これ

脚著なので︑窪気中でもキュアリ

部敏授︶

食品照射に明るい光

玉ねぎは︑五十三駕に照窮効
果︑健全姓の研究を附託︑最終報

会に握畠されたQ

蛋描は五十芳年七月︑原子力委二

臨される分野︒ここで︑この十一

物学的︑賦性学的問題点などを検

その他︑照射化学︑栄嚢︑微生

に霧与する階代へとうつっていく

きた食品照購は︑家すます食生月

．

︑

・

如

罵謹

受け入れる︒しノ翫議凝

︐．譲

だろう◎︵藤巻正生氏・お茶の水

月九日から五田間︑東糸て開かれ

︑㍉

女子大学寡暮学部教授︶

五♂．トのコバルト六〇ガンマ線を

け

と国際原子力機関︵︷A冠A︶︑ らゆる食磁に対し︑最大平均線

照射することで︑品質を損なうこ

照鮒製糖は︑照射の窟醜によっ
て嬰なる︒発芽防止や宮虫駆除︑

ヒ要求しない﹂

彊試験はこれ以

という結論を出

下の低線鍬・鷹敗防止︑升昼頃形

した︒

成病堺困の忌数威少︑食品の加工

の中線蟹︑減繭︑ウイルス除去な

町らかにされた

際的な考え方が蛇譲講

このような国

適惟の向まなどには約一〜静︑鵠．

どには隔瀧度の約十〜詣十．鴨レが

照購尊信の闇題点としては︑照

ことによって︑

必硬だ︒

劉源︑吸収線鍮︑外舅条件︑照射

︐

み画

融

時低をおくって辮欝蝦饗聡

べ劇聯

鞭鴨

た︑醒逓食糧農業機構︵FAO︶ 耀した繕果︑この藪戴では︑﹁あ

シ蕊・玉ねぎの発鍔防比︑来・小

たがって︑この

藤巻氏健全性は国際的に立証

担界保健三三WHO︶共鯉の照羅十麟レ以内の
麦の殺虫︑ウィンナーソーセージ

となく・室隅申で・収穫後八か月

軍気における．惚

それによると︑玉ねさに二〜十
昭和四十奪十一月十︑八田︑原子

・か濠ほこの殺薗による艶蔽期間

とが83かった︒濠た︑照財聖ねざ 成熟田園には一︐照し︵百がジー︶以

間にわたって発芽を助止できるこ

ことを無条件でr
力委鍛会は食品照射専門部会を設

の延畏︑みかんの衷働殺顧による

鑓囲で照射する

置︑その答印をえて︑食品照瞬研

貯蔽性の向た壱目的として研究が

議﹂の外液から述べてみたい︒

鑑開発墾本讃画を心馳し︑強力に

射食品の健全性に関する聰門家鼠

研究開発をすすめろことにした︒

の鰹全轍について︑課轟放射能︑

栄耀礪の変化︑術生化学鮒影懲や

遼められてきているQ
このなかで最も力を注さ・研究

認められなかった︒

毒性について︑心確とすべき点は

この甫醐は︑食品照麟の実用化
の麗懲しを到ることを闘標に︑国

験で︑その内答は︑誘鞍放射能︑

費が投入されたのは︑健全姓の試

このプロジゴクトでは・塗物五

得る食品を対領として︑食晶とし

栄盛熟の破壊︑毒物生威︑発がん

罵の霞生活の改魯に剃しく悔与し

ての安全性および照聡効果などを

夕判効な箏段

る︒︵団畑米穂氏・藁京大学工学

セスの藁最低が認識されてきてい

ーなどが紹介され︑放二線プロ

循⑤広くh業界に謎及しているー

の分野にも授・撒してさている新技

ギー④放嚇化学や物理︑細物なと

③熱プロセスに≦リペて雀エネル

はっきりしてきてい

技術の環状として︑①技三遷尭が

に議する剛際会議扁でも︑放射線

ソトfプ・放射闘技伽のユ策利用

開かれた︑IA封A璽欝の﹁アイ

今別九月︑仏のグルノーブルで

られる︒

生物学への申藍子利罵などがあげ

ど環馳保全に対する刊絹︑化学や

学への醸硲︑再水や劉ガス処理な

ングラフぐ一︵石翫印欄︶︑生陰

線︑鮮魚線︑琢イオン趣によるリ

いくと患われる分野には︑光やX

放射纈プロセスが旧来発展して

があるとちえられる︒

フィックやプリントのインクなど

物なとのほか︑金属の下地︑グラ

る︒このため︑X線利用も考えら 紙︑フィルム︑ワイヤー︑木︑諸

れはじめている︒

放射鞭プロセスには︑収編チュ

ーブの製造︑絶縁ケーブルやゴム

⑥製造工程にぜδける偽のコントロ

される分野に︑憲子細キニアリン

レンガなとがある︒

の架橋︑靴泡ポノマi︑アクリル

ール⑰鍛終難磁の無曲試験方式と

について允分検討のうえ︑滅硝を

テスト粘果⑧製贔の包教1一など グがある︒

おこなう必襲がある◎︵大場琢磨

ート︒ペーパー︑プラスチック・

ホイル︑チップボード・パネルな

にり︑西独のホルクスワ⁝ゲン社

かわらに塗装してキコアリングし

国際原子力騨闘︵王A翼A︶に どに拷則されている︒臼策で碍︑
よると︑放射線プ誓セス用遡源の

放螺線キ﹂アリングは︑徒※の

したりしている︒

では︑ホイールキVップにも便用

上限は︑コバルト穴Qはカナダ藍
子力公社の園．ひ口慰子加速器で
は︑凍ラディエーション・ダイナ
ミックス社が開発したエレクトロ

ン・ダイナミトロンの百ゐ↓KW︑ 照や触媒磯化法なとに比べ︑凄烈

V︒岡じく米のハイボルテーシ・

スということができる︒

省エネルギーでクリーンなプロセ

ぞMeVや一口KW︑四舌がM
なe
いか︑あるいは少ないため︑
エンジユアリング村の絶縁コア変

放蟹線プロセス用の織子遡源に

無には八千万㍑ などかある︒
になるものとみられている︒

に六千万賑Q八

また︑コバルト六〇は︑八O隼 駈加速器の濤KW︑二・万MeV
問題点としては︑酸鉛の影響が

いることになる︒

レ目い∫

これまで谷悶の
照射食費の表示などがある︒

蹴

実測したうえで滅鹸

後始末を残すことになる︒浮減個
選閣などがあるが︑数は少ない︒

が筒いという利点が

紬｝1藍；1コイ

i便用を避け︑適正米減期のRIとして利配してきた︒放射線のも

数十年
麹辺技術の進捗で︑儒岩処理に36 衡理を正負におこな
ける技伽羅困難は少なくなってい

下のものに移行していく

ことが大切だQ
象た︑魂飛王方式の対抗機檸が

人1じ粥1ろ戸前
月え拠」覇1タ凶1レ
フラノi・ノンヒノト
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きるQ

1崖、二刀アーアル

lllL

総合セッション2
に

照財後の晶分子物

れている︒

質の負心劣倣については名極の研
究がおこなわれている︒

放射線屡屡を踏めて︑滅鴎済み

｛漉チーープ
劃臼途ヲ潔詰7
人糾リング

食鼠の包装︑再照射︑照磁効罫︑

働綾茅葺サイクル

醸舳騨難・匿λ萱盈・ゆ・

レ

ヘノしル氏験けノリ／7
♂
fし糠，fリノラ
軸IMIろ1二〜rト

薩r犠、（髄f糧、計ご・ノア

く

あるQ滅菌丁程の篇

るので︑近い将家︑オンライン紋

理方式としては︑機

いるのと回様に︑装備機器におい

︐猟らすのに要する線鍵︑すなわち

によって指標幽の数を十分の一に

九〇％殺すのに愛する線雛で︑D

偽と冊ばれている︒D徳は囲の極 医療編艮は︑①製晶の滅繭訥の汚
染曲数馳走②滅菌方法および条件

重ドノ1光、木ノ呪用i髄ひ
i鍼（はり）

り︑里離O・一五からO・露♂ノ駈 ③D値の決め方④製造凋均の洛下 戎・国立衛生試験所癒品部長︶

類や跳の存伍状愈によって異な

p檎、がツ八

．

，ll頗1蔽fl

ミヒ、いノ3．λフル｝

あらわれたときには︑それに綿を

ルギーを謂測精難として窟刷する

尉化分析など︑放射線のもつエネ

械購︑化．￥的および

まず︑心用線口慰を趣力︑小鰭

しろプラスに働くとチ測できる︒
一層島展な新しい機種の出現は︑

生物学的の三つの手

低減化のための努力が続けられて

化する︒診断消X線装櫨で心隈婦 譲ることも︑提期的にみれば︑む

︵彌見哲雄氏︒

・︒

新しいRI朋用謝測の可能忙に
十分期侍できる︒

段があり︑これらの

射共同纏台︑それに︑いまは実路

wール稿鉢1費
V3

ほ

罫鞍洞戸勲翻淵雛脳頒靴驚縫璽
＝っーーアイソトープ剛臆機器︑放尉線プロセス︑医療用奥の放謬

讐麟縛滅麟︑食晶照射ilについて︑実用化の現状と樗宋への展＝

軍が・そ修整の嵩家か・響れた︒われわれの・墜藁
ついて囎巧えてみると

愛知工災大学工学部教授︶

わが騙における隠擢用聞の放射

ている施設は︑勧崎市のラジェ工

興特別部鼠の申に放射線滅菌基準
は35こなっていないが︑将来︑関

滅鋼線蟹の決炭は︑放射線滅︑囲

して︑臨子加遽器とコバルト六〇

田畑氏利用増す放射線プロセス

も他の瀬爾と岡橡︑一次及応であ

あるQ

P∫館Pム丁公1サ（住ド、薙

も◎◎◎◎Ω◎◎◎蒼◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎肇◎◎◎◎◎◎バ

茄速雛の寄鍛は︑トータルで一九

田本は臨界の約一八％を便用して

嚇︑三．雪鴇になるとみられており

わが国の馬子簾鳳雛は︑台数︑

がある︒

ω⇔轟UX一〇σq20＼劉

り︑滅曲線磁SDは︑

欝甥とも急速にふえている︒この

茎短︑コバルト六Qとし︑セシウ

楓当し︑通陥︑十のマイナス六粟

汚染中数︑Nは滅齢成立の確準に る︒放射線プロセスにおける露子

の式が成立する︒

現在のアイソトープ装備機雛が

ム一三七は︑笑退化の貼点で茄え

現在まで︑すでに承認されたも

雀の承認を受ける︒

のは畿に．ぶすとおりだが︑放射線

滅菌法は滅繭の信頼姓が難く︑複
雑な形状のものに対してメリット
があるので︑こんことも増加の佃

わが蝕では︑ディスポーザブル

向にあると購われる︒

臣療用層のメーカーで︑放鮒響照
劇施設を備えているものはなく︑

製織工狸の〜部である滅幽工程を
照射麹染の施設に蛋託する形式が

何用で目的か達せら

アイソトープ凱備機器ではこれ
まで︑おもに放射線の個数を情報

イクロプロセッツ心入のお瞼で︑

線滅鹸に関する研究は︑一九六五

業︑栃木市の日本アイソトープ照

調燕会が設けられ︑審議を關試し

を変更︶

その二二︑七〇年十二月二十八

が同書値とされている︒Dは照射

嚇雨鵯需＝﹁＝＝＝＝＝農隔＝隔澱竃鞠＝隔窺＝＝＝一一＝聯竃＝＝＝＝二＝町窺嚇毒︑＝＝＝＝鳴＝二＝＝聯窺隔一＝＝＝＝＝＝窪＝﹇窺＝鴨＝竃職＝＝＝＝殉︑＝町犀

ては︑線源小掃化の努力がはらわ
瓢に螺擬かがわりあいのある分野︑あるいは︑生感の向⊥．鞠突響
れるべきだろうQ
篇に間擾的にかかわる分野だけに︑興味深い帳告がなされた︒ 置
そして︑極端に長い￥減期のH
憶 聾11
目 目疑灘ーー 11目 旺−一 目
鮭礪 涯目 鳳L

共同開発で新分野を
信頼性高い滅菌法

熱影響の補修激蟄など︑μ前は困

年ごろから始められだ︒六九無に

鷲見氏要求される高性能化
大場氏複雑な形状にも有利

アイソートプ装備計測器は︑昭

難視されていた嶽も弛服できるよ

は厚聖雀中央塾事霧議会の医療幣

四戒される性能が嶋肢になるほ

たQ︵七七難に滅困調査食と名称 西方醐の委託を受けることになる

懇意用貝の放射線滅蘭を受託し

三一十年前後に利用されはじめて

うになり︑いくつかの製品では性

解生動に求めることになる︒

以来︑縫罵台数は贈え航け︑顕在

能の尚度化が忌速に追んだQ

ど︑その開発・改展には煽広い技

しかし︑機世数葺間の便絹台数

では約一万台となった︒

の傾向をみると︑ガスクロマトグ

術と経験が必蟄となる︒それに対

ばい︒なかには減少傾向を氷すも
応するため︑簸近︑研究機関︑メ

闘付の憲報で︑ディスポーザブル

甲蟹町の聞本アイソトープ協︵ムか

ラフィー箸をのぞいて︑入楽が横

のもある︒

ーカ︑ユーザの共同開発の螂例が

装備機器のA．優の開発のあり方に 沖射簡と注射鰯の暴藁が葛示さ

生じたが︑これは︑アイソトープ

れ︑この中の滅曲法のθとつとし

この傾陶は︑広醜臨にわたる使

甥明し︑対象が集約されてきたこ
ひとつの小乱を与えるものといえ

用実績からその利用効果の程度が

と・国内での設置がいきわたった
て初めて公許に認められた︒

他原理の猷測器に比べてマイナス

られることになっている︒照離線

医療購屡の放射線滅繭の線源は

こと︑騒騒薄鮨な非R1機器の 出 る ◎

が厩止されるケ⁝スもあること︑

環でアイソトープ装朧機器の便贋

を使っている﹂ことにともなう蜜

癒をもつとすれぽ︑﹁放痢性物暇

〆㌧トを穫準とし︑最終製贔が無菌

一⁝羽︑一▽魁ポギ羅臼齢灘観

傾向は︑米国やソ運でも阿様であ

さらに︑放射線法を軟迎しない社

謡すれば︑この点の改薄が装備機

であることが条件とされているG

霧⑪Q㊥O霧OQOO80ド︑一︑i

ここで臨は被滅融物の滅麟削の

会朗風潮があることなどが原因し

︸方︑放射線法が翼に生かされ
羅を使い恥いものとし︑ひいては

放射線滅菌されだ医療用異の製

余管理のわずらわしさだろうG換 曝は限定されていないが︑二・五

る測驚対象に対しては︑ユーザの
利用を促進する鍵のひとつとなろ

一客鑑

十七年臓中に・七品罪すべての健
43無を明らかにすることである︒金件試験を冗了したいみ釧で︑現

筏︑鹸終的研究実験がおこなわれ

照嚇食品の健全蟹は田民的に紘

ている︒

︑

費（03）665−9831（藏通）

己ξ構営業第4部

㊤伝勲解析

I・ローフノ畷バー㌃撰1占

性物黙のケ成︑解斎性形成などの

バレイシ︐睡は︑賭相四チ四年肚

に研究を終了︑四畦も年八月から
実機化されている︒

◆

⑧安全解析

っています。

⑧被曝解祈

Z−Mンハルーンカアーヲ八

77
：

確認︑融正な照射寡聞を猶揮し︑

縫済的な照射技循豪確翻するとい

その後︑ナシ謀ナルプロン・ク

アを導入、その利用宍頴の蓄秋が原

㊥遊i蔽解析

阪（06＞241一講111（代〉

／

1評＿階力戦1こついでのお留置講猷｛
〜；…謄膿橡つ戚の酌婦；難響一

⑧核融合解析㊥臨界解析

子力エネルギー利用擢選のおそ突：に立

，簿（02928＞2−2980（代）

爽

京（03＞665−97G1（受イ「愛，

大

名古選二（（｝52＞203−28尋1（で］し〉

東

⑧核豪華野烏解析

とともに、1毎外から優れたソフー・ウェ

テレックス252−4362

費（03＞665−97…遷（舞ミ角）

⑧原挙夕蝉心計算：
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承認された放射線滅薗済み医療用具
三
戸

伯含顧羽州概。

⑧大販営錬概④嶺古屋烏鷺層⑦東証・聖職

は、数多くの原イカコードを開発する

⑧スカイシャイン解翫

ノ

r

ノJ開発をたくましく育てます。CRC

本社／予io3東京都中央環謀庫磯本町3・2小津本館ビル

麟原子炉安驚審蓋矯解哲

鯖a乏処理技術の融合が、縣イくの原子

醗礪含颯弘

「

窩漢難解蝶蝶寄場に総懸

t9チュリ聾サーゴセ3一難

孫子力解析プロジェクト

診と、晶緻な

最先端をゆく原子力コき

ていると霧えられる︒

期待は濠す蕊す強くなり︑一罪高
う︒

一

造や輸入は︑その製稲ことに障蛋

度な性能が要求されるようになっ

れば︑こんこの努力圏標として︑

いま︑安金の原点にたって考え

エレクトロニクス技術をはじめ

いくつかの事贋をあげることがで

§

レが⁝⁝⑳霧Q・⑱⑱・・・・⁝8

とられている︒

トの研究繊繊がつくられ︑バレイ

うもの︒

がって両轡穏総懸︑受託の契約を

このような聯合︑敵喰払にした

継ぴ︑それぞれ製晶の製造承認を

照射玉ねぎ（左）と未照射で発芽した玉ねぎ

てきている︒

とする周辺技術の漁歩︑とくにマ

・⁝

8

・
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鶴貿
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⑧

⑳二段軒輸送容器の解析
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装備機器の利爾分野
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し︑検査が終わったころには放明

ーー嚇﹁
さも︑懸船の嚇闘中は放射線を潤

総合セッション3
ーー

@塞セッションでは︑国内︑海外それぞれ三入が講演した︒六一㎜
人の識演によって︑診断既学に大きく墜附した画像賦学の全貌ロ

うになり︑核臨学の発展は︑この

は︑近無︑非常に多く趣われるよ

このため︑テクネチウム九九m

けだ︒

熊が消えている四肢の長さであ
コ
器が掘握できるようになっているが︑ここでは︑歴史的︑系統酌
り︑巖過の条件をそなえていたわ
コ
瓢に理解しやすいように︑函像 臥 学 の は じ 衷 り ︵ R I の 臥 学 利 ＝
溺︶←X線Cτの嶽場﹂エミッシコンC饗の発展︑の腰に詔題＝

鴇像のディジタル処理と核磁気共腸︵蛋MR︶画触について紹介窟

業

ﾓ・てい き ・ 毒 に ・ 今 後 期 待されている藩としてx線画・

嵩ずる︒
いと一漫われている︒田本では︑生

の突用化によるところが大き
日1− 1−11 ーー睦 H匹核種
騨㌧

の患荷醗の八○％以上は︑テクネ

体内︵イン・ビボ︶雨R王緩薬取

・

・る
◎

藁
ゾ屯

9︒L

などがあるQ

う︒

屠曜

﹂ヨ

⑧

錘

多

営禦所／札幌・伯禽・東京・名寅麗・大販・広島・出口・橿爾

談た︑徹底したダイナミック︒

C聖への改諮蟄韻が出されてくる スタディのために︑従來のような

ウ禽・♂

各種：の特殊扉を製作しております。

多く積みあげられてくると︑X線

部︑腹部診断でも︑現在まで︑そ

ハ︑

●

製造●㈱鍛平製作祈
広島市南区宇品東2−4−34TεL（0822）51−2111（大代）

X線C？の利用状況については 生命を救った︒金蘭用による胸

されなかったもの謹で診断するこ 東芝・医用機器郵榮闘技鮎の牧野

ようになり︑そのため︑産業界を

や

＝場

豊かな経験を生かして、放射『線遮蔽扉をはじめとする

は︑﹁テクネチウム九九mとイン 断ではよほどの異常がないと発見

ジウムニ三選ジェネレータの臨

の衛効性は実戦￠れ総台融搬診断

の方式を生み撫そうとの研究もな

とが笏能になったが︑一九七二矩 純夫民が講演した︒

回騒式機構によるのではなく︑別

泳刹用﹂と熱して︑混酸・上海第

潤む関係の研究機関で研究が盛ん

され︑その代藍例は︑来厨メーヨ

の中枢として利用されている︒

ー・クリユックのDSR︑UCS

㍉

罫のビーム・スキャン方図の研究

一九八○隼九月に行われた米国医 の虫たるものは︑別記のとおりで

げられている︒すなわち︑X線C

西

ある︒

X線CTの有用牲については︑ に行われている︒その研究の方購

学放壌線溶致の講説総会で採択さ

画聖駅学の分野に斬たな一頁がつ は︑一九七五奪であった︒それ以

来︑懲達な酋及ぶりで環在の設磯

グラフィ︶が発明されるに及び︑

一台のX線C脚が輸入されたの

一報学院核医学研究所の超恵揚副 にX線CΨ︵コンピコ裳階・トモ それによると︑田本に︑綴初の
研長が講演した︒

け加えられることになった︒

って判別できない微録なX線の線 く西欧全体の設鰍台数よりち多い

に変化させたとし︑また︑他のX

？は︑従来のX線診断方法を完全

X線CTは︑X線フィルムに台
よ数は一千五酉台を突破︑36そら れた聖明の中で︑歴史にうたいあ
鑓変化を誤認機で再現したもの とみられる︒なお︑米園の総設躍

線診断とか検査職階でよく矛晒が

で︑人体を輪切り状に映し出すこ 台数は約二千台と議定されてい

あり︑さらに︑他のきつい検査と

X轡Ψは︑頭部卿用と頭部を あるときなど︑その解湊に特効が

とができ︵断腸撮影︶︑砿体的に る︒
脳などの状惣を調べることができ

る︒発明蕎の英圏のハンスフィ⁝ 含む全身絹の二種類に区分される

てくれている︑とその効馬につい

ルド博士は一九七九無度ノーベル が︑わが国でのCT診断は︑頭部 か偽段の思い検蕉などから解放し
臨学生理学鐡を訴えられたことか 診断から始められた︒い濠のとこ

㊥∵

このように蕎効牲の篇いX線C

て絶螢を与えているG

ノゲ

は︑画像曝学に一大革翁をもたら ものとなっており︑商客にこそ現

らも明らかなように︑X線C？ろ︑頭部診断においては不可欠の

藁

は︑現在のNMRフィーバーのも

内答を紹介しだ酢球筋発教の論文

めてすぐれた画像をもち︑これに

とになっているQNMRは︑きわ

より︑とくに悪性撃発診断の涯歩

高澱波電磁波︵RF︶を甜いる

が予想される︒

同様に︑人体の鵬翼学的な断嚴國

N殖R颪像の藷は︑X線C？と

的には︑細胞内の水分と脂質の中

ホークス氏は︑NMRの鵯徴と

である︒

骨を減饗せずに蝉騒できるので軟

部組灘の細部についての解像力が

すぐれている③辻査部分の大きさ

寧が蔦い一などを強調した︒

写轟︶二台を ④装躍に剛機影分がないため俗丁

専門メーカー《クマヒラ》は永年培われた專門技術と

國懸垂賊轟『瀞

⑭金融機関の金庫扉を作りつづけて80余年・……

憶目 11−1 −11一 擁11 洞口 目

R亙を医学診断に利用
︑

Tが拠興附に普及し︑臨尿経験が
ウ2♂や ︑

われていないが︑数多くの人々の

︑ ㌦ ・ 塾 ㌻︑

したといえよう︒

診断的価値 向上へ

もので︑つい最近シカゴで開かれ

︵

R全身澗像薮躍 および矢状画の戯援映美化が呵能

術を闘発し︑NM ができるので︑認い画資の窺状蘭

に︑NMR醐像狡
と方向を徳子的に変化させること

ーア擁氏ととも

ランド︑ビル︒ム

氏は︑二⁝ル︒ホ

だったQホークス して①鶴離放射線を利用しない②

穀﹂と題する講漁

画像技爾と臨床精

気呉鳴︵NMR︶ の附子の分黒蜜農を図解したもの

ス氏による﹁移磁

のR・C︒ホーク を提供する︒これらの像は︑本質

ム大学特別研究員

は︑英ノッチンガ

最後を飾る認演

本セッシ載ンの

乱

設謝・濫造︒その

5魍回田

齢踏

e．Quantlflcatio11

このX綜エネルギー。パターンの一時記録媒体（イ
メージング・プレート）を用いた画像は、記録された が
X線エネルギー分布を、レーザー光の2次元元査によ
りそれに！し例した発光に変換した後、光電変換してデ
ィシクル化して鴛られる。聲られる画像は、轟い感通

O

日

ワ

ResoluUOIl

ホークス氏らが二台製作

講巻紙繕繊
謂死毒

㌻ふ・葦雪︑

難

努㌦

で︑X線CTではアプローチが難

臨など︶が︑ポジトロンECでで

霧騒
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3．イメージング・プレート像のディジタル処理
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Energy

Dual

d．

さカウこ摺工のネックとなっている。

X線CTの新しい研究、
2，CT型センサー像のディジタル処理

有望なNMR技術
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チウム九九恥で橡識されだものが

R工医塾贔による臓器のシンチ

一

X線画像の好．捌処理
注目集める日本の技術開発

いては︑雪止写罫フィルム・霞台技

X線画像のディジタル処理につ

総臼セッシ滋ン3では︑以上の ら講演をうけた︒

術関野センター憲任研究螢の塗込

核鷹学の画像診断技術の五三を脇

のとして各界から溢閨されている

謙えて︑今後とくに期得されるも

①X線画像のディジタル処理②ポ 久豊氏が講演Qこれは︑ディジタル

ジトロンECτ②核磁気女町︵N画偲処理をX線画像に適用して︑
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その診断綴暦纏を高めようとする

ィジタル処理の技術開発に挿して

た北口放射線学会では︑日本のデ

大きな関心が審せられた︒今後︑
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されている︒

分が︑岡センターのポジトロン・

1・X線TV像のディジタル処理

占めているQ

R王医二二の利馬は︑中国にお
いても︑最近いちじるしい追展が

ね
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纒は￥滅期が二〜百十分と短か

ンマ線検出雛に低エネルギー・ガ

講溜のなかで・加藤氏は・現在

れていくものと予想されている︒

X線
像が大幅にディジタル焦さ
H戴ADTOMEi簸では
︑圏ガ
る減褒の補正も正確に行え︑しか

臨階上の必要性と技術的可能怪に

く︑大綴投与が萌熊で︑人体によ

のよいヨウ化ナトリウムを採期

もとづいて︑ディジタル・ラジオ

ンマ線に対するエネルギー分解能

し︑これを一園につき六十四個︑

も︑解像力がよいなどのすぐれた

しかし︑ポジトロン放出核種は

田脳醗管研究センターで纏われて

トモグラフィ引織と題して講演

X線画像のディジタル処理
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コリメータには特殊な構造の川間

方式について許細に説明した︵去

圓転武コリメータを採織し︑従来

現状では︑ポジトロンECTはサ列している︒シングルフォトン脳
繋ンカメラとして種々の圏的に便 イクロトロンと側難しなければな

は︑かなりの数が設置されるもの

のものと比較すると︑郭臨によい

ら矯︑普及を濯らせる独凶となっ

長時間︵十分以上︶を験するの

とみられるが︑その際︑地域配分

や研究協力体舗などが大切であ
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もポジトロンECτとしても使え 獅の総懸や︑ガリウム六八︑テク
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解悶できるようになってきたこと

る装躍がハイブリッドEC饗で︑ ネチウム九九mを使っての脳腿賜 しかった精神病︵てんかん︑分裂
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る︒

を明快に添した︒

服那氏らと協同研究で完旗したの

がH露ADTOMEi工および
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宍税できるため、画讃のフィルムスクリーン綴X線写
箕にとってかわり曲るシステムとして注Hを歪めてい
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強調、麟像の魚ね合わ迂や1♪プトラクションが容易に

佐体内での原子の振舞いは︑そ

状舩の大きさや機能を知ることが

れが放射性岡位冗素︵R王︶であ 体外から揃写することにより︑甲
るかどうかには関係がないので︑

R玉またはRIで標識した放射朝できる︒この方法は︑印状腺がん

数多くのR1のなかでも︑テク

などの病気をみつけるのに︑大変

の機能を知ることができる︒これ

ネチウム九九mは︑半減期が六時

医薬磁を人競に与え︑体内での動

が︑臓器のシンチグラフィと呼ば
闘と比較的短かく︑検査に適した

役立っている︒

れるもので︑核隊学診断の代張的

エネルギーのガンマ諌︵哲四十K
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なものである︒

的に︑うってつけであった︒すな

阿懸子を放出する綴織を利用する

年度

カメラ園乾型ECTは︑シンチとがでさる︒さらに︑これらの核

よって任悪の断宿許をつくるもの

し︑それを副輿機処理することに

雪転させながら画像データを収集

レーションカメラを慰篭の周囲に
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兼用でさるもの︵ハイブリッドE
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最近にいたり︑ECTは︑よりで︑検出器を一一個紺酸して設け︑
よい医学幡帳を提供できるという

るものも合われている︒

鷺素である炭素︑窒累︑酸漿︑弗
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よび計画の数は憎加しつつあるQ
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し︑ある断熊内のR王の分布を求 で︑大きい谷幕内のR王の分柵を 特長をもっている︒
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利︑体内からのガンマ線を検出

個すつ放出する核纒を潤濾するも

ミッションC饗︵EC？︶であめる総懸で︑RIとして光子を一

用に適用して開発されたのが︑エ

ゆ

開発、改良の方向

このCT型検出撮を用いたノL査型投影画像は、透過
したX線を検出してディシタルイ講に変換して暇ら札 ㌧
る。コン1・ラスト分解能が北較的高く、ディジタル処
麗て画像強講がてきるとともに、2つの異ったエネル
ギーで眉られる幽橡のサブトラクションにおいて、診
・
断メリットかてると考えられている。隻と闘分解能の低

認

頭部専用

ECTの三種類について︑それぞ繍器の生理附衷た鳳性理的状態の
れの発展状況を概説した︒

このディシクル近祝画像は、逓li〜のイメーシ増鈷箸
とテレビシステムによって鴛られたビテオイ、潟をディ
ジタルイ謁に変換した後、種々のディジタル睡1像処理
子法で独調したり、被算したりするもので、勃に鴎問
差サブトラクション幽凌雲旗に繊ノJを発揮。循環器系
の動的診擬にイ」用Gi臣事的、1艶先的分解能が必ずしも

蝉

る︒

X線CTとエミッションCTの原理
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手機の協力力唱の野望と撮醸⁝一

一

︸

一

と大きな髭がある︒国によって所
属の格蓬も大きいが︑各閣ともが

通の問題は①マンパワー・機難の
く︑その園の先嬬捜術をつぎ込ん

る︒所褥の多少にはあまり関係な

垂

A協力の薫点は︑埜竃醜には﹁入 ずることである︒次に︑わが圏と

性を謝り︑銀られた財涼の勅で的

をはじめとする各藤原ゴ力平摺刷

外で︑アイソトープ・腹射掘絹用

今後︑わが國がRCAの雛の内

分慎虚に対処すべきであろう︒

麺矯を図ることが唖戯である︒さ

遺り扁に麗くべきであり︑RCAしては︑二岡闇技術協力との整農
の肖級となっている﹁潮唖協ヵ﹇

メひ

〆脅㌦
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フィス設羅聞題は︑かはてからR いる︒さまざまな窓際協力を︑さ

されることになっているQこのオ β︑この必要性がさらに簡まって

押磯る

︑・ウ嘆く崎洛摩露粛

︑

とえば仮称だが．原粘力協際協力

．︐こ砲〃

ないだろうか︒

・酎亭︑︑

フィー3ピン共稲鰹は︑

捜術と契合し醒ることが証明され

たよで︑霞由にそれぞれの碍の私
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新センターの設立を
および川蝉隅扁の喪神にたって︑

つ永続的に推進して重くだめに

用分野の鐙術協力を︑一囎円滑か

や評

辻自薦凝趨勢差益をもたらすこレ﹂

威︑近代的技術の糧入を幌進し︑

ナバ臓

になるだうつ︒

以前から︑近隣のアジア濃岡との

閥に掘互協力協驚を紬ぶよう尽力

ジェクトには︑わが凹殿解三口澱

してきたQUNDPの1業化プロ

会も︑国家計画の鰹充灘隈に従

で︑活発に榔々のサププロジ∴ク

い︑翼源能力にふさわしいレベル

地域協力が成功するためには︑

トに参加する︒

科学妓術者による関心と支獲を最

平箸に発展することが必硬であ

大隈に漏ることができるように︑

媚識や経験を協力麟醐で農場に交

換し台うことができる︒このこと

は︑これらの技術が司能性だけで

なく︑経済的にも荷効で︑既存の

CA活動准進飾編を設けた︒宅と たQすべてのRCAプロジ諾クト

に滲碧しているQ

企業が︑その技術を鰺得できるこ

壇花座喪 UNDP計画を︑だ

とを緑古している︒

実験室、プラントおよびガラス、金属、プラスチック製二等の放射能汚染は容易に
バックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄

講鍮の購で①典型研究吻八Uの

元化

らに︑属聞による漬金︑技溝両画

曳

CA地域において︑水の供給は農 万がを拠出してもりうQ

して食品照射とアイソトープ・放

われわれの原子力研究瞬では︑

贅説炉技術の研究開発︑羅馬︑物

理︑ライフサイエンスなどを研究

れからみても成功したというもの

にしなければならない︒できれば

ストUKDP計画についても︑さ

経済効畏も上げたい︒さらに︑ポ

っきゅうに取り紺まなければなら

緯煽敵鰐は︑すでにIA るoUNDP／RCAプロジ
ない
ェ
︒ク

無リン酸洗浄液

訓練⁝一などの蛍硬性が掴鏡さ

欝護鍛多様な協力を

情鞭糞換︑人材交流︑研究協刀︑

は︑岡内的に一元的に対応し得る

縫蟹を役じて行う予定の﹃UND欝民倉同の協力・授術強齪が必鞭

紫黒糊で総顎絹一壬酋万がの

の支援も必験不薄欠である︒

に︑興汰的野73を行ってい伽ズたい

である︒
P／RCA工業利胴プロジェク

クト間の濾合凋墜を図るととも

ンターを日本に野守する燐想を譲

に︑プロジこrクト全般の陽認な遡 術庁疑篇が國際アイソトープ・セ

一九六一羅九矧の議決回胤鷺

と芯える︒

懸であったアイソトープ︒成射嫁

明しているが︑二十薙たった今

︑

蒼︑工業プロセス︑ゲージなどで

を︑臓離放劉線により滅菌するた

撮案では①トレーサー応用②非

鮒線工学利用の二つの詐画につい

している︒康た︑水︑難生︑環境

キム

には非常に効果：的です。

れ︑これからは︑このようなセミ
ナーを内警や地頭をしぼって︑壇
奪ごとに聞くことを決めた︒

さらに︑新規プロジコクトとし

群してRCA鰯定の裡内における生訪学参荊一に閲しても︑独目の

利用の分野に終えて︑ム︐級は︑城

にプロジ℃クト・オフィスが設螺

鴬を麟るため︑明転四月一揖まで

︑

ある︒蘭欺化に努めており︑鐵陛

ラストラクチャーの膚化︑人馬寒

EAに対して﹁U翼DP／R
C︑A
トは
陶繍にとり︑工業のインフ

工惣編綴プロジェクト﹂に参照す

るための除剛的な岡頗を蝦欝して

題は①そのプロセスがより街エネ

耀プロジェクトしと呼ばれる讃画
よくしているQ

めの欝金かつ効串曲な方法および

業︑工薬︑生酒に不可欠である︒

破壌検黄③工程葉理④放射線プロ

八一奪には︑放嚇線機器メイン

の研究のためにラジオアイソトー

は︑戴鋼︑フィリピン︑インドネ

Aい濠．幽で︑当爵の三木戯竣科学技

ワークショップの開催︑および閲

力発煙剥用︑残金性などの分聾も

翼CA藷動は︑従寮から巾心課 ト﹂に関しては︑斜サププ胃ジ瓢

地滅協力晒動に深い関心幽しめ

ど穣藤的な浮動を行っている︒

漣の一AEAセミナーへの協力な内園の鵡実のニーズに慮じ︑原子

︵RCA︶一に加盟して以楽︑一て必強監が叫ぱnている﹁要義︒

力のソフトウェア的な面を中心

CA工策利用プ禦ジ．一クト﹂に対 技術蕾の獲旗訓練といった技爵醐

しても財源確論を台めて髪切に対
原子力機関︵1AEA︶の﹁駅子

わが濁は一九七八卑八罵︑嫡際

は︑派懸難が婦國したがらないこ
力覇贋技欝に閲する研究︒醐発お

訳無の外論での訓練について

とや︑婦帯しても︑その技能にみ

よび謂糠のための地城協力協冠

応していく方針である︒

あった機器が不足していて︑せっ

った財閥点も指獅された︒

かくの調練成果が生かせないとい

ての寛弱から協力感勒の推灘のた

し︑かつ賊内の壌ヂ力先遣圏とし

ていくものとチ愚されろ︒

RCA協力繧動の一晒の発展の斜め︑ます凝す広範多岐にわたっ
ためには︑わが国は今後とも域内

一に︑IAEAとRCA加盟
るこ
各と
国が期的されている奏上の

この瞭︑肝要なことは︑濠ず第

て北極的な役測を漿たしてきた︒

めに︑技術︑皆空の両醐にわたっ

の原子力先進園としての磯務を︑

われわれは︑国民総生麓が繕大

異体化してきた︒

すると轡生虫はいなくなると錯駕

きびしい財政蟹鱗にあるものの詳

︑塾

バイクエ

プの工集判用は四十万特以よ．＼

瑚在︑韓団のラジオアイソトー

いる︒
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放射態

効率的な監視で論議

端十二回﹁原感力附設と沿⁝ 岸海洋シンポジウム﹂が十⁝月二十五臓︑東︑夙︒醸が関ビルにある東海大学校多門臨で開かれた︒この

︑

dングでシンポ

長期 的 な 環 境 此 べ の 把 握 を

俊は︑職場で働く人のことを娘に

第二項では︑佐世経論の出漁期

にする﹂ことを明記している︒

鰻を昭聖κ卜七年八月L十一臼と

者任期めを鞍玄

12月2B︑東演村に

月より開始する二千献取

放射線隊醤防止

O特殊な荷重の絹台けと評｛ξ癒が行なえるσ

O入力は自由形式が曙能で、出力は読み易い。

この（害うな誌機蛇を膏累にADLRP∈はどの程度の
モテルを取り扱うことかてさ、どのような身軽を釜日
句ることができるだろうか。詠ず、モ蹴デル化に関して
は、

O配響系は防り合った編曲縄に多読するひとつのパィ
フセクションて表現される。
Oひとつのセクシ凱ンは薩琶要蒸と箇蕊i要累の組合包
でできている。

o各要桑は共通な句重と吻准償あよびそれぞれ翼なる
葡弔と吻性伯を拷つことができる。
Qスフリングハンガ、へ〔コーズ、スキュー、案内つき
の拘束点、支昇∫点、蟻器の剛性をii簑わすために配管
系と纂礎と：の問、あるいは要素間には甲間のばねを
配鰹できる。

O配琶遡上の各点は懲由て6よいし、部分的にあるい
は完金に拘束されてもよい。

O配蕾網上の各点は熱によるアン刀一の変位、地叢に
よるアンカーの趨動を表現できる。
かどを特徴としてあけることができ、取扱い可能な嬉
璽としては、

o騨荷霞では、熱、臼瞬、誰的鵡農加速度、外力、蜀、
が霧慮できる。
といったところである。そして、つぎのような後処理
銭能を持っている。

oANSi B3 L『の動力配萄、
ANSI B3『。3の化学・石製磁製配麿、
ANSi B3り4の）由送管系、
ASM巳SeG宅ゆn I渡αa＄＄〆L 2，3
などの応力と疲労評価に倉うように、二刀とその関
連ヲ＝一タか説算される。

ここ1こ載世た図はADLP狩εのマニュアル中の隠題
をスーーパー・コンピューターCYBER76で処理した
ものであるが、巽際の解祈ではもっと：複雑な配響系が
取扱われるのが醤通である。

ニュークリア・チータ株式会社

震勤解析など、モ…ヂル化、データ作成、謝算、結果の検酎・
辞価、報告露の作成など、どの段階からでも協力することが

本

できます。スーパー・コンピュータ・一CY8巳R76ともども

大販箏務所：干550大阪帯茜区京細堀／丁翻4番9實京〔慾飛八千代ビル

こ上国下さい。ご踊命は下配営藁部まで。

えがいたもの︒環境モニタリング

はその勧告よりもずっと小さいQ

の期隈を蟻守する﹂ことを要求︒

次め︑科技庁および乱離瞬に﹁こ

ﾏならない﹂と述べた︒

放射線取扱主任
者講習所が開所

︵謝︶収無線笈全鼓術センター

は︑十一

扱払任薔講醒会に先育リコ目︑茨

城県・瑛栂村において同講謬所の

日菰独目のものを藩えていかなけ

さらに︑ヶンプリング計幽につ

いては︑試料の決尾には地城挫が

あること︑謹た︑充分な賊を採歌

することが困蝋なことが指摘さ

れ︑検討の必艘性が訴えられた︒

これについて︑一彪票礁原曲協理

買いあげたり︑一5敵が臼ら採戯し

箏は︑演轡をえるのに︑漁協かり

門川頼性の観点から︑分禰する人

たりしている油状についてふれ︑

−月に設立さ8⑦

綴所のソフトウ＝￡アに魯ソトす○

︑国の揺定へμ

o入力と出力の鰻位系にはフー彗ノ1くンド潜、メ・冠＼ル

系、S隙位が使別てさる。

NDCではADLRPEをはじめ擾雑なシステムの構造解析、

網掛がツンプリングすることが蔓

一

3ユ

差麟偲礁魏難所取る蒜繭
取扱差任黄制度

れ、配置図もそのとき描かれる。
O配台網として、立面園、アイソメトリ・ソク胴、日常
凹が出力できる。
O入力のエラー診断機能が込刀ラドーヲの婬成をはかど
らせる。

【

よ偏と強調した︒

話

ア㌔・晶，8＿罵＿＿

シンポジウムは︑原子力下金⁝ 研究協会︑臼本海洋学金・巳本原子力滋ず会︑日本水産学金︑日塞放射線影響学盆︑睡細節健物理学会の

マ

Q

め新しく岡所の

＼

態

＼ノ

一k養ぐ＼

規準に塁ついて評価できる。

Q配蟹開語を使隠して入力チータがげらnる。
O入力データやモデルの評緬がδ瞬に先だって穏もわ

人

このほか︑測定法は︑全ベータ

痩爾されるプログラムであるが、さら1こつぎのような
畿能を礪重している。すなわぢ
0荷盤は静荷重、動筒重とも取扱える。

o幅用解析と応力訓面が行なえ、ANSIとASM配の

z

共催︑日本学術会議の後機で 毎年開かれているもの︒会場には内四五＋人の膵門家が河峡つた︒今罎は二つのセッシ﹂ンがもたれ

柄3

た︒とくに灘洋モニタリング については︑現在︑稼鋤中の原子力発電所㍍地県のうち︑繕根県をのぞいた六県がら︑﹁効廉的なモニ

ADLPPE膿鞭櫛の鄭，こ

蓉＼＼

と移㎡しつつあること︑全ベータ

A観門レ【

放購線測定霊体から核樋分折へ

鵠

が綬告さ九た︒

楡禿
燈

ナマの声

の琿壷金で︑新狸

身の談わりの動物や護初を見ていると、い一ターのよ
うに圃転ずる器宮というのは箆当らないカ、蕎状にな
ったものは非常に多く見蟹…けられる。また人周巳翻商
い巳のや長い奏状のものを揮るのは好きなようで、品
畷バイフ、いろいろな凝、鹸、搬、燗など入手によっ
だものが多マ見られる。食品に：6縄長いものが多い。
たとえば医者から塩分と樹昧を控え穏にといわれるか
わりに、細長いものの摂取を控え器になどともしいわ
れてし諌うと、これはかなり不自由なことになってし
まうだるう。もちうんこんなことをしなUればならない
病気はないのだるうけど。バイブの集まっているとこ
ろは入間の技術が鍛まっている場所てあることが多い。
顕油の蠣送曹網、石憩構製フラントなど各種化学フラ

灘長のあとを笠い

須藤富雄墾灘付長

た梅沢邦距氏があ

、れ日」礎

を受けた人々が︑

力開発を曳え︑そ

て発展するよう鋤

同し所子鳶
が園疑の缶彊を得

t

z／＼z

申ダ

講射を衛顧一
一基講のでた：托二冥つ行 、てとク侭栂講月収
劇烈よ馴2輝線・ゴ庁
とと習1痕数優さ弓 男たな放昨も 1

ット、船舶、ガス・氷特等のユーティリティなどいく
うてもかぞえあげることができる。パイフが隻早れば
それにたいして設誹の鋤要監がおこってくる。この憂
求に対してわたくしたちはApthUr〔）し眈め， lncの
フ〔コグラムADLPiPEをよく綿塵】弓るQ

ソ

歓．

﹁バックグランドの正確なデータが欲しいしーーなど︑

＝鳳＝＝＝糊＝＝齢冨髄蹴＝酬＝＝縣＝認＝

㌧響讐縫襲灘難塊購あ費…ε｛妄㍊志製錬鍵盤霊轡
・溺習所への期待を

岬1
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一∴粥ギ函認鰍毒ぞゑを義層§璽乳㌔，1錦鱗鰭護回膨厚錆野婁＿

ント、火力・水力・原子力発彪プランr、、航空機、ロケ

、，コ・

タリングをする必要がある一

＝

闌ｧ高遠金長川壌が幅につ

判事︑桟熊甲佐世課外長︑住汀正

一．

齟ｷ

勘一長隔票知廓の代理の高田磐翻

̲中付記撫自民覚擬紬票盗会疑

の立会いのもとに︑瀕次︑署菖を

協定猫は第一項で︑今堕五月二

行った︒

十四日付けで中川蝿費︑野村理瑠

長︑北村正哉憲轟嘱雛︑河野畢

幽2

会擬渾嶺の昧者がa醸した︑栂倉

5しP1κ

嫉むつ職長︑植瓜蝿措肖森凶漁連

＼レノ

県・関機浜の新竃係港が兄成する

た共同声明を踏まえ︑﹁所要の施

獄所式で挨拶ずる須藤東海村畏

翌！，

家で大慶溢に飾泊することを決め

の佐世保港繊港に支陣のないよう

橿鳥第一の六号は︑日本国内で

はめずらしい﹁コーストダウン野

率が一〇〇％にもかかわらず︑設

離﹂を行っているため︑階閲稼働

一

策を講ずることにより︑﹃むつ﹄

設備利用率は

十一月の翼転爽綴

た︒十二月申旬には留具掌中入り

備利用寒は八六・一一％にとど濠つ

騒1

隔．

同にあることなど那明らかになっ

kG122〜24）

⑳％台で低迷

十一月の原子力発億所の稼働状

コーストダウン運転とは︑山国

の予憲︒

況は︑時間稼働翠五〇・四％︑設

さりに一〜二％低下しだ︒

彌凋朋箪四二・五％で︑前月より

料設引以上の憂嬬運転を行い︑51

などではよく終う運転方法で︑爆

謝せなくなっても︑そのまま猿子

内の反応度が下がって騒騒出力が

溺浜二弩が定期検壷を開始し︑

を農了した︒崖期検査を終了する

玄海一号︑﹁ふげん﹂が崖嬬検董

予定だった象浜一号は四臓︑調整

ウラン燃料を荷鞍利用できる︒し

炉の運紘を翫ける方法で︑炉内の

かし︑やりすぎると︑次の鯵料取

運転申に低庇タービン軸の孤動大

大飯二号︑書方の二幕が十二月

萄しなければならない︒

熱えで︑翼翼騒以上の薪燃料を装

のため偏止して以来︑煎椀申だ︒

内の併入をめざしている︒

中旬には併置の予霞で︑攻賀も箪

一

9．第5回 ノノ （518〜）GO 9併入）
調整遇転中に低圧タービン鞠振動大のため悼

駕 第2回 〃
（420〜雀15）（箋010併入）
中性子束藩高による原子炉修止（鷲旬〜20）
主絡水流鰍鶏葡欝の職矧こよる康ヨメ戸手鋤彫

法からめやす績を求め四用ずる傾

8第3回定検中（1G鷲〜）

求だ︑公衆の掻認される線雛の

ノノ（97〜）
14第4回
15第5⑨定検終了（530〜制16）（102窪桝入）

7．コーストダウン遡転

指鉛が明礁にされていない貞につ

蒸気発生舘点検伽こめ俘止（916〜）

；3．舞菖2◎定摂i中（616〜）

4．第8回廻検中（4．11〜）（11。29燐入）
5。二二5回 ノノ （96〜）
6 第3回 ノノ （922〜）

＝謡篇＝＝︻胃需＝＝＝＝﹁嵩＝階＝嵩＝＝一＝曽一二＝

．

第5回定極i中（815〜）

制第5回竃換閣輪G119〜）

いて︑縣堅氏は︑﹁IC魏Pの勧た︒

1

㎜＝曽＝

此（鮒4〜）
喋0
鷲

6か月聞の運転停1ヒ（618〜121ア）

4，793．489｝425

（5，072β32）；（466）

厳罰間で正式にとりかわされた︒

（4り〜）、行政処分命尋き1こよる

5

「

テーブルを隠んで︑中川一郎科

（9β85）；（59．2）

421

監

だる変勤が朔握されていなければ

90，2i31759

1

8β48；504

先5676

（1，51窪．7）

4フ03，2ア引
（5，009，243）；（舜6。5）
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科学技術庁大㊥蜜において︑関鎌

原子力産業新聞

㈱三種郵便鞠隠司）

欝りのところでは︑療発冷卸水︑
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N目標達成に全力
新型炉等の実用化が課題

を展望︑﹁昨鋸閣議淡楚された昭

の節麗としてとらえ︑新たな出発

子力開艶を短めるうえでのひとつ

まえたラXで︑今年をこんこの原

つづいて︑この歴史と実績をふ

るQ

ことを鮮明にうきぼりにしてい

を支えるまでに成長してきている

歴史の流れをへて大きく国三生滋

六〇％をこえた﹂と︑四準世紀の

にいたり設備利縮率も八年ぶりに

弱年學
力白蜜

政府は闘鷺︑この㎝年闇の原子力開発の鋤醐と今後の方向をあきらかにした﹁昭和五＋六硫卵子力隼報﹂︵原子力臼雌︶をとりま

ことから︑この二十五奪の歩みをふ謹えて︑原子力開発の断たな高目を展望しているのが特色︒白票は︑﹁わが国がこの四単世語に

とめ︑発凝しだ︒それによると今難は晒秘三十一年に原子力棊水法が施行されていらい四半世棺がすぎ︑ひとつの節醸を迎えている

柏崎原発にも新

運帳期間を従来の九か周から十二

榮厳露力ではすべての原芋窪発

燃料の澱初の炉心裟荷は︑昭鵜五

しかし︑実際に十二か月の提期

運転をめざすのは︑彿装荷燃料か

第二原子力発儀所三壕機︵運転開

らすべて新型燃桝を採期する編島

始苧定六十年六月︶とみられてお

この新型燃脳は︑＋月十三磁に

り︑畢くても六十一年麗以附にな

安貞蛋に酪聞した同囎力福揃第二

たく同一設引のもので︑燃料の健

原子力発磁所燭の新型燃料と濠つ

りそう︒

一

全性を填めると長時に︑原蚕の

がなくなってしまえば・使えない

迂︐＝寓簡7一＝＝＝7一繭帽＝＝7一二＝辱＝

科技に林氏︑通産に

ことをP批したい﹂と語り︑女性

委譲︑党遊説局次長︑党葦間還動

神戸窩校卒︒女優︑ユネスコ隔内

・ひろこ︶参院全國区︒英鷹県立

︻科学技術︼林魔子氏︵はやし

とを湧らかにした︒

げて︑麟撮の理解を求めていくこ

の立場から︑身近な悶題を取り上

真鍋︑原田の両氏

政府︑各政務次官決める

政府は二日︑持ち護り閥識で二

と総理府総務の両副長寓を回せ︑

これで二十五八の金政務次官が出

臣秘審蜜︑党新聞局次長︑参院法

卒︒大平正芳代議士懸盤︑通藤大

べ︑参議院科学捜術振興対策特別 けんじ︶塾院書川地欝区︒岐購大

に，議論よ，興れ！

か月に延長できるもの︒

亀所の燃料を旧型三山から四型辮

十九年三月ごろ︑重量第〜原子力

だ﹂としたあと︑今年七二のレー

科学技術庁には林冤子︵白扇影

そろった︒

転部調三部幾︑参院科学捜術援興

遼に対応したい︒このため︑公正

ら︑科学技術の難饗性を強澗した︒

叢貫余の理瑠警を携めた経験か

ま

部金優︑漿院醐工婁聡総理唯︑岡

……・……・………………………・・……小林畠敏池

くに︑新型転換炉︑ウラン濃霧︑

8×8燃料採用

通薩省は︑現在建設中の東束鱈

料に賜り換えていく方針で︑新型

力垂垂・刈羽原子力雛萱所一重機

逓麓憲︑安全婁に諮閤

たな段階にさしかかっている﹂と

に︑初装荷燃桝から新型8×8燃発勉藤三腎炉の取替え燃料からの

ガン原子力声明を高く藷価︑﹁わ

壁︶践︑死産省は爽鍋賢二氏︑原

岡B夕方︑科捜庁に柵登庁した

田昇左右氏の二名となつだ︒

に︑一番科学に弱い女が来たと思

林氏は認轡金見でコ番大望な駈

対策特駒婆員会理事︒当選1回︒

ﾎQ︵禰田派︶

われるかもしれない︒しかし︑科

な補償価格騨価を行なう第一二蒼

鼻血所一︑二号機に関する第一次

また鎮撫は﹁冷蔵庫やテレビが

あっても︑その源︵エネルギー︶

げ

禰鱗問題は︑その峠を越したとみ

決獅委璽蓮嘱︒当選3圓︒58

定価85G円（マ6G鋤調質購読料1◎，2QO円

薄処躍の各プロジェクトについて
は﹁実二化を図る段階を迎えてい
る﹂と指摘︑また︑葛速堰殖炉︑

して︑いまや還期的観点から進め

多思三隅温ガス炉︑核融倉も﹁新

られてきた各プロジェクトが将来

糾を採用することを認め︑一日付

立していかなければならない﹂と

が園としても康子力平和利隔の織

予定︒

実をむすぶための極めて亜要な時

強濁・さらに﹁豊地地域との謁秘

進と旭界の核不拡敬強化に貢献し

に先月鷺霧雪に淡毒した二階富腸

十三人の政務次官を決めた︒すで
ついては﹁INFCHの結論を
ふ

象た︑国際附な核不拡散問題に

た︒

けで原子力安目姿員食に諮聞し
る︒

期を迎えていることを強講してい

こうした卜しい局癖をふ京えて
﹁実用化を漁る股階にたっした研

り推進していく体制の確立が急が

究開発は民間の穂温色な参画によ

れている﹂と強調︑さらに﹁げん

進していく必要がある﹂としてい

発をより一二㎡画的︑一考的に推

ざいの厳しい財政心構から研究開

三百万KWの圏穰逮成に向け格段

和六十五隼度原子力五千欝〜丑千

つちかってきだ経験をふまえて昭稲六＋五年麗五千置去千三穏万KWの一同達成に格段の努力を摩する必要がある﹂とうったえ

の努力を払っていく必要がある﹂

るQ

たあと︑﹁とくに薪型炉︑核燃料サイクルの実胴化が大きな課題となっている﹂と新たな段階凌迎えるこれらのプロジェクトの実現

その進め方については︑まず第

と力強く竃欝している︒

この一隼の動きについては﹁弔辞

と磐城の発展に審与するように努

に伽羅をあげる方針を前爵におしだしている︒

ルギー供給に占める海外石油依存

康発饗故は国罠の不安を増大させ

める必要がある﹂として︑立地難

か

率は六六％になつだとはいえ︑わ

る結果となり遺憾だった﹂としな

へと踏みだし

こうしたなかで︑わが国をとり

迎えていることを指摘している︒

が困一次エネルギーの海外依存は

がりも﹁五十載奪度の原発総発臨

対立の階代

それによると︑まず﹁二十五無

まく圏際エネルギー情勢について

なお八雲を越えている﹂として︑脱

協凋の時代

の歩み﹂については﹁昭和避十鋸

は﹁藤波矯給は︑当繭︑緩和基調

石漉の観点からも依然︑原子力開

ら

代にスタートしたわが園の原田力

にあり︑各樹の原子力発滋開発計

一に﹁安全の確保を徹嫁すること まえて・磁界は

開発は顧爽に進展し︑四十鋸代に

画も簸れ気昧﹂としながらも﹁串

ていくべきだ﹂と強調している︒

場愈にはどう対応するのか漏と質
問︒これに対し︑北海道醸力側は

機閲の轟轟を考えている﹂と述べ

︻通薩U爽鍋賢二沃︵まなべ・

た︒このあと地域振興問題に関す

一世紀はないと悪っている﹂と述

﹁万一︑風評による価格低落がお 学技術立囲なくして︑臼本の二十

での原発では鯛をみないほど農業

る鷹問が網次いだ︒

こった場倉には誠悪をもって︑愚

今後の手続きの参照にしていきた

が盛んだが︑箏故による実雷ある

禽獣共和・泊原発で公開ピア

地元振興に強い関心

により︑原子力に対する信頼を確

は核燃料サイクル確立のための大

の打開を強くうったえている︒と

まだ︑わが国のエネルギー補勢

こうしだなかで︑原子力開発の

型プロジェクトがつぎつぎと開始

電力鰍は軍門の約一六％をしめる

エネルギーの促進により一次エネ をうったえている︒

された﹂としながらも門原子力利

だ﹂とし︑わが圏の原子力開発が二

についても﹁省エネルギーや代螢

§ーー

発が亜婆なカギを握っていること

らかにし︑いまこそ原子力開発謝

る方向にある﹂との認識をあき

には安金性を巾心とした社会的聞
画に金力をあげてとりくむ必要性

・長期的には石暴露絵はひつ迫す

題が顯在化︑五十駕代には核防面
を繭闘におしだしている︒

用の進展にともない照十糊代後楽

の規制も強化されるようになつ

十五黛の軌跡をへて新しい出置を

い﹂と開潔癖δした︒

いは風評による価格低落が生じた

わが暇最北端の共和︒泊康子力

続いて北西道纏力の計爾説明の

ぼる﹁補機額決竃通知磐﹂を孚渡

務嬰欝金理蜜︑同議鎌瀬當委撮◎

蕪隔曜無総讐

額約一億九千二酉五十五万円にの

サ

嘩灘繋難
公開ヒアリングが九日︑北海道古

あと慧見陳述にうつった︒この巾

主な補償交渉が決着

字郡泊村の旧癌村申学校長蒋館で

村漁協墨袋罠の吉田久氏︵61識︶

で︑サイト前画に漁業権をもつ泊
全曲労協︵総罫系︶がいちはや

開かれた︒

した︒

し︑町部社疑もこの補償額を了承

︒しょうぞう︶衆院静岡1区︒束

補健調傳署員会︵門燈長・撫藤疋

られている︒

コバノレト60ガンマ線照射による野菜の生青促進
・………………・…………………・………松原尚生他

東灘都千代田区九段北一⁝八一十

日刊難業前聞社出版局

より核燃粧サイクルの資源的意義︑経済的意敦が
把握できるようにしてある︒

核燃判を原子炉で健用し︑その侠珊済燃桝を再
処理して原子炉て凹凹する一漣の循環避程として
の核燃鴉サイクルにおける枢要事項について︑基
本的理解がてきるように解説したもので︑これに

大鵬恵一他監修A5判／3700円

最新の材別学の成果を秦盤に︑材料の内部構造
挙動︑勃性︑劣化およひ機器と各材料のメンテナ
ンスまでも網羅したわが田無一の工業材料に関す
るハンドブックである︒解説は理論画のことはで
きるだけ省き︑実践爾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㎜鶉A5甥／一4000円
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日

聾購係 漁協・観光業者らと

算定の仕方は︑売上滅少額︑業

原躍軟翼

種別の粗利益挙︑売上減少額に糊

にとりくんできたが漁業と膿発が

を室張して交渉は一階傭礁にのり

は﹁十難以上も前から簾畢力問題

あげた︒そこで︑十一月二十日か

国会対策翻擾郷長︑党政調繭工翻

大纂︒運輸省大距官職審議蜜︑党

く﹁ヒアリング実力阻止﹂をうち

今年四月に衰面化した孜艘原子

する二歳琳故影響箪を求め︑補餓

ていたもの︒

所で田木原盤の岡部実課長に︑総

爽公講金醗士︶は七購︑敦賀宿役

これら二つの補櫨交渉が決嚇し

原田舞左右氏︵はらだ
力発電所濃故に関して臼本原露と

ら県が仲介に入り︑双方が歩みよ

たことによって︑日本原継と磁接

︻通薩
はずだ﹂と削羅きしたあと︑﹁敦

共存共栄していく避が必ずある

福井県漁連は十一月三十田︑総額

楽選1回︒46歳︒︵鈴木派︶

賀演故の教講は今後の計鑓にどう

額を決めた︒観光寅仮費︑晃舞金

⁝％とされている︒

や慰謝牒などの無形の三密要求は

る形で狗笛の決恋となった︒

同原門脇直隠後︑東京︑大阪︑

一方︑孜賀市の観光業や飲食業

き︑九甫町桝におよぶ敦賀審故の

交渉を行っている個人︑団体を除

それによると︑魚価の低落分は

九偲九千二蕾五十万円にのぼ︸怠

京都︑名古屋などの卸苑薦場で福

など三酉九十四業者の撰瞥二期問

業補儂協定に澗印しだ︒

反映されていくのか﹂とだだし

だしたことから︑はげしく劉が降

うずまき︑機動隊とつばぜりあい

りしきる串︑約六千名のデモ隊が

こでもくり返されることになつだ

をくり広げるというパターンがこ

が︑金場内はうってかわって平峰

これに対し︑北海道電力働は

井県塵の魚介誠の魚価が偶落する

題を審議していた戦賀市原二審故

除外しだ︒

門大きな祉金的影響を及ぼしたこ

などの購繊が発生したため︑その

また︑隣嘉する共和町で醗業を

憲切︑緊漁趣は約十一川棚の補

歳︒︵鈴木派︶

鶴を求めたが︑顧魁側は約輿望円

四月三〇％︑五月工八％︑山ハ月一

とはきびしく受けとめており︑そ

補殺のあり方について交渉を行っ

扁たQ

へと虚実に一歩をふみだした︒

共稿・泊懐子力発電所はその実現

ていきだい﹂と指摘した︒

の教訓は︑今後の計画にとり入れ

のうちに終始︑北海道初の原発︑

会堀内では中萌八隠撮には定刻

薩省資源エネルギー庁審議官が約

﹁典釦・泊眠艶周辺では︑これま

鴬んでいる小田個爽氏︵33歳︶は

猛り霊催着側を代閉して嵩橋宏通

欝犠の鰺加薔を荊にあいさつにた

一

……一・………・…………・……・・…………吉沢醸左｛￡

o

躊
ち︑﹁今圃ここでだされた滋見は

・
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〈原発立地〉には，もう一歩踏み込んだ手立てが
必要ではないか一……・…一Ken識eth T Suzukユ

（中島哲換／舛倉

隆／封目

隆）
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立地政策にもの申す

第2部

一IAEA主催アイソトープ放射線工業利用三際会議｛こ翻畠して一

允／小松崎ll蓬1介／竹下寿英／帆足興次）

（大田

アイソトープ・放剰線の工業利用についての国際的動向

地元との接点をどこに求ゆるか
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一
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務

TMI事故で政麿に
訓齪繍﹁事故は防げたはず﹂
米国のジェネラル・パブリック・コーティリティーズ︵GPU︶とその了総社は︑畦欝欝⁝ご口︑ペンシルベニア弼環部地区の連邦

うむった被憲照十傳メ余りを巡錦政府から園際することを求める訴駄をおこした︒

転麗をそろえていると確信してい

は︑TM王壌故が趨選る十八か月め︑GPU社は欝欝地裁への提餅数の原子炉運臥韻と主任原子炉運

この発嚢は︑原子炉運転興と宏

♂亭

曽

︑㌣総

通しだ︒

︑

原子力の商業利用に先鞭
函

これまでに石油約一千万トン節約

コールダーホール発翫所は︑

英樋鰺づ弥判

草以t凝飾約したことになる︒

ダーホール殿︸刃究撫所︵ほ写

L︶のカンプ

公礼︵BNF

彰界で初めて商粟ベースで発

轟下︶は︑さる↑月十七口︑運

鍛壱開始したイギリスのコール

開﹁十五尚駕を祝った︒

ィールト・サ

リア州セラフ

イトの一角を

エリザベス女正がコールダー

織網に旗給する沈めのスイッチ

ホール炉からの庵気を全国の綴

の離職供餅以

山め︑全英へ

写翼上︶︒それ以来︑

を押したのが一熟五六奪＋月雪
七口︵

マグノックス炉四墓︶は︑これ

ト内にある蔦

同綿縮所︵電気出力六ηKWの外に岡じりイ

刀とプ鷺セス

塞でに蟹二衝七卜懸KWHの億処理工燐に隙

一ヰ六謄躍沙︑石拙では九由磯 ・スチームを

力を発醸した︒石炭に換算して

の米国入の働娘観について認制し

コールダーホール炉を用いて

全画的に供給している︒

蜘壇の靴能瀬鹸も行われ︑霞全

がたくさん碍られ︑wごの後の英

轍や炉物理について畏鰍な愉報

の嶽献をした︒ム．葬一〜ナ月の

国の醐巣原イ力允庵踊幽に多入

た︑原子力施設検倉雛幅冨敵の認

疋を強化する括灘をとった︒ま

湿な逆転癒つづけているQ

設備潤m用・㍉はし六・八％と︑耐

るが一九九〇舞代になる濠では決

憲を澄めている︒汚染した嬬乳は

は︑マスコミ六脳％︑科学野七四

原発の蜜全性と放尉幻影黙物の

定しないとしている︒

九Q％となっている︒

れた︒

直隠にはさしつかえないと認めら

運転中の二炉に

篶理については研究を続け︑一年

ヨウ素漏洩の原因

燃料取扱いミスが

ている︒

聞発が聖餐されることが苧弼闇れ

党が勝利をえた場く口には︑康子力

二月八腰の総選挙で閂曲党と傑惚

国民重詰に付託する︒しかし︑十

後濠でに報告硲を作成し︑その後

％︑汝㍍七一％︑政界力八％︑恥

デンマークの新エネ政策

は90年以降？

原発建設決定

鯵ゆ

翻裟

同一劉公衆の55％が同意
末園の一般公衆の五ゐ％は︑障

慢論調費は︑各界の指醸頽別に

たもの︒

ついても行ってあり︑指趨斉の方

の指趣者の八一％は︑﹁原子力の

にされている︒たとえば︑笑榮弊

x持が強力てあることが朋らか

うことに問剥しているi一門パブ が一般公衆よりも︑原ガカに対す
リック・オピニオン晶﹂十／ト一

は︑こう述べている︒

月りに掲載された醤論調蛮紬桑

︻パリ松水駅在員︼デンマーク

．

政膜がこのほと護鼠に掲潔した婿

や

とこたえている︒この慧見に同患

・や︑

イルアイランド︵ΨMI︶一形機 機は尊覧旗でに運駄再闘できる騒

や

の逓紙を葛闘できるだけの十分な
︑

建設費は︑いずれも政府鳳簗ど36 ャスト儀が︑コネチカット柑ね

核融融試験日︵TFTR︶などのこれは︑﹁リサーチ＆フ4アキ ベネフィットがリスク誌上弱る偏

︻パリ診本闘在澱

オランダ栓

会雀労働監酸密砕報によると︑ド

レ︵四十七万七千KW︶の両原発

ーデパルト︵三重KW︶︑ボルセ

的魏罐を修正した︒郭勤および翫

力測竃器は設麟変更し︑格納容謡

Iでは水桑︶を多出する装躍を蹴

内に一指時に幽横するガス︵TM

付けた︒

発蟹は蚊府蟄求より一千八置万談

郊外にあるタムーズ原子力研究所

このほど︑﹁イラクのバグダット

ランーイラク戦争の序盤段鼻でイ

0熱論砂型︶に実施された魔察②イ

のベギン三相は︑フランスの国営

︻パリ松本謝窪賃︼イスラエル

が︑プールの中で九十日冷却され

かたっていない核燃料歎索七本

め炉から取出してから二十七田し

このほど﹁原子力け地球を破纏す

原子力作業班︵KAαAF︶は︑

た付近の俘乳にも汚染の根跡があ

て︑噴旧時の一報システムと鼓術

CEG8が確認では︑？M王同一の蕨験をいかし

錐愈体の他に︑小型研究炉工R㌘ ど︑セラフィールド再処理丁煽

エネルギー政鑑は︑原発は建設す

施した︒その結果︑フランスから

一二〇〇やその他の燃料集倉体︑

除染のため二十四勝間閉鎖し︑ま

口放射能漏洩頭故があり︑工場を

を表明した掲界の指轟書の附禽

︻パリ松塞煽在員︼英国のCE

搬入された二十二・五泉緒の簡濃

天然ウランの館蔵欝についても竃

G8︵中央嘱力庁︶は︑このほ

縮ウランを萎む三十九本の燃糾集

蟹を行った︒

︵唱ウィンズケール︶で︑十月照

確認した︒

無体について︑その心算の存在を

駐命熱願鼠社の蚕舗で︑八○奪代

り認められた︒

臼晶イラク炉を査察
﹁保障措置協定違反はない﹂

少ない二億九千二酉七十万バに決

を査縦した絃巣︑同研究所に工A 磨がひどく︑不発弗が残っている

ラン国籍のマークをつけたファン

原子力はキリス
トの教義に反す

八日願過の下院塞徳二千八葭力

濠つた︒残り一傭︷ハ千三欝＝一十万

トム戦闘樗が研究所を八O奪九月 テレビのインタビュー︵十一月ニ

IAEAの査察鴇は当初し月の
台体がイラクに到会した酷点︵八

これは︑ブリストル近郊のオー

工場陶U発送されたことが原附︒

た燃牒攣張二禰本と混ぜて再処理

に反する﹂というコミニュケを靴

で︑陳発の難設はキηストの教頚

るもっとも進んだエネルギー形藤

︻パリ松本三廻銚︼スイス教金

ナ万円︶で︑フランス敵府にイラ

冷躍不十分の燃料敬顎六添か再処

ルドベリ原発で︑取扱いミスのた

を醇聾しない

斑漿を予定していたが︑施設の球

った壌実を確認した︒

がと十一月懸口通過の艶難燃一億

賦はプラント・資本支出発で︑政

険な状態にあったため︑野壷でき

これは︑①渦濃縮ウラン蝿判集

八千万〆の折衷鍛として︑一幅九

返の製実は兜当たらなかった﹂と

皿A⁝イラク聞の保陳楢躍協定逮 斑能掛があるなど︑外為が象だ危

スイス教会が爾明

千纂臼万妙に鞭ちついた︒改厨整

府鍛求より一千四翼万バ調えてい

三十日に宮様した︵補助建屋に墾

研究炉

クのタムーズ原子力研究所の一号

・漉

溺㍉ジ・ノ〆

・皆誇嘩硬やバ

池蔽厨、スリーブ順、及ひ熱P。システムを納めておりま湾。

地鐡に︑一九七九年三月電髪八田のスリーマイルアイランド︵TMl︶懸子力発電所寧故の詰果︑GPU社や電力購要管︑櫨礎がこ

告訴の魚田は︑﹁原子力規制蚕

員ムム︵NRC︶が︑義錺・巌任の前に︑オハイオ州にあるTM王一 に踏みきった︒

任原子炉運転員の奪格について魯

なお︑GPU社は︑今回の賭齪る﹂と慰撫した︒

機の旗故が起き︑その胎果GPUルコックス︵B＆W︶社製のデ壱 講求訴訟とは珊に︑昨窪二月二十

遂行を怠ったため︑饗M工−二腎 二号機と同極のバブコック＆ウィ

であるB＆W社を相手どり︑薫態試験をうけた二十二人のGPU社

五日︑？厳王⁝二華箋のメーカー

・㌧

原子力はメリット大

スベッセ鳳子謡講磁所で発磁しだ

塾

て追加の月島は篶慮しない﹂との

ト︶は︑それによりもたらされる

たため︵この二人は丁頂1を辞騒 子力発撫による利益︵ベネフィッ

をはたらいたことが明らかになっ

試騒で︑二人のqPU強運が不蹴

TM一一号の運 撹あと制︑蚤す鐡ぐ食に︵唱NわRれCた︶Qがこ欝の示番しのた

の騰員が重重したことを︑澄明力

隈故を知っていた︒デービスベッ

いる︒

挫に撮慰をもたらした﹂と述へて

た脇故ときわめて類似していた﹂

N残Cの規制怠糧には︑過当の セの購故は︑その後版雄1で起さ メの損葦舟憾塁塞を行っている︒

原子力発魔隣の轡故にもとづいて

lが再試験に合肥

転員は十分確保

GPU社は︑灘初︑昨年ヤニ月

NRCが︑GPU鴛やその他の
と自
懸携しているQ

力会社に過切な讐蔵を発しなかっ

たことが盒まれている︵GPU祉八日︑NRCに戯して︑今回の訴
訟と岡額の損霊賠騒購求崔行って

㊥

たもの︒この臓果︑TM玉−一零 危険︵リスク︶より穴きい︑とい

ば︑①鍛1灘敵は防げたとしてい いたが︑今焦六月八日︑NRCは 来国のαPUニュークリア社は した︶︑画試験を行つことになっ

は︑適泌な鱗乞が出されておれ

〜

氷議会は︑十︷月二十鷺醸︑エ

次に︑核融禽蟹は︑総額で四億

三千五資万がの予籏をつけたQ

った高混ガス炉について︑議会は

がに決まった︒政膚が謂ナしなか

染︶閲係盟は︑ニヰ六齎七十五万

1︶一一同機のクリーンアップ︵除

スリーマイルアイラン賛︵丁鍛

ネルギー省︵DOE︶閲連の︸九但し抄きをつけ筋えている︒
八二弾綴織撮法集を成立させ︑大
統領の蟹脅のためホワイトハウス

それによると︑核分裂の研究開

に送付した︒

発劉は︑政麿敷求よりも若干少な
い十簿六千万︒がに決まった︒

このうち︑クリンチリバー高趣

イラク炉を再建
しないよう勧告

求の二鯨五千四齎万がの癌額は認

大な開戦︶後の登傑一月半笑施

ベギン菅絹が仏政府に

められなかったが︑CRBR礁設
るが︑これは︑ワシントン算用ン

された畜察⁝⁝の粘緊と完全に一

オシラク

その後︑復旧作集が遮み蛍棄に

堕した︒岡敦致はカトリックとプ

ロテスタントの二＋瓢⁝教団で構成

を

蒼察がnえる状態になったため︑

琿施設に送られ︑ヨウ藻一三

・hールドベリ原発では︑検謹測 されている︒

外部に買出したものてある︒

馨ソ縄

なかった︒

甜画はほぼスケジ甑丁ルど36り進 フオードの核融禽材下身慰試験施

タムーズ量子力研究所は︑今媒
六月墨田︑完戯闇近のダムーズ一

設︵政府要求ゼロ︶に一千四爵万
バが鯛り当てられたため︒エルモ

バーンウ・ル轟処理施設の研究

められる獺郷しだ︒

よう勧魯し︑再建した場台には趣
9研究炉が除爆饗蕊に利期される IARAの二人の保瞭描躍担当冨
牧する︑とIA総A費察冨は指離
激爆破することを氷鴫しπ︒

IAEA齋築宮は︑局濃縦賜胴

している︒

バンピートーラス原理実謝脳設︑

百間にわ

たってタムーズ研究萌の費察を実

は︑十一懸十筆墨から

開靴蟄として︑一千五卜万がが認

って為襲爆繋を受け︑同炉はほと

こうしノ、縣雲倹を生かし、原子力の各方他設に：、敗射彩k

鱒

ミラー核融合試験薄野︑トカマク

リティ・ンステムを開発：・納入してまいりました

管

大型コイル試験装躍︵LCT︶︑ と艦署したイスラエル空戦機によ

フシセイづ一網永隼金融桃閃1こ対し、金庫室犀と七キュ

一旧

需

められた︒しかし︑畿会は﹁八二

金庫づくりの経験か原子力事業にも生きています。

≡

増稲昌炉︵CRBR︶は︑六月二十
五千六酉乃が︒このうち︑研究開

ダす

22

する画塾を発表した︒

園際原子力機関︵工A鷺A︶は んと破壌されだQ

藝鑑

4
﹁謂求の卿由がない︒請求幡醸ぞ 十二層三臼︑門鑑就は︑スリーマ

GPU 穏 は ︑ 誤 訟 の 中 で ︑⁝N
力法の規棚体累とは購いれない﹂

る︶︒

・

RCの工費官と趣のNRC高
と篇
して︑請求を部下した︒そのた
淋︑や・

TMlの除染関連に2675万ドル認める

爵

筑
葬だ坦後は︑バーンウェルに対し

菱

こ端紅

灘盤i

騨

・・

米議会、82年度エネ予算：通過

森

UG
社P
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新
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産
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（第三三麺郵便物認可）

第1竃09号

電事審部会が野間報告

費用は回収価値以上
廃炉費用等は検討を継続
﹇晦処理費用を隙気料金縛目に盛り込む必蟹がある﹂一⁝罐気聯策審議鍮料金制農部金︵募金長・単舛露⁝二郎新臼策製鉄網織役︶

は二田︑﹁原子力バックエンド蟄幣の料金原姫上の取扱いについて偏と題する中富帳告をとり濠とめ︑笈優逓産相に提出した︒これ
京で再処理蜜湘は回収されるワラン等の価伯によって相殺されるとの判騰から料金原働にもりこ謹れていなかったが︑そのこの検討
で処理費がウラン箸の偽偽を大鶴に上目ることが明らかになったため︑その費矯を原備にもり込む方針をきめたもの︒しかし︑魔羅
物処分︑廃炉など再処理以外のバックエンド鷺罵については﹁現隠嶽では犠絹の禽理的算定は困難﹂として︑さらに検罰を縦続して
いくことになった︒

認胃

歴物は海上輸送も行う︒石材の調

魚揖の不公正という恥感が発生

なり︑欝気の鰯蟹脅騰に世代聞の

来の鍾愛象が賃撹せざるを得なく

ては︑現購点でなお不届定な聾素

しながらも﹁これらの工程につい

罵に準じた飯扱いとすべきだ扁と

用については﹁理諭上は再処理費

ている︒

理的決定も園戴﹂として︑覧送っ

﹁こんご︑原子力発臨のウエイト も多く︑それらに要する費用の台

することになる﹂と強調︑さらに

が胤まり︑醇処理が本格化するに

プ分はO・園％程度にとどまるも

備にもりこんだ場台のコストアッ

通薩鍛では再処理紫黒を料金瞭

ともない︑この黙認は無視でさな
いものになる扁とし︑是正の必要
性をうったえている︒

にもかかわらず︑

引当金を盛り込む方武を採馴する

律から膜価計舞のさいにこうした

﹁再処輝蟹用は原子炉で核燃料が のと計騨︒次瞳の躍気秘説改定擬

その改纏のあり方については

生している欝

燃焼していることにともなって発

方針だ︒

求た︑このため露気勧業会計規

再処理が実際に行われる蒔点で喪
罵化すると︑再処理が将来本格化

上蟹用の部に核燃料再処理擬を副

︑適︑蓼諮鞭︑︐選

嚢
転凄

磐か多ぐ〆ジ

鋭気多

難麟︑

欝乎力では︑今圃の地理自治体
に対する開発三舞の説明のあと︑

ム討漁網ム誠賭開く

原発モラトリアムを求める盆は

原猷に入会

〒九八

住所仙台

＝

ントリー︑ダグラスポイントなど

九薙刊︶を翻訳出版し︑ひろく藏

のを契機に︑憂欝黒蟻版︵一九七

世界のトップを行くソ連の療子力

もに︑現荏︑窩逮炉や核融台では

本縢の著蓄は︑ソ連の原子力利

野を糧来展雲のもとに記述してい

る︒

は︑原産︒強襲課象で︒

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

十︷月十七日読広した田本アイ

ソトープ協会常携二三︑放射線蜜

の騨魅が十ご月露欝午後︑藁黛・

金技術センター理硲長山噺文二段

霧山轟儀所でしめやかにとりおこ

は田本アイソトープ蹴金盆長夢誠

なわれた︵巨写翼︶︒騨罐後駅長

雅楽がおごそかに奏でられるな

田鼠︑喪憲は里下箱男氏︒

の学識と人物だった山崎氏を鎚つ

か︑弔譜を述べた茅氏は︑﹁無類

かし︑山積する問題を解決するた

たことは︑私にとって試練だ︒し

している﹂と磁朗に欝つた︒葬儀

め︑この試練を東り切ろうと決心

には各界から約三齎名が参列︑響

蘭に蛋離を捧げて拝礼した︒

んだ︒

髄ぬゴム︵株︶

区大井七i三〇一八

代表取締役西徴敬雄民住酬品川

予一四〇

離で﹁今︑私達は何を選ぶ？﹂と

飾編護憲文藏氏

@臨話〇一瓢瓢一−九六一一一一四一

艇隅の出晦一一五⁝三三

入鼠

︵株︶宮城テレビ放送原鳳に

縄話七七閥⊥欝一一

十︷月㎜嵩十三︑上京︒国鉄労働云

題する﹁原漿モラトリアム麟民甜

論会﹂を行い︑約七十名が餐加し
た︒

同会妻溺局長の一年醐の漁鋤報

撫︑野間宏氏のあいさつに議さ︑

小野樹葉が敦蟹瑠故やむつ闇題︑

往所

原産に入

代嚢取締役相沢昭二氏

棄興機械工樂︵株︶

会

億話〇

原配に入会

一＝

﹇恥毛一九i一一

社長一力︸夫氏

l黶Z二ニニー二九一

デ九八0一九

仔四隅謝讃八木

ているが︑まともな上図とは思え

出香灘町二六一一

策北放送︵株︶

ナ・蒔間がたつにつれてその不利

し︑﹁そのためこれからは地道に

益部分は増大する﹂と聞題を挺越

靭のオプニンスク原子力発臨勝の

はじ藤り︑原子兵器の製造︑世弾

エネルギー解放と収得への魚から

δ▼＄080＄δサ◇φ鼻守◇◇凸サ◇￠畠孕◇φウ3貞9S鳥凸V蓉0◇￠暮ム？◇壱今O

原産がペトロシャンツ氏著

ジ連原子力開発の

︑ソ連懸子力利用瞬無職澱金議
のCANDU炉型僚子力発亀所どで

ュメント︒タッチで無難するとと

建設など腺子力聞発の初娚をドキ

溝護法のひとつで︑①暁液が一切

すべてLを刊行
発生せず︑放射性騰埋物は嗣形物

行しκ︒

土製の磁な内審は︑ソ連での核

こんなときがlNlSの出番です

灘

菰

ステム除優を含めた原子頬系統す

則の勘定科屠を改正︑損益計算麟

上するとともに︑黛借対照爽上の

み︒海崖線に沿って灘北に細長い

九万平方層の九九・九％が蟹収済

つだとしている︒

べての除染に灼応できる然制が二 ギ←釜鰯えていくしかない﹂と鮎

ととなり︑料盆の不安定化を招く
ことになる﹂と撫鋼︑﹁こうした

賃債の部に再処理引当叢を甜上す

飽形で︑横約一・五爵層︑縦約六

した時点で急激に蟹則化されるこ

蟹態を避け︑世代閣の賃担の公平

さらに︑引罰金を無税とするた

る方式とすることになる見込み︒

二一膨

石油を節約し︑原発以外のエネル

た諸点で引当金を積んで職用謝上

噸一一7

原発モラトリア

を磯保するため︑核燃料が燃焼し

締規の広さQ北側が藩候電力︑階

一署

難内には温排水の拡散予測をとり
家とめ︑家建阜凄にも立地予定地

協と漁業補蝦交渉に入る葱向だ︒

鹿読物の海藻投藁などの原子力騨

梁田工業では︑秘画︑運転申の

ひき続さ轡田規久浮雲が康発の

三一六

発をめぐる情勢報告を行った︒

原子炉糸読のシステム除染や騰炉

経済性をどう考えるか︑と題して

茨城県那珂郡張海村大字村松二一

解体時の削処理としての除染に︑

二九二八一二i一四
この技術を適用していく溜巧え︒

また同軸は︑すでに原子力発艦
染する機器や配繊に接続するだけ 所のポンプや機器などの単撹装灘
で行えるQまず︑低濃度の漫罵除 の機械︑化学除染で数多くの業績

し︑機器内の翼翼は元の状懇とな

﹁原発のコストは致い︑といわれ

講演を行った︒その中で飼氏は︑

実翻されているという︒

一﹂
二 二雪ニニーニニ〜ニニー二 玉 二 玉ニニ玉 二β玉一
一

除染技術で契約締結

燦麹罎枇処理費安い可搬式
実際の除染は︑この技術をシス
一月三＋日︑カナタのロンドン・ テム化した可搬武除染装灘を︑除

粟田工業︵中村爽夫祇疑︶は十

染剤を機器内に浅瀬し︑内部を循

その実施椹はロンドン・ニンーク

る︒

があり︑この技術導入により︑シ
した︒

環さ舷︑放尉化した猷化皮脹や金

リア社がもっている︒

︵AECL︶が開発したもので︑
剤は︑陰イオン受換樹脂で除去

一九七〇無にカナダ原子力公祉 属イオンを蹴り除く︒そのこ除染

キャンデコン化学除染技術は︑

化学除染技術﹂の藤入契胸を緬議

ニュークリア歓と﹁キャンデコン

いる︒

め法人税法または租税特瀦拙磁法

舳轟

瓢

する方践が趨妾だ﹂との霧えをう

二p一再瞬

轟P一﹁

ほとんどが軍たんな原野となって

石田

二

側が東北鷹力用地となり︑現征は

⁝一一㍊

一一﹁︻

る︒

@一一二

片聾柵

上の描躍を講ずることにしてい

れるにおよんで︑実隙の魯処理日

﹃零

しかし︑低申レベル放麟性廃纂

用は回収物資の緬慎を大蟷に上譲

凹剛一﹁

繭匙力窯社が︑叢終的には三一

鐸六月の予定︒

曜

ちだしている︒

議長︶を中心に翼体朗なつめに入

男麟際エネルギー政節フガーラム

物やガラス囲化体の処分︑馬田な

鱒曇臆h一﹁ 騨三＝

の新展開扁に墨ついて︑両祉共岡

両脚力会祉で禽愈しだ﹁広域運磁

一一＝胃

は︑両骨それぞれ敷地蔚面海滅に

船耀壁を設ける︒

側嗣地約四魯墨黒方厨の総九九︒

千万KWの熱源立地を蕩えている の海城離面に漁業櫃をもつ白田︑
鯨円をかけて建設し︑幽翠および

八％︑東票露力側用地約圏徴八十

策北鷹力と索票館力は四臼︑磁

達は現在︑原石山候補地をポーリ

﹁下北地点扁はすでに︑索北寵力 小笹野沢両漁協をはじめ︑関趣漁

復水器の瀧排水駁は臨巡合謝で

発生夏芝をそれぞれ折饗する︒む

づ

鎌秒鰹三西二十ナとなり︑防波堤

森市内のホテルで欝森興下北郡索

ング調査しているが︑既設の採石

︐雪ニ乱声 多 玉 二 一

工は覧十・九薙七月︑運開は六十五

通村に共岡で建設を謝画している

路を利用する︒協鴻建設資材や盤

籔理脅と十分協綴のうえ︑既設道

ては︑石材など陸上輸送は︑道路

工製に必要な費材の運搬につい

書けて使用する予定︒

小計部川から取水し︑貯水旛設を

家た︑淡水は︑敗地内を流れる

取水口を設ける︒

る︒冷却水の取水設備は︑総内に

に設ける放水口から沖禽放流す

で廉北電力側閑地内に約四千五鷺

防波堤を構劃し︑三千ナ級のけい

掴一閂篇 蕊一一7

このため︑現行の取扱いを紺讃

使罵済み燃料の再処理饗用につ

ど再処理いがいのバックエンド照

をするどく搭摘している︒

いて昭和五十四薙三月の岡部難中
すると﹁蕩処理鷺馬が闘収ウラン

二欄

犠の臨監を上圓る部分は︑結周将

牌竺響

わることかあきらかになった扁と

二＝一

し︑現状に矛顧が生じていること
門H一

それによると︑蝦葛は巌ず環状
一一一誓

っていたもの︒

蕊篇h

ことから︑こんこの内外の騎態の
について﹁再処理費用は︑これ墓
で総収されるウラン等と岡岬の働

推移を見極めながら︑その取扱い
を蝋纈していく必塾がある﹄とし

産として計上し︑盟胴扱いはして

懲をもつとの判断から︑核燃料資

これをうけて︑昨鷲十月には欧
いない﹂としながらも︑﹁しかし︑

ていた︒

などして講査をすすめ︑今織十月

褒罐綴織金制度調葦簾を派曝する
さいきん鶴処理技翰が確凹し︑閥
業総総も綿鵜蓬れ再処理が実施さ

羅縫
蘂

工簸矯電源は︑東北霞力の系統か
ら十五万四千ボルト送寓線で受懸

鴻鵠魔力については︑一思機薦

すでに︑カナ4の蕪PDやンっ
に二十七万五千ボルト送鷺線︵五

この技術は︑化学除染のうち鴇
戴北郷力常鵬︑鑑村遡︑藁京角力

採用され︑高く認価されているQ

難広原．小力だ凝会議はこのぼ
常理が︑地元からは北村蕉哉冑森

だけなので︑後処理がきわめて答

求た︑BWR型學力議所につ

用に関し︑国家の中枢州立暢にあ

︵送料別︶︒注文・問い倉わせ

A5判泌奪︑短働四千鉱稲円

技術の現状と︑祉川童掘製織での

十刀ボルト設計︑一薗線一ルー

易で︑処理澱も細い②冷却柑を翻

いても︑米固のバーモントヤンキ

瓜讃は︑〜九曜七疎十一月︑田

り︑一一十五琿以上も︑開発研究を

疑A・M・ぺ・♪ロシャンツ氏蕎 ソ聞の原子力技術の交流をはかろ

漿知騨︑川原田啓造銀通村総髭ら

ト︶を新設し︑東北電力の既設二

出することなく除染ができ︑しか

ーやブランズ・ウィック和子力発

木原子力職業会議とソ麹同職二会

原子力開発の課題など︑顧広い分

両社の装画によみと︑接眼万K ＋七里五千ボルト系統に連系す

も短期間に除染ができる③除染に

慰所の炉浄化累︑ナインマイルポ

﹁ソ遠田子力開発のずべて扁を刊 うとするだめに刊行されだもの︒

る︒二郷機以降については︑五十
W級沸騰 水 型 ︵ B W R ︶ 原 子 力 発

際して︑ポンプや配懲︑タンクな

掻覆してきたテクノクラート︒

が掛鵬しだ︒

駕勝園璽︑台計四酉四十万KW 万ボルト脱出畿系統を新たに構成

る協力のための協定﹄が結ばれた

との間で﹁原子力軍和利慰におけ
一八機は閲憩五十五露十二月に

し︑一事機薦送電線と速製する︒

ロ

一り的R力録所つ
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い
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比ています。振木の挑滋機関は欝本原子力研究
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特長をもつ︒

聖職には奪回側から︑保坂政夫
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場を含め︑今後検討して決める︒

東北電と東電、地元自治体に

画を︑陶森県︑東通村など地元開

1次計画を説明
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働電子機器に使われる半導体シリコンへの中性子照射

㊥高分子轡料の改質

劔電線被覆材等に対する耐放射線試験原子力の平和利用は発電に、放三線利用に、確実に進展しています。

品質と実績で知られる
＝＝
@
@

一

▼

甥
1＝懸

囲
纏

専門家の翻訳自宅アルバイト歓迎（秘密厳守）

ｧi89東京都東村山市恩多町5−i5−io
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翁書置量26円（送料共）

GEと日
立︑東芝

初めて対等な立場に
無難開発初期から協力を﹂
※岡ゼネラル︒エレクトリック︵G琵︶社は十一陽︑臼立︑東芝爾祉と修養していた﹁BWR発慰プラント・システムに食する技
術臨ヵ︒鯛報交換協黛﹂を拡大し︑期限も十山回延長した︑と発卸した︒これまで︑同協溝は一方繭な技術轟入契約の色彩が強かっ
たが︑さいきんの爾庶側の狡多力陶上を反映︑鷲たに短軸な立場で協力関係を強化することになったもの︒GE社では︑げんざい八

か踊十九歎と飛WR技術協定を締粘しているが︑今國のような協力関係に入るのは臼ホが初めてのケース︒今園の薪協建への移行

立︑彙芝の技術力を高く評価︑

十一凹︑東蝋・溢区のホテルメーカーにまで成長した﹂と日
究開発は膨大な資金が必要であ

進め方については﹁原子力関係研

日立︑東芝は成長をとげ︑圏懸盤

閲係について﹁この協定のもとで

ップレベルへと大きく雨進ずることになった︒

は︑G猛縄が隠本鋤の技術力を高く諦価していることを素通し︑わが国メーカーの原子力開発は＋五鐸の歳月の流れをへて︑盤騨ト

・オークラで記霜盆見したB・ウ
﹁これまでは設計園ができてから り︑作叢を分握しあうことで︑お

さいしょに協驚を締鮎した当時に

驚締結について二九六七年に︑

トナーとして︑開発樹期の段踏か

たが︑これからはイコール・パー

協力を行うというような関係だっ

ィーについては﹁新霊庵への移行

る﹂と歩調︑さらに︑ロイヤリテ

薮いにメリットを得ることができ

も︑こうしだ形がとり入れられて

ア︑スペイン︑ドイツ讐との協定で

で初めてのもので︑こんごイタリ

行について﹁この綴の協定は総懸

と評寓したうえで︑斬協定への移

にも非冨に成功した典型的な例﹂

ルフGE社劇祉長は︑今圓の新協

くらべると︑いまでは脚本は世興

になった﹂とのべた︒

にともなって大編に戯少すること

来は︑世界のβWRメーカー︒フ
ァミー3⁝が同じカサの下でお互い

織
︑ ≒．しミ ・●帥︑〃い

肇月5四重前十一時半から
離京プリンスホテルで
臼本原子力産業会議は︑新審
傾例の原子力関係薔磁刺繍換金

十一臆単から午後一肪塞で︑昨

舘と問醸︑策康︒捲眺芝公園の

藍蝋プリンスホテルニ階︑プロ

どデンスホールで難きますので

凝蜜内いたします︒

日本原子力趨簗会謹

口胴電力は素繕灌業の儒要不振か

・三％の増頒となったものの︑大

こうした﹁大口磁力﹂から﹁家

ら瓢丁三％の減少︒

野望慰好﹂へのシフトにともなっ

て総売上げを押しあげる形となっ

ている︒これは︑送雌コストなど

ている家鷹燈電気料金のシェアが

から大口磁力にくらべ罰隅となっ

勲が︑KWU型PWRの灘入醗
山②
能海象︑海域状況︑海巾蛋物調 増大しているため︑総売上げの伸

に悔報憂換を行うという園際的関

これに醜し︑経鵠利益は三千二

びが大きくなっているもの︒

係をめざしていきたい﹂と展望し

観︑騒辞振動︑大気環境濃繊調葦
﹁？WRを研究すれば︑いかにB

鷹③気象調査④勲植物︑薗然鍛
織調査をはじめたことについては

また︑G鷺︑藁電︑下立︑礎芝

た︒

WRがすぐれているかとの思い壱一1などを鷲だに実施することに 冨九十七蝕五千二禦万円で︑崩露
っているABWR開発計画につ強
いくすることになろう﹂と薗仙を している︒
同期毘麹ごO％麟少した︒これは

が中心となって実施ずることにな

力動肉については﹁ここ玉藍開閣

は篭えていないが︑ABWRが弗さいこに︑こんこの来麟の原子

かることになる極込み︒

開始から︑少なくとも一隼以上か

たって行う必饗があるため︑瀦査

これらの謁萱は㎎シーズンにわ

したものだが︑とくに減価嫉卸費

金体鮒なコストアップ傾向を反映

ついて調査串し入れを行っていた

て︑さらに二基摺設する斑能性に

に歯しても素ぬに献児をのべてき

につとめるとともに撮︑関西猛然

﹁環境認査開進﹂を

これに紺し︑地元では町議金が

嶽ある論文がえられたことを弩騙

と判断し︑国︑関西鑑力からも誠

住民の大方の理解が響られたもの

ことに対して︑町豪局をはじめ町

長から調査受け入れの了解巻得た

築山白磁常務の談羅煮田︑町

たため︑自重同期にくらべ大震な

却をはかる定宰慨却法をとり入れ

た定額俄却法にかわって︑最臓

これは︑これ求で採用されてき

あるかもしれない﹂としながらも

県議会をはじめ関係方面の理解を

感謝している︒こんこ︑二塁局や

と殿乎力の簡稼働率が全体を支え

また︑点葉淡算では水力の混水
より・げんざい原子力鄙門全館の

減鋼演却螢増となったもの︒

規横は軽爆レベルとなっている﹂

九鷺力会社の中間決算

や衡為変織の影響を受けやすい体

囲電力会社の淡騨は騰際看油市場

ているのが実情︒このだめ︑わが

占める燃料螢は瓢一五％にもたっし

げんざい︑眠力会敏の総支呂に

た︒

のコストアップ拗制につながっ

る程麗おさえることができ︑全体

つ︒これによって︑石油火力をあ

る役臨をはたしたのも特色のひと

・フユエル社︵出資比率一1G斜懸

○％︑直立︑東芝各面〇％︶との

された︒

技術交流協定も岡様に拡大︑延最

畿力九社の九月巾間決鋤がこの

それによると︑五十山ハ隼度上期

ほど繊そろった︒

の九祉舎計の先上醐は五兆灘千五

びが二・三％の微贈にとど織った

の健進に全力を傾注していく方

維持するためにも原子力発露開発

界では脱石濾を進め︑安い電力を

こうした膏嬢をふまえて総力業

貿となっている︒

礁設︑運轍の段階で各種の馬糞を

ことを反映したもの︒需要の内訳

なっている︒これは霜力需蟹の伸

薫七十五一円︑繭日岡期七％増と

行ってきたが︑三︑四号増設の具

冷罵総饗の傾ぴなどを反映して七

をみてみると︑家庭獺は麗期の

針︒

体的検講には調査に不足する点が

布の鎌継でも帖に問題とならなか

命な余裕が示されたほか︑出力分

御極のパターン交換器の出力上昇

同装置は︑原子炉の趨動特や制

った︒

循膿流騒を制御し︑炉開力︑発織

魏魏塘嚇・継母機以外にも岡装膿

寮京電力は︑原子力発鱈所の負

領域で︑最大出力変化編二〇％︑

を誠継していく購えだ︒

なっている︒漿敷電力では今後︑

開発し︑福灘第一原子力発勘所五

〇％という条件下で︑八つの出力

簸大出力変化率は一時間当たり二

にも︑窟動的に運転できるように

二機で岡装礫の各種出力テストを

避紙は︑定格出力の九五％以下の
福蝉県︑同県議象に対し︑﹁大豆

繰り返していたが︑このほど噸藍

機出力を鮒御する方法︒出力調整

三︑四轡機増設のための調車が円

同で原子炉の蔭動出力調整装瞬を

滑にすすめられるよう﹂求めた論

荷追従還転を行うため︑策芝と共

東電福島第一原発5号機で

負荷追従試験が成功

あるため︑①地形︑地質︑地盤雪

関顯露力では大飯一︑二号機の

かることになりそうだ︒

売上高は前年
同期比七％増

謹た︑GH社と日本エユクリア い︒

とのべた︒

簿て蝋臼も輝く調叢に着手した

﹁受注残賜や核燃隅部門の妊調に 議食︑町麗の理解鵡協力にふかく

子力部門を多少︑縮小することが

表明した︒

窩にいいものになれば︑楽囎で新

ーカーと総懸︑場禽によっては原

内受注がなければ︑他の原子力メ

ては﹁当面︑豊本以外での受注

しい霜場がひらけてくるかもしれ

播井県大飯町の猿橋貫一町長は

十月十六日︑

して︑開査を進めることを了解し

の増加がひびいているQ

ない﹂と瘤摘︒さらに︑臓立︑畝

駝悲会見するウルフ劉社蝿

九田開かれた町講愈で﹁関鱈堰力

た﹂と滋明したあと﹁この結果︑

蘭環境調査を受け入れる﹂と正式

うちだしたのをはじめ︑町勤局で

だ﹂とのべた︒

も︑これをうけて地蔵各地区に欝

関西尽力が今織八月二十五臼に

消置きき︑調査受け入れの燵非に

する説開会を実旛︑酒面の悪潮を

こうしたなかで︑三十地区︑十

紙餓が手動で筋向設定器の設定値

溢血畷による運転は︑発電所石

冷却水流騒の変化が解析値と一致

帳でも︑蔵置機出力の時間変化や

義義の九五〜七五％出力の調整運

試験の結漿は︑出力変化速麗の

ます綴織ってきている︒

た負荷欝欝巡瓶の必饗性が︑ます

大するにつれ︑耀力露頭にみ撚っ

が︑将来︑原子力難燃の棚禽が増

スロードとして還艦されている

日水の原子力発蹴は現征︑ベー

二団俸に対して説明会を行った結

省の性能試験に合格し︑十⁝月二

を変熟するかわりに︑闇勤出力調

調整パターンを選択できる︒
額欝を提出した︒

てくることになったが︑禰井県は

十五薦から語用運転にはいった︒

げんざい︑敷賀原発一点機運転再

この結果︑こんこの熊点は県レ

このなかで︑猿橋町畏は﹁藤蔓

ベルでの異体的な許認可にうつっ

調査詳し入れば臆硬な問題であり

ても︑どのような出力領域でも十

した︒濠た︑燃料の鰹輪帯につい

今園の表陽となったもの︒

遡闘させる欝画だが︑大飯発躍駈

変化させる︒それから︑冷部水繊

整装鰍を使って負萄設簸器の値を

懸紐百二十万KW原発四鑓をあらたに

は敷地が酉六十万平方溜あり︑土

開難題︑岡二号炉増設問題など蜘

れの蔵商をもっている扁と戦断︑

巣︑﹁大部分の町蔑は調査受け入

この麹明をうけて局町は＋臼︑

旧し入れを行っていらい四か月ぶ

の調査スタート濠でには時間がか

＝榊瓢一一隔日＝糊二コ鷲扁一＝一一＝コ一一＝冊篇＝＝幽一一補一一脚一闘＝一冊一齢一一＝一＝＝一＝翻＝圏＝二冊偏冊一冒＝一＝︻＝零一嘗鞠

いくだろう﹂と指摘︑さらに﹁将

D昨削

稜みの問題をかかえておの︑実際

ついて検討作業に入っていた︒

、かの

慎璽に対応する必要があるとの

φ

認

難露

誠鵠．／

難轡鼠慈︑

響鑛難

蕊菱原子燃料株式会社

ています。

麗ら一
萱午月
。後五
慈一関
之肪（
乞塞火
公で）
韻、午

観燕から︑編広い住民の雲向細雪

蕊菱金属株式会社
箋菱電機株式会社
三菱商事株式会社

、

地に余裕があることから︑すでに

三菱重工業株式会社

簗菱原子力工業株式会社

三菱グループは永年にわたって積上げた
技術と経験をもとに、安全性、経済性の
高い原子力技術をお届けする努力を続け

遍晒臨

三菱PWR燃料

二十を
ン＿
司臆来
羨属丑禦

遼署している蝋︑二弩機に隣帯し

閲酉呪力では六十五無度までに

た︒

へ大きく酌進ずる見通しとなつ

第一ステップとなる環境調査実施

原嚢鵡︑爵号機増設問題は︑談ず

りの正式表明︒これによって︑岡

に喪明した︒

発覚駈叢︑四号機期設のための事

から配し入れのあった大飯療子力

もの︒

驕駄増設調査受入れを表明

環境調査に向け前進
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さらに︑陶氏はこれまでの協定

でも輪数の原子力発蹴園に変ぼうらアイデアをだしあっていきた

っている︒

大飯原子力発躍所︒三︑四暑機は手醗に毅麗される欝爾とな

優れた技術と品質を誇る

醗
⑳

雛講難灘潔い臨欝欝建碑の

貝
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ムーズに逢んだのは︑同職した政

五︑フランスの原子力開発がス

のみならず︑挙騨︑研究技術惑︑

りをもっているQこのため︑政界

公姦の福祉など広範な方面と係わ

イン計爾は︑中簾への石縮依脊率

﹁西独のソ連とのガス︒パイプラ ラスになると思う㎏と藷つた︒

記蕎会見の藍那︑近藤議縫は︑

発注する堀愈は︑六浄万KWなら

かは決まっていない︒フランスに

六十万KW一命か三十万KW二墓

W原発の炉型は舶雪水型炉だが︑

一辺倒から脱却することからみて か月後濠でに握出するQ六十万K

策があったことの議焦である︒西

紀要で︑この窮命は︑家さにこの

産業界が対話を付っていくことが

禽を沼本で開くことで倉難した︒

独では︑必要以上に規舖がきびし

だとテクニカトム艇になる︒

ばフラマトム社だが︑三＋万KW

る︒メーカーの選疋には政治的齪

ひ

および照十万KW殿発を開発した

よぼすことになろう︒

れ︑天然ガス旧格交渉も影難をお

KW隙発の建設について︑技術・ 薩独のKWUも恵欲をみ︑せてい

取敢え誘髭力はスペインを通じ
︶

ため原ヂカが露寒たという懲兜は

政艀部内でも藷次強くなってきて

備幡

すぐれた技術と経験が確かな実績として数多くの原子

理解でき︑西独脇門の発展にもプ

く︑原子力開発が抑制されている

原発建設の調査委託

慮か強く支捌するここが予想さ

での余議であった︒

ようなエーズを満たす麟家レベル

勲麟では︑地瓦幽独のソ遜との

︻パリ松本脇在量田アルシェリ

・スタディを委託した︒

饗済︒資命日のフィージビリティ

荻エネルギー計薩

状況にある︒十一月の閣議で決定

により︑原子力開難は︑これ求で
ガス・パイプライン謡画をめぐり

アは︑フランスのミッテラン大続

した酋独の齢

のスローから脱け出して︑今後は
累図側と西独︑揺添の憲見の贈立

領の訪問に読いてソフラトム社

︑

器遍羅
ゑ
報装幸
懸視騰
知監謝

モほ

感C上

鶉

施設で生かされております。

この南堤では︑鍛近ゑ＋万KW

畷蔵するものと聖徳されている︒

政鐵をのぞかせる一面もあったよ

が微妙に反映︑複郊なエネルギー

∬晃仏ソフラトム社に

烈国のレーガン飲縦は︑原イ力開

うだが︑鰹界経済の蜜定にとっ

発を推澄するため︑閑家の介入を

この研究は︑沿勘のサイト選

に関するもので︑十二ないし十八

定︑技術仕慰︑コスト︑職貴など

コ

ダンジネスA

いる︒

へψノ警ざ

ジ︾岬

廓

窮

放釜扉チブ
種孝水ット
各各防ハス

朧繁

蔽縢靡至難

熱線感知警報器インフラガー韮も

︵原子力ハ五〇％︑仏惣力公社五

○％を供給する六十万

〇％︶に︑一九九一晶一九四奪濠で

て鷺DF︵フランス織力公社︶から

に霞力の

供給を受けるよう描冠した︵幽思

て︑原戦力の縦笛は必要不二欠で

いし︑増猫炉との細盆わせも検浸

の供給を憂ける協定を綿紬した︒

に近い原発に鷺O％出鎖して慰力

KW薮︶︒また・スペインの鰯擁

余裕がない⑤エネルギー供給のな

さらに︑リスボン南方シネスに石

対運動が激化している④蟄書的に

かで露力は︸万％しか留めていな

しなければならばい③環境派の反

あることで意兇が一致︑次圓の会

︐

り強い輝論対策に旗功し︑久し

闇題も︑くすぶD る︒その私かて︑イタリアが栢

二隼ぶり避癒再關へ

亀裂対策施す

︻パリ松本嚇在輿︼英国のマグ

ノックス炉のダンジネスA︑ブラ

ッドウェル︑バークレ；の黛開発

は︑冷却圓路の︑葡嬢慨駈に亀裂が

たが︑このほど籏革力施設藍麟宮

発見されて二烈餉から停比してい

庁は︑ダンジネスム響槻につい

︵八O無一月に揮止︶は十二月中

て試運転再開を認可したQ同機

C駕GB︵中央魔力庁︶では︑

にも試運転を始める︒

マグノックス炉の欠陥は一九五〇

沼代運転当籾からあったが︑押掛

の非破壌横蕉技術では発見できな

一号機は一九七九年孟月停吐した

かったとしている︒ダンジネスム

が︑修理は豪だ冤了していない︒

欝

バークレー一9機は︑山偏初

頭漁転巻再製できる状況だが︑試

電動感知警報器ダイヤラーム

入室管理装置

やめ︑南場観先を厳くことを磁心

六︑先進蟻酸図の除子鷹匠発は

した︒

⊃

物の処理処分論題が解決していな

いと提出されない②放射無想合 を逓られるようになった︒

﹀

しかし︑カー不ーシ﹂︑．ゾ吊命後
ユ

κ獅

⊃

W原発振渥を完成させて除子力が を鑑定した︒

発電羅の五〇％を占めるように
♪

国の

らの脱出の兆しが晃えはじめる

・製作納入例＿

原子力め将来で討議
経済安定に不可欠で一致
傭彌諸麟の自出の社翫をi一一九毛藤織十月のハワイにつづく鋤二回曙駅独原子力敵鎌塗譲︵晦独アデナウアー難圃︑米外女敵二

罐鴨刀不一足に対応

原子力建設へ繭向き
ポルトガル

外鎚負心を懸化さセていることは

⊃

便逢の騨へを或めるなど︑日本

ぶり曝了四白万KWの鐘設に

か︑それともソ連騰との格昌が

灘

．㍗定︒一九八一年宏月に魯旧した

遡転は出力を二葺％引下げて行う

同二号櫟は税在検費申︒

超音波感知警報器

分響研究所︑田本︒工業開発研究眺共催︶が︑十四︑十五の両日︑藺独のボンで開かれた︒三二には︑来團︑西独︑田本︑仏︑国

際エネルギー機関︵IEA︶の四か國一図野饗闘がら胸万レ名が夢加︑①茜側岡盟醸函てのエネルギー讃画の明磁化②発展途上覆へ
のエネルギー供給と蜜全僚隔◎廃置物処鰹処分の國際協力④原子力輸繊と核不拡敬葭策㊨累蕨政権がもたらした租界の腺子力開発へ

用を嵐けながり進めてい≦芒が

u原子力勲爵の促進は︑間際 含まれている︒この申で︑今濠で

同盟猷子力鮫撮工員長︑A︒ビル を緩秘するのに紅蓮している◎

の影響1一について︑酒発な討議がくりひろげられた︒会讃は十五口︑声明を発敦して終了した︒
康子力の将来の課匙を討試する

この閣議には︑来国側からH・ア クホ⁝ファ臨画炉笈傘協金理蟹提

なって︑政府も原発建設の再検討

建設も副燃している︒

農火力夕景藤を建設し︑一馨機の

ポルトガルは︑年闇八蔵万ゾ

しかし︑昨奪秋からの干ばつの

の石譲を輸入しているが︑それが

い一などをあけている︒

餓が鰹証し︑︵澱近は出力の薇O

協力の麺磁をつくるQ嫡速記殆 の米国の核不拡散愛慕が課りであ
ら二十名︑IEAからはU・ラン

％︶露力不覆が深刻化するように

グエユ︼・ジェネラルアトミック
ったことが指摘された︒

敵府は一九七

︻バリ松本醗譲聴扁ポルトガル

炉︑飼灘ガス炉︵さらに放財田醜
四︑コストの安い原子力は︑凹

に第一ぢ距十万KW原発を完旗さ KWで発露蟹の七〇％を禽める﹂ 理田としては︑①サイトの観三眠

ツケ璽務局長らが出席した︒
︵GA︶社長︑H・ト⁝マス． エ

本と西独のエネルギーの価格安冗

素数が一九八工⁝八．二蕉にならな

ため鱗力のヒ五％を占める水力発

菓物︶の先釣的技爾開発では︑資

に嵜翻し︑両麟の出漁経済に多大

し︑誤た一δOO珠濠てに薗刀Kの籍政緻は︑この謝画の実施を騰

ネルギー欝︵DOE︶鴇際間融卿 最終臓の十五口︑臼果独漂子力
本力と経験を集巾して︑お楓いに

せ︑さらに九〇郊激でに万十万K ことを鷺糠とする原子力開発計測

︐

蹴った︒
り

施頃揺申で︑照年も﹁調轄期偏

誠けている︒途﹂悶爵﹁アラブ

この昨処理の鮒は︑1NFC
猿子力会舐﹂のような根ね協力

への負託も出はじめている︒

Eで提超された諸無題の張解決 への動きを強める一ヵ︑先進瞳 動き出したのが注目されよう︒

μ界的には︑フランスのミソ

が規く公算がた・乙い︒

ヴラン酸橡の誕坐も﹁講整期﹂

イタリア政臆は晴間をかけてあ

を示すものだQ田断隙無刀機闘

で︑コンセン歩スの形成が機能

︵王AEA︶のプルトニウム鯛I
際A廻A聡務総畏の選出には議くまで必痩な手順を尽くすこと

︵技爾︶援助の拡大を験馨し︑

の飽盒いを強めた︒斬政絶は発
足臨後に万謂画︵五サイト︶を

擁難したが︑その単三d画凝解 管理︵︷PS︶の検討も狸々と 大限の抵抗を冤せた︒鏡在入札

めざしている︒大型高達増殖炉

雷六＋万KW︶の設議導蔓

ドイツをはじめ︑ほとんどの銚

来年は︑滋側臨界に講野期か

遼国で尾凌引いており︑とくに

いうまでもない︒石譲倣待脱却の

の影響を装えた︒ただ︑来図は︑

︶

︐

一餓をみた︒これには︑もちろ 蜜い石炭があるために恥情が少し

︐

ん︑さ濠ざ＊な娼躍により黒蜜転
3
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は︑原子力の輪娼について世嗣の

蕉︑﹁八O奪ころ W像発意薫を難難して舎摂し暫万 跳︵らゆうちふ︶してきた︒その

協乃していくことが藤棚︒南米独

発揮して終rし罵Q
一︑照嵌独は︑今筏も︑附子力

会撫難局次長ら・エハ稽︑騰瓜側か

遵次蜜補︑R︒カウフマン来囚議 改簾金展は︑脚下のような声明を

らは小窩山電四郎元郵政大臣︑古

について引きつづき討議する︒
一⁝︑原．噛力エネルギーは︑広

罷申心とする総命エネルギー経済

繊麗急一議大名婦験擬︑田鵠茂文
義︑石櫃の繊絡をトげるのに大由．C

野山又六κ二三特任金甲大使︑近肝

原盤サービス宿携︑秋元勇磁三遭
く貢献している︒とくに︑エネル

鋏雄衆厳睨識員︵潔民宛隅際局長︶

金属富甥︑飯鋤季雄原録梼轡課長
ギー資源に鼠まれない第蕪世界の

︑／

風なはかっている︒
三郎の聴の本欄は︑INFC

西側世界の﹁調属下﹂とは対
議画は︑核燃料︾イクル全艦の

ゆのメキシロの二曲閥十万KW なことを承したG

照的に︑ソ連關は石穂節線のた

して需り︑ゴルレーベン甜幽挫

めに原子刀依存を強めつつあ

折後の西トイツ再処理踊醐の

技術移転を条件

る︒ソ遡は前期実績の千三薫五

政事をふくめて︑ほぼ従来の原

としており︑全

除し︑醤処理受謁や発醸炉輸出

しかし︑鷲蚊銀の死去は対外

遅れ︑闇題の廻

米は原子力積極政策打ち出したが

途上国の要求と

館︶の二千照醤〜五酉万KWへ

計画慣標を引き上げ︑八0隼代

＋万KWから今期︵八一〜八五

力協定終結を交渉している国も

に反紺を隅き︑来國との協

保駒国との差 末には館間八酉万KWの嬢設を

ンドのように核

いる︒一方︑イ

の終∫乏楽園の菰窪4レーガン 隠事が七月︑瞬内政鎌が十月と
の米大蔵鱒当返と︑大きな潮流

の澗整に惣外に

心と議玄などと

Nは﹁調整期﹂に終始
ソ連圏は着実に原子力増強
子力秘逃路細の維承が明らかに

期待を代弁して

E︵国際移蜂脳サイクル漕価︶

べた︒それから一周︑原子力の

変化と原子刀復鞭への期待を述

閉の瓠換はよう

柔問どつた︒累
末国の原子刀政偽はたしかに

やく軌通がしか

復権は進んだのかどうか︒

変わった︒紺外政蹟の勘では︑

なったQその国樫化孜策も︑も 現の照滋集︵娘府︶と園滋渠

秒不拡散条約︵NPT︶を璽視れなばかりであ

の減退︑電力会社の経営慧化も

り︑米国鐸済の不撫︑慮力対州

︑×国バーンウエル工 別

する姿勢に戻り︑﹁先進園偏の

浄．掘

再処樫や愚弄蜘殖炉開発を三

懸子姫蝉繋は︑王AEA体制そ拡散論議もソ連閤には無縁なよ

に澄めており︑環境論争も捗不
とりつけだが︑まだ傷心化しな

︵鼠閲︶の対轍︑来踵の了解は あり︑イスラエル空軍のイラク

無伝って︑捉集界はまだ

は影響が少ない︒しかし︑原．弓

のものを揺るがした︒

ともと瞬壕霰魯体制の原子力に

縄︑駄出しないと約賎し︑仙頼

動

い旗本の塾⁝工場臨画など︒世

えない︒近い将来︑萬処理能力

への穿がかりをつかみがね

で盛る﹁供給凶縣への復婦軋め

力批覇派からはミッテランの

うに冤える︒

ている︒クリンチリバー︵繭迷

の颪縦な不斌が蝉蘇Φ曜佃愈が増

長奪の環境論錦も︑聚圃︑西

増勘炉実讃炉︶︑バーンウエル

︵違心分離工鳩﹀︑そして高レ 附は外閣からの便用済輝料搬入

︵K・K︶

︵再処理工塒︶︑ポーツマス り︑望事運動の激化から・仏政

に反発も起きてお 興的に再処理糾幽の遅れはおお

ざし始めた︒一方︑国内政第で

の解獄を∬ち出し︑りードタ
イムの触羅︑麗殿物処分認麟の

の一翼幅比を余緬なくされ︑受

INFC鴛が弧した開発覧上
崎のクライメート化した観があ むずかしいQ

ひろがるか︒兜趣しはなかなか

公約無視

も︑贈殖炉開発の引導や鵜処理

霧出

3

購しい話線はないが︑むしろ三

ベル廃競物処分鶏なと︑讃副晦

託固に再処押擾のプルト轟ウム

娩嚇心

翼蠣

3

している︒

僅追など︑懸鎌聞題の解渓によ

のどれが突破微になるかは家だ

原：手力特製扉と閣連設

簸 麟 灘

3

って︑雪策阻の正距ムー斡の一

羅麗留鯉輔r顕薗の

蕪．

、

三

力
ら十磁︑地元酒独側からは鷺．リ

︹塾

田々の経桝に与えるマイナス影饗

讐へ

ーゼンハウバー︒キリスト教疑主

発生電力の半分
を米国に輸出へ
無ポイントルプ籍一原難
カナダのニューブランズウィッ

ク電力委騨金︵NBFPC︶ が 建
設中のポイントルプロー原子力免

や

灘

磁駈︵六＋三郷KW︑CANDU
蝉一1写轟︶は︑鞭庫寮に運転を始

めれば︑その懲力の単分以上が米

国のニュ⁝イングランド勲域に輪

NB猛 P C が こ の ぼ ど 国 鯨 エネ

出される麗通しだ︒

ルギー黍昂騰︵N蕉B︶に擬し て

響っだ踏珂印読によると︑米国に

ロ⁝原発 か ら 三 ＋ 三 万 万 千 K W ︑

輪出される電力は︑ポイントルプ

ゴー水力会鉦︵穿万KW︶︑イー

（1峰9）

81

＿配

噛て

m

℃

その他から一万KWこなってい ン・パワー祉︵十万KW︶︑バン

る︒内訳は次のとおり︒ボストン

万K

C

・エジソン紘︵＋万KW︶︑マ スタン︒メイン・エレクトリック
U︵3一万KWプラス非嬢子

︵ヒ万KW︶︑セントラル・メイW︶︒

ツチューセッツ布霞継売徳力会越

……

脳

一一

＿∫口」し5し

隙』
o．ゑ」澱

一

（2）

和56年12月17日

新

業
産

子
原
曲餐葱郵便物灘可）

第1110号

聞

フ

ブ

原

電申硯

カ ー四郷も協力

三年計画で実用化調査
新駅メー

﹁タンク型﹂の方がコンパクト

の大型炉を想定した場合︑﹁ルー

な擾器配躍となるため︑胃万KW

プ型﹂の格納容器が臨径七十観に
なるのに鮒し︑﹁タンク型﹂の格
納答器は園十規穆度にとど撚るも

晦申研では︑こうした点につい

のとみられている︒

てまず第一段購として︑今隼度巾

に葡万KW級炉のレ7ノレンス・
デサインを設定︑五↑七館殿か
ら︑これをもとに鰯麗性︑熱交換

討を貧う予定︒

器の熱四折などについて詳細な検

そして︑五十八年度には縮尺モ
テル試験にうつり︑わが園での実

磁力申央研究勝は昭祁欝十八の度巌での向こう竃奪間をメドにタンク型高速桑染炉フィージどリティスタディを笑施する会厭だ︒
わが園の醜速増殖炉研究開発は︑これ談で鼠に﹁ループ型﹂に懲魚がおかれ︑世興の二大蒼黒の一つとなっている﹁タンク型﹄につ
胴化の司能性について最終的な報

告羅を濠とめることになってい

いては︑ほとんど検討のメスが入れられていなかったため︑今園新だに横島にのりだすことになったもの︒すでに今年四月から鷺
並︑渠芝︑三雲︑薬餌の各メーカーと協力して検討をスタート︑昭和五十八無事末までに耐腱性などわが圏で実用化する場舎の司経

原芋炉構造の耐震特性︑原子炉上

繊界の二大主流となっている﹁タる方針︒このうち︑臼立︑奥芝は

翼翼の開発尊翁のトップを走って

に闘発されてきた炉型︒げんざい

﹁タンク型﹂は仏︑英で先行附

に﹁ループ型﹂を開発してきた︒

る︒これに対し︑米困︑臼本は虫

みられている︒

ちにタンク型に応用しうるものと

㎜饗蓄塗奮

なる実験蝉﹁総髪扁はすでに昭和
ンク聖扁については︑聰力会社で

rら

五十二葎に臨罫︑これにつづく第

る︒

わが國の原川州発惚は︑これ濠

二二階の原型炉門もんじゅ﹂もち

回について一応の結論をとり濠とめることにしているQ

で遮水炉に串心がおかれてきだ

かく覇工の段どりとなっており︑

とんど演討のメスが入れられてこ炉饗器内隔慰構造を抵当︑このほ

ふ蕊えながら︑紹租五十九〜六十・

郎巾部磁力懸詞役︵原産顯問︶の鐸

十一月十八田遡翻した故拝上五

せるべく懸命に努力する淡意だ﹂

ネルギー譲榮を副属も早く安定さ

のりこえ遺悲をついで︑わが国エ

つづいて︑瀬川圧跳動潮解数圃

と零露に轟つた︒

鰻が中部惣力と磁力購・核燃料開

晃禦菓団の台問葬として＋五日午

理藍建が﹁井←践は籾騒動燃費癖

後︑粟獄・欝田騨醗所でしめやか

にとりおこなわれだQ︵−一写翼︶

長として今醸の成果の纂礎をつく

られだ︒どうぞはるかな天空から

井上氏は激動の輩剛期から︑わ

が園艦力事業の確立に身を投じ︑

辞︒さらに中川一郎科学技術庁長

でも兇守り︑醸いて下さい﹂と粥

私達のひたむさな努力を︑いつま

駆茜だけに︑武食擬には関係蓄ら

りしれない影響鷺尊えつづけた先

的役罰をはたされだ︒心からめい

醤も﹁原子力研究開発分野で掘灘

そのこのエネルギー閉発にはか

約三千名が諺列︑故人の轡業を偲

禰を祈る﹂と偉徳を偲んだ︒

このあと︑鈴木着梱をはじめ内

ます︑葬働婁暴長の潴騨乙蹉郎

んだ︒

中部螺髪取締役会長は﹁今ここに

焼醤︑永遜の罰れをおしんだQ

が戸前にそなえられ︑つぎつぎと

偲・救礁発電所の特別傑安藍査を

外から禽副千六酉九十七通の弔臨

にのこされた私達はこの悲しみを

実施し︑今年四月岡発電所で表面

別れをつげなければならないこと

無ころには実譲炉について承蕉醜

は喫緊の極みだ﹂とのべ︑﹁あと

な姫型選択を行うことになる兇込

化した一連の放射能洩れ禦故につ

いて︑岡庁が獺示していた保安蟹

み︒

理体剃と施設の遅桜雛型が燈切に

科を保衡するラックを取り出し︑

被曙購故の跡取については︑①

べき異常がないことを確認した︒

による診断を行った絡果︑特認す

儀︒同委もこの懸隔を＋七臼には

子力笈金憂質会に︑監葦結果を報

作業歪浦負業蕾は︑ただちに作業

・二四レムを薄額していた︒

での塗装作業よリラックに観覧③

塗装作業をより愈入りに達っだだ

どの嶽を上げている︒

了承するものとみられている︒

〜遭難鰯幾︶は十五日︑志学の総

原子力製鉄技術研究蝶蝿︵灘本

いるためおこっている現象だが︑

蓄働が︑郵亭兜芋をうとうとして

派と︑これをかわそうとする艦催

人の入場をはばもうとする反対

皇図の管理の不十分さを揺幽し

があった﹂と述べ︑放射線管理蜜

騰の放射線被膿をともなう可能性

業方法によっては︑以前から桐当

⁝タ線線璽率レベルからみて︑作

磁での聞臆点を︑﹁作巣環境のべ

開発に成功したが︑

原子力製鉄プラントの塾素技術の

術の研究翻発﹂の推進母体として

﹁職温ガス刺胴に婁露擾製鉄技

八無︒通蕨省の大型プロジェクト

には偏師

これを受けて同斤は十費臼︑柚
修翔作業を行っていた二十九名の

ラックの文宇と区画線臨き︵塗

行われたことを確謝した︒

作巣員の中の一腹︵作業鍛A︶

霊至陶＝＝﹁監嘉＝＝一﹃乳躍≡馳曽ぱ雪曇︻＝；︻犠﹄三二﹁覧踊謄髄三隻篇卿一揃顎＝三隻≡瓢聾隔Pヨ屡塾塁濡哺二玉質

脚型に戯逓したものであり︑ただ
霧至＝二割﹁t鋼≡＝至纂髄﹁国璽ヨ＝霊；≡﹃覧﹂一≡

﹁管理不十分が原因﹂

ス扁も﹁タンク型﹂を採窪してい

いる仏の﹁ス⁝パーフT二一ック るFBR研究のうち約七〇％は両た管笛や﹁もんじゅ﹂での経験を

わが囲の露里業界では︑こうし

が︑軽水短のみに依存するかぎ

か三愛は原子炉答器量流言特性︑

このため︑電中研では︑FB冠川猟は熔料移送設錨の謝艦︑作画
登用化時代を凶前にひかえて︑よ特性をうけもつ︒

しかし︑げんざい動轡が痔ってい

り︑ウラン資源の制約から︑嗣子

わが国のFHR開発は実用化へのなかっだのが実橘だ︒

一時期検甜が行われた以外︑ほ部構造の熱・荷蝿変形特性︑原子

力発囎輝模に限界が登じることは

しかし︑その戦塵については︑

レールを騎実に潤みつつある︒

東海原発事故で報告
同角の説明によると︑家ず︑被

逓塵憲が
安全餐に

原子力安全擾瞬金は津田︑憂欝

﹁ループ型﹂は︑ナトリウムを

に︑タンク型蕩裏腹殖炉について通す配衝でが心部︑中脳熱交換器

フィルムバッジを定期現像して明

曝聾故は十〜月十一日︑十月分の

できるだけ阜くFBR技術を鋳に
り展観的な立場で検討を行うため

もホ格離研究にのりだしたもの︒

致を開き︑通産雀資源エネルギー

︵三か月にハレム︶を超える一八

つけるという胸断から︑比敷的軽

庁から陰水原子力発鎚会ぴ・象海

が︑皮灘に対する許響被畷線騒

水炉技術に近い﹁ループ型﹂に藤

研究嫁制については︑電ゆ研とに接し︑﹁タンク型﹂は︑ナトリ

琉の搭麗をとり︑十二

環Aに対して管理区域への蹴入中 め作業隠間が大頗に延びたi！な

などをつないだ形となっているの

ていくというのがわが國原子力開

単三用原子螺の本命として亀入し

点がおかれてきているのが現状G

田立︑東芝︑ポ蓑︑川鍾が︑それウムを入れた大型幽霊内にこれら

らかとなった︒その結果では︑二

が特磁︒

装︶作業が作業澱Aに錐巾②今訣 原子力製鉄技術
研究組合が解散

発の星水戦略︒
このため﹁ループ型恥とともに︑

階済麟料冷却プールから縫用田甦

ーカーと〜体となって輸討を進め

る︑条仲付き賛威を中心とするヒ

これが今國は極端な形で蓑凝化す

巻公開ヒアリングで歩みよりの

同慶禽が発罵したのは昭和四十

ほとんどが﹁共稲・酒原発周辺で

アリングを︑憐とか限止しようと

ることになった︒

会を開き︑正武に解敬した︒

は︑これまでの康発では例をみな

みならぬものがあった︒

する反対派の悪気込みにもなみな

この調蒼から同庁は︑作榮蟹理

いぼど農・瀕業が盛ん︒翼翼によ

姿勢がみられた双方も︑ここでま

しかし︑こうしてくり返され

午餉八隠すぎ︒欝欝状慾をうち

る価格低落がないよう万全を期し

つぎつぎと堰上にたつ陳述人の

やぶろうとするかのように社会覚

共和・泊原発ピア現地報告
説明から降り続いた鶴は︑開催

隙象議澱団がバリケード内へ︒

十二無聞も﹁雲際茂紺﹂をかか

まだ︑原発を地域発農の起燈剛

である原研の要職的翌翌ガス炉計

画が遅れていることなどから今回

求た︑八年の歳醸をへて︑大き

の解散となつだもの︒

への嬬硬が翠黛線をかどつたこと

く情勢が変化し︑原子力総接製鉄

鶴発電所の放慰綜籔理にも反映ー

を強化③作業鍛の教衛・訓練④敦

期熱蛍光線麟謝を網入し被麟籍理

すべき作藁の見磁し②ベータ線

して①ベータ線被麟鴛理上︑響視

さらに問庁は︑薄薄防止対策と

た︒

熱供給源

んと激しさを加えた︒

げてきた岩内郡漁協が今無に入っ

たふりだしにもどっだ形だ︒

てほしい﹂とうったえ︑関心の高

ングをよりょいものにしていく努

さをうきぼりにした︒

て榮件付き蟹成へ路線変縞するな

力を放冤してはならない︒

効﹂と鶴答で抗議する︒が︑両醤

傾こうとしている矢先のヒアリン

煽広い塊兀隔心を行蚊に反映さ

こんご︑多鷹的織豊ガス炉の潤

も計魎終了の一園となった︒
このことは金道労協︵総計系︶

珊系については︑蟹鉄だけでなく

今隈のヒアリングは︑い豪いち

る︒

石炭ガス化などに編広く調領する

ーーなどを上げている︒なお︑今

ど関係響が際点にたちかえ診︑よ

臼から十四欝獣で︑日本原子力発

藤酵猫資源エネルギー庁は4一

質〜鱗田︑逓趨籔輿糖

原電敦賀︑特
別監査に合格

の文守讃き作業は︑今後行わない

熨O進﹂であることはだれも 剛被畷の原因となった湾染ラック

この健気︑目凹まえの七聞には

りよいヒアリング制度をきずきあ

爺村譜嘗︶

検罰へうけつがれていくことにな

せるという公開ヒアリング制麗が
を開姶し︑会場にピケをはったこ

機動隊とのつばぜりあいで︑はや

が認めるところだろう︒

くも六儀の逮捕者をだすという険

とにも端的に裁われているQ

﹁茅沼鉱由総山いらい低曝気瞭

うだ︒

方劃としている︒

がヒアリングの灘臼まえから勒蝋

しかし︑だからといってヒアリ

の虫強は寧行線のま塞︒

グだったからだ︒

にしょうとい︸径民の郭願が劇画

よりよい制度めざして
金轡二國の一次ヒアリングと厨

ど︑地元が大きく﹁受け入れ扁に

対話へ新たな努凱刀を

溢催蕎側に﹁ヒアリングは無

隠聞が迫るにしたがって︑いちだ

﹁濠やかしの公開ヒアリング四
壁一﹂

激しいシュプレヒコールが厳寒

﹁機動隊は帰れ！﹂

つぎつぎとジグザグデモにうつ

の日本海にこだまするQ

る約六千五薗殺の反対派︒
突入にそなえて待橡する約⁝⁝⁝千

五薦名の懸備陣︒

におしだされたのも鳶色のひと
一方︑外の瞭畷はウソのように

の地溝をふたたび発展させるステ

じように⁝Q

会場内は平静そのもの︒厩ごろに

ふだんは離かなたたず温いの泊
制の人口は全野から集家つた関係

は綿二酉五十煽の鯵聴席もほぼう

つ︒

がった︒

げていくための新だな努力を開始

ヒアリング開催の条件と獄る陳述

するという課題を残したといえそ

ップボードとしてぼしい﹂門脇貰 悪な鵜あけとなった︒

た惣馳が構次謬︑聴鍛の共感をよ

の共存共栄を﹂1一など切々とし し的に岸くなってきているのは︑

機動隊と反対菰の衛突が前だお

まの︑たんたんと当盤がすすめら

客で︑この田約鶴侶にもふくれあ

ときならぬ混乱に泊︑薫︑糠恵

このなかで︑もっと亀多かった

このうち︑藤ず第︷ステップと

の機器を浸ける形になっているの

ついて説朋を求めた︒

発購所の許容被曝線繋趨過瑠故に

んだ︒

それ燗別に契約をとりかわし︑メ

低落を心配する慧冤︒

よい影響増慰炉を開発し︑これを

このため︑核燃捌の利用勧鼻の

さけられない︒

・i葬儀、しめやかに一

が碧厚ーンできるよ︸鎧装と難冗

のは風瀦による醗︑漁土物価格の
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︑客来型の代被エネルギーと

するに値いしない程度で︑残

九万人が︑九〇薙には鰐四十

た翫移︒罪業は八○薙蒔蝋で

価は年率五％の上灘で︑落ち

うと試算している︒

むずかしい︑五〇％は超える

譲の依存度は五〇％をわるこ

判断しているQ

造は混醤されることになる︒
らに︑石蘭の輸入が三〇％︑
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ネルギー総愈開発機構︵N

叢の天然︑新エネルギーは︑

政府の資金と會わせて開発を
めている︒

覆えると︑今のやり方では績

かし︑シナリオ・ブルーに立

ルギーの瞬発はう溶くいかな

懸われる︒

かつての原子力開発と同じよ

しあたって蕩えられること

燃料について蕩えるのが実際

形武を︑新エネルギーとくに

患える︒

政改蘭の階代に逆説附だが・

のようなものをつくり︑はっ

将来︑代按エネルギー郎発馬

した受け紐をつくらないと︑

野禽一憲鍵・灘難

が国原子力関係企業、政府、研究附発機関、大学等約520か所における役職者約1万
000名について、所属、氏名、読みがな、生年、最終出身校、出身地を収録。最新の
ピュータ処理による完盤にフォローされた人名索引で、会祇名．記入名のいずれ，
も引くことができる◎
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どういう形でおこない︑どう

化に続けていくかが︑従来篭
エネルギーについて︑もう一つイ らいわれているリサーチ・デ

が︑価格のシナリオと︑ほぼ

ことになった︒

酉四十九万入︑率でいうとこ

〇奪代に二剛の石油危機を経

やくすすむと︑八二蕉秋口あ

7九％で増大︒その中で︑

A5判604ページ／定価3，200円（送料300円）・

掛

実

4

いたるまでの組み立て方が縫

ップメント︒デモンストレー

ているという仮説で戦略がつ

れも︑エネ調の見通しからは

〜二・四％に︒

月に発燃する経済兇通しは︑

から・原油の価格を引き上げ

れていた以上に︑むずかしく

ン・アンド︒コマーシャリゼ

たとえば新エネルギーの場盆︑

リオで無四・三％︑滞衝格シ

り低く︑三割ぐらい小さい寂

轟構造の変化は︑鉱工叢生麗

発衷の艶瀬しょり遅れている

ネルギーの実用化は魁しい︒

略のシナリオの変化から︑戯

力人名録82

形製するというこれまでの﹁シナ

り威らないということ︒二〇〇〇

エネルギーが参入して︑複命型の

〇〇〇年を過ぎるとゆ間型の代替

いまとあまり語わない供給構造

供給構築になると予測できるσ

で︑需要構造も極端には避わない
で二十〜五十平間推移していくと
ちえると︑石油確保の閥題はなく

に変わってくる︒

ンセンティブを与えることをΨ毎え

エネルギー戦灘にネガティブに対 ならないし︑代替エネルギーや僧
応してくると考えられる︒私はこ

ないと︑うまくいかないとレσえら

かりに技術開発ができても︑当分

れている︒

オで三︒九％と予鰯した︒

なっている︒

︵IND︶でみて︑粗率

︑石油協敷内部の間題とし

聞にわたってカットされた場

てくることになると思う︒
の現援を︑エネルギー価洛のパラ

ョン︵逸・D・D＆C︶のテ O︶で︑民鉄の活力を利用し

まり︑狡術胴発について︑従

ドックスと乳母けた︒

れる︒

晶質駒にも働格麹にも競象力を欝

代替開発にイン
センティブを

ちえないだろうということになる

エネルギー価格︑とくに原油価

なると︑デモンストレーシ詔

かし︑それが禽ってこないこ

れらの成長灘のもとでのエネ

のように︑石油と葬購入石疲

⁝

経済濡動にどういう影響をお

件がでてくる︒

しては︑GNPを六〜八％引 本的に冤償さなければならな

戦略のいろいろなファクタ；

れにともなって︑他のエネル

の上聾にとどまるだろうとみ

げることになるだろうし︑供

もとに記述している。有議者必読の轡！

検討をはじめとする︑濃い谷間を

と欝エネルギーの一鰭の遅展に対

年の一次エネルギーに凸める石油

人題があり︑実驚化聴期はかなり

格煮珂のシナリオは︑WAESの
と︑これからの技術闘発から商叢

ー鶴痩は石油換算で︑九〇露

つの供給見通しを組み台わせ

％ちかい︑黒い成長を示す︒

秘にみると機械工業が薙率五

すかも推計してみた︒

た︑九〇隼における経済の姿

る︒

膨響はそれだけ大きくなると

断の期間や螺が大きくなれ

，lrは、ソ池での核エネルギー解放と習得への道かちはじまり、源子兵器の製造、
初のオブニンスク原子力発電税の建設など原子力開発の初期をドキュメント・タ
で摘写するとともに、現在高速炉や核融合では世界のトップをいくソ連の療子力
術の現状を、そして牲会主義緒言での原子力開発の課題など輻広い分野を将来展

欄対蝋梅が二階となWΦが︑こんご

ローなヒ昇となることヰ薯える ηオ︒レッド﹂に変わって︑珊鷺
のように経済旗長窪や消費が鈍化

ると雀エネルギー︑代替エネルギ

でのレッドでははっきり兇えた陶

の中判型︑そして︑ソーラーや核

する強力なインセンティブが弱く

コスト格差があるために利用拡大

備エネルギーの進展や代魯エネ

経済的には︑石油と倉成燃糾の

先に延びると苧翻できる︒

弾性納は○◎五二〜〇ニハ三

一千万〜丑鱒瑚千五頁薦挙

えると︑認識四％前後の経済

れによると︑インパクトの強

国民総支出の構成の申で︑平

○隼代については︑エネルギ

判394ページ／定価4，500円（送料300円）

石痴纐絡のヒ昇が︑実聡価格でス

と︑省エ基ルギーのインセンティ

の設備投出では︑こんこの投螢コ

という﹁シナリオ・ブルー扁をと

ーへのインセンティブが低下する

素躍
ストと衛エネルギー効渠とのバラ

ブが低くなり︑雀エネルギ1麗係 し︑こん雛もそういう推移をたど

ンスにおいて︑い濠濠でのような

⁝
経済の檸蒲︑経済成長率の鈍化と

田茶エネルギー経蕨研究所は十二月九︑十田の口唱︑策十四園エネルギー絆済シンポジウム

擁岡三垂−三．≡垂︒1≡套．．嚢−蘂≡璽．．1二戸．．︒1．．垂垂一．垂．．藝丁︑上≡．塞．一 の崖が絹影憎くなった︒つまり︑
問

煙がでてくる︒

ギー戦絡遊兇直し︑薄構築する必

っていくだろう︒すると︑エネル

進展はのぞめなくなるQ
石漉姫格の七堂がマイルドにす

岸が見えず︑谷間を越えればエネ

シナリオ・ブルーは︑エネルギ

すむこと︑つ茨リエネルギーの谷

しかし︑このことは好衷しいと

ーの谷間は浅くなったが︑これ謙

闘時に︑孤痢依停匿を誠らすため

間が覆くなってきたことは︑世界

石演代勧エネルギーは︑除子力

ルギ竃や経済が安定するという見

経済にとって好豪しいことだQ

や石炭の生焚きなど環在︑実用化
の電要な手段である石演代替エネ

通しも凶難となっている︒

エネルギー価格
のパラドックス

いうことも硬晒している︒

一難輪鹸鍵雛騎響護招騨無記編郎鱒鹸麗一差
⁝の籟陶や一九九〇隼導案での動回︑さらにはそれ以降︑将来のエネルギ︸経済について︑こ⁝

一盛研究成果が報書され誓ム．阿曝︒のなかかり侮田鷺雌職事授の総猶報貨ぜ巾心に紹↑

されている在来型︑今斑紀末から
ルギー︑とくに中間型から先の新

器毛引ーー⊥諮丑薫一患 一 瓢 1 一 瓢 ﹁ 竺 陸 将 一 一 三 一 轟

一九七三隼以降︑七〜八卑の間
来盤襲職めにかけて蘭楽化︑実昭
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門エネルギーの谷間﹂論の原蟹
に一麓の石油危機にさらされ︑今
代引エネルギー開発やその実用化

六館に出版した蝦告轡があるQこ がら︑エネルギーの分析に関心が

融倉などの新エネルギーーの三

の翻禽は黛○〜四〇％糧渡︒

のインセンティブは而い︒しか

ルギーの拡大で谷が埋められたこ

襲気回復の局曲と四二循環

る︒

のもとでは︑エネルギーの供

型爆薬は︑絶讃盤で琿率一〜

セメント・エチレンなど素材
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れる︒これは︑備石浦のイン

欝化の尉画がどういう電なり

論語禽エネルギー調資盆の

足はおきない︑という答えを

現状からふえない︒

上に伸びるのは輔繊だけ︒実

く︑そのちょうど曲がり飼に

のものの晃潔しにまで波及し

かかっていると蕩える︒

安国火災大手町ビル7ド
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E

T

r一憂一ヨξ一一篇−薫一 一一蚕；＝曹一瞬一開三︸≡コ幽−一三烹≡三欝

ともいえるものに﹁代橡エネルギ
化さ為るとみられる期成燃料など

集まり︑経済学苫や政治学鴇︑産

なってくることを螺味している︒

ポイントは︑石濾依俘度はあま

ー職陥委臓食︵WA嬢S︶﹂が七後の見通しも不確驚であるところ
れは⊃九八五〜二〇〇〇年にい
つに分類することができる︒

エネルギー谷間
論の見直しを
一九七三郊の嬉一次石演危機以

参蒲もあって︑エネルギー分析の

業人︑鷺際など他分野の導門象の

し︑原子力発露所の立地問題と

部に利罵され︑とくに︑石油との

斬しい乎法を胴いて︑新しいア

界説の論理曲不明磯さや代鱈エネ

とは翼実だが︑同時に︑こちら側

蹴・面︑原子力や衙炭が厭え︑二

たるエネルギー賜給を展望︑きわ

手法が懲激かつ大継に改訟︑進歩

戦略再検討迫られる日本

長期需要下方修正も

すなわち︑これ濠での消駿国の

めてクリアーに谷聞の蒋在を講証

紙持していくとすると︑その繭に

在来型の代楼エネルギーは︑現

谷閥﹂論は︑﹁藤野経済が成幾し

降あらわれてきた門エネルギーの

石油供給には舗納があり︑隈慶が
立ちはだかるものは石油の物理的

世膵経済がある程腔の成長率を

したものだ︒

あるので︑石憩倶給増大の臨界と

も一定の寂黙で拡大する︒一方︑

それにともなってエネルギー謂要

継続的なエネルギー消顕︑エネル
めるために︑線子力と禍炭を申心

洪給制約︒そこで︑この谷闇を樫

を急がなければならないという論

に石油氏替エネルギーの開発朋胴

ギー蒲蟄の拡大との闘にギャップ
が発生する扁つまり﹁エネルギー
の谷間﹂が生じ︑これをう漉く渡

プローチによる予測をしてみる

か︑コールチェーンの形成・とく

してきた︒

しかし︑この綴㌫は︑蕩展経済

と︑谷閲についての蕩え方が変貌

に灰の処理などに問題点がある︒

を醸㈹しているQ

成長とエネルギー多藺費の持絨と

してくる⑪エネルギーの谷間が浅

らないと世界経済の安定的旗長は

そして︑この﹁エネルギーの谷
いう帥撹に立っており︑エネルギ

くなってきたのだ︒

私はここで︑この﹁エネルギー

ルギーの守備範囲の整理不罵な

期待で灘ないという考え方だ︒

問﹂論を醜提に︑現託の並襲圃の

不足している︒また︑石油鋲給限

ー価格の役覇りについても襖溺が

の谷璽論を再検誕する必要があ
ど︑問題点をもっている︒

中間型は︑含成燃料では技術酌

シナリオが作られている︒

ほとんどすべてのエネルギー政策

るのではないかと︑臼いたい︒

需≡︾翻開題pへ脚＝≡ ︾目闘HFこ＝二＝一・二三一﹀闘闘冒〜二三3＞費目闘り￥9三＝讐︾翻H掴く二凹⁝一︾聾聾睡ドこ幽冊⁝7＞睡畦揺Fこ簑⁝・︾莉H闘pこ三＝7︾聾睦睡り︸卿二＝7︾程擁琵pΣ三隅：騨﹀肌三二擁くξ二障﹃︾闘二二Fヘニ⁝＝

精ｿ格は来総懸衷ですえ

ティブを弱める欝欝をもたら

するかが今後の焦点となる︒

〜三〇％小さい数字になって

兇通しの七悠♂溺と比べると

︒

ているが︑石癌供給不漁に弱

えば︑崇気の團復が厩較的

︒また︑石溝輔入は照醤六十

は世騨経凋の動きだQ経庸

開発機構︵OECD︶がこの く︑筏瞬のはらい出しが比較

〜五衝十三万輝／臼で︑雄本

二︒

均で実賢︑年率一％程肢の低
商価格シナリオは実顯一％ぐ

方︑輔入石油以外のものにつ

長業縁％前後のもとで︑輸出

石油の高慨格時代は︑エネルギ

の上昇として︑プラスマイナ

は︑主として台網燃料につい
〇庫までの展望としては︑エ

％の幅で響えてみた︒

︑石油が ら 石 炭 へ の 転 換 は ︑

給棚約が非常にきつくて︑経

れを萌提に︑九〇無における

経済性の黒黒と灘入段階を見
ギー︑とくに石滴の循格につ

される︒

原手力開発のすべて

5 0

欝が園難になるということは

M・ペトロシャンツ著

O3−201−2蓼71（代）
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鱗
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が抽かれた︒

的に転換斑能な公野は︑田氷

ろう︒

エネ研シンポ資料から

は醸螂七％以上で健びるとい
結果︑台成燃料は黛として

だ︒
た諮果︑縄済成疑畢は掻旧格

像︑エネルギー循総構造を計

た︒

︑二つのシナリオを描いて検

ど変わっ て し 誤 う ︒

一次エネルギー供給見遇し

とつは低価格シナリオで︑十

、石

︑次の三つのことが予想され

︒

で︑価格も安溝的に推移して

こ〜三確の石癌供給は緩秘

｝

課へ

原子力産業会議

合せ、お申込みは

臨

台︑七ん ︑ 八 ○ ︑ 八 一 鉱 で ほ

■

（4）

昭和ξ56年12月17日

新

業
耳

子
原
㈱三種郵便物認可｝

第1口○脅

昭霜56卑王2月2生欝

三川1号一
℃農工窪〜o円（選一共）

毎週木畷1ヨi黙行

購灘一｝1年分融金5500円

需要予澗下方修正へ
代替物誘開発目標が焦点に
サ

熱田省は十八鼠︑魑気難業審畿藪照給部会︵大堀弘選叢︶を開き︑一概ぶりに長期露力罵難山通しの再検討作業に入った︒さい
きん︑電力澗要が捗講傾向で推移するなど︑その耀境に大きな変化がみられることから︑こうした簸新の動向をふ整えて︑長期舗硬
予測を下方薩正する方向で見聾し作業にのりだすことになったもの︒今葎五月いらい検討に入っている長期エネルギー鰭給懸引折逸

0と料諭してい

憲鍛鍵氣霧竃

翻灘無劉縫醜︒

ヨ本原子力塵藥会議

電源立地促濯対策藁付塗酎象の

撚汰︑電力移出職漁箆漏壷の拡允

また︑繊燃讐再処理二二金制風

なども復活の陪薫︒

た︒

の一二は蕊十八年腱へ協送られ

敦賀原発事故

関係蔭不起訴に

福井地検

今傑四月に表面化した藤本励子

纒・掻井県労働継妻二二鼠議長

反対する蔭言県民金嵩﹂︵小林

漏れ論罪に対し︑﹁原子力発飽に

十五万七千KW︶の一遮の放射能

った原子力発鷺施設等緊急階対策 力発電・敦蟹工臨所︵BWR︑三

捜術調憲費︑核燃料サイクル広報

対策蟹︑ウラン濃縮原型プラント

ていくかが問題となりそうだ︒

う各供論源の自起臥正に反映させ

簿羅嚢搬

?鐵驚難旧庵︑ますので繍

み︑エネルギー駕論に早追繭な変
化が艦じてきてい︸
るためだ︒

こうしたなかで︑曝力臨画につ
いても︑さいきんの陣滞傾陶は︑

気象など一鞭的な原困によるもの
ではなく︑構造的な変化とみる見

このうち︑石油火力については

と︑建設の最盛期を迎え⁝︵﹂①1

調整設計費︵饗求約十億円︶など

方が萄力で︑五十四鎖畠中問報告

いるため︑焦点は代替エネルギー

新規建設を行わないことになって

ひとつ︒とくに︑覗き下げ分懸ど

る修蒼していくかも大きな焦点の

になろう︒

被井匙方舟堰庁は十六臼︑一壽と

遍所課の三鞍壱欝発していたか︑

木俊一前筏浸︑岩越米血管盤雛幾

務︶違反の疑いで︑目本原纏と鈴

炉繋累捌滋三幽条︵郭故の謁録畿

〇六条︵壌故の報疑義携︶︑原子

ﾌ満額復活を要求していくこと ら四代表千三︶は︑隠気事業法一

れるのはほぼ確実とみられてい

開発鼠毛の慨正︒この亡妻につい

の長期購要兇通しも下方鰺正さ

る︒

しかし︑見通しをどの程匿61き て通醤では﹁脱召曲政策上の重

一方︑通歴欝の康子力関係予郷

第一次内熱は一般鼓計十一鋳七千

要性と立地構勢とのかねあわせで
下げるかについては議論がわかれ

今薙万月いらい極討に入ってい

業では︑これまでの昭和六十五葬

六十五年臓聖廟蕩〜覧千一一で田万K

て36り︑ひとつの焦点となりそ き窪ってこよう﹂としている︒こ

ろ︒憂期エネルギー翫稔暫定兇通し

肱御蒲換鍮七億︑が拷というエネル

W︑七十集腰七千四．口〜七千八街

し毘臨し作凝とも整倉性をとりながり検討をすすめ︑来蕃には新しい叢期罵給戦略をうちだすことにしている︒

@灘

う︒

六蔚万円︑露頭特盆の立地勘二六

ギー欄蜜．γ測を据腰程度引福二げ

のため︑康発議標も現状羅持か下

見耕し作桑と調整をすすめながら

胃欝十四憾二千四蔚万円︵総理膳

万KWと予測していた︒

晒僧分合む︶︑同南桑化融短百七
これは︑さいきんわが隅では欝

下げる分だけ︑どう供給頃標を下

み闘志︑擬期磁力黙頬予測を引潮

れている︒

現状︒

る南面で横説が9われていろのが

工︑トルギーや撚説転換が魚速に竃

撫徳円となっている︒

爲万円︑門むつ﹂新定出置の彊設

桶温ガス炉研究五十一億九千二

が︑新規装求は欝箪どおり軒並み

特会もん山程農認められている

からぼぽ認められている形︒職源

の繕から厳しく迎κられたこと

百照十一鰹円となった︒財投で

心分離機の性能陶上研究蕊十六億

術開発三十五懸一千五百万円︑遠

のエネルギー︒フロンティア計劇

関遮機器藤凝勤向燗戴︑立地勘定

袖再趣横は︑瀬広の中では酸繊

響三三霊光醸受漁︒

五十六薙十二月二十二闘︑勲二

たばかりだった︒

十六日︑原子力変全震資を辞任し

串が動産の仕蟹となった︒十一月

月の浜岡三暦︑敦賀二愚の蜜全心

射能もれ旧故にも心労を輯ね︑十

田本原子力発躍・敦賀発議駈の放

そのご︑今奪四月にム蜘化した

たG

ん無毒して点讃することを決断し

とPWR型原子力発熱朋をいった

き︑岡委員長は長露量の検譜のあ

影響で購本の鮒応が迫られたと

特に五十四郊︑来TMI外罐の

た︒

安全6政のかなめの彊讃を果し

箆彦氏を遥禺した︒

を開き︑新会長に萌康海村極川崎

海原子力懇談塗は︑十六醗役贋禽

を求めて鴻鋤を耀けてきている沿

原子力開発と学童社金との融和

東海原子力懇験金

新会長に川崎
前村長を選任

たもの︒

ら︑刑藤縫圧は聞えないと判断し

犯滋の立認も難しいことなどか

麗の要論﹂の規定が明礁でなく・

一般a副については︑概糠要賦 ・記深翼務のある門燈改﹂や﹁樋

評備三十七鱈八千瓢︑貰万円︑など

鞘蚕業化調査委誌顕︑康子力発慰

ているのは多様化勘短のウラン濃

の藩魚となりそうだ︒

ゼロ査箆となっており︑儂活折画

となっている︒

一万︑館山特鼠の蛍なものは︑

編源多様化勘定の中の﹁もんじ
翻心とする代勧エネルギー闘発の

三酉万円︑高レベル廃棄物処理技

円︑爾処理技術開発七十九慮九千

は︑田本開発銀行が行う黛種酢画

二十三臼時点でゼロ査定となっ

を開き︑渡辺蔵損が提出した昭和

に上諫わる二︒四％増の五千五

ため︑一般余副全体の傭ぴを二軸

ゅ﹂の賂設落三十八絡五千四齎︑刀

覧十七黛度予騨の大蔵原璽を了

それによると︑一般愈計は四十

どとなっている︒

の串で︑原子力園藤野澱が一千五

子力叢爵羅臼門蚕員として活躍し

阪大教授晦代の三＋八無から原

富︒

に大きく貞献した︒五十年阪大蕊

ギー変換工学や贈遺力工学の発展

残りニや四媒︑阪大教授︒エネル

大阪粥大犠気工学科屡後︑大学に

十日︑徳励県億濠れQ暇狛十一一年

欺田氏は明治鰹十四無十二月二

・鉱氏︒

輔擦子力安全憂錘最︑襖説は疑男

行抄れた︒罪儀凝爲農は御勤鑑乱

二十二旧午後一壷から同日成有で

・内銀鱈尋町の徳成毒で︑葬繊は

策定委舐蟹︑原子力エイド計画な
欝憾円と三・四％樹︒開銀全体の

歳︒

︒騰の門燈院で濾律しだQ六十九

急駐肝炎のため入航中の東路港区

安全行政に鱗露な足跡

委員長が逝去

吹田徳雄前安全

一千論ハ酬臼万円︑などとなっている︒

九兆六千八責八雨宿︑今更度胆初

は一千六醤九十二緻五ヂ七酉万円

科妓庁では今後︑ゼロ査疋とな

罰騨に比べ六︒二％溜︑財敗投融

融頒規横が一兆六馬瀬円で一・六

科学技術庁への内示額は︑一般

％減となったのに比べ︑康子力綱

蕪計三千酉四十七億五千万円で前

資謝画は十九兆九千六百八十七癒

ている︒特に︑一飛食計の傭び撃

襟度開心∵O％の伸び︑磁源開発

円︑碕二・五％増と伸び轟を大醐

は︑艦＋一物度の瞑︒四％以梁の

発には力点を國いているQ

懸い僻びとなった︒

千八面乃円で阿煕・五％堰︑含謝

大蕨省と各省15は︑一一士一一田か 促嵐対策特別金融六貞二十二億㎝一一

ら公開財源一千八落慰円︵公共面

齔邇ｵ灘六十九億八千︑悟得万円で

で三・三％減︒霊なものは高速壇

このうち一般禽計の原子力．Ψ轟

二︒陽％潤となった︒

大飽折衝︑二十七田の魍属党鷺役

難炉開発一一爵十二偲二千胃万円︑

ゆく一㌧◇◇◇cゆ。

伽七千ご百万円︑財政控峨戦F慰 も不起訴としたQ

方僻正の削能性が強いものとみら

とりまとめる力引だ︒

検討を進め︑竃馬には中島磁〜︾￠

これらの被宰は︑講演五％樫慶

げんざい憎められている挨期工

露等角豊がのびること懸想竃しに

ぶルギー瓠鎗漁尼冤逝し箆︑親し伸

に転じだのをはりめ︑五十六年蝿

政府は二十二臼午後・臨謄閣議

承︑これを受けて大蔵雀は︑ただ

鰯獲鑛28日には政府予算案

エネルギーは11％増

郡五十五隼度には甲くも屑一％誠

︸期も一一・一一％増にとど馨るなど︑

数寧︒しかしそのこ撫力帯鞠は昭

見通し態とりまとめたのは昭磐石

惇講傾回で推移し︑大きく翼塊が

問鱈雲間念が鯖園衰期瓢力粥絵

電力欄要踏については昭耕六十痒

十四奪十二月︒それによると︑総

獲七千二醤五十八樽KW11︑六十
変化してきているのが実概だ⑪

蒼無度九F八士一同KWH︑七＋このため︑同部金ではこうした
だQ窟な︑陳子刀発墨については しの改憲にのりだよことになった

薙厩一兆白九十一億KWHと恵新しい動同をふまえて︑疑期屍照

もの︒
戟￨年蔑二F八蔚〜留一千一刀KW︑

R開発墨画も始動し︑開発競翁が活発化

▽原子力船﹁む2の零墨識は海勝県関根浜
に︒長崎県佐盤保紬での修理期隈も集犀八月末

▽日豊︑楽国︑西独などで詳認国︑規制の円

家で延長され︑母薦図題に一応の団団

歩前湛

面用八四傭⁝円︑一般繧蟄一千籟⁝

円︶をめぐって復浜折衝に入っ

折衝などをへて︑二十八田には蚊

ウラン讃の海外凋査搬鉱五十八

たQそのこ二士聯隊の次富折衝︑

る︒

府予礎案が渓鑓謙れることにな

だ〇五十無原子力婁鱗︒五卜一⁝一極︑

趨夜は十九日午後六時から喫泉
鰍二千㎎颪万円︑蜜全性研究七十

その初低毒三重を務め︑三子力の

原解力蜜金蚕綴叢発足と岡時に︑
筏は一一十一覆年擾六懸から穴阪帯

八億七千六街万円︑﹂Ψi60の灘・艶公闘の憩上嵜広欝睨で︑木濾
設瓢替二癒二千八欝万円︑多嗣酌

異なる物品の測定が可能です、

騨灘猶

蓉

けで、測定できます。

噸

におさえ︑赤字財酸脱却をめざし

ちに
欝庁に内承した︒
PWRの灘入調査スタート︒ABWR︑A
P欝W

﹂拾う今年の動き−⁝・一・⁝・・ξ⁝

▽果国の第四十代大統領にレーガン氏が就

警．・・⁝・．・ξ⁝⁝一・︒・・⁝原子力界に

一

︷任・㍗タ←実駿の政策堂転させ・璽
㌔再処理の解禁︑潮殖炉聞発の描進︑十分な保睡
副楢羅下での陳子力平覇耐用の績極准進を貰ち禺

､動螺粟海再処理工場が寒格濾紙入りQ懸策

︷す

滑化の動き蕩法る︒田水では通二線がりードタ

イムニ年短綴の方針◎蒙臨調も誇融呵実題へ

▽高知擬浬川町で原発リコール投禁︒いった

動く

の灘戸氏が返り咲き︑

んリコールが旗魚したものの︑ふたたび前町鼓

▽撒産と巾困︑口申醸畢力平和利用覚霜に調

など︑アジア諸困との康子力協力顎段鴎に

閲︒典賦でRCAワークシコップが開催される

▽玄︑灘二四が適開︑川内二轡が蟹工︒このほ

か柏購・刈羽二︑五腎︑煽摂瓢爆︑巻一懸の計

▽願畢力蟹全艦展会が初の蜜金壷轡

凶羅が羅調襯糠淡竈され︑六十奪代露盤めざす

内示された予無学を項国溺にみ
おと︑一般金離のエネルギー対策
駿は︑石油の安定確獺や欝憤力を
岬3一p等；q

癖響

ﾚ

測定線種：β（の，猟、検嵐器：ガスフローカウンタ、記録：テ

主な仕様

暉て』〔翼〔薫『腱口

解麗麟麗

物品の表面汚染の有無を自動的に検知します。

D29勲励以下のものです。∫㌧憾の

・

60

小物物品持出モニター一一

大物物晶搬出モ瓢タ

灘

総噸1雛轡モ号麹

、

、

〜

導

測嚇

、

掛3

漕

㌔

欝

ζ

蟹

＼

、与

@

理工域より搬出される物品の張顧汚染の有無を幾動li勺に｝41刷します。

凸級糠鞭呪蝕
賢葦

びボンベなどを、測定台にのせるだ

・

わ

測定可舵物品は、珊GOxW420×

パイプ・足場板・ビディ足場、およ

く

灘∴獺

㌧

必

城タ・レプリン久1錨搬：ユ×10一・μCi／cm2

・・

麟

冨士物品面縛モニタは、練子力施設などの管理区域掲に1に設置演む、亨1

小物物品捲霞モニタ

ブく物物品搬出モニタ

総蝉騨

鱗

カ

日

一の暴雛選渉も・二期磐籍導九鐸
凹まで延長することで台目し︑燃料サイクル羅立
恥へ大きく融泡
､敦賀原発蟹故︑大きな性禽龍波紋まきおこ

嘱す・案覆の改馨へて・憲縫袷礁へ
︸向かい︑年来には議炉端紙へ

洲▽認肇力欝︵工含A︶塗羨 甥

▽フランスで二十五奪ぶりにミッテラン託会

V遮呂︒原子力界へも﹁爾北闘題﹂が訣圏化

㌦霧局長にスウェーデンのハンス︒ブリックス氏

漕

㌔議嶽墾し・攣力縄の素ルギー独立
曜謝睡を淡める︒今隼新たに原発八議が発心を開

▽第三次軽水炉改膜標確化計画がスタートQ

●甲静ゆ・−・＝●営3＝．鶏＝．の3＝噂二言〜9＝噸愉：

田本型源縄めざして炉心連発にもメス
獲が礪独 K W U 型

沸始し・葬豪儀め義勇シェア鑓O％
㌦近くに迫る

､U立・羅芝︑繍士蹴璽
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原子
発行所
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二

三

力

原

器騨㎜

東海再処理工場
が本格運転入り
▽ヒβ科技庁︑R王協盆が房

総沖に抜難した放射強鳥類物影鶯

に虫溶融
▽十二日臼本とインドネノア

科挙扱鶴総務へ忙に

田本放雛緯機謂工采

政雁︑科等扱彿協力協心に野田

▽十四日

▽十六日

会が発足

出野氏︑燃残省螢翻エネルギー庁

︸▽＋ヒ日獄・象置処望

騰離宮に隔帽氏

利桑海︑旭化成の

鳩が本格進転入り

▽二十一濤
化︑配交換高ウラン凝縮研究麟建設
にゴーサイン▽雍がで第論ハ回口翻

閣僚委員盆︑二醗間原子力協たの

第二十九遡目凱九

早期改疋で合慧

▽＝十三口
人愈︑遮蔽翫湛て瞬民運動辰扁へ

▽傘台エネル ギ ー d ︑ 擢 礁 図 題 介

▽科妓灯︑放珊瑚蟹企技指センタ

譲︑石油泊澱鋤賊難蟻撫歪な決矩

ーに放射器取扱コ任嵩鵡離実施を

浦
▽二十口新漁田クラフ第四域

︹切 論 転 ⁝ 朔 隈 唐 ゼ 轟 ハ 門 月 一 ︹ 囲

題
搬器

柏崎と島根計三

▽卜七臼

冨陶堅一棉穆氏︑縫

環境痔・エネルギ

第八十四図亀調

核回合会款騒

2

腎の癌了℃決定▽臨力離婁が桝︑成

総会

▽二十七口
が整口

▽二悸八口君同月︑全灘恋に

大阪地目︑岩佐識判

畏、巨材票瀕連会長。今鋸は、このほか佐蹴保
港ての修理期限を来無8月まて延長することも
決まり、間題解決へ火きく前進したO

▽亀顕露︑孜国譲故閥題で簾終

▽九目

文賀由で源究女夕暉

亮餓︑v力糧の繍懸詞化へ

大猟会▽田来三醜体が八O年代の

▽十二臼

趨擁省が第二次改罠

原致協理鵯鼠に村田

適降省︑顎賀鳳発醜

エネルギー協力で提一回

▽↓五日

聞会開く

▽十六円

トラリアのイルがルン難訓で為望

粁埠化謂ム報餐鴬V動燃︑オース

ウラン鉱泳を尭嘱したと発ム

▽一八日亀糧道雲霞と営繕漁

協が郵和・擁糠発魚楽補ρ話題で

﹁泓律鑑反はない扁と発ム

合な▽労勧省︑戎賀厚発強奪で

日本で触苧力開発が始まってから四﹃響紀の綴目にあたる一

驍ﾌ皮切りを飾ったのは︑一月ヤヒ繍に︑動螂廓業田の象

九八一年も︑まもなく終わろうとしているQ

海蕩処理工蝿か︑主格運転を開始したことだ︒昭職四十六邸の

輪の先砧に蓬け大きく削進した︒一力︑一九しヒ釘九月以来︑

着工以来︑十二ぶりに晴れて本格鋲裏入り︑核蝿料サイクルの

ては︑八四嚢汰まで魯処理丁掲の逸砿期限を延しすることで口

カーター凶駅奪権によって欝ムの再処理に課された制笥につい

貯奪までの試憩転期間も台め︑こ拠までの便剛済み燃科の再

×両改附が舎な︑その漏に恒久的眺決紘はかることになった︒

処理嬉は℃買二十メ︑回収プルトニウム鰍は勾六欝四十・戯著︒

約八十三ガグノのプルトニウムは新型紙拗炉﹁ゆUん扁の二十に

パイロノトプラントは︑揖んにぞイ台の違心分離機の撫え付け

わか国の自γ鼓価で開発してきた岡由県人形暁のウランガ㌔

利用され︑卜三十日︑初の国諏プルトニウムの幻をともした︒

協︑むつ磁器建設調食下け入れ電

を九了︑来蕉一月木にも戦列入りつる￥窯た︒全ヒイ禽の磁心

ほ一3箱呉関根羨沸

ィリピン向け原子炉輸山を忍縦し

決辻▽経国趣︑﹁開発と漁業の呉

▽二士二一3
悠鍔喚一5欝鈎明嚇出発蓋︵九口︶

たNRC決走に支持調決▽末N況海外 スペインのアル︷・ラス原

畿による臼玉包論歪力は︑盗初﹂画の五十ノ〜WU／発を大薮

申し入れ
▽伊パンドルフィ工岩相︑九つの

仔﹂で婆

演嚇鯉陣潜防止磁瓶σだが施行

ラン約一ノを初出拘︑来釘駄には﹁ふげん﹂の取麹蜘料の一部

このように︑わが国の轟処輝︑凝緬の分鵬ては︑パイロノト

として炉内に証何されることになっている︒

可茉化の薬代扁ともいわれる八○翁代の田釘圧にゆさわしい軽

プラント段階の研凱開銀か実質朗に冗了し︑﹁核螺湯サイクル

エネル議1と乱ら

レ到科ツイクル縞鋼か隅台剛力んない島からも恥辱な燦厭を

みせた反面︑原．鴫力発毛所建設の国氏会慧という慰では十二な

所の麓射管鹿舞初処理建辰かりの放嚇能漏難問拠か︑四月＋七

嚇来駁が起こった︒それは︑田本憾＋力究鶴・隠蟹原ず力死亀

臼︑裾 酒壷4研究所の冗靖劇なr騰モニタリング調査の仙

原峯力発電に君誘る国鼠の不敏︑不仁感を菖めるなと征会的に

の︑施力会dの獣故塁視︑突計・施工︑運絋讐翌体制に闘し︑

は秩出阪弾以︸で︑尉滋往践や澱境への影讐はなかったもの

ペトロリアム仕︑核融雪共同研鴻

発鷲掴促進の国氏鳴動漉煽の蓮動方劃を掲げた日氏バは︑斡壌

に︑隠遊凹︑嚢川町髭リコール趣動があった︒今年の党大☆で猷

取賀寧故とともに︑原了力同製か国鼠の懸口電集めたもの

大きな影塾を与・．んた︒

鋳岱︑﹁来？MI事故最疋︑翠﹂

田︶▽EC杉融舎ず藤織が縦儒弩

MI恥故撫ム貼負購求を却下︵八

かり出ごれていた物四十億がのτ

鍾の四月卜九口に心無か行りれん町長感ては︑撫戸面町長が︑

反映して︑三月目凹︑リコールか旗曽︒しかし︑孜貧白垂野∬

睨鎖に岡けてキャンペーンをくり広げたが︑複歪な陶の箏晒竃

﹂らか現地入りつるなど︑原発に理解を示す翫殉町田リコール
諮ごぜ発ム▽采NRC︑GPU孔

守研究炉を煙撃︵ヒロ︶▽曲独内

エル空山穏︑イラクのタムーズ一

開発協定に井溝︵四田︶▽イスラ

海外▽米qA孔とフィリノブ

蔑炉蝿判尉允へ

▽勤拶とDOL︑日米又14で口 果︑明りかになったことた◎淑報湾でとれた獄q類の放磁能毯

今黒氏旭疵尉銃蕪ム瑠隅庭酒壷

あけを切った︒

力公d︑今後の雪塾炉塑としてW 推進霞纐を揉択▽旅彪が勝発総点

瀬爽省貢漏エネル

HdメPWRを越瓦▽米レーガ検
ン﹂︑衆を発謡

▽二卜七ロ

ギー庁鼠冒に小松氏

人日叡︑NRC養銚レにべンソル ▽二卜六日

ヘニア州読人工．γ誰長のナンンオ

︵十こ口︶▽

▽二十目第八縮緬囲翫湾註か

田︶▽来﹄搬︑NRCに互全日轡し・農民の会が発足

・パラティーノ氏空欄嶺︵十五

の︑〆几を笈屑▽仏敗好︑ラァーク

に千ハ函ノ／年に︶

再処理∫場の鉱汰を詔磁︵蟻ヶ蘭

台汎クォノェンク原発一号が発出

開始︵二十一臼︶▽米縫盆・語録

襖査院︑﹁核不払敏泓に討つる上

▽仏政府︑プロゴフ隙免建皮の放

㎝闇

罫を発云︵二十八日置

⑱

エネ調原子力部会

が謙譲料戦略て報告

カスで開倦︵卜九〜十九醸︶▽翰

る︒京た︑新潟興や北海雌などに新たにエネルギー灯鎌興民会

的な灘動がかなり臆力的に行われたのも今年の特敏であ

早の

冠顕露故︑窪川町戯リコールL習という人5なポ家噛に旺ご

進囲︵上菖︶▽西独DWK︑バ

れてしまっているが︑当地では鎧氏の綜﹂力の女雛轍︑必自決

加イ力反対の候袖を敲って︑返り臥いた︒

つ﹄急騰臓期の一離隔延鉱を地元

ーンウ﹂ル懸処理コ塊の夕同所台

に対する騨臨と協力を劉るだめの︑いわば腿雀交えての

発議▽仏トリヵスタン原免四ジか

三︑質に申し入れ﹀口承難易会かエ

の可能罎を来田に打診▽第一回ア

改展とμ禰削︑﹁む
鐸期エネルギー晒几尾題し改凡へ
▽二層四日 略暦︑原船団︑む

ネルギー磁場戦酪で提レ﹀国難ガ

根

▽一口

田︑難語趣が︻むつ﹂

ラブ原子力騨︑磯がソリアのダマス

蝦配占︑一一列ふりに

燕県︑むつ

ンセンターで離職紛織歎用による

被はく票故か孔滅

懲︑翼和・泊鼠発促進唄民会癌か発足したのをはじめ︑東出で

かろこと立明記V風チカム全議員 論﹂︵聖ASTFX︶か終了

縦告︑一一61にわたる検けを終了

大を訴えるコミュニケ発云︵卜五

途蚕・TMI事故調査委が第三次回IEA閣僚理︑原子刀の役甥増

岡州の難物搬入寒∬獣は直惣と

榛継糎饗クルの

日︶▽米ワソントン用趣邦欝欝︑

サイクル戦略で鞭仏

▽五目エネ謁原子力部分か

▽八難第一ご十園腸κ観a口く 判決︵二十六日︶

弦究

ーと慕らし・衛民の△訟が六月︑汀戸をあげた︒

▽二十五口 駕中研とnPR ▽隙日 参識院議工委員2︑衣 独銭会の﹁将来の原発政策謂糞査

▽三十日敢鷹と鳳船園︑む

▽二十九口命裸拗が潔くあ

賀田発集藤織集で決蒲︑▽原子力安

は︑生活の中からエネルギ⁝門題を卓㌧えようという﹁エネルギ

朋崩

新帰幽は関根浜とすることで呉同

▽十九口

にこえる見込みたQ四月二十三日には︑阿配の三・二％風景ウ

Cこノコセフ・皿・フノーりi原 発一号か迦開︵一臼︶▽氷室鑑

福島第一原発五輪

州が原発翼入れに魑流雛謡えてき

▽二十四日

IDCOR罰醐スタ玉ト▽仏大機
乱が三一日一了一口無の紫黒趣転記

鐸︑炉心抽潟聞題に滑処するため
十一ロ︶▽来エネルギー省︑大型

ていると発雪V全米各地で寒団エ 発二弓機の全士力運斬認町︵三
ネルギー運間の行商がくり仏げら

原子力推進は堅持

▽二十h総攻躍由議会︑猿允

天職Yの決球投由ハで︑祉︑幽鋭のミ 録を丘瓜

事物会が中間報11口

長が集配で会見︑田面央鷺園共同

▽十八日魂㌶省︑敦賀爵発問

題で中尉搬出︑設謝︑施行管理蜘

ノテラン氏が凋落︵難視︶▽伊㌔

増殉炉に寄する概合故主研究を
ムマノンェ工場で最初のPW残二 発訟︵三十一田︶

れる︵卜五〜二十一臼︶▽ソ超アト

巴か完旗▽米の三原子力施投︑工

てんまつ雪▽厨発反対嶺刃呉天会

掘量︑八O年に史﹂嵩めて石拙火 究肋が閏講式▽趣㌔︑べ干天隔て
力を士回った﹂と発式▽×冴臨︑

める穴明を発菰︵八日︶▽スイス

実敵所︑中磁壁ウランで窮鼠界に

観地に目細が壱慧知▽ガ人戸．﹂炉

つ﹂の新調蕉甦を青籍呉外澄に移

脳が裟郵円㎏て房縄を月零鴻

のソユネーブ州︑療子炉による三

敵暦︑むつ翫弄泡旧

▽十四口福勇罫衝撚研究肋︑

極贈病を検隷中▽米ペンγルベ嵩

▽ーゴ目
局愚駅強気転所前励濾駄の訟料か

原子力稲搾放鉱の基本晦︒凱更を江

掛川為技庁長瀞﹁む

A，

海洋処分剖幽毛説明
▽一二十臼

で﹁倣曝が猷困ではない﹂と捻口

海外EC委員会︑原子力開発

の潤渓▽鉱海二腎が運醐

煽趣評鋼廠熱の串で﹁原発建設の

継立て

化成ウラン縫編研欝欝建設に曳譲

▽十八日難癖欝欝連︑むつ脚

遅れで芹集囲にマイナス彫響が㍍

来レーガン大話霞︑CR13Rに二

イン︑原子力致全癒空読開設撫▽

継で中川科扱欝気寝の現地入りを

警欝欝恥

出﹂とと舌を前明︵三滋︶▽スペ
阪圃振塞

了承
▽卜九目
で第一一次公開ヒアリング

隼氏づ鐘ζ発ム︵十B︶▽米NR

・五九億炉などを撮り込んだ八二

科技庁畏宮、野村庫船田理膿蔑、河野むつ市

繕︶▽来趣邦ヂ誹裁︑WH召のフ つ瓢ね融闘堰で門構誤漁協に﹂査
団予輩が﹁エネル執1雌伏と地上 C︑TM三てJ樵隙染に田する飯

顯の核物短叢論鳳ム力餅宅決議▽

乗身て一CRP会 ▽一一十口原子力嚢員身．︑わが

瓢諭趣かウラン縦続際

墓が電撃審決定
▽一日
際艶を喋眠

▽二〜ヒロ

▽五日瓜角が膨面の卸曳筆工

血全線が五十ハ二

股腺﹃力開発痛撃副画決辻▽嘱中

▽ご丘ご灘

を調査︑運鉱中一憾四千万KWに 政線︻で報月早︑
▽八田藤群了口知県93川町鼠に
対するリコールが旗立▽観昂第一

原子力船むつ新母港を関根選とする共同衛明発
表後難潟会廻する左から北村鵬森県総総、中川

▽十五臼力ーヒ参学WH貧会 銭麟﹂を謡会に提出︵二＋百︶

核融台研究

ら蛋撹放笑舵値を嫉鵬︑汲絞広が

卿問題で大統譲に輯仏︵十七口︶

▽仏政府︑原発周辺三十瀞ゼ内の

学豊隆

ア州保健猶︑﹁丁殖1と乳貼死亡 蔵功

高近納巡拝実験炉

▽士船艦

る▽通塩筍の原子力発黙支援ノス

▽十ヒ田

度実学を決定︵二十二臼︶▽米二

匙で報低欝︑敦爲務尭パか月の逓

でFBR氏熔炉建議を提粂
工鳩の筒圧賑力料金の30％11引制
録を嵐旗▽動炉︑東海切処理工潟

業騨︑バーンウェル需処理丁場の

唄葎窪処分へ▽致全憂員会︑朕尭

万階濁の逓転語

既済群処理糧で放射紘汚猟があっ

敵省思﹂げを監望︵二十三日︶▽

﹁賢陽﹂か濾邸

鼠▽米原子力安塗駈工面︑運転籍

珠は無関係﹂とする澱隔離偽を発

▽十五日雪掻愈職総会︑工不

テム開発調費曇跳鼠が初倉台
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▽雪三目
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ーと瑚境問題懇談会が握︑為
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望﹂と平する等厚濫

研が﹁二〇〇〇年電力弛給の展
趣発が総髭〜畜力墨一イ化KW11
を突破
▽藁薦ラ司隔呉か旭化旗のウラ

第ヨ四回原肱

ン男子研究肋建設にコー
▽ヨ一︑十二口

題配省が昭和五十六年

たと発訟

ノク心に唾フランス技船の鈎三十

▽十九賦﹄側幹諺川町L泌で 仏山男b︑アルストムアトランヲ の厩管物施没の安全圏壺九Xへ▽
凍覧拍遼派の広戸氏が翻り咲き▽

{四日︶

万KWタービン引分発慮秩を発注

四囲

火力規了力発㌦技術協会が速娠頁
仔瓠胡凡灘舅鵜竿繊を派滋

叉一十一田楽馨翫赫闘技鍋蚤
員会︑双凱獄発象活間認めぐり論

氏

ランテゾーB一段尭か運開︵二十 を餅網撤ム
一聞︶▽仏ソフラトム恕︑フィン

ラントーVOからPWRのフィ全
ー国代義員大会︑エネルギー特別
ノヒリティスタティを翼江︵二十 補仏招の設ぬを提司

海潮講習丁

一口︶▽取エネル⇒1省が脇粟輔 ▽一 十四田 臼×両国政厨︑象
翼二親イロノトプラント扇画︵W

▽二十バ臼

凝滞死力か下北山

委員会︑鳴棋一癖コ機智設餐成を知

IPP︶据近を淡疋︵二十二田︶ まで延長▽昌根呉源子力孔臨創出
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協笛申
子力携備凄艶肋を協設
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るスタノフ璽凸轡竃娩ム︵三潤︶

獄︑葛処理画題の恒久的網決をは
轟鯖∫︑﹁BWRスクラム︑露出

簿外來NRC趣ボテ二天分析 ▽八口欝欝む脳会同が天田出

脳内二弓機が男工

▽ヒ鷺

仏社会党政権︑
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の円匙撫揃

▽三十口通滅省が或賀象置型

義

0慧CD・NEAか助発・M地の▽
一十八日第二十六回民d唱入
紹削問題で寒明︑米圃の罵晒立地

≧
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憶

火原芋力κ業界烏舳︑NRCに詔鴛食ンンぷノウム開く
▽十九口巾川科．曹技術殉錠

表明︑r子力闘発に積重薙勇▽火

ドwゆ

舞
醤騨

西

園

方剣の動きを晒に批判︵九B︶▽ 選鉱創設を提霞▽第十九回原子力

認司鰯斑の改黛を敷ヂ▽カータ⁝

と適盛り込んだ八二奪舷予膿教盛

力炉＋力謝磁技循協a︑初の原光

冒︑聚λ院科学文星蚤員愈で肋僧
米大腕領︑CRBRのセロ査篤な

を議会に込伺︵↓五日︶▽×第四

刈勇厚充用地内の反対派田㌔小屋

睡臥冒格認疋山脚V東憲が島田・

氏が旧任︵二卜口︶▽仏リンロー

十代入統領にロナルト︒レーガン

購講説薄ゾ

武▽＾
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じ禽ユ極郵￡蟹雪山四
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凪一

▽二塁口

社愈ぢ折算氏へ儀︑

総へ塗か拠会

．筋︑﹁PWRは最も効果旧﹂とナ畦ハロ 沁海混口石内﹂郡μ協臨砺
る原子力自瀞を発ム︵二士ゴ田︶

蕊〃率VA︑炉鷺幽のス
ン用敗騰︑ヘノしンは姻骸丁的に

ローなウンを決疋︵パ賑︶▽加A 魯処理リイトに不魑と話論︵十八

▽二十八日蔭治省︑儀刀倶の

了炉プ初燭智風会かL

核賜料税延戯申碧を月武に忍頃

O︑ベイリー14発の建没殴倉︵ご葭相に提臨▽経照趣︑許認可盆理

につる訓画を発人▽火NIPもC
冊三帰︑洩演奏塔の致睡夢鴎を趨

rCL︑暖農罵小型炉を開驚巾▽日︶▽駅程シソン織工踊会︑原発
レベル施鍍物ガラス圃化パイロソ

▽加AECL︑ルーマニアにC▽
A十八臼鳳イ力公ウラン諮駈

トプラント硬設に碧■▽ブルガリ

▽二十九日掛源華力或企蛋︑浜

ントの聡欝桝を搬調▽申岡露力︑

繭独DWK︑ヘルギーの℃ルで筒の財隠保険限題額︑ど二倍の十億が

晶槻二尉納設で鰹颪償に没匹許蒲

奥致訂︑PWR原発建投NDU炉几却︵二十八口︶▽仏政剛職階専門部会か覆仏︑原理プラ

悼光粉乎の人兼予測で侵篇

海外
禔j▽スウェーデンのフォー 幾獣で量地戸卜八幕の激発計画の

促進のためタスクフ哩iス設︐鳳 暦︑十月の閃分てのエネルギー＆

総合エネ調厨チ力

ーノヒリティスタティを敬瓢V眠 める
・脆晒物田鶴州d画藷三会︑最終

︾

海

縦断崔大統領に提出▽鏑独ヘソセ

無調

懇
誌

驚

麟

艶難

十六口︶▽スイスの原子炉研究協

く

き

蕊︑照弓挿増設促漁を淡讃

▽二＋田原子力女全霊︑朽の

口本ユネルキ1払

口米画良政雁︑乗油

▽来レーガン大娩纐︑際

キャラウェー綜発二野機の醗設駅
消す︵九円︶▽メキソコ︑二穗四

十万KW源発の際際入札允ム▽西
独政勝︑原発許認可促追のための
措置決める︵十㎎日︶▽米原就︑

膜発諏掘灯制度の抜氷的改恥泳浪

嗣剰︵二十八日︶

ーアウグスト浜発の建設に総合田

団髄

むつ修理期限10
か月延長て合意

原乎宝冠鉱技術研究

隠撮が鳳子力κ渠

▽十し霞

園掠慰︑人阪で五鼎

薄薄樫泌議会会虹に

憾ゴか原臼憲て構愈

勤取込

▽十八繊

第八十山ハ回護調藤て

産業化へ幕明け

c國民生活への定嚢⁝

〜

出61からスタートした補剛ビアリンクは︑今奪は︑嚇根二

軍︑甦一号︑奥秘︒泊一︑ご腎︵以上胤一次公開ビア︶︑浜岡

三号︵第二次公開ビア︶の田四哲︑いザれも機動隠の亮宥る中

▽↑九日

エネルギーンンポンウム糧く

手を決疋︑五十九聖心工

には実現しなかったが︑ヒアリングへの謬加蜷蜀をみ豊︑談た

貿︷丁丁

むつ眼贈斜橋擁︑稼

饗媛貝と四国えか

ソトープ会鉾無く

▽下ヒ臼

鈴氷改迭内閣が発

が繰力三腎瑠没で貸本台な

▽黒イ臼

足︑巾川科技留任︑安箔遡薩掘に

海外米ワシントン州とテキリ

ス州オースチン布の住鼠海燕で反

初のH饗GR涛型炉フォートセン

に成功︵十蕊一十六臼︶▽賊レン

トフレイン炉︑一〇〇％出力晶晶

︒ノ融1・ウラン鉱由が闘認許︵二

十田︶▽氷原産︑公聴盆手競き改

ﾉ関するラウデン切餅を人口▽

の集晶を解除︑また八二︑△瓢年

仏政府︑騨話島地爵のうち四地点

日︶▽伊カオルソ原発︑故天心疵

︵六臼︶▽瞬独＋五播園のグラー

のため冨集逓紅囲始か再び琶期へ

フェンラインフェルト原発が発匙

開始︵十二日︶▽アルジェリア︑

仏ソフトラム祉に原発難設の可能

力政鑑会黒鍵く︵十四〜十五臼︶

牲謁董を委認▽ボンで聞米独原子

省脳弓の字体歩発ム︵唾ヒU︶

▽米レーガン大統敏︑エネルギー

毎

MI義解損害賂舷講求訴訟︵三

肩取り趣邦地裁に物四＋蔚炉のτ

杭寒G翼瘡製B RとW頁耳鏡PWRに叢りれていた韓水熱

往来の﹁阻止行動扁宅﹁抗籏行動﹂に転換した︒

は︑原守力発犠が定眉化し︑廠携に占める比辱か﹄談るにとも

戦騒に狡化の兆しが︑営力会蕉の力から浮上してきた︒これ

ない︑罵力供給のF頼彊竃燐めるため︑経本炉型の多日化の甑

瓢縛の三二が西独のRWUと帰りして︑KWU型P Rのフィ

詩も必璽という覇断からで︑これをうけて︑言立︑峨己︑冨工

ーソビリティ︒スタティ洋実施つることになった︒京た︑改艮

がスタートするなど︑﹁より一叢難語で信顧できる炉偏をめざ

型BWR︵AβWR︶︑番上型PWR︵APW冠︶の隔発餌画

鴎葺の照際核仁糾サイクル詔傭︵INFCE︶︑第二同KP

し軽水炉界内部の解協競軸か仙洗化してきた︒

にわたり岡際原子力機関︵IAEA︶畷務勘長をつとめてきた

T再検灘会磯でくすぶってきた開発蕊上白のパワーは︑二十年

一ギ数圃にのぼる投歎を行うなと︑購臨に嘘駈を惣ねた紬果︑

エクルンド氏の緩任人蟹凌めぐって︑轟無した︒理職a五回︑

スウェーヲンのハンス︒プリンクス外務蔭技術協力無断政務胆

管が選出されたが︑門開発途ま国への特別の配慮﹂をもりこん

のものの根吟を摺るがしたハ月のイスラエル魚機によるイラク

だ付繕決嘘かつけられた︒IAnAの宥算あるいは融通繕臨そ

このような中で︑源置は九月⁝二日︑申︾人民奥釈団第ご轍蜜

房子炉蝉慰票哲も︑IA￡A戦￡に熱き原膨饗㌔毎・んた︒

蝋翼節との間に民欄へースでの原子力可秘利罵に聴する亮え趣

きζ蕊結︒一塁4かり始経った日中の原子力協力は︑謙す濠す

盛んになっていくものと期待されている︒

一月には﹁工違警剛放胆線計測機㌫メインテランス・ワークソ

八月には門放射緑とアイソトープの臥丁猛物ゴ利用﹂︑十

ヨノブ﹂などのRCA︵アノア地横原子力協力協定︶酒煮が︑

東然を舞台にくりひろげられ︑その紘沙壌ともいえる第十五回

田本アイソトープ一斗が十一月不旬︑二十か国から糊四型五十

ムノ勾は︑田陳紹には︑岱国て薪しいエネルギー3画が出そろ

名が参加して︑旗功綴のうちに闘かれた︒

った調てもあった︒塞ず︑×翻ては︑レーガン斬政権が七月に

団憲エネルギー酸簾筆画を策態︑引子力と石炭の大軸拡大な激

憲

輩

岡証エネルギーともいえる顧乎力発露は︑エネ

騒

墾

簿

誕

騨

発週日竃磁遍蔑成する憲気込みで全力難球すへきたろうQ

ルギーの面識伸織上きわめて欝欝であり︑闘繊鋭は︑政需の開

えれば︑

コストによる経済安定への賃献︑外磁無職︑簾蓬効果などを考

エネルギー藪認に轡まれないわが国にとっては︑低離な発塩

促進の睡夢性を鯉織している︒

工光の鴛裁に十倉に応ずる規換のものではない﹂として︑での

ネルギ診療画の串で︑門横縫の厨子力硝発はエネルギーおよひ

供給興ることにしている︒叡た︑断ドイツは十一月の箪ご次ユ

薩を廻転︑一九九〇瓢には一次エネルギ⁝のこ七％を原子力で

したフランスは︑園撃壌禽の寒寒あ議の後︑エネルギー豊野計

海外 来αPU社︑NRCえ相 ち出している︒二十五邸ぶりに社会銘のミッテラン政権が羅蔵

盛ユの六地点を決定︵二十五日︶

で竹われた︒巻原発の公協ピアリンクでは︑反対派は︑簸艇的

逓癒省か設徳援冥

▽ご十隔日

へ前底

凸原驚

▽五〜二十五日RCAの⁝工

y利摺︑測爵﹂象撫ワークンコノ

▽一

動同ね査︑原発拶賞幻加へ

泄傑港での鰺理延張で∬乱調朗︑

づ叢叢員8ム併い儀泊曝 期限は家隷八月濠でを明己

▽苫田歌城隈東鶉討て初の入

浮

塾換防災縄紳
▽六口

茸記倉フォーラム開く

▽ヒ臼通測省︑初の騨炉灘査

少秘・泊紬賀建設紀竃

象海療貌で訊餐線鋭

北海泌氏集分開く
▽十一田

日︶▽醐独政厨︑原発促蕊の軌エ

瓢中研がL期研究計 原子力イニソアティフが可決︵三

をこえる徹ばく嘉言

▽十二田
画を発表

ネルギー当日熱認︵四口︶▽封目

ニオン一号機の低出力逓黙認司を

〜陪鯨止︵九拝︶▽爾独KWU︑

一流機に 発臥淫上国商け小駅搬発を踊発▽

霞子力女全数員しに

佛園召瓜V趨嬉野︑浜圓﹇

▽十六門口

設隅町で科蚊芯に抗戯

一部G鼠︑旭化旗のウラン漉翻施 田︶▽米NRC︑ティアフロキ︑

ひつ改膨ユ密でL擶契菊▽糞垂 既︑原発訂認可促進訊を満濃︵五

竃発表︵十五巴︶▽米RRC︑規 ▽弓削貝 坤船鴎と関親綱礼︑
制の効隔的抵進に向け改岨︵・ユハ

日︶▽スウェーデン骸鰍料供給会
礼︑海底不中低レベル魔錯物購戯
所自画を発表▽陶独とエンプト︑

源乎力餅力躰本然走に認叩︵ご十

R長嶺厩ん

昭紐流イし磯斑．r

鑓入織綜艶よと照る

寧還∬決幾を擢択︵十一円︶▽来

設は爵湾▽A︒M・ワインハーグ 困趣篇会︑原子力施旗への箪寒攻

鷲響の守粥で協力へ

▽十臨口攻贋線発︑蕊淳僧の

▽十庶日

駈別撫査に響動

▽七U

致全轡を確認︑逸駈再醐へ▽題三

▽十七嬢笈全蚕︑敦賀源究の

組踊が舞歓

省襖討盆が地下立蜷掘岱讃

璽懸審糟治部会が七

▽二十一口

物代醸マ力反全属望長がぬ去

難需給亮饗しの改定に雇手▽吹田

▽十八日

設調孟夏け入れを広明▽闘瓢・泊

艦慰繍︑東海早発被は

．一と劔騙していた拷

擾凱人・延琵したと聖ム︑初めて

▽ご畦一白

▽f 臼 駅GL屑がH︶︑集
失げ調査旧竪を発ム

委に激甑

く禦故は管理不二分が鯨嗣と溜塗

▽十日

ネルギ︸経済シンポジウム開局

原発一次公開ヒアリング開く▽エ

▽九目氏響町が三︑四ら樵増

量曳縄か決断

べ劃麟故M併の瀧な雲

力KWに

次繕画を地充に認明︑礪暴閥酌四

東鼠撫力と恥化亀頭︑下鴨壕允一

離間炉心FBRの開発で共同扁発八臼︶▽スイス趣邦敬艀︑カイザ

▽二重一日

鈴木目鎖︑天北リ

研究筋が開設▽第八十一⁝﹇﹂術会

薫総会開く
▽ご士嵩日

ミノトでエネルギー國際協力に二

極霧を無朋
▽ご十六日源子力の口記舎し

原子力議員会放購

て全匿各地で多彩な行番
▽二嘆七口

附議用気門部金が張低▽尿翫の腺

翻回

総倉エネ凋門守力郡会

用化調査スタート
▽一目

▽九二

に愈慮凋決︵八瞬︶▽巌U封C組 麟を欧氷に派遜

ア州郵鞍懸︑繊麗の反府γ力二法

を葛藤︵八臼︶▽米カリフ湾ル憐

a︑ミソテラン政績の訴エネ継嗣 研先会が霰焦V臨中研創M三十周 ▽ごイ六︑一一十ヒ臼 臼沫アイ

子力総懸て角明︵八田︶▽仏欝欝甑

癒外

人まで延長づるこ乙を呉票決庵

再処理7樹の運洗期旧を五十九釘 ブ煽く︑アジアとの協力二化へ

▽二十口

化門㎏で臨調にアンケート話果を

印請硲を提出▽RCA﹁放財蟹とア︑スイスのモーターコロンハス

揮紬を決冠︵蕊十口︶

スマルク原発二月か難開︵ヒ日︶

▽二卜一円

コノブが東ハで間詰

▽米NRC︑昌レヘル廃竣物の地
図隅

藤工と楽ヘクテル社が技鶴役携契

部会が原発擢血方猟で三儀▽三￡

改祀

闘西愚力︑入飯猷

皇都層久人浜陶k意で 囎▽政肘︑敦賀対策で園係省ム︑を

現職の勇尻氏が大．孤で賑廠

▽二口

原水爆禁止世
界大会ひらく

0⑫

RIの臥︸生物＋利罵﹂ワークソ 社に懲刀KW・PWR建没のフ会
ィ︑爵発地︸V炮の研究報仏臥と 提韻

后処分技術球縄条を発云︵八ロ︶

▽米ソーンパーク・ペンソルベ篇

ア州厚塗︑TM一二督機貯染鑓分
担d画を提集︵九目︶▽仏クルノ
；フル南︑原了力地域腰濃州脚を
放猷▽来レーガン穴統撫が﹁核不
▽二十覗日

集で報告
▽二口

臼田︑乗∠︑冒ナ気機

総研査で契碧︑一卑かけ可能概謂

秒融合会鵡が文皆納建

織卦翫判金篤農邦愈︑

▽跡船幽理潔長に朔上編
駈気韻錐盤白鼠料金胡

玉門憂が尚赴惣粥炉銭儲スタート

▽二日

・縮原発計画の環境弱糞濾を磁豊

郷と滋に提出

り込みを捉謡▽放嚇織致全君徳セ

度部会が再処理繋駕の矯気料盆盛

政短が昭和流彗く奪鳳

ン皮一叢習所が駄城県吏源君にオ
ープン

▽四口

子刀田欝︑覇型炉細腰化寛興調▽

@

魯

第三次改良標華化
科鋼技循会醸吊輪三

計画がスタート
▽二口

会︑寵■削との君盆技術鰯力で提

厨子力飯命懸蚤全V蟄
原水脇目一九八一圷ゆ界
発一瓢︑四号械増．賦のための瑠境調

ざ
﹀

難
止

￨の建隻f陶取消す︵二極四 逓癒めざす

ヒ日︶

＠

原発施設等周辺地滅曳

米レーガン大統領
が原子力推進声明

廻回

ニオン原発で槌討ミス判明︵二十 蒙扇面轍諜とめる▽田畠両国︑男

︵二十六凹︶▽米ティアプロキャ

ンス・ブリノクス氏越出される

日︶▽IA廻A次期集務昌封にハ ▽十六臼 漁燈呉汰飯町訊会︑

巻公醐ビアリノグQ今奪は鵬掛
簾岡、趣、共和・泊の4原発に
ついて公開ヒアリングが開かれ
たが、いずれも主催側と反対派
の主張は干行線をたどり、こん

︸

▽三目康海肩と寒アィタホフ

酵極騒県本論集解憂挺

ォールズ伽か姫縦翻由の露払
▽ヒ田

鼠か地馳専業ビシコン︑全国のエ

▽九日

ネルギー情勢を差響
▽ぞ日

大会が閃壽

▽闘日鋼づ力蚕ATR人﹄炉査巻雌元に巾し入れ

来旨農腿ナ力尉併

▽二十八臼為重災一汰公肩ヒ
アリング団く
▽三章一磁

溌墨円に▽中川糾技庁長冨︑むつ

概勢要喰まと藤る︑総身は二千照

修理工肇延しで地元に再愛器

豊を四望ぶりに再協▽仏の原．ナカ

経す▽米エンソン篇気欝愈理二

光璽ノェア︑五月以二四〇％台に

会︑ソーパーク知喰のTM工除染

鞠

熾込み綻討へ▽化野頑㌔力︑勲租

に喪えた反対派千三西人か鵡抽さ

▽十日鋤腿ふげん発甲所︑初
の麟産プルトニウムで発破

煙︽俗︑側鴇第二原

ごに課題をのこした◎

拡故と平稲利矯筋力に関するヒ項
口獅助漏を発ム︵十六口︶▽来︑

薪国憲エネルギー政栄副画︵NE

▽ヒ田政府︑エネル議1研究

テ書タセンターが発足

PP一班︶を発五︵十七日︶▽第 イ価検出專門邦会か報缶▽転子力

ミノト︶︑原発の開発鶴翼で盆哲

ヒ回洗遣国女撫会議︵オタワ・サ

二二企画均︑五十六

▽九藏通藤省の原発品U保齢

樹氏遡く

▽八麟初代原子力深浅湯川秀

年肚縦組自湿甲︑し発ム

▽十四臼

@十一日︶▽来原子力戦ぎ蟻視開発碧本謝画を改定

蚤︑房発出認朗手簿きの改古を大

駆幽

検灘否員会が撮告︑中官捗︽二軸

欝畷

通産省︑FBR実

の貯銀が繭独KWU型PWRの螺

▽五13

建設促遣を決義

憂嬢県誌愈︑伊乃三脚

民会議が六大政宛のエネルギー政

付金懸盤がスタート▽社盆経済国

▽一臼

︵十一日︶▽仏︑王A13Aの保騨

ユーゴ孤のクルスコ原発か臨界

選討を提議V勤鮮・ニンェールの 費分担禁駈入れを採択︵十田︶▽
無難ウラン蝕区鑑識

▽トし転属噴趣︑ロ鉦ウラン

工不ルギー対衆新乱

溢鞠研発委貴会への参節を決疋
▽十八臼
民民会議が結旗総会▽巾部㌦力と

蝋鞭、・認饗
聖鉢

導門部金がプルトニウムめやす線
騒難について指雄﹀醐列県議会︑

原子力富豪㍉勲擦択▽翫毒趣が

束簸︑G罰︑日登︑

源趣顧罵椚本冷之助氏

敦賀対策で縦低
▽十口
猷く

▽↑五口

で装用

の

栗乏の四損︑至難BWR剛発引融
統領に勧仙︵織豊一名︶▽央政
▽↓ヒ日政驚︑海満処分てO

艦轟告︑敦覧囁故に

日申原子力平和
利用覚書に調印

ECD・NEA欝欝闘無視機構に
歓討会が報佑 ▽ 原 ナ 力 後 難 L 代 理

参加▽浮11借の機翼機関RI闘題

▽ニヨロ

に陶膿胸瀧任

ともなうム全矧制行改灘化栄をム

壷蚕に鞍魯▽血浄委か鷺CCSで ▽日クァムて第竃旗人鞠涯

題でほ議▽厨研廃かプロジェクト

地元六者︑浜岡突発の安置協定を

▽二十二爲原薩が田界の匝洗

傍方三9黒海受け入れを臨決

規襖調血︑遜講中原発は二醤五十

鍋置受入れ▽果・商海難滞撫み鷲

▽ハロ

査へ

▽九臼

コモ・エソソンd︑−ーイオンD発 設で握一

し︑名界︑名園から批判私ゐ▽米

▽二十万臼凝満同友会︑八0 料の疎曝甑潮の斑熊姓悶独に対
試技月資抑凋三

疎代のエネルギー塗筆て願下

▽ごトと目

1戴繋
聾醗

際の低呂力運転を認旬︵封鎖仁動

で蝦仏▽綴熟邸むつ63鼓癌て粥池 RCに提出︵十し田︶▽※N瓜
R難燃ノクエンド費用の好気料金

所︑二〇〇Q51の工不ルギー︹い旧 の礁軽論的リスク拝価戴仏器をN

騰躍

▽十二口懲国ソウル由で第三

▽ナ瓢U

燃も新しい段階を迎え穴：o

｝¶

凝芝

＿灘黙

発に穀灘燃警笛胃︑十こか月趨靴

結され、ア♪ア諸国との難

一一

C︑ティアフロキ﹃工易ン撃発一

がタ和・泊原発計画について十二

全監縄蚕︑﹁蟹全研究のあり力﹂

れる︶︵二十一日︶▽来原子力蜜

▽二皮八田和海滋看内郡漁協

氏が嶺選

▽安平婁︑原発眺謡物処琿施設か

年ぶりに条稗付き鈴成へ覇線変吏

で大幣籟に廠仏︵二十二日︶▽累

露始ばる︵ご士秘︶▽寒ホスト

クノヨノブ。このほか今寒
は1ヨ中原子力協力覚建も鞠

矯嘱

響灘

醇亜

ゆ請

へ

三

フ

プ
が元足

新評価揚鮒V籔全委郵礎君門部a 地域目舳会畝︑田本の海漕処分闘

会がエネルギー政集特別委員盆設
▽〜一一臼 鰐蔚と申国︑臼申原子

が点全淵鎌一翼を蝦儒▽全固郷懲

懸を淡定

力灘和調用寛欝を締箔▽※WH儀 改定

秋馴由て亀同趣定撫大

と三家工︑新型PWR共同開発 ▽十九臼 愛媛県伊万町議会︑
▽四口

で契U

会︑厨発再進三重朕開へ

九黛に▽総命エネルギー鴛気瓢近

乗監癒力︑撫レ発地元

▽九口

開傍塗議︑原幾りードタイムニ庫

制︑畏一

御捻す歩

質研屋所が 歳

孤糠県虫海村L旭で須 短縮へ▽動穿の高レヘル砂美哲物

ｦ々と福纏闘匙で礁認藁

@毒筆
拶

︒鳶中いで

クルス：コ原発

来N飛C︑セコヤー恥発 TM︸二弩貯蔵内の職禽龍水の曝 麟購縣原ザカセミナー瞬く

らの廃液もれ防止舞で新V蟻

轟外

二号に全出力巡転を認国︵鰯藏︶

▽米NRC︑CR8Rの町認ン可
・審
エジソン祉︑ピルクリム原発

牛馬

▽一一卜四日 科技庁︑昭縦五十

原忍寅揮発灘淺が

五年殿科︾技衙白爵を発地
▽二十五口
遜転開始十五周勾▽億ふ趣が訪被
ミノシコン▽新潟地力同盟か恥究
推戴決へ
趣阿猶︑第覧久改

D紺姦

＾．

︒濃嚇㌶滋蕪勘

評漁漂︑誉鍵盤憲

ヤツ

▽八日

▽二十陰口

く

良樽導化温画スタート▽腺露国と

一一

恵氏燐熾

蕊㌔くご∵2／
轡

東京て開かれたRCAワー

（一
（一

第竃1壌1号
。籍三殴郵倹物認噸
弱根顔漁協︑むつ刃鎧海域鑑査て

卿

新

三
二

子
原

昭和56年雀2月24巳
（3）

聞

一三

り黛党
これ兼で︑歯車発生器の設副はブ

菰が亨がU︑二のへ月しは︑旧礼

リイト欝．藤㌃翼には︑戸本の筏トミノクス・r︑溜ーフノゴ↓ル

搾︑露な顎59し︑艦へ櫨賂の碓設︑

黙想︒魏魏みとのりーヒく脳飛の製秤の氏ム拠の跡鯛晶つトが晶

ゑ

西独カールスルー∴にある小型再処理工

場WAK︵年四＋；︶

く

饗弩︒

﹂諸差運めていり︒

への懸処理に漏建︑鼠

パ認﹂ゆ昏睡霞嘱﹂こ陰︑︑見起植び

窺拶夕る︒この払︐隠垂準榔箋食が

は臨く︑檸．ゴ寿短設の線縄池園て

︻パリ︽衣眺㍍鎗園フランスて

トムノノCSFか開髭

仏の原発労働者
新線鼠計着用へ

．この野瀬は〜ガ㎝日 れつ

に払張のゴ魔だ︒

五↓トで将襲爵門ノ

ヘノセン刑では︑

を魂たに提顕したわ

けたが︑DWKは回鋤く黛㍍貰が四目︑囲励︐興諸乙

てに数F承を洗江し︑トー3カスタ

のて︑PDr︵仏㌦η公荏︶は﹂

ール傷処理旺一5︵リ 昆はトムソンぐSIが開麓しだも

鴎にk囚のハーンソ 隊肖一2つことにな㌔っこの喰︐需媒

ワスカロラィラ漏︶

配布した︒それは各演に破曝禦澄

ン︑ンラフリ；ス両醸発の職最に

への参涌を照会して

と残存請谷鐙を謀み取ることかで

いる︒ヘノ七ン州で

はサイトが決敦って

きるこ

仏エルへ・エ＊櫓

定尊重を表明

FB醗協力協

を樽卦としている︒

も反対運励の激化で

ないのではないかと

工覇がなかなか産よ

いう慰含があろ︒

丙勢は現征カール

スルーエ原ヂカセン

︹パリ訟転張往樋︼フランスの

エルへ・工巧ルギ！m−8︑このぼ

と︑穆♂砺に捻けの民面立門に︑既

一二八欝付貿畿︶︒ことにス

でね電するU肖だと河籍した︵⁝

︸月

523−6862
252−2334

熱幾離

画が停養しているので︑代りにバ

・陸

・ざ贈

︾づ髪

キや

欝欝

職総嶽

総懸欝欝．

ド

噸．

無総論

窪

T圧X

験のため︑カηフ﹂ルニア州のD

箪ぜ︸＾♂

戎て

b撫癌

撫癬

さ為たので⊃那曲

糟訴∵ 巖拍のリイトで抽由

転 繋∵

処理℃湧の二つのサイト︑メーレ

でに両独と建鍵て嚇冒していりこ

ーパーフニニノクスについては9

とを編樋した︒

仏増殖炉は

スイス政府が答弁

安全性高い﹂

︻パリ検承磁κ鼠︼スイス遮邦

該借は︑このぼと︑ノ轟不ーフ出

身の鴨名なノヤン・ノクレール誠

クス︵フランスのクレイマルヒル

員︵仕2泥︶のスーパーフェニノ

讐ノユネーブから七十・㎡誘に建没

中の．日二十ねKW鋳殖加導発︶に

直するぬ問に重して︑門嗣原允が大

唐故を起こしてもノユネーフか聴

診にな0ことはない﹂と．＾え疋︒

伊懇命ルソ原発

で蒔び故障停止

恥

嵩孝
や

鷺嬉総 細糞

薯愛︾

一議︑嚢獄
チ 菱縫
詳琴

ジ

（03）54藍一219

貴詮なとが台水れている︒

鎮

惣︵いわゆるブイトも紬L顕︶を までは︑CRBRの工蜜が漉展し
スト節減の力感にあわ冠て︑この

イエルン州とヘノセン州に申型再

ス

営離運轍瀾始は延期

︻バリ松本駐蕉鋤﹈イタリアの

原尋力関係営業種圏

W

TEし

公聴食の紅了萌にサイト解職工OEエネルギー疲瀞し．ツセンクi
舞を認めるという特別縄避は︑Nに熱られた︒

RC規則一〇C罫Rパート五〇・

ご・に鷺されて碧・DoF聖

三の饗σR・R籍し魯㎜
m挽Cは︑①げイト隼楠τ瓢の

恥︐ぐあるQ

与︸．んる影響②︵刀一建讃蔀縛がお

ない回り︑八輩展．y算で畷倉の 懸ど︑CRBR用の覇気発憬器十
ンヘルクとバンガースハワ︾ン

イ

スイスの原

（下記装置の計画、設誌、製作、据付）

笛曇

524一〜8059

rεX

腰馨

裸啄勧特別許可を串請
工期短縮でコスト節減
りない場禽︶リイトの原状復籍が
葡能かどうか③サイト輩伽丁礁が

他の代麟粟を排除することになる

︵CRB8︑臨気鵡力三卜八万K

タ

知

ターに小型寓処張工嘱︵年㎎ー

擁ゼ

︒鴫
再処理工場は︑訣冠がみれぽ一九

ノ︶包もっているたけで︑そこで

ホき

㎜

暫

八四〜八五葬に群馬し︑一九橿

再処押ごれた騒は阿ノにとと︵

B檸発起．父が再開されうと一〇 ぬの験．﹂力男好．に給け籠目際財力

〜九照臨に好転癒開始すろ︒豊春
費は四↓妃琴と勲績りれている︒

爵口︒目盛彪蟻・︑リイト譲格撫お

来圷三月謙でに認めてほしいとい

ス

︻パリ松鎖題κ環

瑠殆那技術開禿梯力紙︑はのくま

DWkはコアレーヘン再製哩8
∫耳の総出刀は皿一丁湾．男KW 窃犬︑とくに瞬狸︑臼承との︐歳

曙轡とψイト織格壮覆儒書を憲と
よし鉱全骨の幽激ほほほ一かりや

仏政府︑角処埋

科学委を設醤

婁鋤蔑にヵスタノ教擬

︻パリ松水駐仕蝋︶フランス政

矯は︑唾二覆一臼の走例閂議で︑

使罵罐み剣荘薦処理科㌻委員会の

投濾を淡憲し︑科学ア刀テミーの

レイモン・カスタン致授を愛員長

に任遷した︒同委員会はヒ替名の

湊貴で構成され︑再処理の択況と

告づへきた﹂と述へ︑NRCに謝し政府に眼黙する任務をもつ︒

そして︑一望全滋かNRCのも
在狸由てあり︑技術⊥の淡んを健

｝

織議．眠壁際べ竃違

翼

花X

場部店
工本支

丁［二し

クリンチリバー頃
かどうか④公益への膨認iiなど

︹バリ松承q在員︼両弾のヘノ

の雛論を鮒し

コー

め︑建縦に
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だが︑その置搬の同年四月︑覇爵
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去明つるだけとか︑磁表の計拠が

て公聴像の改変に威撚︵きぜん︶
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カオルソ抑瓦︵八十四万KW渚脆

九八二無一月一日かり葺故の弾倉
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