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力

あけましておめでとうござい
塞す︒新しい駕を迎えるにあた
にたえ荻せん︒

ができたことは︑濠ことに鷹ぴ
おり談ず︒

灘を晒ってまいり額いと考えて

革鷲を鑑み鍬寳たあの麟茄料単

研鋭者を織署して︑次代の技指

り濠す︒嵐・単・嘗に散参する

麟駕聞靴献どを穣極的に進めて

の戚鞭醐ね炉の開発︑核融合の

謹めの譲騰張︑島遡養殖炉など

エネルギー闘髄をはじめ幾多の

技術致灘の総台調獲機能の強化

ためには︑その中核である科学

より一楽総含繭に推饗していく

今擬のわが図科掌捜術澱策を

す︒

ることとしたいと醐㍗えており法

技術推進制臓の大掘な拡允を図
謡い鈴志づ︒

今際のわが鱗のゆく手には︑

黙認な課題が山醜しており駕す

り︑⁝欝ごあいさつを淋し圭げ

が︑これらの解決を図り︑二十

信︑放送︑観測などの分野の人

か︑あらゆ墳

儲
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学桟鶴の草餓と

勢研究門面懸滝壷図るほ

なる韓の癖饗︑科学藷鵡
篇

郎

嬢の藤葛響ステムの整α鶯
備︑斬妓術の無駄化の推進など

を図・て孫ります︒

が不可欠であり医す︒科学捜術
ある原単力の研究短冊利用につ

終曲時運エネルギーの論客で

研窺開発などを推進し︑箏留の

糠ケットなどの餐概ロケットの

よ奔かり︑爺の欝にとり㎜

の羅につ叢しては・いよい儒

するわが圏にとって︑円滑な対

いな國土に一漁人強の蝦鯛凌鋳

ル白重などの漬源に乏しい挾あ

れます︒従って︑現花のような

傾陶を避けられないものとみら

どもあり︑石油の三雲は妻室化
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銚四は︑次代を押う覆術開発

いと患います◎

の魯実な地歩を雛いて京いりた

て︑エネルギー戦勲贈賄のだめ
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・︑宗企業が機甦・製性恥

脅成であり濠す︒中小企業は︑
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㎜

脳内に引き続き努めて家いる所

馨あ接す・

告

知

板

畷に入会骨最光永安炎氏佐所

原

︻滲院・エネ落目森下泰氏︵も

品川区大刀一工⁝1一調栗田ビ

石川鵬検算サービス︵株︶
第九十六逓冨翼長は︑昨年十二

ル

︵株︶松麗本店

住折申

塾側に入食

原渡

早一〇照

取締役本圧凝直井四一氏

央区銀座三一六⁝一

定検技術⁝サービス︵株︶

慰蒲践六七i一一＝一

予

代張取締役高島溜男氏

原発に入

原配に入会

村長三

一マ三七〇

糞妻

臨舐〇一一七黒

︑極

毒継妻

H木原子力産業会議謝会長

庵

日本原子力産業会議副会長

離離衛！肇

日木原子力熊業会議副会長

麹

獲木原子力産業会議副会長

圓城寺次郎

夕ゐ

寡羨鞠玉響降︾慧

繍本原子力産業会議会長

協︑奏霧

帯七〇八iO六

性所岡山藁苫田郡上斎

︑原発万一四一一

舶績口器

電話O八六八騰馬⁝二一ニ

ユーキエンジ澱アリング︵株︶

皇宮に入会取編役瓠凝個轡精︸

賎話九六八一二四一〜

伐所板橋区坂下三！蕪七一一

干一七四

氏

︵株︶ニチギ・エンジニアリン

翼翼〇四囲ハ六−四四⁝一篇

㌣

グ原胃に入ゑ祖L伊高趣翼壁

二五⁝一

住所神張川県藤沢市綱壕陶b

雑俳

代嚢取締役祉長腰如宥仁

アイ・ピー・シー︵株︶

に入会

嵩一挙闘幽○

日本原子力産業会議副会長

埼剛一

電瓢七七七一八二

ウ︒元参睨勲空機尊顔憂員長︑環

りした・たい︶大阪地方蝕︒集大

予一四〇

月二十一臼召集された︒会期は五

麗政務次質︑森塾仁舟︵撫︶組長︑
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同大会の参筋登録あんないは今

上斎原村

長には︑近藤欽算氏︵自民︶が新

朗利紹などの薪展開をふまえて最

圃内の新長期計酸︑軽水炉の多言

今図は米︑仏などの闘鉱毒鱒︑

醒謡O八五二⊥一一⁝三一八照

近藤鉄雄民

二進貴長の略膣は以下のと

︻粟醗・科学技術

おり︒

前詞

任された︒

いるもの︒

長の浬挙︑ヒつの特別法員禽の設

会議では︑第八の冨任委員会畿員

を新鶴︑エネルギー紺餓特別擾は

軍対照特別瑛は申野明氏︵公明︶

を行った︒その融集︑科学技術総

塾員会を開き︑委員長の厚選など

を淡定︒このあと各特別職員会は

は︑八つの特甥委員会の設磁など

十階から開かれた参院本会戯で

月十九日までの撒菰十闘間︒

衆院科技委員長に近藤氏

第96通常国会が召集

砿

O
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3月︑ニッショー・ホールで

磁本原子力藻策会議は来たる三

♂

、

濠す︒

科学技術の振興に醜しては︑

一世紀への発展の礎を塾くだめ

き止しては︑現在︑すでに暴発

工籍暴の開発︑打上げ︑1111 弓隠に︑園際科挙技術博覧致 α

とともに︑その種極的瓢進に観
振興調整費の強化拡充など問金

外経済関係の維持は︑蒋来の山

備給緩和晒においてこそ︑石油

越しつつあると思われますが︑

無芸

ぐ

宇衙購発につき醸しては︑逓

解職︑広く謄躍の諏識が深謙る

職の機能の抜本附強化に積廊附
湿

であり濠す︒

馨ぎてふ叙し綜察㎝
となるよう︑糖力的に準鋪を進

億
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以ま︑無頭にあたり︑瞬信の

す⑪

めて黙￡いと叢誉ま即

質

名を受けたところで85り︑団家

郵業馨して桑難の指㎜

り肇︒私︑難の四繧壷皿

かかるなど曝備が水漉化して参

の為力な鍵となるのが科学技術

実和用の拡大と技術の向上に努

する気運は︑大導な盛り上がり

先端科学技徳を強化
ノ

｢紀発展 の 礎 き ず く
科学技術庁長官巾・

三
章

をみせており謙すQ
このような状況の下で︑私と
しては︑昨鋸を﹁科学技術立園
充薙﹂として位綴づけ︑科学技
術行政の推進に愈力を尽くして

酬いにして︑科学技罰金議の

まいり濠した◎

術撫騨調艶號︑および次代の技

方釧にそって運屠を行う科学技

めて議いり蔽す︒

のご理解︑ご協力を得て初めて

幕の振羅︑広く罠の療㎝
援で馨ものと受て奮ま解

酒醤力鍛の約︸六パ可セントを

私︑先般の内暇改造におい

究などの海洋科学技術の推巡︑

や深海潜水調箆船による調査研

地震予知などの防災科単技術の

すので︑これまで以︑上のこ支

に取り綴んで濠いりたいと弩え

循顛新を生み出すための﹁流鋤

すが︑今後さらに︑安全性の確

上策襲な役踊を累たしておりま

保に努め︑國疑の脂様のご理解

擢進︑還伝峯組み換え研究を申

嚢申し述べましたが︑科学鄭

また︑わが国は︑各三生藻技

ップクラスにありますが︑恨界
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さらに︑潜水作業捜術の匹見

て︑引き軌き︑科学技術庁長宿

術︑慮絹弓術の面では世界のト

から要謂を受けたところであ
をリードし︑繋累の発展への甚
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研究システムによる酬造科学技

の遂行に努力するよう鈴木総理
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ートル級深海慮水調査船﹁しん

皿

心とするライフサイエンスの振 二二馨醸い穆上げる㎝

盗であり警︒

の立勉の促進を葬ることといた

腿︑低騒凸短距離離憩肇婚徴
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長路線に懇させることであり

あります︒

累ル高吟安全保陣の確立に努め

機︑墜劣などの棄の蔑︑皿

ます︒基礎素材藤業をはじめと

第三は︑エネルギー対策であ

曇れている雑・畜・塾㎜

私は︑昨鎌十一月︑通商藤集

する企業活動の低迷︑外講依存

ります︒改めて涌すまでもな

蛸脚の第一の課惣は︑わが国

大臣に就任いたし謙したが︑内

型経済艦長による経常収支の大

一七︷︶までQ
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瀞

園原虻年次大金を開催する︒競

力とゆとりのある地域黒瘡挫会

グラムの脅子がかた法った︒︵垂

O

の形成を図ることは舞なこと㎜

三三な鐙であ曇・内㎜

さらに︑館城対撮の一腰の発

めにも︑また︑陛業構造の振興

総合エネ政策を展開
騨
纏
原子力は成長に不可欠

ではあり奢んが︑畿笛の㎜

目蓑︶

ギー外交を展開するとともに︑

って討論がおこなわれる︒談た︑

には国際協力の今臼的課題をめぐ

門力開発の長期的方向︑原子力発

︒

心か暑念い蒼盗丸︑私の㎜

三二り憂欝の暫の謡㎜

あいさっといたし撫す︒

演〕

たにするとともに︑灘任の照隠
さに改めて身の引き緬まる思い
がいたし訳す︒

逓商産業行政は︑通商︑駐
業︑エネルギー︑巾小企難︑技

術などひU よ う に 二 念 多 蚊 に わ
たっており︑しかも︑いずれも

鋤

ざして；一﹂︒

力発慰1一経済社盆への定語をめ

・ウ

甕の発馨響とともに︑テ㎜
貰

・

クノポリス構想の推進など魅力

弘博

了知誠集約化を図るためにも︑

ある地頭灌墨形盛難燃
石油開発の一暦の推進︑原子

の牲能向負のための藷万燕︑さら

露の大宗を占めるであろう軽水炉

波及黒漆も穴きく︑今後の妓術

B本原子力産業会議翻会長

射．冑捨

明

遍バざ配置噂

独創的な嵐熊技術の開発を︑さ

晋太郎
家た︑中長期的展望を十分に

らに進めることが不珂欠であり

倍

ふまえつつ︑蔑曲国への終済協

通商産業大臣安
造は︑エネルギー供給の大口分

力をはじめとする強力なエネル
す︒このため︑エネルギーの蜜

D

今大会の星調テーマは︑﹁殿子
を海外に依存せざるをえないき

技術纂盤などに根ざした難業・

心の経済成長路線を確立するこ

わめて脆弱なものとなっていま

このため︑内外縫針動商をふ

定供絵の確保︑エネルギー制約

朗克服を閨撫して︑エネルギー

が四囲に満ちた年となることを

を申し述べ奮だ︒一九全品㎜
るなど︑総合的なエネルギー政

先端涯集として大きな期待を符

9

聯子ノ溌電の経済撫

麟

井

わが国縄済と國民蛋灘の発展︑

ない分野であります︒

向上を図る上でゆるが旭にでさ

とが不燭欠であり濠す︒

まえて︑金融政策の機動的な運

閲連技術の研発開発をさらに強

簾を展開し︑二十一世紀に向け

「原子力圏際脇力

於ホテル・オークラ

松

二

j

「義解発電と合意形

通商産業大1翻唇

〔パネル討論）

セノシコン3

レセプシコン

内外の譜情勢には蕊ことに臓

用を園るとともに︑公共事業に

力︑石炭など贋三代麓エネルギ

力に推涙するとともに︑技衡的
当伽のところ︑石油伊⁝給は緩

騰発乱川を探る一」

成」

〔特別二三〕

醗発戦略と課題」

しいものがありますが︑何より
も漁娑なことは︑わが園として

の克服は︑今後︑わが岡経済が

の捉進︑概源宣地の捻進に努め

ーの開発・利用︑省エネルギー

流動するエネルギー情舞のなか

は︑墨踊の灘らの利轡得失にの

ついても︑罵闘資金の穣極的な

の不酎欠の条目であり濠す︒

鵜実に安楚成長蕗隷を歩むため

㎜

みとらわれることなく︑あくま

いくことが必磯であり濠す︒

活用などにより弾力的に迅めて

以上︑新年に臨み︑通藺薩染

でも内外の諸多馬を余方位的

和重葬で謂移してい象すが︑ゆ

泌子力委員長所縷

〔講

kパネル計論」

k特別講演〕

原子力関｛網凶⊥映

演〕

〔講

京だ︑エネルギー制約の技術

に︑かつ︑長期的視野に立って

第二の課鵬は︑円溺な対外縫

への課題一軽水炉の

3籍10日㈱

一一
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済関係の構築であり濠劉︒エネ

第15回原産年次大会総括プログラム（仮）

@
@
@
@
@

見きわめ︑臼国の生きるべき方

弓勢会長所揺表明

セノション4

セノンヨン2
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舛餐会

一「1堺における原子力

一

向に陶けて︑髄笑に捗を遣める

1
第

学力ある益子力艦葉

大会主寧備委員長鋲拶

日
3
築
日
2
第
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マ

題駈の安金性は大難に向上した︒

てきた︒鹸食での高レベル廃棄物

手順きや技術墜件の確立に努力し

ル放尉性廃戴物処分の皐期実証酬

スで開かれだ禽含で︑薦業高レベ

は数醤水の隔レベル廃鞭物容器がド近くで進めている廃棄物恥離パ

設は八七隼に開始︑八九無塞でに

トは一九八五薙までに選定し︑建

磯船
しかし︑これらの安金規制の申に

画の諾急な内容を発表した︒

欝
フを癖強したり︑原子力安全薄認

決定する︒この他︑諾認司スタッ

導爆の孫讃は︑使用済み燃料を倉

撫

パラヂィーノNRC蚤員長が︑ 禺力流転認司印誌について最終決

は︑その纒華麗が不慮確であった

なお︑TEFとは別に︑DOE

醤RCと麗英界︵露力食仕および 議を下さねばならない︒酌例のな
可食譲に対し浄財会のスムーズな

む廃盛物管理上の不確短性を取除

鍵盤翻灘
緩

い膨大な許認呵処理鍵であるが︑

り︑電力註筏に蒸して過魔の冬田

ム四十五入︑マキシマム六十五人

かし︑私どもとしては︑できる限

うにはいかないのが爽鰹です︒し

ベル廃竣物の埋謹研究にも利用さ

を八三隼から掘ることにしていているものだが︑少腿の軍胴高レ

か所の候襯地点で︑調蓋胴だて坑RCの諮覇不要︶として計爾され

を選定するために︑DOEは︑露ラン廃難物騨用の永久処分場︵N

れるこの地廟処分試験場のサイト近である︒WIPPは︑耀用超ウ

試験諦価施設︵TEF︶と呼ばは︑霊だて玩の掘濾工壌が完成曇

イロットプラント︵WIPP︶

がニューメキシコ動力iルスバッ

コントラクタ⁝︶の二人三脚によ

進鶯を捜請するなどしており︑三

シェルドン・マイヤーズDO濃
Eされる予瞳だ︒

綴燈が愚陥になりないよう注惣し

の人貸がいてもいいのですが︑現

一〇％︒常識約にみれば︑ミニマ 闘題などがあり︑なかなか思うよ

れば：：﹂と︑配祀麟は口をそろ

くなる︒なんとかしてもらわなけ

えて象る︒

国際的にも︑国内的にも︑長期

外暢欝

鉦DF︑シミュ

台を発注ずみ︒オプションとして

る徴三卜万KWシミュレーター一

さらに︑パリュエル原発に設置す

日と一九八O年閥月一日運開︶︒

欝欝している︵一九七八傘一月一

九＋万KWシミュレーターご台を

EDFはすでにビュジェ原発で

で強化してゆく慧晦である︒

TE罫候補地点のうち二か所はれる予定だ︒

るQ
商まるIAEAの役割︒それは
同時に求だ︑有脂な人材を痩求す

二十五銀の歴史を刻みこんだI

次長︶といった上級ポストがあい

的戦略に立った対応が︑い京田本

欝ゆ

AEA︒寄しくも︑田本の原子力

ても︑欧米諸囚とちがい︑すぐ︑

た︒
拍臓先生が務めたD13G︵嬢携局

門P5やD︵部長級︶︑はては開発も︑四半世紀の節團を迎X

と考えています﹂

級︶以上の上層のポストを得たい

置以外のポストで︑P5︵課鼠 る︒

はないので︑こん瀧は︑保障嶽

頭数さえあればよいというわけで

実には︑叢偶基雌の約単物Qでも りの努力をしていくつもりです﹂

ましたが︑なかなか気・︑海謝⇔飯轟・

︑♂繍ん︒﹃謹蟹新年﹄のよせ懲きも︑

かなか顔を見ることはで滋ませ

繍た三筆足・ずの職員ですが・な

﹁こんなぐあいですから︑たっ

心のやすまるヒマは︑犠︷響鰭∵
あり法せんね﹂
机の上にならべらへ・︑・

ドの数々︒日本から蝿魑細〜・

れたクリスマスカーペ

回覧して撚いたものなんですよ﹂

迫られる長期的展望
アルゲンチニーア適りにある闘

鎌欝駄論斜験吻蹴田段表町

レータ三台発注

奪後にはシミュレーター九台を保

別に三台を発窪しているので︑数

福島地区箏務所：福島営業所・福島第二営業日
起振地区事務駈：葉風営業藤・大洗営渠所・療電出張所
大阪港務駈：敦賀営業脈・勘根｝勲張所・乱国繊張所・九州鐵張勝

ゐ規制改遡への取脳みが量要とし

オーストリアの穏郡ウィーンの郊外︑ドナウ河の岸辺に︑ひと

きわそびえるIAEA︵園際原子力機上︶本部ビル︵一1写翼︶︒
のものが圧倒駒に多
い︒わずかに︑その

二帯﹂だけが︑あ

える︒

かるく︑輝やいてみ瞭∵即．．∵逐い涛捨︑

門でも︑木当に良・

に求められている︒
︵飯萬季雄前特派鼠︶

その職にふさわしい入が児つかる

﹁田本のIAE△の飴資撫は︑ かというと︑親充の陽葉や朽葉の

綴添康也公使はいう︒

運転纐纈の増強に対応

楽務管理部：浜岡事務班
作業環境画定機関 13−40（第1〜5場の作業場）

産
カ

原
加盟国醤十か国︒このIA欝Aに 働 く 職 員 約 千 五 曲 人 ︒ そ の 娼 身
国は︑文宇通り︑世界欝国に及ぶ︒その臣大な国際機関で働くβ
本入職鰻は二十六人︒隠然からみれば︑わずか二％未満の比聴だ

が︑金鑓がP︵プロフェッシ駅ナルの略︑唐門上級職︶以上の立

求たがる︒と剛爵に︑微妙にゆれ動く国際情勢を反映︑すり減

場で精力飽に活躍している︒京さに︑その活動分野は︑全世界に

っています︒その点鱈い払・

い経験をさせてもら

では︑斤量と二って

護することになる︒

門パリ松本駐荏員︼EDF︵フ

ランス徽力公社︶は近く︑LM饗

グラブリーヌ原発︵九十万KW加

︻パリ松本駐在磯︼フランスの

仏グラブリーヌ原発

︵憲議器桝祉︶に︑九＋万KW原すずき養殖へ
試験場を建設

発返転シミュレータi一台と蕎三

発漁する︒

十万KW歴発遜蔽シミュレーター

艪

饗MT島西後︑運紙要員の冷酷

・調融は一曹重大な課題になっ

一月にパイロット獲魚場︵無四十

圧水型炉六墾︶では︑一九八二年
ており︑EDFは︑原発の増設に

二筥七十八︵うち技術者千二薇 沖︶の慰設に語銘する︒この蹴魚

よって運転鉱員は一九七九無四千

る︒将来は療発の温排水で館八酉

場では︑霊としてすずきを育て

誘の蔑魚堀を建設する醗画だ︒

入︶から一九九〇蕉ム万二千九蕊

その無届・躍線をシミュレーター

人︵岡二千八憲人︶に増強され︑

N−0627A〜C・E〜∬。」・K

手帳発効機関

・

（広島分室）

らす神経もケタ違いに多いことも環実︒だが︑この三際機闘で働
く日本人職澱の実態となると︑ぼとんどといってよいくらい知ら

れていないのが実情︒このコラム﹁IAEAのなかでの臼本△

劇
争熱一所大本暗室調つ心事

高鷲

康脚警賀弦
の妻霊

旦らラ御参巌感謝

果人鷺ミ

@糞ま一姦
影此内を

画彗塑か董
︵・β厳・養・灸・黍・潭

ﾁ転落あ与大ゑ

顛録晒

慢葬ぞ萎ーー妻虚
郵簿

装ネ

縣呼緬．織

霧雨炭筆海ワ・菰石η忠嗣

山颪喪 ゴ島九 拶藤留匁礼象男雨曇些

戸々ん蕪

岡奮面・霧三
＝冒一二一一＝7一．層一＝＝騨一・＝＝需7一；＝

原子力代行

株式会社

い家す︒自分が立案︐︐

く︒働くというより︑﹁イヤ﹂と

間も︑日本人職嶽は一生密命働

はいえない賦木割ゆXの﹁勅勉

て世騨の人々に鞍懸っていくと思
うと︑これに勝る直穿はあり齢せ

さ扁で︑結果的に︑仕寓をひ選う

したものが金謡やセミナーとなっ

うな署さにひきつけられる︒きび

ん﹂

たないうちに︑顔は︑凍てつくよ

しい虜然に京た︑きびしい現実の

けざるを得ない状顧になる︒当然

がて︑その弼入かが日本への二途

＝一

誌井埼ユろ
鴫＝一冒一円＝一＝ 幽一 一一一一一齢曽一

忙しい日本人職興も、 「醗賀新隼」を遡：くこと
によって、 「日本人」であることを患い出す

鶯03（572）5遵75（ω

室

〒104康京都中央区銀座6−3−16聡明ビル〉

挫

〒1覗束京都中央区銀白窪5一一5−12（文記紀秋別館）囎03（571♪6059（代）

塞

分

では︑その燕にメスを入れる︒

現実の世界
ウィーン郊外の住宅地︑十九

献身的な日本人

のことながら︑真面圏で︑献身附

靴界に引きずり戻される︒

﹁とにかく︑やるべきことが多

区︒瀟酒︵しょうしゃ︶な螺並み

が︑白銀の世界と︑あざやかなコ

に働く田本人に対する評価は高
IAEA で 働 く 田 本 入 は 二 十 六

日水翻職員のなかでも︑比較的

い︒

いのです︒あれもしたいこれもし

人︒そのうち︑保隙鐵醗局で働く
法論が十五私︒その多くは︑査察

分の詳察テリトリーとして命搬︑

﹁このま求だと︑人手が足りな

に碧く︒

クリスマスだ︑新無だ︑という

嚥援︑足を運ぶ︒

こう︑つぶやかせるIAEA︵国
蜜Q臼末をのぞく倣界笛岡を︑自 多い部門に入る課瞳措鰍局も︑や

エネルギッシュな町氏をして︑

たい偏

ントラストをえがきだす︒それ

は︑美しいハーモ笛一となって︑

に︑欝楽の都︑芸術の都という感

袈旧人の心をおどらせる︒まさ

際線子力機閲︶の佳箏︒

﹁たしかに︑日本のときとちが

をふかくする︒

い︑獲や子どもと一鰭に食瑠をし

一一
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正

第一原子力産業グループ会長

田

石渡鷹雄

前

科学技術庁原子力局長

衆議院議員

隔

＼

嵐

山

彪点点去

長歎難開発嚢会社

大江工業株式会社取締役社長

株式会社東京電氣工務所取締役社長

藩論轡劉圭業焚会社

星野睦雄

三菱原子燃料株武会社代表取締役社長

二七茜

杉本

茂

寛

井資夫

周

福

原

佐藤勇吉

画三品ゑ

翻舜隻斧

西村翻出穂

ゑ壷ゑぶ姦

株式会社酉島製作所取締役社長

歎鯉懲晃森式会社

社団法人海外電力調査会会長

多

田正夫

能美英彦

瀞縁毒誓事

衆議院議員自由民主党商工部会会長

衆議院議員

株式会拙開発設計代表取締役

一

東洋物産株式会社代表取締役社長

H木原子力事業株式会奴取締役証．長

監

ム

二

灘讐讐株萎社

株式会社山田組代表取締役会長

D・F・グレッグ

ラジエ工業株式会社取締役社長

舷轟⑳

郎

可．・づト亥醜

植木正

カナダ原子力公牡丁田代表

東電工業株式会社取締役社長

吉原

臼木シーディーシー株式会社代表取締役社長

今元禎三

一

荏原インフィルコ株式会社代表取締役社長

産業科学株式会社代表取締役

懸職灘毒藷霧究所

ゼネラル・エレクトリック・テクニカル・サ！ビセス・カンパユー田木原子力事業部長

八木祐総総

σ・T・ボ！スト躍

5メ

曲奉蘇雄

一

牧浦隆太郎

佐波正

薯縛欝欝

ジャパン・アトミック・サービス株式会社代表取締役

器笹野毅姦智ビ．株萎牡

棘纏難気磯︑社

瓢葎郷灯茎ル株萎社

雌品橘大

ク拶ズ・ボーアぞルヴ

ガデリウス株式会社⁝代表取締役社長

ガデリウス株式会社技術本部長

ｸ／懲肌譲瑛蘇翻
熈騨健熔払．晒︑︐ゴ︑・蚕∵凸鯉

獣︾

轡〆∴摂漕畷

ゴ

獣

で獣

引跡鋼凋野認∵月餅療羽田

︑

ご

饗漉黛硫門

響

旛

ｫ︑

楠麟

ｭ袖

纏建議垂株式会社

コジェマ︒ユーロディフ︒ウラネッ ク ス 駐 H 代 表 ソ フ ィ コ メ ッ ク ス

財団法人放射線安全技術センター理事長

藤永

アロカ株式会社 取 締 役 社 長

北陸電力株式会社取締役社長

芳沢機工株式三二取締役社長

株式会社新潟鉄工所取締役社長

㌃

ジ・／マ×ール診／

石川県志賀町長

昨叡紫狙卵顯鯨連絡事務所

穂懸技術サービス株式会社取締役

壁島溺慮

財団法人日時エネルギー経済一研究所理事長

高田号晦

み海則貧

鈴木貞一郎

田島正巳

池谷政傘

佐々木義武

末永聖郎

ウエスチングハウス・ニュークリア・琴︑緯ヂフ物

H重工業株式会社取締役社長

衆議院議員

橋野邦夫

︑

吉岡．俊男

熊谷太三郎

滋本発条株式会社取締役社長

縣器衡テζカルサ聖ビス株萎社

財団法人慶兆用熱機関協会理事長

参議院議員

参二八︑︑一諺男

彊

向曲定孝

熊取敏之

若林

新二本空調株式会社代表取締役社長

入江工研株武会社代表取締役社長

株式会社原子力代行取締役社長

高見懸絶機株式会社代表取締役

財団法人聞本分析センター理事長

東北電力株式会社取締役社長

放射線医学三舎研究所所長

株式会社日本科学技術研修所取締役社長
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青森県東通村長
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敦野そ雄

眞島鉄柱

覆翻御ア．デ多株萎社
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後藤武扁郎

茨城県東海村 長

社団歯入茨城渠原子力協議会会長

東芝エンジニアリング株式会社取締役社長

原子力委員会委員 長 代 理

毒︾φ罵

棘懲難ンジニアリング嚢会社

鼎

隆

噛鯉4ノ署

須藤富雄

向坊

北里・主

喚曜夕も

島塵繍

清島省三

観機装株式会社代表取締役社長

儂難聴黛クート株萎社

覇蹴人原子力工学試験センター

国務大臣科学技術庁長官

瞬許

酉山ゴム株式会社取締役社長

株式会社東京都民銀行取締役頭取

北海道共和町長

煮ミ勿

高密墨＆

71岬表

西山敬雄

陶曲繁弘

駒湯剛毒浮

科学技術庁原子力安全局長

巖ヅ卸屡

赤羽俵λ

出藍衛歯

娼確駒−

茜響泌亥

動力炉・核燃料開発事業団理事長

糠欄難ンクー振興株萎社

岡野バルブ製造株式会社取締役社長

東光電気工事株式会社取締役社長

信太不二雄

彦︒ウ愚生∠γ︽輔ノン

東電広告株券会社取締役社長

玄三部を

英国大使館原子力担当参事官

威武会社神戸製鋼所代表取締役社長

獅

罫

．

︑

調

︑嘱弘

株式会社勝組代表取締役社長

共同石墨株式会社代表取締役社長

伊藤俊夫

ぢ

φ

昇

田島敏弘

蓋濯

天野

毒祓桓確

アンドレ・乏冬イー

社団法入H本原子力学会会長

国際技術交易社代表取締役社長

日木原子力研究所理事長

L砂

矯本原子力研究所副理事長

H本原子力研究所理事

株式会社日木興業銀行取締役回頭取

鴨

聞

力

福井県高浜町長

福井県敦賀市長全国原子力発電所所在市町村協議会会長

株式会社十入銀行取締役頭取
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日青工業株式会社代表取締役社長

斎嚇︑劉

亀田英二

阿部栄夫

参議院議員科学技術政務次官

蟷鮭灘麟萎社

︾鄭唾

繍議官原子力環纏攣ンタ遅

@

財団法人核物質管理センター会長

竹内良市

加藤辮三郎

鈴木義雄

護

横田和夫

敦

メ論酒壷亀

小林

国井

田揮株式会社代表取締役会長日木エヌ・ユー・エス株式会社代表取締役社動

株式会社ロクゴ代表取締役祉長

木村化工機株式会社代表取締役社長

ジャパン・テック・サービス株式会牡取締役社長

衡

栗源産業株式会赴代表取締役社長

姿幽思外郁

で肉畜瑠薫

診彦窯養

一

皿

通商産業大臣

書髭衡高高会社

高速炉エンジニアリング株式会社代表取締役社長

装

P勧

藤波孝生

内ψ晶群

田中清太郎

湛禰

高騰剃男

潔

日木原子力発電株式会社取締役社長

株武会社上平代表取締役社長

職辮

衆議院議員

原子力安全委員会委員

瓦

福島県双葉町長財団法人福島漿原子力広報協会理事長

新潟県岩室村長

株式会祉ネオス代表取締役証長

石井

よ蓋毒

矯本警備保障株式 会 社 取 締 役 会 長 ・ 蕗 瞬 九

参議院議員

福島県浪江町長
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松本克彦

臼井秀吉

欝鐸ク︒エネルギー．テζ︒クAB

東北電気工事株式会社取締役議長

藤中義昭

弘

田代信雄

蕨画浄・ζ縛

近重八郎

に継承澹詐

株式会社イワキ代表取締役社長

丸紅株式会社取締役社長

難敵鯉鱗式会社

株式夢野横河電機製作所代表取締役社長

高根

西日本技術開発株式会祉代表取締役社長

嬉黙領野ヤパン株式会社

聞

は︑苑上扇に対する研究投籔︵研

子力関係研究投資率の塑．﹄が︑原

廉い水肇である︒この鉱山脚の原

問題懇談食人岱︶よりさえも顕露

子炉機材は五︒二職％から菰・五

九六％から五・六一％と増加︑原

プ・放射線機器部門が前鋸慶三・

肖五十三毎円で前二度比六三％

と︑電気肇業への売上げは四千九

鉱工業売上げを納入先溺にみる

鉱工業売上︐岡に凸める原子力輸

技術輸出があることがわかった︒

二％へと微増している︒海外捜爾

増︑メーカーへの売上げは千六璽

次零度

っている︒

出の剛畠は︑わずか讐％にとど蒙

たもの︶︑の比として嵐わされ︑

究支出賜と海外技術榔入擬を蒲え

子力関係売上げの著増にもかかわ

上で顕要な指標となる受注残高

降の粥上高を予測する

鉱工業の研究活動状況を葡小す指標

への売上げは八薦七十億円で同一

四十二穏円で同四二％増︑直垂

一億円︵酌無展比三鷹％贈︶と荊

は︑五十五年度來で二兆八千八十

ギ

︾

配圃

策

電気事業一兆円台に
轍訪建設工事費急増を反映

テム関係や核燃料製造技術の支払

六％細とそれぞれ増加している︒

圓と比べ七千億円増加した︒これ
る◎

投資率一・五五％︵総理癌統計周

〇％増の六卜一鎌円となってい また売上げを部門別にみても原子

いが繕加したことから齢年度二六

轟入費は︑軽水炉プラント︒シス

臨として捲摘されよう︒

らず収支がわずかに士二億円の環

流産度の六・闘六％をわずかなが

象しか計上で愚なかった大鷺な蟹

ら下圓るものの︑一般蓬業の研究

率は六・四二％であっだ︒これは
円に急増したのが症国されるが︑

となるが︑五十五黛度の研究投籔

九％繕となっているが︑これは五
これは弼来の原子力発磁所帯沖増

儀機器二千八豫五黒円︑同八％

億円で朗庫軍器三九％贈︑発変

輸撮取扱高は一部門のみで康峯

料サイクル部門のO・叢％の徽増

製造一三〇％増︵二・三倍︶の三

と原子炉機繕の五〇％潮︑その他

トープ・放射線機器部門は前躯展

都門で増湘がみら為たが︑アイソ

なお五十五銀慶宋現在の彪気凄

と比べて微減した︒

係従嚢漕数は︑繭無度比一山ハ％堰

業と鉱工業の民闘企業の原子力関

初めて五万人台を超えた︒

の五万三千九酒五＋九人となり︑

鉱工業の技術系従繋落を頂剛強

都門朋にみると︑とりわけ建設土

木︒工葺部門が崩集度比二二〇％

示しており︑旺盛な建設工婚にか

増︵三・二重︶︑と著しい伸びを

ことを示しているQ

なりの狡智蒼の晒腿が行なわ為た

麗砿襯曾響コli罰iぬ

ち
ギ

1面所報の通り︑凹本原．野

力酵業会議は︑昨難卜二月コ

十一臼︑第二十二図顧子力産

拝撃態講銭帳告﹁拡大のなか
昭和五十五庫度の原子力闘係総
十四薙展申に褥島鏑一原子力発熱

は五十五毎度売上鴻の三・六年分

部門別研究撹資事をみると︑核

支出隅︵嘘気饗榮︑鉱工叢︑簡社

炉機材部門が三千八欝六ヤヒ隠円

に備えて原子力機器供給企業の原

と前駕度比三七％増︑建設・士

子カプラント丁場の贈設が言次い

三三％から七︒四％と大きな伸び

運開し︑還開総数が増えたこと︑

所一癖号機および大飯漂発電商機が

燃料サイクル部門が前年度の五・

の一計︶の笑績は一兆九千八醤八
調べ︶︑宇宙産業の五＋四年麗の

十一鯨円に辻し︑前薙穫比四〇％

ソープ・放射報機器が四直十八停

千九癬万十四億円︑陶一九％麟と

一億円︑岡三七％壇︑嬢設・土木

謝︑核燃料サイクルニ千三齎五十

となっており全部門にわたって増

騰器は四百五十二留円で閲五％増

ヒ十二漂円で同国〇％増︑発変竃

円で一〇％増︑その他製造が六百

部門は許↑四鯨円でX％増︑アイ 炉機材部門が一兆九千七顧慮レ一

勲爵残高の郡門別内訳は︑息子

を決しており︑次いでアイソトー

一％︵通庵霧︑宇衝産業硅本

＝＝＝∴黷y；一醐＝一一＝＝＝＝＝＝一＝隠＝二；篇＝闇＝＝＝二＝＝＝篇一二＝陶＝一一＝欄開二一躰＝一匹幽幽＝；刷出＝墜一＝凹＝一冊瓢＝＝一一一＝二巴駕囎＝＝＝篇

より遅諾していた新規篇工分が闘

％増︵二・三倍︶︑骸以繕ツイクル

木は千四蕩六十五触円で同一鷹O の虚器慰に相当するQ

三・一

鉱工業の研究支娼は互懲六欝円

だためとみられる︒

かえやシステムの改溝警が進んだ

濠た驚換の折に国産機鵠へのとり

増加した︒この総女出端の内訳は

原子力発鷹所の建設︑題転を行

︵餉琿願望三％増︶︑人件費

ている︒内訳は設備澱五十八億円

高い研究への投資率

濠た電気融業の設備滅馳餌婦凱

で剛隼度些．一八％の増搬をふし

は一千五営一僧円で舳年度比一蹴
肖八十九億円︵聞三八％増︶︑そ

ためと惑われる︒

子炉︑彬燃料サイクル︑アイソト

触円︵前犀度比㈱㎎％繕︶︑原

％繕となったぽか︑核燃料減乱費
の他の経籔懲九十九団円︵同三五

う電気馳罐が一兆一千九蹄七十二

ープ・放尉線等に閲する機雛の供
は六醤九十八億円で︑旧離発電蟹

鉱工業の五十五蕉度の売上高

るのはアイソトープ・放肘認機器

なっているが︑一方︑滅少してい

の幡羅一贈円で旧盆獲比一六％

加している︒納入先革︑部門工数

冷躍学識設備と混融物処鯉設備の

の観点からみた五＋籠年度の二爵

円も少ない額で︑五十三無臓の総

鶏あり︑久々に大概の機材が納入
されたことが大きく窃与している

係設備の﹁その

他﹂の部門が三

＋五戸円︑冷却

系併設編＋君徳

円︑輸送機器＋

六僚円︑などが

今園の調糞で

めだっている︒

は︑この輸出の

巾にどの稗度技

ったかについて

術輸鍬実績があ

初めてアンケー

トをとっている

が︑輸出総麟二

徐（02928）2−2980（で七）

東

の低迷﹂をとり法とめ︑発令
した︒この調資はわが国の原
子力斑業の経済磁の実態を掘
勒し︑分折する上で鍛頒な戴
料となっており︑昭鷺三十一
隼から行なっているもの︒

給とプラント建設︑関連サービス

が七蕾四傅KWHから△臼歯＋六％贈︶︑海外技伽獅入費六十一億
は︑七千八矯八十八溜円と前年股
比三九％壇となった︒一方︑汽十

FJ

働伝熟解析

煮調蕉は支繊濁︑売上尚︑

を行なう鉱工衆がヒ千八再七十五

鱒KWHに増大したことを反映し円︵同山公％贈︶で︑すべての
だ︒部門別では︑原子炉機材が

一二十蹉惣円の黒字顯より八十軸心 宇を細かくみると︑電気図題への

錘離鉱工業の黒字幅は最低

億円︵岡三五％増︶︑また核燃
項臼について強縮な煉びであっ

鉱工叢支出高ぼ職事樹心三五

て︑削蹄度比二七％増となった︒

三士二億円︵岡二％増︶となって

料︑原子力製撮を取り扱う商社が

三鯨円で︑前年単比〜五％の添加

商社の原子力関係車扱面は八千

減となっているQ

を示した︒内訳は瀦内取離隔二千

冷却系統設備については五十万無

窮以萌に満顕した原子力発磁駈の

3輻が威少しているのは庄賎

ず黒

は一二六％も贈聡したにもかかわら

納入が閃慮って多くなっている︒

原子力関係売上崎を部門別にみ

売よ簡と比べ︑五十五隼度施上筒

繊高が︑累年殴比三五％増の七

といえよう︒

増︑核燃繕サイクルが七十五億

ると︑原子力機材が三千八衝六十

二百ヤ三懸円で潮奪度鰯油㎎％ 五年度中の設備投資を盒めた総支

り︑五十三︑闘士の五千億円台か

千八翼七十五黒円だったため︑

おり︑これらを倉dした原子力関 ％増の七千八蔭ヒ十五停円とな
係総支出鰯は前年腱より五千六酉

円︑前年展比四四％増となって

七虚円ともっとも多く雨隼麗比三

の累鏡収支をみると︑単純濫し引

ら一挙に磁大した︒

七％囎︑次いで建設︒土木が千

きで一千三街四十万徳円から一千

九士二億円も多くなっている︒

単純差引で売上蕩は支出蕩を十無

㎎歯六十五撫円で前百度比一二

七函〜ご十六億円で略叙五〜二％測︑輸

おり︑機器の償頓性試験︑館山標

憾円上園り︵五十四三度落六十驚

九％増︵一・一九コ口と凝しい伸

にみると本内敢扱高では核燃科サ

七七％減となっており︑部門別

イクル部門が蕊一〇％増︵四・一

庫の増設やアスファルト圃化装罎

碓設がピークにさしかかったこと

鉱工業の生鰭設備投資は三酉億
噸型炉の開発あるいはウランの濃

図の黒字となったが︑無寧蟷は澱

億円の赤字︶︑閥十館厩以隣四回

三樹三十二億円と支娼超過幅が減

めと思われる︒

の新設などを相次いで行なったた

されるところである︒

五士二︑四隼展の野臥聞︑八千

円で二二％壇となった︒この郷

欲的な努力が払われていることが

O 禰から勝処理︑彪炉の研究等に慧

びを示している︒その他製造も高

勘案して蓋十五銀山宋の薄儀却資

少しだ︒さらに設備誠価儲却費を

によるもので︑磁壁物処鐸叢誌に

ぴは全産業の設聖慮負伸び箪

い僚ぴとなっており五九％贈の六

る︒輸入鞭扱高では︑原子姫機材

倍︶︑原子炉機材が六〇％増であ

二十〜隼度から五十五銀度

億円台を推移してきた糊気蝋染の

・七％よりかなりの高水探であっ

低であった︒この大きな愛困は前

蕾七十二慰円︑その他の部鰐は敏

五＋万年麗の原子力関係の輸出

次に

原子月関廉支出繭は︑五十五難論

うかがわれる︒ちなみに窩駄箏集

述したように研究投資率の筒さに

％の棉ぴにとどまつだ︒

魔を計獅すると約一千蔚七十六億

︵うち商社輸欝は八億円︶で︑

間は︑欧※を中心に二樹十二億円

鉱工事における売上隔の階腰別

度の七基から十基に増尊したこ

二頁三十二傅円の支出超

が一〇％増︑その他製驚一六Q％

収支一手

円となり︑これを舳述の累積単純

過軸から遅し引くと︑鉱工業は今

と︑とりわけTMI聯故の影響に
分布をみると︑売上史繍を寓する

﹁

至

﹁

賑環瀧幽・匿■匿醤・騒・

京（G3＞6659701（受付）

費（03）665−9831（直

⑫安全解析

｛駈営難舞；4部

働被曝解析

㌦療箏力繍寿についてのお綴倉せ鑛下翼

働核融禽解析⑧購界解析

取扱簡については昭積五＋五
制度の一州間の実鞭を︑従惚
蓄と各種鵬込みについては昭
二五や六無⁝二月蕊十一鐵親伍

の数事を濠とめ︑原子力関係
の研究︑生醗︑利用のための
支出︑売上︑従曝煮を指する

と思bれ る 企 黙 の す べ て を 紺
初めて一兆円台を突破し︑前胴腹
た︒生潴設備投灘は五十二年度か

による試験研究開発擬感能街七十

あるといってもよい︒売上高の融

三％増・輸嵩取扱晦は八億円で同

と跳べて瓢一千六濁四十厳懸円︵四

ら三年間︑一轍五十惣円近くの水

二億円と台わせた罠間企業全体の

手は︑原子力発魍所の建設が嗣銀

入取扱．尚は五千二菖五十九億円で

四％増︶増の一兆一千九翼七＋森
運で推移してきたが︑今回初めて

研究山文出顕は六薫七十八憾円であ

発受所構内に低レベル廃彫物三蔵

羅円となった︒

驚樹慰円台となった︒特に部門別

毒しては︑亀気壌鍛各社が原子力

項露別にみると︑建投盟が雨年
内訳でみた原子炉機材の投資が日

鉱工業の原子力関係研究役融融

幽︵二・六価︶となっている︒

炉機材の八低円の輔呂災績があっ

繭銀度の管二十七懸円から六七％
だに膏五十六億円の﹁赤字﹂を背

の増加を示した︒輸出を項闘別に

企業数は紛擾七十六祉で︑煎矩塵

負っていることになる︒

に比べ十三祉翻探しているが︑売

き
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⑧核燃糾サイクル

⑳核燃糾挙動解析

⑧原子炉安全審査用解析

阪（G6＞24…一4111（代〉

アを導入、その利用実績の蓄秋が原
子力エネルギー窮用推進の治役に立

⑧至論解析

っています。

⑳大典営業携⑦嶺寛屋…出張所。爽海・二毛・二三連絡刑務所＠

七十処理技術の融合が、臼本の原子
力開発をたくましく育てます。CRC

センチュ聾リサーチtノヨ難

原子力解析プ日ジェクト

本社／干103東京都中央区印本橋本町3−2小♂翠ホ館ビル

最先端をゆく原子力工学と、峯1㍉緻な

大

⑧核燃ヰ斗輸送容器の解折

テレソクス252−4362

唇｝（03）665−9711（案内）

⑫原子炉炉心誹算

名古屋（052）203−2841（で允）

⑳スカイシャイン解析

は、数多くの原子力コードを開発する
とともに、海外から優れたソフトウェ

象にしているQ

cは ︑ こ の 調 査 の 内 灘 と
﹁源子ヵ曜漿のアンケート調

度と比べて二・二四億の六千四蕩
劇優の五士工臆円から樹二十八懸

嵩
支

5，050f凹凹

った︒

六十二懸円となり︑原子力関係総
支掲の麹びのほとんどはこの建設

曜

上島の憩増により一社あたりの売

ま

き
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1

籔の槽大によっている結果となっ

撃

⁝

；

費億円︑原子力材
四葬園＋四懸円・
貯
原子炉機器・関

たにすきない︒総取扱高では核燃

ζ

5

繹

みると︑アイソトープ︒放射線機

ヨ

⁝

ミ

上高は憎疑したことになる︒過ま
亀

二

；

5

︹昭和年反︺

﹁

鮒羅関係が五聖雌
二蕪闇の突績と比較すると十万円
から一義円の売上高をもつ企業数

電気事業の原子力関係費昌別支出高の構成比推移

た︒建設耀の中でも特に機械装

収入

が誠つた反繭︑十億円以上の二上
嘉実綾をもつ企業数が増加してい
るのが注囲される︒十慰円から懲

憾円の階廟は礁設業︑原子力専
業︑機械製造業の三業種が半数以
上を占め︑薗億円以上の亮上高を
落する業覆は︑電気機器営造業︑

造船造機業︑煕設業︑原子力導巣
の数社が占めている︒

鉱工装の設備減価償郎費を誠算
するために主捜設備の耐召書数を

減価撮却費は約二菖二十三穏円と

十二無とすると五十五遠端の推定

趣転

瞭︑土地に対する支出が︑それぞ
れ鰹丁一四糖︑工・六m四倍と顯鷺

であるが︑これは福島第一原子力
発想湧薫︑四岩機と高浜原子力発
亀藪二︑四号機の計四夏が本格譲
工したことに伴なって︑趨工時の
契約命が支払われたこと︑また五

家予算

2，420億阿

査結果﹂の概婆を︑8︑9麟
で紹介する︒

亀

＋五隼度宋には︑五十四隼慶來の
開鉱より露猛多い＋鎮が建設工事
中であり︑これらの機雛罵付け︑

土地造成駿の支出が増えたことも
建設蟹増大の療鶴となっている︒

運転羅持澱は︑四十七隼度以来
原子力紬織所の巡開鍵数の増加と

ともに︑鍛実に増加しているQ五
十五難度の運転維持賢は二千二蒔

兇留ることができる︒したがって
誠価餓却を考慮した売上筒対隻嵐

高の関係は昨奪肢の七士藤円の
赤字から酉四十八惣円の黒字に転
換しだと推定される︒これは岡様
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、

〜
伸び嘱九％より大幅にアップし七

原子力産業のマネーフq一

……
〈ノ

（8）
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聞

立出のペースは．︽のまま︸ハ十年厩

まで引き航さ行なわれる見題しで
饗において︑五卜六年度が五十五

採従難縞数の見込み帽︑菰噴鉱ユ

一

しかし︑研貌開発については︑

つきけあまりみられず︑生κ酒動

造齢酷蝦業を除けばW繍間のバラ

一

綴果となっている︒

一

一

◎
三n⑪

バリ

議

4

2

0

獣た︑漁本金陽編購にみると︑

姐近活動ではほとんど差がみられ

研究開発では︑一僧円菰襯の中小

ず︑鴛辮数が魑合をもっている︒

途Xと熟倦円疹上の人企業とが一

〜歯依切出覇の中堅企疑より爾い

陽贋で︑寛々一∬％と強い蟹﹂を

銘Vで騒騒胤もつているQ問者の

もっている倉町か敬讃しているこ

とは鮮視でさない︒

ｦた企業に

して︑鋸盤改轟を

先の︑罰金隔趨に懸合かあると

図るためにどういう点を求めるか

については︑生再活動と研発開発

た︒

の分野でかなりの網避点がみられ

生醗群動については︑低利紗資

12

が六十五社と字体のぞO％を占

⁝やや艦

爵五雲︑研窮響動ワ日八十六社︒

盃二部動については︑

令しれる扁と﹁まったく懸舎はな

い﹂と帆﹁えた企長がほぼ単数瀕つ

を占めている︒研究開発では︑

﹁まったく二巴がない﹂とする企

蜷が︑﹁やや懸台される偏より十

一

一〜

十圧匁︑一バ％となっているQこ

帝轡しだ逓転鞭金罵愛の増大を反

れは︑こんご原子力術潟の拡大を

映しているといえよう︒この二点

を漁く蕎遷している業繋としてけ

建設裟︑長子力脚巣︑機織製島藻

研舞開発て醸︑捕助金幻惣︑国

たったQ

の閃発譲負引幕大︑免税雪礫の払

ての改古を求める戸が拶くでてい

入など︑國の田蚊錨躍や︑税観嚥

る︒魂総溺にみると︑納助命癖額

電気欝誓魚船造機︑その他の戦

＝聾 轟Hり㌧

紳

一

椴

から聖態な解決が訓．まれている閉

確威﹂なと︑わか国にとってこれ

サイクルの確在と懸立がプラント

輸繊をはかる上で箪簸たとするμ

困の馳学の改魚を瓜める阿見と

もある︒

してむ︑﹁政暦機鵬の情縦活勤︑

化︸一灘南纏瓦鶴におけろ弾か旧

援助およ○鼠壁︑歎金搭助の活轍

﹂職に階旧かかかり寸出偏ることか

トエンンニア野棚の篇砥のための

ごとに︑金鎚的なQA標雌化を霞

その一方では︑﹁名機廠︑設齢

撫架か必蟄﹂なとがある︒

るといわれる﹁エンジニアリング

縮綴はこっした体鯛か確塗してか

民あけて確並することが先映で︑
れている︒

技循の碓立﹂電︾か漁見も黙せり

めるμもあり︑わか園で練れてい

ら︑﹁機影鑑付抄徳の樹鼠賊求

8の陀め︑TJ改操錬にと短なつ㌃沁﹂﹁来円のよン献アー議テク

象だ︑岨．目︑難厚と紙がは旙沁

匙についての指拍のほか︑粒賜尋

する横見かあり︑努膿就﹂国向け

格の論一化﹂などの勲見か︑ほと

ムとしての砂疑櫨幽憤﹂﹁QC規

門野鴨岱理の向上﹂﹁総命ンスヲ

帽︑﹁プラントの規格・稗激化﹂

蟹全性・標感化に渇するもの

ゆ示されている︒

には鍛罵であるとづる薬湯のもえ

一

る﹂の力に多く答えている︒

研尭開究については︑獲鳶油鋳 紐V鰻介ン︑は紐に﹁やや轡念され 野糧が強く畷んでいる︒

のに対し︑概凱⁝を鰻︑4審る加よ・

建︑戚︑灘鯛︑和語全編︑轡紙︑

を帰︑魚7ろ気鷺刈企﹀か﹁京つた と絹の鴨発稲臼霊殿については

酌︑研学開兜とb独．﹂力縛網なと

たた︑鼠種別にみると︑廷げ活

肖己距命鶴川を絵本臨携にみ ん塾くなっている︒

一の入企業の目己淑金比㌢か
とも同断敬金諾意堅ほロい︒一〇員慧瞬に捌くなって詣り︑一〜目

罪攻の介架が与嘱3る︒

一

ルムバノンケース︑放聡性医ハ品

タ︑貼副粕密発光劉︑広軸囲フィ

した鮒ウ化ナトリワムソンチレー

｢道垂簾再製鱈

訟た︑目戴資奪此薫る跳種別にと逆に︑資本金の少ない塗胤が相
柵﹇

め︑ついて癌腫売上げ金國収の三

円以上の大企業のそれは五八％と

こんご五隼以内の資金翻蓮につ

低い結果になった︒

対的に鍛已資金二二が乏く︑百偲

丁荏円

60窺厩

﹁翫脇層腿理技

鳳ち癌鋤ごれてい︸︶o

郭野dリィクル開鰍ては︑﹁秘 らゐλるへ壼た﹂とすΦ帳奪な感

喉おの温語届川﹄

Oその他、特殊機器設醒製作

階下孫子の一︒Q七倍︑五十ヒ糞

コ

温幼における瞭己資金比率が総じ

奏罵

蒲の耐寸し﹁ウラン蹟㌔・再処押

○サンプリングフード

ハ十葺度には一・ヒ五倍と兇込ま

度が一・一ヒ悩︑五五後の六十年

二千ヒ滋五誰人の伸ひで増加を統

嵩には︑一・二九侶と︑隼ヰ均鱒

安全勧理部門への白蝋が國立って

食湧別，三」〆ノ

なとの続療殴壱ともねった技衛の

シヤソクー厚：蛤50n稲

れているQ
五四後の穴一寓腱見込みについ

に増加してきているQ五十七黛農

臨気門豪においては︑毎臼田日

けるとしている︒

て︑㌃な業極の動きとしては魚気

篇翫価︑原﹂力騨欝一・

9ると慰わ蔦︑これか順讃に 樋撚製愈藁か一一・⁝一三簡︑機敏製
濫業一・
{と拡﹂入瓠凋壷ε一小し甲鬼い二Φ自

六十葬度は一︒灘幽価の九千二二

画︑愚舶遺機業はO・九欝価とゐ 補一・；福のヒ千八働十五人︑
干のマイナスになっている︒しか

と︑一年後は一・五八簸︑二蕉後
は一・五厳重︑五難後の六一年後

78？5

特瓢まく致わしていつ︒と同型 O％の目起資命に紮は︑彗鳥病勤や円クラスの介．膚が灘O％︑hとかく賢ふ窪い﹂と多く㌶えている

㍉一

旧し

に︑原子力授揃の戯及泌巣が顧驚 墜鯉％︑研発開発あ五％で︑ほぼなり紙︑となっていろ︒

一

く難しはしめていることを
ている︒

瓜購

軽出産業には遠

材︑ケーシング材︑原分力用鍛造

燃料サイクル自立が鍵
原子力照顧製品︑サービス等の

肩︑イン官

わが国で鵜こんこ︑隙ゴカプラ

ては︑﹁申小脳炉の原発﹂に昌厩

鉛ガラス と遮蔽機器

今後とも拡大を維持
弊化

笑﹂ご千八酌73KWの厘劣瓦行われれば鉱工業の売工﹄は今緩

ると︑︿卜汀鼠調て合議ご十ゐ

鱗受注残高は三・六年分
㌧気あ葬は搬ず乃関蕉立出七一

町髭の五工ハ驚翫に五十五︽胤鮎
とも拡大墾調を蟹櫓し貌けること

し設備拶蟄についてみると︑モれ

か期待されよう︒

たがってここ当分は建設叢の増入
戸山業の原．†力関係支出見込み

兆ごイ画瓢十ぞ侃 毛開発噴幽かみこよれている︒し

円︑著十し慨氏一兆囑丁甫十四継
は統くことになり六雪冤度兇込み

一・9檎の

円︑石窺篠のハ十年腱にはム＋五

藏少してきだ研究轟についてはム

七や七入となっている︒ここ数年

ヨ六年肢以降徹燵ながら櫓員の見

それ臨気機毒製蕊鼠一一︒ヒ競馬︑

機械製造業二・五し価︑原︸力恵

高は︑五十八無度は八千九穏ぎト

九憾円︵五十五鋒度転層・一州

禦†激動二十五降等︵五

傭︶︑石醜し奪度は九千四曲脳十

では一鶴
倍︶となって

八白九畷億円に払署すると見込ん
・一

敬腱実憤比一・九八搾のコ兆珊千

いる︒

十ゐ援護鈍⁝

でいる︒

34

稔九二の﹄十七人をケ製してい

@16

四価といずれもかなりの醐額癒見

鞭璽二・六二借︑道船蔭機桑一︒一瓢 込みせしており︑六十年度は一・

期的誌陶の下にその芋配か看われ
込んでいるのが注図されるQ

のハ唖年度には一兆ゑ垂︸汝血十

核併科賢は︑趨晶臨気野業のk 九億円︵岡一︒二一倍︶︑玉葺筏

と︑建改鍛はゐイハ町肚には六千
て35り︑原子力発甑所の逓開炉数 八欝円︵同一・七一催︶となって

るG狡衡系従璃憲を部門脇にみる
みると︑牲繊的なのは︑機繊製造
とハ十二肢には特に︑設耐・建 業︑餓気機器製慈業︑雑報避機業

立出晃込みの内訳について回る

四目力雪八億円亡見込んでおり︑

の罎大に禽わせて見込みを為なっ

腺．＋力議工串の本格化に備える

多多移多︑多多

原子力関孫の生産およひ研究醐

〔｛卍

て低いこと︒これは︑とれb解止 いては︑梅毒膨警数︑生燈瓢動二
牙分な対応を図ろうとしている螢 の原チ力櫟収支が両鐙義強いこ

おり︑原子力発議所の蜜全話理に

頭配員を聾心にして膿調な投獄活

4多蓼

つの喚罎とみえられよう︒

合体︑原子力材舛製慈能力飽大笠

季

とも

訪か窺わ勤る︒

．多多多

飛紐漬除く氏闇企蟻の膓了力閤

吻か見込隔れている︒

多多

﹁人いに高与している﹂と驚ソ

が五〇％以﹂の職農は︑﹁品憎保 まず壷金調遼の常況に関する照閥

それによると︑項眠によってバラ

ると︑弓κ沽動については︑百紬

﹁興浜・制櫛技 ては︑45効購答は︑化障繕謹白九

者を墾穣として九戦げ国予想をお

ツキはみられるものの︑業種泌に

全体陶には傷ぬ凸勤︑研究田細線

技街﹄の 十押掛︑研面謝発日しレ﹄れ︒
五撫目とねって恥り︑崎レな技古

甫﹂﹁臓円図解﹂﹁材

﹁病雛妓指﹂

漉﹂

図

魔羅与しているかについては︑九

術か︑原子力以外の分野にどの程

原子力関守機器の生薩︑利用技

2︶

って糊膏噂る．︐測と罵る︒︵

﹂の筒か丈津斑込みこ馬脚に十二

轟繧ﾌム十ヒ織﹄から︑予轡拓 鑑二型財染としての加．﹂劣ぬ渠の

鳶︷無窓込みと比黙してみると︑

七の粘果をノ厩判査による鉱コ

こなってみた〇

丁蓼ル上げ種馬七千八由八4八剛 少胃題している﹂ぬ合わせκ比率 発にともなう資金問題について︑ と痴へて宿イ︑宙己信金葬が漂い

面皮を持つと搭え︑心学f葺穫二

多

ることなふしているQこの幾備致

資がこの嚢度に集甲して行なわれ

へく舞舞の建設︑あるいは蝉桝集 には一︒ヒ五倍となっており︑並

設工事部門︑縦揺保嘗部門︑傑健

ているQ五十穴年度隠一・O八既には五十八％贈となっており︑

︐多多

があり︑伍然として慢働の滋購伏

監置投萱の見込み晶を台計する

みづ蓉無臓に一亨に二・コ四倍

多髪

愁が軌いでいるとみ観る︒

いる⑪なかでも設楠澱が五馬荷妊

︵カー四葬度比︶となった支唱酬と

倍︑五十七羊皮は一・二五摺︑八

多髪 議

四ム〜LO％に分布しててろ︒
風だ︑磁ムの凋豊旧寧かり掃レ
斑猷．鼠備浜某集 ．﹂ヒ五％と仮錠つ

一％の潜加とねった︒

ると︑い宏だに一八％のギャソプ

今剛の投塗塙潴ね︑董ヨ四年

など︑原子力空将恰罷業の佳麓

軸ぽいの六千四臼ム十八億円見込
十鉢度は一・九⁝一一倍となってい

．一の極入目も艦めて︑このペース
る︒

上の懸気欝気立出磁込みか

んでいる︒五十ヒ舞瓜も建謎噸朋

易多多

ま九ム十⁝ハ繭膨心力施馴︑7d嘲によ ら︑ここ冶分触ず力関係叉唱は熟

ご蔀持すうものとみられている︒

多ヲ 多多 多多

導

関連業務に波及効果
将来はロボット技術に期待
五十玉年度の干均操業箪︵目魍

また︑五十五奪度売上げ更績を

反と比へてん﹂げ高が訟九％も伸

六難度︶︑二年後︑五年後の売上

みると関蓮気獅にかなりの汲及泌

00％とすると︑︻年後︵五十墳に閲してアンケートをとった︒

十二祇︑六〇％一十八d︑五〇％ 九上け掲に大きな比懸を占める竃

は︑盲効回答はこ瞭日十七ね︒

五十四勾風に比較して侮一〇％上

品︑配儀雪持鏡虚︑ステンレス譲など多岐にわだっているQ
全体的には︑﹁大いに梅与して

d︑愉温大繕はなかっだがこんご ーネント照照︑累製︐戚が人ずを占ども葡出されている︒

輸出については︑昭甜万十五琿度

て︑一葺後は譲状織持〜＝一〇

いる﹂と圓饗した比嘉の簡かつだ

そのほか︑融融舎研尭附微材な

鼠講別の撮逡は︑遮鎌錠と臨

％︑コ阜鋤は︸二Q〜一九〇％︑

擬脅︑ポンプ︑バルブ鴬︑ロンポ

臓子力製品製造爵備揮条の加

鼠赫製難業の八○％り⊥︑その他

に輸出実績があった企染は三十五

環平均を同筈企業貞九雪職筏につ

昇していることも蟄圃している︒

788B

輸出先一3︑累田の馨し轡︑酔囚 んとの気稔にわたってみら曇る︒
プフント・ンステムのソフトワ八斜︑仏四過︑西独

めている︒
狙︑区画輸出漫画のない介踏日払

穂極宏入断乳曙する奮業か五一四
に︑雇援捜硝ご一％︑

別感風と焦へて騰櫨贈加している ービス︑が処理技命の輸繍か︑が

れば智らないといわれている︒そ

ントの選出も十発霧隔ていかなけ

いる︒

ゴァ醐伝ては︑鯉艦立持難解の設ご俗紘はじめ㌦イみか国となって

漉サイクルに関趣しては︑ンル識

等抄循︑QA謙ンジルタント︒り

一一ウムスポンシ︑タイプレート︑

五樋面焦度の輸掛氏簡倉采数は
臆込み孔上げ遷に恥じ︑舶寧Ψ均

ものの︑國欝企気の一四％にすぎ

こで︑プラノト輸出の技術上の掘

ず︑当面輸出聖画はないと憶えだ

後は一一八％︑一一鈴後−一五畷

グローブホソクス用手袋なと︒

の回︑﹂かよUられ

アイソトープ・放射静塵事の機策についてアンケートオ喰めだと

企業が六践％にものぼっており︑

帽︑ロボソト技縦︑コンピュ事タ

肇︑響⁝では︑厚スグ篇マトグラころ︑四一九
ゐ十万奪度鵡﹂げ口か︑鍬︑業全

ていない︒

いまだ編鋤ぽ染となるにはいだっ

縢二％などとなっている︒

ピューター技術㎎六％︑耐瓢技術

﹁まったく餐与していない﹂と筈

扱血芳％とねっていろ︒嵐に︑

q290
た︒

メラ︑X撃B♂冠︑

ー妓循なと︑燭煮2ぜ饗していな

蓋㌫郵樗︑冶却用部材︑発露櫓繭 埋式厚み癖︑孜侭シンラレ蓄シ認

ポーネント︑機穏幽浬では︑貰刀

（377）8111

O3

ぱ

豹 ハほ

業

フ
ブ

〔｛円」

フ︑ガンマ
い﹂とみられている琢日が︑比拓

おもな輸出製品口︑椿︐触コン

館の恢↑げ﹄の七ご％をカバ⁝し

的襲い錨台をふしている︒

嵐た︑﹁将来尊萄する﹂もの

％︑五球級一二〇五％となる︒

えたものは︑ロボノト←奴爾一ハニ

⁝二dとなっていろQ

蘭・制御

果かあることが明りかになった︒

げ見題しはどうかという鐵鷹で

以唄八0％⁝三十眉︑ヒO％一二 ひたことによるものたか︑また︑

−︶は︑九〇％以上か罫セハ社︑

原子力関係密力製品毅備の昭和

12bo

した兜上U紳ひ黙をみると︑一禽 ％︑建投・据何剣術五践％︑コン

また︑灘渚洒勾骸の洗﹂U為セ

い︒

勇糞後は一賀O〜瓢OO％り五と項図は︑品質保鳳の四七％を扇頭

こんこの予想は一般的傾購とし

1九祖︑四〇％1九社︑一ご○％一 気製題煎と患船魚機業の蜘謬が
八社︑一一〇％一十一社︑十％以不

1336G

ふず︑降．﹂月齢甑の炉型につい

て恥り︑この伸ひ隣を蝕霊年体

紘掃

57

56

55

9450
〔億円〕

〔佃懲

3響ノししu

丁設一支i匹5

鬼込んでいる賞条が相滋雌にシ

五十二制となっている︒

エ6160
18

曜厚厚み鱗︑穿麟dガラス︑顕鼠
の伸び舞と仮定してもかなりの梅

さりに︑圓讐介業二白十七屑の

9生。
8

T！3L

コバルト明認室ノヤノター付逆：塩詰

馨譲職賠鴎群断

総重鷲（ク酔倉み〉：約！4，000k9

○各種遮蔽機器

さ：1000％

○照射装置

コールトヴイズ：38び％

。フォークリフト用遮蔽窓

ホノトリイズ：73Qロ％

」薮一ん」3

の業種か三〇％竹たったのを鳳け

53
52

1600蓼f暴

鉱工業の予想売上高と支出見込み

図2

山雪

ば︑難きな織りはなく︑ぼとんど

54

55辱

副回謂査の万 乃 ％ に 見 へ て こ ∴

あ％

0

いてとると五 ヒ ︒ 二 ％ と ね り ︑

千粍円−o

5

∫；！：

簾二と

需
鷺

〒：16◎東京都新宿区1西親宿4−8−10

1

60

様

管

二
＝

第22回原子力産業
50
ゲしを

蝦

鉱工業の売上高と操業‡

箇

図1

。大小池蔽覗窓

厚

@
@
@

一一

鵡
一

⑫

＝

第胴12号
傑欝闇闇優物智可｝

産

子
原

昭和57年1月5
（9）

聞

業
産

一h

遜 ⁝遜

筆

≡

罫

鞍融禽⑳
≡巴 曇

嵩

一﹇

薦

譲臨

一

臨コ

扁鴇

r躍

一

︻茅

著

簿

一

藪齪

藁

皿

︸窯

評

乏著

鵬

蜜書ぐる

；

潔蓬

喪讐

ヨ

遷

一声

鐸

躍

嵩

電気出力は百二

蓮繊ゆダ

は︑①縫水諦⊥唱癒爪素iリチウ
ムのぶ磁サイクル②止
イバー縦なしぐ不一9物と灰除去④

加比水による冷却i⁝てある︒
これりのうち︑足．巾漣紙は︑も

っとも大きな特戚である︒変伽響
コイルでプラズマ愚流を唯持する
これまでの万法ては︑トカマク炉
はパルス運賑にならざる妊得ない

申

水温反騰て4したヘリウム︶除i晶

不馳監製矧と灰︵峨ゑ㌔1

呼難して疋効験瓢こ閃♪ていろ︒

︵Rr︶によう徳離籍持の方；也

＋万KWと想定 が︑ス強襲フフイアでは海潤汲
核融会炉が萄煙陶に魅力がみる
かどうかの孔簑な拐断草鑑として
は・①捉疵蝦②炉の簡棄化働駄黛

︷

譲

負塵徹簸耀

蟹縫塑
︒マ黛ズ

逸ぎズ

しい万紘として︑蝦均タイバー魁

タ

軸鰻ル鷺

︷︑くイ

額

︾

擁憶慧

響蕪

急

く

ウムの蝶焼効卑を昌めるよう設d

リミタ／纂毫ノステムはトリチ

んでいる︒

リチウム︵リチウム化△口物︶を選

め液体リチウムの代わりに︑圃体

薫化ポエネルギ⁝を最小にするた

トリチウム射知嚢としては︑内

が健羨された︒

スターフヲイアの健弓で一子塔力

蟹全盤と瑚脇塞患については︑

題に最大の考慮

安全性と環境間

がゐげられる︒

のトリナウムのインペントリが棚

きな狽傷は起でないことが︑明り

炉の購悲は︑卜⁝宿の冠響︑ト

かになっている︒

ロイダル磁場︵TF︶コイルと︑

その外側に士宿の超亀轟ポロイ

えが必要である︒

スターファイアの没爾にあたっ

乱某員の放射線搬藤を趣月抑える

窃込停丘纈構と袖助命邦ソステ

よう醗慮されている︒

酬

ムが嚢誌に繰み込よれている︒第

一壁とリミタにはヘリリウム︒コ

八O隼のドル価格で︑一了四しが

倉︑閥業核紬念炉の日本費は一九

であるから︑一KW灘だりの費

である︒弊融力が断二＋万KW

／KW11である

になる︒また︑発総

コストけ三卜圧葛

本費は二丁

／KW11︶︒

︵このうち燃村費は往体の一％以

孫である︒しかし︑妙融合の場臼

鰹瓜肋や石展火力発臨所よりも嫡

これらのコストは︑現時屯ては

不の○・〇四．

命属の温度が摂氏総懸肖屍に罰足

ーティングがしてあり︑このため

すればフラスマ燃廃を終わら煙る

し︑石屍火力や解水炉の場臼︑撚

科澱のエスカレーソ滋ンが大きく

辮科葭の胡台が無視できるのに灯
員会の委段や委︹長︑さりには

︵DOE︶のいくつかの諮欝欝 という欝欝の亥全赫戯をもってい

國際トカマク炉︵1NTOR︶ ホソト︒スぷノトが一〇％になれ

る︒卜顎結界によると︑第一雛の
て︑核融倉炉材料︑システム︑

核融倉鐘楼の最蘭以任茜とし

発恵漕場において石放や軽水瞬と

効いてくるので︑隠末・核融命は
計醐のメンバーになうなど︑幅

競禽つるようになる︒

ば︑炉は一歳以内に日動的に鶴鼓
謎誘︑照囑噸憾藁技術︑トリチ

紫

ダル磁場︵EFとOR︶が配躍さ

コント瀞ール・コイル︵CF︶

れている︒さらに︑殴個の品伝書

にし︑さらにプラズマの制碑に必

が︑炉の僚つのだめの接近を撫養

コイルの内側︑斡蔽の外剛に凪か

曵な愚答時闇を与えるため︑TF

磁場ンステムと図表は︑趨浮の

れている︒

込赦一門ドては︑四卜年の㍉命期

の場合にそな

届にわたってでの来ま縫饗するこ

えて︑取祷λでさるように配巨︒

とができるが︑万

毎に︑敗畑

現在建設可能な

て仮庵したように︑核触倉蕉業か

ら費用は24億ド

は︑多占の瞭蹟︵バリア︶の中に

冠隔保脊・廻転を広範に採即し

る燭二二は最少化されている︒

っており︑トリチワムが放山され つでに確肱していると似﹂えた場

トリチウムを閉じ込めるようにな

少している︒さらに︑炉の翌扇

魯ふンプと隔離粟湊ハルフは二匂

しかし︑リミタと﹄綴疲導管を畠

ミタ方式を採用⁝

ウ氏︶を少糧托人して︑プラスマ

くなるので︑不遜物︵たとえば滋

ミタはそのままでは通負画か威し

を濾って奥翌系へ排気される︒リ

の腰側に集めら為︑占後のダクト

ズマ中に弦した灰は︑このリミタ

の近くに鹸かれる突廻拗で︑プラ

に拠用さ為ろリミタは︑プラズマ

不屯初の側繍と朕の除ムのだめ

一

不純物制御にリ

︽これていろQ

むフランケノト溺分はバ年徳︑貝

ソ

11︶を梗志することによって︑軽 ので沸徽悔ひ認蟄でさ勺一かど

く

＼

疲等ラ渉う

は︑これりの華能が両たされるよ
町葺用していうか︑このが映ほ炉

︑

つ最大隈の工夫がなされている︒

難篤纏鹸・ブププ冠プ．．5軒ト墾硬ρ鷺ブ

鋤

力露灘講懸絢度瀧砥幻鱗茎態動熱料 麟麺御穏驚
囎材輔 難懇

・

．臨（滋ゾ塙

イクロトロン陵鳴加一︵LCRるのりミ直川難秋か比請田人こい

・晦サチサム

屡

妻

く
・

ザ

舞

ヨ

ー三幅ーワノトの︐四周汲ど用いて︑

雇︑惣転をむつている◎

趣転化によって︑プラント

プンコンの発生頗麗の裁少一⁝な

がなくなる③プラズマ・ティスラ

碩性が増大②纂一鞭への材桝桜．力

ンポーネントおよびシステムの猛

る︒一方︑稼働㍉の回まは︑①コ

ルの凶独穫か拙少ーーなどによ

炉のツイズが微少㊥申庸合盛プー

中d〜振舞何レごhくできるため︶

不要②働輪か人蝋に拙少③︵詔谷

費本篇の鋤掬は︑①蕾斌装薫が

か司能となる︒

の貞本鍛の誠少と︑鯨働寧の蹴上

ん

ト
し縄曜趨／劔

へ
、参建メチ。ウム

ここ数年の間︑核融へ口の研究開発は目寛ましく毒楓し︑今や︑移融像反応のプレ⁝クイーブ 剛
m
ン︵翫界プラスマ条件︶か一九八O蘇氏半ぱに実現することは︑ほぼ礁蒸とみられている︒ま
罰

聾

bっていろ︒スターフノでアで

の偽・辱8義雑にすっといつ欠ドを 功すろのに︑一 四メ ヘルノ︑パ

いことほ︑理癒闘あ佃いは渡購的
に剛能であるとの指⁝小・級樋があ

るものについては︑それ惣駕スタ
ーファイアの発議に乱用したこと

衡圧象
サミタ撫継ンプ

ヅ管ンケ〜
苓へ純ぐ鰯

だ︑核砂台炉摂台の研発か進み︑杉舳禽炉を建︑民rる砿の技循・℃．・ヒの類題についての理解期
も深儲り︑．︵れらを現犬田に・︑ん0ことかでごるようになった︒このよつな防期に︑※国で45躍
われたのが︑トヵマク27婁ド痢いた級漕︑口酉︑に炉に田3る総台田な概魯︑戚d研究︵概合緑﹂研

究といつ乃か∬確かもしれない︶︑すなわちスターフノイア刑剛だ︒︸ごの概捜が︑手頚雪一15

簑

は︑磁気嶺架者が議闘クループと

ここで見癬してはならないの

原品炉︵DE赫0︶の概倉．冗一研に診毒している︒
究︵一九八㌦発饗r戸し︶に扇観

してむ加していることで︑億力研

ここで注意して拾かねほならな

瓢
廿㊨郵境影藩liが考えり為る︒ ︾として︑これまての多くの炉．犠
の源研の沙融台研究成壌報隻あ場て︑日研鴛の萱任者であるアルゴンヌ圃ゾ研無記のチV1
ぬ
﹂ては︑環醇只てもっとも醗から
ルズ・C・へーカi憾士によって招介さhた︒ここでは︑ぺ1力−一喫の嘱禰を磁心にスター斑 スターフノイアの没dにあたって

畿

フメイアに袖かれているトカマク刑嫉融白炉のほ末の菱をかい噛みることにしょつ︒
簿

設計チームには
がれている︒

スターファイアの但接の侵堪作
懸・︑

犠茂

賜周麟

の周辺癒鮭をトげるkう℃人さ移 されているので︑罫西系と燃糾系
ている︒

リミタ／翼肇ソステムの利魚と

129

電力会社も参加
である︒いわは︑スタ⁝フフイア
は︑規階点での押想的な核聯白髭

なリミタ方式を軒糊していろ︒

は︑ダイバータを使用せず︑鱒趣

宝た︑スターファイアでは︑褒

どによってもたりされる︒

洗晶コイルが不験になり︑Ψ衡コ
イルの外書きか磁器化する︒プラ
ズマ加執と講説駆動の二琢臼欝を

しては︑①マグネノトが不蟄︵ダ
イバータ方武では必要︶②近接お
よび壇殖プランケノトの三間に対

96

彊所︵EPR王︶︑ユニオン・エ
レクトリノク社︑テユーク・パワ
ーれなとがり六人の鶏円濠が︑ユ
として綻﹂したbのである︒
そして︑スターファイアは︑広
範な研κ開発や初期炉の魚嘘径験
かりの導繭な成渠が反映されるよ

融臼炉であると鰻定して︑︐戒副さ

うに︑十鍵臼に建皿されろ女業移

運絋を嬬めるのは西暦二〇二〇年

れている︒支際に桜融舎萄某炉が

頃と想凡している︒

以下に︑スターフノイアの駈戚
をもう少し為しく紹介して〃る︒

高周波によって

ステムも︑炉の凝計の簡農化に奄

リーミングの閥題が人毎に好賦す

する膨響が少ない③放射庫のスト

発謡鞭奮㌢ヤルズ・c・→力良

oo
物理学︑核融倉輝安全研究を統

H5

業は︑アルゴンヌ国∬騒騒所︑マ

ル・アトミノク江およひラルフ・

ス夜iファイアィ画は︑来国エ クタネル・ダグラス社︑ノェネラ
ネルギー省の羨石研九で︑十八か

に丹ナる裁望︑謎！︑ライヒンス

M・パーソンズ判が損満し︑この ーり一の∬場から︑四手核融合騨

の写戯をかけて︑一九八O奪レ月 他に人﹂︑国ゴ研究続関︑氏旧企
熔に則し鋤バ︑を行っているQ

月の歳月と三野万が︵約ヒに円︶

に終r︑その幣制は︑次期核融合 巣︑㌔気入り餐日なとか︑くトチーム

晒瀞
冠φ

スターファイアの炉爪体の概含
閣と主要多元を︑それ℃れ別記の
図と表に示す︒各蕩元は︑三二と
工亭技術の尉鴛の下でコストが最

与している︒プラズマの開始およ

もつ紙域ハイプリノドの扁爾技ノ
ものである︒炉は︑紳出力四面万

定常運転を実現

麟続蜘焼

黶粋黶粋黶粋黷刀￨s一＄一＄一8ーー＄一ε一呂一8一＄一＄一s畷d
蔽を十分に施すことによって︑

一二〜アンペアのアラスマ寒流を駆 び起動にともなう闇題は︑鵡．＋レ

KW・正味露気出力首一一＋万K スターファイアの炉は︑一Q・

ス壕行った結果︑はしき呂された

小になるよつソステム︒アナリン

紬識負メ鋤響伽幽＄．、
卜簸イダル磁樋、

■露

W︑稼多野癒％で︑その特戯

騨癬

一九ヒ一言にウィスコンノン

Q020府

幻

︽燭︑

鱒

く曝

︾

獅

4 享

v

＼

・1
1匪・ま学

画の舞期註欝欝業︑実施︑予鈴

ユ01

り9

司扇形モニタリングポスト・

目
§欝

轄︒岡研究所における核融合詐

も0

〆

境ト〔＝3−」し

『

γ

ネラル・アトミノク柱でダブレ

V5

藷〆

あぐ

、

先蔭
憩裏購

し︑その除︑第一響のコーティン

鐙

1

3蜘

大・大．Ψ翫︵轟轟士︶篠優ノェ

V1

Q010脅

3茄勧闇

ノト瓢の設誌に従事︒一九ヒヒ 簿についても中心になって推逸

82

74

Q000年

5難篇
ト へく

広く活動している︒ヨ十八威︒

原子力産業に貢献する一一A肋1鍮

商，癩ケ㌶

してきた︒また︑エネルギー雀

く蜂朴費1／1嵩｛i4％のイ／フレ㍗）

⑫

野

し
6，フ｛鴻
一

〉呈

ソ

・
1，糞oa繍躍

璽気

蕉以来︑境騰のアルコンヌ国皿

運転初年の発鷹コスト比較

．鴎㈱灘〜

研究所核融会論断部長に就任︒

69

1990脅

62

鶯（0422）45−5肇i歪

夢窟都三≡鷹市蕪礼6＝r思22歪暮肇号

脳歪8崖

く

尽ヂ㌣怖

ぞ㌧浅尾，

し（㌦

［竃『ノア、

4
R

プラvンケノト

イァの主要諸元
ア

ウム附属︑プラスマ近︾︑源子

灘趣＿即 各種モニタりンクカー

懸

核融合の来来を現在に結びつける
スターファイア計醸のマーク

の一
がQ
愉発す
る以外には︑大
膨＄O琴0◇O◇0δ▼0φ08ム9SO蓼80◇OAグ︾
▼部や
ρ

ゆが

力

原

齢
スターファイアの概念

イヨ〃乏入力

左支分・裂

イ筑漕合

｛

漣転初

、
、

ド、斐

アフノ7べ｝、ユ胃トノ戸

1

…瓶㎜毛細避｝甑

べ

ふ

サ

く

干

超慧導珍rコイ

』

ノへ

い

ワイドレンジポスト

へ

灘襲藍灘灘欝鑑

ワイドレンジボータブルポスト

議鋸翻紬織翻麟翻懸

せ

・一
ワイドレンジオフサイトモニタ

……

畷4縄購

寒

サ

ゆず8

門V［；璽動ア圓力株式会社

・モ≒タ．ワシ勉し．．・諮瞭汽鉢凹∵、呂《・

ミ

ひ

E。 @

へ
ζ搾

／／ 7 ・

歪鴛／ 巖＼鎌
℃︐一︐

撫

レク

緬
一汐

鶴胤農＆騨〜〉

φ◇◇φ◇◇φooφ◇◇o◇◎o◇◇φ

ザ

きヘ

ぴ

ゆ

ダくにヘハ

い

︷薪

型

i
i

1・轟

ぷ

ゆ

が

ゆ

︺一

入目出口＼

諾

水f令邦村

・
7

／

錘誠
融

スターフ

膿

（10）

昭和57年壌月5日

新

子
㈱三…：二種郵便物認珊

第1璽12号

聞

力

5㊧
ヂミ

鮎
モ

な

こ

終水炉の確守を口ざし聾水炉の改

業団による授術的支捉口もとよ

めている︒闘においては︑動轡二

原子力は典型的
な知識集約産業
産下甑度化に不可欠

に努めてきた︒その議菓︑原了炉

を舷盤とし︑製ぬ難聴の消化吸収

術禰では来国企業からの技術無難

原子力発徽闘遮機撮κ染は︑技

てもきわめて菖品雑な製品を蛋配

襲舗は鐙っており︑暴震繭におい

いては︑すでに圏内における生強

だ分野である◎軽水炉用摂養につ

機毒については︑蝉茸田茂化卑が

て動卿撫嵐団の研だ開発を瀬じて

しかしながら︑その笑施につい

は六〇・八％と隙調な運転を示

率についてみれ一3︑五十五鉢度に

撮が行われているが︑その輸繊規

圧力響器︑冷卸系統斐伽などの輸

観た︑餓出については︑康子炉

て︑サイト蟹走のための立地調査

か丙業用留処卿凝議建設に晦け

月に設立された日本原蝿︾ービス

再処理については︑五＋豊年三

瓢月︑曳気轡気逮禽ハ一にウラ

ては︑い獣だ内外の深艦の珊解

し︑四十八駕慶以降八難ふりに六

鞭は小さく︑今後さらに発厭が望

震については︑アイソトープ・胃

アイソトトープ・放購線機器薩

を行っている︒

を膿めるとともに︑翠蔓研究なと
まれる︒

核継料サイクルの藁の猛分野

〇％を越えた︒これは︑初雛故隊

終了したこと︑定期検︽の効郵匹

については︑核燃料の糖℃を除い

にともなう点検︑改修作業がほぼ

立地確保が最大課題

夫糖が図られだことなどのためで

軸緑測定掘︑アイソトープ粍備機

て︑国内におけろ事業化は選成さ

原題力醒メは︑鷺Dめて宿肚か れておらず︑自主的移鍔猛煙イク

ある︒

ある︒これり淳粟は︑立業︑二

器・放瞬響発生猛薫などの単動か

朗絵筆罵の払大にともない︑着寒

三︑磯凝なとの猛κ礁における放

にある︒

な遣巌煮晃せ︑すてに世界朗水濫

必駿がある︒

る需蟄を十発ふ獣えつつ︑整頓琳

慰某に影響を及ぼすものてあり︑

料リイクル串︑巌も覆業化の進ん

核轡科の翻丁については︑核輝

サイクル全般の忍業化を鐙妊写る

ル確膨の観蜘からも︑今後愁臥す
つ肱範棚な技術分瞼によって障り

f得るよう努めていく必襲があ 忌つ典型陶な知識勢約型ノステム

らゆる機夕由．芝らえ関係者の理解

わか國κ︑ハ全体の語戯化にとって

低廉・安定した
エネ供給めざす

岡幽門部会は︑すでに馳蔽され

綴による需処岬蜜饗の推進方集︑

濃論の瑠榮化方量︑民事再処理該

覇レベル放飼輯臨際物の処理・処

より技術移紙を題切に近めでいく

分に関する研先齎発の錐電万策な

ので︑民間が鋭抹となって︑ある

粟をふまえつつ︑原チ力発駄の開

ていた関趨する際酎郡愈の撫議粘

発の促庭︑研究開発の﹂縫製血億

必喚がある︒

第照には︑ウラン野乗およご毒

いは積趣的に参画し︑敬金および

処理については︑改疑保臨描置の

ゐ簾について新しい長期湛醐の取

誉ふ留仙え︑國内傑欝欝謹の発夷︑

いては︑INFC猛幾の図際情鋳

撫故周到における団際協力方籏が

移物蝦防護体制の謝化を臨む敬不

りまとめ洋遙めている︒

調子力発もの開発の促愈につい

ては︑原．擁力迎えの閃兄日鉾の随

体に対して囁．叡化を目曲として技

促漁糠蝦︑運用期蘭を終了した猷

敦た︑研究謝画の計画濁上行お

策などが検融されている︒

社食に函献ずるためにも︑今次策

わが国が原子力分野において圃際

は︑菖油鋼殖炉の隻禽炉以降の開

に餓入の努力を傾潰していく肋右

あり︑原．†力鰻員会は︑その風冗

よU威果の丈融化の健遍について 定される長期副陶の溌墨は照羨で
憂ほ玄は︑わか国の履か力開硬質

の評偽侮結署ふ凍えだ今観の

箕の血め方︑新測転換炉の叉漁炉

だ︒

五十六の篇一月︑L期﹂翠蔓⁝門部ヘム

進め万︑負心分離泓によるウラン

用の︷期溜瑠こ晃飢質こととし︑

を嚢堕しだ︒

と

のデータベースから、

良樽維化﹂画が産めら為てきてい

る︒五十六無随からC振性の同 り︑立地の促遣︑建没についての
琵

九〇数％に遥するものが現われ︑

財政横溢なとについて支援の措鉱

五一六年三月に九州先駆の弘海

岡産化体制がぼぼ獲ってきてい

工︑運転牲の尚ユ︑放射響終業州

原子力貌竜欧二号炉が瓢たに運転

ーカー鼻髭の製遺能力も為象って

れて選ており︑雌心分購機観魚メ

ウラン濃縮については︑こ駅ま

を開始したことにより︑現窪︑わ

執心起算機雪降メ茎力1が杓旗さ

している︒

門放射性廃細物の処理処分ロ

ろ︒

離議ずることにしている︒

原マ羅宇急所をはじめとつる原子

か国の遊㍗中の爵業剛原．r力発庵

境の改麗なと董図る男三次田麟に

︻核燃料サイクルの体秘鎧備︼
力施．又で発艦する樋レベル放肘性

没備は︑舎訓ご十〜翌︑総掘気出

入ろことになった︒

原挙力発臨を耀兼にわたって円泌
籠葉物については︑競召︑爵子力

イル・アイランド振予力発装図幅
故により増人しだ国凱の不ムに対
に推選するためには︑今後とも談

原子力錦織関運柵器農業の欝場

して碍︑同韻故の数調をふ京え︑二

きている︒ムノ後︑降心分離機の騒

施讃で瓦全に幌管されているが︑

力一千五白羅馬〜万一千KWとな は︑鵯要がこれまで年一〜ご華樫

ずます習蟹が壇大つるウラン単軸

産化を盗る必要かあることから︑

子力発娠跳の城全軍鎌の強化およ

度と少なかったことと︑また︑露

瀬瀬的には海面処分およひ鞭地処

っている︒

が菱疋に供恰されるとともに使矯

動蝉事凝団の研究開発と蓮携を取

び防災鰭鑑の軍立なとにふりでの

露所の蔽れの膨讐を夢け唄いこと

分を舎せて行う必婆がある︒

源立地︑事故などによる親子力発

析撚糾が円滑に処理されるよう自

これは︑玉十血名度球において

工期核轡料リイクルの体制が整傭

国内の慰的野設備轡蟹の鞠一二

解消に努めてきた︒しかし︑五十

海溜処分については︑安全穏は

六奪四月にけ強腿発慰籍における

体制の検討か選められている︒

りつつ︑メーカーにおいても瞬産

て不選定であり︑原乎力発難関艇

ン濃講禁野歴を感け︑ウラン盤㌔

六薙

ともあって︑画業収支は歓琳とし
てはその鞠五％を凸めるものであ

機器隻の欝．纂潔は脆弱な状態

国芹化をめざした調査三寸を溜め

など︑蔓注が麦定しないというこ

の鰭緬︑鱒解条糊への繍盟︑経済

にあるとみられ︑今観さりに企業

を出め︑全一次エネルギーに対し

協力開発槻脳室仔力機閲︵OECり︑園欝蒲には汰國︑フランスに

努力により謝謝麺蟄を強化してい

％︑また総発臨篭力壁の魯一一ハ％

源さ単に輸入に遺墨つるたけてな

っている︒

D−NEA︶の放嚇彊騰棄物の海
次いで鈷三位の原子力発犠田とな

ている︒

られている︒まだ︑必婁な法妙曲

く︑寧園醗とも一一えるようにわが

鎖縫鮫に間づる多磯間協騰憾視鵠

く必蟄がある︒

十分確保されているとの評価が婦

されることが電芸である︒

閃登鼠なとの蓼撫のもとて舞鉱．

擬餌柑厨守力発鏡胴の設緬利用

このためには︑第一にウラン寅

放瞬性暁液の一般排水路への洗出

闘発が行われたウラン資源崔輸く

慢への硬玉なども完了している︒

などが問明し︑国民の原訴力発愚
に対﹂る不安を掴大させる翼果と

する︑いわゆる開発購入の増大か

ていること②輸込およU傭獄が琴

ツイクルの農であ

が剰りれてもりず︑今鞍とも︑あ

安全運転で国民の信頼を

て︑安寧昏解体鱗が改滋され一層

箏ごにレ甥

隊地処分については︑鉱全耐の

撃茎な磁我をもする︒

解拳であり︑その発肱は︑編広く
蔑ころに大規根な民問再処理π場

的処分を行う鐸伽身繕めている︒

謂査研摩なとをト分ふまえ︑拭鼠

る︒

を％成ぢることを園感に︑円本膵

一研究開発テーマの関連文献をすへて知りたいときまた必要なものたけにしほりたいとき一
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辮サービス墨継が建没の轟動を過

る再処懸鼻染についてはバト五鋸

一方︑騒力業界においても覧十

なり︑識に趨轍であった︒

図られなけれはならない︒

ならは︑エネルギー俳絵﹂の門蕊

保については︑論ず暑事薪である

るなと︑掲践4磁およひこれ竃支 務てあるが︑即．イ力発鶏の瓜全曲

の上騨によるインフレを冠こさせ

欝気蚤讃名がその議繧慰全うしな

田への切換えが鑑み石尻の消籔が

えるわが国の竪折活勤のセにも︑

ければならないのは︑皿﹁うまでもな

〜○．二％増繍したことなとによ が蕉じるばかりでねく︑石蘭価格

少し︑︸玖エネルギー供拾に点め

り︑石細粥蟄転は一〇・一％も激

孫大な影響左もたらすことは明ら

このため︑石油からこれに代わ

ており︑それに灯する外蟹の支払
易てあること③螂料購入のための

園提の璽全を図ることは国の警

る海外石油依為展は︑昨一奪ふり

かである︒

しかしながら︑輸入展なとも含

る必蟄があるが︑①麓済就か優れ

るエネルギーへの臥起を一磁進め

代替と憲エネで成果
わが国は︑剛内談押に驚しく︑

た︒

にヒ○％を羨わり六六％となっ

炭を除きめぼしいものはないう

の海外依存度は︑なお八覇を趣え

めれば︑わが国の一次エネルギー

五十五難度は︑三︒八％の隻鋲
いは︑わが凶の輔入終額肩三四二

一痘という状況にある︒

え︑エネルギー消銀は自由世騨第

経済成長率を織持しつつも︑雀エ

兆円の￥分の総f六兆円に隠して 恥曝外蟹か少ないことーーなどの

は大きい︒

地域と共存でき蘇細叙㍊鎌麓誌掌

原子刀発㌔秋︑再処珊エ

︻立地の推進と塊域社会との共

く必漣がある︒

る原子力施設に行うなと変の優姿化してい
正確な画報捉供も
原子力発鵡所の建没を推寵する

上での最大の課題は︑血地を磁傑春︼

することである︒これを打鍵する潟︑庚忘物処分鰐などの原守力施

ためには︑第一に原磁力半農の蜜設の立地を推聴するにあたって
今確傑の徹鳳を図り︑女全逓転のは︑地元住鼠を始め田氏の理解と

待されろ︒

入事なとの面て桑園つることが期

鋤二に︑睡においてほ技衛泌発

擾期掛颪を塩鱒中

⊥のリスクを量りつため︑研老開

わが国の原了力の幽光開発は︑

りる協力瓢響ることが肝夢てある︒こ

幽翠恥換炉︑ウラン濃憾および

新だな段幽を迎えつつあり︑この

さらに︑岡際情乃への謁応につ

どが纏されている︒

俗漁を磁宣することが麩蟄てあのため︑特に厨子刀施設に対する

再処理の各プロノェクトについて

発画での支援のほか︑魑切な曲
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し︑わが国祇禽の福掘と国照焦癌

辱づ力開発の摺鑑により︑低謙
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一陶は︑敵雁をより妨︷田にし︑

議1供給μ惣時力紀引画の策箆③

︐

承力タムの艦琿なと︑λ鉄買裡の

ひ

画をめくって︑欲秋︑一蔑のン

か繭トイソの泊掘カス炉甜画を

ねはならなくなってい和︒

ル︒ハノクエンド︵使用済購罰

ンポノウムか同かれた◎第一厨

招くPF

舅ゆ恥顧︑再処理︑廃置物処

八ご慨度Y鉢では︑アメリカ

成後・耳らく疋ふみしているイ

が解疋した︒エネルギ王鶴は踊

たとえは︑狩型炉PbRのルの旧荘網殆気分型炉︵クリンラ

も駄機器．・迎えているよ．つた︒

針に切りか．んつつある︒

らしによる澱小紐設費の旧江ル

炉︵発し︶のパートナー孫しに

失敗し︑二N口の北ウユストフ
アリア州の禽識は︑岡州君炭鼠

新型炉の附発は︑他の諸團で

支え懸けているわUた︒

るQ

犠向︑資を嚢に見濯われた新

画スピート・アノブのため︑公

て撃地︑爵遷すづめる︑特例の

馳会なとの︑烈門丁・机と並慰し

掴炉奮発︒国さ

のスーパー・フ

趨用を原了力製制勝員2に頭ふ
している︒

ウスカロライラ川ハーンウ
ユルの露処理墨引も︑引きつつ
さ砥附研究費を剖卜零るととも

鐙力霞石のコミノトに︑傘辮N ことを決嘱して︑工場遜転11

に︑その甜工は今糞限りである
討博した︒その粕果︑石炭のコ

リイクルの廟菟的成㌣iその晃 再処理の開始をめざすことを明

イギリスは︑工匠辮殖かへの
翠炉鰹設が起れ︑コスト︒エス

スト高に望む公の電力・凝房

︵K・K︶

62るQ

鰐子力の再汗1にはもう少し
時賄かかかりそうで

P︼Rの侮紹衡講料の再処理4

・アノブかわずか四％なから︑

確にした︒

派益某盛が︑三十万KW転換炉 通し一が不可欠と浩えている︒︑

このクラスの猟用炉は︑画独
かめさしている狛選ガス化への

その一瑠として︑耳幻バーン

騨L錦軌輯のなさが露賢した︒

に漁い開酔ギ示したという︒

カレーン証ンからが邦財政の限

R一三〇〇︵h撮ガス炉︶の原 万〜幽十五万KW︶の重重強を

れている︒

凱皿炉への津編は鎚ねに勤めら
斉や看戻ユーげ一に爆心の蔽い

れてみえるか︑

の鋼には膨が隠

ごニノクス﹃麹

ましいフランス

ギリスの向颪増

⁝

ηし司丁統の再闘をめさしてい ム︵卜月︶は︑九ヨ万KW実品

分︶の空回なとをかかU︑許 の研究技衙俗工懸のソンぷノウ

進づ力浮の改蕉︑捗拶赫づイク

化︑公聚参加の範賜を隈疋すΦ

︶

差押にかかわるDO﹂の犠麗を儲 エネルA一に屑つる溌﹃チータの

⊃

め︑工不ルギーk→を中心とする 漕レ占に対する政論コスーを醐敵
⊃

ノ

したといえるQ

画ドイツの月ず力X滋は︑現

驍ﾌ短きな重重た︒〜NRI

だか着笑に歩む仏︑英の新型炉朋発
≦

不透明のなかでの船出

象徴的な西ドイツの原子力情勢

︑油紅中が竹九蔭力KW︑建 車力詠発の持赫も︑爾トイツの
窒申かし殺四卜

万LWQこれに

を

込めない議画中

当囎一認頃が昆

九貞卜力K
加えても︑合一
㎜Tぬ自力K

現状からb︑小型かの拝用遡建 成功した︒〜力︑実諭炉の設計

した︒以家︑これ亡人聴づるた

裡︑

一九八二愈は︑獅騨監気の楓
込という不多材赫とともに明け
た︒ユ・イルギー掛粘の先σき︑

代舷エネルギーへの閲心かいっ
そう彊まるなかて︑淘総力允鴎
の﹁詔ら期砧からの出口はとの

の勤さオとりfけ

ように開けるか︒⁝⁝注を山う︐﹈

瞬で︑ 一 ︑
てみよう︒

酢磯雪一月︑凶ーイノは編一

潜観陶すき

の二ぬ％を一ルの欝抑にしてい

るか︑これでも

の四かあがっており︑臨旗

強弾か鶴題になるねかて︑所出

一

ハイロノトともみる︒砲金毒の ・ンペーン︵四か藩閥︶が最ぬ

苓

富士電機

審土醗機鰻蓮種式倉祉
i『1恥謡郭
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玖エネル六一d團ざ改一し︑︿︐ 巨星り︒改1卍幽ては九め今に
織一下午︑石糠伏薪のために腸
了力の㌦与を為める必喚刺を再
確認した︒源子力瓶設の汐地血

る

ゐ孟％に人きく翼注豹されてい

奪四て六豫万KW︑全設備の 疋加潮煮忌余儀なくされた露力
負食か一難り播きい次期蝋画
︵人融炉︶のμ鉢化に取り鳥獣

f！タルフリノタ、杉こ山唇皮

測定緑抵β（の瓠1捗綴〜fカスフローカウノタ
リ
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一

る︒改一d画てはとりあえす︑
フランスに見心らった徽4﹂銅鍋

り
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戦

O

k
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から︑この国では〜殴ワ冒な田

たが︑有屍回体のコスト・アノ
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一フランス

フランス電力庁︵EDF︶が一月四日

シニーパー氏は︑これまで︑N

に罵しても頗が広い︒

EAの酒動を含む敗多くの煽際的

束

N旺A職務局長に

り︑最近矯際原子力法協食︵IN

な原子力活動にも係わってきてお

はまた︑科学技術・原子力発電・

LA︶の理噴最に選出された︒彼

隼エール大法学部卒後︑※原子力

劇立隔前は︑AECの許調珂・規

制撮当評議賃長瀞匠を携めたQ

が六こ％︑各電力食繋が八％︵残

名古屋（052）203−2841（f至）

阪（G6＞241−41…重（代）

フラマ

米国のシェーバー氏

︵原子力法規の専門家︶
経縛協力開発機構︵OECD︶く︒

シェーバー氏のNRC町代の主環麗法や圃際猿苧力法︑原子力規

な仕懸は︑原子炉や核物質の確認

制の与える膨響についての講疲や

のエミール・ヴァン・レネップ書
鍔総長は︑昨年十二月十ヒ田︑猿

一九二三隼︑米囚マサチューセ

菩作も多い︒

法的・政治的助一面を行うことであ

の煽広い繕勤に関して︑蕊RCに ッツ州濯ストンで生法れる〇五〇

ハワード︒K︒シェーバー践の任 協憲︑原子力保険︒損害賠償など

子力機関︵NEA︶の甥務局長に遡・規制︑原子力の嫡滋入︑岡際

これ濠で米原子力規制委磯会

命を発表した︒

ずさわり︑取国の議会だけでな

︵NRC︶の法燭室長を務めていった︒法二葉の分折︒作旗にもた 委農会︵AEC︶に入る︒NRC
たシェーバー氏は︑今銀一月十八

田から︑翼EA海淵局長の職につ く︑連邦酸厨や州改府の行政機閃

￠Qツ︸﹂い︸90

させないだめ支撮を箪憎し︑各露

が︑漣邦鼓府は財敗欠階を漏刻化

京（03）ε65−97θ1（受イナ）

大

よると︑フランスの貯年の原子力出帰

トム社

た︒

鷲台紐会改は︑税尊上一九八一

性に頭点をおき︑蒸気発生器の体

棄

発表し肥﹁一九八一年の発霞磁縦︸に

亀力職は全体の三七・ヒ％を占め︑水
力と火力を抜き︑トップに躍り出た︒

九八︸年の総発霞咄力量は︑八O
年よりも七・一％贈大し︑一一千六百四

を撫えて利益を上げているが︑親

一株︶︑CEAのミシェル・ペッ
書毛のクルーゾ・ロワール枕が欠

株︵両沓の禽計は七〇％マイナス

高効率の無難KW乱開発

CEAの権限強化へ

十億KWHになった︒八一副詞に︑倉
謝八棊︑絢七墓干万KWの原子力発
の原チ力発電竃力壁は︑八O隼より七

船所が新たに戦列入りしたため︑四二

した︒この粘果︑全発語鵡力量に占め

罰もアップし九麟九十五緑KWHに逢
る各種憲諒のシェアは︑八O軍の①火

︻パリ松浦駐在員扁フランスの

力︵四八・二％︶②水力︵二八・薫
％︶③原子力︵二三・五％︶が一挙に
フラマトム歓は︑昨隼十一一月二十

リング黛蹴ノバトム︵CEA︑フ

フラマトム社は︑PW汽狡術を りはベルギーとオランダが各一五

鰹に遡及して発足する︒

ラマトム︑ネイルピック︑アルス

年一月

漢名盆祉なので︑発生した利益

損続きで原発建設・楡繊推進のた
め財政的にも独立させる必襲が認

株︵三〇

フランス化した百四十万KW原発％︶を墨覆しているが︑猶切見績

一菖蒲並総会を開いて︑醗祉が愈 クール畏官が二十鱈万

トム・アトランチックの各社が出

名禽社勾冠9ヨ舞︒ヨΦ艶Oおに転 ％プラス一株︶を保擬する︒クル

資︶も予盆社として傘下に36かれ

の両組台は従業員の榔利の行き方

総岡盟︶︑C営D㌘︵蔑載労巡︶ もつように設計されている︒経済

この郊外の新しい本郡ビルに移っ

︻パリ松本駐伍員︼台湾の第

ゲ

唐

⑰伝勲解析

逆紙し︑八一隼には①原子力︵課ヒ︒

︵二七・四％︶の勲になった︒

し％︶②火力︵一二四・九％︶③水力

は︑株主の資産として計上され︑

りは大獄に上圃って︑すでに三十
N

められたからである︒フラマトム

は課せられない︒フラマトムの利

は当闘十一億瞬を必要としている

億嚇が支出された︒計傾の継軌に

Aに︑続いて一五％をクルーゾ・

この改纒に対してCG田︵労働 ースロードの幽力変動に弾力性を

4〃型を開発した︒四ループでベ

︵熱脚力簸距︸不繰上KW︶

課税される︒クルーゾ・ロワール
社はWHのPW疑技術の特許権を

ーゾ・ロワール若齢の侍株のうち

ェマとCFC︵コジェマ・フラマ七万九千九酉九十八株は投漿権を

る︒

換し︑核燃料製造禽磁器性フラジ

もち︑当切WHは阿荏に閥五％出 社の場禽は︑一九八一隼は欠損な

対鷺四％という比率になり・C湿 資していた︒フランス化が進むに

喪決は金金一致制だから撞齎撫は

る︒

力金箆と各州に支臨を鮫めてい

Aは少数拒否瞳をもつ︵実際には 従って︑WHはまずヨO％をC冠
を繰入れても︑赤字だから会社税

ので︑フラマトム禽儀裂社の皿沼

もたないので︑投嚢権では六六％

立することを議淡した︒

トム・コンビュスチーブル︶を設

これまでフラマトム祉にはクル
ーゾ・ロワール社六六％︑原子力

ーモン・シュネードル欝欝胞勤ポ

各富力愈靴が同感すれば出賢

紬節約装暇︑一次系ポンプ︵ジュ

比瀬は二八％になる︒北部三袖

について疑問を提示している︒禽

ンプ︶と静力変動および周波数調

ことになるわけだQしかし︑それ 名象祉の場禽には従業戴は企業の

節統禽運紙システムは新しい設計

益分に課せられる税を免除される

経済情踏について情報の提供を受

クルーゾ・ロワール敏の欠経論

金歓を設駕したのは社犠にフラマ

簾としては当歳フラマトム拡によ

核燃料製造のフラジェマ︑CF ける権利も認められていないし・

だけ政府の猿環蟹は強化される︒

ロワール社に議渡した︒

ル・グループご

トムを残すなめ︒詫式にはレ門歯

る糀会辻の吸収会餌が爾策され

拶︵CEA︶三〇％︑シュネード麟圏附︶︒新たにフラマトム株鐵

いた︒新倉名会社の資本金は︑酉
が就任した︒

祉四％が出負して

ぢ樵八十万に分制され︑クルーゾ

傘りが勤瘍する﹁コア・タイム﹂

たのですが︑その購から︑いまの

う︒

七︑八二康発︵各九十万KW︶の

ムなが一番轟を入れていることが

国際入札で︑フランスのフラマト

フラマトム社の膿子力燕気供給

閉らかにされた︒

八千六薇㈱十八万が︑八塔機七千

系︵NSSS︶の価格は︑七号機

9安金解析

9

原子力

カ
火

の説毎にあたるわけである︒

しているQ研究技術照はこの三帰

恋したが︑南郡三祉は縫担を拒申

ンブリーが新型で効率が諄く︑解

は五懸照千七百万虜の支出に岡

偉調節で選るものになっている

やっているのか︑46恥しい蔽でず であっても︑この滞大なビルと︑

状態と変わらなかったというわけ

十万KW原発に凝して発鍛コスト

醐繁ゆえの﹁障壁﹂と︑そして阿

を数％引ドげることができるとい
が︑わからなかったのです扁と︑

臨翰
墨ゆ

に出資増を要請

千九酉十万が︑合㎡一億九千菖五

飯欝八十九万メ︑初装荷核燃料二

︻パリ松本駐蕉貸︼西独のアン

ョン・エンジニアリング︵来︶二

十万が︒他祉の価格はコンバスチ

増殖姫建設で

で総社が一番札

台湾の次期二炉

︵AFAアッセンブリー︶︒篠鷺

これにともない核燃料もアッセ
ル！ゾ・ロワール社闘の故組に関

になっている︒

連する競定置とその付属公文の提

暇︒

三年先をよんで

ての仕嚇に起臨しているようで

ですから︑やはり︑IAEAとし

とうぜんのことながら︑綴織に
からむ︑予算のことまで配慮して

ドレアス・フォン・ビュー惚面研

ばならないIAEAh級専門職︒

て比事をおしすすめていかなけれ

と︑嵐分なりの手腕と展望によっ

を︑IAEAとしての全依の方西
餅 独政府︑電力

のとちがい︑陶こう論結間の塩凱

一年ごとの年次㎡顧を策驚する

す﹂

よりも︑脳の削にぶらさがってい

のダウン・タウン︵二心衡︶から

﹁一九七九年祭月に︑ウィーン

うな状態に追い込まれる︒

る仕塩ゆえに︑結果附に︑このよ

偏とう穿つく

発部︶さん︒

門そういえば

かみしめるように翻る滅罪光︵開

岡鰭薪の顔と撫︒

﹁止汚いって︑このような舞口

でした︒ウィーンにきて︑もうだ

勤務はフレックス︒タイム制︒

は初めてでしたQすばらしい体験

いぶなりますが︑いま謹で︑他の

︵CEA一〇〇％口金往︶とフラ
ない︒組倉鮒は政府︑C鴛A︑ク
マトム講説金器の二者︒新た︑商

Cの斜壁犠会社の株電はコジェマ 経理蝉門家を任命することもで選

ウエスチングハウス祉︵W11︶の社の独立はクルーゾ・ロワール社

濾増盆点など新型炉のエンジニア

た︒しかし︑それではフラマトム

て︑合名翁祉への紙換が決京っ

この改組は︑フラマトム姥が来

社長が五十五万九千九酉九十八

をフランス化し終えて大器の受注

頒漏水型炉︵PWR︶の建設技術が建か泡になって実現しないとし

・凍ワールのフィリップ・プラン

ジVン・ク潔ード・レ嵩社長が扁

株︑フラマトム株式会社︵新︶の

﹁五つの窓があったでしょう︒

億悟万炉・ウエスチングハウス

殖炉︵S曇R⊥瓢OO︶計晦の資︵米︶一鶴三千三百九十万が︑ゼ

会仕に対し︑カルカールの糠蝦増

いかなければならないQ先へ︑先 究技術椙は︑再三にわたり各電力

﹁ですから︑木当に︑肉分のし

億七千八蕾万が︑KWU︵西独︶

ネラル︒エレクトリック︵米︶二

へと︑仕嘱の予順はすすむ︒

を継純放棄すると題鮨していた

台湾霞力は︑発注の賜禽には︑

三野四千二藩万がだった︒

金が得られない場禽には︑同計画

が︑欝欝十二月＋六臼の閣議で︑

たい仕蜜を行うとするなら︑鍛

︒この期闇

低︑三葬は必験なんです﹂

石の上にも三隼

いる︒

禺信胴︶調越を蓄晦するといって

一薄初めの開議に報告するよう委 価格以外の条仲︑とくに資金︵輸

さらに交渉を続けて今無一月宋か

カルカール計爾には︑巡邦政府

託された︒

ず

桑、

W
部の入たちが︑どのようなことを

に区分され︑二野番欝のトップに

﹁いま︑お邪鷹した方の窓の

の建物を圧捌する高謝ビルだが︑

P5︵︐賢級︶だからということ

ランクだけ上とは

ではたらく職綴にとって︑まさに

︵飯隅季雄鶴特派風︶

鞍懸を全うする澱妖の歳月といえ
そうだ︒

公（03）665−9831（漸顧）

9被曝解新二

み馬標亭力締につ磁縞物鰹轡翻鶏〜、

⑫核融合解析。臨界解祈

《
鳳

は︑それぞれ︑A・B︒Cと三面務のために集った八人の臼本人職

地元︑オースト

の建染がはじまったのは一九七三

しゃい干すか扁と首をすくめて︑

数︑いくつあるかおぼえていらっ

窓の数と地位

その面の語号が付されるQ次に階

力によって︑この

再︑莫大な一尉を捜謝して︑

一大センタービル

六矩後の一九七九年八口干三日

江一点だが︑︐級県門騒全体の一

ス郡の岩崎疑子さん︒限木がらの

仏にたずねるのはライフサイエン

年

ルを中心に︑ Y 字 型 を し た 蕩 層 ビ に 完 威 ︒ そ の 郡 屋 数 ︑ 大 小 合 わ

そのなかでも︑ひときわ高い亙

ルが六つ︒IA猛AやUN王せD
︑O
約一万にもたっするQ
︵囚達工業開発機関︶の木部︑F

初めて訪れに人でも迷うことはな

AO︵食撮農瑛機構︶など︑矯遠 A露A本部ビル︒二十八階と︑他 割弱を女性が占めるQ

脳簾機関が集中する︒ウィーンの

入たちは︑この一大国際センター

九騒釜︒

Aエハ六九︒A蘭十六隅︑六十

いえ︑ぐっとひろくなる︒

と︑P5より

︵D1︑部長級︶の部塵にいく

は最高の飽披にいる岩本心墨氏

なるほど︒臼木入職員のなかで

ではあり衷池んが：︒﹂
Q

い︒ルーム・ナンバーさえ︑しっ
かりと闘えていれば

﹁でもね︑繰延が犯えないもの

あるんですよ﹂とある賠本人職
職︒

﹁すべての部歴に採光鷺と篭
えたため︑Y字型となったビル︒

そのひろい空槻を利飛して︑配

●

τ匿麗r讐・匿■』心

ゆ核鱒料挙動解析

⑤核燃材翰送容器の解析

テレックス252一紹62

費（03）665−9アi｛（案内）

碑詩賦炉炉心計算

技衛営業第4部

。荘廠解析

っています。

小

，毎（02928）2−2980（4ヤ）

⑳核燃暑サイクル

は、数多くの原子力コードを闘発する

猷

0大販嘗鍬漸。名寅麗畠張麗。東，毎筑燦・仙台漣絡象務駈。

とともに、海外から優れたソフトウェ

⑧スカイシャイン解析

v

本社／〒103東皇都三災区写本橋本町3−2小野本館ビル

⑤原子炉寮全審査馬解析

げ」報処理技術の融合が、口．4くの原子

センチュ1』壁』サーチt9雪催

原子力解析プロジェクト

最先端をゆく原子力工学と、粘緻な

脈解鑛1含渉コ翫ぬ

一

「

窩次晃解析も容場に鯉躍

ｼΨ

A一

リア政肘︑ウィー

（1981年）
数︑そして職歴欝号とつづく︒

フランスの発電電力量の構成

ン爾の金面附な協

ぶ︒

34．9％

襲強

カ

ズ

＜2＞

鱒

㌔

へ

力開発をたくましく育てます。CRC

十

力

総総電量
大小の蕪議騒から到る円型のビ

﹁ユノ・シティ﹂

274％

を総翻して門ユノ・シテで﹂とよ

劉璽馬

アを導入、その利用実絃の蓄積が原
子力エネルギー利用推進のお役に立

鱒

KWH
ですから︑方細螺痢になることも

識ノ。シティのマーク

ゆるやかにカーブをえがく三輪

ニューヨーク、ジュネ・一プに続く第三の国運
センターとして期待を集める「ユノ・シティ」

本i楚欝

婁7。7％

2，640億

プ鵬膿る

水

踊馳ア

騨

第1月3号
（第蕊砥郵便物認三

同

業
産

子
原
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原子力産業新聞

蘇郵便四四謙質D

科学技術庁一般会計
事

1．日本原ぞ力研究所

（4）

（博等位二百フノ円♪

56年度予算 57年度予算案

項

昭和5「7年山月¶4B

⑱39，223

⑪34，780

79，422

84，601

備
（1）

考

安全蓑海量

①

8，060⑱3，429

工学的安全研究
6，173⑪3，049

うち、原子炉事故の熱工学国安
全性研究

1，750⑭2，656

省庁別内訳（文部省は除く）

②環境安全研究ユβ86⑧380
うち、環境シミュレーシ露ン試
験施設の建設

（1；「位ごf万円、⑱，賊11イ責務負組行ンシ限度額〉

600（⑱380

廃∫に物安二緊試験施設

繊

755

（2）多臼的高温ガス炉

備一

56年及予算 57脅一及予算蒙

科挙技術庁 ⑳ 92，9エ2

うち、H鷺聾D冠しの建設

うち
⑭ 34，568
摯ﾊ闇闇計 @ 59，555

3，788⑭1，827

うら、炉内構造物実証試
験霞β（T3）

通商産兼省

183⑭1，827

饗こ薫炉量；挙細r没欝牽

（3）核融合

⑭

234，5生7

5，455⑭2，505

⑭

@

増△減

備

58，971 ⑧△33，g41
243，038
8，491
7，21ユ

250

特溺会計
外

うち、OJT−60関係

⑯△27，357

66，838 @

7，283

34β45

44，996

10，651

33，682

44，579

玉0，897

務

2β01

2β76

75

省

Oトリチウム技術の開発
2，動力炉・杖燃屑開

遜

3，042

輸

省

22

ご2

0

⑫15，787 （11高野増殖炉の開発

⑱1翫611

麗事業1灘

◎ECD一薫￡A分担全

837⑭1，000

葦近流核角虫合脇ソコ

うち、o構造物強度確性試験施
設の建設
13S⑭685

7

農朴水産省

5

2

奮美服晶におUるウ1ヌミバエ防

1

0

沖縄本島属辺諸島及び久氷襲に
おけるウリミバエ勘除

06

0．6

0

20

9

∠》

除

㌃

○実験炉の運転

沖縄開発庁

6，729⑱179
2，L85

（2）新型紙換炉の開発

厚

（3＞動力炉開発共通費

滋＝省

うち、○プルトユウム燃馴研究

白

宅台

省

販療機関等の1旨糠監督、医薬晶

等鑑幌取縞指導

ユ8，626⑭14，923
醗！発

ユ84

放射骨物質の輸送の安全2餌畷定に必要な調査解析、放毒闇物

質輸送の安全磁認、放射惟物質
安全輸送の指轟等
．

2L630＠864

72，675

78，032

王AEA分拠蛮及び拠繊金

2，耽76

34，569⑭25，21屡
イ寧『究

内嘗については溺衣婁照

うち

41，236⑧277564

（）

考

△筑

隻，500⑭59婆

bか

うら、混式回収工租
設備
295⑱594
○高漣炉再処理研究開発

総

㎜一

Q

宴；卜

92，9ユ2
271，242

⑭

58，971 ⑭△33，941
ユ9，206
290，448

1，480⑭578

○高達増殖炉厭料四切技
術開発施設

科学技術庁電源多様化勘定

4，2U⑱13，582

（単位：rfフ）円）

o固f秦廃簗物前処理施設

@

i4＞

胃処罫旺B｛」多悉

（5）

探鉱｝｝｝】多琶

事

3，975

1，352

6，059

新型動ノ」炉の開

G

発

@

@ω

o製錬転換パイロソトプ
（6）

2，535

燃埼B発」ヲ盈

（7）

2，626

ウラン濃縮開発

3，980

Q濃緬パイロソトプラント建
喜没

a．拙本原子力船研究
@ 開丸壌業団

⑭5，500

@G7856

7，197

●

運車4塞驚

3，980

（1）φ白磁改修・安全性，金点検
（3）

捌多℃i岡多准

うち、

⑩王，010

@

@5，◎39

寵所

@（2｝

@

使用済轡割内処

理技術の開発

199

改良海白片翼長祷f究

180

し738

うち、核融合

1，764

530

安全研究

6．理化学硫究所

⑳1，ユ93
1，221

927

（1）

327

雷乙式験研究費

607

闘発（7）貿

614㊨圭，ユ93

0伽速器本体建設費
3⊥0
○加連器橡建設黄
304⑳ち果93
5

㌘91

754

（1）

声勇｛イブ」門別こし会

（2＞

原｛「ソJ｝轟｝

Q．その飽

153

Q

5，go1

雛，080

@駕

16
72

@
2，188

2，笑31

i1）

@

4，003

1，491

3．316

530 }型プラント1羅客1及巳；撫961⑭530

5，493

盗S分離機の性能i的．L等の研究開発

@

3β74

3，616

ｻ学法ウラン濃縮技術碩転費補助金

871

ﾝ処理環境安全・保障fll

6u

iだ，密漁研究委託費

ﾀ全解析コ・一ト改民智委轟繊

2エ3

p炉技術開発委託鰻
E刷能拶こ欄肋急昇。式験灘1轡偏一変8

⊥56

原子ソ」安全倭1iL｛気

8，093⑭2，321

ﾉ酸プルト晶ウム転換の建設・運転

うち、原了炉二二
4
（4）原イ力平和繋駕研究倭託費

9．標デ力安釜島

u昼∫処珊誓支忽∫1｝｝」発

P1拠理施設の雛備5，001⑱3p580

2β06

@
i3＞引学技得者の資質向上

ユ，9」0

@・繍載・羅

37！妄

うち、原イ力船開発短策聚務

14，954

@うち、問化パイ、コントプラント

5︐552

8。原子ノ」局

0

1王2．4％

ﾜ型転換炉療型炉の運転
夢 @
4，541⑪781

@

K

選

若

c激xル放射i焼廃棄物処理技術開発

i3｝ウラン濃紬織祐

@

眠イオン刷淳堅雪漣岩｝

備

堰@
781
@ 2盗β33 uもんい掬の建設

@

551

（2）

7，R本別芋妓盆∫情報
センター

53β06

うち、内部被ばく：実験棟2，091

5，850

トリチウムの／慧物影響研究32

5、国立試験研完機関

@

7，2エユ

38β78⑱

4，放剰緑医単総合研

0

3，783

⑭

V轡ム換カウく融炉iこ刑する研究開発

5︐380

（2）新定係港の1整備

28，637

23︐440悔⑪

ラント込転費

56勾戊菖き 57｛践チ3謀

し動力炉・核燃梛目 ⑳ 34，568
@ 発賢業隣
@ 47，870

9，717

うち、O海外凋査探魏，

項

850
戯

96

ｶ子力施設被ばく低減化技衛開発｛望潮￡星1〜宇蓋然金

335

266

（2）吊身」線審附会
（3＞原子力安全局

1
6ユ5

厲ﾋ骨廃棄物処理技術！封】発促進蟄補助金

209

（4）放射性廃棄物処理処分対集

@
⑭

51，760

@176，200 対前年度比1007％

@三74，992

騨灘襲凝鍍凝讐凝

購

@無︑万華

@

0
四｝

⑭58β44

74

1，（》3S

（6）科単技繕庁施設整備

一柵卵…㎜
会
Fi

厲ﾋ牝L廃棄物心分県率謂｝摯等委託費

209

i5）放射能調査研究鐙

｝｝

…

脚

一

山

@合

⑳NEW

末ｱ取扱黄

闇

溺

PR◎TEX

」巽S

⑯

34，568

⑭

@

50，176

@

7，211

蔦
肥…r岬

57，080 対前奪巌北113．8％

GL◎VES

Z4810（放射牲汚染防護用ゴム手袋）規定試検合格贔

ユ，原子力発鷹所を始めとする、激貸船関係臼耀、馬り｝｝のために閉允された漕コム丁袋てす。
婁．全品完全検査によって｛7ノ染1歌の線囚と燕るピンホールは全くありよ逢ん。

3。GLoy￡Sか手の全皆報こ良くフぜノレするため弥一窯弩か謂li13に其くまた援瓦た材致のため
長淵悶の｛卸純用に働1えます㊤

畷種類・寸法恥

呼び番零
6．5

7

75
8

8．5

・」

申指kさ
72上2
76止2
78士2
83土2
86土2

去

予の瑚」く
竃65」＝5

180上5
190士5
205畿S
220七5

※厚さは手の平の厚さをいう騨

（瓢a＞

全

1∵

瓦

@

（懸）

さ♂
㎜㎜㎜

包

鼠

一

段8⑪1．月二
500、ミζ

o．20・o．35

製造元
総発亮元

鈴⑪！男、

36⑪双

智興化学工業株式会社

株式会社コクゴ
東京都千代田区神照富山町25
電議254一総41（大代表）
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昭和57年壌月14Ei

避省電源立地勘定（科技庁分および、原子力以外を含む）

第1u3号

（第三極郵便物認そ嚢◎

通産省一般会計
（η呈位：百万円）

（単位：百：万円）

、聾

56年度

項

ま．〜』源立地促泡対策交f寸愈

57年度：

算 ¥算案

¥

増

備

△減

雰

考

39，682 37，928 ムユ，754 交付限度額引上｝ず、産業振

興施設を侠途として追加

琵．免溺1立地驕別：交綴金

sβ27

9，717

4，3go

①

原子力発電施、黄等潤辺地域

3，027

6，4ユ7

3，390

②

電力移出工鷺駝交付金

2，300

3，300

1，000 電源地域における企桑：立地

交付金

56鯉反

項

¥

57年度二予算案

増△減

勢

よ．原子力発屯安全調ゴr監
督

225

2。原ゴカ発、断∫政

257

219

3，724

186

14，037 15，223

1，186

3，538

663

託鐙
（1）冊子力発電所立地広報対

782

55 △ 202

広報活動、瓢寺地方式検、お幣、
品質保謎檎，j調査、廃炉技術恭塾
笠砿立調査

ムユ9

軽水炉へのプルト轟ウム天日規杖
イ1珊の臆鯉i調査（多1廊ヒ勘延に

…

4．疑弘源．立地環境毎沓

24

23

5．核桝肖喋査妬粒擢嵐

42

42

調鳶

計上〉

1工9

△

1

環境鞍査癒醐会の開イ1ア、現地調介
笠

0

撫塀1サイクル各分里∫の調

対集

133

186
49

0

エネルギー願フロンテイ

ア凹型策定：

33

6．イ史川済桝鯛輯唱1疑1蔵

27

△

国際使用済核剛1蝉ll15蔵構想の

5

刈策、封査

会とが一体となった地域飯

コンセプトI」k立のμ∫舎についての

調査

興像の調査、：提示（新規）

547

17

6，172

7，332

ユ，160

（1）原子力発電施設餅震繕頼
性実証試験箸
⑫、放射性廃職物安全性実証
試験
（低レベル放射性脆蔓物

6，038

7，202

1，164

そ

の

他

費（漁産省）

③

769

の

他

4，487

4，089

o

155

0

52

再冠水効果川口試験等9テ

ま55

合

6

0

計

1，433

1，186

△246

FβR関係広報

通産省電源多様化勘定

52 ウラン濃縮施設、再処理施

3，715

2β65

ユ50

0

71

71

（単位二「猷万円）

窺

のPA活動支緩（新規）

310

△

1ン843

74
108 交弱期聞の廻；罠

3，069
ユ，450

126

△

0

92

3．化学法ウラン濃縮技術碓立費
補助金

633

961

328 宮崎県1｛向了しの化学1去ウラン
濃緬モデル。プラントの建武笠

4．錦ご樽処理工蜴妓徳碓記：訟1査

2，191

2，622

431 主斐機器及び1∫i測樹｝1｝瞥の技

399

493

93 受人れ・検査・貯蔵システム

1♪750

646 運転藁、点検艮の鉗1τを軽減

i也点についても引き航き火弱

1，376

69，463 71，932

2，469

39

ま，104

艦ウラン濃縮商業プラントに
用いる連詩分点機をPj｝腎に倶

対前年度⊥ヒ103．6％

給するための製造技術の確立

⊥，ユ04

1，600

496

ウラン濃縮遠心分離機製泡
技術確立

0

エ50

150

考

7、発電用新型炉讐開発調査委託

89

102

ての総合的τil価検討及び、中

小型経水炉の天日化について
その刑弔システムのフィージ
ビリテイ調査の実施

的探鉱開発に資するための出融資（ll㌔資及ひ感
1，450

うち、ψ小型軽水炉開発調査

63

75

1a

従電装新型炉利用システム
聞発調査

27

27

0

738

エ，882

エy143

9．実用発電用原子炉寵炉設備砿
証試験無糖託鐙

40

69

1◎。づ出発覧用原子炉開山検査日
置等実証試験費補助金

338

工．560

蔚力枠

核燃牲サイクル
（ρ

核燃料加工事

8、経水炉改良技術確証試験等委
内

数

内

託費

数 核燃科加工哩曝者、男物聯門製〕ムゑ者、侠用

済携黍1流通システム塵業報なに対繋る低利資金

渠笠の育繊

の融資
（塁葬｝使用済枝燃壇・；

12 高連増拗炉の欠期化に当たっ

費

功払い融資）及び開発債あ5保菰

①

し、事故故障の被害を低減す
驍ｽめのシステムの闘発及び圏

i還開発駿讐補助金

17 わが国民問企業の海外1こおけるウラン筈の祇物

（：金属鉱業事業団）

2．震壇・開発張行・原

92 ウラン濃縮の事業化に関し、

の闇発調査

6．原子力発電楢頼懐向上関漣鼓

奮轟

R㌦算案

隻7

196 香川渠仁尾町の海水ウラン園
収モデル・プラントの蜘役讐

術｛革証調査を考」う

5、海外：再処理返環固化体受入れ
システム開発調査委託費

（壁位．偲円）

1．海外探鉱禺融資筈

数 内

内

数 轡処理業者の翁う再処理工場建、潔にヌ彗する低刊

資金の融資

『再処理

者

錨蟄も含めた濃縮1ト業の技術
経済姓等の調査検，IL立地矛

うち、原子力発電支援システ
ム開発

算

伽

増△減

委託醗

2 57年度で交イ寸期限の到来する

30

56｛P丈 57ゴト皮

¥

2．ウラン出痔事業化調査蚤醜婦

算 ¥算集

¥

感電沓のフこ施（新規〉

通産省財政投融資
璽

569

項

1．海水ウラン國収システム技術
猿証調査費補助金

200 要対鍛重愛電源関係自冶偉

200

△71

1β46

計

373

事

895 △ 1，643
0
385

899
594

860
665

56年度

57年塵：

ウラン濃縮商業プラントの
立地環境調査（新規）

ラント：立地環境調…翫

5．療子力発電安全対策等補助金 27538
385
① 原子力広報研修施設整備費
補助金
0
② 重要電源等立地超雌対策捕
助金
a，153
③ そ の 他
6．原子力発電安全対集讐交付金 2，995
1，342
①；放射線監視交押金
128
② 温耕水影響調査鶴瀬金

合

当該産果の内外環境愛化の調査、

5

10．一編そ∫政鷲

△398 灘管信頼性実腕試験、大型

設及び放射性廃棄物寸地処

うち、環境審査勢調査の
なかのウラン濃縮閥架プ

③ 広報・安全触対隅交付を
④ そ の 他
7．そ の 他

1

（高殿技術餐、駒型機械産業動向調査のうち）

核獣料サイクル関係瓜劇団
三等委託費
うち漁産桟担当砂
を

0 工某技術臥傘下の試験研究1111の原

分析と対旛籏の・険誌

分施設に係る広報他（新規）

⑤

放射性廃蓋物処理処分f輔】11の砿肱

△13

で力関左試験研究のズ施
9、原ぞ力発電閏連機嵩識
業動向調査

一マ

④

769
◎

隆地処分揚関連）
〃
（利技庁）

原子力発屯施設酬塵侃頼性
冥証試験他5テーマ
△4 施設貯蔵

ユ29

45

刈策

8．試験研究の娘巡．
133

59

？。拗m麗棄物処理処分

気

530

療子力発電実賦試験努委託

（3♪

②

r・検

霧」、核帆のノぜ業利用、国際メu・屑ち

業のブイーシビリテイ・スタディ

53 民聞右識者の積極的｛占矯、
研修等（新規〉
49 原子力発電と産業い地域網

鐘委諺

〈2）

安全番査、検査、、陥、運転管理
官の雷磁壕

19

3．発電用析型炉等ズ用化

を促進するための金融制度
の整備を促進する場合、交

考

△7

予算の平年度化による増

付金単価の5割増
3．水力発電施設周辺地域交鍛金
4。原子力発電安全対鎧等委綴織
① 電源立謝｛雌広報対斜懸憂

偏

プルサーマルのための燃斜体
設計を会む

29 廃炉技術のうち①顯融引魏技

術②認ンクリート官暦はく離
技縦についての確誠試験

509

良動遠隔で各稲検査憶を実施
する甑訟鰹の実証試験

曳？1

◆

（1錦｝ウラン濃諦

内

岬

数 ウラン濃縮事業者の行うウラン濃縮両兼プラン
ト （天然ウラン及び濃縮ウランの備藩施試を倉

慧．薫別焦電用原子炉安全解析ロ

1β31

1β84

53 原川開発電所の設麗許可に際

530

620

90 原子力発電所の設撫〜阿誓に

しての安全審査に万全を期す
るため、申講菰の行った安全
解析結果をクロスチェックす
るための安全審査用認一ドの

一ド改良i蚤託費

む）の建設工事に対する低利資金の融資
（2，源」力飛躍跳黙 内

数 内

数 9電力が設置する財産原子力発亀挫器に対する

作域；

低利資金の融糞
ぐモ㌔房げ力発電闘発 内

数 内

1欝，副震安全解班ロート改良試験
西湘欝

数 雁木療了・力憩』㈱が建設する敦賀発屯所2零機
及び来〜毎第二発屯所の廃棄物処理施改の建虞工

際しての宏全審査に万全を期
するため、申請者の行った耐
震に関する安全禦析をク鞭ス
チ凱ックするための安全審査

事を刈1象

3．兎源開発㈱原苧ノJ

ω

用：2一ドの礁立に要する試験

13

合

閃・漂（〜し溺モ開発）

7，767 三1，051

計

対i加年展比ユ42β％

3，286

罵距3鯉噌騨：謹圏の

原子力聴殊扉と関連設備
すぐれた技術と経験が確かな実績として数多くの原子力
施設で生かされております。

製作納入例

各種放射線遮蔽扉

入室管理装置

感圧感知警報器

防水扉、蓮潔厭
ハッチ、ポート

熱線感知警報器インフラカート

上記総合監視警報盤

各種気密擁

CGτV監視装置

電動感知警報器ダイヤラーム

超膏波感知警報器

スリーフ＼ライニング工憲
4
驚

0

一一．

・

宰

器
一

照司◆器
潮

孫

。
．豪

o

O

」

・
象・

婁ぽ

一

霰

軌

程

謬

＾

三

二

力

原

新

（6）

昭和五十六年の原発運転実績

剛

鵠

︑

備利用歴が六四・八％と︑パイオ

東賦魁力の福層第1厭発︵BW

ニア炉としての誇りを保った︒

は︑五十六町三月八田︑運転以来

R六黛︑曜颪六十九万九千KW︶

の総発露磁が一千懸KW11突汲︑

二千百万キ︒錫の石油節約

凹氷原子力産巣会議の調べによると︑わが国嫌予力発憲所の昭二

五LT六曜の運転実績は︑二日三崩の平均で時間稼働一︑ エハーマ一 一％︑

設備利順H幣六Q・九％になつだことが明らかになった︒実際の発龍

露力膿からみた原子力発趨所の撮業効率を示す躯均設備利糊率は︑

五十五隼の六一・O％に比べて○・一ポイント下がったが︑二離統

としては嵐界初の快挙をなしとげ

十六田を待たすに︑BW馬引徳駈

た︒運開以降の累績設備和用串は

一帰四〇％︑二弩四一％︑三号

けてバO％台を蹴持し︑象ずまずの天績を示した︵五＋四年は幽九 同原八一弓の還開十周年の三月二

・八％︶︒また︑降雑一年闘の二十三尽の旗子力発急罐力畷は︑対

前年比二・二％増の八雨二十九億KWHで︑ニチ百五十万♂那の石

油鯖約に賛些した︒敦蟹発電所からの放万能漏洩潔故があったもの

五七％︑四騒六六％︑五弓六九

経験が優発嬢に有効にいかされて

いることを物語っている︒

関電では原子力

また︑順子力発電シェアが他社

よりも乞い関繭電力では︑五十六

が火力抜く月も

耀 安 定 電 源に地歩

和57：簿1月14

の︑五＋六駕は︑軽水炉連読最長逓転謁録の更新︑国藤初のプルト

％︶︑福島第1原

︑周六号

黛四月と五月に︑原子力発電電力

子力が火力を超えたのは五十6箪

撒が火力を上回った︒︵岡組で原

このように記録ラッシュの五卜

五月につい℃薗團︶

六年だったが︑マイナスの出裏葺

論水加熱器の無断修理と放射性

も二︑三あった︒

ニウム燃料による発隙︑翼積允電麟の一千億KWH突破の発臨所が ％︑六野七三％で︑先行炉の還紙

現われるなど︑種々の滋録に彫られた一年だった︒

発電量は対前年比二％増

利用出撃〇・一

発四号︵七〇毒％︶

︵八百二
十九億KW旦

わが園の原子力発電齎の平均設

備利用率は︑昭和五十四年以蘭に

︵八二％︶︑浜岡二野︵七一％︶︑

ったが︑需十五駕ひさしぶりに六 美浜鷺号︵八四︒九％︶の五櫨

は四〇〜五〇％台の低迷状態にあ

り︑好調だった︒

くく

玄海一号︑連続
運転記録を更新

このような好調な連転にあわせ

馳棄物処琿建巌からの国樹能漏洩

事故のため︑階本馬子力発馬の茂

KW︶は︑五十六爺四月一繊から

系などの冷却系醜繕に応力薬食睡
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注ll，第2回定検（55．9．1；一56．L13）（55．12 B併入），中

潅17．第2四輪検（2」0〜7．30）（6．30陥入），蒸筑発生器
点検のため停止（9．16−12．26）
注18．第2回定検（6，16〜 ）（12．4併入）

間引⊥と点亭夷（6．i3〜6 23）， 第3幽定日（1014〜
淺12．第5回田検（5」8〜 ）（10．9併入）（【1，4低圧タービ
ン軸振渤大のため僚止）
注13．第6回定検（55．Il．6−56．5．2◎）（4．27奇事）
注14．第3回定検（55、9．6〜56．3」2）（2．18併入）

注19．第7園三鼎（2．i4〜7．…4）（6，24｛ヲ蓄入），計画貞検檸
止（12．5〜［2 14）

ラ主15．

第5園山検（8巳i5一

淀20．2号機憎設に伴う送露線工窮による停止（3
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原子力機器への実績は高く評価されています。

未来に躍進する 塙癒野！

これは、木村化工機のすぐれた皆瀬、高度な技術、
翻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

原子力関係営業種目
（下記装躍の誹画、設計、製作、据付）

⑧原子炉関係各種機i器、装置
⑫核燃料施設の諸装置
魎核燃料取扱、交換、輸送装置
㊧放射性廃棄物処理及固化装置

いています。
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り︑わが齪のプルトニウム・リサ

イクル利飛に先鞭をつけた︒

大飯一腎機は︑定検︵厚化期間

た︒

点倹のためさらに再田間仔比を余

鞠百隅十田︶以外に︑磁気発生器

勧島上1獲十一恐︵誕備剥用墨 査にパスして︑木格運噸入りし

二八・五％︶は︑原乎炉建屋内の

隔離時盤水器系に漏洩か発見され

たため︑五十六年四周十一口同から

定険をくりあげて実施︑十二月二

GCR
8WR

海

｝月

oo
00

東

式

00

がとも

れが発見︑その後の燃料交換機の

賀発戯所︵BWR︑三＋万万ヒ千

を行った後︑問十二月下旬から約

運転を停止し︑所要の澱策と改泓

九か月ぶりに調整運転に入った︒

このため︑岡機の年闇設備利日航

て︑玄海〜号︵PWR︑五十五万

九千KW︶が五十万年六月二十一

鷺かり五十六年五月三十揖藪での

旗︑これまでトップだった三百二

三貰四十五日間の連続運転を濫

士奮の醐婆髪抜いて︑PW

R新記録を樹立した︒一方︑福

万四千KW︶も︑BWRとしては

﹁ふ げ ん ﹂ は 国 産

はニニ︒四％とふるわなかった︒

島第−原発置騒︵8WR︑七十八

〇％を突破Q 五 士 ハ 無 も 六 〇 ％ 台 も ︑ 設 備 利 用 准 が 七 〇 ％ を 上 回

を維持したことから︑経済的に有

利な原子力発亀がベース切ード覧

源としてだけでなく︑僑頼できる

安憲磁源としての立場を確固たる

緩がえせば︑初期故障がかなり克

ものにしたともいえる︒これは︑

服され︑憲期検査を長びかせる故

している︒

く
六基が七〇％
を超す利用率

五十六薙の一欝欝をふりかえっ

てみると︑まず︑三月三十日︑九

五行九千KW︶が︑工士二娃田の 譜録を残して五十六策六月一一十四

臼︑定検入りした︒
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わが国原子力発電所の昭和56年運転実績

鑑識；篶議

欝

障が少なくなってきたことを懸味

傭盈毯郵使物認耐

弼驚力の玄涯万︵PW奥五＋議黛の憲醤二十一田螺の漣続運転

原発として︑縄藤織転を鮒始︒十

き︑五十六無十／3十日︑絢十〜か

凍傷の火

故障も躯なって︑翼翼作業が艮引

月ぶりに完竃を瞬開したQなお︑

燃料による

！

初のMOX燃料

五周無を迎えた日本漂子力発塩の

瞬停脂期閥中に︑灘溺用炉心冷麟

監

五卜六識ヒ月二十五田に運開十

東灘発㎏所︵GCR︑十∴ハ万六千 動辮轡粗葉の新型転換炉﹁ふげ

をつづけ︑十箆年間の累積掌均設

与，羅

二轍鮒素での九か月余り︑時間稼

九％と︑パーフェクトな題弧ぶり

働率一〇〇％︑設備利用率九九・

このとき︑剛簾初のプルトニウム

玄瀞騒騒以外にも︑東︑薄︵設備

を発揮した︒

KW︶は︑五上脇奪も好調に運転 ん漏は︑五十圧薙卜一月からの♂
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ネルギー研究罰査によると︑エネルギー研究費の総犠は五千十隠円︑対餉年三比三七・六％増で︑科麦扱術醗究費総額に占める釈台

懸の対国民所得嬬︑購国鼠総生酒比は︑二・四二％︑一・九六％と︑過ム最勧の水撫となった︒また︑これに付帯して実施されたエ

紅は血路ご千四欝く耀二勧円︑対・同年厩増加㌧は牲日で一臨・五％増︑︑実質で六・一％と︑前年の伸びを上遡った︒科掌技法研究

総押尉硫嗣局け瓢日︑ねか国の照和熟雪ユー勾寸劇学技備磁究に閉する調製細緊をとり求とめ発表した︒それによると︑研究懸の食

蒼によると︑昭相五十流奪洩のわ

蕊た︑科学技術研究調査に付帯

占めている︒ついで街エネルギー

ルギー研究費総願の四七・一％を

多く二千三而五十八叙円で︑エネ

で三磁四十六棺円︑化石エネルギ

して実施されたエネルギー桝究調

が囚のエネルギー研究費総額は︑

ー八薗十一停同︑肉然エネルギー
幕臼撫十六幻円だつた︒

蓋千十億円︑紺︑閥年比㎜二七︒六％

鱗で︑前年肢の細加比益一︒○％

円︵四〇・八％︶と︑初めて金融

︒九％︶︑研究機関二千四十五億

線租m用・安全研鑓二膚六十六億円
︵だ・鷹％︶となっている︒

凋嗣球瑠加寓をみると︑核隙目
研究質が嵩凱ハ・究％増と巖も高
く︑ついで猿子力濫獲学究のこ六

二五・一％︑核燃料サイクル研究

・四％︑放射線利屠・笈途研究の

一三・五％と痢加を示している︒

研究理体別にみると︑研究機関
が千も薫五十八億円︑原子力エネ

・賀％で︑うち特殊紘人の研究機

関が千六蔚七億円︵六八・一％︶

を占めている︒ついで鎌継鴬∴百

廼

二蔭五僚円︵八・七％︶となっ

九十六懸円︵一六・八％︶︑大学

ており︑エネルギー研究区分のな

瓢酬一
■

︐ε薫写

﹁栂限ともいえるような精絵

さ︑濡場展が要求される原子
力︒これほど︑日本に適した技
術分野はないと思うのです︒原

かでも研究機関の占める劇薬が湾
しく窩く︑そのなかでも膳殊法人

べ煽・地方公共団体のウエイトが

ともに・リズミカルに早く孚︒

いきいきとした瞳︒ことばと

もりで芝

めに︑精一杯︑努力していくつ

子力産業の定瑚化をすすめるだ

騰・地方公共醒侭と民間の研究

のウエイトが鵡い︒

黒・六％増︑五十四測度の一三

費比率をみると︑国・地方公共繊
体が千九百一億円︑民閣が魍蔚五

・七％増に漂いて二無難軌一三％
台の伸びを噛している︒

短い︒

十七億円で︑他の研窺臨分にくら

研究が八魯五十笹億円で︑全エネ

研究テーマ別では︑孫子力八六

ルギー研究費に出める日鋼は一七

鑑醗科学技術常
てつわ

鉄雄

任婁餓幾になった
︑﹂んどう

ﾟ藤

熊会議にふれるQ

本場仕込みの︑なめらかな英

議を縦横に便い︑スピーカーと

難詰礎盤溜跣駅

の熱論が伝って力国際会議に謬加した懸験を通

して︑門臼本ほど︑原子力寧和

とを繍態する︒

﹁文部政務次利用に熱心である國はない﹂こ

くる︒

霞のとき︑弼工

﹁熱心の麗愈いは︑資源の猛

昭和二十八薙︑一橋穴学を卒

研究所などの研と反比例するんです43﹂

ネルギー物理学

鐘施設を請れ︑

婦国後︑大献大島冨贋贈務参

二十歳︒

この櫨動的な出来蜜を四囲

の隠︑

に︑政治嫁への夢遼ふくら諫

せ︑昭測四十七年︑聚跣山形一

門局長や次官になってから国

区から紅霞入り︒

代︑五十無という働きざかり︑

会議論というのでは：：︒四イ

です一と︑三十代で大藏稽をや

上磯に闘重したいと隔ったから

め︑政弊入りの決隷を固めたこ

慕7薙︑九月二十三日で︑当

とを逃幽する︒

選︑十年になり廻す︒ここらあ

︵す︶

宏子央人との闘に二男一女︒

昭和瑚無生溜れ︒五十二歳︒

するこれからの人︒

﹁志あれば道﹂を雄活仏条と

していきたい﹂

謡本的な方向づけをあきらかに

るため︑長期的展望にたった︑

科学技術をより一纏おしすすめ

フズルニア大学大学跣に留穿︒ たりで︑日本の門先をκ為する

ルプライト蟹学生として︑ヵり

研究蓋たちの話凱と岡時に大薩省へ︒饗輝︑フ
酬うかがったと

きから﹂と︑科学との85会いを

藷る︒

それ以級というもの︑劇談社禦窟を経て︑﹁運命﹂の経済企
の科学啓致シリーズ門ブルーバ画げへ躍向︒

坐時の三木武炎経重重長麿

そして︑待ち望んだ衆院科学の︑氷︑加︑中京米︑欧州︑ソ

ックス﹂を次から次へと読破︒

連東欧闘輝国歴訪の遜訳兼秘樽

鳳子力の問題になると︑話はとして同行︑故ケネディ︑ジョ

技術饗員奴に︒

ンソンなど︑隠逸の指灘者との

ンでひらかれた田野独原子力政濃霧︵けいがい︶にふれる︒こ

何度も︑昨無慕れに︑函独のボ

田星日立製作研融覇取締役

匹

に努力し︑原子力闘発にとってよ

−

源開発推澄本部長は門残念なこと

隅隠にして︑行動力ある政漁家

だと響えている︒訴状がとどけば

問武細面エネルギー総欝ユ学研

融禽手鑑五百四士ご新円︵二

訴えたのは阿部宗悦氏ら女川町

交換会が士㎝画︑茨霜葉・瞳灘村

集撫腺子力訟談金共催の新年名刺

々隆関顯臨力原子力研究課全艦︑

古久保立朗三強磁工火カプラント

療凡力調子力研究管恐課副耳︑酉

技術部次長︑伊藤弘住友簡審ソ池

壌長は﹇安金の確保と地元の侮轍

の遍究を圏標として︑原子力剛発

島村原子力

補佐︒

原産代表団︑原

委貝を再任

政府︑12月25日付

政府は昨庫の十二月二十五田付

けで︑島村武久線子力憂澱︵常

勤︶を欝圧した︒任期は三蕪︒

〃汐／彰

ンストラクターズ

︵株︶インターナシ識ナル︒瓢

取締役社長大亮康司氏

三褻化工機︵株︶

五凶−閣八二

一−園−二八〒一〇腱膜話四

わ長黎瀞富瓢郎隣組所港区三剛

原湾に入会

鼠西片二一一一−一 干二三

樗所文獄

原藤に入会

しているソ遡側と稠桃的な懲見を

り︒

代教団のメンパ！穏次の通

関係撫設を視賑する︒

フゲラード原子炉科紫研究所など

ロネジ原子力発億隣︑ディミトロ 瓢話八一三⁝九；コ

濠だ︑一行は︑滞在申︑ノポポ

交換する︒

すでに先端的技術を修欝︒実用化

一読は︑原子炉鍬利用分野で︑

快間︑訪ソする︒

代表剛が︑十六日から二十日の特

北磁力瑚汁長を剛疑とする田木側

ラードでひらかれるが︑松照彰東

ー﹂がモスクワとディミトロフグ

つく﹁原子炉低瀧塾利用セミナ

力和用土憲委慢会との協定にもと

ロ本原子力鰹業致議とソ洩原子

子炉熱利用で訪ソ

切られた︒

の鋤2・四辛世紀へのスタートが 窯謬鮮︑鈴木元一原藤刮画課課長

今痒の糊負を明らかにし︑蜜食惟

を得ることが最も欝蟄な聞題﹂と

秘電丁技術ユ鴬部長︑由田世態東

▽圃員騨田野昭

▽顧
前郊慢比一四︒二％鱗︒原子力エ

は︑平均で二千三西六十九万円で

りよい無にしていきたい﹂と鷲鋸

究所噂親類酬

▽副団長
エネルギー研究塞務壱数では︑

ヤ公内餐を検討し︑法鷲の場で当

に向けての滞望を述べた︒

▽団長︒松田彰
欝エネルギー研洗が八千四執事︑

ネルギー研究は丑千万白七十九万

料の所信や考えていることを明ら

﹁今隼も濠たいつそう安全の撒保

原論力が六千六霞人と︑この二分

円で︑議も醜いo

した︒

茨城地区の関係

貯蓄レニ月二十六臼︑変織力を擢

民十二犠と隣援する石巻帝民二

今団は康泌原子力雲譲重三髭に
新しく川崎義彦前凍海村長が選臨
されてかり初めてのもの︒
ますあいさつにたった後憾武一

鶏茨旗嗅呼二二協議会会長は︑

また騰水原了力研究所の欧蝉騒
研究泳務爵一人あたりの研究駿

野で︑しO・七％を占めている︒

1ーンノ！ノー多一多ク！〆一！ノ多多多多⁝

建設差し止め求める

者集め盛大に
棄海新年名刺交換会

束北穐力が宮城県蝦勘郡女川町

穿どり建設差し認めを求める民事

肩団法人歌城膝原了力協議金︑

に建設を進めている女川原子力発

の群雀許鰐処分取り消しを求めた

係華巾だが︑これらはいずれも畷

の張海余臨で開かれた獅四竃︒
人︒

電所の箕金性は探講されていな

訴状によると語えば﹁原子力発

訴訟を傭台地裁に起こした︒
一噌

チ入射加熱蓼藍で︑ビーム掛力二

曇一一1︻制一≡一諾差︻TIll一⊥﹁≡＝帽開≡＝鴇−桝

鍵所に反駕する地⁝兀住罠十転入は

既脛初めての民事訴訟

かにしたい﹂とのコメントを発鼠

︒○％︶︑超越劉ツイクル研究三

︒○％と︑エネルギー研究テーマ

賃
「

越九士∴億円︵七・八％︶︑放肘

¥六白芳十三億円︵構成比五二 中︑最も研究蟹が調い︒ついで核

研宛虫休心にみると︑会抄箸が

倉は九・五％で︑エネルギー研究

驚が研究機隣の研究費を十回つ

挙技術研究甑総額に占める舗

を六・六ポイント距圓っている︒

降︑四・八％︑︿・一％︑山ハ・九

たQ大学讐は三葡十三億円︵六︒

調査を開始した昭和蓋十一年以

％︑七・九％と︑ナ舛傾向を示し

研究蟄を︑国・地方公莫壁体と

二％︶となっている︒

研究分野瀦に研究費の構成比を
民間とに分けてみると︑國・地力

ている︒

みると︑殿子力エネルギーが最も

八・三％︑民間は二千万角九十二

公共謹製が二千四菖十八惣円で四

さらに︑絵子力エネルギーにつ

停円で五一・七％となっている︒

いてくわしくみると︑研無芯は二

千灘蕎五十八億円で前琿殿比一

上需一覧需≡憎葱1＝髄一蚕一F㎜扁寵＝1一豪嵩謄一開嘗≡T一上﹁≡旧二

長パルス発生めざす

KeVの吉事毛際ビームを＋石油が熟懇で脱石油織海とはいえ

十MW︑ビームエネルギー七十五 い﹂としだあと︑門腺発建設には
ない︒経済乾も腰間﹂として︑惣

塔︑同二弩︑東海二腎︑福島第二原

げんざい︑わが国では伊方一

ている︒

権﹂を択拠に建設聡し11めを求め

葎闇︑プラズマに乱入し︑喬両汲

マ条件に必鼓な一轍度を遅威する

滋にもとつく﹁入格権﹂﹁環撹
熱裟澱実機の製作に反映させる方

ない︑JT160脳中牲粒子入融簾
加熱数綴と合わせて︑臨騨プラズ

中性粒子加熱装置を完成
原研

凹沐腺子力研究所︵藤波頼雄斑
旗長︶はこのほど︑臨翼プラズマ

現祝︑世界で醐発中のス型トカ

訓画だ︒

マク裟蟹の串推粒子入射加熱装瞭

いう短パルスのもの︒パルスの疑

はすべて︑O︒〇五〜O・五秒と 発一号︑製陶刈羽一号の五猷発が

階聞化は︑核継台炉実脱のための

行政誹訟で︑殿力金祉を峰掻掲手

気系一田立製作図︑罐源系一飛娘

金属シ⁝ルゲート弁と高速シVッ 必須の要件となっており︑この装

これに対し東北糧力の松田西霞

ケース︒

どっだ民事訴訟は今回が初めての

JT−69では︑十四舳の中性粒
いえようQ

置の闇発は新たな局簡を迎えたと

ター1三款勝着策の協力によるも 麗の冗成により︑プラズマ脳熱装

芝浦電気︑イオン源−円薪電機︑

なお︑この原型ユニットは︑排

建︒

に着手し︑六十隼展に完成する予

試験裳謂﹂﹃﹃i6⑪粕の中哲粒子入 劉だ︒実機は五十七年度から製作

射加熱装腰の原型ユニットを完成
した︒

この原塑ユニットは︑パルス幅

ームを発生する中盤粒子入射加熱

十秒という長パルスの蕩速粒子ビ

鼓躍として︑世弊最高の蟹能を団

指す装置︒こんご︑出力上資試

ルギー研究叢に占める鶴台は七四

kGNPの約二％に達す

エネルギー38％増

鷲

は九・万％︒このうち︑原湾口エネルギi研究は二千三丙五十八幻円で︑エネルギー研究費総額の四七・一％を出めている︒
科学技術研究のうち︑自然科学

十八億円︑犠隈では対前鰯度比一

部門は研究費総鍛四兆六千．八再㎜二

五・三％増︑実蝦で同六・八％贈
と︑それぞれ五十照年麗の対前年
度比一鷺・八％増︑五・六％増よ
り︑増加撚が﹂野したQ
技術貿陽では︑技術輸黒にとも
なう蔓取領が導引万翻九十六鱒円︑

捜術輪入にともなう支払類が＝千

尋田九十五侵円で︑受取搬と支払
額の比阜︵支払嶺を一〇〇％とし
た崩禽の蔓取鑛の比聯︶は六六・

な

誉蝿

六％と︑前年滋症ぬ︒三％より大

叉

きく上塀した︒

へ

ζ厚謝︑
一

﹀駅馬㌻困癒頬謙

礁鮎ぐ湊雛欝鎌紙

遥ξ竃一越︑繕4 き＾幅鍵

避

＝
の︒

羅

興夫雄

▼

嘆禽

﹄﹃圃

シ

鶴

〒189東京都東村山市恩多町5−15一；O

働放射線照射振興協会
理嘉長 巾 非 敏 「た

専門家の翻訳自宅アルバイト歓迎（秘密厳守）

騨

験︑信勅性醐士繍験など山台試鹸

鯛
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謹
Q

を開始し︑田操姓能の差脚をおこ

品質と実績で知られる
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Phone：0423−91−5

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

圃
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望
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ごセクリアゲーク鶴跳｛片副愉儀噸解析研究所とクループを形成してしはす。

曙

のに対して、こぢらは鰯送容器であるから動かさ

価の次の計算へのフで一トバックなどいろいろな

何を運ぶのであれ宕器のほうが本来選びたい中身

なければならない。よって＼繭船中の地面への魯

径験を積んでいる。

よりも重いものというのはよくあるものである。

下、水甲への落下、尖ったものへの衛突などにつ

Caskの安全解析に使用される主なフ縢グラム

自動車、電壷、飛行機など輸送のための容れもの

いて安全性が保たれなければならない。どのよう

9臨界遮蔽塵藻を行う前にガンマ線源、中轍：子源

……RSOES

・TRUMP

に損聾し︑口なトカノの石演の硝

クラムから出力された精果の椀討・評価、その評

︑髪馨︑鷺
を動かす前に必要なモテ川じゃチータ1玉成、プ〔⊃

原ヨ炉は一度作ってし款えば移動すること万ない

融を則︑臨による︒喩予力蛋嫉窟

囎§醤（03）792−2601（代）
穴阪長野1．〒酌〆舞姫駆預曝引丁翻4番99ゑ騒驚八千代ピル

曝

原子炉そのものに比較しで小く）いDしてめるカ、

︑墨書肇．護ミ 誌．蕪︑

NASTRAN．

が
ミ鹸︑

（：：ASKの解析

霧り︑

ビュー9一〇Y旺R76の他に、こ1乃フ8グラム

ANSYS，

えば直径かり5mで、畏さが6田といったものて

泌

⑧内部機器、燃料擁の｛建碑性の険討のために使閑

されるプログラム……MARO，

＼

㊧発熱、鉛の融解箸の照解析…

ないことがわかる。NDOでは、つざに並べたよ

㌦

らシスラーム的なアブ〔コーチがなされなけ・nげなら

うな各種プログラムとそれを勒か礼1スーパーコン

日長でに趣駄する．y冠であ

かを調べる放射線の遮蔽引算、燃料集合体の臨界

を防止する臨界安全解析がまず行なわれなければ

九八

9

もしれず、こわいもののひとつである。

ならない。つぎにCaskは、その大きさが、たと

は︑凋κ建設印の七つの弊発懸謝
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鍛力厳縞慢︑総裏隆田本徽機甲︐へ

畢力開発研究所簸︑畑田撚三乱曲

んなの科単技術行蚊のあるべき饗

って︑日本のエネルギー︑磁力を せるため︑滲業界の立賜から︑こ

停止を︑中川科学技術庁錘窟に対

殿敦費発難所二号機の鍵躍許電の

倍通渡大鎌に対して田本原子力織

・敦賀発臨駈の羅故の影響をあ

睡

隆／タ1愈

晒年には米を抜く﹂

りやや遡図の成撰を統ける力はヤ

ることなどから︑他の鑑進諸撚よ

灘欝一人当たりのGNP して臨調国は四％から七％へと勧
﹁わが国が経済成畏勝事五％を

分あるとみて︑こんこ二十年の経
一入嶺だりのGNP︵圏民総生灌︶

続けると︑一δ○○無には︑國民

は米国のそれを上圓わる﹂li経 済欄擾率を隼五％と仮竃した場台

敏鰯閾にわだる詳細な原子力響胴

盗議軍門するもので︑その計國が

を警語欄に提出し︑それを醗州が

八O無規在の八千九酉照十談の二

協力關発機構︵OECD︶のイン︒四悩︑二万一千五三十姥とな

が国の詔命︑ごOOO矩には 九

に検討をすすめているこんご二十

関である経済審識会が五月をメド

その他の讃國については︑経済

の試輝結果︒

個別の再処理︑移転などの顕前問

一慶認められれば︑この範囲内で 済企闘庁は十七鵠︑酋相の論間機

意は必直なく︑慶州にとっても手

ルの商漿絶︑この鳥めのプルトエ

誠聯務理照︑秋允囎巳ヨ線金鴎常

再処理契約婁毅会廓務局長︑三田

確慷するため︑徽源立地は十年か

をあ港らかにしだもの︒

きだ﹂と強調︑輿体醐に①政臆の

えていないこと巻強調している︒

げ︑同曝故の鰯跡がいまだに︑い

学食関画支部の共催による﹁昭掘

語り︑﹁こんごとも蜜全性確保の

て璽酷な研究開発労野の開発纒先

はたすべき役矧の明電化②園とし

T

＿・・鱒……・…Kenneth

薩
長期包括的に認める
計画遂行に見通し

再処理・移転

き︑さらに二罰彊麗高い水蕪とな

り︑来国の︷万七千六葎妙を抜

ターフユーチャーズや楽國務省の

弱来推計を勘纂︑GNP僚ぴ率るとみている︒

西暦二〇〇〇銀の地球等における

小の中で︑自由匿界に占めるわが

ウム燃料捕工の蟹巣化︑感心繭殆

餐厳締役︑天沼僚＆古屋大学致

儲彦洲本興業銀行産漿闘査部長︑

る︒

に検討をすすめることにしてい

ら十五琿先を控えてすすめていか

原型炉﹁もんじゅ﹂の地元説明愈

ため︑一厨の努力をして欲しい偏

腺子力船「むつ」開発の追程・一・……………高田悦雄

中国における療子力研究開発の漁況…・…植封邦が
中圏における源子力開発の兄通し…………陳 轡1心

T

無間の﹁わが国経済社会の長期展
望﹂の謬弩織料として︑こんな試

の他開発途上鷹合・○％︑共産圏

諸國は一一TO％︑中進国七％︑そ は︑米園︑ECの相対的規模の縮

炉の商業化などについて総臼的な

授︑植松邦彦鋤力炉・核燃料開発

かりのプルトエウムも田本に返愚

順位の決定③研究鎌継計画の艇定

科学技術行政で提言

科学技術研究開発については︑

と計画の喫施状況の評価ゆ資命酎

軽國運

長期鮒視野にたち︑適正な予簾を

敦賀二号設置許
可停止を串入れ

﹁もんじゅ扁脱明会の保留も

なければならない︒こんご︑鐵源

臣の腔問機園として設罎されてい

の蘭催保留を︑それぞれ文爵で慰

深い︒こんごとも産策界と協力し

と要理した︒

麗し入れ欝によると︑日本原竃
菅万善哩︑金隅の一山強でやや郷

ていきたい﹂と述べた︒

ノ」〉藍こもっと孝ぬ絢え牲を

ぐ原イノハム地問題をぢえる〉：立地政策にもの申す

⁝

・r

岬

・発兜唾／

定価850円僅6瞬〉年頭購読糊a，200円

東京都千代田区九段北一i八−十

日刊工業新聞社出版局

把握てきるようにしてある︒

核燃灘を懸子炉で使朋し︑その倣罵済燃料を再
処理して原子炉て侠期する一煙の循環過程として
の核燃科サイクルに諮ける枢要事項について︑茶
本的理解ができるように解説したもので︑これに
より核燃料サイクルの資源的意義︑経済的意義が

大翻恵脚他監修A5判／3700円

最新の材料学の成果を基盤に︑詞料の内部構琶︑
挙動︑竹性︑劣化諮よび機盤と各材料のメンテナ
ンスまでも網羅したわが国眠一の工桑煽料に関す
るハンドブックである︒解説は理論面のことはで
きるだけ省き︑実践顧に盛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覇／董4000再

＿＿，。…輯…

触きの簡繁化などが図れる︒計画
の中には︑日本国内外の再処理工

的な経済成長の方向として︑技術

なるとみて︑壁際胸にもバランス

国の圏際霧笛携は濠す医す大きく

これらの検討紬果から経企庁
を︑米国・9・その他OECD

算結果を明らかにしだ︒

進歩の中心とみられるエレクトロ

諸國三・五％︑丸本を除く軍均伸

これは︑こんこのわが国の長期

場など藻州産の核燃料を取り扱う

ニクス︑メカトロニクスの分野

びぷを三・五％とみている︒

施設名︑その駆り扱い蟹などが含

この方式の轟入により︑獲州産

で︑日ホの水躍がトップレベルに

検討をすすめることにしている︒

購榮団核燃料部長︑近藤駿介粟京

とくに焦蜘となるプルトニウムの

なプルトニウム時代をむかえるこ

されることになっており︑宗格的

肇朗日旗エネルギー羅済研究駈理

あり方に器する擬ぼ扁をとりまと

また︑田本凍予力学食関繭支都

寛地を第一番の仕畢としてやって

る科学技術叢議は︑産・鴬・学の

し入れだ︒

窩木‡一腹鯉市長は十一一臼︑宏

の拝宗正倉支部長︵大阪大学工挙

いきたい﹂と掴負を述べた︒ま

二分に発揮しうる機構に脱皮すべ

葵知を結遠し︑総舎調整機能を十

蒲ぎみ︒しかし︑蕩浜三・㎎響は

放射線取扱主任一蔭試験の傾向と対鎌（9）

最新

まれるものとみられる︒

のウランは︑実籔的には二璽圏癒

あること︑家副の渦貯岱率が狽対

このうち隅速期殖炉問題につい

役︒

渡辺輕平臼家原燃サービス取締

ー

必喚になるとしている︒

ては︑昨郊宋リサイクル小躍強者

発電企画整長︑住谷麗藁厳鱈力原

大学助教授︑下山槻次臼本原子力

細に高い水無を蔵持すると轡bれ シェアは一〇％かり二〇〇〇無に

それによると︑鐵本のGNPののとれた役翻を果していくこ赴が
なった︒

簿埋の贋雑さ聴圏避で吊ることに

政府は今後︑二田間協驚を詰ん

とともに設鰍がき家つた﹁編速贈

三碧罠綾東大教授︶の初会禽をち

軽水炉へのリサイクルについて検

鷲鼻略が明らかにされていなかっ

生園

﹁民間の活力生かせ﹂

憩炉爽周化小覆墨会扁︵婁鱗畏・

通産織の観劇エネルギー調糞食

罰するため︑下部粗織として﹁プ

興会のメンバーは次のとおり︒

恥リサイクル小委が初会合
原子力部金プルトニウム・リサイ

とになるが︑その利用のあり方に

かくひらき︑今隼未をメドにさら

クル小後頭会︵婁員長︒村田浩原

ルサーマル技術作業グループ臨を

▽霞鍛長・村田渚▽婁蝋

プルトニウム・リサイクル小羨

研噸問︶の樹鹸欝が十四照聞か

ついてはこれ家で必ずしも異体的
うちだすことになった︒

設躍︑今箪六月をメドに斬戦賂を
プルトニウム凋講本搭化時代を

は︑琉鍋蟹二懲商障業政務次憲が

めた︒げんざいすすめられている

趨欝欝賀市畏

能の璽要性を指摘してい．曾

るll︒

分ーーなどの分野での総禽調整機
このため︑同等綬魚苗では康ず

業大挙教授︑疋田修瓢．郎取海大単

綬願象窮鼠周疑︑蔦島洋一銀閣工

確保し︑民聞の活力をいかす形で

わが麟では︑昭測六十五隼頃に

プルトエウム贈給バランスをあさ

硬極的に罵り纒んでいく必農があ

は第二再鰻理工騒が運紙入りする

らかにするとともに︑プルぴーマ

禦長︑大厘忠雄概論壌業運男食劉

のをはじめ︑げんざい英仏へ海外

会罠︑来田轡エネルギー総愈推進

のあり方や縫済盤などに水格的な

臼前にひかえて︑そのリサイクル

再処理憂謁している鍵転属み二恩

たのが実澗︒

メスを入れるため︑自室末設羅が

こんごとも池域の協力序思えて推進

第二臨潟の行戴改顔論議に反映さ

長︶は十︸百︑﹁科学技術行蚊の

経激闇体運禽禽︵稲譜第蜀会
溌謙っていたもの◎初金縷では︑

擬されに︒

世紀に陶

西広本地域の鷹源立地瓦窯巻とし

鼠︶は︑門歯伍︑関曲では七恩五

部致授︶は︑﹁昨鋸は︑関原懇と

た︑﹁閲西は原子力に力を翻して

て鰻虹に立ち︑﹁二十

していきたいしと要綱を纏畷し
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なごやかに

濠ず︑あいさつにたった閲織懇

酉六十⁝ハ万八千試四．の原子力発麗

題点と闘西からの輝置がおこな

一を占める︒軽水炉の運帳を就け の共催で﹃原夷膳開発における問

所が稼働申︒これは全圃の驚分の

われ︑まだ︑学会と魔業界の共岡

くれた第一入籟︒心強く思う﹂と

の−M照登窯黛罠︵脳西湘力副社 た9

ていく上で︑確実な高稼働が諜題

研究として環境放射線調董などが

新春の集い

だが︑その実現には開西の担う役

実旛された︒これは︑非常に悪霊

握B︑関原懇など

五十七難原子力新毒の染い﹂が十

劇は大亡い漏とし︑さらに︑﹁藁

そnによると︑電磁は﹁総理大 して近く予定されていた商速贈燈

四田・大阪市晒賦の大阪科学技術

備中の原子力発電所は†六蔓千五

関鋼南帯力懇談会と嘉木原子力

会場には頓馬を中心に︑原義力

センターで開かれた⑪︵目写翼︶

簸業界︑学会︑霊鰯遡など各界か

願調に建設がすすめられている︒

さらに︑毎添番倒の新島放談で

野臨気のうちに﹁新瀞の集い﹂が

弦物学・法令

成弘
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量
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るいは現脅協箆の改訂を演めて毒
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れ︑検討作数をスタートした︒

月︑INFCEの結論を取り入れ
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な警吏となったΩ

臼本との簗渉は七八鋸八月から
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始まったが︑途申︑カーターM閉豪

の新協定のベースになる搭え宵を

大統領が提唱したINFC腸の勤
た覇核不拡散政策を発義し︑今図
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の 47使のあり方についての含悪を 明承︑さらに幾八一無⁝月七日に

となっ

た蛮仏原子力協力保蔵協定の講印

は︑改訂文霜の
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をδつているQ

…

腰

したこともあって︑欝欝聖という
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海洋処分で報告書
雛噺基準は国際指針活用を

っている蘭瀞ガス炉漢字︑核融禽 める︒この他のGA雛の活醗に関

などの鉱業や研究開発心志から︑

祉は﹁SGアソシエーツ抵﹂とい

しては︑スキャロップ社とガルフ
瀞繊︑TRlGA︵謂融研究炉︶

◇

日通航空・国際会議見本市係

る﹂と摺鋼Qその理由としてGA

ルアウト放射能に関する墾末デ⁝

るワロン・アルデンヌ女岡行動戦

後援：㈲新エネルギー財団

Oはω海洋の自然放射醗とフ．万ー

シップ関係を継続していくことに

う新しい猛繭のもとにパートナー

にはバーンウ欝ル両処理コ鳩への

なる︒S醗アソシエーツ挫の活動

スキ︑ロップ社は金惣鼠返し︑こ

ルフ社の単独所有トにおかれる︒

また︑その遡末にはフランス・

線グループ︵仏側は雛鍮党︑続一

◎

TEL：03−573−3奮43

れらの活動は灘南一月一田よりガ

なお︑ハロルド・騒︒アグニコー

慧︐
灘︑一

継へ

氏は︑引き糺さGA樽の穏Rを務参加が含濠れている︒

RN︑

鴛．憶

露ッ

議綴

羅

スーパーフェニックスは︑電気

馬で︑フランス︑イタリア︑西ド

出力闇二＋刀KWの弊誌殖実野 ベルギー原子力皮酎艮岡鰍銀てあ

イツがそれぞれ五一％︑一一一三％︑

のジベ衛からショーのサイトまで

一六％ずつ撫写して建設中︒一九 社金党︑CFDTなど︶が︑近く

の予定︒

八開脚來または八㎎隼初めに臨界

政府は︑昨無十一月二十五日の

反対デモ行進を行った︒

■

担当：後藤

TEL：03−586−990り

ベル回田物の鰍が少ない③投凱騰

ガルフ・オイル社と︑ロイヤル

トミック︵GA︶社﹂の脚編成に

それによると︑GA社が現在行

関して撃壌に達したと発表しだ︒

判断するにいたっていない︒

シ謬一原発B一転機の八二薙脳工

閣議で︑EDF︵仏電力公社︶に

一月には完了する︒これら鷺原発 を認めている︒

十一月より核魁料装荷申で︑三無

編

○

そ

一﹂ 管
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○

燦（サン）薪聞社

タの欠難②笑際に投蟄された低レ

葉物の内容や驚確な投数三蹟に関

る◎

する精蝦の欠始ーーをあげてい

しかし︑EPAが飯近︑海汀処
分に関する国隙指斜をとり入れる

力幽に変わってきたことに対し

て︑GAOは︑㎝最営で︑もっと

準作旗は呵能婦とみている︒この

門EPAによる八二隼脊までの蝕

も懲懲なアプローチ﹂と騨価︑

米謡金の調査臨視機関である会計検銭院︵GAO︶は︑このほど︑門取国で過去に行われた低レベル放射姓洗製物の泌澗藤織の危

八駕に発ゑされたものである︒

難処分経験にもとづいて︑一九七

蕉間にわたる低レベル洗難物の海

A週A︶がヨーロッパの無芸灘十

国鶴瀬針は︑国際原子力機関︵王

翠轡をまだ定めていない︒

ット弾︒ローヌ川の対岸に二間さ

九〇年には全

電力の・／3供給

チェ篇の改訂原子力掛雛

︻パリ松木駐蔽縫︼チェコスロ

バキアの改訂膿了力謝蘭による

と︑一九九Q卑法でに四十四万K

用間
費期

わが国はもとより、諮外国においても、経済環境、エネルギー橘勢ともに一夏厳しさを増しつつあります。特にエネルギー七二については新エネルギーの観照開発
も闘係憲機関で着々と進められてはい冠すが、まだ本格的な突用1ヒに劉っていないというのが現状です。
本視察団はi新エネルギー財団のご支援のもとに「国際エネルギー博覧会」視察を中心に原子力、核融愈、石炭液化、太陽熱利用、しNG、LPG、地熱等の拠点視察をする
とともに1米国をはじめ憧界のエネルギー事幡蝦略も勉強する奪略ツアーです。本圃編成の趣題をご理解いただき、ふるってご参加下さい濠すようご繋内申し上げ噛す。
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〒旬5東京都港区新橋り一5−2

○お申込み・お問合せは
〒107東京都港区赤坂4−3−30
横川ビル

険は避大評価されてきた﹂と融する報告欝を談とめた︒GAO蝦告謝は濠た︑潔蟻櫟議庁︵EPA︶が今春をメドに進めている低レ

分されている︒

GAO欝欝灘は︑餓擬に︑陶野

とができる︑と述べている︒

筑による影響を適確に掘握するこ

いなかった︒

警蟹嶺厨によると︑攻撃に箆わ
れたのは五発の新贔のソ趣製ロケ

の二号機は︑一九△二銀翼に送鍛
を始める猿轡である︒

仏・ショー原発
抗議や反鰐デ藁行進
︻パリ松煎臨在員︼フランスの

の聞発が計画されている︒この台

の護分の一を占めるようになる︒

謝は七百二十八万KWで︑綴織磁

R︶とボブニーツェB一︑二︵各

取扱：日通航空・国際会議見本市係
＠（運輸大臣登録一般第相号）

《国際エネルギー博覧会視察》
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新

主催：燦

圏皿＊ルギ難事楠視察國

ベル騰羅物の海洋処分の許可墓準の制定に開して︑陶謄原子力簾関が作旗した国瞭懸釧を積糎的に酒翻するとともに︑縄末の処分海
域のモニタリング条件を瑳準に澄めるよう勧鮎している︒

GAO報告辮は︑張国が過去にる形で実施されること癒係了する
ための方漱︵娩制鎌︶について
GAOの調嶽によると︑過47幽の しかし︑最近になって︑エネル

行った放射性騰粟物の海洋血目が

揺釧の酒絹に隙して︑繊鋭指針に

・ダッチ・シェル︒グループの子

ギー鱈と園防緯鱒が︑海江処分の

懲前モニタリングと︑処分後の篤

も︑GAOに調査を蟄講してい海江擾鋤の時魚では︑詳細な認録
による軍懲な赫拶作成が求すます

父馳を検討し始めだため︑EPA欝かれていない将来の処分源域の

健康や環擁に懸影響を鍛える斑能
の探持が義揚つけられていなかっ

来園では︑〜九四六無から七〇
たため︑関係の敵府機関や浅隔門

た︒

民のなかに窩まっているため︑ウ

牲があるとの魅念が楽国議会や園

ーフェニックス﹂は︑十八田深

ルで建設中の混逓瀬舶直門スーパ

フランス毒血部のクレイマルビ

被害は軽微︑負傷者なし

仏増殖炉︵建設3畜髭︶に砲弾
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方払をとってきたのは聞違ってい

できるだけでなく︑将来の海洋投

社は︑昨隼十二月二十一沼︑両界

に際して︑これまで過去の海洋投

これに関して︑GAOは︑﹁E
に念めるよう勧告︒そうすること

会社スキャロップ・ニュークリア

について蜘単な認録しか残ってい

駈荷の倉名会社﹁ジェネラル・ア

娚附なモニタリングの規足をとく

島には︑突際に発生し処分された

ないということだQ

PAが将来の海洋処分規制の作戒 によって︑国賦の懸念に十分対憲

薦蟹になってきた︒

ィリアム・V︒ロス上院議論がG 蕪濠で︑サンフランシスコ沖︑ニ

に入れた放射姓憾俗物が海洋投勲

沖︑ボストン沖などで︑金属容器

AOに騨学頭な講資を命じて作威 ュージVージー︑デラウユァ両州 低レベル脆葉物の轡類︑鍛︑場所

た︑蒋来米国が放懸性法集物の海

させたもの︒漁ス上院議員は憲

されたが︑それ以隣︑経済的な理
接触して調査したが︑来国の過去

の制定以来︑環境傑護庁︵罵P

A︶が放肘性麗藁物を倉むあらゆ

る講衆物の海洋処分の畷境受．繭性

嵩課
れたソ連製の発射簡から︑スーバ

題臣

の運開を予定

今春AGR三基に公益事業認可

1フェエックスに向けて打ち込ま
れた︒ロケット弾は︑五発ともす
べて爆発したが︑一発だけが原子

演義の調査が軌けられている

炉建網に命捜した︒

が︑答㌶響を薫り癒すまでにはい

︻パリ松水論往覆︼英国のCE 水型炉四莚︶の公益褒榮認司政令

英国CEG8ショー原発B︵欝三十万KW加圧W原発十二墓と穏万KW原発二星
に関難したかも確認されていな

GB︵二二庁︶は︑一九八二無讐 が公拓された︵昨奪十一一月十二臼

現在︑チェコでは︑ボブニーツェ
ム︵ランカシャー︶︑ハートルプ

月二十︷田付樽簡の約索を論定し

企︵＋四・一秀KW︑HWGC
フェニックスを響町したと鱗察に

ール︵ダールハム︶両原宛一山機

四十四万KW︑PWR︶が逸転巾

ミッテラン大統領は一九八一無四

して﹁社雲党は港東を反故にし︑

臨話で通告してきたが︑警察は︑

た︒

た﹂として批判する決議を採択し

である︒

では核燃料装荷を終わっており︑

︶﹂と名論るグループがスーパー 転闘始を計画している︒ヘイシャ

エコロジスト︵環境保合霊磯齎 にAGR六十万KW原発三星の密
遡報︶︒ショー村会は︑これに対

い︒事件醜後に︑﹁軍租を愛する

たっておらず︑何人が原子炉畷慰

米カリフォルニア弼爾部のサンデイエガにあるジェネラル・アトミン
ク（GA）の本社。核融合と高曝ガス炉開発の本拠地である。
ダンジネスB腺発心零機でも昨年

○同行講師

米GA社核融合等中心に再編成

本嶺に問グループの仕業かどうか

尾糞正直氏／朝8新聞社、科学・技術担当編集委員

ニューヨーク

プリンストン大学にて丁FTR
コンソリーテッド・エジソン
社にて燃料電池プロジェクト
ノックスビノトー国際エネルギー博覧会
ヒューストン
エクソン社にてEDSプロジ
ェクト、ユナイテッド．バイ

議

ガルフ社が全面所有

同グループが未知の腰体であり︑

ザ・ガイザース地熱発電所

サンフランシス｝

○訪問都市及び

GAOは蹉十人以上の科学責と隣地慮のモニタリングを聡視する

洋投巽を行う堀台︑それが安全
由で海洋投書は中断され︑陸地処

果腱では一熟七二無海洋保護法

ると指摘している︒

の科学蓄によって鶴間視されてい

のデータの作旗に用いた可法は他

学教授だけであった︒しかも︑そ

は︑カリフ男ルニア殉の一人の大

を示すデータがあると艶弘したの

の海洋投躍が健康や安全︑環境に

に︑しかも環境的に蔓けいれられ

灼して悪い影響をぢえていること
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ている︒写翼の手鹸に見える

船型をした建物は︑浮かぶ

夜︑不明のグループからロケット

いるが︑EPAは低レベル廃晒物砲による攻撃をうけだが︑灘設の
披害はきわめて轡微で︑負鶴溺14は
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霧

の運転再開が近隣佐民の心理的健
麟と周辺地城の感奮︵あんねい︶

九七八痒照月のバーモントヤンキ

新NRC委員に

A5判394ページ／定価4，500円（送料300円）

木書は、ソ池ての核エネルギー解放と饗得への道からはじまり、原子兵疑の製造、
i；堺初のオブエンスク原子力発電所の建設など原子力開発の初期をドキュメント・タ
ッチで描写するとともに、現在為漣炉や核融合ては蹴界のトップをいくソ連の原子力
の技術の現状を、そして制会主敦諸国での原子力聞発の爆題など蜘ムい分野を棚、展

…望のもとに謁述している。イ∫識蔽必試の書！

●

原手力人名録麗

A5判604ページ／定価3，200円（送料300円）

わが巨源子力関係企業、政1獄研究1溺発機関、大学勢約520か沃における役職者約1万
2，000名について、所属、氏名、議みがな、生年、鍛終患身佼、禺身地を収録。最蕨の
コンピュータ処理による完璽にフォローされた入名索引で、会社名．掴人名のいすれ
からも引くことができる。

放射能水の水位は八︒五嘗から四

境影響蜘明欝︵EIS︶の作成を 判決に旗対票を投じたウィルキ

ー講訟に関する簸高識判決を引用

はナネリー氏か

プラッドフォー

ソ連原子力閣発：のすべて

碍に下がった︒

ー判灘は︑﹁この判決は︑捌法が

して︑﹁裁判所の役捌は︑NRC
の政策や手続きがいかにあるべき

ド茂の後任人嚇

和党員︒アトランティック・リッ

法学の学士糟を取得した黒入の鼠

スコンシン大学工学部長補佐︑同

長︑ウィスコンシン州エネルギー

A・M・ぺトロシャンツ著

さらに︑ウィルキー判竈は︑一

要豪しているかどうかを決止す
行政機関に︑新しい孚続き硬件を

二︑NRCが前述の命令に従う諜すものであり︑重大な影饗を及

かを淡定するのではなく︑行政機

來の任期切れを待たずに原子力滉

めるピーター︒ブラッドフォ⁝ド

制蚕鼠金︵NRC︶委鑓を近く辞

鎧嘱業委員会のウィリアム・﹂・

氏の後任に︑ウィスコンシン州公

ナネリー婁貴︵蕪士⁝騒︶を指各

ナネリー氏は︑カンザス大学で

※岡のGPUニュ⁝クリア祉がすることを決めたもようである︒

納審器建屋内にある六十万溜の放

ろによると︑TMlI二層機の格
土木工学︑ウィスコンシン大学で

昨年ヤニ月二十九田発表しだとこ

鮒纐汚染水は︑これまでに業分以

って処理された︒

上が漿贈装國︵SDS︶によ
チフィールド社で解析技師︑ウィ

二十三日から始まり︑これまでに

ら現職についている︒

局長などを経て一九八O奪四月か

SDSによる処理は︑昨鋸九月大学エネルギー研究センター次

り︑その結果︑格納容罷建屡内の

明罠の発展のために

約ゑ十驚万五千渚の処理が終わ

こなしていくためだが︑素人がみ

OHCD︵経済協力開発機構︶

・バンク︵仏︑サクレー︶︑ソ達

・NEA︵原子力機関︶のデータ

キチンと瀞類が整理されている

ると︑雑然と冨るQ

する︒

︵オブニンスク︶︑そして米ニュ

ニュークリア・データ・センター

査察窟の部屋とは完全に趣を硬に

となりの二入の女性秘黙が︑絶

ルックヘブン︶との協力のもと

雀クリア・デ⁝タ・センター︵ブ

え濠なく町氏に声をかける︒電話
の伝謡︑羅類のサイン︑来訪蓄と

ワ

ぱならない︒
境蚊策法︵NEPA︶が完金な環

る︒

京で︑裁判研は︑NRCに対してぼす︒裁覇所は 周辺地域の安

関が磁志決定プロセスにおいてそ

調している︒

米ホワイトハウスは︑今隼六月

肥MIi一暑機の運転再開の決定攣 が葬価されることに関心をも

っているが︑これが行われている の職擶を十分に遂行しているかど

は︑予想よりも憲い冬を迎えるこ

三︑NRCは︑心理的健康が原間︑7M工t一重機の周辺地域うかを確かめることである﹂と強

を行わないよう命じる︒

とになろう扁と述べている︒

あふれでた猫類は︑國の朗の︑会

τMーー二号機

子力法の籔轄内にないと決定した

鑛

撰
︑ボ∵欝匿

麗由を添す声開酸を作成しなけれ
嚢曝熔職

鱗灘
・︑メκ給郵．灘懸獺．・

広がるRCAの中でネーター兼工薬利用・撫学課長の
町末翼氏︒

議用の机京で占領する︒

RCA︵地城懸子力協力︶の本 机上にひろげられた縢類の田︒

究・アイソトープ局︒

格化によって︑濤発化しだした研

その中心にいるRCAコーディ 仕慣を連続的に︑かつ効羅麟に

手際よくさばいていく︒

分析・評価・讐理しているニュー

クリア・データ︒セクション︵N

に︑あらゆる原子力悩報を収錐・

DS︶も︑町氏の所属する門研究

そのひとりの秘礁は︑英醐はと

ツ語︑生まれ商ったスペイン語︑

うぜんのことながら︑地鴛のドイ

躍学していたとき覚えたフランス

嵩ユークリア・データは︑原子

および研究所都﹂に入る︒

て︑大きな役劇を果たす︒原子力

力施設や羅験の少ない国々にとっ

語を惣由にあやつる︒

語︑そしてイタリア語と︑五か園

﹁京あ︑例外ですがね漏と︑有

先進圏での麗窟なデ⁝タが・すべ

﹁炉設計に必憂なデ⁝タとか︑

て管理されているからだ︒

ったものまですべて︑データがコ

ある条件下での巾洪子の蟻動とい

ンピュータ⁝にインプットされて

刊∵泌

ソ連原子力利用国家委購長ご1新

翻運転再開許可で
心理的影響の考慮を命ず

遮邦控訴誠は︑判淡のなかで︑

NRCに対して次の三段階の措躍に及ぼす影懸について︑環蠣騨纐

号機︒岡機は七九年の二号機の醸故以来︑檸止したまま︒

を行う︒それから︑NRCは︑こ 連邦控駈裁から運転王土決定に﹁待った扁がかかったTMl一︻

のです︒間時に︑これからは︑保

一︑NRCは︑攣M王i嘲りの
機環擁諦緬にもとづいて︑園象環

をとるよう命じている︒

いうことばは色あせ︑﹁科学的﹂

感だ︒

臼本人インスペクターが拙く実

硬になってきています﹂

障繕綴を前提としたデザインが必

﹁デメリットばかりで︑メリッ

という形容詞が全身をおおう︒

トがない︑ということばをよく耳
にしますが︑こと保隙描圏に関す
る限り︑蘭向きに灘衝してほしい

灘

建屋内の汚染水
処理︑半分終了

来囲ワシントンDCの遮那控断裁は︑一月七田︑原子力競制委獄金︵NRC︶に対して︑スリーマイルアイランド︵①MT︶原子
力発電祈一病機の還紙懸認許呵を決定する前に︑遡転再開が縄辺住鶏に与える心理的影響について考慮するよう命じる判決を下し
だ︒この判決が実施されれば︑①M王︸〜腎機の運転萬開が大蟷に遅れるのは必藍で︑また︑今後の原子力許認蔚予続きに新しい要

カール︒マクゴーワンの両判禦が

二対一︵J・スケリー︒ライトと 下した︒

素をつけ加えることにもなりかねない︒NRCは︑現在︑判淡の執行傾止や再憲の謂求︑あるいは最奔流への上告などについて︑対
策を検討している︒

この翫訟は︑ペンシルベニア州
ミドルタウンの﹁原子力に反紺す

る入閣﹂が︑NRCを絹孚どって費成︑マルコ⁝ム・ウィルキ⁝判
箏が反紺︶で︑﹁原峯力に反対す

ワシントンDCの連邦控訴裁は る人艮﹂の電張を支持する判決を

最前線の査察官

；11Ili聾

思わず欝を細める︒

能な秘欝をあてがわれた幸運に︑

食品照射︑工業利燭︑そして農
業利嗣と︑生活に根づいた問題だ
けに︑各国からの問い禽わせや注

いに多い︒

文︑要望は他の周と比べ︑ケタ違

かにも︑温かい人柄をかもしだ

本浩一氏︒研究者らしい風貌のな

での長い経験とキャリアをもつ闘

日本入職員のなかでもlA泡A

その予舞は︑UNDP︵岡逮開
い京す︒無料で提供しています﹂
発融繭︶からの拠禺金と臼わせ︑

﹁会議は減少気味ですが︑逆に

約二千万噌

セミナーの開催は増舶の一途で

︵飯高畢雄鶴特派醗︶

﹁まとめ役﹂を果たしている︒

す︒RI︵ラジオアイソトープ︶ す︒そんなせいか︑田塞入職員の

ょう﹂と分析する︒

利胴の多様化のあらわれなのでし

東京都千代周区大手町1−5−4 安闘火災大手町ビル7F
〒100
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業務課へ

趨こしていたものQ

予算の三割を使う
﹁聾PT︵核不拡敵条約︶の加

イスラエルは爆盤したのか︑衝雛

盟陽であるイラクに対して︑なぜ

推逸と規制︒いや逆に︑﹁規制

と推進﹂といった方が趨切かもし
れない︒

いたい聞題です﹂

ひと口に い う と ︑ I A H A の仕
的な出来事でした︒求つたく頭の

﹁ポーランドは︑わずかの滞在

入事部

潔は︑この二つに尽きる︒

でしたが︑三試もやせ濠してね﹂

一般サービス

﹁イスラエルは︑照本人の査禦

る二輪部︑蕾漿テリトリーとし

こと︑このインスペクター︵憲

鮭学技術

規棚の総兀締めは︑保障携醸

て︑極東︑北アメリカ︑アフリ

ことはない︒最酌線にいる臨堀感
がひしひしと伝ってくる︒

ふつう︑かれらは︑二入一鞭で

だけで蕉察することも多々ある︒

仕憐を行う︒だが︑賭として︑一人

この周に限っていえば︑曝ホ入

核物質が︑キチンとあるか︒量

@（9）
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､

業務部B
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局Q機器やシステム設計を担嶺す 潔の入国を掘織したのです﹂

カ︑ラテン︒アメリカを対象とす

圏︑南アジア︑中東地域を担癒す

る業務蔀A︑ユーラトム︑藁欧 察冨︶と議している限り︑あきる

旦る霧饗そして・デ茎ぞプ

7二報処理部の四 つ の 部 か ら 成 る ︒

黒セ・シングや攣行・蕎

職籔は︑すべてに濠たがる︒命計

ているかQ核県器に転粥されてい

ことがことだけに︑齎察のとき

ρ

部
発
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るようなことはないか：：︒

互AEA
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日本原子力産業会議
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轟
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承i肇匡

の神縫の使い方は︑繁張の連続
て約二四侮 円 ︒ I A E A 予 算 のヨ
凋強にもたっ す る Q
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産
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力
︸博

よ瓦︑原導力奨愚所は︑発奮所

て⊥好している︒

れている三つの夏攣のつち二つに

約︑大撃壌および葡炭がある

占を鵡づよつな源㍍やほこり︑

で︑磁器採鉱のように環境癒破

慶な核蝉群は燃醜に少ないの

ロiロンなとの讃施農で、放躬騨の邑1馨鴛、気雌L隈、内邦致圧雪探、保人のための剛爆1∫酊π：性●

灘熱

ミ
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にその伸U灘は回まるだろうと同

〜

瀦

嘔6

撫

鐡

置を1典ほ製f醜いたしCおりまつ。コ・ノ1ラズ放射、象昭聖ヒル、1が」炉、RI角1臨li、へ一目iロン、サイク

つ

氏は述へている︒

原子力支持の

決議を採択

AFLiC10総食
鋲

︵︿rI−C︼0︶ぱ︑﹁九八

アノリカ︑力働樒岡鰻κ粟別会機

無寸一月にニューヨーク由で開催

した匂玉総幽幽て挿ゴ力刈用を蟹戯

﹁ηが国は︑理境への危臥輯醤

することそ立ムした︒

恥ずることはて遂ない︒これら〜

あるにしても︑為戻と厚〜力を無

っの羅は︑米団の輪驚顔拙に蔑

路

する弧才度を引きドけるのに孫隻
一匹．誌鍵

な役調を零すたろう扁と舷食決銀

は述べている︒

曇夢︑一

．博

コ

薩業スモノクも孔住しない︒必

り艶糾遂格納答器建屋の中の原

分な安全ノスラムか︑散誓とお

濠た︑同淡銀は︑鳳子刀溌峨か

一般国鼠の支持を得ることが必罰

璽急なエネル欝ず脚となるには︑

研究の強化を求めている︒さらに

として︑癒険度を小さくする女全

同決醸は﹁放射帖馳棄物を再使監

贈糞

Y

ゆ

分減少するたろう︒

たい︑綴性巾を

ぼ︑翌暁汚染が

ているQκとえ

さな利点抱むつ

ネル詩箋より入

・序子力は︑他の石繍代魯ユ

姻4謝他の石油代替より利点

月むよつな翫二

ることなく︑大さな嶺故に睡ん

若油に伏わる長期田な低下鑑

壊することもなく︑風脚に余り

劉鴛

︐

・﹁ユ業用﹂に廉子力発亀か莉

用で芝ることにより︑︵石油供

ニューコークタイムズ編集壷

員の一人であるロノヤi・スタ が︑原子力については自分帽次

袷についての︶核戦争の機会か

・TM玉殿故は︑門野先駈漏

ている︒

へ︑下訳のような慧見を展開し 増大するというより︑むしろ多

のとおり強く弁護しπい﹂と述

ー氏は︑一九八一年十一月置欝

君門疑・一一コー鼻輪クタイムズ

・マガジン﹂に掲鰍した舶痛罵

γの﹁原子刀の擁遜﹂と題する
龍照のなかで︑

持し︑それと感

じ冷に翻し
たいという漕人

うる﹂ことを実孟した︒その余

垣る撚野の豊求にごた7るため 毎阪な無の静君影物犠t放塩つ 汽化初tつくらない︑気塊支臨

ある﹂と藻へていろ︒

に︑原子刀工受け入れる必夢か

について各種検聾した後︑スタ

亨炉容器内に保持つることに成
﹁石演に伏わるまじめ

ー沃は︑

影響を及ぼさない︒

舟と石油・ガスによる蕩発磁コス

功した︒

備金を為馴している愚力会社は非

な韻画として謡︑エネルギー節

ストの琿備金をコストに八れてい

トとの間の競鍛となり︑発臨コス

砺w等

壷の大きな相趣点は︑DOEは推
に対して︑Al罫の謂鍛は露力盆

定取膳資氷コストを使っているの

社が蝦架している実隙のチータを
使っている点である︒

AIFの調査は︑一九七〇飾か
ら一九七九鉱の間に話栄遜松に入

し

翫羅紗原子 力の必要性強調

り・〜九八04中を噸して逓拡し
てい九識力ソステムの大型発臨所

石
と

脇に少ない︒

蟹く襲毒してい為︒

製能な螺替へ心える技口強発﹂を

反対派の廃棄物

令実科子アカデミー︵叡A6︶

全米科学アカデミー

の必要性を指摘 輸送報告を否認

経済再生に電力

う﹂と岡報鑑噂は恋へている︒

向って上昇することになるだろ

トは臨由磁場の下では蕎い水輪へ

るが︑石心火力について同様の準

原子力・石組灰に依存
@鴨脚安い電力供給のために
エ言ルイー省︵DO弛︶の補強 ストけ︑一一屑難の寿命期間珂幻で

ハーバート大の三門蟹

は︑現在放尉彊廃粂物鶉沼間慰に

か︑ト一月初旬に原イカk娃クル

ついての暁綿な鯵冴竜億っている

ープか公乳したその引墨報優轡葉

と注するもの零露質している︒

芝轍諮

﹁ニュ奮クリア︒イノフォ﹂

原発コストは割安
鱗醸石炭火力より10％も
の規穣で︑ペースロード右腕を供

た︒この調費穏︑四﹃方K黛以ユ ら一葎勲の奔㌦酬のコスト隠9へ

給できる発露所営十L盆︵慶ナ力

原了力と石戊火力発端所の雲州

の笑縷によると︑欝欝で猷も無い

胤運賦している纐纈会硅の八○勾

火力・一雪一︶芝カバーしている︒

ついて石炭火力より鶴れていた︒

の強能を判断するのに一般に健わ

無力窯穏が握供した数字によ争の

右涙4使っている石炭火力と比較 五十﹄ハ︑石割火力鷹工ハ︑石油
しても︑懸子力の弾灘コストの力
が一Q％敏かった︒

箪しは石炭火力の二君．九％に脅

○・八％で機器

の故陣またはその他の条件による

して︑原子力は

運転停廊期間が短かったことを示

カ
乎
序

をカ縦裂している︒︵このラ四壁

瓢白三十て︑︑ル／KW11であると
砥駄している︵一九九滋奪の価格

遜

は米隙子力慶難会議︵AlF︶
が︑パプリノク・アブ侃アーズ
・アント︒イノフォーメーノコ
ン︒プ瓜グラムの︻環として︑

原子力に崩ずる構報を山気︑分
析︑騨価し︑その結果にもとづ
いて︑全圃的なヨ隔蔵ニケーノ
ヨンとハブリノク︒アクセプタ
ンスの輪をひろげるために鼻翼

は︑原子力をめぐる月間の動き

している も の て 諺 Q こ の 箭 報 に

がたんねんにまとめられてい談
ず︒

たときのそれそ孔の平均コスト

諺

辱であったのに糺＆すると︑これ

一

しかし﹁酷間利用麟一は3一炭火

ことを示している︒

にかく運転斑献な晴間が長ゆった

火

これは︑来團原子力鮭業史識 と︑鳳子力爽亀のKW叢転たりの ﹁設備利醜璽し轄︑凸庚火力のム
の
︵AIF︶の一九八○卑経済調査
賢溝コストはΨ均二・三㌧である 八︒二％に離して︑源子力は五九 二
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轍色懲にがさhているチータで︑ のに対して︑石炭火力は二・五 ・三％であり︑これは設︑副容騒に
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累国内の臨力愈轍四十四祉からの
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回答にもとつくものである︒質問 た︒⁝九七届舞にAlFが調査し乙を題している︒﹁強制逓転鰹比 比
の
写

霞は︑少なくとも一棊以上の原子

＝一薦

一

O％以←の授資比噸 が︑ ・九︑二・﹂；および四・三

一

を持っている縄力会社へ癸送され

力発撫所に

廷

棄物は︑岡地域内のサイトで蟹理

に匂して︑原峯力発電所は六し・

力弾電駈がヒ男・一％てあったの

している︒

⇒ることになっている︒これらの

これら丈短で発生する放眠性騰

ヰ
弗

問協定

低レベル廃棄物
管理で
唱州は︑購力膿ライナ苑ハ⁝ンウ

ることで含更している︒一九八六

丁ルにある既褥のリイトを講聞す 四％でるり︑石炭火力発難所はと

米策爾部の9刺

無一月一臼以降他の州が自分冠の

来國の爽脚部九州が献く園豊州

ついて協定を結ふ翼際しである︒

の低レベル放射啓繕型物の蟹理に

施篭れたユネルギー憲︵DO起︶ てい獄い︒それは︑一九八O蘇に噺しい捻子力発露所は︑多少地域

このAl卦のヲータは︑飯山隻 には︑TM工⁝一︑二三駄は入っ施告欝鎌によると︑現荏発注する

低レベル砂射性廃難物をそこへ野
ち込むことが猟吐される︒

これらの地域についての州間協
疋は︑九州の代熱によりづでに會

ハーバート大才℃才ルギー・環

氷準︶︒これは︑隠正極のPWR境政鐵センターの研究蟹であるビ

ー訂一・ナバロ氏け︑レーカン人

爵4四ミル／K黙nより消九娩憲の経済政策は撫力不足のんめ

％じ︒

ト

の露盤結聚に菰い敏乎でめる︒D けTM霊園指の憶力鼠征かこれら
による芹はのるか︑斗均して嗣規

なかったからで 期間宅潔して語いコストて配力之

賊難れており︑輪編の覆的証Mさ

めること憐午さ
のる︶

疋検阪にもとつ 封壷晦コストは︑原イ力爆裂漸＆

について予轡されている費庵コス

撞により勾Xら

OEの調責によ︸黛九八O憂のヰの発盤所のコストを黒金鱒蔑に愈 襖の石戻火力発馬酬より．︵の著命

勧疋に急撫しているのは︑アラバ

十八製についてはニニ⁝ニセント

に失敗する可能難かあるこ癒へて

いる︒伺氏醤︑一九八﹇翁＋ご月

A1卦が調舞した癖力会揺の〜 DOンの調製は︑一九九二脅に

が捻ぢることがでとる︒

／KW蓑︑石渓火力簸毒所九↓八

凡瞬︵鷺P1︶は︑彗⁝月竃臼

ワソントンDCの瑠樋琴唄研

縦詞敷はま八︑鱒子豆乳晦所は

識物処分に騨づる愛妻協定のタ泓

﹁︑フロリダ︑ノ讐iジア︑メリ き︑全＊各懸で低レヘル放射牲腕
ーランド︑ミノシノピ︑化カロラ
が行われている︒

参

の認藷愈冤で︑固報㌫譜の一部を

についての趣邦政府の規制が﹁幼

していると地へた︒EP1による

稚むものてある﹂ことを酬らかに

し︑﹁現突﹂の総画では︑一九八

へ回かう使用済み蝿料の一購貯藏

かかることから︑現突には処分場

﹁二％以下﹂であると閾臨は述へ 都市の瑠庫は舞喚の趣葡に三間が

ナバロ氏は︑露力ド要は醒璽的

ている︒

O年代の発熱設備容磁の傭ひ率は と︑同蝦告趨は・ソカこのような

これはすへて消費者に娠嫁される

利負担の減少によるものであり︑

ものである︒石炭火力も局櫨にり

露塵の大部分は︑建嚢期間中の金

一日付﹁り・三夕ンピルス・タイ

ムス㎏に掲瀬された記事で︑レ⁝

多

多多

ガン大意趣の矩三四〜五％といつ

これらの口塞は︑地履処分場の

．多多多

塾についてはニ二三セント／K 分の二は︑将来の鳳子炉ティコミ 還転を開嬢する儀十二万九千KW 難設スウノユールを知縮すること
WHとなっている︒この二つの認 ノシーニングおよひ廃勢物讐理コ の陽砒籔石炭火力発懸盤の発露コ により識ストか大外に鋤獄される

GNP旗長率の懸盤憾を群戯する公ムし︑それが使用済み轡秘輸滋

多

としている︒たとえば︑この発墨

多多

所か四奪早く一九八九卑に運私セ

多難％多

ている︒処分場建設議画は︑下院

ためには︑それ以まの施薫製聾を

︑蓼

より鎌闘併の放獄膚脱狼物のため

始めると仮走すると︑取均コスト

多多

に独霞の譜剛なしの処オ場を細論 または上院のいづれかが過潔数で

約忌分の一安くなる︒このコスト

は魯四十四ミル／KWHとなり︑ 引き態すと予想している︒しか

多多

画している議駄規模の処分場は︑

であると覇駄しないか遂9︑D反
O対するのでなけれは︑推進され

ヴァ⁝ンニアの名論である︒

放糠蝦廃翼物懸理についての圏れら二つの泓案には︑細蟹におい

商業規極施設の候葡地の一つとな

Hが箪購と漁業の両方の放嚇性廃ることになるたろう︒
これとは紺照的に︑礫境・公曳

エネルギー輔翼早強は︑ユネル

奢

の敵徽一⁝園氏のコンセンサスにて多少の旧いがあり︑上院本会議

る石倉性がある︒

法鎗が︑ヒ駈のうの委員激とド

翼物用の倉同処分場の副画を魔め

﹇セニタ⁝付回収可能な融藏施

にみてもGNPより繭い成鑓薯で覇欧となる︑としている︒

分のd会的・絆済町側麟︑斑臓陶

この報β姻集﹁放絹耗騰聡物処

没﹁︵MRS︶についても規定しートタイムが短縮さ為ると︑コス

料または隅レヘル圃隠魚戴物用の

一月一日まで二門主︑処分鵬ツイ るよう要求している︒この闇題に 建設計趣と並行して︑使用済み蝉

キー省︵DO封︶が勧銭している 黎鼓委蝿食の法鎚は︑⁝九八七年

も騨鼠で何らかの形の鼠藁が凪立

する可能性があるとけられてい
る︒

九ぬ○〜し鷺脅に

伸びていると指摘しているQ︵国
力滴費磁は︑
﹁損旋火力およひ厨予力癸庵酬

動院においては︑﹃だ文にま臥

ている︒MRSは︑優用済み鍔層ト濾節旗さhるQ

柴ルず野鼠︑土月鴇に

樹齢薦設およU楓久地鰹処分場に

磯子力開発への鞍懸や反対か先

地層処分計画を明確化

鋭化するにつれて︑⁝方的な見

しかし︑NA〜のス潔！クスマ
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搾撹・公共事業委議会から報㌫さ
ついては︑

魚柔いqるものであって︑それに低

解や不蕉確な魏魏が増加し︑大

トの蓮定壱遅らサるものてある︒

物施設の黄倉を種みたてるため

ンは︑孔Frか入罫した樽類は木

可能件がある︒

た九旗していない藁字画てあ

価値もないと惣へている︒

り︑﹁麟終蔽バ︑梅に彗して﹂何の

田な無圓は︑今優も乱きそうであ
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へ報告を握出するよう蟄求さnる これらの法集では︑放劉阿魔葉
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芦＝ニ＝凹田

原子力安全襲澱
会婁澱になった
おねをせの

大山

げなみ

彰

ゅ﹂が間もなく科捜鷲の解止墾

事ることと︑コルフをすこし︒

丁子型の顔に︑パノチリとし

あとは散歩﹂

大正十二年六月十一円佳まれ

た偉きな臨が剛喰駒だ︒

︵き︶

の葺十八歳︒r子丈人とのあい

たに一男一女︒

新研究所二重予量地は玖城呉大

研究所建設のはこひとなった︒

と

つしょに留学しだのは︑野蚕際 FBR感発も︑原型炉﹁もんじ

科学技蝦蟹艶盆協会壌務総長の

ルチェソクを迎えよつとしてい

田を璽了し・安全憂野虫のタフ

初めて厨子力という︾濁に呂

艇原軸篭氏︒

研瑞覇理蜜︵擬闘多数蝦︶で

受けているだろう﹂と＝う︒現

欝はないといいたいか︑潮継と

﹁愚子としては︑おやじの影

岡氏の父は大山い次雛型しゅ

く勉強した︒ポイントは固唾か

のが初めてで︑弟隅田に興昧深

る︒

二大駅多力丁墨

学理一庵

会った印象は︑﹁核物理そのも

科の鍛初の教授︑

ら安全問慰︒原子力はたいへん

動躯襲業論理瓢を

に︑必ず役に立つだろうと解っ

へて︑昨葺十一月 なエネルギーて︑人類の将来
十六日から蟹全蚕

そのこ︑﹁高蔵髄殉炉︵FB 裡︑長署も象大電熱工宇科の博

た﹂

R︶の暇童開発を窪擬してき 士課程在挙中︒

脅︑

た﹂関係で︑照十四葺から︑発

照和二季

鑓となるQ

東群雀大徳気丁挙

大洗に原子力

験櫛︑ラノオ・アイソト〜プ使網

点︒計颪では蟹理棟︑コ⁝ルド鹸

洗町成闘町の㎎万二千耳方層の地

g 揮

識賦神などを憩幾する︒原子力発

研究所を創設

照捧︵揮田槍男細長︶は士二

鴛︑安全マ緬値百秒の璽当量を確

趣昧は﹁瑞門以外の泳を雑説

科を笈業後︑同大

足まもない動購駆業爲理璽とな

﹁づへてセロから鳴発した

り︑昨年三月まで勝めた︒

助敦授︒原子力と

が脳鍛摺の原子力留学生として

が︑最も滋男しだのは人集め︒

の本匠主なかかわりあいは︑わ

来アルゴンヌ国立研究眺の﹁イ

いなかった﹂と出う︒

巖初の忘奪会のときはヒ人しか

﹁まだ︑勉強中︒かなり︵原

ンターラソヨづル・スクール﹂

子刀関係のことを︶朔っていた
つもりても︑安全嘉蝕︑罫魁闘

に穆茄してから︒期闇け昭狐二

曽

手塩にかけて鳶ててきたその

伊はわかるが︑蜜全研究︑防災

＋年二月から＋一月塞でて︑い

など︑京ず第一にしっかり勉弦
したい︒﹂

扁一一＝一

楽城捜二士了ヨ↓三秒の懲を

地を決定︑一6二五奪ころから氏 を勤むスプレイ水を作蓋し︑箸価

一篇二需二 噸嘗二＝＝

田︑沃撤撮大洗町に原子力画趣技

⑧

各種．の覇滋雨を製作しております。

営鑑醒／札幌紬台璽京名古鷹大阪広島両R揺岡

Tεし（0822＞5冨一2111（大で発〉

する︒

＝一＝謄一一﹇■＝一＝一幽一二寡

もう一つは︑支臥の源子姫では

認した︒

スプレイ水に赫性ソータを療頒し

コールド誠潜門殆やラノオ・アイ

喩所向け放射監騰難物処理技術の

新研究所が先成すれば︑けんざ

同徹の昨年九月の原苧力尉係翼

所に移讐される兇込みQ

塗残ねは哲曲八十儒円︒このうち

ーと鰹らし・衛偶の全﹂︵貧云W

欲韓パ月に発足した﹁エネルギ

30日︑策燦会館で

民の会が総会

モ不ルギー市

併か六〜ヒ弼をしめている︒

多色刷り︒B5版︑56脊◎照応原子力発㌔納の銑集物処理施︑賦関

︵犠錨○弦i五八一一六二二︶︒

らも︑発趣所内の中央舗榔箋︑タ円︒購入游唱蓋は詞二四版局まで
ーヒン︑便翔済み甥群プールねど

．叢

E諜畷垂髪
@

二畷会臓総会を凍蒙・千代田区の

事・水口誓氏︶は三十田午後︑第

索全会餌でひらく︒なお︑欝金にひ

㈱蝋平製作所

め

齢

内容は︑フリー・カメラマンの

潅蔽いて佐々木睾ご臼凶冷隔編集

委員︑今野田梨生抽糾単研発所長︑

撫会とコンリートか物われる︒

石労威蝉東大孜授の三一によう論

製薩

も

欝

っており︑一九九五窺までに舐験 騒処分に入る酵画となっている︒

て行い︑スプレイ液胸の紳吸収率

父︑思︑長女︑長男の四人象族

義︾麟

豊かな経験を生かして、放射線達識厩をはしめとする

ち

こうした実廃液を便った舐験はこ
れまで世界朗にもほとんと例がな
く︑安全性突訊へ類たな局画竃ひ
らくものと瑚徳が蕩い︒

さりに︑スウェーデン核辮料綴
れでは︑このほかノリースで各秘

るスウェーデンエネルギー工・研

わか国では︑このほか国内でも

騰

は︑実験籍果ともよく一致してお

た︒

り︑計算コードの妥当性を確認し

術瞭用の新研難所を設認する︑と

なお︑3W代については︑格納 てあるが︑笑慰では無療加のスプ

科黒月︑汝城邸の為憩刺を経た

究を行うのか同田︒

圃dでは︑これ象て嚢知県業田 ソトープを融いた研究開発等の研

発ムした︒

面にある衣浦研究翫で殿芋力関趣

レイ水についても誠験し︑㎡雌ソ

技術研究瀦発を行ってきたか︑同

ータ汀加の荷効性を実鳳した︒

このような成果が得られた紬

餐譲の容繊に対するスプレイ壁皿

果︑瀞偽鉾は︑容子炉格納谷器ス

は大きく︑サプレノノコンプール
による蹟に効果も期待できると曰
えている︒

うえでちかく濟工︑昭租五十九勾

展冗成をめざす︒総工齪としては

研究軌はもともと石油関趨技術の
効果︑ヨウ派除去効果が﹁予轡ど

プレイ水による艸除ムおよひ蹟圧

研究鞭て︑したいに穿獄になって

濠た︑疫全署鋤におけるスプレ
イによるヨウ象除去については︑

このような憎況のなかで︑G庶 は︑原盤力を強力に推選するとい

については︑灘故解析でスプレイ

畷講

曜罵圃監『野

胤

電申研
︑

実廃液使
の処分条件でコールド議隙を行っ
てきており︑こうしたチータも戯

伺研究に役立つことになりそう

また︑ストリパ引画によって得

だ︒

られる実地蔵開テ⁝タと今回の懸
隔による実騰液チータをドソ斗ン
クさせることによって︑花鱒眉層
への処分の安全性は大きく解明さ
れることになるとみられ︑わが国
の筒レベル騰棄物研究は闘際協力

るタミー圏化体を︑フィールト処

動蜘が北海愈下川鉱山で鑓礎献賦

ことになる︒

をヲコに︑さらに一歩︑前進する
その第一騨か田本に到君する碍こ

ベルガラス謝化体を花当量勧に処

究所のホノトラホを使って︑高レ

＝＝＝二口＝髄一 ＝ 日脚 ＝一需 需 鮪

をスタートするなど揮備がはじ談

＝＝噌齪 牌一一讐 ＝

分した状態を轡擬︑三球筆画て放

一﹇二二膏一一粘

って戯験を行うのが脇師︒

分致離するのに対し︑ム．回の研殆

一

は実験多レヘルながら笑廃融を使

仕抵で︑麦全に地割処分てきるか

一鼎

射強物質の疫出甦などを明らかに

一

ﾀ全評価データも入手

科技庁が

報告書

スプレイ効果を実証

一︸

織匠によると︑スタズヒクにあ

憲巾研では︑この遮鳶灘郵物の

どうかを総総する必要があるた

UとなっているQ

印画たが︑それまでは東海工場の

め︑問様に蕩処理委話しているス

懸樗藁のかなりの部分をまかなう

さいため︑大部分は野仏に再処理

処理能力か二否イノ／町糧度と小

ウェーデン︑スイスとともに幽明

もの︒

呉羅研究にのりたすことになった

・八DA︵経済協力開発機橘・湧

とめ発致した︒これは︑描絵hか 究焼に委託していたもの︒

科．駅技術ねは断疏十二月一イ八

原子炉格醐食酢は︑琢子炉にも

守力勝関︶が牝激する国際ストリ

Eムなどとともに︑すへての廃 パ踊画がスタートしているが︑こ

いて獣故が登り放射甑物質が原．︐
︾

二十憾円移度を予定しているQ
一

きているのが実講Qこのため︑原

一〜

PWRとBWRの智力についお
てり次
てあることが論証されだ臨と

一

姉から放出された畜舎︑モれが周

ー

の結果を得た︒

い衣浦研究衝で行っている涛声力

辺環境にひろがらないように閉じ

一つは璽大鑑故︑仮轡喰故を検

子力に関趣の習い次城県大洗町で
力機器部門から商ズ用ノェソトエ

擬したヨウ叢艇農で︑融然ソーダ

述へるとともに︑門笈全甜鱗に必

り來︑鋸蔀数パーセントの伸ひに

込める役移りをもっている︒その

関連技術研究開発はすへて新研究

中には︑格納谷器スプレイ装薗が

力発屯の熱硬性に気かつき︑ゑ放を晃てまわり︑原子力晃霜所の鋲

のぼど猿渉が妥遇したことから新

ンノン部門に繊熱するなどの対応

自毘党

上地取響交渉を行ってきたが︑こ
を行ってきたQ

ける格納容静内の①畝除表による

GD福では︑現孔ある受撞鰍た 取り付けられており︑堕故時にお
けでも＋奪聞の凶器期間が必触と

要なダ試チータの入手は︑ぼほ達

ととまっており︑響胴不ルギーの

な伸Uは期待できないとみられて
いる︒

の三千四百万KWが︑さらに三千

うレーカン大統領の欝欝を受け

全酷を理解する︒

旅行をかねて︑浜煽榔子力発磁所

八千人の従藁殿をかかえ︑綴織十

八百万KW期識して︑硯在の二・ 幾は ︑一等前から︑テネソー州

を亮学︒最初は影響をいだきなが

マンガでエネル
劇画を麺灯

ギーに理解を／

鷹力割織②康子炉から放縞される

今園の丈総譜睡は︑笑際の厨子

もつている︒

放尉姓ヨウ莱の隠去ーーの桟能壱

みているものの︑今後さらに⁝二幅

なけれはならない﹂とのきひしい

鰐鳥︑コδ％の従警急を露出し

えて来國では①許・7山司のL期化② 競︑原開炉の新規翼注がなかった

熱乏なとGF拭とライセンンー契 このような山畠翫蟄の俄辻に加

威した﹂と箔論つけている︒

顕要とも倉わせて︑こんこも入き

一

昭租五↓年展から滋雨開発促遼対

一

架特別会副により︑日水原子力研

榊

田︑﹁格納循呂スプレイ効果失心

一

畝騒評価蚕員会帳諸等﹂をとり獣

一

の謝藺か︑製織に放射轍物質はふ

篇

くまず︑ヒーターて発触を襖擬づ

幕 帽 一

乏などと協力して新型鴻騰水型原

むずかしいーーなどの蓬条列が虫
なり︑一九ヒ万勾以附の脚．﹂力光

肉償書士冗広報楽員会はこのぼ

このうち︑汰国内の三トごヨの

炉箔納谷器を換擬した大型施設を

を入れ︑総懸に備える一万︑米凶

ど︑原子力発鮎なとエネルギーの

亀臥の新規允洗はウエスランクハ

用いて︑蜜蝋綿織取臓になってい

受溢分のうちすてに三十算につい

しかし漸凹は︑動凋さを保って

内での新規原了炉の曳注見込みか

欝霧島をわかり易く嫡民に耀える

ネルギー問融を蓬えるマンガ門ア

るこの二つの撹能を実磁するため

ては建凝認呵折みで︑この叡まの

報缶購によると︑スプレイによ

二月魏魏で︑米国内三十二纂蕪干

が︑爾鳴生酒の会話の巾でエネル

る搬圧効果の実賦はPWRについトミノク・パワー﹂を刊行した︒

五爵六＋万K W ︑ 米 國 外 十 ﹁ 璽 ﹁

のK力︑温麗を謝織することの亙 ギー閉魎を弩えていくというも

勲吸収集を⁝として︑格納谷回内

の︒そして最後に︑この氷族は︑

て︑許諏醗麹縮など︑実際の政府

猫撫が明らかとなった︒また︑現

か︑いっころまでに︑との程度の

在行っている蹴析手払による繕果

メンフィスの耽平谷器寒勘工境で

千十五万KW︑含聾四十三塞四千 に達する黙込み︒

ってきそうた︒

原子力以外の墜力餐鋸を騨減した

て︑切り抜けていく方鉛︒今後

一九八六蕉末までには︑世野のG W︶緻一郵のみとなっているのが したり︑駆娘投資するなとによっ

開発の三部門に︑人藁を配躍鉱継

ウス︵W11︶社⁝愛︑ハフコノクいる核館赫︑保守ツ；ヒス︑研究

ここ数難はないとの糠働から︑謎

・アンド・ウィルコノクス︵B＆

ため︑鞍場人物の会活を趣じてエ

建設ペースでいっても︑五禽後の

のもの︒

魚能力の調郵をしたいに強めよう

乎炉︵AHWR︶の研究開発に力っている︒

弩、灘

≡悩の爵獣男七難蕎万KW

GE社は現在︑原子力部門に約 E 型 B W R 鎌 継 動 は ︑ 現 在 趣 転 中
笑帖︒

としている︒

兜方を朋らかにしている︒

は畦三勢千陽蕾三＋万KWとな 金利の隔水準③撫製材金の改比が

ク︵GE︶廿は︑日本の田立︑策 約を細んでいる倉鑑のもつ更波騒

来図のゼネ ラ ル ︒ エ レ ク ト リ ノ

G総社︑厳しい環境に対処

サービス部門を強化

一

になっており︑一九九〇葬り賑︑

﹁鷲契鴛﹂分については︑プルト

ね︶と契鳩された三千二酉語の

批︶︑COGEMA︵仏核辮協
料力
公については︑すでにOnCD

かけてBNFL︵奥原子鍋科公田ム︑スウェーデン︑スイスの

のうち一九七ヒ年から七八年に

しかし︑この灘外再処理後誕分

を訓話しているのが実彌︒

第工再処理工絹を迦開させ︑再処

わが騒は昭和六一五年ごろには

する冤通しとなった︒

ているか︑集廃液を便って畝騒を行った例は世界的にもこれまてほとんどなく︑畷地処分研究は国際協力をテコに︑さらに⁝払前腹

トラポを使って晶験を行う︒両レヘル廃軍物処分研究の国際協力については︑すでに動燃か加わった瞬瞭ストリパ讃膿がスタートし

体化を花結篇に地脳処分しだ伏態を趣続︑そのぬ全性をあきらかにしょうとするもの︒スウェーデンのエネルギー丁写研鑑所のホノ

放囎性廃葉物地口処分の安全性を実正するための飼際致陶研先師凡に謂差した︒三慨刮頗で︑実際の両レヘル放剛性廃球物ガラス玉

覧力中央研究翫︵成田湊理購長︶は勘年十二月十一田︑スウェーデン核艶君公召︑スイス放悪難挑畠物賄威綴愈と女同で勧レヘル

スウェ 葺 デンの研究施設で

蜀

近展をみせるかが大きなカギとな

しかし︑来函内の撫力箔蟄の伸

七

国
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エネルギーのなかでも︑聴に原子

曽門メーカー《クマヒラ》は永年培われた専門技術と

・

臆

り︑ノースカロライナ州ウィルミ

ている︒このほか︑鼠本の田鼠︑

五齎ヒ＋勇KWの翼溢を礎難し

Uは一九ヒ︸磧秋の石油ンヨノク ントンの機械コ場の約半分寵嫁づ
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詰

柔

問や健伽関趣農照の低激がはから

下式による∫事胡物条件を考慰し

れること︑機械思議費のなかに地

晃込めることから︑∫貰奪合が三

応町濾での

は極力地上と岡山の機尋賛楓︑朗

ざいの技術水燦で

ているが︑建没経験による認識が

一っている︒

｢スパンの地下空洞が建表され
るよつな状贈となっている︒

近年わが園では地下式原子力発

地卜銭よ9筑いとさ為ているが︑

．献戴の県

地に15かい地﹂︑㌧ウ卿呵艦な池

嫡てなりつるんめ︑滋

ｮ仏誕会的に孔雄ナれは︑地腹滅

鼠わ14り舎う呵舵張もあり︑ご71

こうした孫価続果から地下式鳳

bらうるものと轡bれる︒

ぞ刀発徳所の技傭︑緩衡的証能性

ほおよひ工法﹂画を隻癒づること

る︒また︑地下式プラントは膳工

れ︑こんこわが国が申・鼓期的に

はあきらかにされたものと葛えら

により工期の短縮化も期待され

条件として令天候型であるため︑

か︑地﹂に配融ダるかによって二

る︒タービンを藷討内に配置する

々ーヒンや一地盛に配短した縄脅

万式にわかれる︒

には︑一沢薫︑一孜薬間の距灘が

ハくなるため塗婿気管がしくな
り︑コスト陶にも強能的にも不利

判所諸兀としては百丁万KW級煙 つぎに経済岱についてたが︑原

おむね岡等となると思えられる︒

地点筈では︑地上武も地下武もお

ない地点︑あるいは掘制量の多い

とつとして積轡的に癌温していく

力発な眺のM地狡術の選択肢のひ

いくうえで︑地下嘗地鼠式を原子

原田力尭徽開発を円群に推進して

しない机ヒの峻烈であるため︑こ

まん︑今回の調査は地点特記足

ことが望まれる︒

んこ汽体田な発篭目建改に白けて

主および建中利子からなる︒ま

件に鳳擾支配され︑地点により千

ず︑土地構築物の建設黄は立地条

削な実￡

題おふび鐙檎田田躍臆について且極

盤︑空費の憾全州などの翫輌附課

池万別であ0︒灰に極城憤綴につ の換ηを進めていくうんで地卜︑輯

初鋤士勢㌃などにより磁︑鼠費に洩

しろ技術的戒終麗︑リスク負侭︑

門題についてこりに受難研拶．済

発搾汁碓秘にともなう粛二化．め

事籔は地上践の銀白的なものとく

号饗難設する場禽の平均の総工

物︑地下式は問一サイトに一︑ご

これらを総記醜に譲価した二

らに櫛寸を進めていく．﹂とか塑茎

地下式原研耐用患肋についても犠

趣旨に活目した隙ゴ炉格絡力式の

bに︑地下力瘤の固βの特践も獄

り増えることも予想される一方

敷地文成のための掘潮脳織縞によ

くことが哩揺れる︒

方についてbあわせて綻訂してい

技術的掲針類︑安全番田等のあり

して︑地下武原早力発硯川團禰の

よ把︑これらの蕊展状況に冨行

たQ

で︑地下式については︑こんこ実

配転計醐等の醗趨化により空澗空

施計画にもとつく空洞配醗・機器

しかし︑地上武の土木工駆簸は

らべ一溜隔とのア価となった︒

めていくことか階調た︒これとと

繭っていくととらに︑

Φことを原剛とし︑現竹の反全混

振な侃吏︽鋸け︑池ドに魎倉さぽ

か崖じる︒よた︑原尤はじ期か酬

融の馳閥ζ一んないよつ配目し
た︒

また︑岩盤の上蔀性︑気相箔蒋
性をあきらかにづるため愚発・沼
原発愚勝響で確論械験を行った︒

モの鮎粟︑地下窒洞の建改技術
白体は︑近道わが図での大勲績地
下水進発瓢所建設により飛躍的に

発蓋し︑三＋がちかいスハンの
地下窒洞も建設されてきているこ
とから︑こうした技術を自用繋れ
ば︑原子力発鑑所幣の大規襖地下

あることがわかった︒また︑その

究澗を建設することは十分朗能で

しXないものである︒

いため︑建獄中の金瘡脅弼も壽過

もに魯輝設計も地ユ銭の設傭の大 いては立地承作の綴匂はなく︑む

行の安全設刮量準に畦拠ずるとと

設融を夷施ケるにさいしては︑現

また︑地下武原挙証発電所概増

を行った︒

薩型BWRとPWRを轡蕪し発
評の
価建役籔は旧地構築物︑機械山

種坑量を緩二丁象として鑑走︑発

ていると蕩えられる︒

としては︑この地不空洞建設理工
盛祥︑二母が稼黙している︒その

テン実験炉であり︑もうひとつは

裏日本のように気象条件に麟求れ

掘駈の爆発が検けされている趨︐納

．﹂地︸式プラントに糊した構造賦 は地点に匁フてはト分に経緯覧る

︸し︑鼠近でほわが国でもこ十競に とのκは胃←斑狸麗であり︑こん

署発崩建．謹kり飛晒髭辰
ているぽか︑圃幽しの観噸かりも
唖趣視さhている︒
地下式原子力発電所は︑灘：ロ
ノパで一九五〇無代に︑小規換の

︸二︶に︑癌ド鵡の暢〜口には・︑架

⁝り慈の誌︾鞍も 蹟す3可詣猷がある︒

転を膏っている発臨朋原チ炉とし

さらに︑名倉機栂没働について

た︒

健全聾も撒保されることがわかっ

海岸山腹設置・全地下式

︸て艦への地ド式鳳f力免点病とな 罐を硬葉することにす為ば︑げん

このうちノコース原発は円滑な趣

たノヨーズ原子力発臨所である︒

フランスとベルギーが共細殿設し

海岸山腹設置・部分地丁

ひとつはOECD共同管理のハル
の進展が非幽に大きな役荊を披じ

ズ験二五黛が建設され︑とのうら

＼

1﹂
適産雀棲討
会報告から

一棲人がひしめく過瓢列疑田承一i︒由濡地形が黛国よの﹄O％煮肖め︑マ唄地の上池樹用が凹塩化しているため︑わが田の

の洛細容物死肉ずしも必遜としな

は︑多くの詩徴をもっているが︑

づ♪︒

いナ炉至を地不深く浅臨し︑ター

になるが︑ターヒン発聡機翼収納
するためのべ規横な寮洞掘凶は不

ほか︑機講の搬入路等についても

め有利と考えられる︒

こうしたなかで今圃の検艀でも
わが園の煎豆利用状況と原子力開
発の現状から海岸山腹設躍方式全

＼
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駿往呵能地の人口蟹度は︑胆劉の衣鯨をはるかにこえ︵いるといり為心︒このため︑浮戒的にけ︑原充57地も︑げんさいの慨虫
カ
叫﹂

い局颪を開くことが重翼た︒

一♪ゾ地条件によっては比殴的

い没㌣にてきる斑嶺轍がある︒

ハ

こっしたなかで地下武原罫力発

このつちどの醸にとくに注隅して

ゆξ為の園の目針顕撚や継武酌条

一かわり︑地域的﹄上物趣の調磁に 晒ド弍原発壷とりあげるかは︑そ

草藤に撲近しζ建設できる呵照門

ス瓜い夢蝦な士匙を驚喜とし

凱譜て鶯蟻こ臨肴㌔

ないため︑融擢鑑で山が旦よつて

晦できの︒

掘所けっきのよ2なメリノトが期

が団の原子力矯羅所の立地に新し

から新しい立地方式を捻漁し︑わ

用池の効黙的利用讐をはかる観門

！

の条件は︑したいに鱒しくなっていくとの巳方もある︒納しい寮地力氏としてはとんな方式が考えられているのたろうか︒．︵の

雑地ルが全 国 上 の ヒ O ％ を 肖 め て
︸たにーハF月KW分のゴ血戸ピ鍾俣 こくに暴力︐戦の郵︑中ナる叙州申
脚︑製麺公園内野とに建設すつ

に月して瓦全でめるほか︑酪外篶

饗麺㌧弩燕岳セ譜鯉感蕩︑寒

瀞︵のU地の取得ほ轡めて囚滋に
な㌧ことがy想されており︑檸脚

力孔邸開丸に伴うヴ池間UけF凝 い︒

㎝罷謙難雛骨し
また︑近与︑笠地地口の建氏の合

している︒

おり︑箪唄地 の t 馳 珊 嘱 ゆ 一 門 化

このため︑臨海蔀Ψ地の人口祐

カルプロテクソヨンの点で肖同で

の太腿が薙かしく発徳所のフ﹁ノ

な犀纏となっている︒

一︑池下奮洞内の角ゐ婦盤によ

犠形峨については︑ぼ掛三法の積

一︑建設工卦誓で驚風︑雨︑

姓風負の格翻効果か期弩ぐ警さ蕊のるQ
らに事故助の蓋届内Hを岩盤にb

たせることがてきるため︑地上式Σ︑気雌鶉の気象条件にπ右され

安全上も優位性もつ

気た︑愛重ド窃には︑竃駆読齢︽

b︒

藤魏m万KW級炉を想定
一部分を地申に臨海んんヰ地下式

このつち︑鰍西識爵滅は︑袷鳳ソ

㎝る︒

と山臥．斌讃︑のものかヒ︑へりれ

地下筑厚炉力発愚膚には建屋の

から地下善劇内に茄蛭に入れる臨

地卜㌔kてを凶のもの小．λり⑭
るゆ

旧申・一拠副するのではなく︑オープ

ビン﹃を地表乾くに設疑して・そ

︒フト方︽ともよは袖るものて︑

ンカノトて謂曝して原子炉照歴の

の閉を紬鍛ノ∀フトで店ぶもので

．偏のつ弓Y地ト野縁ほ︑地卜触

友二分を上中に押偉し︑蜘郡が地

出訴設躍式は地下厳原†力発億

要となり︑一長一短がある◎

近邦立地に翻した乃凶で︑地下三

のる︒このカ︽は︑軍瞬地や自酌

この力式では隠蟹による格納注や

原．♪力梵露所のもつ利原をいかせ

﹂に出ている形式のものである︒

外からの膨響に寿する防灘の画て

るが・機器の搬入弊もすへて鉛臨

所のもつ利点をほとんど生かせる
のメリノトは多少誠じるか︑地階

ある︒

山胆浸濾気は︑水平トンネル万

方向のンVフトにより行う必痩か 従来のトンネル技術が生かせるた

尉になることが塗・Aら為るほか︑

式ともよはれ︑盈洞を平面的に配

力の建臨による増幅が押えられる

黛地下式にくりへて掘劇画が少な

柔し水Ψトンネルで結かものであ

栂鋤翼で

経新乾は︒︿．回は︑趨﹄絶の地ド血地方式原芋力発〜所換滑委雛鼠がとりまとめた擬佑かり︑・︵の概蟹を紹介する︒
︑

新方式として活踊を
経済性に

鷲籔職鞭を契篶矯闘舵離隔必

もメト技術的に建設可能
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核燃料鮮確立へ全力

二駆

華礁難燃

んど認められない③原臨・教鞭副

昭和五＋七竃度予蝉について

ることを明らかにした︒

別荘子に︑鈴木濱掘暇身が懸盤す

だ︑今寺六月の第二團国適瓢縮特

ト

嵩菱金属株式会社
露菱囎機株式会社
琶菱商蕪株式会絶
蕊菱原子燃料株式会拙

地滅開発のための圓の施鷹はぼと

は︑﹁厳しい予騨ではあるが︑極

三菱重工業株式会社
三菱原子カ工業株式旧宅

読の偽勤がい東もっていえていな

門もんじゅ説明会の撮撰漏を︑蜜

つのタイプの隈子炉が澱礪される

して繊速鯉殖煙︵FBR︶と︑閥か犀計磯で蟻礎調齋にのりだすこ

力財源の簗点胸配分に努め︑巾疑

﹁エネルギー腿題は︑現在︑小窯

エネルギー政策については︑

そのため︑﹁石油の蟹窯供給の

レ

い一iなどを幽閉に︑中川疑寝に

二轡機の設醸許驚停比﹂噛立麟て

倍遁産大鵬に﹁原織︒娘鎧発電所

今園の︑中川長冨の訪問と︑商

購入れていた︒

り︑﹁もんじゅ偏撹明鼠は︑隣接

末市長との﹁蔓本的臼悪㎞によ

の美浜町で三月七曝に︑町長・剛

エネル

議趨が箏驚されていることから︑

︿アトム求リス構想﹀

それ以降になる躍込み︒

ギーフ質ンティア計画ともよば

けながらも︑懐鯛市内に︑康子力

期酌視点から売実を蒙る必腰のあ

を郷ている﹂としながらも︑﹁わ

調整逼帳を開始︑今月十六田から

ン

中瑚長官が協力要請

駕咤建高木市長も前向き姿勢

想﹂の軍期実現など︑臼広原濾︒

振腿をはかる﹁アトムポリス構

三闘年削︑敦蟹箔役所に織木灘エ

め︑戦環一側に提示したことをあ

敷駕二当機の設躍蒲画ともから

ゆ翔一郎科学技術庁長窟は二十

響業団︵瀬川正劇理蟹長︶が岡帯

布擾を訪ね︑鋤力炉・核燃料開発

これに対し藩木市畏は﹁圏側に

きらかにした︒

誠愈が感じられた﹂として︑麟岡

白木地賦に嬢設を辮闘している高

十万㎡樗︶の地元説明会の開催に

速増殖炉原型炉﹁もんじゅ﹂︵三

﹁説賜か．幽開催漏

きの姿勢で縢り紺んでいくことを

承唆︑実滅的に︑

ついて協力を嚢講した︒

会訟後の紀国食見で中川長鴇は

零丁鑓は擦る十二臼︑﹁もんじ

﹁今日の致談で︑地元鎖治体の茜 と﹁瞳醗寂賀二晋扁遊躍めた︒

労がよくわかった︒私の誠愚も理

ゅ﹂と﹁膜電・数灘一一号﹂に翻 れ︑添子力発餓所を申心として︑
し︑①三内に沸騰水型鰹承蝉︵B 地葺と二兎が一轍となった︑新し
解されたようで︑地福蓋明会は︑

蔽い時期に開催で搾るとの轡触を

つているしと指擬︑さらに立鞄促

関の新津や︑原話力を核に︑地域

発爾駈鎚業費のための教掬訓練機

飛︶︑噺雛転換騨︵A饗R︶︑そ するもの︒瀬多幸が悲環麗から三

い魏城振興ビション惚ごぐろうと
WR︶︑加浄水魏軽水炉︵PW

擬も﹁万全を期したい﹂と金力を進のための縮絨振騨鮒策について

叢だ︑金談での詳細な内容は避

つかんだ﹂と語った︒

調︑このなかで門ウラン濃総原型

﹁資源・エネルギー︑花蕊讐の多

唐契罷撮蹄と箪縮については︑

を整髪控をもつて推進する耳垂蜜

を維持するためには︑各般の施策

くを海外に依存するわが国が平楽

として︑行財政改革の一二の推遊

み︑科学妓術の残灘囎分野でも︑

るエネルギー対搬︑科単技術の振

べ︑鍵本醜方針を確認しだ︒ま

金保擁政策の確立が必要﹂と述

二十剛慢紀に商かって瀟実に地歩

興︑経褥協力︑防衛力の膿備には

こなわれた︒つづいて嶺二院は牛

が施政方針凝説をおこなった︒

鈴木曽絹はその中で︑﹁不安愛

こんごは︑﹁より成熟し︑より闘

を響きつつある﹂と現状を勢析︑

が鵬エネルギー供論の麗弱性は星

ている︒

と国際的な経瘡摩擦の解決をあげ

そのため門とくに緊縛な諜題﹂

とになっているQ

済橘勢に晦硬な役翻を崇たしてお

㊧蔓塁 審 奮匙

ことになる②それにもかかわらず

この懇談会は昨年︑細網涯大

のニーズにあった地域振興癒行つ

薄えをあきらかにしだ︒

あげて安全門派に翻り紺んでいくも﹁露源三法の強化をはかり麺冗

蕊た︑蜜侶逓藩狽は沖縄鷹力競甜の罵を設け処理していきたい﹂

ていきたい﹂とのべた︒

當化閤題にふれ︑﹁近く省内に無

彩が強いので︑政勝の過書の出汐

さらに︑聯詩力会社から鷺源立

第九十六願義塾会は二十五罵再

翫の多い競在の世界の中で︑盗読

とくに配謙した﹂と︑予舞醗分に

後一時から︑謬議院は年立三蒔か

闘され︑年削十一時︑開会識がお

と平蕪と繁栄を堤受しつつあるわ

あたっての碁調をのべた︒
﹁陶段は翻悪と添力に冨

こそ︑巾長期的なエネルギー政策

在のような比較的蜜定した時期に

m距配から︑調整︒点検を行う をすすめる必喰がある扁と指摘︒

して︑徽井県期擬の同意を得て︑

本的に変わりない﹂として︑﹁理

かれた社鼓を建設していかなけれ
と述べ︑

が瞬は︑鍛も懸京れた麟の一つ﹂

水無漏では︑鈴木内閣濾理大儲

ら︑それぞれ本金識が閲かれだ︒

敦賀酷暑所壷訪れ︑桑原蕉励役に

齢＝＝＝＝＝胴嵩一＝瓢騰＝一＝＝＝囲＝一一二＝鋸＝一瓢＝＝鷲一一簡＝幽＝＝篇＝周＝餌一竃一齢一＝＝＝＝＝＝＝需一＝コ＝罵冊一中＝甲＝一＝一一＝＝隔瓢憎繍一思＝﹇一嵩＝＝輔

二十二照年罷職晒十五分︑十か月

桝二二＝＝二一＝＝饗＝幽濡濡＝三一＝篇潔開一＝胴髄一門鷲襯葡＝一一＝︻四＝コ階

報缶した︒

ぶりに漫読逓癒を再開したQ︵関 盆絡識の写しと︑鴬藁遡転入りを

遡紀饗罰5︑6面︶

安金の確僚と羅麗の傑金に十分配

石炭︑﹂NG︑太陽熱の利胴等︑

に︑原子力発櫨の推進をはじめ︑

確保︑総エネルギーの徹朦ととも
入っていた︒

は一〇〇％出力のフル調整磯松に

また︑この間︑風謹などで総懸

岡団子力発懸所は昨隼四月越第
㎎絡水論熱器の冷知水漏漉壌故︑

を受けた県勲遡︑敦蟹箭内の簡工

この磁︑定検最終圏点である総
台負荷試験を行うため︑名吉屋内

水路への放射能漏洩と︑懲故が発

放酎性廃型物処理碓麗から一般排
発躍課長ら五人の極査宮と︑県︑

産局公益麟業織山登局の鶴島傍典

醸入を鎌倉的に推進していきた

慮しつつ︑代婚エネルギーの闘発

まだ︑﹁わが国は︑璽嚢澱源に

い偏と︑その藪駿性を強調した︒

の補賦金を懸仏うなどした︒

鎌継運転入診に売だ2一十副

観光業者らに︑総敏約二士鎌継円

日︑原罐の藪田正一麟社長ら斡部

止処分を畳けていた︒

臼本原子力発霞は︑響の樋照性

の知的能力を十分に活かし︑次代

は懲まれていないが︑蘇れた國属

生︑磁塵欝から六か月賜の運紙煽

から薦四十懸円をかけ︑一般緋水

は︑藁園毒雄副知事や防木孝一敦

を撞う独翻的な入材を育て︑科学

敬賀蒲の握激蜜瓢人が窟ちあうな

てのデータと認録のチェック︑そ

路の新設︑洗躍廃液ろ過獲躍建屋

賀巾鍵らを欄別に訪ね︑遡転爾開

捜術を振興することによって︑圏

か︑牛繭十聴から︑チェック開

して︑各繕設巡視へと︑五勝閥あ

の鰹設︑堰︑灘洩検出装躍の設

の了承を渋めるとともに①県と

始︒難語制御箪に表門されるすべ

まりの検戴を終了︑午後四時十五

藤織帯との間で結んでいる欝金協

で選る﹂と述べ︑再三技術立国を

の将来を確糞なものにすることが

畷︑第四絡水潴熱器の改造︑フィ

燈の懸守②敬膏︑酬錬の轍織化；

ルタスラッジ貯藏タンクシステム

！など︑安金運転にあだっての淡

れ︑麟勒的に︑鴬濃遡峰入堕とな

の彊撮しと鮫造など︑一遼の騒騒

慧巻表明し惚

分︑試験舎格菰に承認甜が押さ

った︒

系続を金面麟に改膨︑昨隼十二月

志礪する姿勢を明らかにしだ︒

十七購︑その工榔を鮮了しだ︒そ

昨着荷から醗整遡癒に入ってい

。

ばならない漏と撫磯をのべた︒

齢樋鈴木首相が施政方針

原発促進に積極姿勢

門勤二再処理工煽についても政府 地学窓可蓼絨きの効駆化を求める

を期待する﹂とのべるとともに

プラントについては研甥開発の色

いて農住麹に網談を瀧めていきた

り︑この点も十分配慮してほし

い懇商をあきらかにした︒

これに対し︑安傍通薩相は﹁今

の協力を要論しだい﹂と諮った︒

れたもので︑この田の会爵には政

また︑蜜傭逓薩組が﹁石油への

聡側から蟹縷大駆︑翼扇蟹無精勝

依霧から脱鼎していくために原子

翼紘陶促進をはかるべき年﹂と位

無は核燃科サイクル確立へ向けて

次富︑小松國男籔源エネルギー庁
幾蟹︑隅面懸擾窟留房審識窟ら︑

力をはじめとする石油代麟エネル

醗づけたあと︑﹁穂九二としても

ギー開亮に横奪附に厳り組んでほ
しい漏と要崩したのに対し︑軍嵐

鷹力側から︑九鷹力祉長︑両角農

このなかで︑軍窟食長が﹁鷺力

きたい﹂とのべた︒

その購叢鐵を二極的に豊噛してい

彦懸発総裁らが顔をそろえた︒

いては喜憂にも増して穣遜附に敗

食罠は﹁原子力など飛麺躍源につ

ふ旗えて﹁原子力発趣の蜜全確保

家た︑笈儲毒悪棚が孜蝦壌故を

鼎蜜は鯵滞傾陶にあり︑設徽投資

一方︑軍岩禽長はこん瀞の原子

の組んでいきたい﹂とこたえた︒

効撚の面から︑投資謝瞬の酬減は

を求めだのに対し︑蜜悩趨塵稠は

に澱穴眼の努力をはらってほし
い扁と額冠したのに対し︑聯揚盆

裂灘鍵
亀

と

そのこ︑岡蟷力の荷罵鰹蕩露講

た臼塞醸子力発蹴・敷蟹発磁断

安全性と信頼性に定評ある

…

っている懇談巌の〜環として行わ い﹂と要講︑こん瀞この間題につ

勲汚する方鶴で各欝庁と調盤を行

置据は纂羅程度リードタイムを

愈冤がだされたのに鮒し︑愛簸鷺

題力着脳と懇談する安倍遜産相

︵BW逸︑三十五万七千事由︶は賊締役︑町田明敦蝦発霞所長らが

寝装よんだ認証．にピリオド

さけら勤ない扁として政鷹の理解

㌦

敦賀原発が運転再開

三菱PW飛原子力発電プラ

原発の積極開発で合意
﹁原子力︑石炭など代笛纒源の灘入は気嚢課娠︒とくに咳蘭科サイクルの璽窯化に強力にとり岨んでい遂たい﹂と寄事Qさらに康発

安籔警太郎通嘘大隅と静力璽界滋脳との懇談金が二十二曝戴京・内聾町の粥国ホテルで開かれた︒このなかで︑蜜簡通慶大臓は

渉ードタイムの短編︑地薫炉興の健楓などについても﹁綾趣的に対応していきたい﹂との催勢もあきらかにした︒求た︑蜜繕藁葺穴
欝が救遡蝦故をもふまえて原．＋力発懲癖の蜜黛確擬に凝大隈の耀力雲門注する志づ浪めたのに対し︑弓懸躍蟻事欝欝畠張篭疑は﹁乃

懸難

o

臣に就任していらい︑欝業界と行

全の隷制でとりくみたい﹄とのべた︒

慧

簡㎜

力開発の犠曖性について︑とくに

発蹴．勲髄登臨所︒

10か月問の修理改修終え

高速増殖炉プラント

籔

回
諏
﹁設講論萱の効累化は極硬だが︑

験掛藪

騨．︑︑桑

垂

縫灘灘灘鍵

蒙、懸

核燃料サイクル確立の芝敷蛭慶強

野畿聯撫

どうりに懲力設轍鍵澱はわが織経

籔
．溶鉱ザ

PWR原子力発電プラント
PWR船舶用原子炉設備
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さ霰ざまな賦糠を纒て︑篇十二巳午後駆時十五分︑営鑑巡癒を再醐し惣理露原子力

み届
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聞
十分注意をはらい健全性の維持に

として初めてプレストレスト・コ

のフィルタ設躍等を行う⁝iなど

㌧

殴霜解可をまつ巻原発サイト

巻一号機が許可申請

への路線製罐︑昨鋸八月の第一次

五奪十二月の巻町漁協の建設同慾

蘇藍鯨59年度着工を計画

東北魅力は二十ぬ配︑新絹県薦

燕腺郡巻町に建設を予定している

た︒

昭和ゐ十九慨農訟工︑昭秘大雪

同社では許認可手続きとともに

四薙展運開をめざす︒

謬無難噌嘱翻圏の

冷却材の澱洩抑制対策︑換気窓へ

の量新技循がとり入れられること

昭和六十一一鯉六月運松開始予

になっている︒

円︒

撫原子力発砥所︵BWR・八十ご公開ヒアリングをへて昨奪十一鰐

評省に提出した︒

万五千KW︶の踊躍許蔚頃請を勤 には電調審で漕手が決定してい

巻原発は︑すでに寓城藥で建設

に入っている女川原発につぐ︑同

社二齋國の原子力戦嘱所︒

交渉を進め︑謝醐達成を期したい

約十万Ψ方規の乗買収地について

ことが盛装で︑小擁・軽猛のため

据付台︵二＋二︐齢．︶を分離する

運搬も便利︒

きび

器置盤
ほ
報装幸
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響露塵

窮気︑︑ラ

継密議

蔽簾腰卜蒐

賑

超音波感知警報器

定︒総工螢蛙一一千七賀二十黒穏

〜

昭和四十四嫌十一月地酒へ原発

考え︒

一一扁卿輔輯一一

できる︒宙然放射線羅率から︑嘱

一

購前調蛮を晦し入れていらい︑五

十二蕉十月には巻町鼻聾︑巌蜜村

議会が建設に圃意︑このあと五十

懲悪に予想される乳線磁率濠でが

く噂禰輔＝卿一 一9昌蟹一
一鞠O
鴨＝＝階層

浜岡三号炉の耐震性に問題がある

ては︑照租五十二隼十月の乗象重

力柏崎・刈羽の設躍許呵︑五＋五

交流露源︵薗曜︶︑醜流︵十二

曜︶のどちらの餓諒でも作動し︑

停驚した場愈でも︑内蔵されてい

る約三時闇使網可能なニッケルカ

ドミウム亀池がはたらくしくみに

なっている︒

国際会議あんない

カナダ原子力学会霊催門放射性

九月十二日から＋五日の困欝

廃探物管理に関する圏際鼓議﹂

間︑カナダ・マニトバ州ウィニペ

電動詳細奮報器ダイヤラーム

原晦では︑今園の設罎諮斑をう

当社として

輯勢は依然不透明②わが圓は嶺分

年十月の離京露力福島第二・三︑

四号炉増設許色︑九州電力川内二

の間︑中礎を中心とした石油に依

存ゼざるをえない⑨省エネルギ

また︑行政訴訟としては︑四国

件矯︒

﹁経済的な安全礫保の観蝋から引

二二伊方一号機︑岡二母機︑原亀

号鱈設許郎が係象中で︑今回は四

き続き︑魍の内外で多爵曲な政策

象海第二原子力発露所︑索亀福島

ー︑代欝エネルギーの開発灘入の

努力を行い︑畏期的対応も十分検

子力発電所の五件が係争申︒この

第二原子力発継所︑柏崎・刈羽踊

鈍化の萌能性iiなどをあげ︑

ている︒

草していく必聾がある﹂と指摘し

まだ︑測定部︵三管七が阿︶と

②心遣炉は民藍建窒槻の航路下に

れ︑門訓画簾定後のエネルギー情

対応できるというわけだ︒

勢の変化に対して比較的綿摘に紺

殿子力発慰建設羅許醗および変

昭秘五十六鉦・度警告扁を了承︑二

塁がある一⁝罐をあげている︒

ている二十二億円とあわせて六白

応してきた﹂としている︒しか

ある③ぞ号炉の圓有の安金性に二

億円をつぎこむ謝画︒

十六田︑贈閣議報告しだ〇五や四輪

し︑①中長期購にみたエネルギー

更訂可にかかる嬰議印し立てとし

経済成長率を
昴％に修正
薪経済社会七か年掛画
経灘審議虫︵円城噺次郎金閣︶

は二十臓に弛いだ総会で︑﹁新経

げんざいの鷺通しでは長戸度から

じて艶賞すことになっているが︑

会七か蕪計画﹂は︑内外の諸偽勢

うち︑柏崎・刈羽原子力発聰藤は

係錠中だが︑これは岡原発に対す

艦藁物の職彊・分析・貯戯・処理

グ市て開催︒主なトピックスは①

蟹議重し立てと行政訴訟で同賭に

る隔伴の異議申し立てのうち︑二

顧④水地織学と地化学の研究⑤蛍

と籔金盤の問題③許総懸︑規鰯親

・処分②恥興物管理の環境︒保健

件が通産街の戦歴をまたずに︑行

政訴訟にもちこ謬れたため︒

くものとしては東北篤ヵ女川原子

このぽか︑民襲訴訟法にもとつ

力発恥蟹の建設差し止めを忌めた

早一〇憲

入蜜管理装置

けて︑工難語癒灘町︑蔚然公離法

て凶月にも織工︑閏腔大型瀕発へ

にもとつく認呵などの矛続きをへ

岡部爽社獲の談騒

新たな一颪をひらきたい憩商だ︒

は︑所定の講綴織を適切に掛雛し︑

﹇臼も難い層工を果したい︒同

郷聰所謝画は齎十万KW級の国産
改艮標準型加圧水型炉の技術の確
立と驚麟化をめざすものであり︑

て安金性︑僧鵜性の会い発露所の

し︑持てる技術力の全てを鶴集し

餓勝問題を撮墾な教訓として酒か

巌社としてはTM︷事故︑敦賀発

崩を低減するため一次冷却材中の

完成を期したい︒

努める③環境への放射性物質の放

放射性物質の浄化能力向上︑一次

今年度は37億円拠出

ルチェックをへて昨銀十月二十九
ンクリート製格納容器を採用する

しているもので︑昭和五十五無⁝

済社会学か鋒詐画フ．難ローアップ

月の電力社摂弦で総工蟄約二千鯨

ら酉郷円程度を拠出し︑五十三︑

地元住民24嶺

︵静岡県評︑日本科学者懸盤︑社

び暁棄物讐理のアセスメント研究

全解析コードとモデルの開発およ

課京で︒

丁八一二

住所中

Zノ杉彰

この装置は︑検出羅として加姪

央医日本橿

に入会

康建

群しい間い繕わせは原藤・謝画

錐中︒

岡学金では二月中旬まで論文募

⑥パブリック・アクセプタンス

ケースがあるQ

緊急時ガンマ線

測定装置を開発

時の空聞ガンマ線麟率を測定する

会の審査報焦澱︑浜岡群籍ヒアリ

式球形霞離絶を使為したもの︒こ

徽語二七七一三一七六

・製作納入例一

吐

初の国産大型PWR
B剛四月にも着工めざす
事

題産雀は二十六鶏︑原搬敦蟹発陣所二号機︵日工ハ万KW︑PWR︶について門原子炉薯規制泣の規準に適台している﹂として設
躍を許嘉した︒同二号機は敦賀一月機事故の影響で設躍許吋がタナ上げ状態となっていたが︑一号機が二十二鷺に遜口口翻︑
故存に一聯の終止符がうたれたため・今圓の設麗許司となったもの︒これによって︑こん︸．﹂工窪窪画認可︑瞥巨費奏法にもとつく離町

業顕の被ばく低減に努める②輝料

串謂などの奉つづきをへて四月にも漕工︑わが囮三十匠墨霞の原発として昭相六十二館六月遜開へと大きく前進する昆通しとなった︒
岡炉は厨燧プラントとしては初

とり入れた蟻新鋭機︒すでに運転

被魍蟹の品鐵働理︑民青塁上笛に
めての魯十万KW級のPWRで︑

同二懸機は被井県敦蝦市明神町

問社四番国の原子力発餓所とし
に入っている戦賀〜弩機と動燃の

にある敦蟹発霞所一号機に隣罪し

て昭和五十三琿十二月に電講審決
ふげん発磁所の腿の山地約三万平

通洞省が進めている改良標蹴化を

澄後︑五十閥月三月に設躍許可自
方読を切り敗って設目する︒

て設躍しょうとするもの︒

製︑このあと第二次公開ヒアリン

βに中部慰隠顕岡三懸といっしょ
のが特色︒これによって︑従来の
露気難業巡台食は二十日開いた

同蝉は︑わが国の原子力発日勝

に遡藤省に安全箸申がだされてい
プラントよりも麗麗性の向上がは
社長按で昭和五十六再度の鷹逮増

¥二年度まで毎黛七十五健脚か 八月に膣議決定された﹁斬経済社
六頁億円︑メーカー箸二頁徳円︶

の変化に対応して群籍馳悪しされ

円のうち約八荒懸円を民間︵電力

五十四鋸麗に荊だおし的に支払つ

中部億力浜岡懸子力発亀暫二号

浜岡三号炉増設
で異議申し立て
平均伸び罫を万十葎基摩にしたた

盆党︑礒塞共解党︑浜岡原発設躍

炉塒設に反対する藤岡県民似寄
正︑国民所得も六十繊度一二樹四十

三氏はじめ二十四猶は青六日︑蟹

反対呉羅会議など︶の代数笈閲俊
濠た岡審議弦は︑門鍛近の経済

奪十一月謝工ハロ付で諮酊した中部

倍晋太郎通醗大臣に︑通産省が昨

電力瀕岡原主力発鐵所原子炉設麟

で︑エネルギー椚勢についてふ
﹇騨﹇一日一翻謎

窟士躍機

澱自我の町搬式モニタポストを騨

霧士飽機製造はこのぼど︑州際
それによると︑累議印し立て人

する愛議申立醤を提出しだ︒

は︑﹁中郡示力の召請欝︑添付欝

どがあるが︑来礪も体制を固め︑

ズエネルギ1雀長宮は︑﹁議会な 変更︵三号炉増設︶許可処分に対

；雲＝ 一 箕＝塞繭一二一＝＝ 一・一一幽一：
一

社会における新たな変化扁の中

された︒

兆円から三着兆円程農と下方修正

め五・五％から五・一％に下方修

民総支撮の五十六〜六十駕肢の奪

今回のフォローアップでは︑隈

ることになっている︒

で負担することがき濠っている︒

﹁もんじゅ﹂建設顕として政府

こうしたなかで︑当樹今年展は

白六十六億円︑民間落億円台計ご

蔚六士ハ爵円が予定されていた
が︑泊工が護れていることから民
間分を五十億円減額することにな
り︑電力三十七億円︑メーカー簿

円を負握することになったもの︒

士二億円の劉愈でのこりの五十鯨

こんこの電力の負撫については

一

工箏の進捗状況等により必要に応

▽一︐＝＝一一

再処理交渉近く再開

うにしたいと考えている扁と語っ

数か月以内に交渉を始められるよ

発した︒

て︑中川一郎科妓庁K冨が︑安 ング状況報偽筆に︑駈入な不煮

のため︑測篤範脇は︑一訂レント

安倍通産大臣が帰国報告

類︑通産省および原子力安全蚕員
た︒

淡に岡けた交渉の開始について︑

性︑避法性がある﹂として︑訓司

協和ガス化学工鑑︵株︶
蜜倍鱗太郎画配大嵐は一一十二田

ブッシュ副大統領に︑﹁聴く進め

揃踏距に門来囚の側溝を聞いてほ

これは︑通断相の訪米にあたっ
の閣議で︑訪米帰國報告をおこな

てぼしい﹂と蟄鼓した︒これに対

ゲンから一レントゲン謹での広馳

祉長岡林次男氏
った︒

処分の取り締しを求めている︒

翻にわたる総蟻を測定することが

しい﹂と鍛請していたもの︒

郵体的には︑①想念海地蔑と
する漏と述べた︒京た︑エドワー

施設で生かされております。

ノ

し同副大磯領は︑﹁餉向きに対処

蟻

高

葭

璽

罷搬

1娠

臨

i鳳

O

3

陰。彰

置＝

型菱

盈質撰聾7匹

嘱

騨

霧驚

ミ灘剴；

3

グ︑原子力安全委貴会によるダブ

た︒

かられ︑原子炉建歴の醐さも低く

傭勤評﹁もんじゅ﹂の分担金

こうしたなかで︑二十一一日には

勉炉原型炉﹁もんじゅ﹂建設費分
握金として三十七纒円を拠出する

一難機が十か月間にわたる改修工 なる︒

このほか︑①原子炉格納容留の
内径を大きくして作業性をより驚

﹁もんじゅ﹂は動燃瞬業圓が袖

審をへて運転再翻︑ 聯故 に一

応の終化符がうたれ︑すべての環
くするとともに︽気発生器室内の

ことを決めた︒

境がととのったため︑今圓の設躍

繁懸言

敦賀2号機完成予想騒。初の国産1二二KW
級PWRとして期待が蕩い。

丼県直写帝臼木地区に建設を予定

驚

鎌

U

灘。
作集檸の改訟をはかるなどして作

繭懸

絶隷
畷域︑響

羅襲り難

鞍懸

原手力特殊扉と閣連設傭
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

昌

近く土工が予定される「も
んじゅ」発成予想函
それによると蜜倍大臣は米麟翫

騨

嚢甑

産

O

間中︑日来再処理問題の傾久的解

牌

謙

論難

鰻、
与
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米ギネ
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原子炉は冷態停止へ
一月二十五田暢・蒸気発生謡

騰繍鶴放射能放出量は少量
米國ロチェスタ：︒ガス・アンド・エレクトリック社のロバート︒E・ギネイ原子力発臨所で︑
︵SG︶の細管図説に起困して︑鷹懲炉心冷節裟置︵ECCS︶が作動︑格納答課内に胸一万一千摺︵麗十八沖︶の水が癒出するととも
に︑放射能をおびた悉気が少磁︑周辺補境中に放損する馳故が発生した︒サイト緊惣嶺藍冠目が約九時間にわたって発令されたが︑

四︑崩圧器につながっている電

発生器β内の圧力は︑二次系逃し

川樗入口川沿華氏三匪七十四慶︑

四＋麗だった︒

は三越一プげイ︑温腱はイ氏三冒

除煮系が作動︑吋次長卸材の圧力

してポルトガルに順発を建設する

レファ⁝メがフランス工磯と協力

期間二隼の掛他陶協走で︑①ソ

︑ザレントゲン／臨を測冠したが︑ 次系の脹力ん穏四十四プサイ︑冷

午後一翼の測凝では︑ほぱゼロで

ノー︑ぞ氏一講臼六十度まで低下し

その復︑午幾五時には六百プサ

ため︑格納鱗器サンプ内に流出し

自然レベルに服っκ︒サイトの内

た取け閉じ込められている︒

外で甲大な放嚇隈陣讐は起一．一てい

利益を検繍する②共同でフランス

八︑サイト驚戒製陶が発令され

十・五︑二十六口正午頃には︑原

たが︑午前十時五十分には一没上

議卍巴した一へへ．年腱F・一調日γ月S

一九へ二隼度には︑めスイス北

F︶︒

諸で臨絶所の戴初の試掘二ないし

リッセルの地下実験所建設に粕工

型炉原発の建設を実現する③フラ

型の九＋万ないし画乃KW黙黙水 竃を膏うの測た作業を遙める③グ

験︑簸寝屋嚴所計画︑蟹全性技備

ンス技術の九十万ないし唐万KWする︒放射性施腱物の特姓研究試

度

子炉が冷態湯量︵華些

測圧水型炉原発建設にあたってポ

頁士

以下︶に達する見込み︒冷態停止

後は︑プラント従業員が︑格納容

十二︑燃料棒は損傷していない

た︒

ない︒

な無気発生器Aを便用して︑プラ ので︑一次系の放射能レベルは薯

器ツンプに流嵐した弱一万一千ガ

十︑余熱を除去穿るため︑健全

のランクのサイト牒急灘態鼠山に
切り堪えられた︒プラントでは技
術支援センターが︑電力会蝕の本

故蒔も低かったし︑引き焼き低い

の継統鷺としては一千巧SFを支

の研究開発および安全性分祈作業

ントの冷却を行う︒︵当初は︑自

ルトガル工榮が謬回する巖罠の方

部では腿悪時サイト外施設が活動

ロンの水を貯懸タンクに汲み撮す

然債環冷却を誠みたが︑不十分な

状況にある︒

を開始︑濠た︑放射諌モニタリン

十三︑午後七晴十五分︑ぴイト

現在︑工穫は納︻隼漣れており

くものである︒二子から許藤幻ま

方︑建設省聞もグラ

での期聞は三十か月から二琿に短

縮される︒

ーフエンラインフエルト原発の九

十か月に為して七を〜七十五か月

に㌘縮が期されている︒

⁝万

この議定響は︑ソレファーメーー

フラマトム協定とソレファーメ

ほアルストム︒アトランチック協

定によって捕完される︒

アルストム︒アトランチック社

﹁建設工事に

は影響ない偏

EoF理窟が炎雷

増殖炉砲撃藻で

フランス磁力公祉︵EDF＞の

レミi・カルル理壌は︑建設中の

に対して︑一月十八口

スーパーフェ

の壌斑を行っている︒アルストム

金船贈勲姫実証炉

三絶十

時⁝．一十分頃︑惣ーヌ川紺

岸からソ連繋対戦嘩ロケット砲

ニックス

ンを供給している︒ソレファーメ

ｲずき︶があったことに附し

︵飛PGーヒ︶による五発の狽磐

て︑このほど︑菰発とも命志して

いたことを関らかにした︒

力尭徳が減って剛薙一一八月の慾

四つの蒸気霧要塞崇美のうちの一

砲弾は︑原子騨建物の外測にある

る︒霞力不足を解決するため︑三

この呂入口は閉鎖工事巾︶を瀬っ

大型機材殿入用離職出入口︵現伍

炉建物の壁に命中︒もう一発は︑

かった﹂と指摘して︑﹁この溺俘

そのものに実質的な影響を与えな

カルル哩廓は︑﹁狙鯉は︑工臨

た︒

ンにあたったが︑被密はなかっ

は︑建物外部の臨時の門型クレー

きな被欝はなかった︒もう一発

は門塑クレーンにあたったが︑大

て原子炉建物に入った︒この砲弾

層は原総懸没に踏み切ろうとして

N度廃棄物

鯵臣

趣象

いる︒

つにあたっていた︒一発は︑原子
＋託螺四千万KW11に上ってい

力輸入鍛は︸昨庫同期の三倍の二

︑潤筆ナ五万KWだが︑干ばつで水 それによると︑二発のロケット

ポルトガルの発電瞬総出力は︑∴

流発電樋製造に滲嘉している︒

でフランスの喩発のタービン・簗

は同祉ベルフ万ール工嚇の下請け

た水力交流究重機やガス・タ⁝ビ

ル園鉄への第一位の供二歩で︑ま

・アトランチック批は︑ポルトガ

は︑すでにソレファーメに＝鵯％

出する︒

法を研究し竃幽する一ことを目的

ことが覇明︑年離十一貼二十五分

二／平方等規に等しい︒

順億で︑一プサイは七〇・三〇七

注hプリイ︵Ps−︶は翫力のとしている︒

作業が始濠ることになる︒

グ︒チームが急派された︒

えられだ︒

緊急鎖態軍﹇が警戒蜜︐﹇に切りか

十四︑二十六叢論前七時︑余腰

ている︶

︑午後O時五十分現在︑一

以瞬︑一次冷却樗ポンプを動かし

九︑年前十一隠六分︑ジイト甫

十

KW︶︑ビプリスC︵磁こよ

の凱蔓︒これら三隅の完成は一九

カ！二号奨ヒ＋九万六FKW︶︑

八七隼かり九〇薙︒驚いて︑ネッ

ためには石炭鱒κもあるが︑西独

ム︵痴二十窪75一千KW︶の三堤

ボルケン︵⁝日二卜四万KW︶︑ハ

昨隼十月︑遮邦政府は許認可二

の嬢設済呵が予竃されている︒

は都会地が多いので拘染度が低い

内掛がまず礁設許喫する原子力

ばならないと述べた︒

二きの簡素化を決定しだが︑これ

ンパクト設濁には隠信がある︒

始動は一九八四年にズレ込むよ

万KW︶︑リンデン︵醤二十四万 らの建設許虜はこの墨黒にもとづ

唱鵠所は︑オフニ号機︵鶯二十五

燃料供給や訓豫サービスの必要

︵研究炉供給︶に働きかけてき ほとんどなく︑きわめて膿調だ

から︑EDFやテクエカトムうだが︑関係者は技術的問題が

と胸をはっている︒同建屋はす

山野万KW炉は︑発翼翼が百 でに完成︑炉容雛もすえつけら

たのが実を結びつつあるQ

万KW汲の六︑七翻高︒輸嵐す れ︑捜酷な燃料取扱袋癒の組み

たてが進んでいるのが現役階

予算を三倍増

EDRA︵スイス奴射性廃硬物貯

︻パリ松本硫圧獣︼スイスのC

によって︑建設嗣圃が遅れること

ンチック両社は︑このほどリスボ

蔵共同継臼会徒︶は︑このぼど隔

スイスの賠蔵共同会社

ンで︑ポルトガルの電機械・電機

放射能漏れはなし

脱線︑五人死傷

米で輸送列車が

は全くないUことを瀦認した︒

メーカーのソレファ夏鳥︵禽阿機

時樵主総会で︑一九八二穣度ジ算

照F万スイス・フラン︵SF︶を

スプリングズの南東約五十︐ガ材の

来国力りフ穿ルニア州のパーム

サーマルで︑一月七臼夜︑賦酪位

ラデルフィア︒エレクトリック・

カンパニー磁気技師長遊選任し

のウラン百五十膨と放財性同繊冗
ACRSは︑原子力施設の蜜全

た︒

る︒

境難蓬を遣出することにしてい

る機閲で︑毎鋸︑その委蝋長と副
長にオハイオ州立大

⁝モン薄士︑同日婁農蔓に前フィ

学冶金学部疑のポール・G・シュ

ACRS搬

S︶は︑このほど︑一九八二琿の 認可瀬講の安金関運薯項を検討す

で︑放射能の放出はなかった◎

放射枕物質を入れた谷器ほ灘鰯

たQ

二人が垂鰯︑微騰が軽褥を負っ

の原子炉安全諮開襲蝋会︵ACRRCに勧告したり︑蜜全研究や許 脱縦璽故を起こし︑〜人が死亡︑

米原苧力規両翼機会︵NRC︶ 性や安傘艶麗の妥適性についてN 累アメリシワムを積んだ貨取が︑

オハイオ州立大教擾

にシューモン氏

ACRS委員長

欝を諦上した︒

械讐造会社︶と原発製造協力践定

フラマトムとアルストム︒アトラ

︻パリ訟本騒在員︼フランスの

清漂な原子力を大幅鉱翻しなけれ

起票は︑雄篇依存かり脱却する

明らかにした︒

の建設頑τを近く認製する方針を 季KW︑一九七五緩回申講︶

対で遼れている新規験子力甕竃所

西独経済相 原子力拡大訴える

近く三基に着工許可

備＝㎜ξ三二⁝ξ雲一二＝ξ笹藁三＝竺一欝三三＝ξ轍一三一一三二い一二ξ巴⁝一門一一三＝ξ筆一㎜三ξ一一⁝一ξ三＝葺蕊騨一楠﹇ξ層曇笹一三＝篇﹇華＝隅襯讐三三

ン／酷︑ぴイト内のPR館で十二

勒壱弁︵PORV︶が開き々
2黙約一蒔で︑一・二︑ゾレントゲ
出した︒

次冷却水が圧力逃しタンク内に流

五︑圧力逃しタンクのラプチャ
ー︒ディスクが開放し︑約一万一

千摺︵㎝手八二︶の⁝次冷却水が
格納拶麗サンプ内に流嵩した︒辿
転嶽がブロック弁を閉領したので

水が一次系から二次系へ漏浅〇一

弁が作動する圧力只に脹でヒ照し

明らか︒それでなくても︑フラ

アにはフランス国内並み︑趣国

るにはまず営内での蕉識し実証

だ︒ナトリワム一千四當沖もす

でに敷地内に貯蔵され︑来年の

謬鋪難原子力化へ布石

流出が爾離これた︒

六︑これらと同時に︑照気発生

次系の圧力が著しく儀下し︑そ初

た︒このこととこ照気発生器Bを

器Bが隔離され︑そのため︑煮気

チ篇ス々i・ガス︒アンド・エレ 産於会．繭のインフ．凋ワイア鱈か
とほとんど隔時に︑亮圧泥入系の

その他サービスの全分野を統制

ンスは匿界で維一つ機能してい

これまでの逓転員調謙︵南ア︑

にはそれ以下の植段で︑興野で

⁝一＋か

国といわれる途

装入を待っている︒フランス五

が目測だが︑＋五ないし

ー囲愉場の拡大

一％︑イタリア一︸⁝三％︑西独な

ﾌだめに高速炉讃画が揺らぐ

ことはあるまい︒EDFはすで

仏と製造協定を締結

三年前のスリーマイルアイルランド翼故のような大事には蛮らなかった︒準歌︑原子炉は16掘に冷却しつづけ︑一一＋六日厩には冷帳
卸比に入る冤込み︒サイト外の放射撮レベルは︑一時附に一・一一ゾレントゲン／跡を譜録したが︑その均すぐに麟然放射線レベルに
戻った︒燃料の蹟再ら艶当たらず︑家た︑従笈環の弔大な放射線被害はなかった︒

ら︑密故の状縄遊側莱書￥．︸に列記

のプレスレリースと露国原子力

電所は︑ニューヨーク州北那のオ
クトリック礼は︑突にロチ℃スタ

琵悪所を無冠︑趣弘しているロ

ンタリオ湖岸︑ロチ丁スター甫の

が口

スー

（一

ロバート・ E ・ ギ ネ イ 猿 子 月 発

東十六身︵二声繕ゴ層︶のと︸﹂うに

隔離する瞬に勝気発生器の大気放

フ
ル
ド
ス
ム
ラ
言器を運私していたことが原因

門パリ松木駐在員︼西独のオッ

比が鵡こり︑早々拶器が文箱され

一十

ト・ラムスドルフ縫済椚は︑この

作動・原子炉とタービンの緊急停

一︑一月二十五日午餉九時

で︑環麗大気中に放射性物質が放

ほど連邦議会で︑康子力発砲灰建

出した︒その後︑大気放出は止め

三︑撫圧器はほとんど空にな

︷

はさらに概値で鳳早した︵餓賦

韓国︶や︑フラマテグへの設計

る︒もし実現すれば︑EDFはある︒フラマトムの社長は︑翫

Fは買って出る慧欲を見せてい 格競翁上きわめて篇利な謹上に

Fが浮かび上ったわけで︑ED最近の対ドル安も加わって︑価

ーダ⁝役としてユーザーのED る識閾体制を背景に︑フランの

し切れなかった︒その調整のリ

七︑43病谷器は隔離されている 設の世襲性を強調し︑覆髄派の反

らhた︒

た︒

1甫に屯力とガスを供犠している すると以ドのとおり︒

ある︒翫気出力四十九万KWのウ 小雪靴の公益貫裳弥︒ギネイ発電
八分以前︑発鷹所は一〇〇％の全
出力運雪中だった︒

り︑その擾︑安全注入系の作動に

ライブがかかりそうな覚醗だ︒
現にフラマトム︑アルソム・

置L

が魅力︒㌔40隣り

陶威共岡開発の箔実の田が近づ

ど鷺国漣脅一六％Q前例のない
の蘭曲KWUも
すでにオファー

ローヌ河購のこの炉の建屋は

いている︒

といわれ︑﹁画

最近︑庚対派のロケット勘合膿

の踏備を整えた

駅内で耐立て︑途上閾垂足衷で

で損鰯された︒フランス往宗の

一方︑フランスの語り

る︒

フランスとの谷頭が莞物であ 複維な底流をうかがわせるが︑

曳航﹂のアイデアを出すなど︑

調整役としてED﹁が浮上一

仏︑輸出捧制再編へ

原子炉の量産体制維持へ新戦

アトランチィク︑慰力早早︵E 協力︵共同会甑ソフィネル︶か

三品

一︸︑ん訓μ儲取廻

DF︶の3者開
ヒ

再編の珊瑚が践

甥隈が迫ってい
るメキシコ︿耗

応札者︶と︐．口明して︑メキシコ

入札への霞偏を晒に鍼せている

ら⁝歩進んで︑大規模原盤詩画

末化のぽかに︑EDFの即題をに成功した実績を田らフランス

が︑フランスの独占化観同が今

︵二月︶だが︑対墨客活動の⁝

のセーリング・ポイントとして

強めようという耀いが瀧目され

京だ実現には距離があるが︑

年はさらに進むのかどうか︒

に電憩な技術的選択をおわり︑

︵K︒K︶

て大きく騒み撮している︒

笑証炉以後の一連の建設に受け

⊂

騨の興麟も高まるに迩いない︒

大きく近づく︒それにつれて世

の⁝二十万KW炉販売に動いてい 殖炉実証炉︶も︑今年は完旗へ
るのも兇逃がせない︒アルソム

アルソムやEDFが︑途上園へパー︒フェエックス ︵高軍事
キシコなど近上図の包括技術移

は舶屠炉の建造縦験をもち︑コ
⊂

転要宏によって促されたことは

このような一本化体制が︑メ

制がととのうQ

型のフランスならではの強力体

掛りこむことになり︑囚家主編
っ震り︑従粟のフランス体制

る︒

は︑フラマトム鮭アルソム・ア
トランチィク腰弁のフラマテグ
が︑海外販売の公式窓口とされ
て選たが︑原子炉︑在窯部分︑

」

菊ハご

業
一九七Q鰭ヒ月に宮黙運転遊開始 ぼ灘分を占めている︒
二︑今一九貼二十八分︑燕気発

ノ

艦器Bの細管が破損し︑〜次冷簾 より︑充通り水で楠たされたQ

慰︑

先進園のなかでは︑今鋸もや

（15D

エスチングハウス祉製PWRで・所だけで︑同社の全発露設備のほ
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繍

はりフランスの畳職がもっとも
洋臼されるQ
フランスの原発猛設は依然盾
発だが︑最盛期はすぎており︑

／

るQフラマトム徒の志学r箆で んでいる︒直蕪

発疲ペースほ下瞬に向かってい

｛

は︑ 年 間 十 炉 ︵ N S s S ︶ を 引
のターゲットは
き渡した八一奪をピークに︑八
二年垂垂︑八三年六炉︑八四年
以降八七雀までは毎年五炉と漸
減する︒八八奪以擾はこれかり
の発洗瞭次第だが︑ミッテラン
政権下で︑珊麗派の反対行勤な
どの制約要義が憎しつつあるQ
入員四千人をかかえるフラマト
ムにとっては大問識で︑﹁叢炉
︵年︶の鍛低線﹂維持を叫ぶ一

方︑倶絵余力の穴矯めに振出ド
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需要停滞傾向に対応
原発投資は引続き堅持
とい鷲八襲爵誓袖ね登ぜ鍍同にみるが︑こうしたなかて紫耗子力竃はしめ乙すろ嶺滴代替︑﹂開Xのτゆるめるへこてけね
ど；一関質弼闘湿気秘鱗引合ムハ会髭は．署田︑九憲力彊脈分のあと謡霞為ム乏し︑こ入さとも原ず刀膿院シ編杖翼立穂二三に鴛って

﹂の激少になろう

とのへ︑げん宅いこれに応じて設伽技負d幽の亮隠しこ為っていることであきりかにしながりも︑

いく鱈岡竃あきりかにした︒このなかで同会長は﹁駈聖職要構︐泊の攻化により︑欝掲pハ雪る弩脹のい㌧蜜眼力櫨ぼ朋圃の挺痛しに慧

し口一〇％
￡ネルイヨ自宣︷ほかるためね瀬代も亀齋の闘曳は響きつづき横糖的に進める必鼓がみる﹂とし︑これりて．瓦玉壷萱蘭紋詔画かり

菟驚卜命令として翼朔に取り糧ん
ろう﹂と溢へた︒

め織かく離格にしていく必鼠があ

くーーなとの乳心えをあきりかにし

引ごつづき蔽極的に取り綴んでい

蘭拶工灘戯することになるだろ

で擁麗しだ〜兆四﹃腿掬簿円之

漁額は五＋六鉢護の撫設訓薩附点

う﹂との剛力をあ芝りかにしだ︒

た︒

﹁列榔からの興野を想

このながで同戦馬は︑今穫の魎

しかし︑

定した設﹂の莞慮しはのろのか漏

だって門轟轟炉の定烈をより遮

でいきたい扁と鵡輪︑このうλに

め︑泳働塑も彗星さ鷺ろよう勢め

夷について﹁障趨舳軸ゆゑ定的に

しかし︑同d簸は︑一原マ力発

しては︑

騒コス．トは火L刀の鴇一躍酬と終済整

との諺壱団の籔間に

m國のような攻狸で醸子伽塞体 緒移したとしても︑隔婚レートは

たい扁と述へた︒

ご一2に︑樹介気は⁝肖つ附彰列

にすぐれているはかりでなく︑石

なる﹂との多子しをあきらかに

し︑﹁したがって︑こん︑ご閣の

発要脚について器発彪設伽に染

︸だ︑葦切しけ今鵜の楡．＋η隔

に対焦していく馬蝉がある﹂と慮

める駄膏力允魁の緬

こることは濠ずないと考えてい まφう②来無塩設輪投漁顎は当初

も便つ九こつした犯罪か日憲で起

になろう③原子力開発については

雪解より一〇％以上繭微すること

％程猷︑五十七無度騨％台にとと

よDはるかに福豪がよく︑憲火盛 ①晦力・︑蟄の伸びは五上ハ葺展四

罠耀しについては︑﹁馬身度の投

い進められている設備投鋼製醐の

られる﹂と指摘︑このためげんざ

慶は㎎％台にととまるものと整え

柑蚤十六日展四％程肢︑売十七奪

とくに無力浩襲については﹁昭

て︑関醜臨力の原子力購発起換を

七十九万六午KWになる﹂

そのソェアは一七％︑幽翠は五曲

ご擦乳一響機が舘蝋逸転に入れば

い一四％たが︑ム．奪董月に福疑蜘

解禁げんこ
べた︒

効︑化︑コストダウ︑ノ電近めこれ

溺聞允の慮敷韓螢捻薦した︒

故繊票故をも

脱石油電源

最優先に

中羅協が供給掛画方針

中央彪力協憂ムは二十目︑昭和

五十し碕度供給ヨ蜘の欝瓜欝製燃

︸ごれにようと︑さいキんの勤瞬

とり談とめだ◎

﹇汽一六勾獲

のの︑摩東檎幾はい登んとして撹

り比藪陶小膿状蟹麹鎌っているも

建下にある﹂との厳しい冤力をあ

こうしたなかで︑こん論の臨力

きbかにしている︒

供稲引融については門激跨力をは

賛効活用につとめ︑原価の紙舐に

じめとする遜石繍糸エネルギーの

ない扁としている︒

繕淡の欝お宅卿注しなければなり

クラッド対策の

セミナーを開催

の低惑により︑削為同期比一〇二

十四︑二十五臼の一盲間︑原産・

二本厚子力蹄鑑会灘は︑一一月二

しかし︑今後の動力については

は︑機雛の健盆化と総懸澱の被曝

る放射性クラノドを除癒すること

一杁配惣系などに発生︑鵬黙す

除染﹂を開催する︒

水炉の放射礁クラノド低識対策と

愈蝕飽において原産セミナー﹁軽

︒四％と語い繍ひにとど叢った﹂

趣は︑顕材難事嵐中心とした儒蟹

双輪︑﹁五＋六発度よ期の磁力︹3

U潜みの状愚がつついている﹂と

に入っても好気倭琴としては︑伸

る﹂としながりも︑

石曲芸機の彗星から脱しつつの

って曝象収支雌いうたんと融しく て︑供口二二の駈胸聾㌧兜拠9る
について門わか畷経櫨は︑鞘二広
ことにもなる漏として︑その遜点

増加︑︻瀞B激鑑化なとの璽國が潴わ 油依鳶農を薩減させることによっ

耳ダ総てあり藪ム髄や輪唱鍛の

導し財購巣月馬力dKは訟十

手渚策鷺祉畏か会見

ひは四％難論

門電力需要の伸

い﹂と応べた︒

顧おイクルの蜀体的蟹M壱雄潅づ が拶街づることはない誓ηえてい
為ことが夏島の課題繍とし︑とく る︒没﹂園体は現社のものてよ

︸噛分4⊥隻肱のための輝輪織歎を

に民簡ウラン轟詣銭蟹については

丸足さ堪るなと体棚鋸伽を産めて
い藝九い﹂と鹸へた︒

駅九︑阿愛Lは仏白旺購殆炉瓶
二審鱈にかれ︑﹁人験Uつくりさ

る﹂としながらも︑﹁男子力発薦

購︑六臨農長金のあと記毒会見し

所の物的防整については︑一越き

せら為π︒しかし︑わが国は欧累

めるにあたっζは

鰐列ナる惣商︷弧饗した︒

ら開発の手をゆるめるべ選ではな

ふまえながら︑今釘も鉱全性確僚

﹁ユ現ルギー蔦蔓を沈めるうえゆ にした︒

い扁と強翻︑引亡つつき杣趣的に

つの参会に

力魍蟄動陶について﹁魯膿にbた きている扁との厳しい聖跡をあき

開発を行っていく慧同をあきらか

なり︑縄気嶺胤は

らかにしながらも︑﹁現行料金凌

荘︑裏貧は︑まずさいさんの臨

維鋳することは幽気聖業の丑ヒ命

五＋七竃贋以降については︑

に支えられ︑磁力購験も面芙な増

復なとによる鋭気の緩やかなヒ劉

欄人甫費およひ展闘設稀投資の回

充実③研先開驚体鵠の整麟④研発

1﹂とともにかかげられた﹁君メ 門帝門発の推進②研洗開発夢死の

ミナーでは︑クラノドの除玉敷

低漱にとって激職なことで︑本セ

﹁二十一樺鳩の血程に立ちはだか 協力︑鼓衛筋力の絡斌⑤技術と地

培術鎗煽の留立﹂については︑

加擬尚に拡ずることになろう﹂と
のみと︑あいさつに回った錦本総

砿つろためには︑あらゆる可能性

が国の厩舎聾全盤臆戦賜ナ︑灘娠

なかでも︑麟雪避循開発は︑わ

EC石曲簡絡翫一の謹むなとによ 養わせは厨魁・集鱒潔まで︒

力による石識空襲賊の乏少︑OP 月ナ轍臼︒晦し込みと詳しい問い

門感喜︑の鈍化︑俗エネルギー努

畔精工については︑﹁糧界的な気

しかし︑エネルλ1をめぐる隅 鑑︑伊用鶏群叩の除染のあり万を

している︒

っているさまざ求な制脅の儲を舅 万との紐盆⑥人妻の湾志野保一⁝
の対処として︑西側下山鷹圃結乱

のも沢・開光が蔭捜である偏との

な一理乞担うということから︑磯

竃かかげている︒

謹は︑厳しい岡際檎蟄祷楓︾︑モ

二階叩魔斡麟琵による党一報鶴

とし としている︒

るオイルノ琶ノクによる藩錐概遊

さらに︑今後の擦．︐力闘発を進

の凱化や僧噸力の虚無なとによっ
題﹂とし︑﹁このため︑団居日鋼

エネと科技立国目標に
箱曝妖電源立地促進にも全力

凝本縄認臥のもとに︑⁝なかでも

点陶にとり繊む方バ︒

解のためにとるべ之舳λについて

い樗﹂にくっているところ九﹂

か︑改て灘ないものかと︑げんざ

にわたって︑今田の猿子力問題を

の嵐一久轡携紳懲か四＋公あきり

攣鎌綴は四万円Qしめきりは二

た︒

簡︑各診鳩で塾．覚な論職亡厩洞し

て︑町は一時朗に混乱する︒それ

億という金か町に入ることによっ 簗茄した︒

五十奪を契機として︑それ以前︑

だか︑その窟地となると︑昭和

た︒

・このなかで︑告氏は︑貿騒総験

に出める為癌代金の磁澱を説明す

雨解したQ

トにほ︑煽．﹂乃琵簸所桝窪の

るなかで︑石油火力よりも経済帆

レ．弓お兄曳け︑︑ノ

﹁秒粟濁なところて凝乱してい

市︑フロノク之けじめ︑︑力消躍

が纒れている源子力発臨を強調し

このつも︑

る︒どれが正しい恥転なのか︒わ

抱である集べ名撫歴︑承都︑そ

＋五年︑いや二＋蕉という長期的

︵遅転入り︶では︑地織の潭境︑

あきらかにしている︒
の湧喰性を指摘︑冤としても︑一

で港る分聾﹂と恕醸づけ︑①霞宝

叫学技癖の開発は︑もっとも期待
びきつづさ︑来耳駐デ擁につい

きらかにしんQ

賃を撫竜しよう扁lーエ︸ルギ二 のト▽プにかかげた納由k亙尾は 働の￡力を傾溢していく決講をみ
二卜一驚︑喚鎗・隣銀雪公会菰

て5れ︑門ゼロノーリングという

のうへてるあ磯らかにした士で︑

﹁断電田な文化都63ン一保饗して れた鴬自のメー3ソト︑浄メリノト

劇場㌦凝協力費︑ユ界ルギi上気 いくためにも︑原︸経師㌦憾必

門坤抽﹄として占さ轟けれ響なら 敗しい費嘩であっても︑防爾簸︑

は︑申懲懲酌肢縛に立って︑騰♂

して阿漕細には関傑のない掬の爵

ぺ︑地域に多大な彰響力を及ぼす 鍛大の課題だ﹂

れわれが欝処しなけれぽなりない

課︒−12鉦A蜘一戸としても︑なんと 趣しすすめなけれけ握りねい﹂

けに︑神鐸焦詠い謹づ︒アメリカ

の藪点駕分宅黙った﹂とのへ︑配

﹁﹂△選Aとしてのスヒー等だ 遊︑君ノ鏡術晶鍵費など︑圓㌃馬

ねい◎

上鞍ることをあぎらかにしだ︒

て伊．蟻に構造無難化がみられる﹄

スト匙卿聾し︑蘇竹腿金をで幽しる

だけ璽紬していくよつ勤めていき

門エネルギーのな疋皇霊政鍍の

で︑第四十圓冗大会をひらいた︒

についても〜蟄に賂産して麗軽し
調籔をむうとともに︑いっそう徹

と燃へたあと︑黙認査のところ総
告竣張り戴は六十五鮮厘隠ぬで︑

一〇％以しの識少に変ろう﹂

二野の轡疋惣粍千億KWK激に対嵐し肥脅理化︑勤噸化を畏め︑コ
し
との疑力を明らかにした︒

こうしんねかで︑同愈Lは﹁緊 たい一と縫隠した︒
しかし︑絵イ力捻はじめとつる

推進と︑君黎頚術黛国のための趣

こと后から︑達櫃脇L代醸しての

︸〜評扁というより︑公式︒一

RCAの爆発化によって︑激重スピーチ﹃行bなけれぽならな

・讐イ阪侮を五トヒ釘の遜勤葛君

づ﹂とるのは鍵盤男拭︒

い︒

にいたといっても︑亀山の研鑑に

分にあたっての野本晦な考え乃を

施設を受け入れるにあたっては︑

﹁隙乎力という︑他の爵凱と毘
てしたし︑目崎︵爵研︶でも︑研

胴豊出していればよかったたけ

あきらかにし︑協力を求めた︒

な展墾の士に立って朝断すへ邑

の確立﹂が︑虜臨往く幽を騰り︑田

社愈︑縄済といつだものが裂わる

ムく噂ろことた︒そして︑滋絡亡

ます︑臼本鶏町会挙画・工不ル

になりつるか﹂

翻激職京都で理事長サ ミット

％備3へき九︒曳咄便かよく︑濯

蟹の根

附理解

隠を髭駕したQ斜地滅のりーダー

つのフロソクにわかれ︑活発な懇

この論櫓竃凝け︑蓼茄績は︑二

だ︒

でぽないか⁝と門当職趨を行っ

りカがいま翼酬に閉われているの

と︑鯉域と結ひついた原子力のあ

銚︑﹁蟹を姓の

わずか九三と激産している点を振

写暴であるのに対し︑それ以後は

ll駅発はエネルギー樹のエース 賑調讐に士響された記臆所が二十

テーマは﹁敵＋力発慰を襲える

このあと︑五卜七難の遡勤方針

よりも法を改配して︑編気料金を

なとを揮醸したが︑今大会では

﹁景趣三法をやめてほしいQ河 奪煮諮澁など︑約四十磁の理製陶
究畜生活の毎瞬︒まったく末羅の

興恥し菰した﹂

篠懸でしたから︑鰻初は︑ひどく

本が二十一懸絶に陶かつてたく家

﹁エネルギー政嫌︑科亭妓循笠懸 だ︒なせなら最初︵建没繭︶と後

題に関づる限り︑央瀞鯉以外の園

しく副撫するだめに欠くことので

からた扁

﹁でも︑こと・このことばの聞

の人びとと︑条什は同じ︒母無論

きない課融として螢憾づけ︑その

なくなるのか︒アフー3カ︑離郷ね

原発問題めぐり論議
でない瞑り・イギリス入やアメリ

どの索搾査地族で鍵田か発見され

る同総懸しあるのではないか︒で

﹁本当に︑石油は︑三ナ窺綴に
カ人のように︑なめらかな英議を

な魁微︒

隔喚のトノブにかかげたのが大さ
央詐で︑ゆっくり再すことてす︒

万凱は︑︸ごのロ体陶なユネルギ

盾すことはナ台ムリ︒華分なりの

開題は︑大切ではあろか︑副鉢額

カ﹁今図の渉ミントは︑冨葬艀済人

出挙政集φ熱会の脳画境寂委睡L

￡磯へ反映させる出発ぬとなるも

i敵鑑として︑①石盤の蜜箆供給 のようなことを抜きにして︑源f い㌦無糾盆てあれぽ︑倉豪は蹴っ

臼本自発会三冠のテーマ別卿壌

て進探してくる﹂⁝⁝︒

コが相次き︑轡愈︒経済・心理・

だけに︑さ濠ざまな角腱からの発

ともいえるそんなことばの間口よ

カイコール代鎌継ネル儀肇という

欝欝にもち込むのは︑醜閥を牒し

の︒四月︵錦二回︶︑ヒ月︵第三

礁偽②石総代・ぱエネルノーの開発
38︶していくかということ ・邸入の促追③賑脚立地の凱進④
ト︵劇

回︶と︑その都農︑充塾した野路

り︑疑い緬嶺を︑いかにクリエー

小都国隊

﹁多楓牲﹂が︑あらためて浮き彫

マスコミ問融など︑原子力のもつ

りしごれた︒

﹁誘 になるよう︑各鯉域かりの︑響轡

倉鯉でUらかれた︒︸暴地目題し

㎝民間列曳﹂

銀畷ミノトがこづ閥臓︑

㎜原乎力覚露﹂

とみいさつ︒

このあと︑鐵北爆噂力ぬY☆睡

らいたい

︵きたん︶のない慧見せ繊しても

脳リミソトには︑凹本各地の

行㎞騰﹂﹁巾民盆主旨のhつのテ

ー

テかあるQ淘イ力発窪触之白け入 宵盤診脳隣澗感k約六無残が参

門どんな錫倉ても︑ワラ・溺モ

驍ﾖさ九し

われわれは何をなづへきか︑を弩

門本当のぎ全践とは殉なのか︑

る﹂

宥からの貌却を褥かるカラメとし

とくに原子力については︑石樒甑

同工象ルギーの藍蝋1一竃あげ︑
か︑IAEAの職撚として駅めり

こう議していろみいんも︑とな

て︑秘韓射に勧しdモめる刀回を

ユ↓ルぎ

りの狸認は︑砥から次へと欝類を

蒲輸の一つとして︑

無明に打ちだしていつ︒

れていまず﹂
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♂ご

ハご
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︑ 燭
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ヤ

離離︑
殉
寓㌦㌦

要の製蔀朗蒙轟け郵駅収支にも

ってくることも多々ある︒

る︒なかにぼ︑分瞭い欝欝も法わ

一秒をあらそう鮭論が硬東され

形︽醜になっているとはいえ︑

なンスヲムになっているのてづ扁

な允⁝碧したか︑すぐわかるよう

いさまず︒いつ︑湛が︑とのよう

によわさ蔦︑藷rとして㌦蜜れて した会繭やセミナー︒とう豊んの

ぐの豊丘内容も︑たたちにタイプ

﹁2磯の召輿も父撃てき評す︒

汰tなインパクトを襲えることに 石越代軽臨撫の暴発についてね︑

番︑薦％し幽すね﹂

の蒲づ英語を理解するのが︑一

れよりも︑奥貼附てほない人たち

そして︑ある課長はいう︒驚ぐ

︾
髪
﹁こと

発儀するためのうイテでング
も︑仕慣を胚行していく←で︑不

この養鯉は︑ボリビア︑ソヒエ
トなど︑一人をのぞいてすへて︑

可欠な要衆︒

所は︑ただちに発ご元へもどって

のチェソクを受ける︒その丁圧燗

わる︒外部への慶贋文欝は︑上想

生鱒籍は︑すぐタイピストにま

英凄を母園謡としない国からの部
下鷺使っている︒

速読とライティング
このことばの題難て︑礁実に︑

｛

團

聞

力
了

二つの世界
ことばの選一1︒
臼糸人職鎖にとって︑

う︒

ば﹂の問題は︑宿応晒につき臥と

﹁勝訴を使う臨ですと︑訟た︑
ずいぶん蕊って≦りのですかね﹂

と答えるある職員Q
﹁︷AEAのなかては︑奥．︑〜

￡うしても︑舌したり︑耀い

になっているのは︑逗鵡 くる︒

とライティングてあるQほとんど

だりするのが不薄丁の口承人にと

上墨

凍あ︑映適な生晒罪していく←

細くなった㎜と認め

獣ン・ソステムは︑ある螺味です

って︑このよつなコミュニケーシ

の入か︑
る︒

で︑秤肚の孤こそあれ︑ドイツ潜
は必須の条桝といえますね扁︒ま

この日は︑謳い物デーとなるーーウィーノの中磯マーケノトて︒

土曜臼のマーケノトは︑午醜去て閉まるし日ぶ人混麟にとって︑

くわれているといえそうてす﹂

国ド縛庸ということかり︑霊類

アメリカにいたときより︑む

はへらほうに勢い︒門仕懲の手答

る︒

さに︑二つの狽界に奨むことにな

しつ︑機識亡馳っていろぼびで

主催者を代表して

一ほ報申．皿もつて翫孔ていく︒

れ九と︑入が変心っても︑事＼ば

ある入ぱい︶︒ ︐づへてが︑串
る醜類として憂して亮かなけれは
︑泌拳扁になってしまつのです︒b いけねい扁ということかりた︒こ

たしのように︑賦こ︑畳ル全にマス

一

、

n
塞やり︒たが ︑ 一 歩 ︑ こ の 岡 F 紘

＜4＞

、

関を出ると︑町の串はドイソ臓︒

礎

」8

㌧メ

湖も・

亭
・、

、

タ蓄していない石にとってほ﹂

Wん

κ総

、

ξ
、
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業
産

原
齢三種郵便物耀引

回U薯5号

聞

力

ー囲設

①モデルによるプラント設謝②コ

ンピュτタ1を駆便した醸動作図
設謝1一など叢新技術を灘入︑ま
すます高度化してきている原子力
エンジニアリング藁務の飛躍をは
かっていく計画だ︒

1鷺C先立の背鍛のひとつとな

ったのはABWR計画のスター
ト︒これは︑東恋︑※GE社︑粟

て・げんざいのBWRの大縮性能

芝︑睡立の四社の技術を結織し

アップをはかろうとするもので︑

めて︑この計画に鎖極附にとりく

IECでもソフト技術の砕をあつ

濠た︑こうしたソフト強化によ

んでいく計画だ︒

︑
騨

顧

熱剛馨
・

♂・・裏苓

に必盤であったの

で必護なことは判断で

一 ﹁ 已

あなり

明

です﹂

判

つけた原著敦賀奨躍所所畏

十か月ぶりに超転再開にこぎ

ぼちだ

町田

断

場に立った

実︒この教訓を急れずに︑瀬張

R⁝
との信傾関係を漁ったことは類

入筏︒五十四黛︑藁海発電所兼

卒Q⁝二十六鰯︑日本原子力発鍛

尊顔学校︵現九州工大︶惚気科

田租二十五年三月︑明治丁染

っていきたい﹈

かって全力投入してくれたこと

︒

長く︑遜場務めした経験か

繁二奨電所翻所憂︒

騨

は︑ほんとうに︑感慨無懸﹂

放尉能漏洩薯故という︑混乱

贈のなかで︑所払に就僅︒まさ

に︑嵐の中での船出︒

を入れたのは〃入聞の問題

改修工襲とともに新所長が力

かみしめるよう点検︑確認︑駄作手順など︑臼

常のなかで︑とかくマンネリ化

ら︑ひとこと︒門正念場は︑ま

に︑そして淡々と

のべる︒だが︑そしがちな﹁菰本的﹂な聯柄を樗

昨年四月に入社した新入社員

期待は大きい︒

る人だけに︑氏を兇る関係薔の

﹁一期一会﹂を生澹信条とす

さに︑これからです﹂︒

﹁科学技循の牌を錐めた原予

らく︒

えての︑還雪風との懇談会もひ

の表摘からは︑さ教諭すると二時に︑所擬をまじ

てくる︒

わやかさが伝わっ

﹁協力してくれ

た三二麟の皆さんカといえども︑鍛工的には︑人

いたこともあってA好きな製を

も︑休日返上で再建のために鋤

﹁大出力鴛速雛の開発﹂︑﹁加速器

︵す︶

光子夫人との臨に一男一女︒

昭秘四鋸生象れの五＋二歳︒

うつこともなくなりました﹂︒

も汲を流してよろこんでくれま 間の問題に蠣毒するのですか

を主調テーマに︑十一の発敦が予

﹁いずれにせよ︑地元蕾さん

いセンスも︒

も︑雲容力をもつ︑九戸蕎らし

技術霧らしい地味さのなかに

してね：−﹂と︑改修工暇を終 ら﹂︒
えた昨年誇れの様子を︑まばた

門重機をはじめ︑関係君が︑

∵だが︑再出発したこれからの きしながら︑感慨深げに語る︒

は︑その隅々の決断と勇断でし

乱盤

﹁︵昨蕉四月以降の︶これま

での

って︑KWU型PWR恥入フィー
ジビリティスタディに対癒する体

わが国メーカーの技術力につい

制も強化されることになった︒

治世

ｷ︒絶ゆまぬ努力と︑総禽的立 これほど一致醐結し︑謄標に商

多様な資糾を整理し︑総盆的に集

増殖システムと溶融塩捜術扁をテ

と騨価されるなど︑その技術力の

訂版を刊行

輸送法令集改

定となっている︒

ーマに発蓑︑討議が続けられる予

定されているほか︑十四の講演が

円︶は当臼門受付﹂で︒問い倉わ

滲霧鐘一人千五振舞︵学生千

おこなわれる︒

大成したもの︒
は︑

進展はめざ激しく︑今圃の集芝の

資源

﹁入間が欝金生活を維持向上させ

ここでとりあげる

る源聚として︑働きかける対象と

〇一一一九二七〜九︶まで︒

臼本原子力崖業会議はこのぼど

科学捜術庁・原子力安全厩核燃料

による﹁核辮料・R工︑放射性物

質簿の輸送法令錐︑改粛版﹂を禰

現在︑核燃料や優爾謄燃料など

行した︒

放射牲物質の輸送は増大し︑関係

○その他、特殊機器設計製作

嚢難

シャッター厚：鉛5α％

團薦

磯手鞠センタ
N度までに千人に増員

索熱芝浦纏気︵佐波正一霊長︶は二十丑臼︑原子力関趣ソフトウェア業勝を轡門に行う﹁磯子エンジこアリングセンター﹂︵王E
C︶を神奈川県横浜市磯子区に開設した︒これ濠で張芝三田ビルにあっだ原子力購業本部のエンジ一一ア約六落口︵設計五日名︑確設
蹴画・昂質保証約否犠︶をはじめ︑騰中工編︑京浜購業駅などに散在していた原子カソフト関係轡をすべて岡センタ⁝に集中︑最籍
技術を駆使して︑原子力エンジエアリング部門を拡充強化することになつだもの︒日本の原子姫製造技術は︑虚語来の技術協定の改
定で来GE社から初めて﹁対讐な立場﹂と評働されるなど帰しく向上してきており︑今圓の新戦略によって︑これまで弱いとされて

ては︑その製造技術は原子力発融
機器の国産化率も蓄％ちかくにた
つし︑高く評価されているが︑ソ

芝では第二期謝画として昭和五十
八鋸度朱までに︑同地区でさらに

フト部門が弱いとされてきたのが

この完成にともなって︑これま

きた原子力ソフト部門でも︑匿界第一級へ陶けさらに〜歩薗胤する舞通しとなった︒
こたえるため︑積榔的に原子力部
で索芝三田ビルにあった原子力ソ
八千平方競の鱈築を行い︑人員も

笑情︒

げんざい︑わが国の運転巾原子
力発贈所は二十三基千高月五十一

フト部門のエンジニア約二酉名を
千名程度に強化する方針だ︒

門の設備投資を行ってきている

万皐KW︒謝画によると︑これ が︑とくにごんこの開発のカギを
はじめ︑府申工場︑束歌登業所な

新戦略によって︑ソフト部門も︑

で日本側が初めて﹁対讐の立場﹂

社と米GE社との技術協定の改窟 トップレベルへと︑さらに前臆す
る見通しとなった︒

フトウェアを拡充強化するために

せ︑予稿集の毒し込みは豆本原子

力学会内原子力総命シンポジウム
ではなく︑螢本︑技術︑蝦報など

なりうる獺物扁で︑天然資源のみ
媛県が周辺地元自治体を代堅して

の文化的︑知的な資源も働禽され

産
匹国電力との間で歌謡的禽慧がえ

ている︒この畷説では︑①資源と

規制課︑岡局放射線蜜全諜︑還輸

原
られている︒その際︑環蝋調査に

国民生活②土地資源③エネルギー

㍗リウムエネル
ギーで研究集会

一ご

ついては﹁調査の時期︑内容︑実

資源④保全と防災⑤環境と公害⑥

運欝釜澱会事務周︵電話Ω一

施方法などについて県︒伊方町と

二一輔＝＝＝＝冊■＝一＝騨＝＝一一＝儒＝＝鱒＝幣一＝騨﹂一一＝扁ニニ鱒＝＝一開＝＝＝一開一＝篇旧二＝一幽一冊＝＝＝＝鱒＝＝＝箒冊＝一＝冊二剛一一僻＝一＝＝一篇＝＝一＝髄瓢＝

環境調査案を提出

篇＝圏一＝＝働：＝幽二＝冊二郭騙＝一二＝＝曹圃＝一＝﹇＝＝闘＝＝一＝瓢

謝︑建設謝画︑品蟹保証などのソ

IECでは原子力発電所の面 しかし︑昨無末の薪立︑東芝両

にぎるソフト部門も拡苑強化する

門も同センターに移された︒

が昭和六十五無度には五千落〜五

溺︒総工澱は約十六億円︒

ート四階建て︑延べ九千八蓄平万

金属工鳩の隣接地︒鉄筋コンクリ

市磯子区新杉田町にある同社横浜

IECの所在地は神奈川県横浜 今圓の拡充強化につづいて︑東

なったもの︒

どに散在していた原子力ソフト部

っする冤込み︒

千三男KWと・今の一軒強にた 必要があると制断︑今園の動きと
こうした積極的な原子刀発慰駈

建設謝画に応じて︑わが重重霜機
器製造部の原子炉出荷謝鐵も︑こ
んこ大型化が兇込まれている︒

璽蕉では︑こうした照襲増大に

ﾉ方三号増設で地元に

蜜大謄嘗尻技術蜜金営理宮の難修

23日︑粟京で

トリウムエネルギーの開発利縮

について研究をすすめていこうと

会研究集会︵武田栄蒋襲長︶は

するトリウムエネルギー学術委員

を通じて︑笠全輸送の強化と整備

本憲は︑﹁核燃料物質等の運

令集改罰版を作難したもの︒

園義拡充をはかった使いやすい法

では︑改罰法令の内容を網羅し

これらの状況にともなって原籠

を行ってきている︒

省庁は法令の改正︑甚琿の改画等

研究集盆﹂を開いた︒会煽には大

二士二臼︑藁宗︒神田駿河台の日

学や原研の研甕省を中心に約五＋

本大学で︑﹁トリウムエネルギー
第二十鳳原子力総含シンポジウ

名か参加しだ︒

2月控︑13臼に

合シンポを開催

第20回原子力総

データが収賊されている︒

リモートセンシング⑦健康11な

地盤説明会や公開ヒアリングで説

娯としては︑知瑠の委託機関で

協議する﹂こととなっており︑今

地震など十六項目について︑約一

閣される︒さらに︑環境審蛮︑安

ある騨方原子力発電所環境安余資

ど︑十五分野について︑関趣資料

四国霞力︵山口慎劉須優︶は二

無の期間をかけて調査するという

金審蕉でも轄議される予定となっ

たもの︒

十二日︑伊方原子力発合盛三号機

もの︒

回の計画纂提出はこれにしたがっ

増設に関する環境箸の調査副画蘂

笠置賃金などで検討をすすめ︑二

に対する県としての対応を決めた

月二十陰ごろまでにはこの計画案

ている︒

伊方原子力発餓所三号機開設に

この調査紬果は︑﹁環境影響認

ついては昨葺＋一月二＋七四︑愛

を愛嬢県と憐方町に提聾した︒

可巾講轡﹂に認誠して公開され︑

査欝﹂および門除子署長躍変更許

ムが来たる二月十二︑士一薫の二

い考え︒

懸間︑東京・虎ノ門の国立教豫会

＝＝＝辱直

煕国餓力では︑県・町の了承が

まずあいさつにたった舐陰野

郷られしだい︑調査にとりかかり

は︑﹁第二の原子力時代は︑軽水

みあった送餓線の薄体数をみつけ

炉と異なったタイプの核分裂炉が

膨響を解消するため︑勲章朗にも

餐催︑原子力委質会︑原子力安金

中心になるだろう︒FBRは経済搬﹂﹁放射性同位冗紮等の運搬﹂

ら繰り︑関係捜術穫のみならず︑

﹁関逮法令及び定義箸﹂の三編か

蚕澱盆ほか鉦機関の後援をえて︑

魍に成り立たない阿能性がある︒

二蕾円︵送糾勲︶o

A5判︑五障ページ︑定価四千

る︒

った尿子炉だ﹂と述べ︑研究集会 編広く利期できるものとなってい

次に考えられるのがトリウムを使

毎隼開催されているものQ

力学会など三十六学︒協盆の共同

館で開かれる︒これは︑日本原子

資源調蛮所

図説﹂を改訂

﹁日本の資源

たいとしている︒

現在八〜十本が遡当と蔽えられて

送電をするかが最大の研究課題︒

目し︑いかに地域の実状にあった

一・＝＝雛曹一；＝一■7一

これは︑摂方発鷹所周辺の大気

轍

質︑水娯︑土壌湾染︑気象︑海象

2一曽＝二一7一幽＝一■一齢曽一9＝＝

超高圧送電実用化めざす

m万ボルトを初通電
渦中概

置万ボルトの超高圧送麗︵U 安金性を確認している︒

いる︒

騒近︑醸力点要の繕堅陣発庵所が

こんご︑約三碧闘で︑①醐圧送
電にともなう隔讐の防止②送磁線

HV︶が実用化へ一歩障泥﹂ーー
贈力中央研究所︵成原浩理艦長︶

今團は︑向坊隆原子力婁鍛長代
理から﹁長期的にみた原子力開発

鍛力鼎臨地である大郡市や工場地

科学技術庁資源調査所︵児予診

の繕縁③雷の被轡防止④賦物への

の語問題﹂と物して︑内田秀雄原

引き粧き︑﹁スポレーション瑠

膨響tlなどについて試験研究を 帯から離れて立地される傾向にあ

堅所長︶は二十五日︑﹁田本の資

殖の麗史と物理扁をテーマに発表

用送電線に藤万ボルトの臨流を流

ることなどから︑額面醗送竃の精

設の安全性とリスク﹂と題して︑

子力御金豪貴から﹁原子力発駕馳

はこのほど︑わが國で秘めて試験

おこない︑昭釈六十藤代峯ぱをメ

発我した︒

源幽説︵第三号︶﹂をとり藤とめ

︵政贋刊行物センターでも発売

細し込みは当愈譲・業務課まで

¥口︑二月六臼にも︑それぞれ 中︶︒

この研究輿鼠は︑さらに︑一月

がおこなわれたQ

開﹂﹁原ぞ炉構成要詠の健企性扁

さらに︑⁝彬購斜ツイタルの展

特別講漁が8隣る︒

の慰張を強調した︒

す通偬試験を闘回した⑪

にすれば︑用地が少なくすむばか

嚢性が高まってきている︒遡砥圧

これは昭和万十一年に公λされ

た盈万ボルト送字線を笑翔化して

りでなく︑送鷹ロスや露気の殿の

の改姓版︒演源悶題に関する多糧

た﹁円添の費融図説﹂︵曇ヴ︶

ドに︑わが国の気候︑風土に適し

簡でも利点があり︑大きな期待が

露中研ではこれ濠で群馬擬の赤

動撫翫の導流が送蹴縛に流れる

いく蕩え︒

とコロナ放躍が発生するが︑この

よせられている︒

城試験センターに酉万ボルトの送

無誉試験陶に建設︑約一無間に
わたって振動霧験をおこない︑地
震や強風に鮒する鉄濫簿の醗誤の
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⁝卜瓢扇︑琵幾四聴卜ε分︒ご蒼九十パロ彗りに隅震蹴転に入った目本厚．総々亀臨・敦鰻摺猛所︵BW飛︑

レ蕉議しfK

W︶︒箱四給承加欝謡かりの冷却ムも為︑フィルダースラノノ賄顧ダンクの壌iバーフロー︑・これによる一駅耕水繕への帯く
と︑箏故が掲訳き︑姓a的に︑少なからぬ影響を肇．んた︒この間︑口本歴チ力驚懸け︑壌故の究明を㎡うとともに︑ノステムを

ふくめた総爵的な猛磁し溢行い︑改修工慣にとりかかった︒．℃して︑逝年粍からの凋闘魂瓢を讐て︑闘士百︑濤裳磁弘

︵弩挙貯欝欝︶

へ︒迦転再圃幾の二＋菰出︑犯響は︑この敦質発艦所を賊馴する髄夕を器た︒曳綬驚臨納は︑どう変りったのか︒ここでは︑ヴ

騒を巾 心 に ︑ ﹁ 彌 生 ・ 洩 壇鑑麹軌kを沼介する︒

V
粥吟聾幼処押建騒の制難燃と︑五

一膏に凡成した折雛懸物処押璽臨
︒濃田に男ーバーフ環1の曜鋸を九ら

の剴総懸このハラバラの捌榔夢が︑

懸ることとなった︒このため︑綴織︾窃

猛に移蔓した︒㌧纂は︑轟識した樹測

処押建歴の泌醐盤を︑新院戚物処理誰

鎖をハノクに業汚を趨σd9る亀転員︒

廃華物処理建塵からあふれ綴た廃水は︑瞬嬢する洗醒廃液ろ過装鷹レ

醗建鷹を建設︒写曝巾央の建物が新建歴︒破亨のところに︑旧洗灘廃

建屋を磁って︑一艇排水路へ︒このだめ︑独難儀ある洗渥廃識ろ紬織

漉ろ欝欝ぬ建駆があったQ

﹁たとえ﹂オーバーフローしても︑堰︵せき︶によって︑

苓内にその廃水をとどめる︒その醐さは五卜八ノ︒その堰を越

えて流れ綴た場禽は︑水に嚇して鋭敏に反心する﹁泳鵡洩換

一滴化器扁のように壁にたてかけてあるのが漏洩演出装躍

鳴器偏によって轍らされる︒写審議墾餉が堰で︑その優方の

へ廃液り⁝ノタンク出入日︶︒廃罷物処理建屋には︑瓦か所

の濾と︑ヒ猛の漏痩演出器が翻えつけられている︒

︽

原子力関係営業種臼

灘羅

懇鰍

潔

蒙

織鵡︐

綴本支

場部店

社阪京
本大東

ユ

︐

兵庫県尼崎布杭欝欝上島1の1

撫

繍胃

三

孟

精窺郭．
餅

転尋

2︾

TEX 524−8059
TEX 523−6862
TEX 252−2334

r

︒聞題

象

勲

TEし （06）488−250

木村化工機

㊥原子炉関係各種機器、装置
働核撚糾施設の諸装置
㊧核講料取扱、交換、輸送装置
㊧放射性廃棄物処理及固化装置

いています。

灘鶏

未来に躍進する鵠憲叢野！

原子力機器への実績は高く評価されています。

花L （06）345−626
TεL （03）541−219

蝋

品てはいけない一般耕ム路かり放射紘物顯が

ドと浦賎湾にいたる一輪の排水路を閏領するとともに︑新

︸

瓢紬

》

「

〈下総装践の計画、設詩、製作、掘骨）

これは、木村化工機のすぐれた入材、高度な技術、
創造性の開発努力によるものと確信しています。そ
してこの実績はあらゆる原子カプラントに御利用戴

蹴雛灘

の管理区域内からの一般耕水路ル⁝トは︑廃棄物処理建膣
敏しい畝騨をのりこえて︑十か月ぶりに総総運転入りした醸末原子

たに排水路を新設した︒そして︑その途中と放認口に趣誠

に放尉性物獲がふく京れているかどうかを監視する︒響汽

ψンプリングやモニタリング装躍を設．磁︑一般排水のなか

は︑放水口に建てられたモニタリングステーンコン︒

の︑震さに穆出発である︒薪側のや地には︑このほど題薩省から醗薩
㌻晦が3織りた攻齪⁝欝﹂機︵PWR︑薩十六万が醤︶が建漫される︒鶉

力滝瓢・敦鰻発磁瞬︒総懸 畿 初 の B W R ︵ 沸 醗 水 型 軽 水 炉 ︶ 発 願 所

日をあひて舶底湾一難は︑﹁壽晶そのものである︒
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