申川

震た︑実証炉の実施艶体の間題
については﹁産業興から推薦があ

れぽ世羅にしていきたい扁と述
べ・さらに實民分蔭間題について
は﹁政騰も応分の支援をしていか
なければならない﹂と強請したQ

成渠で︑違心分離機の単機能力が

と見られ︑この能力は肖乃KW級 えていたが︑そのこの研究開発の

繍灘墾

凍ヂ蒸発鷺所説延分の駈聞取り換

OPiエBがOP一⊥Aの約五〇
％慰︑OP12がOPーコBのさ

工約には︑同プラントのウラン濃

らに五〇％増と向上したため︑男

勤燃では︑陶パイ篇ットプラン

え燃料に掘幽する︒

トを昭和五十鷺琿七月に識工して

蕉期とわけ工黛を進めてきたが︑

以来︑建設工期を第一期︑二期︑

原峯力霞

ブリックスーA
旺A総長を招聰

縮能力は約六十〜七十沖SWUに

蹟子力饗撫会は一月二十九聞︑

11・ブリックス麟際蔭子力機関
︵王A罵A︶製務総長を︑三月置

今回の施設検査禽格により︑還心

動力炉︒風動料開撤藪の業駆は︸

Aの撹闘﹂と題し講演する︒

歯︑﹁世弾の原子力闘発と一AE

議憲催の薙次大会にも三月八田出

なお︑同氏は臼水原子力薩巣食

交換することを決めた︒

重月28B︑動燃 鷺から十二日まで招へいし︑藤蝿

東海再処理工
場が運転再開

達するものと冤られている︒

ントとしても完威させたことにな

分離機七千曲体制を確立し︑プラ

る︒

象た︑動燃では一月二十六臼に

でに一部遠心分離機の調整運転に

月二十八黛︑爽海髪処理日医の巡

岡旛設の保蜜規定にも禽格し︑す

入った︒実際に六フッ化ウランを

今回の運轍は︑﹁八二一一キャ

転を再鮒した︒

供給し︑濃縮作業を行うのは三月

ンペーン﹂とよぶもので︑一月か

第4回日加協

力合同委開く
京た︑同機瞬擾代理はATR実け鋤燃では︑粟海響漿所を申心に

体制を強化

むつ事業所の

が二〜稲田の予定で活殺・鑑が躍

塞罫外務衝で

研究開発を進め︑菰十三年七月に

の外携雀で始濠つた︒

いだ︒

同委撫念は昭積五十一銀に醤骸

された三顧経済協力大翻にもとづ

照回溜︒

いて開かれているもので︑今同が

原発用気象指

原子力安来婁

針の単位を変更

原子力置傘雷声金は一星一十八

田︑﹁発慰粥原子炉施設の安全解

析に関する気象指針﹂の一部改正

世界気象機関︵WMO︶が田射

を行った︒

◇ウラン濃縮プラント用配管・トラップ及排気系

聯難灘剛比羅

詳細については営業部にカタログを御論義下さい。

空装置

貝献ずる徳田の原子力関連真
原子力に出

﹁民間中心に建設を﹂
響難産業界慎重に検討へ

求た︑軽水炉へのプルトニウム
・リサイクルとの関係については

﹁暴体的につめていない﹂としな 以後の予定︒

ら六月までの闇に便期済燃料を約

申川科学捜術庁鐸宮簸原子力婁鍛冶は一月二十七臼︑原子力震澱会懇談象に平岩外四憾寝趨禽長ら薩業界代表を紹き︑﹁新型紙

六十．ゾ処理する苧定︒処理燃料

は︑舗根︑東海第二︵以上BW

原子力錦鯉の空力である軽水炉

ため︑政肘は圏十七薙に﹁ウラン

R︶︑伊方︑玄海︑美浜︵以上P

いきたい﹂とのべ︑﹁A？飛とプ に範う低濃縮ウランを臓塵化する

をナショナルプ

がらも﹁将来は実用化までもって

ルサーマルを爾立できるようにし

濃縮還心分離法

辮実灘炉騨価検討簿門部会が門六や万KWの実議炉建設にあだっては世間が秘極的な役翻を担うことが適切漏との報鑑をとりまとめ

たい﹂との意向をあきらかにし

識炉問題について﹁原子力蚕課金

圖プラントOP−1の鰭家譜璽に

んざいは軽水癖が巾心だが︑将来

田承原子力胎研究開発購薬醗は

第圏醐臓加纒済脇力舎岡委澱会

い︒しかし・大きなプロジエクト

の長期謝爾が濠と濠る三月宋謙で

憲℃した◎

み舎わ鷺を検認し︑発難所や備紬

◇中性子発生装置用排気系

◇ナトリウム機器用トラップ及排気系

換炉︵A①H︶実矧炉建設は羅間巾心に進めることを検討してほしい﹂と初めて戯武に要罪した︒三后八月︑原子力累世鼠新型転換

たのをふ憲えて︑今測の正式要調となったもの︒これに訳し︑瀬凝曝測も﹁険印したい扁とのべ︑肥式に検討を行うことになつだ◎
しかし︑A？Rほ将来の経済鍵などに議講の余地が残されており︑こん詮爵属分担問題など黒めぐってさらに突っ込んだ論議がくり

ロジェクトに摺定した︒これを受

なので各駅の患見をきいて鰻裟附

い﹂とのべた︒

には幕本線がだせるようにしだ

WR︶などからのものである︒

た︒

一志この三二三盆見した絢坊

にきめたいということで今田極討

ひろげられることになり．てうだQ

鮮帳軸力鍛簸長代運は今園の要因

をお激いした﹂とのべ沈︒

附藩学を担うことが遡切︺として

について賑子力倭樋会としては

わが図の原子力発磁開発は︑げ

実議炉を愛想する減車で進め把

國

これをふ法えて︑二＋七凹の康

船

予力勝騰等等談会の場で︑翔川長

凹地の海上立地や地不立地方式に

平方層へと噌位変更しだのにとも

畷の単位を留／平方綴かりKW／

法施行縄簾の一部が改正施行さ

ない︑今隼葱百から気象業携

蟻位変更が行われだもの︒

れ︑これにしたがって欝欝撒餅の

◇各種分析機器用排気系

◇核融合装置用排気系

原

これを高遠瘤殖炉につないでいこ

わる業務を円溺に推濫するだめ︑

で語源エネルギー問題がとりあげ

論窟らが出席︒このうち︑分科ムム

カナダ側からジエンキンス外務劇

児玉正作理贈︵新旧魅建設推

体制強亀を図った︒

進本部膏森惣業ホ部撲︶を︑むつ

千台︶を完成︒そして今厨の第三

第ご筆工鷹のOPi⊥B︵同約蕊 一日付で次のようなむつ轟W畿引の 口本貫から松永外霧審譲禽ら︑

千沿︶を︑さらに五十五薙九月に

餐のOP−1A︵三塁分離機約一原子力醗﹁むつ﹂の鷲定係溢に係

その訟五軒闘駕九月に第一期工

うというのが亙塞戦略︒薪型転換

試炉建設は民聞が中心となって遺

官が産楽界質象に紺し﹁A？㍑尖
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導する炉﹂として僚麗づけられ︑

岡懇談鼠には産榮界側から芦臣

めるよう﹂証式に喰讃しだもの︒

恥叢所長として駐在させる︒新た

歩をふみだしてい

七千台体剃を完成

炉の開発は︑この貞観路線を門補

て︑その第

すでに原型炉﹁ふげん﹂によっ

の完成で︑約ヒ千台の運転体制を

期工噴のOP−2︵岡約⁝一一壬U︶

整えた︒

欝欝濃縮能力は60〜70トンに

エネルギー対簾凝澱疑︑頗川荒男

筏踵関罐叙説︑白沢冨一郎縄關燃

動燃畢業団理鱗長︑晶帯敬三爽鷲

る︒

藪だ︑この﹁ふげん﹂の経験を

︵分離作叢灘位︶程度になるもの ラン濃縮能力を五十漣SWUと袴二益獣諏長を任命し︑同事業木部

を︑地域特性に会致しだロ⁝カル

剤鰭騨鑓灘矯受勲鯵季パス
る譲対策を講ずるとしている︒

エネルギ⁝システムとして︑バー

的な対策﹂として︑原子刀︑導尿︑

られる畢定となっている︒

ふ康えた今後の開発戦闘について

動力炉︒核燃膳開発螺業闇は一

総合的なエネ政策を

爵︑§︑詩︑ぎ︑詩︑詩︑ざ︑ざ︑ざ︑詳︑§︑譜︑ざ︑§︑§︑§︑ざ︑翁︑ぐ

これによって︑臼塞のウラン灘

にむつ蟹叢所次長として︑論士砥

租鹸役︑平岩外回沼縄連会長︑松

月二十瓢田︑岡山県︒入形蘇に建

藩能力は隼⁝間六十〜七山㌧ゾSWU 動燃では巌初︑醐プラントのウ

は昨無八月︑原子力蚕墨金新型娠
嬢宗一大岡特殊鋼相談役︑出光敏

て︑岡から﹁施設検査命格試﹂を

脱石湘対策では︑態力薩菟の脱

方針のなかで︑同盟は︑﹁野戦県

天然ガスを中核に︑バランスのと

石菰化が︑﹁最も効果繭かつ効率ド・エネルギーパスとの遡縦な組
全図本溝隠⁝総岡盟は一月二十六

警と藤野の安定をめざす蚊策と酒

れた寵涼構成の多械化をはかるQ

ントOP⁝2約滋千台分につい

受け取った︒

換甥突翫炉評価専門部会が﹁六四

設購のウラン艘稲パイ切ットプラ

﹁検甜しだい﹂とのべたQ

窟の要講に対し匠業膵側として

万KWの実譜炉を建設する必要が 夫経団連名管会長が出曄︒巾川開

ある﹂との方針をうちだし︑その

関発体制については﹁鼠問が績樋

@薙躍国民的合意にも努力
凹から灘附場︑棄京・斬宿の灘生

動一の一つに貸源・エネルギー敗

τ欝欝施設の立地は︑国の統一し

電源立地に代褒されるエネルギ

的に取り緯む︒

よる実識プラントの建設等も秘鍵
鑑凌とりあげているQ

厭子力発磁の開発促進について

会を開催した︒

試金鼠館で︑第十八回壁期全園大

﹁エネルギー構造再繍成の薙﹂と 鮫の教訓を澱大隈生かし︑安金肥

た指稗体制のもとに︑詳濾縷縷用

それによると︑八O漫録蔚単を は︑敦蝦順子力発闇討の一巡の慾

理体制︑安全規制行醸の一驚の整

火虫では︑門変化と改嬉への蝿

紫黒づけ︑﹁來来に対する儲りな

戦﹂と図題のついた︑﹁一九八二
〜△瓢隼運動方鉗﹂を採択したの

国属の艦活安驚と雇規の確保の

67．6（％）

の改画をはかるQ
り︑蜜全確保を第一義として鍬違

ク3．7（％）

〃設謄彌縫

備允実と︑設備の安金化をはか
﹁九 ルギー致策の確立と躍興台湾形成

平均聴問稼｛動率

饗選択を行うため︑諸縁附なエネ
門漣帯﹂を支漏する決議︑

蟹要性から﹁白虫繭核燃料サイク

するQさらに︑原子力発磁推進の 観点から︑労紺自らも︑エネルギ

42，6窪6〔H）

に博き︑濯一⁝フンド闘薫艶理勇組

に刷けて濁処する﹂として︑①螢

﹁エネルギー園民・県属会議﹂

の撚り綴みを行う︒

ー対策についての国民酌金懲形成

源︑エネルギーの安定確保対策②

ル﹂を皐慧に確立する︒

勇働賭闇短編を囲指した淡議や大

脱石縮無策と嘗澱源対策の推進③

再処理︑廃棄物処理に要する経

の設躍薯を促進し︑エネルギー問

エネルギー思議施設の芝地対策④

環境保全対策1についてその方欝 蟹の受荘疑義撮の公軍化をはかる

〈詳細は7画〉

％︑一万七千円﹂の蟹上げ基準と

会寅爵を採択︑さらに︑宇佐美食

﹁同盟運勤の鑓鋼と国標﹂﹁総

鐸ら執行郡を再選して閉撰した︒

題についての理解を広める秘鍵を

の必要控から︑将来に備えての僚

翼翼の共岡処理・処分億制の確立

腿開する︒

ため︑引山金制禦を灘入︑磁気鰯
輿体感には︑﹁長期工＊ルギー

を開らかにしている︒

禰給顯簿晃喫し﹂を再横射し︑浸

倉麹な峯活向上の闘いをめざし
て﹂﹁厨盟濤動の兜実と漫罵の強

23〔塁〕

@
化﹂一⁝の三部で構成される運勤

発嚢琶電ブコ蟹7，880、395〔躍WH）

ノソ
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購轟ノ℃ま掃1年分霧な金5500円

聞

穆補︑

一一

九〇年には︑この化躍を七一％に

ユズパド接燃料加工工蝿︵サラ

引上げる︒

一九八一葎から八四銀までのエ

五千懲ペセタを上回り︑四年聞の

ネルギー部門への投資額は︑磁館

キントナー氏を核
融合の功績で表彰

玉

た︒

のとれた予算の獲得は短評があっ

に啓難ずるのに尽力︑また︑均衡

ル研究所︶︑ロバ⁝ト・L・ハー

ン︒﹂・ブックスバウム博i︵ベ

キントナー氏の樫鱗は︑ソロモ

ディーンFPA会長は︑キントシュ︵エキソン祉︶︑マイク・マ

浮﹄を来知の海域に瀬いていっ

鶯．

た﹂と表競している︒

編曇

二⁝玉
多二

なお︑キントナー氏は︑一九七

演Q

四年三月︑来原子力委農愈︵AR

諮きで来田し︑日本原子力庄集盆

C︶の原子炉研究開発局次擬の后

における斬型炉の開発﹂と題して

議の第七回卑次大愈で門アメリカ

二一

の乙娘︵すずき︑タイ︑ひらめ︑

一

講漬したこともあるQ

ドー

赤ひらめ︶を嚢勲する︒烈画は

組命︑漁業紐禽の合岡縄台が鐵旧

来︑改濠鐵をとってきた﹂とする

ことを期待している︒

妊C︑廃棄物で

EC︵欧頻

米国と協力協定

︻パリ松水駐在員

共岡体︶蚤員塗は︑このほど︑楽

磯エネルギー省との放射性廃葉物

を閣優理容会に捉出し陀G

管理の研窮開発に関する協力協定

NRCは︑今剛の臨力金雁に対 嗣協定は︑①地翼磨への臨集物

かったことを強調した︒

する拙課がとくに厳しいのは︑① 埋蔵とその特性②深融搬鉱を台め
エンジエアリング・レビュー②漣 サイトの時鍵③追加プロテクショ
ン︑コンテナーおよび鍔印の特性

無季順の変更③プラント係守④プ

についての協力を定めているQ

サイト特性に臆する星本的研究一

ラント膨正⑤NRCへの通報⑥覧④リスクの分析⑤新埋蔽法および

の薗で一速の安金響理上の問題が

力金社の安金蚕員会酒動ーーなど

あったためとしている︒

フランス政府

外国原子力船の
入港規制令公布

︻パリ松本騒賦鑓冒フランス政

厨は︑外国原子力船のフランス領

一摺糠田付故令を公布した︵一月

海および胤湾へのく威を規制する

奴令は三子力船趣航汽の民謡践任

に関する一ん六五奪十一月十二撒

泓にもとつくQ

ィシタ・・プリンタ譲出；渡：1×10一・μCi／，㎜2

主な仕様測定機種1β（の線、検出器：ガスフローカウンタ、認録：デ

づ

疑1淀が可億でづ噸。

D294㈱以下のものです。1ワさの

けで、測定できます。

異なる物品の

ゑ

測定可能物品は、｝正300×W420×

びボンベなとを、測定台にのせるだ

ぢ

認．

小物物品考引出モニタ

パイプ・足場振・ビディ足場、細よ

ジ

大物物品搬畠モニタ

野面灘

理区域より搬出警れる物品のi羨面汚染の有弊を自動的に判評します。

蟻灘灘

弼

干10G葉ゑ都干代繊区葺県町王一12−1τこし（G3）？11−7111

米核融合脇会

多

移山台の自画および使命を国内外

OE︶の核融畠謝醐部長を務め︑

3ニニノ﹂あ﹂ノ多づ一

NRCが罰金55万ドル

※濠死力焼制委員会︵NRC︶ 舎︑ボストン︒エジソン祇は纂十

している︒石岡綴舎はこの計劇に

挫︶︑ダンケルク地城給水甫町栂

関連の村︑EDF︵圏穐電力公

日以内に異議賦し立てすることが

のワク内で

よって漁師が同地域に炭ってくる

スタッフは︑一月十九田︑ピルグ

あったが︑それは︑故慧によるも

調糞によれば︑規剛違反の廓笑は

︒スチープンス麟祉長は﹁当祉の

ボストン・エジソン挫のジョン

できる︒

と承認をうけるよう賛例の命令を

ウレンコ

は蟻初万億騰千強磁︑総額二十僧
瞬と見穫られている︒

ウレンコはすでに英国のカーペ

晦距

千ゾSWUに膨張の畢定︒総工駿

㌫象

能力は蘇四酉ゾSWUで将来は二

完成をメドにしている︒当初生隆

建設されるもので︑一九八六無の

トロイカ

問工場は︑英脳︑オランダとの

や一日︑職敵閥から秘曲ずみ︶

一同部分建設許苅は磁邸十一．月艦

出したQRRCの措麗に不服の場

違反が放射線の放出につながらな

醸を作成・捉出し︑NRCの猛蕉声嚢を発墨︒さらに︑聞題の規則

笈全運転のための蟹理体制改善計

さらに︑NRCは︑同発徳所の
のではなかった︒濠た︑それ以

罰金を科すと匿い製した︒

︵約一亀二千万円︶という巨額の

エジソン穐に対して︑五十五万が

笈金管理規則違反で︑ボストン・

リム源子力発明焼の運転における

安全違反でボストン社に

玉響多rも監﹂ニゴー二多〜

らm年兼まで︑エネルギー総︵D

キントナー沃は︑一九七五無か

・キントナー氏を選韻したQ

ド﹂の摂籔蕩に︑エドウィン・E

識ーマック下院議員︑ポール・ツ

リップスブルク一眠機とイザール

一翼機が︑パックフィッティング ンハーストとオランダのアルメロ

温水養魚場建

同敵告は︑入敏には織子力船が

七凹付冨報︶︒

告して許萌を騰る必襲があること

所属する国がフランスの外桐に通

の原子力被筈修理に関する補講を

は同国の補儂の姓格と額︑所載畜
メタルゲゼルシャフト︑デギュッ

濁油入穐に付された︒

浮管亀粟によると︑4二︷ヘクタ

明らかにしなければならない︒同

網する颪穐三壬蕎Ψ方量のパイ

グラプリーヌ原発︵九十万KW六 を定めている︒許萌印調に当って

︻パリ松本駐窪麟︼フランスの

仏グラブリーヌ原発

設で国際入札

に各二酉誘SWUの工場をもつて

KW11で︑八○年に比べて二∴％
べーザー︑ビブリスA︑Bなどがば︑現在×鰍とソ連に瓢益してい

れたものの︑ネッカi︑ウンダー いる︒グ惚ナウ工場が冗成すれ

対策のため長欄飽珪を余儀なくさ

キントナー氏

ールの地価を海嚇して町千漣以上

瞬毬。麗

團て』属9『［頁20

物品の表面汚染の有無を自動的に検知します。

マンカ近鄭︶は︑一九八三無に運 総額は二兆四千纈ペセタに達す

フェンラインフぎルト原発は瓢年
半ぶりの戦列入りとなる︒
一・刀︑薩ドイツの腸菌一年聞の

イ溺翼

一僑

西トイツのバイエルン州マイン
絹沿いにあるバイエルンベルク社

のグラーフェンラインフェルト

瀞蝉

サ︑RTZの子会往︶憲祉で構ロット養魚場を建設する謂画が︑

る︒

ァーレン・ウラニット挫が建設す

アーレン弼オランダ国論︶に海心 威するノルトライン︒ウェストフ
酒癖法讃纏ウラン工潟の建設にわ

二月十五田︶であるから︑グラi ロナウ︵ノルトラインウェストフ 議する誤答を岡らかにした︒︵第

欝縄

ヘキスト︑ニューケム︵RWE︑二︶では︑このほど︑温捌水を利

センエレトラ︵ベバ・グループ︶︑

できることになる︒工場はプロイ

る濃灘ウランの供給で大編に鵜立

酉⁝嵩十干賦惣︶が︑昨奪十二丹九

︻パリ松ム窮蕉Q︼西独の研究

当初能力は四百トンSWU

濫鵡今春︑着工へ

きわめて好覇だったためQ
と大幅に増大した︒これは︑フィ

弓残か発倦を開始したのは⁝九七

この前にフィリップスプルク︸

十五万九千KWとなった︒

の原発は︑全部で十五簾︑一手三

これにより︑西ドイツで運転巾

︵初送罐を開始︶した︒

日に初臨界︑罰二十一田に初伽入

腺子力発電所︵KWU製PWR原・
イ力発撫電力蹴は虚血⁝二士．億

単褻ヒ：柔ξ炭換算＝万トン、（〉内は帽額茂！ヒ

ォンガス上院議員に次いで五入

15，置0（ユ00％）

火岡の核融合動力協食︵FP ナー氏の指弾力について︑﹁讃麗

12，420（100％〉

る︒内訳は︑磁力部門は一兆穴千

⊥0，514（100％）

転を始める︒嶺樹盤潔能力は霧中

250（L6％）

A︶は︑このほど︑核融台の研鑓 な舵︵かじ︶敗りで︑﹃核融禽

50（0．4％）

三働七十六樋ペセタ︵うち原子力

929（6．1％）

二百沖だが︑漸次鉱大して六八ナ

668（5．4％〉

昨年の発電量二二％増大

♂

・開発・推進に図覚ましい石碑力

278（2．6％）

七千八醤閥十八億ペセタ︶︑石炭

天然ガス

にもつていく罰画だ︒この工潟に

Gβ77（452％）

を発揮した人に缶える一九八一年

6，128（49．3％〉

の門リーダー・シップ・アウォー

6，454（61．4％〉

開発一千二璽瓢億ペセタ︑石油開

油

発脳千董ハ君影館ペセタなどQ

NσSA︶は︑圏内生麗と海外開

石

セタの改丁を簾約できる︒

現在還転中の原発は︑ゾリタ︑

発を促進するQまた︑PWR原発

3，466（22．8％）

よって一九八五年には二十億凹ペ

サンタマリアデガローナ︑パンデ
用核燃料はスペインで生配する体

3，0乱3（243％〉

石油依存さらに減少

八一鋲瓢千四菖万沖から九〇鋸二

ロス一号︑アルマラース一弩の四

2，240（21。3％）

富士電機

酔趣臨業部

陸士璽機製造樗筑会祉

原発規模九〇年までに五倍増
スペイン政府は︑二瀬最後の定例麟識で︑エネルギー騰費懸を縮少し対外依存蔑を引下げること洋薗的とする改訂エネルギー灘画

九九〇卑には五

を採択した︒それによると︑一九九〇鎌には︑石湘依葎度は踊荏の六7四％から四五・二％に引下げられるのに対し︑正妻力繋織
は︑現在の三・四％から一五・一％へと大鵬に引上げられる︒現荏の原子力発織規模は二薦五万KWだが︑これが
催強の一千二酉七士二万九千KWに拡大されるわけで︑金鉱醗軸力醗に占める原子力の渕合は三八・九％に達する︒改訂エネルギτ

これまでのスペインのエネルギ
千欝万ゾに拡張される︒一方︑輸

騒二薫五万KW︒九〇年誤でに完 制を確立する︒

）
一

計塵は︑今黛二月議会に提出され︑三月末京でに承認される冤込みだ︒

ー計顧は︑一九七九卑七月に議鼓

ジになる︒

入鰍も拡大して九〇葺一千置蔚万

スペインのウラン鰹蔵嫉は約二

エネルギ書供給構成を石炭工船︒
成予定の建設申原発はアスコ一︑

万沙︒一九八兀無には庫闘塗邸磁

王，392（9．2％）

一（

が承認したもので︑一九八五隼の

スペインの原子力発熟所建設計
二号︑アルマラースニ号︑コンフ

四酉五＋ナを予想している︒EN

三穣五十瀕が眼給される︒この倉

1，248（10．0％）

他

二％︑石油五五・六％︑天然ガス

践D二％︑原子力発晦一三・二 磯は遅れているが︑︸九八一年の

二酉五万KWから九〇無一書薔 レンテス︑レモニス一︑二弩︑ト

ス一︑二号︑バンヂロスニ幣の十

賄うことができる︒さらに薙開濡

計でスペインの観敷の約五〇％を

4泌

1，ユ87α三．3％）

、董卜

％︑水力発餓九・八％と見通して

︸猛︑一千六牽八万九千KW︒

USAの海外開発によってさらに

ある︒発購脳力騰の中で原子力が

これら凛子力発惣所の核燃料を

七十三万九千KWに拡張の毒見で リリ瓢一︑二号︑バルデカバレロ

占める比率は︑八一鎌照・九％か

讐

炭

軏ﾚ︑戦列入り

水力多も電

介

いた︒

しかし︑その後のエネルギー蜷

ら八徹母二八︒八％︑九〇奪蕊八

蝦麟

確保するだめ瞬蒋ウラン公社︵E 要が二千万濁十八沙に達する一九

つく第二次石瘤シ灘ック︑過去二
・九％に朔士げられる︒

勢は︑イランーイラク戦争にもと

幅間の雛気後退および競実的な価

思い

澱

九卑五月︵営業遡醗⁝開始は八O鎌・ 為術僧はこのほど︑この得にもグ

鱗こ鎌・

2，296（王5．1％）

の

．

欝

1，313（10。6％）

そ

1990年
1985向

1981年

＼＼

冨土物品搬繊モニタは、原子力方毬設なとの管理区域出口に設置さぜt、管

大物物品搬出モニタ

R55（3．4％）

ム r
■槍

原子力発電
＝

鋳

フ
ブ
画の鰹蕉が必幾になった︒

格政策による藤野繰の縮小で︑瞬

スペインの購入石繍依繊度は︑
一九七九印の六九︒⁝二％が︑八一

難には八ポイント減って︑六一・
鴫％に下がった︒鎌継の改訂計醐

購五・二％象で引下げることを鍵

では︑これをさらに九〇年法でに

十億〜無十億立方層の供論をうけ

︑面壁癒

フェルト原子力発躍所︒営築選転は今悪の予定︒︵◎AO︶

昨年十二月︑発蹴を開始した西独十五遜囹のグラーフ鑑ンライン

r窮り

富士駒品 搬出モニタ

銭欝

欝欝欝

蝉

田にしている︒このため︑糠油製
品の懸を増やし︑覆演製品を減ら

で︑また︑一九九〇琿には亜油焚

す方岡に精漉 魏 魏 を 改 編 す る d 臨

き火力発電萌はゼ訂にもってい
く︒

石油依俸慶の引下げに対して︑

ニハ％から九〇隼六・一％に引上

芙然ガス垂葉凌は︑一九八一年二

げられる︒このため︑躍立炭化水

灘協会︵INR︶は︑ソ遮から欧
州パイプラインを遡じて天然ガス

るだめ交渉することを認められ

た︒

対外依為展の引下げは︑署炭と

れる︒岡内のる炭律醒殿は︑一九

原子力発亀の開発によって遣めら

喚
転ズ謎㌦

ユ981向12」コ山王犀1淺壬采択

府イ
鉱
・読へ

スペインのエネルギー需給見通し

ンス
政ぺ
ﾃ

灘 鎌

15

（2）

昭和57年2月4B
新
産

子
原
（第蕊種郵便物認可）

第1116号

笙
駐︑またはわずかにヒ園ることに

いる︒

なお︑一九八○隼の各種電源の

発電糧シェアは︑石炭五〇・八
％︑天然ガス一五・一％︑水力一

〇・八％︑その他O・二％︒

百億KWHを突破
燃料挙動で貴重な経験
フランスは︑一九五三奪から将

︵電気出力二十 来の原子刀外罐所として高速憎殖

フランスの罵速増殖炉原型炉
〃フェエックス

フェニックスは︑タンク型︵一

ガスの翼冨な放出はなく︑運転齎

ね︑八薙間の運転聴聞中︑液体や

て発常に脳髄な運転実績を魏み通

ルギー溝嚢を満たすため細対に必

ギー謝画の一羅でスペインのエネ

七九年に議会で採拠されたエネル

⁝⁝⁝

経験を磯んでいる︒七七琿に実施
された中聞熱交換羅の補修では︑

タンク型の概念が問題ないことが
明らかにされた︒

沼縄箭頭︑捜師擬殺窟テロ蜜件

一億ペセタに上ると見積られてい

以来︑原発工照凍結による被蜜は

禽には︑バスク地方の躍力不避が

るQレモエス原発を運転しない場

深刻化することは必死で︑停驚が

巾聞熱菱織器の補鰺以後︑設漁
利罵率は︑七八奪六〇・九％︑七

いる︒

繰返されることになるとみられて

W原発運転シミュレ！ター一禽を

ムソンCSFは︑近く︑醤鼠十万K

只り松案駐在興︼フランスのト

仏トムソンCSF

近く伯に引渡す

運転模擬装置を

九館八閥・五％︑八○年六四・六

娠を続けている︒

％︑八一年七〇・一％と無調な運

バスク地方の住

民投票要求却下
スペイン敬府

癒は︑一月十五日の定例閣議で︑

ス原発二号溺に引渡しを行う︒ト

ブラジルのアングラ・ドス・ライ

︻パリ松本駐在凝︼スペイン政

レモエス原発の還転について住民

を爾アフリカにも輸出している︒

KW原発運転シミ㌣タ⊥台

ムソンCSFは︑すでに︑九十芳

擾票を行うというバスク瓶方の要
舗を却下した︒
閣議後︑却下の理由について︑

⁝⁝枷：

箔報網は︑①レモニス原発が一九
⁝⁝⁝

各管理要藥の解説

一

ユー2

︻←

ーユー

へ

−

忽

−

霧︸

ーユ

計量

配録

もっとも開発が進んでいる︒

次系のナトリウムが長いパイプの

⁝⁝⁝

1−a2−27

フェユックス

が一九七三隼十二月からそれぞれ

聾については全く問題がない一と

要②すべての研究調査の結渠安全

⁝⁝⁝

雛鱒騨㈱〕Pイじ一シ・

にあたる原型炉

運紙を開始︒また︑現在建設中の

なっている︒技術的な分野では︑

．⁝⁝⁝

認められているためと述べた︒

の被曝線羅も星雲廼の衝分の一に

．⁝m嗣

とくに燃料の振舞について澱璽な

串を繊流することなく常に収納響

スーパーフェニックス

⁝田⁝

の︶の虚構逝をもち︑金般的にみ

︵悪気出力衝二＋万KW︶は︑一 器の中に開じ込められているも

⁝⁝⁝

のはあり興せん︒でも︑それを超

︵飯隅畢雄前特派鼠︶

きっぱりとしたこたえがかえっ

えるものがあります﹂

てきた︒

品国保箋正

P。

再議炉

ノ

陀

．⁝⁝⁝

九八照年に還開の帯定で︑世界で

五万K W 聾 写 翼 ︶ は ︑ 一 月 十 六 炉 ︵ F B R ︶ の 研 究 開 発 に 魑 芋

頃累讃発鷺羅が酉櫓KWHを懇 し︑日本の﹁需陽﹂にあたる実験

⁝⁝⁝

給与︒おおよそだがクラスによ

たっての条件や給料がキチンとタ

むろん︑あるポストがあくと︑

イプされでまわってくる︒

与面でみるかぎり︑もはや
P2︑P3︑P4︑P5と﹁
︑総約

酬．

G．購買管理

一の主要電源へ

と︑一九八二薙には︑原子力は︑

﹁窺期エネルギー晃通し﹂による なろう扁とDO鷺帳儒醤は述べて ご・一％︑原子力コ％︑石油一

ー惜報局が作成した肇田リボ肇ト

昨隼十一月にDO鷺のエネルギ 源となっている天然ガスと問程

難語卸八二年の原子力を予測
一九八二年には︑来園の原子力

発磁懲力職は対前奪比で一四・二

％増大︑おそらく翻然ガスを追い

抜いて︑窮二位の飽要な電激にな

トの戦列入りが予想されるため︑

ル探働入りすることや新羅ユ一一ッ

るだろう一来エネルギー欝︵D 霧隠発鋸を開始したユニットがフ

こう予灘している︒

O罵︶が最近濠とめた帳告瀞は︑

盒発幅電力籔の
ご二・二％を洪

給する発込み
﹁もし︑この

だ︒

予測が実現す
れば︑原子力に

W︶が一九六七隼︑﹁もんじゅ﹂

嫡

よる発鱈餓力騒
えた︒これは︑二萱嵩十万漣の石
︵黙出力四万K

油を節約したことになる︒

ラプソディμ

は︑現蕉来懸で

．⁝榊⁝・鱒も⁝⁝⁝

って決まる︒上級縢門職の簸下位

⁝粥⁝

て厳しいですね︒ウィーンは一般

ランクであるP1は奪閑日万が 各国の閲係蕾に︑受け入れるにあ

．p⁝⁝⁝

第二泣の霊峰購
．．⁝⁝⁝

に物属高︒鵬断にもよりますが︑

一万がザつアップしていく︒これ 国際機関で働くメリットというも

﹁理想としては︑小学校までで

十八区︑十九区という治蜜のよい

？4

が︑おおまかな鼠安だ︒

すね︒小学佼なら︑鰯固した後か

﹁P1ですか？ひと口にいっ だし；⁝﹂

らでも︑なんとか寒心の学力に追

に逓わせている︒

﹁受験の綴代のこどもをもつ親

台︒田本円にして︑約二颪菰十万

オープンした一校だけ︒

としては︑翻年や湊人を覚凹しな

ひと月二十万円ちかくの家環︒そ

住宅地域のアパートともなると︑

3

2

れに︑足としてのクルマも必潤贔

いつくことができ濠すからね﹂

ーユ

噂←

−

麟くわしい資料をお届けします

X99？？66も6555444443333333232a琵2222222322ーユユーユー11ーユーユユー11

新しい価値を求めて

くては・． ： ・ ﹂

からか︑日本入学校は︑つい澱近

瓢繍轟
円勘後︒ギリギリの給与だ︒

筒校盤と串学生をもつある濱木
人聡慧は︑アメリカン︒スクール

3

11

¶幽

篇

の各雛階の品質

螂晦砺砺瑞

外

方がないものの︑後継薔に︑その

卦雪解

畷D

123

噌よ玉

︷霧鱗

6品質と舷会

イノ ノ

ぞ

贋孫水

使命感と不安と
問題があるように憩う﹂

話がキチンと伝わっていない点に

つ︒とうぜんのことながら︑かれ

樒D

GDD

郷媛鰭繰

。数鷺卜9購買・製遁運蚕轟

聞

フ

ブ

原
﹁二階にのぼったら︑ハシゴが
異国という︑風土の異なった社
会に身を耀き︑ことばのハンディ

入潮のために﹂という崇簡な理念

キャップをのりこえて︑﹁明田の

とがときどきあるのです﹂

降ろされた︒そんな気分になるこ

い蕊もって︑頭から虫らないこ

そこで焙った殿錘な経験は︑な

働き続ける臼本入職貴︒

に燃え︑文宇通り︑二十四時間︑

のことば︒逆に︑田増しに︑その
ことばのもつ蛋みを黙じるQ
﹁使命感に燃えて働いているう

つ︒宿命的に原子力は暇際性をも

にごとにも︑かえがたい価値をも

ちに︑いつしか︑濾国の人たちか

になるのです︒臼本に帰ってか

らの緩験は︑闘水の原子力界のな

は︑濠だまだ少ない︒そんなこと

ちがい︑ウィーンで働く藏ホ人

10．まとめ質疑応筈

L淑鰯説鰻本
」．検畿

￡．システムの贈定

●工擢の磁質

（1名）

ら忘れ讃られていく︒本幽に不安

うか⁝−︒不安のなかで働くほ

ら︑自金の働くポストがあるかど

の︑一番歎のいたい闘題です﹂

﹁こどもの数荷が︑私ども無代

こどもの教育

ばならない︒

かで︑フィードバックされなけれ

霞本人職顔のほとんどは︑外陣

どつらいことはあり旧せん﹂

雀や科学技術庁︑原子力研鐘所︑

動力炉・核燃料開発劉業団︑放射

学といった公務興︒

線医学小禽研究所︑乗京都庁︑大

ロンドン︑パリ︑デュッセルド

し︑送り出した旧任者が︑入灘異

﹁IAEAで働くことを説ル
簿フなど︑日本人が多いところと

ある入はいう⑪

動によって変わってしまうのは仕

お．入の認定：

瓢含、滋鷺薩ンプと

C．潤糾の認定
D．幾器の認定

（資糾・食回付）

ノ

O3（365）16GO（流）

τEL

プ、脇ビル

夏．プ嶽グラムの認定
G．事鍛所の認定

O原子一発躍駈の晶質とは
・品質機能概開
・品饗と法命
噂強威都品の品質
。贔質と騰

3名以」二；ま蕃33，GOO

（貞止管理活動）

熊谷伸一氏

。品質偲紅と級鴬

A．工租の聡冠

5．雪輪（Q）とは

費用》橘

魯属島のQCサークル

保憲Eの特殊性

・保証と欝随解決能力

8．晶質保既プログラム

9．品顕義強と認定・検査

。原子力艶電班の特殊性
。穀会の要求
9餐致●発注の力針
◎法命。規絡の翼求
畷AEA／JHAG／M弛C魚腫S1規格の類似覗と相災点
oAS瓢露粧絡の立場

￥38，000

7。厘茅二枚躍所および構哉部贔の晶質

・品質保証と資証

。品質保瓢とPL

瓢enlbe卸

AS麗E

し・鍵騰

F．図翻管理

凋川島検査サーぜス（妹）

。品質｛呆証と管理

。品嫉保瓢プログラムとトレーサピリティ
。贔践振凱のプログラムとマ鵡ユアル
。品質保瓢プログラムと方針。糠準との閃蘇
び契約毎の品目侭証プランの作州方法

・侭灘．と管理

（撰寄）
（以下山武）

。保紅プログラムの続騰性（Qコスト）

Q．監査

ε．嬢亀庸

（永松）
続一酌指飼類の誓成によるQA棊盤の整備他

。保蹴プログラムの育効轡：

。．蔓疋処理

原子力発電認

3．は￠めに
4．品質保証とは

毎事質｛果譲二担当i累」菱

置．工程管理

3．検査
K．テスト管理

逓産省・資源エネルギー庁

。管理凝謝の瓢合せによる保翫プログラムの分類
。管理要累の適粥レベルによる偲証プログラムの
分幾

C．犠飛蟹理
D．饗轟図欝

。保瓢のための管理笈素の分歎（18の誓理要；ζ〉

2．晶質保班向上対策の倉本的方向

、

敗扱。保
管・繊荷

N．不具含管理

（方剣・蔽織・認定・システム。鍛備・狸｝嚇
。保訊手段の分類（FC・王C・（老C・VC・QA弔iA）

露・z髄ラ

。侭鍵のプログラム

σiミ京・中身区）

出典：氷エネルギー省

A．組織

・（をA嵩Q×A

1。原子力発電所に係る晶質保鉦の現

会場》浅野サンプラザ・会議室

8％

〒王60凍京都新宿区買入欝」

1

ρ

認

毫

C瞬

G、

」

為

ε

㎎

」

＾oo

H・動翌譲

永松荘一氏

覇受講対象＿＿プラント欄連機材戦功一．設備運転管理、讃画担当者

τ鎧騒酪

凋

27鼠（；±二）9〜4醸拳

P9
P8
P0

米国の発電璽力麗構成

全段階での保証）

㊥原子力発電設備 甥灘盤暮論るべきか（設計・購買・製造・建設・運転
㊥いよいよ国家レ

期ヨ》57年2月26日（金）10−5時

96
S6
R8
Q5
Q5
Q0
Q0

6．保翫（A）とは

状（永松＞
c箏故・故罐の現状
・海業界の品質保訊の現伏
・絹の規制の動向 他

講師》

王》3（係∫竃級）

］E》4〈轟累」三と季甫f左緻）、

工》5（課長級）、

D（部長級）

：DDG（事務局次長）、

辺

4蹴

10
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1 70

1 15

15

7
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く王980脅二）
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上級専門職国別人員数

第口16号

（第二毬郵便物認可）

新

窪
窪

子

昭和57年2月4B
（3）

米原産が
リポート

?厭峯力醒鑑玄譲︵A王F︶はこのほど︑二九八一俸は︑一整磁鼠が原

劣の流れを坐し

⁝

⁝

可を予測するパラディーノNR ドタイムが四銀短縮されれば︑そ

八三年までに三十三駆の運転翻

電臓のいくつかを排したが︑孚持

はともあれ︑NRCは官僚的黙黙

挙上

慣故の影欝をうけて︑三薙間も建

況が急いた︒

笏

術聞題に移り変わってきているた

みちだ未来を迎えることがでさ

側にある︒安全で確笑な運転実

と

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

気

RS（遡及検索）

1974年以降最近まで

（財）原子力弘済会資料センター

が︑もし原子力発鍛所建設のリー

飛︶の畢郷が衡讃したことを除け群舞に鍛終的に発表されだ原子力

には簗らなかったQ

ちの詐認両鑑務をヤ分に消化する

たクリンチリバー繕殖麺︵C窺B駕約は色あせ気瞭であったQ十月

と

C婁鼠畏︒原子力推進といって の四徳原価の纒庶性は三〇％にな

幽艶人気蟹

猛︵ディアプロキVニオン一騒

機︶は︑藤鵬間題が解決するまで

の運厭認厨を出したが︑このうち

ていたのは︑許重三の大輻遅延間

願疑に碗任したが︑従を待ちうけ

パラデ．4ーノ践が八月NRC壷 NRCは︑一九八一難に︑三論

部の陳発建設で盤塁したQ ると試算している︒

Aの欠陥には手厳しく蜘胡︒

も

解

ぱ︑レーガン大統領の八二余計年粛閉は︑

々と述べるだけで︑具体的な政勝

という治療的性格について長

子力訓醗はぼとんどなかっだ︒八
のイニ︑ソアティブに欠けていた︒

毒予綜で認諾濠しく鯉額された原場

三指謝濫獲予鎌でも︑原子力は︑多

題であった︒蔑渠界の試舞による

レーガン声眺は︑カーターの欝

る見熱しだ︒放射姓騰繕物開脚の料サイクル凍結管簾を破嚇し︑燃

くの他の謝極と蝋様の扱いをうけ

バ

・︑鐸態

ことになる︒難題の大きさの議論

藤

窪

コストが趣籔暫にしわ戯せされる 設許斑がおりないという澱悪の状

れ︑そのため二十二百がもの追膿

で鳶二十か月もの遅延が予想さ リーマイルアイランド︵TMI︶

については︑一九七九奪筑月のス

にとられたぐらいである︒財榮野

︵おの︶は︑いくつかかし︑凝菓弊にとっては︑レー

受けるべさ隙十九炉について余体

還塁審斑が僚止された︒建設諮司

斧

リーマイルアイランド︵TMI︶ るようなものになる罠込みで︑予 閲企榮が参入する道を開いたQし

と︑〜九八五焦謙でに運転認醗を

鱗︐瞬
欝欝灘

も一瞬たUろいだが︑臨ちに︑ス 研究開発徽でさえも央望落胆させ 料陶処礎とプルトニウム利用に護

餐故後︑原子力発電運転協金︵I 舞の

や︶したてたが︑それらは︑必つ

と凸照している難破船の鐙存蒼

といっていいほど︑さまざ談の続

建設をも鱒かそうとしている︒

NPO︶を顯じて逮議した乱川徴の廃藁物処分プロトタイプ施設のガンの謡葉は︑摩にたどりつこう
理体制の改触に匹敵する努力を︑

レーガン大統領の就仔以莱︑何に︑門臣につけば衣服をきれいに

と︑発電閥の建設駿の面では︑荏
来火力の方が葬具性を強めている

トが吐いために︑結樹︑原子力の

が︑発電康纐の顧では︑燃料コス

原子力発殿所は甦設期間が饗富

方が歩があることになる︒

力誌象は︑感悩霊幾︵エモーシ灘
齢認町会識︵ASLB︶の審蚕に

製を特別に詐斑するかどうかをま

ナリズム︶から︑難しい経済・技
頓らず︑CRBRの予備サイト工

この変化は︑螺実に︑原子力論

めである︒

一九八一隼は︑原子力発璽にと

もなく淡定することにしている︒

って必ずしも磯実な転換の館とは 争を産業界に有測な方向に灘いて

原子力発礪の経済性と放尉性廃

いる︒

環物に関する国民の一ちの主要な

周無原子力反対行逡とディアブロ

るものと考える︒経済性について

は︑噴実は︑明りかにわれわれの

キャユオン原子力発電所封鎖曹動

が企図されだにもかかわらず︑予
配するに翌らなかったが︑この法

余議は︑蕪RC予螺権限法案を撮 では︑曜々しい繭冨伝と大騒勒員

を維持しつづけることがで芝る︒

簾をつうじて︑原子力発駆の膿泣

科学技術藤によってすでに実訟さ

廃菓物については︑鹸治指螂藩が

わった︒反対運動を盛りあげるた

あたってNRCにかなり薬軟な対めに︑いくつかの國体は︑放射線
限する泓律をもつているQさら 応を訂す内答になっている︒

両に傾いてきているので︑それに

れている処分技術を︑遡記する方

は︑クリンチリバー増殖炉︵CR 発露に薄する凶民の不安感を煽

とができ滞︒

よって︑廃粟物聞題を解決するこ

粘ぴっけることによって︑原子力

年の面心蕪と七十塞に比べて減少

︵あお︶ろうとした︒

もう一つ見落してはならないの

している︒なお︑あ譲り知られて

たは︑一九八二奪に州鼠役繋を畢

に︑四弼が︑寛雨漏蟹を考慮︑簸

しかし︑その効累は︑微々たる

のリスクを核職争に対する懸念と

想した人数が集蕊らず︑失敗にお

︾
轡囎
唾
いないことだが︑原苧力のキャン

距白血がの支出を議公が承認した
滋藤議金の欝下の焦蜘は︑蘭レ

BR︶の工瑠継続のため一二九千
セルにあわせて︑昨費は・在来火

のデータベースから、

る磁気テープを使用して、利用

ぞ写するのが困弊なるよ覆撮兼搬ゑ・た芝評し葎次霜露爽匙・プ・二二

﹁
発銀豆の建設画にも滞貸さ勉る力

艦

大な嫁曳はとらなかった︒纏は︑

r

⁝西尾クリアを配点︵ひょうぼう︶して臨場したレーガン新政権の最初の一年余︑どのように評

五一奪十月目乱調︒アイダホ贈に

ているため︑原子力開発に灼する評している︒

昨黛は磁力消蟹の坤ぴ孫は実質

設が繰り延べられたO

的にゼロだつたが︑これは︑霊に

（：全発電庵ノ躍｛にlliめる1タi｛イカの罰合）

⁝価すべきか︒以下に・× 娘 難 次 報 伍 の 内 餐 を 繕 介 す る ︒

のしかかる経済不況

価な遅延に見醒われて難儀してい
る原子力気軽燐をもつ少数の魔力

の祝福と激励の醤葉を今か今かとかけているようなものであった︒

待ちわびていた︒レーガン声明のある皮肉歴さんは︑レーガン篤朋

金壷に焦点をあてて報道したもの

か月もの問︑原子力界は︑大統領してプレスしてあげるよ︺と贈り

は︑原子力郡門は︑明らかに嗣政

骨子がホワイトハウスから漏れてと予習措躍について︑大統膿が原

レ⁝ガン政権下の鰻初の予鎌で

向に動き繊した︒

陥を孚厳しく批覇した︒原畢力批
的に優遇されるものと慰われてい

設にみられたQA︵品質促舐︶の欠

とくに︑一部の原子力発臨所の建

騨子力現制蚕員象︵N賦C︶ 判派も磯の厳しい態農に︑あっけ

であっ把Q

原子力にも予算の 斧
は︑新たな局識に同けて変化し始

くるが︑レーガノミックス︵レー子力のために努力し︑お金を支出

人瞭が原．†のエネルギーから徹

だが︑現実に盤︵ふた︶をあけて

ガン流経済学︶が叩心舞台となつ

気を秘めて取り出したのは︑一九

めた︒しかし︑NRC委員長とし
で闘鎌髭．趨放

みると︑カーター前大統領のもと

原子力発電量は史上最高

〜九八一無の経療データをみる

て原子力技衛奮のナンジオ︒パラ

することを惜しんでいる徴候だと

ある実験用編油墨二障につながれ

ディーノ践︑新NRC委員として

許認可改革へ ＜X

処分の舅にあっ

た幽個の灘球が煽々︵こうこう︶

実瓶家のトモマス・ロバーツ氏が

それから三十葎ーー寒瞬の磯子

懸場したものの︑N飛Cが寵漿暗

と開かりをともしだ︒

礁の傾肉をもつようなことはほと

に繕い︵巖近の推定で十〜十二

職漁藤織は︑三億二千男田万鮒の

によると︑一九八︸葎の最初の十の沈滞化に伴うもので︑飽二上発

一九七三鎌の石巌危機以來の経済

原子力発翫電力灘の画では一九

驚にキズとなっているQその臨接

隼︶ため︑その闘の利息の負担が

パラディ至ノ戊はTM工恥故以

か月開︑原子力による発面素力燈璽の捕ぴ率はぼぼ祓少の一途をた

んどなかった︒

でき鵜だけの飽気を生み出すこと

八一鉱は︑かなりの成渠をあげ

的な膨響はエネルギー省の調齋報

束つき家とっている引っ込み思纂

一九八〜郊ほど独乎力発駕の経

した︒一方︑原子力と石炭以外の

は︑石巌火力の二癌の嵌合で増大どってき罵︒

巖終集謝はまだだが︑米園内の

た︒

させ︑さし追っている運転認晦業

いる︒それによると︑一九九〇年

欝灘案のなかで︑的確に示されて
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べて減少した︒石漉火力が一二︒ た年はなかった︒
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力乞・Q六％︑一大然ガスO・暇二
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を発取した︒これけ︑康子力雄飛

％の三舎で減少した︒

一奪間に愚去最島の二千八麟五十

七十八軍の原子力発贈勝は︑二君

原子炉は∴十㌦封あると予麟︒今

が笑証された一九慨一年の米酸に

鞭八露磯蒙でに運転認可をうける

蕩の蟻理にはげ鎖せた︒薩は︑一

優二倖闇で︑運転ゆの療イ炉の致
クリンチリバー増確騨︵寡翼は

代の原子力発電原鯖は︑石炭火力

が一挙に網引ずるわけで︑崇憩腐
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おける全消垂込力蝋の約四分の三
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轟轟予想図︶の予算再診を除け
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蕉一極悶に三千件余りの門ライセ

原子力発艦勝の運帳画では︑昨

の開発ベースである︒
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に樹話する︒

廃棄物問題で進展

ばレーガン政権下でも原子力の
大嘱増額は晃込み簿・：︒

ベル廃垂物であり︑二つの勉娼蘭

事実はわれわれに味方する
州と連邦議会においては︑廃立

法案が下院婁員禽から出されてお

︵1■RR師故陳・蟹故鞭衝︶が行
われたが︑蟹大な安全性にかかわ
る像血は一度もなかった︒

ならなかったが︑原子力反離運動

り︑これらは翻艶の上︑第九十七
議禽の第二金期中に策裂議に送付

た︒低レベル放射性廃柴燈管理の
礎任を遼錦鶏金から婁任︵一九八

にとってもあまり芳しい鋸ではな

物の面でかなりの進展がみられ

子照射と熱衝駅による原子炉圧力

かった︒

昨黛はまた︑長期にわたる中瀬
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ハリスバーグでの鐙MI事故二 誤解をといていくならば︑謄偽に

二つの婁綴会の勤務局スタッフが
二題画の欄違点の解消に向けて作
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業を近めでいる︒

○葎︶されたため︑いくつかの州

ントン︑オレゴン︑アイダホおよび

出した︒椴彿の辮問協定は︑ワシ

容器の脆性︵ぜいせい︶問題が大

いるように︑これらは潜蔽的な問
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れた教膏の総て︑﹁突態﹂を教え

けならない︒われわれは︑与えら

だ◎教師の力によって︑生従か娑

れは︑われわれか求めていたもの

生従自封が動さだしている◎こ

を感じる︒﹁この町をとうしだら

一一凹＝

る︵閉食歴象で︒飽蜜の丸木俊
氏︶

原子力畿を糊すことは︑翌併
への犯響だ︒われわれは︑被ばく

圃続のおそろしさを知るへきた︒

書と接近し︑妓らの鼓しさや︑放

そして︑致蟹のなかで︑了どもた

能が鐙績されるのだから危険︵岩

外のものてあり︑現に︑ある静射

も︑それはあくまで自鉢放尉能以

分科会の全体会場には︑中学生の門反原発ポスター﹂がズラリ

明日の地域を
どうするのか

手・菖敏︶

翠蔓所一旦を建設すると︑ふ九た

交付金け︑躍餓︑のようなもの︒

枚︶

的に倣壊されていく︵無都・中学

きらず︑地力自治か︑なしくずし

立地悶題一

び交付金か必幾となり︑ご基︑三

介業が入ってくると︑白熱にか

エネルギー危機とい︸暑のもと

川︶

ちに類ら獲ていくべさだ︵神余

に推進されている原発をとり上

火力究牝の語を︑捜叉て蕪時則

謄

は大衆︵消鷲脅︶のものてある︒

に澱かされていたのだ︒本来・海

と消蟹蕎が紬ぴつき︑ともに助け

西海漁協に捗近したした︒生薩織

飼い償段で食へられる︒消盈織は

協同銀張は︑よいことのために

助けA嘲うのがその三三◎それなの

に︑魚をいかに商く死るのか︑を

その反省に二って︑西瀞涌協は

考えてきた◎
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胴瓢一嵩

＝訟
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冊

＝＝齢齢＝闘＝鴨

翫地慮元をはじめた◎濁潔な煎な

わねばならないこと③政肘・介業

なにか﹂をあきらかにすることに

総ざんけてはないか︒﹁爽の敵濾

の硬含が︑登悪書と泊饅蹟のあい

われわれは︑い菰こき︑この西

だにひろがっていった︒

泌漁協にンぶへきた︒漁師と乎宅

結ひ︑海を守るたたかいを噂すめ

＝＝噂冊臓凸＝一議＝＝＝＝二謄＝闘置

るべきだQ︵石川・小学秋︶

なせ︑そんなおそろしい騨子炉

だ︵石川・小挙校︶

竃勤かすのか︒それは︑原爆の材

繕となるプルトニウムをうみ崖つ

﹁核魁料ツイクルは︑新蛯科が

からだ︒︵轟木姓氏︶

いだかせるか︑問融た︒われわれ

生汝れるからよい﹂という幻夢を

すぐれた技術と経験が確かな実績として数多くの原子

施設で生かされております。

磁力

原子力蒋殊扉と関連補

﹁なせ︑消費者
は海に無関心か﹂

台うなかて︑﹁われらの海︑われ

らの魚﹂という愈懸が鳶ってきて

守る﹂となり︑漁師は﹁窩分たら

の海という意識を拾て︑消三三の

消擬盛が﹁われらの海はわれらか

瀕いにこたえる﹂とならなけれは

西海漁協に掌ぶ
融か九られ︑舶が汚されていく

＝一＝帽＝一一＝讐

かみ︑とくに校内纂力と登校撫

の解決を魚がねばならない︒こ

に澱く麗干しているだけに︑そ

習の増加は︑単三教脅のあり乃

戦後巖大の取回の危機と深刻

のは︑こどもたちの灘立と運帯

どもたちが黒鍵蝉騒を抱繕する

が失われているからた︒こhを

て蹴れがたいヒロソマで数研銘

平報こそ敦脅の大団標でみり︑

が欝熱し︑致掬と研究の自宙を

漸筏し︑学敏のなかに趣黛感を

とりもど虜には︑転ず散齢閤身

ざした聖業・翠巌教禽への磁極

うみたす努力が虞めらhてい

平箱擁痩のたたかいを抜きにし

薦なとりくみが︑いまこそ必蟄

秒購低を翼翼し︑ヒロソマ・ナ

この一ちの撫起にもとつ慕︑

る︒

様な軍狽数鴨敦翻の開発に力を

ている戦畢体賦の把録遜動や多

だ︒全国斜地で広がり︑観まっ

て敦杓は成立しない︒人櫃に根

会がひらかれる懇翰は大きい︒

な教管状況のもと︑人類にとっ

醜枝蚤艮畏のあいさつ︵要厨︶

こうして﹁反葦葺﹂という堅塁

いる︒

嘗

ならない︒

のに︑浸灯の声を大衆があげない
のはなせか︒それは︑大衆が︑海
や懲を自分たちのものであるとい
う慧識がないからだ︒

こうなったのは︑漁師が海竃自

織してさたからにほかならない︒

分のものと慰い︑漁翫のエゴを庖

膚冊＝一＝＝胃＝＝

不害なことに︑両薔は対蹴関係

のみえ︒鍬揚隆業がおとろえ︑も
はや原子力なしに生酒できない伏
態になっている︵福島︶

日置朗に︑﹁慮分たちの町をと

いなければならない︒どういう理

うするのか﹂ということを鞄﹂えて

密で︑原発︒火謡を必要としない

か︑という視煎が大難だ︵助
醤︑仁木仁一瓢郎氏︶

原発は核廃絶
の一環として
原発と核兵器一
脚発と核只器とは励とづる動き

いと便われないが︑除発据︑毎臼

うと厨二九︒聾県辮だと獣箏がな

うに期待するQ

して抵触へと瓜ける場にするよ

ガサキの心を闘本の隅々に︑そ

観た︑談ずます警衛化してい

入れよう︒

ることもたちの心身の彫込のゆ

もあるが︑これは問融たQウラン

で︑核録器脇絶遡勤の一躍として

肥馬から逸紙による被はく間鵬ま

るべきだ︒一二月には︑反対同盟が

みていかなけれはいけない︵幽晦
︒菖移︶

の行うことの本質を君墨晦な憲皮

ある︵脇海樫巾叢叢︶

はならない︒まさに︑原発は︑核

ているということに君号しなけれ

はプルトニウムの生産につながっ

い︒愚闇かかかる︒拠夫にちかづ

反早発のたたかいは︑繊武藍化︑

鍛器と轟く精UついているのだQ

︵由口・小学叡︶

に根づいた﹁擬かあるのだ︒そ プルト一一ウムは禦箏利購されよう

柴仁三廊氏︶

題曙謬鯉噌騨謹圏の

墨
i

四≡≡一一﹁﹁＝1槽一一一開一一篇≡髄T圭曽蕊一≡一一嵩㎜一一1＝一需一幽一一一扁＝Y麺雷1一ゐ⁝≡㎜一﹁≡︻＝1＝糟≡≡濫開躍1⁝﹁一

日教組教研集会﹁公害と教育﹂分科会より
幅謹二≡階＝1

一月夢篇十二静暴糖鎌耀都麟纒蘇難撫獺鞍鑓鉱器聾
㎜の講墾は・﹁とめどない核菰蟄と馨の誌か喜むとい載後髪の濫の危勢門斐叢餐のあいさつから︶と購

難審難灘け難耽鷺越霧騒鰻沸鞭灘襲腱襲鰍羅総

一鍛難馨餓齢礫駐輪黙嘱翼賛藤豆襲獣雛蔀蜜鋸
⁝歯を生かす形で再鉱してみだ︒円慰撫に所観する教師たちの多くが原子力・エネルギー問題とどう取り線み︑教脅実践し︑櫛域㎜

なくてはいけない︒鼓脅実践は入

鑑捲緊緊染媛動豫幼謬納糞捲複鐘・纏⁝無難巴
住民と科学者
の聞の通訳者
羅化される︑ということを忘れて

地域の中の小さなからみあいをよ

教師のたたかいをみていると︑

貞厚氏︶

はならない︵分科禽助鎗屋︑藤岡

切なことだ︵瀦爆・工業藩校︶

局舷生の就職は︑地元憲岡が強
いQ公告敦篇は︑地．兀の糧來に影
響虜る︵嘉隔・高校︶

鰻台活動より︑住民薄動の方が

よいか︒どのような町にするの

楽しいQLN臨監地反君閥融のなくみていないようだ︒もどかしさ
っていきたい︵静岡・小学敏︶

かかり︑系続陶な公憲の授業を行

げ︑その本管を考X︑隙大恥允に 基と繕興するハメに陥いる︵石川

した︒﹁製麺は書れてもいいか︑

の聞題を考えていけば︑ぼ法の問

艶皿貝の極製2て幡︑〜酷工塔 火手のことは急遜るな﹂と︒火難

・高紋︶

の誘致という晶︒ところがブタを

串心となって︑一万人集致を開催

・三菱系の三皇を理解し︑また臨

よる自然破壇︑放射能による人類

発建設が費本の利閥要求︑口末の

ウランは核貝鞍への一景となる

原発と核呉雛は購擾に閲慰して

で掃える力を壷わねはならないこ

の鳳点がある︒その翼実とは︑

﹁闘分の町を蝿そ

ラルとは︑人間として︑どう化さ

くことへの努力を朽うことだ︒モ

﹁すぐわかる﹂というものではな

放酎能を耀麗に放延しているから
単板︶

題とぶちあたるからた︵試臨・串

に立ち︑纏化成が建設している濃

する三尊た︵富輪・高校︶

センター◎今園の携致は︑原兆な

あけてみれば︑ラノ心慰ディカル

﹁土地ても海ても生命ても︑ず

いる◎だかどちらかこわいかとい

もの︒そのだめにも︑教師が兜頭
な闇題であると考える︵鷲潟・窩

核臥獣︑鼠竃霊義にかかわる曖蟄

ど︑穫に関する工瑚の進出の瓶

轟プラントの稼動阻瓦に官ち上が

潤奉献の結果︑生濠れた﹁私宙﹂

と︵新潟︒燕校︶

教︶

べて金で買える﹂︒これが編力尽

られる︒こうしたこともたちに︑

である︒しかも政艀の弼感は︑國

◎δ繋
人間らしく生きる力をとりもとす

襲の健慶を守ることではなく︑い

Ωδ

石︒藤然放射能にちかいといって

ΩδきΩ◎蚕蒼◎89Ωδ童δ39Ω◎◎§
①こともをふくむ麟罠の生命と

ために﹁あらゆる公蜜から命と健

Ω糞Ω

健隈を守る数膏②盤木的人権を侮

康を育る致商﹂を実践した︵広戸

﹁公芸﹂ではなく︑私か茶の創

り︑発展させる教蟹③総譜陶な科

かに望潮を矯っていくかた︒この

莫実を知らせることに公魯静観
掌教禧ーーの三つが公蜜教曹の基

・小学校︶

﹁公瞥﹂を総命的にとらえるため ラル︒﹁コミを欝欝に播てるな﹂

人間としての原点は︑やはりモ
本︒その進め方は︑感性的な問趙

戦箏←原爆←卿和←原驚という
流れをみるとき︑

としてのモラルを

うという︑入間

掘渥←験笑の認識←雪囲趨求︵調

何やら唇しい災鳶

原浮力葬法帽︑核只器蘇鼠へと

蟹故が究生しただめ︒それら︑一

か︑なせ警い︵化憂心︒琵検︶

蒐まれる︒︵

螺で︑三十発分のプルト一一ウムが

器懸盤
報隣国
懸視騰
知監盟

喜憂

圧C己
の
虚C上

蔽厩廓卜π隅

響韓⇒

射気：貿・

響弊離

離答防ハス

﹂

O

ゆ

O

器

蕨

教師と住昆運鋤〜・
阪憎の佐氏趣動から科牛鳴位凱
運勤へ︒抄馳は︑科︑篭Hと任民と

のみいだの﹁趨沢書﹂としての役
翻を顧たさなければならない︵三

墨征も伍民であることを独れて

曝・晦穫︶

か﹂という視熱が欠馨してくるよ
うに膠われる︵和歌由・貧氏︶

原電敦賀事故
はデッチ上げ
原発の実態一・

原子力発渇求とは︑放野鳩竃タ
レ流すことなくしては過転できな
い代物︒﹁平和利用﹂という犠の
もとに︑放射能をタレ流している

原譜敦賀購故は︑一般的に恥故

のだ︵石頬︒小学校︶

隠しといわれているが︑これは正
しくない︒テソチ士げなのだ︒田

べる︶←判断・行動など対応と流

がちかづいている

痴れている︒原子婦から生象れだ

﹁真実を伝える﹂とは
れていく︒むろん︑有容物質のタ

人類には︑本来︑定まつだ﹁

帯的なタレ証しの禽貌︵ほう︶が

センウム縦やスト欄ンチウム90が レ流しなと︑歓会的要國やメヵエ

わかると受容側は湿る︒察故で︑

混﹂があるのだ◎その園外・地域

ていくかという問融た︵分7一会助 戦態に反刻するただかいといえる

は︑この私の篶えに反対づるが︑

指瀬つることにあ

ような気がしてな

人間としてのモラルを教えること
を修得し︑目分たちが行動を起こ

︵石川︒申㍗佼︶

理擁教脅であり︑公轡教1異なのだ を一鞭運転すると︑k輪規模の源

としている︒哲刀嚇．級腺飛一星

くみを学びながら︑その技術の禾

公橿︑品薄こさ穫るものは阿か◎

の﹁心扁竃あきらかにすることが
企粂・行事の魚但︑寂然の動きに
ついて園嵐響けさせることが大切

さねぱなりないこと②自継・生感

なのだ︒モラル︑℃ラルては一億

罫を維好妊るためには︑臼分たち
の緑のまわりに渡融を払い︑軸索

これからのエネルギー間臆として

竃解し︑猛命宅難路にする心を蕊

陣さと恐しさを認饗したことは︑

公害教育のあり方で論議
ズムについての碧しい理解か必螢

①灘分野身の健康とケ活を貼るた

極出されたことは︑炉心に曝大な

らない︒君学刀熊

めには︑臨分たちか科学的な万泓

菅賓︑袖弓勲一氏︶

なことは昌を待だない︒公占数脅

いだろうか︒生従たちが原発のし

思轡に私たちは臥どわされていな

る︒一部の致帥

門権潤﹂を知るヒで欠かせないも
のだ︵千集︒小学校︶

公鰹によって︑こともたちの健

機鷲の中でとりあげていかかけれ

眺がゆかめられている︒こどもの
蕩れの原困のひとつに︑泓簾物の

裏

超一波感知警報器

＝

げならない︵慮￥工健混載︶

執二二知警報器インフラカート

篇

多い鑛工禽磁倣呑の愈生演があげ

電動感知警報器タイヤラーム

＝
＝

は︑まさに︑人問としての生きる
述の購故を隠蔽するために︑小さ
な門懲奴﹂としてテソチ上げだの
だ︵禰勇・間繊︶

原子力鰻弾が原子かに化けた︑
職争で久麟の人びと塗殺りくし︑

こんどは﹁平和利改﹂という彫で
じわじわと︑じっくりと殺してい

入室管理装置

『

﹁公選と数窟﹂分科会のようす解広騒

O

聞

馨

羅

繍

開

尉

・製作納入例一

第口開6号
便物碧司｝
。窮三三種璽｛

二

業
産
力

子
原

昭和57駕2月4臼
（5）

力
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熱出力 1 0 万 K W へ
もんじゅ用燃料試験に対応
鋤力炉・核燃料闇発輿業隈が︑その設立漸初から研究開発を進めてきた崎速細勉炉実験炉﹁寓陽﹂は︑現行腹心︵マ⁝クー炉心︶
での還紙プロジェクトをすべて無聯故のうちに終了し︑一月三十田から照尉用炉心︵マーク丑炉心︶に変更するだめ︑燃料弁台俸な
どの交換作型を開姶した︒装いを新たにした﹁常陽﹂は︑マーク狂炉心での初臨蝉を今年十一月ごろに予窪し︑脇摺五十八犀蕎には
熟引力十万KWを達成︑高速糾殖炉漂鞭頓﹁もんじゅ﹂の燃餌暇射誤験などを行うことになっている︒

難設に覇箏して以来︑順調に建設

子炉の設麗騎可を受け︑翌三月に

﹁営陽﹂は︑四十五無二月に原

プラント特性を細謹するための各

服遮蔽特性など覇速堰殖炉特荷の

とから︑炉心特性︑勲特性︑放慰

梯の商用増懲炉プラントというこ

この聞︑﹁常陽﹂は︑わが園最

ピン萄二十七末︵岡九十一策︶︑

十五渠︶︑燃料集台体当たり燃料
一方︑動燃では︑今回の炉心燃

千︶などとなっている︒

ることにしている︒

灘工とベクテル社との闘で結んで

さらに︑配羅等については三豊

昏
工とW11祐が共同で担漫する︒

いる原子カプラントに関する技術

種類・寸法

料変更作叢のため︑﹁搦陽﹄を停

報授￥には二二設翫︑さらに来蕪

役務契約にもとづきベクテル祉の

長時間の御使朋に謝えます。

このスケジュ⁝ルにあわせて今

末からは実綿試験に入る謝爾だ︒

Rについても水溜的僅業が始まる

の軽水炉は導入狡術から脱細︑大

ことになったことにより︑わが園

とでは︑﹁放射線︵能︶の人や膿

3．GLoyESが手の全体に良くフィッ1・するため作業践がり1常に良くまた優れた材質のため

APWR事務所を開設

襲した含WR開発霧所は

﹁田本型鯉口炉﹂の開発につい

協力を轡ることになっている︒

でスタートするが︑全体計醐のは

当醐は三菱蟹工のエンジニア十名

姓能燃料︑蕉気発生雛などの主要

は一＝％と少なく︑﹁鶏らない﹂

胸のX線鵜接搬膨一晒で約酉︑︑い

人は七九％となっている︒

境への影欝﹂㎎二％︑屋芋力発

JI＄一Z4810（放射飯能染防護用ゴム手袋）規定試野禽格品

止した際︑原子炉の自然電環億力

点心性と稼働灘の一山の簡潔をは

国内電力五社も参加

三菱璽工

三二熱工漿︵末永聡一郎挫長︶

立︑顯芝によるABWR開発計趣

アfなど じ濠る今痒後半にはWH社︑ベク ては︑すでに索亀︑来GE社︑β

は︑灘家型踏車力発霞プラントのかる③摂サイクル還転︑魚荷遡従

完成をめざしたアドバンストPWなど運転牲能を陶上す

R︵APW況︶開発の漸進母体とをめざして︑田本の懸悔にあった
テル社︑各電力会社あわせて五十

機器を握灘︒また︑炉心は三菱虜

一一三％︑四七％︑五〇％とし

﹁知っている﹂人は一三％︑﹁知

詑の放財線を受けていることを

かきいたところ︑﹁卿っている﹂

五％︵同二九％︶となっている︒

鱈所の安金耐策﹂四〇％︑﹁放尉

ユ．原子力試躍所を始めとする、原子力関係作鼠脅用のために開発された薄ゴム予袋てす。
2．全品完全検査によって汚染事故の原閃となるピンホールは全くありません。

の着雪試験を行った︒この試験

系の聖硬ポンプをすべて細止し︑

は︑一次︑一一次冷卍巴と空気冷却

ナトリウムの自然騒羅のみで︑炉
内温厘がどうなるかをみるもの◎

その結果は︑約二分二＋向後に
ナトリウム瀧度が四頁九十度と最

た︑岡嶺務所長には小禽成美三麦

任した︒
のAFWR開発には︑米ウエスチ

総説三爵三十繕円を投くするこ 璽二叢原励機蕊腰縄部狡齢長が就

るもの︒

一Uから水脚的な磁石準層をスタ

泉・九の内の新心際ビルに設躍︑

︐M綴麗に達したものの︑逓駄懸の なる﹁APWR開発盤務所﹂を心理懇的なPWRを開発しようと
〜す
六十磁の陣讐となる免込み︒京 がスタートしており︑今璽APW

最高撹制撮塵六欝鷺十度を大袖に
下睡り︑十分安念だったQ

国産MOX燃 ートした︒

祉が参加︑四隼この照租六十年の

ら一無賜に約頁ゾ．め敬雛糠を受

また︑わたしたちが︑自然界か

冤通しとなった︒

APW飛は①出力を蔵三＋五万ングハウス︵WH︶社︑ベクテル APWRの畏依的な開発二道は
桑性能アップへと大きく謹選する

設躍許可串講を艶羨に作業を進め

KWと︑げんざいのPW髭より大社のほか関薩麗力など帳内亀力五
三号墾工が全体のとりまとめと尚
低減する②最新熊鷹をとり入れて

型化するとともに蝋繕費を一一五％

料50ノを製造
動燃︑關補巻初から紫計

︑﹁ふげん篇などに便用

動燃笹蟹國は一月一一十九臼︑
﹁扇陽

これを︑五十五年一一月︑五十五

ぞれ

と思う﹂とこたえた入は︑それ

﹁原子力発醒が礪力の藍鼠となる けていることを門知っている﹂人

黛十一月の調査緒果と比べると︑

ルギー消費の増膿はやむを欝ない

エネルギー対策について︑圃民の努めるとともに足りないエネルギ

いての謝識︑照門のエネルギーやうにすべきだ﹂四〇％︑﹁節約に

この調幾は︑繊エネルギーにつが︑できるだけ添加はおさえるよ

子力石亀だと思っている︒

するプルトニウム︒ウラン漏合酸

と発面した︒

三％

だいに増え・﹁太陽熱発電だと思

一は斬たに開発すべきだ﹂一

した︑金歯二十歳以上の五千入をが上籔を肖め︑それに続いた﹁生

う﹂入は二八％︑一八％︑一一％

さらに︑原子力発瞳所によって

鏡伍︑総電力騒の約一六％が原

子力によって発躍されているが︑

らない﹂人は六九％だった︒

べきだ﹂はそ為それ八％となって

受ける放肘線の盤は︑その週辺で

以下になるように

こんな︑この劇倉をどうしたらい

人が一一％と少なく︑

管理されていることを知っている

一働闇に五︑ザレ

いる︒

要なエネルギー源は新たに開発す

と滅ってきている︒

灘強に︑昨箪十一月末から十二月活水準をきりつめてもエネルギー

慧識を調査したもの︒無作為抽出

月中旬に︑累訓で五十ナに達した

︵マーク〜炉心では三・一ヌ十の 燃焼腱κ万MWD／孚︵陶四万二
化物燃料︵MOX︶の製造が︑一

が逸み︑五十二薙四月に切臨界を

半数が﹁原発﹂と回答

逮成した︒

そのこ︑マーク茎炉心で五万K 種性能試験を行い︑蜘同職開発技術

した︒荷動回収数は騰千七人︑圃

切めの七円間︑調費員が面輪聴敗消腿は増やすべきではない﹂﹁撰

瞑率は八O・一％︒
それによると︑こんこのエネル

いと思うかたずねたところ︑﹁多

薙十一月調蔵結果三八％︶︑﹁現

庭のエネルギー消魂醗が現在より くした方がいい﹂四〇％︵五十五

濠た︑こんご十葎闇に慮分の象

花程度でいい﹂二五％︵同二八

﹁知らな

う人が四九％と約五圃を出め︑

増減するかでは︑﹁増える﹂と懸

現葎どの発駕が離力の主力とな

原子力発霞斯の原子炉やその関

性廃斎物の処理・処分対策﹂三二

原子力発臨について知りたいこ

つていると想うかは︑門石藺によ

連施設について︑蜜全対策が十分

﹁減

い﹂人は八九％となっている︒

二五％︑

％︶︑﹁減らした方がいい﹂一〇

﹁生活水声の同上にともなうエネ

ギー消躍のあり方については︑

聞約醤三十沙の処理で原価僧却で

多多4
た︒現窪︑蠣働傘制腿などの発足

きると斜議している︒

﹁変わらない一は
を澹えている︒

人が︑将来︑主力となる発電は原

と︑園便した人の五〇％︑中隔の

柵羅難将来主力となる発電
へ

纒灯e隠懸肋塑輪癖レ鰻靴鶴笠幡
不破茂今までとこれからを△口

一×十の十五乗個／箪方撃層︒秒

料の特姓は︑最高申性子束が五・

こんど交換するマーク韮炉心燃

瞳を十分に達成した︒

どで貴滋な経験をつみ︑初期の溜

W箆格熱出力遼懸をニサイクル行 による設設︑建設︑運転︑保守な
ったあと︑五十四年七月からは︑

マークー姫心を改良して七万五下

KWに熱出力を上劉させ︑約二館

統けてきた︒

途串で特殊貨物船にかえだ︒現征

せて︑約一千惣円を投じて原子力

﹁水力発

％︵周五％︶︑﹁わからない﹂二

る火力発露﹂六〇％︑

ては︑門十分行われていると慰 ％と上手を済め︑以下︑﹁原子力

おこなわれていると思うかについ

る﹂は五％だった︒

電﹂州九％︑﹁原子力発確﹂七％

二％︑﹁放射線の着順としくみ﹂

％︑門漂子力発議所のしくみ﹂一

﹁原爆と原子力発纏の違い﹂一二

﹁原子力発酵の必嚢控﹂一三％︑

発惣所の故障箸の実状﹂一八％︑

などとなっている︒

﹁そうは懇

わない﹂︵四五％︶が上園ってい

︵二七％︶より︑

る︒しかし︑﹁わからない﹂とす

う﹂

の虫力になると懸うかについては

また︑こんごはどの発権が鷹力

﹁原子力発露﹂五〇％︑﹁火力発

る人も二八％と少なくない︒

九％となっているQ

205±5
220土5

堆にわたって六サイクルの還転を

石渡鷹雄科学技監庁原子力局擾
は実験船に隈るということになっ

けが入るのか︒

は︑接燃料サイクルのすべてをや

﹁太陽熟発電﹂一一

％などの順となっている︒

元電中研参事
斎藤統氏逝く

発電力中央研究所参撰の斎藤統

月

氏は一月二†七瞬︑冠羅切のため

三十一臼︑闘竈においてとり行

逝査した︒五十七歳︒葬渡は

黒氏は昨年十二月一日から︑日

われた︒

86±2

多

昭和三十八奪展から五十五奪度

処理コストは︑まだわかっていな

象た︑藺レベル廃液の
資癌あつかいだった︒再処理幾用

い︒このコストがどれだけ電力料

不破氏

が醐くなったので︑園溶したプル

金に触騨されるかわからない︒周

こ為までは︑再処理は

ト凱ウムやウランの言値より︑コ

で大企業に資金が群れている︒

じようなことで︑研究開発の名繭

不破氏
どういう兇逓しでやろうとしてい

ストが講くなってしまったのでは

船の翔発をしようζしているが︑

るのかQ

ないかQ

また︑別の港を作ろう

捜術立国をめざし︑海運瞳でもあ

としているが︑これは﹁むつ偏だ

る磁塞が︑隠宅は別として原子力

らなければ開発とはいえない︒再

科学

石渡三滝団的は︑地域の発展

っだ︒環蕉は技術が確立され￥嶽

術開発段階では蕉確にわからなか

中規一郎科学技術庁幾官

を確えて︑将來酌には公共麹溢湾

不破氏

の十八年間で三蕾三十九億円Q五 ている︒
十六隼度は六十九億円なので︑台

これからどれだけかか

謂約闘下燃円だ︒

不破茂

石渡局擾今後の原子力船の熱

ことにでもなれば︑国民に対して

ってきた︒コストが高くなってき

験も成功して︑捜術は世界的にな

だ︒壷鐙に安い鋭気を送るために

ても︑京だ濠だ火力鎖題の畢分

とがわかった︒

っだものだ︒玉東のエネルギ1を 価より︑コストの方が上求わるこ
考えだ場台︑開発の方向で園民の

不破民東海再処理工場の計麟

は︑投質として残慢できるものと

三二は︑再処理は利益になると試
直していた︒現在︑東海工場での

考えている︒安全性については︑

期的視野に立って翻解してもらい

で︑エネルギー対策についてもK

何よりも纒先してやっているの

再処理二二は︑いくらか︒

石渡局擾トン当たり一億蕊千

それで採獅が取れてい

五菖万円で処理している︒

不破氏

木エネルギー法研究所︵金沢農雄

ていた︒

所長︶へ出品し︑研究継嗣を務め

株式会社コクゴ
東京都千代田区神田富山町25

360双

83ま：2

8．5

電話254−1341（大代表）

さは手の平の彫さをいう。

三興化学工業株式会社

8

2go以L

総落選元

190：と5

譲

包

@（囎）

製造元

500双

78士2

0．20一θ，35

76：と2

7．5

280以．ヒ

7

165±5
180±5

72＝と2

さ｝説

法

寸

PF難σ『置X GL◎V置＄

⑳）NE：W

趣

（田飢）
全
長

呼び番号 申指差さ
手の周長

65

るか︒

申しわけない︒関根浜について

原子力発億をやるに

不破氏胃森県の関根浜を考え

中川蝿嘗

ているようだが︑簡業継は工業も

再処理コストは︑技

船蒔代に︑舶用炉をもつていない

ているが︑競在調離で︑この籟

処理は英仏に頼んでいるなさけな

小松畏嘗

としたいと蕩えている︒

果待ち︒付帯設備も必塾となって

体鮒にコストがわかってきた︒再

い状態だ︒だから研究闘発し︑実

望として新楚係港の建設を苧刑し

衆議院のテ算委員会︵栗原祐掌

需要もない所に作っても︑栄える

利規のプルトエウムとウランの評

日本にとって原子力

協力を得ることが︑国民のために

石渡局擾

簡船の閣発は︑やるべきだと鯉ちえ

群処理コストと賑力料

小松蜀男資源エネルギー庁蝿宮

金の関係は︒

不破氏

︻再処理問題︼

なると繕じているQ

﹁むつ﹂の次の第二原

ている︒この基地として蔭をもち
たい︒

不破氏

石渡局畏長期的な話しなので

子力船は︑いつごろできるのか︒

現実的な見通しは︑もっていな

懸﹂一四％︑

こようが︑縫鐙については明確と

ものではないQなんで五薬〜二酉 てお願いして︑地元に認めてもら

¶むつ﹂関係の予算はどれ位を考

不破或原子力船の開発当初︑

は︑一一璽にも三亜にも誠意をもつ

婁鑓長︶は二日︑議題を門昭和五
なっていない︒

として審議を行った︒その中で︑

億円もかけて灘を作るのか︒

十七館厩帝鐸について︵総疲︶﹂

不破誓三議鍛︵共︶が︑財政再建

の立場から原子力船﹁む2︑再 えていたか︒
石渡局擾硬造費として五十六
欝欝を餅上︑現実は七十憲億円か
かった︒大湊幽については︑ニナ

た︒

六憾円をチ難し︑その通りとなっ

今までに予騨の四二も

鈴木首相科技庁罠露のいった

だい︒

1蔚り」50％

?力5％

処㎎聞題などを取り上げだ︒質疑

憾答の概要は次のとおり︒

財政億機といいなが

︻原子力船開発︼
不破矯

不破氏

原価を圃収できるのか・

るのか︒どのくらいの処理騒なら

通りだ︒

14％
火力

ら︑政府はエネルギー開発︑技術

議会料叢制慶部会が︑再処理料

石渡局畏予鰭トン数が処理で

昨矩十二月に開かれだ纏気蜜業審

きていないので︑まだ赤察だ︒無

やっている︒海運業界も︑田添原

金は︑核燃耕を燃しだ段階でコス

呵か︒

トに計上することが必痩だとし

かかったQ﹁むつ﹂の便贋騒購は い︒経済性をもつ舶用炉の研究は

る︒

子力配鎚金議を面心に研究してい

20％
@

ている︒原子力船﹁むつ﹂の開発

石渡局畏豪梯︑実験終了穫の
利用照的は灘洋観翻澱だったが︑

、

主か

闘発などに︑たいへんな無難をし

かQ

わからない

@

灘
羅
濃霧

に︑どれだけの経費を使ったの

将来、：主力どなる発電は

（6＞
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聞

王

業
産

子
原
齢三種郵便物認可）

第1116号

聞

F

研究開発リスク

のような戦術でたたかおうとして

をあて︑どのような視点から︑ど

たQ反瞭允でたたかう鴎体に焦点

しかし︑報告は﹁研究開発リス

いるのかをあきらかにするために

る︒

る﹂との観蜘にもとづいて︑その

ている偏とし﹁リスク測定の園難

クは傑険処理に不向きな醐をもっ

そのリスクを鰹減する必襲があ

あり方について検誕を行っていた

まとめられたもの︒

門この結果︑AV？袋件下では不

もの︒

の動陶についてこんご解淡する必

性︑瑠故講定の避難性︑擦険収支

持できることが判明した﹂として

軽減対策で報告

それによると報儀は﹁資源に乏

純物の混人がなければ撫気発盗器

しいわが濁が︑名優の制納条件を

いる︒

て︑こんごさらに凱闘胞叢の蟹望

科捜庁では︑この報告をふ濠え

科挙技術庁の研究開発リスク負

科技庁の検酎会

撮制肢検講金︵座長・木村栄一一

めには革新購な技商の開発が不変

打開して蟹疋成長をとげていくた

を再講蒼するとともに︑政栂の関

三一誉

一一翻一息

ｦ

一一一一霧

﹁﹁一嵩一H

三一一一門

三一蒼

三﹁鼎一

鼎籠署

無

智一

篇翼備

度﹂︵仮称︶の創設を提案してい
一一三一髄

︸軽

蕊︸㎜⁝

桑㎜一謝一

一一隅7

はかっていきたい考えQ

一三一一旧

一三罰一

贔蜀

鰍低減化を図るため︑鋼︑鉛にか

向をふ濠え・輸送従山妻などの被

BWRプラント構成材料の脇食にともない輸送慰数が増舶する傾
蛋成物︵クラッド︶は︑給水によ

ってが心にもち込象れて放尉化

えて︑より遮蔽姓能の優れている

門反原発運動の問題点をさぐ

い︒

﹁搬源立地をめぐる各地反附派の

る偏﹁反原発闘争と左翼協力﹂

B6判・九十二ページ︒足価七

組織動陶﹂の三醇から戯る︒

購︐磁構望は︑臼本りーダーズ協

欝円︒

電話Q濫⁝二

会へ︒郵便競漕一六二束尿都新

六〇1六三七一Q

掻区神楽坂一−乃

原子炉課程の研

修生を募集中

Rl︒原子炉研鯵所

田本原ぞ力研鋭所ラシオアイソ

トープ・原子炉研修所は︑四月六

一般課擢は︑原子力に僻する一

れ開講︑研修生を募集している︒

は今圃限りとする悪向︒なお︑五

箏務黍つづき上︑同委袖壁の交付

千万開の予算を破保していたが︑

研修断︑電話9一九二八一ご一五

研︑ラジオアイソト⁝プ・原子炉

問い命わせは汝城県︒康海村の原

璽盆

厘

跳7冒

︾

﹁
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陶崎凄業所：群馬累高崎市綿貫町・日本源子力概究所・高崎研究所内

の二次翻はすべて蹴好な状櫨に維

さらに︑こんご採用が予定され

まと濠つた︒

橋大教授︶の報佑樽が二十五澱︑

揃している︒

こうした試験結果を総妬して報

し・従獣謂の被曝の療闘となって

た使用済炉料の新型輸送容器を開

劣化ウランを遮藪紡として矯い

嬰鵠なデータも︑利用価仙が蕩

ている増熱幾柵の特殊熱処興凝施

発化の顕襲佐を強調︑貝体鮒に

一下藝

与のあり方などをつめ︑更体化を

欠扁とし︑とくに民闇研究夏負澱

民間の研究開発リスクを鰹滅す

さいきん︑科学技術の恥慶雲︑

m一三一一

言質

っていることから﹁こんこ潮間の るために﹁研究開発投資保険制

研究開発リスクが増大頗晦をたど

研究開発規模の入型化などにより

要がある﹂と掴摘している︒

したインコネル醐とバッフルプレ
ート期の鰯ステンレス鋼について
も門醗食性がすぐれていることが

象だ︑伝熱管破断誠験について

確認された﹂としている︒

漏誓p

で︑田本製鋼所が約二千七百万円

葡簿7

を受託した︒

ﾟ一

研究開発投資を促進するためには

訴陳姓物質の除去技術の開発偏と

には俊熱織に応力脇食躍れが発醸

儒は﹁げんざい運転ゆ︑建設申の

発生捌制のための鵬食防止法を開

いる︒本玉箆の膿的は︑クラッド

る際の技術曲な課題の摘串②構造

ス︑Bコース︑高級諜程をそれぞ

臼から籔二十九園一般課程Aコー

解析︑熱解析︑遮蔽解析などによ

更体的には①劣化ウランを糟い

発する︒

尉化しだクラッドのコバルト酸化

によるクラッド瞭去魁牲および放

靴するとともに︑イオン交換樹脂

皮箇中への三斜野心を解署し︑被

物理扁︑﹁原子炉化学﹂などの二

十二欝麗と実験︑海潔で︑Aコー

その雪起は︑放蟹性クラッドを

六六七まで︒

＝

02928（2）9533

東海事業所：茨城県東海村・臼木原子力研究所内

通薯

﹁十分な安全牲もつ
腐食防止策の有効牲実証
も﹁夕占蟹が撰偲を受けた弾倉で

加琉水盤原子力発毎所の雄気発生

して掘立襲作所が︑約二千穴蔭刀

も内圧あるいは外圧に対する強弓
は十分な余裕をもっていることが

る樵り腐食に訳する十分な﹄頼性

器は︑雲霞の状態で管理されてい

また﹁BWRプラントにおける浩燃脳輸送揚卸の開発﹂のテーマ

確認された﹂とし︑万一損鰐が鐡

﹁わが国源発の蒸気発盤器は鵜食に対する十分なG頼殻凝もっている偏i一画瓢省の翼気黒焦乏し鵯紐講煮客員会︵曇ほ﹂・誉爪
成文眺工大口授︶はこのぼど︑七焦間にわたる突譲試験瓢漿を集鉢成した調査報僧澱をとり京とめた︒わが国のPW況で旧識期︑り

指摘︑さらに漉動分布調整板を設
することが確認された扁と指摘︑

今後︑使用済躯料輸送猛の増大
閂を受話した︒

PWR蒸気発焦器二次配水処理胴では︑蒸気発熱器に対する社愈
蔽した最近の盟気発生器について

口拡大あるいは隣接懲への影讐は

をもつていることか更訟された扁

的不安感を払拭するため︑昭租五
は﹁その幼嬢により管敬上の流れ

と紬論している︒

磁した場愈でも﹁損傷管警笛の開

その剛比対搬について昭当山＋鋒から実識試験を行っていたもの︒それによると︑蝦鯛は︑﹁げんぎい輝日中︑礎設巾のPWR論気

には︑リン酸騙処理が初期に探用
十年度から五十五無度にかけて大

がさらに感触されることになっ

なく︑安全誓は維持される﹂と抵

ん酸擁の局翻案垢のため蒸気発塗輔翼熱靴が減肉をうけ︑一次冷却水が一．次鯛へ漏洩するというトラブルがひん発したのをうけて︑

されたが︑このリン酸城の局部濃
型試験設輪を用いて︑熟気発艦器

被曝低減対策四件に
科技庁技術開発委託費を山並付

一般に︑了い材料ほど放射線の

ている︒カリキュラムは軽子炉

る輸送響器の概念の閣礁化一iな 般的知識の理解と謬得を面的にし

めに二相流汗旋試験装置を設剖︒

おける鋭の腐食防止法の研鑑のた

どを行う︒

畷低毒を図る︒

きにくい赫所・縄墨では︑多大な

開発内容としては︑一稽流下に

労力を必蟄とする︒京た︑高線頃

蕊敵効果は大きく︑その編垂は︑

託顕の交付を決定した︒

また高級課程は︑工臨の再門的

スは九か月︑Bコースは六か月︒

甲子力施設凝縮低戴侮技術開允蚕

テン十九・二︑ウラン十九・○な

鉄七・九︑鉛十一・三︑タングス

室利罵によって︑成果の向上に慰

研究テーマを邉諾するため︑研究

ン︑クラッドの除去欝性を調べる

どとなっている︒ウランは放嗣性

求た︑イオン交換樹脂の鉄イオ

物蟹だが︑天然ウラン金属でも表

自滅では︑作茶道の猿隈も摺すこ

ため︑億気化学法による低濃度鉄

面線猷恥は︑一鯖間当たり数︑ザ

とになる︒

翼練的な開発内灘としては︑遠

コバルトイオンの分析法の確立な

イオンおよび接触滋による低濃肢

癖線簿率の規舗憩一時間当だり二

13コースが二十芳円︑島級課程が

捕集し除去するための新しい分離

十七難鹿予算の敗魅原案では﹁際

▽※圏マグロウ・ヒル祇主健

﹁八十隼代の原子力通踵到閥月

二十八臼〜三十日︒米圏シカゴ

で︑士力会社︑原子力機器メーカ

ー︑燃料メーカー︑政府機関︵N

RC︑DO冠︶による発衷が行わ

までQ

れる︒問い愈わせは原簾・幽幽窒

雄

達

劔

八

専務理事

〒i89東京都東村山市恩多町5司5司O

発露器は通舘の状鱗で鰍狸されている隈り唱璽に対すろ＋労な菖頼幹周もっていることが喫凝された﹂としてい聯︒

縮によって蒸気発生器の精熟管が
た臨としているG
象た︑二次側水処理逢揮発投薬

二次側の勲流動挙動︑伝黙懲の破

品処理に変更するという改着策に
ついては﹁この改門訴をとれば継

の︒

へ漏洩するというのがトラブルの 断挙動試験などを行っていたも

減晦をうけ︑一次冷却水が一物側

主な距閣︒このため︑この漏洩防
それによると報㌫は︑京ず挟流

止対簾として二次綴水処理を揮発
綾酌に海水成分が混入しだ場台で

科学捜術庁は昨館十二月二十五

性藁品処理︵AV？︶にする筈の 動について﹁笑機を極擬した一万

試験を行った結果︑二次側では膓

KWの奔露生器モデルを用いて も伝無管自休は軽微なピツティン

田︑照浄業蕎に薄して総額約八千

その一つは︑門響動ス︑︑︑ヤ採取

隔臨動の試料採取装麗に通応で

装灘の開発に関する研究﹂として
千代田保安溺贔に蚕謁費約二覆十

き︑諏取効編の大きい欝欝材を数

塚しょうとするもの︒期問は一矩
管理を行う上で︑濁染蟹展の有効

問︒

万円を交付する︒鵠的は︑放射線

レムで︑それだけで輸送容器の訣
もう一つは︑﹁進行父番磁界を

酉︑爵レムを大きく下まわってい

八十71円となっている︒

授業判はAコースが幽甜瓜田刀円︑

どを行う︒

弥濁した放躬門脇食竺編物︵クラ

る︒

税比較し︑効添の濯いものを選定

ッド︶の除去技粥の研究開発﹂と

する︒岡時に︑採取材を適蕉に被

いうテーマで︑石川赫播磨重ユ集

︵スミヤ︶法の劇動化︑遠隔化︑

測嵩物に鰹着させ︑採取材を騨動

が約二千七魯万円を璽藷︒

な課憾孚段である衷薩拭き取り

在︑人手によってへ0．紙︑布などを させる採取機構の検講を行い︑採

迅連化を図ること︒スミャ法は現

取数躍を設引するだめの寧礎資料

終了したため︒特に取賀は︑与奪

方法として︑進行交番磁界を応用

しめ切りは三月十五臼︒詳しい
を糧る︒

巡の放射能漏れ璽故が譜

科学技揃月では︑今年慢三鯨六

用いて一か所つつ検査しなければ

無月に

一

ならず︑広範幽な場所や入乎の麿

一
9笛料雪起

﹁誰のための

反原発闘争か﹂

日本リーダーズ協会が刊行

艮隔り⁝ダ⁝ズ協金はこのほど

国際会議案内

費捕助金しとして三釦三千欝融万

子力施設被曝低減化技術開発促進

る︒家た︑水中にけん濁されてい

返な磁場構成︑形状などを求め

円が謙⊥されている︒

したシステムを開発すること︒実

温︑高窪下での牲能逢確認し︑実

面化して以来︑約十か月ぶりに営

億円をかけて︑一般捌水路の新

機に適話する際に必備なデータを

業趣駄を側聞Qこの醐︑黒白福建 際の陳守炉馳設に取付けて︑冨
一月の原ぞ力発矯所の稼働状況

設︑洗濯縄液ろ過装麗建屋の薪

蓄種する︒

最終段階における調整運転巾に︑

﹁議のための反原発闘争なのか一

慶監修︶と題する単行本を拷行し

1その闘う理論と打動﹂︵醐醸茅

理事長中井敏夫

専門家の翻訳自宅アルバイト歓迎（秘密厳守）

産
の安金牲を実凝する必要が撫摘さ

対策がとられたが︑こうした対鍛

かった偏としたあと﹁しかし︑か

グが発生するのみであることがわ

バルブ駆動爾窒纂がスの鞠精盛懸測による簿

食につながるような厨部的な流れ

67．6

れていだ︒
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五基が定検終了
し再び高稼働へ

は︑隠閲稼働潔七三︒七％︑設漁

設︑驚・漏洩検出綾緻の設躍など

︻月の運転奨綾

利扇編六七︒六％となり︑前黛同

開発内容は︑永久磁石を溶いて
を進めてきた︒

格納容器内のパルプを駆動するた

る継続綿子を効果胸に脱磁する方

進朽交番磁界を発生させるのに最

これは凱浜二号︑玄海二号が定

めに用いる鐸素ガスの補給量僻論

なお︑浜岡二号は︑定期検竃の

月には及ばなかったものの︑前月

よりかなりの妊稼働率をおさめ

弓︑同閥

法蕊よぴ搬構を明らかにする︒

た◎

二︑敦賀︑縮錺第〜の

期纏蛋を開始する一方︑乗海第

が無腰され︑二月ご口から運転を

さらに︑﹁劣化ウラン遮賊便剛
停止し︑陳囚を調薮申だ︒

醗

一一

号︑大飯二丹の五星が定期検査を
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原子力の翻訳は専門家のいる当社へ
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モデルから有隈要素法（FεM）

扱うことができる。

される構造物の耐震解析の場合などがそれです。

によるモデルへと変ってきて、大型で複雑な対

また、これ煮ての仮想墓盤面以下は剛体とみな

⑳等価線形化法による地盤物性の歪依存性を聖

象物を相手にすることが可能となってきました。

した総覧では、地表面と仮想暴盤面の闘で生ず

㊥複素応答法、FLUSHの伝達関数の捕間アル

慮することができる。

FEiMを利用した耐震解析プログラムはいろい

る定在波が、解析結果へ悪影響をおよぼすこと

ゴノズムはそのまま保持されているので、効

ろと開発されてい擁すが、その中て広く使用さ

もあり覚した。

率的な計算が行える。

ゆ
ニュークリア・チータ株式会祉

大阪騎努所；『＝b50大阪南西区頁調些二丁目4遙9｛諒剛醐華代ビル

メーカーに継し小型の

イ馨

㊥入力地震波を仮想墨板面への入射波として取

価された︒これに閲遮

リ；

vリ蓄ブイ蓑ルド

債縮織罫輝

構慮物

フリーフィールド

伝魑境胃輔

〆

することができない場合、そして、斜面に建築

職
であり︑それによって欝磯漂︑俗

く提供ずることが初期
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フリ1 イ1

境野

境界

ド

1〜

〜

インド︑イギリスや多くの開発

欝

メ『皿剛

エネルギーに健鉱っていろ︒

の黎望がユーザ⁝から

クを少なくするため必

九〇奪に笥バルト60供

実に近づいたモデルを使って分折をすることが
可能なフ［コグラムか

9馴▼

＝6
おり︑この分野に関するポスタ⁝

達上圓において潤用が遼められて

極蜜性を物鷹っている︒

発入が鰻も多かったことも︑その

器を便漏しているが︑

収鰭フィルムの製遊に

祝のベアード氏は食品

マイクロプロセッサ⁝とのリンク

計測︒制鯉におけるRI刊胴は

によ︐．て表示システムが人きく邉

であるとはっきりのべ

晦な数字は公讃しなか

㍑法が窪済的にすぐれ

線プロセスの翁エネル

題し︑また故陳が少くなり︑傑守

が答矯になったことが注闘され

装などの嫌悪処理への

た︒しかし︑一騨︑感展がよく仙

分の一であるという︒

R董の煮某罰堀では︑プロセス

放尉線プロセスは加速器やコパ

本四干万謝識リーに

小用コバルト60照臨施

子力公社がこれまでに

設でコバルト60の撚掻

︷九九〇鐸謹でに年聞

轟戚万鴇に達したとい

とが明らかにされ陀︒

供治能力を連成する予

Eからは食品照射︑ス

ムを進めていることが

尉にセシウムを利用す

Gネルギー利用効串

ータ至重入などで加速

一楽hし︑大型化も進ん

れた︒

が臼本︑来鰯の代表覧

途上懲への技術移転

なっている開発途上囚

AEAの鍛も蟹要な任
方について畑花教擬を

真南アジア︑アフリ

パー︑先進羅︑命懸機

アメリカを代表する途

−南画の途上国での萄

るメンバーによって識

のひとつに、カリフフ1ルニア大学

」，しysrner数授など｛こより開発

＝臥

照ができる③照購により同時に滅

響ら3傷る②窄漏で裕易に村料の改

硬としないので樋曳の︑圃い習照が

の利蝉は︑触媒などの欝血物を必

どに磁要なもので︑①放射線利期

一AEAグルノーブル会議より
ーー帖

難蹴九月二十八籔から㍑日間にわたり︑フランスのグルノーブルで開かれた工AHA︵国際O
原チカ畿関︶滋雨の﹁飛1と放曝尿の工業利瑚に関する国際会謡﹂は︑三諦のうちにモの鞭を
閉じた︒これはアイソトープ︒故曝繰鼓術の丁凝利用の現状と開発中の捜伽の検討を圏的とし
たもので︑﹁工業裸鰯課プロセス技術﹂︑﹁アイソトープ︒放射線技術の経済効果﹂などの8
繭ができるi一ことなどである︒
フランスでは︑椴近︑放射線法

ベンツ社が出動恵の設謝に大編

わめて大きいことが・

期した計測・制御の経

であり製法に比しその

にR1技爾をとり入れて旗燃して

ている︒

によって開発されたIUD︵子寓頼蔑の晶い演難器の開発が蝦京れ

る︒

内獅入リング︶が連雀化されてい

いる獲湧をザイラー醇士が明ら

によって繍藤教授らか

田本から小林聖目︵田水原子力

かにしπ︒放射亀した材斜を罵

研究所・醐崎研究所駈疑︶によっ
て蝦告された臨薬品の除放化︑酵

セスのすぐれだ特轍として︑①線
源技術の進歩により照射コストが

溢の銘を列翻すると︑

た︒その数例について

・水分副〜対九︑唖鉛

ク厚み謬では一対三︑

いての回転郡磁の摩耗の測定︑

滑油の消費為筋測定︑クリプトン

トリチウムをトレーサーとした潤

による璽内換気の測雇が応照の主

累の固定︑医薬品や瓶原︑抗体の

して注嗣を禦めた︒今後これらの

な鋳であり︑こねによってすぐれ

闘驚化は新しい分野を間くものと

鰯網が鰯力闘係を紐ちつつ庭めら

る②畿子線塗装法にみられるよう
に瀾蝿汚染をともなわない一など

れることが望ましい︒

毒一購三十︑脱娩プラ

をあげ︑照尉製晶の売十げ闘が二

用副測制卿︑トレーサー利用︵尺

ルトー60樋設の設謙のために初期

漏れの検知におけるト

讃〜対州であみ︒豪

応器設讃︑漏漉の繍難など︶︑非

投資が大きいが︑エネルギー消蹟

ヴ

新嚢
も

︒次

ン務
ヨ灘

シA

用の鐸済効果もきbめ

つくった新しい響町がジ戴ンソン

どをアルー3ル酸とともに断獄して

破腰検葦および霞鋤電工凝におけ

なメリソト

ワックス祉によって紹介された︒

る船耗挙動と摺尉掴の消盟試験答

羅

リレ窺・︑︑．剛 ．ず︑爵

ぷ

．酔ぴ

二心涙

燦

@雛灘．

央︒
．・昇騰 中
畏

つ

てあることが鼻体例をLUて田燃

生薩規険山ヒでは熱癒よりも鵜和

般なことなどの理感から︑一短の

への早漏の醜硬樽かそれぞれ招待 が少くまた浦緬な各層荊などが不

トレーリ！利墳は鑑遡な装羅

を回収するのに利用されるQ木材 講換により翼汰附に㎜小さ汽た︒

か︑油と水のエマルジョンから廊

この製崩は多段の水分を吸収す

8︑R一と放射線利用の経済的

7︑アイソトープ利用の璽引敷 た探済砺疑をLぴているという︒

十〜雲卜趣ドルにたっしていると

下ったこと②衛エネルギー法であ

筒分子化学研究飯︶は放財線プロ

・獺立科学研究センター︑放磁線

セッションがもたれた︒今闘は工AEA店回利規・化学課口兼RCAコーディネーターである

や大気の汚染を勤止するため

権が諜題

術開発は先慧國のみならず︑

いても大きな関心駕となりつ

ド︑メキシコなど開発途上鋭

る︒トレーサー利用による湾

︑臨子線塗蕪法の採鳩による プラスチック複禽弱の謙材は︑順

設計︑重富榮件などの確砿に自用

協染の防止翰墨などが論議さ

ック短命露を三品霞したことが発

︒大棚の騰水︒舞ガスを処理 圓じ手法を用いてレンガプラスチ

表された︒

日本からは東レの発泡ポリエチ
レン︑住茨餓工の禦儒耐熱慮線が

＋五〜否五十度Cのきわめて商い

紹介され︑後爵では︑鍛近︑酉二

耐熱性の製贔が開発されたとの報

灘灘

澗に伸びており︑鍛近︑取国では

検矧︑埋水︑廃ガスの放射線

る能力をもっており︑紙オムツと

︑環境保全への放射線利用は 述べだ︒濠だ︑繊謝状のものな

の探萱の逡歩が注口された︒

る石炭︑石抽︑天然ガス︑ウ

用による進歩︑巾弾子の利躍

巖近のマイクロプロセッサー

技術が効集的に矩われてきだ

然澱源の探査にはすでに長く

︑資源の探董

可能性があるとして期

町乗出氏の報簿によってこれら鼠議のハイライトを紹介する︒

金識は三十九が園から二資七十
八名の参細思を集め︑十九の招侍
講疲︑六つのパネル議論および八
十九のポスター発喪を申心に進め

望︑祷認な資源再利用の研究

られ苓
西独のミュンヘンでは︑すでに

汚掘処礫の照射プラントが碩調に

七年闇もコパルトー60による下水

稼勒しつづけていることが︑本プ

穏ジェクトの轡葡からの瀬任薪で

あるズウス博士より報欝されだ︒

二十万人分の下水冶濾は懸離され

ている︒

た後︑肥料として農地に罵茄され

一方︑楽園のサンディア研で

の轄瀕湾泥の照樹プロジェクトは

セシウムー謝の荷効朋胴の図附も

浅は︑近く︑心歯するア
ことが嬉能な大型照尉裟闘の

による照尉コストの鳳減が課

さ為た︒

歴史的遮塵の保存をガンマ

産︑たとえばすぐれ

を長く保存するため

告が注囲されだ︒

放射線プ百セスをさらに醤及さ
せるための要件として︑①放鍬線
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霧の作成にいたるすべての葦戸を受け持つことができまず。ご用命

逢融を設定できる。
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近年、といっても地盤一建屋連
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プログラムの改警、データの作製、計算、結累の考察・評価、報告

孝占

面波および実体波
によるエネルギー

にしました。

塞

ただ使用するのみでなく、ユーザーのモデル化の段階から、幽静な

粘
性
境

性
境
界

でX干：LUSHと名づけること

あり︑エネルギー省︵DOE︶の

のレミ

肝入りで進められており︑担当濤

ルバカーキ箭の汚泥照射処理装綴
を皮切りに︑今後︑池方都術にお
ける同掘荻圃の璽設に罰が擾助す
る餅醐であると語っている︒照射
された乾燥蓬漏は︑肥桝としては
もちろん︑家畜の飼料としても利

一刀周化させて日工

禽浸したあとガンマ

理場でのパイロット試験を完了し
を高めるユニークな

ムとしてすぐれだものを提供する

製品を得るために一晒したシステ

スの原子力庁︵CE照樹は全工穆の一鄭であり︑蝦終

れ︑すでに数懲もの

され︑博物館讐に展

︒韻近︑装櫨が大型 ②工船界の縫雷蔭および技術瞥さ
ﾘ管

燈鉱

渉

FE離モデル

羅㌶のソフトウエアに中ットする

NDCでは上述したように既存のアブりケーション・パッケージを

詔

嘉

てくる場合、長大嬌などの
FしUS縛の築デル
となったのはそれ1まど昔のことではないのてす
ようにその耐震解析で地震波の伝播速度を無視

『

§長（E就ended）したということ
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ニユークリアゲーヲ楓舖は㌻試鋼数値解析研究所と伽づを塗していま瓠

は下記営業部へお問合せ下さい。

だMI饗lHVE四阿開山による

渡掲︵闘形物三％以下︶の丁子線

照財処理の捜術は︑フロリダ州で

実用化される討画であるという︒

薇KW︑一・五MeVの躯速器 に

より千立方規／田の処理を行うこ

6︑薪しい分野・医用高分子と

要であることが指摘された︒

に対する瑚解の普故tなどが磁

回遊位のもの求で処 らには工学系大学生の放射線技術
ルコなど多くの文化
る国もこの狡術に注

生物活性体の固定化

されるとともに︑RC
好ましい流感として歓

ってよいのではあるまいか。そ

X−FLUS鰹のモデル

成系でしっかりした解析が可能

熾
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伝
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ノ
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プ環セス品詞利用の

楽︑涯独︑フランス︑闘本の代
表醜な研究番から燭つの騎鵬講演

懇懇箸種々の特徴を持っており、複雑なモデル

に疋・

が行われ︑簾近の進歩が紹介され

々と呼んだりずるのは、少々いつわり有りとい

麹騨1
1闘陽

スヒ⁝致授︵英鵬科学

側方境界からの表面波によるエネルギー逸散の

②
國，
た︒生体親箱性材料は入工臓器な

能を追加しただけで、メタ何々とかスーパー何

なのてす。
素応答法の採用、伝達関数の内挿可能なこと、

すなわち、X−FLUSHにはつぎのような機能
を強1ヒしました。

されたFLUSHがありま軌このF：LU＄Hは複

いものが多いが、ある＝フ〔コグラムにわずかな機

X−FLUSH
プログラムの名前というのはだいたいたわいな

これらの問題をモテル内で陽に表現し、より現
れ、大きな実禎をあげているもの

再び蹴US騒こついて

FE：Mモテル

致し物した。F：LUSHを機能拡

．、

いして、斜めに入射
してくる琴芝波を取
ル 養うことができる。
㈱左右両側方境界て臥
それぞれ独立した
条件、すなわち、表

て皆様にご利用ねがえるように

は 議畏 を

フ

ているFL．USHに機能を追力日し
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が、耐震計算が、ロッキング、スウェイパネを用
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西
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にたいしてもかなり愈理的
な解析をすることを可能に1
フ
してい諌す。
フ
しかし、F：L−USHといえど
もつぎのような条件を轟轟
ル
に入れたモテル化には必ず
しも強力とはいえません。
すなわち、地震源が対象構
造物に近く、波動力解折領
。敷。
域にたいして斜めに入射し謬敷

成系の構造解析によく使用され

ｿ

舷

とを塘えている︒

陰ホ原軸力研究所によるコンポ
スト化の促進技術は新しいアプロ

ーチとして浅隅された︒原研がカ

を入れている放射線團定化酵素に

よるセルロースの糖化技術は︑多

康爾アジアの国に︑将来︑有用な

趨の職業残滅をもっている雨果や

採嬢

うにのがR
題開すれメ、処染つ吾こイの
線
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進
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毎日木瑠日灘行

購読腰1聯づ｝揃金5300飛

筆離璽裂円円（選二二》

電源立地審査の捉進を
安全確保︑地元協力前提に
臨時行政調査食︵土光敏夫金畏︶は十醸︑﹁行政改革に製する第一茨答暗﹂をとり塞とめ︑鈴木内閥総理大匝に提超した︒昨年七
月の第一次箸旛につづいて︑今画は︑とくに﹁静羅幾等の整理舎硬化﹂に焦点をあて︑そのあり方をあ選らかにしたもの︒それによ
ると答瞬は﹁許認町等の規鶴監懸行政はたえず枕愈経済憎勢等の変化に適禽したものとする必要がある﹂と強調︑とくに撮源立地関
遮詳濾珂については安全の確保と池光の協力を削提に﹁果期かっ灘極朗に対応することにより︑野飼の縦裂鑑︑巡濾化をはかる必鍛

認荷讐の規制臨願行敵は︑たえず

析︒こうした現状をふ荻えて﹁詳

対応を要するもの﹂のトップとし

がある﹂との湾え方をうちだしている⑪

笹電は︑謙ずわが瞬の規制一瓢

と企業の批鼠曲運任の一騨の朋確

穐なければならない偏との勲㊧え崔

今十五圃穴金は︑﹁標子力発織

は詳認財の禽理化を換るべきであ

て﹂を塞調テーマに︑五つのセッ

による関趨許認測の麟請の受理や

呵の晦請を憂罰したり︑処分を行

必要がある﹂と揺鋼︒さらに詐認

に支瞳をもたらすことのないよう

する手続きについても﹁謝画実纒

上駅前に行われる飛地確保に濁係

喚がある﹂と強認︑さらに慮調審

上祇の技衛答など女洗斑薦む十一

蔽に麗任をもつ紋艀灘係者︑鰹紙

の八か国から︑工業開発︒捜嚇移
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米電力が全力投球
劃謬齢九月までに評価基準
来園の継力業騨は︑二月四日︑ジ灘ージア州アトランタにある原子力発霞運転協金︵INPO1ーウィリアム︒S︒リー金長︶に二三

子力発爾所建設品臓評価議臨﹂の実施を依頼︑原発の設訓・建設における品蟹保証︵QA︶の確保に全力投球することになった︒
このいわゆる﹁原発建設QA誓書﹂は︑ディアブロキャニオン原発での耐灘設剖ミスなど一部の原発の設部・罫書でQA上の欠陥が
みられたため︑鷺力業界が︑その改魯に桑り出したもので︑貫体的には︑愚察九月までに︑設謝・雑嚢に26けるQA評価墓率を開発
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の︶全うイフサイクルを概観する

ッフを送り込む︒さらに︑鐵協会 膿発の︵設副︑建設から運転濠で

圧ホースが継ぎ手からはずれたた

遽鮎するのに用いた離径八憾の亮

ブ讐九四扁を違棚としワシントン

る薫っの銀行は︑﹁イニシアティ

十六入のれ楽員の靴︑靴下︑ズ

緊急時対応

まで︶の認可にあたっては︑緊慰

力趣転謂可の発行に関連した緊急

ば︑原発の硬設は一九七六軒法の

ン

、

り︑翻臓以来︑運紙中原発の評価

グループが愈体の作巣を監幌す

絃辮の開発に傾注してきたQ虫 歓の上級受理者からなる士別凝議

州スポカンの漣邦地裁に提物して

いる︵諸撚＋二月︶︒

め︒

漏洩した水は︑一瓢襯の補助残

プログラムをもつことになる扁と

ボンの一部が︑水浸しになつだ

た後︑作二藍は仕事に復覆した︒

が︑石けんと水洗によって除渠し

N R C

で規則変更へ

米腺子力規制委員会︵NRC︶

て二つの規制変更纂を発表した︒

は︑このほど︑緊急階対応に関し

に藺工したが︑その後︑電力照要

する塞盈は不要で︑オンサイト計

蒔のオフサイト議画の妥当性に関

利子の支払いための

ので︑原子力安金茶認司鼠議での

時対応演習の笑話睡期に関するも

よる実際の運転認斑発行前に︑緊

運転認可決定繭でなく︑NRCに

で成立した﹁イニシ
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た︑今礁からは︑燃科初装荷と巡

屋内に閉じ込められており︑その

従業鼠被曝は検出されず

これらの評価結果慶もとにして︑

な被曝は蔓けなかった︒

％︑八八％︑二四％︶︑および同

に建設費の茶渋に強暴︒とくに一

の伸び率の低下や黄喬調達難さら

︵同四瓢一％︑〜五・四％︶の建設 燃料装荷と低出力運転︵五％出力

州リトソップにWNP鶯︑五号機 それによると︑原子力貫目所の

機︵幽玄進捗孫は蚤れ謬汽三一
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の悪循環をくりかえ

幕無を発行するなど

もう一つの穀類変更案は︑全嵐

いことになる︒

景後で愚工したWNP四︑五号機画の猿轡件だけが櫨査されればよ
七八年にかけて︑ワシントン州リ

については︑その長期建設緻が市
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来国のセイレム燕子力発憲所で

収された︒

後︑鹿液処理システムによって回

糖理響動のQA又又を評働する︒

筏は︑臼身の原発の設囲・硬設の

で8アトンの水漏れ

米セイレム︑原発

述べた︒

今年九月嶽でには評鋤響準が開

番︒

フを派遣することにしている︒

帳起動が聞近の原発に補助スタッ

﹁膿発建設QA副画﹂では︑I発される予定で︑墨家謹でには︑

験と鹸認の璽例にもとづいて︑電

NPOは︑これまでの産繋騨の縫この8一画に参翻している倦累減禽

力余熱が原発の設計と建設を蟹騙

沖︶の男瓦放愚拙をおびた水が漏
INPOは︑離断の将来の濫め方

二千曜︵八十七

するだめの図播的な評価纂藥を開

二月〜躍︑約二万

発することになる︒この融画を援

発したという豊霜な縄験をもって

いずれの作業員も検出できるよう
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プローチによって︑粘力撲界は︑
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；基の建設を中止

所の運転に向けての巖秘の盤要な

いる王RPOが︑この謝画の中心 楽園の公益撫詩体であるワシン

饗謝か資金繰り難航のため

劇に行っている錨賢保訂計画を補
段階において︑一貫して掘いレベ

﹁われわれの霞標は︑原子力率徳 安全運職のための摺針と纂準を懸

強する役罵をもつ︒

ることになる︒

洋岸地域への斑力の安定供給をは

していた︒このだめ︑

麗肇会は︑一月二十二日︑総州の

原子力発彫所WNP四︑五号機のかるため︑約九十社の私欝︑公営

四︑五弩機の厳り

ノジヤン原発

︻パリ松本駐在騒︼フランスの

シャロン︒シュール・マルヌ行政

裁判所はこのほど︑環境派門地球

の皮﹂によるノジャン・シュ1ル

機は計爾どおり八○

敢消しを求める握訴を︑却下し

猛︶に関するオーブ蟹知禦の決定

知硲の決定は︑同原発の建設詳

た︒

七冠十九聞法の指定施設としてそ

可を糊環境保趣に関する一九七六隼

の二業選に付託する必験がないと

ついており︑資金調

発行される冤込み︒

達のため近く演券が

らの建設資金も域を

諭しているが︑それ

鋸代半ばの運開を予
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定となった︒

今回の建設申止の決

鴛られなかったため

書から十分な支援が

抵をめぐって参加贋

仏行政裁︑環境
凍結する簗が脅力だ
ったが︑その乗用分 派の訴えを却下

二目の建設を二年聞

ればよいことになる︒

ユーザーが一九五七年に設立した

ルが紹識しなかったこと︒単に

いう内容︒

行政数判所は︑環行法禽によれ

これに閲しては︑昨

薙十一月の州民投票

アティブ三九四﹂が

を却下した︒陶原発は︑すでに何

指定施設に該当しないとして提訴

しに︑原発硬字画券

きなくなるため︑餓

券発行を引受けてい

九八O露三月に与えられた︵蚊

sは・州残の瑚恵な 手憂きによる硬設妨㌫を受けてき

効すると︑WPPs
圓か購御笠識団体の提訴で︑法熟

今琿七月一日から発

たが︑提訴はすべて翔下された︒

うち五号機は廃羅されることになった︒

機︵宿︶と五号機︵左︶の建設現場︒この

公開調費による公益薯業認町は一

ｱ蝶数

急聴演糟が成功興に実施されてお

の霞気事業蕎および大規挾の田力

判決で︑蕪RCが﹁使用済燃料処 これ濠での欝欝の経険分析が紹

認識しなかったばかりか︑社禽

の稼働をめざしているが・﹁核

んでいる実状と口えるようだ︒

切り捨て

扱いが注欝されてい

二凝⁝の建設終結による契約打切

よる地縛の化学的変化のもとで

しかないというところ︒政府が

分の侶頼性﹂罰断を命じられた

この分析はオークリッジ国立
研究所が行ったものだが︑失敗

立地にともなうさ濠ざ濠な社会

﹁使繊麗燃脳の の喩言は塾するに︑麗急物処分

まま処分も鎌

ならぬ辺りに︑

継扁とaわねば 離︑制度的闘題を科学者ツーク

政府の難境がう

科学管の本格的な協力を求めよ

難生標が今や核燃料サイクル全

燃料政藤蔓譲﹂では︑解決を要

た︒当彿は︑これら

乎力藤染会議︵A王F︶︑エジソ って嶺たらなければならないとの 建設を敗り止めることを澱めた︒

公営盗品協会︵APPA︶︑来安
原全運転は解業弊自らが簾任をも

﹁原発建設QA謝画﹂には全米 ランド原発喰故を契機に︑原発の

1聾POは︑スリーマイルアイライ︒システム︵WPPSS︶の
WPPSSは︑米国の北飽太平

トン・パブリック・パワー・サプ

鮒役罰を果たすことになったσ

﹁取園の鰭力業騨はただちに改丁

慮すべき購態が発生しただめ︑

において︑脚質保談︵QA︶上慶 と付け搬えた︒

簸近︑一部の原発の設訓・建設

ルの照質を保持することにある﹂

もので︑現任偶々の霞力金往が独

し︑年末までに︑その暴継にもとづいて建設中原発のQA評価を行う︒
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対策を誰じることになった﹂と︑

ウィリアム・S︒り一・1無PO
ン勉気協会︵鷺EI︶︑テネシー認識のもとに︑一九七九年末︑撫

この門原子力発置所建設繍犠譜

会長︵デューク・パワー社長︶は

のパッケージ寿命を︑どのよう

鉱

再処理解禁につづいて︑現実的

のに対する説癌だが︑反対派の

の︑政府は研究
開発薦から明ポ
ートするとの立
堺だ︒しかし瓢
閣側は︑﹁政戦

かがわれる︒

体化が推進されており︑八五年

ら︑政胸の強気の姿踏に単腰期

般に向けられているとの認識か

附︑経洗的に螺

うともしなかったとなかなか手

使爾済燃料の邸中貯蔵︵AF 家でにとりあえず処分試験場の

は最近︑DOEによって計鷹興厳しい︒総出響は︑反対派の攻

どQそれらの解決は﹁爾国璽雁 R︶でも︑レーガン政権の方劃 サイト︵地層︶選定︑九〇奪代

周︑再処理工塀の外生人所掌な

する悶題点のいくつかが掲摘さ

︵K・K︶

ワシントン州サトソップにあるWNP三暑 を発嘱することがで

WPPSSは︑一九七囲蘇から

価謡画﹂は︑原発の設計と建設に

参識している各独は︑総額で二二

C︵原子力規制委蝿会︶での鍵 物パッケージに一千焦の寿命が

き

結局民間側の提案は︑﹁政府

･では︑DOE︵エネルギ要ー
求されているが︑放課能熟に

︐

によるバーンウエルの総懸﹂

︐

おいて︑品矯をより効簸的に篭理

つ

力会社が投就した非営利機関G原 りのコストとして︑WPPSS
渓谷開発 公 往 ︵ T V A ︶ お よ び I
捜に
禄︒

コ

NPOが傭わっているが︑原発の允の蜜傘運紙の健追が俺翁であ

分だ︒

ではないかという民間側の茜い

随

述べた︒さらに︑リー会最は︑

煙︑夢

︵り⁝パーマン︶か︑幾間が運 欝︶のデービス欝欝窟が﹁鰻終

に保議すべきかもそのひとつ︒

規に︑バτンウエル再処理工

処分に使離礁蝉料のま家の処分

さらにアクセプタンス問題での

餓

かし︑いざ導体化となると︑法

な計画髪フォロー・アップする

一方︑箭レベル廃棄物の処分

當するなら︑﹁政府の決定がも

いる︒これは欝欝前の運邦裁の

が含まれる﹂斑能性を審明して

理翁社︶からの︑おそらく

堺の運娠にはいくつかのオプシ

政附が約束するかのいずれか

ジがある︒薩独DWK︵再処 だらすリスクの補髄﹂︵伺︶を

レーガン政旅は︑再処理も便

律︑規制︑政策上の障憲が山の

ことが不可欠で︑そうすれば罠

と紛われる話声もある︒し

用済燃料の賠蔵も纂本麹に深間

ように出てくる︒西独からの使

介されているのが興味を引く︒

料リサイクルが珂饒だという槌

聞のイニシアチブは出てくるは

圧力もあって︑

儒がもてなくなっている﹂︵N 用下燃騨の輸送︑再生ウラン︑

ずだという︒

が解淡すべきも

SA・りーバーマン︶︒﹁再処 プルトニウムの︐持ち帰りと籠

漫凶レ1ガン政極は︑商集再 騒いである︒
処理の解禁後︑核燃繕づイクル
の完結に向けて働き繍している
が︑懸盤界の受けとめ方はクー
ルで︑﹁全くのカオスから購い
不確実性へ﹂移った程展という
見方が多い︒

たとえば︑昨難鑑の来園原ぞ

力篤某会議の﹁核獺郷政鐵 会
議﹂では︑カータ：時代以来の
副懲や規制の変更が︑ビジネス
の常識をこえるリスクを磯間に
鶏わせてきたのに︑その認議が

ているが︑政策や規制の度塩な

理が必要だという写実﹂は残っ

の適当なサポートがあれば鰐

が欧府側から︑はっきり表明さ

能一︵IEAグレイ︶と民間側には︑再処理←廃裁物処分の緻

パブリックの

る変典か民間に帳広い不信感を

は舞えるが︑政府と議金がはた

特をかけ︑米面
植えつけてしまった︒四年樹と

はぐらついている︒昨総懸ごろ

は瑞境が近っており︑再処理の

れていた︒しかし︑一月のKR れた︒現κの規制では・朧葉

にならぬかと︑危ぶ

解禁だUでは︑やりようがない して手際よく処理できるか︒
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に︑五十五︑五十六隼は設⁝揃尉珊

賢嘱した運転を続けている︒特

WRと8W鶏では約九十田かかる

GCRで四十五臼から五十鼠︑P

いる︒遇翔︑定期的査の嬬闇は︑

八五％︑後覆が約七五％の数値が

ので︑現蕉の規則では︑前者が約

犠が二葎連統で六〇％をこえた︒

臼策の原子力発蝿所は︑殿気獣
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業法施行規則によって三一薙間に

つ

80

︑

⁝一∴∴㈲

蕾i

隅

膳側

2鑑

妻

9

贒蛹ﾐ講師：ホ下武彦氏

︵日本原子力研究所大洗研究所・保安管理議長︶h

昼食

第一只％㊧

3）参加費1原産会員4万円

闘本原子力研究所は雪融台の燃料となる三盤水薬︵トリチウム︶の取扱い技術を確立するため来三度から﹁トリチウムプロセス研
究棟﹂の駕設に濁持する方剣だ︒わが囲の核融禽研究は世界トップレベルにあり︑先進各国と激しいデッドヒートをくりびろげてい
る反餅︑燃親となるトリチウム取扱い狡術は大選く巻をっけられているため︑この盛れのばん回をねらって︑今測の計画となったも
の︒振研では︑これをふまえ︑さらにトリチウム工学試験標建設を経て︑七＋酒代初期に遅転開始が予定されている核融禽実験蝉へ
︒

わが国の襲業紺原子力発懸所の
第一讐として田水原子力発電︒醸

︵

雪

り

＝幽徽箒囲

万KWの蒸気供給話劇︒縫給

度Cで繕ご画五十億円かかる︒

温肢蔚二十展C︑もどり温麗八十

W二

昼食

（漉島建設㈱原子力室長）

燈氏

名井

（三幾重工業㈱技輝」勒

小翼成藁氏

（塁本原効発電㈱技術部）

@

級愈哲郎氏

（東大教授）

都承泰正氏

く㈱エネ総研〜￥務理幽）

獲麟

｡後の懇懇」講師：武田

とつなぎ︑核融禽時代へ新たな一ページをひらきたい方針だ︒

核融合実験炉に備え
W︶が営業運転を開始したのが昭

れたものの︑現在では︑それらの

◇

パリ南画部のサクレーに照る凝．剛

建設甫画についてふれ︑﹁現在︑

能性を添唆した︒また︑同炉の輔

コスロバキア︑ハンガリーなどか

出についてもフィンランド︑チェ

ら引き臼いがあることを鴫らかに

て︑海水の淡水化︑製紙業などを

した︒塞た岡炉の窟斑霞的とし

パネル討論「その課題と

「廃炉資金調達と法制上

海発露所︵GCH︑十六万六千K

型トカマク装躍による核融愈開

原閣をほとんど克服し︑それぞれ

においても︑世界の原子力開発を

一罵一＝調＝＝＝＝一一一一諸醗＝回田輔﹁＝＝＝一＝一一＝＝＝＝＝冊＝＝＝

りードしている﹂と述べ︑仏の醜

によると︑テルモスはスイミング

ス﹂の概蟄について泌べた︒それ

すでに闇発した中小型炉﹁テルモ

濠た岡氏は︑テクエカ下ム餐が

った︒

ている﹄と薩岱に渦ちた発益を行

のカケをしだことに大いに満足し

た︒しかし︑フランスは規在︑こ

﹁これは一つの大きなカケだっ

大規模開発を淡定したことにふれ

一九七〇薙代後半に原子力発露の

このあと︑ジラール氏は︑仏が

参ず︑永野治撫川畠播懸灘1業 声力を勧く評価した︒

﹁フランスは現筏︑世界で最も積

椙談役が歴長としてあいさつし︑

極的に原子力発電の開発に取り紺

パーフェこックスに象徴されるよ

んでいる﹂と捲円したあと︑スー

◇

いずれかの魏魏駆的を助飯するよ

理下において提供された援助が︑

れ︑京たはその黙黙下もしくは籍

ら提供し︑その要請により提供さ

Aは︑できる限り︑IA猛Aが自
リの暖貨幣興供給網に撮続する爾

努力しなければならない︒IAE壱進めている﹂と述べ︑磁束はパ

献を促進し︑及び増大するように

健および繁栄に対する腺子力の貰

IAEAは︑全世界の軍灘・課 さらに岡氏は︑このテルモスの

い︒

まいちど想起し︑ペンを躍きだ

プール型の原子炉で︑熱出力十五
って︑1AEA懸盤︵圏的︶をい

この運載コラムを終えるにあた

り）

孝；」

和四十一奪七月二十五賦︒以来︑

凹ホの商渠用原子力発電の歴斐は
十万無をかぞえ︑昨薙一二月三十眠

加え︑禽計二十二鍵︑出力一手五

︵PWR︑五十五万九千KW︶を

に運上しな九州電力・玄海二号

醤五十一万一千KWに達した︒

では︑この旛設のつきのステップ
として︑ご蕗緒のトリチウムを取

この間︑各炉型とも運転開始隠

扱い旛設が稼働申︒このため原研

リチウムがトリチウムに変換する
扱える門トリチウム工学試験棟﹂

裏に︑GCRは熱交換器一次系

ランケットにあたることによって

このため︑この遅れをばん圓し
性難を欝欝する仕組みだ︒

を昭秘六十二琿魔をメドに建設し

︵炭酸ガス︶への冷却水の混入︑

融禽反応から発擁する中性子がブ

の物質が核反応をおこすことによ
て将来の核融倉炉開発にそなえる
このため︑今團の研究でもブラ

てさらに遅れをとりもどすことに

いた︒

ってヘリウムと中聾子に変換︑こ

ため︑いよいよその本格的な取扱
ンケットからトリチウムを回顧し

れるというアンバランスが生じて

欧米との遅ればん囲ね らう
核融台炉の燃料は購売集︵一乱

のさい膨大なエネルギーが詠歎す
い技術の研究にのりだしたもの︒
している︒

曲累︶とトリチウム︒この二種類

る原理を利用しようとするもの︒

て︑糟糠・捕撫︑さらにこれを問

発競争がしのぎをけずっている

・﹂嬢丁・日本JT−60などの大穐食懸れなどの初期故隙にみ濠わ

げんざい︑米園TFTR︑E
ーC
ク︑BWRは冷卸水配管の応力

PWRは蒸気発讐敵のチューブリ

はやければ今総六月にも釣工し

して嫡に注入するシステムを想

位体分離して︑もういちど燃科と

このうち︑戴水量は放射能をも
つておらず間題はない︒しかし︑
昭和五十八隼度完成をめざす︒

これ濠で︑わが国のトリチウム
取扱い実績はO・〇一難ノ／圃程度 定︑このうち精製・捕集︑同位体

トリチウムは蕩い放射能をもって
おり︑取叛いに注悪しなければな
にとどまっていたのに対し︑この
分離などの察験を行う︒

らない︒
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ところが︑その取扱い技術につ
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一酵なのに対し︑欧米ではすでに 3E饗は三・四書のトリチウムを 丁︶反応を萄うが︑JT−60は
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レ
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棚した︒

閲／グローブボックスを取扱える

瓢来の核融台炉では蟹水素はそ

拶黎勧ンラー
︑

便い蚤水素ートリチウム︵D一 i﹃e反応は行わない計画︒

いては欧来では水爆開発と並行し

のつど注入するが︑トリチウムに

軍畿利用とはいえ〜賦〃ン程農の取

題としては十彫税慶が予定されて

め︑炉工学研究では欧来と眉をな

ついてはブランケットにリチウム

︑
供
給︑ 炉を
り近郊こ熱
々
︑

ようにする計麟︒トリチウム貯藏

らべ︑激しいデッドヒートをくり

を採用することによって初装荷燃

うに︑﹁原子力の新しい技術開発

その愈味で︑ときには︑その冷

＝響＝轄一二一＝＝こ電

北の﹁かけ橋﹂として︑また﹁潤
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に離していくなかで︑壌鵬総戯選

滑癩﹂として︑隣本の果たす役踏
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癖の研究開発について慧談したQ

挙でもみられたような﹁爾北の心
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諜爆羅鰐裂離
後器械談騰難墾
なかでも︑属間側の協力が︑こ

張﹂のぶつかりあいは︑こんごと

るQ

は穴きい︒

いるといえる︒

かっ︑それら諾国の発諮力が日簿

も増えることが容蜀に予想され

の問題解決の大きなカギを握って
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識鮒にみても︑ミエマム四十五入
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（i3）

翻る

て相炎の実繍があるものの︑わが

が︑このうちTF7Rは四十酬く

G（ンR

一
1

国では濠つたく基礎的な研究にと

ひろげている反隈︑将來の核融禽

いる︒

炉のカギをにぎるトリチウム飯扱
料だけですむようにする醗薩︒核

ど濠っていたのが国構︒このた

い技術については大きくたちおく

い﹂

高まる日本の役割
日本入職員の姿を取纏し︑記璃と

血をそそぎ込んでいる姿の波及力
は︑はかりしれないものがある︒

﹁傑隔措礫以外で︑上秘︵隷飯

そして︑戯本公使はいう︒

このように驚えてくると︑﹁常

いてくれる紺田践の親しみから

るたびに︑このようなく聚口をひら

⁝：﹂という横本公樋のことば

隷

IAEAという睡際機関に働く 発展途上国の発展が希求され︑

便を前に鼠露人職員のひとりが切

るものは︑﹁田ホこそ︑IAEA

するなかで︑詑養の脳裡に張来す
﹁本人の懲思も大切ですが︑む

々と藷る︒

配本大使館内の公使塞︒灘本公

だと考えるのですが⁝⁝﹂

立って︑派遣の議題を響えるべき

紬するようです︒その戦略の上に
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﹁保隊描躍分野では︑何人かの

の巾心的役罰を果たさなければな

からの命令として淡め

しろ

らない﹂という強い渡務感だQ

上

口本入が離任します︒なんとして

このような金体の鎚調から宏めら

られるべき︒罠闇からの協力も︑

超えた野草力をもつ︒そして︑平

の照廓蒲用反対の発撫は︑他國を

被爆国であるがゆえの︑原脳力

とのないようにしてもらいたい﹂

も︑げんざいのポストより減るこ

いるのは二十二人︒あと四人組︑

も︑1 A E A か ら 紛 魯 を も ら っ て
和利罵に徹し︑その研究開発に心

日本入職鍛二十六人といって

れるべきだと慰う﹂

クリスマスも迫った昨年の十二

﹁賃本人職員を﹂

4弘ク儀ラフ｛まイトむけ〜「i亙二」

うな力法で利用されないことを確
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級以上︶ポストを茅に入れていき

は︑﹁ま級ポストを﹂という前提

展望に立つ対応を

か︑史臨な惣見が航く︒

たいと屠えています︒いずれにせ

があるとはいえ︑さし迫ったわれ

派遣一兀の協力による︒
IAEAの仕口でウィーンにく

人職員を﹂と訴える︒

その︑どれもが︑﹁もっと矧末

ックアップを痛感している﹂

﹁人的醗礁をふくめ︑磁本のバ

月十六当夜︒ウィーン郊外のある

レストランに集茨つた臼承人職員

い人たちをのぞき︑ほほ全願が顔

たち︒仕密の都＆で欠席をやむな

をそろえた︒豊本大簡館の科学ア

タッシェである興隠孝一鱈霜記宮

村田ぬ原研勲閥舵催による︑臼

も顔を見せた︒

本人職員のための嬢労ゐムである︒

よ︑公務員︑餌闇をふくめ︑私ど

てよい︒

われの対庶を求めているものとみ

憾を行っていかなければならな

﹁川本として︑王A鮎Aをどう も代軍部が鍛任をもつて︑その対
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講師：導出嘱目

[歎透錨1繍輪）

東京都千代田区大手町1−5−4

バ1
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へ向け︑大きく前進すろ態鎗が綴うことになった◎

げんざい︑わが糊のアップスト

ンとする議での工程をすべて液i 生するはこびとなっている︒
液反癒で行うのが︑このプロセス

口

滞

形蛛娠窯所でウラン濃縮バイロッ

♂

蝟一
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︐践ζ

門遠距離ともなると︑なん

と︑燃料の米分を使ってし蔽う

う︒

てしてお

不思磁触もので︑話を聞いて

試験研究に必要な経蟹の全額を交

る試験研究①核燃料旛設の蜜全紘

めのなかでおしすすめることに旗

後援：㈲新エネルギー財団

のことをこたえてくれる︒

いると﹁おしすすめなければ偏

という気締ちにさせられる︒

科技庁57年度は一億五千万円

︑放射線隔霞防庶に係る試鹸

研究①放射線騒の測定まだは灘価

なぜなら︑原子力平柵届屠の鍛

の西畑技術

②核燃秘の輸送の安金幌⑥移燃料

8

噛

■

O

ノ︷

醐了

用問
費期

欄了

詫45

O

口癖

ザ・ガイザース地熱発電所

このいとおしい嬢の瞬気を踏
治さ嘗霜野で讐る沐力にまで

翔讐薯やりたい・

嫁に︵蛎母危︶：・︒篇

りつ

をもたな

﹁マイナスの語ばがりではダ

メ︒い求こそ︑〃夢

隅和十一無︑東東工大腰気工

くては﹂

学軽字共Q三つの虫社を経馴し

目隠しいものが出ると︑すぐ

発憂員︒

しい階毒催︒﹁メカニズムの機

買いたくなるんです﹂と︑藏新

熊が好きなんです﹂という趣鳳

明治照十四無生まれの七十

の持ち霊◎

として進められる今圓の研究は︑

が犠蝕︒

用の原論炉を想定しているの
るのが原子炉の弓隠醜粗飛計醐︒

いうもの︒

し︑各家鷹や産綱に洪冷しようと

に
て三醤麗以下の利用を図ろうとす

葉水

る二つの構想が進められている︒

ζつなってくると︑もう︑﹁敦

だが︑たとえ︑ほんのわずかの

科学技術庁は講説︑昭租五十七

②放射線による障轡の撫驚

一一︑放慰緻利聡に係る試験研究

公懸を発表しだ︒

岡裟託費の交付は︑原子力の研

かかわっている闇題だけに︑嘉過

曝の騒減税④艘購性廃藁物の処埋

①医雛利鮒②工業利矯③放尉線被

するわけにはいかない︒

究閑発利照の促進を図るため︑国

選者は︑岡聴にまた︑鼠舞器反磁

六冒万円︒

付する︒垂雪贋箏鱗は︑一罪颪千

がだだみかける︒

四︑療磁力開発利用に閲する技

亀

わが国はもとより、踏外国においても、経済緊境、エネルギー清勢ともに一慶厳しさを増しつつあり諌す。蒋にエネルギー問題についでま新エネルギーの研究開発
も関係各機関で着々と逢められてはい浅すが、まだ本格的な翼用化に到っていないというのが現状です。
添視察団は新エネルギー財翻のご支援のもとに「國際エネルギー鵜島会」視察を中心に原子力、核融合、石炭渡化、太陽熱利用、しNG、しPG、地熱箒の拠点視察をする
とともに米国をはじめ世界のエネルギー一三・戦略も勉強する気門ツァーです。本団編成の趣旨をご理解いただき、ふるってご参加下さい目すようご案内申し上げます。

日本原子力船研究開発

がいめ

魯次郎

羅漢穫になった
井上

いのうも

昭甜三十八年︑原船箏業開発
﹁擶油が拶メな足と同時に︑当時の佐顧栄作科
ら石礎があるとい捜げ長宮の融を受け︑理廓とし
うりけにはい潅簸て︑欝欝設評にたずさわる︒
なん

ていにが︑韓学枝痢汀の発紀と

膨みの視

﹁撫洋団ニッポです︸︒黛稲な顎のなかにら

へ︒三十九年︑灘嘉次冨︒四十

同時に︑請磨れて科学認査冨

﹁宏さに︑

﹁むつ蓬轡つ一途な瞳が冗ろ︒

せん﹂

ンにとって︑顯は

﹁い酸は︑爆破が蟹いから︑

¥灘汗◎五角符奪がら宇蟹開

まさに闇本蹴療

の命綱︒その搬園原．噂力船に関心を示さないが︑
これが︑一バレル︑八十メにな

と問じになり家す︒それは時闘

ことこそあれ︑楓ると︑その経済性は︑原子力船

は︑こんご亮謹る

象ることはあり卜せん﹂

昨庫二黒一B付で三木原子の問臆︒いまこそ︑原国力齢研

科学技講庁顧予力持次長晒低

力船研究開発璽業鴎の下陰長に究開発をすすめておくへき時﹂

の門一時間レクチャー扁は︑い

のですよ︒鱈腿だけ穣んで航行

新講轟問題など︑騨羅馬をとり

醗といえ尽すがウ﹂

︵す︶

歳︒俊子夫入と二人響らし︒

テムも朗能となる︒

ウラン燃料を製作するというシス

飛すると︑溺没のことばで︑十

産化されれば︑海外の園田開発ウ

まもって健在︒一つのことを撫

成果壱ふまえて︑将来︑陶工での

﹁洒気の娘をもった気持ち︒

まく高騰は厳しい︒

﹂したとしても︒︒これで︑艦瘡 就任︒強磁保潜での敬修工腐︑

こと︑石炭焚き船の話となる

同プラントの一一薗漣／鎌という

と︑口調が熱つぼくなる︒

これによって︑ウラン鉱石から

ているが︑製錬︑転換︑聞継のプとによって︑わが園のアップスト

麗︑これを貞擬わが畷に輸送して

ラン鉱霞で六フッ化ウランを生
製駄転換と濃潴のプ御セスが国

難業化を進めていきだい考えだ︒

そこで︑験子炉で発生する骸エ

こうしたなかで︑継力蒸趨研究

濫時代壱むかXているが︑これら

発臨は行わずに︑飽域冷腿膠にの

瞬は陰気出力欝万KW以上の大型 子力でまかなうことはできない︒

ネルギーを単に発電に利燗するだ

みに縫う︑いわゆる

麟わかし

はいずれも発亀のみを謎的とした

器

げんざい︑わが麟では岬千慶程膿

蔓換器で間展程厩の

慮によって発墨する熱を水i水熱

発薦以外の分野のエネルギーを撤

ラルの掴灘を行うべきだ︒そのモ

育﹂という搦から離れ︑完全にイ

教蹄であっても︑笑際に無燈に立

年度原子力平租利癩研究蚕蝦蟹の

臼繭孜に堀谷している教師のなか

み︑生活満場がこわされていくの

ラルを守っても︑融然破穰がすす

デオロギーの場に突入している︒

ち︑生徒たちと接していると慰う

ければならない﹂

あのような調子で︑将染の職本

なら︑とうぜん︑企業や行政の方

その敷滲闘翁の一環として︑環腕

と︑﹁数冑﹂という二水の蒋来と

原子力の聞題も︑そのような一

われわれ王子力関係穂として

た方が励端的と篭えられる試鹸研

立機閲で行うよりは︑他に婁縦し

う大きなうねりのなかから︑﹁強

界でもあるからだ︒その寛場を鮮

算勘
いえる︒

も︑一補すべき隠期にきていると

引﹂に籍ぴつけられたものにほか

明にするなかで︑﹁原発イコール

環として僚醗づけられだ︒

研究委託費を公募
を習負うこどもたちと擾している

にも蹟を向けていかなければなら

さに妙ヵサマ規硬となっているの

致粉︑公署教膏があるという︑ま

原尭イコール核兵器という構図

でも︑その一二だろ︸？ζ謡煮は思

のかと思うと︑懇わず背筋が寒く

ないことはあきらか︒モラルを指

的﹂曖素をふくんでいるとはい ゑ甲学教師は反論する︒

つかう譜轡にとって︑と濠どい 然︑そして通徳といった﹁学際

﹁モラル︑モラルでは一億総門

も︑まさに︑平甜教特と反核とい

なるのを覚えるQ
が︑なによりも︑旧離的であっ

導していくのがなぜ懸い﹂

もあったことも膿実︒ある教師に

え・なにゆえ﹁反体制﹂乱丁へと短

はなにか︑をあきらかにすること

悔︵ざんげ︶ではないか︒箕の敵

なウない︒こう苺える︒臼本の小

公募する試験研究類語は次のと

術の畢測に係る誠験研究︒

社

聞

葡鱒
営口

ρ

繋記入形蛛変．隷が完成

鉱石から直接U恥を

のプロセスも︑いま︑
岡旛設は動燃嚇業醐が世界に先
がけて開発に成功した︸澱ウラン

ロセス﹂の符効性を実讃するため
巾聞製品のイエローケーキ段階を

臆ットプラントも翼壁入りするこ

リームのうち︑再転換︑闇闇につトプラントとあわせて︑製錬パイ

建設を溝めてきたもの︒照租五＋

能力は蘭業プラントの約十分の一

にあたるものだが︑蔵府ではこの

へ驚き

輔解化

小型原子炉の研究へ

ト

・く嗣進ずる屍羅しとなった︒

リームは一挙に

嶽セスについては大部分を海外に

法に瞬期的な一ページをひらくこ

だよっていた9

士蔦二十載日付で腿股検温醐格

とになつだ︒

縦ずに点接六フッ鑑ウランを生題

証を憂頒し︑今剛の醸窃糧電環雌

現換は二爵漣／舘︒しかし︑人
形隙でとれるウラン鉱石は無開五
〜六樋にすぎないだめ︑大部分ほ

して各日の分野で濫用しようとす

けでなく︑幽嬢︑熱エネルギーと

ギーに占める電力の躍命は約三〇

の利用を嶽らう多目的筒温ガス炉

しかし︑わが園の金体のエネル

もの︒

％程麗にとど濠っているのが触状

開発灘画と︑普通の輕水炉を用い

産業・地域冷暖房利用で
些しており︑一〜二球麗臓でコン

懸進めても︑残り七〇％を占める

だ︒このため︑いくら猿子力開発

電力業界

セプト・デびイン壁とり玄とめる

海外のウラン鉱石を磁用する凝画

力発翠霞から発律する熱エネルギ

方鷲だ︒

る濃縮︑溶媒抽出︑略解麗発など

電力梨騨は来薙臓から甲州共通

ーを︑産染や地域騨房に刊用する

が︑そのような︑承唆に脳む︑み

だのは︑門塵境教膏﹂なり﹁公轡

ていくささいな﹁闇巖慧識﹂を︑

対しては︑﹁そんなバカな！﹂と

全体集禽の最終日︑た象りかね

絡していくのか︑ということだ︒

構想によると︑原．＋垣内の核疑

陶購渠所では誠験運転として︑

珂能性にメス逢入れようとするも

となっている︒

供愉﹂の研魔に蹴り凹む方錆だ︒

研鐡として門小型蟻子炉による熱

上して四フッ化ウランとし︑さら

潜り︑窯月下句ころには樹徳設に

げんざい︑わが国の醸子力闘厳

近く笑瞭のウラン壱使った試鹸に

無出力二卜73KW鰹繊の小型猿子
の︒東屈無力が賑年から春鳥に籍

にフッ化ガスをふきかけて六フッ

懸銘と︑と濠どいとーー︒

のり饗かな報告が少なからずあっ

教曹﹂というものが︑文化や薗

どう脅て︑発展させ︑環撹数湾の

声を大にして︑反論したくなるよ

が︑一方で︑丁子力を騨門にあ

た︒

なかで反映させていくのか︒

うな衛勤にかられたこともたびだ

だ︒

灘燦や遜路など︑身返かなテー

・巾・高校の教師のすべてが︑致

核鋲器﹂と煙絡させている猟師た

¥日〜窯月六臼となっている︒

おりで︑爾講演の提帯期閥は二月

三︑核燃料サイクルの確立に係

﹁モラル︑モラルといっても︑

︵籔藥駆記者︶

究に対して行うもの︒婁舐螢は︑

﹁美しい窟然を守る︒それが︑

研集塞に滲蔵した教師だちと岡じ

れている︒

ちと対話する努力が︑いま鮫めら

睡応ずるかのように埼薫の鍍師

結届︑私たちの心を豊かにし︑す

ような構え方にもとづいていると

こそ大切なんだ﹂

ら・なぜ・そう・反原発運動家の

われわれは企業側のモラルに灘さ

はむろんいいだくない︒R教纏︑

箏を上げ︑発笥嗣を求めな︒

話をそのまま受け入れようとして

ばらしい祉愈をつくることにつな

れている⑪支配の側からおしつけ

﹁科学的︑科学的といいなが

は︑あらためて︑教師の軸心なと

功したある教踊のレポートなど

いるのか偏と懸むれるほどの知識

られだモラルは︑打破していかな

これに対して︑同じ北海道のあ

マを数材に︑人闇と暇然とのかか

びあった︒

りくみに心うたれな︒

がる︑ということから︑求ず呂発

たのか︑北海道のある曲用教踊が

わりあいを︑生姥の自発附なめざ

懸樵難かなこどもたちが気づい

じとった結講である︒

園田闇にわだる駁樗を顯して感

田教組教研集会の取材から
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傘プロセスのうち四フッ化ウラ

よる第一帰の六フッ化ウランが誕

化ウランとする仕膿み︒

のプロセスを経て液一一反応を応

くつだあと︑イオン交換樹脂によ

ウラン鉱石に硫酸壷かけ旧歓をつ

陶重三は湿式法を採珊︒象ず︑

となった◎

する一糧製錬が珂鮨となり︑製竜

いては︑すでに園内で座業化され

、

臨醸十一月に籍出したあと︑昨葎

製錬転換法︑いわゆる﹁PNCプの塒色︒

こうしたなかで︑鋤燃壌奨阿人

によって︑ウラン濃縮パイロットプラントとあわ婦て︑アップストリームのうち︑これまで海外に依嘱していた︑製錬︑癒換︑灘糖

な一錨製錬施設︒醗秘五や四一から約鷺十飯円をかけて岡則県蔭旧郡ヒ斉原村の人形峠礪業所内に建設が罷められていだもの︒これ

る認可を得た︒同施設は︑ウラン鉱石から中聞製晶のイ口腔⁝ケーキ段階を経ずに陰擬六フッ化ウラン︵UF6︶を生騰する蝕期酌

鋤螺難業醸のウラン製錬転換パイロットプラントは降卑末施設摸査に禽格したのにつづき︑一月二十六田︑縫堀施設保蜜規定によ

、

すべきだ︒その慧瞭で︑象ザ︑モ

○お申込み・お問合せは

1

で︑漂発のおそろし憲を綿々と訴

コンソし1一テッド・エジソン

TE三L：03−573−3443

「「ε≡L：03−586−9904
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燦（サン）薪聞社

エクソン社にてE：DSプ日ジ

ヒューストン

サンフランシス

取扱：臼通航空・国際会議見本市係
＠（運輸大臣登録一般黙り9号）

《国際エネルギー博覧会視察》

〒／05東京都港区新橋り一5−2
日通航空・国際会議見本市係
担当：後藤

ノックスビ1ト国際エネルギ磯

〒り07東京都港区赤坂4−3−30
横用ビル

紅にて燃料電池フ巳ジェクト

尾崎正直氏／朝日新闘社、科学・技術坦当編集墨書

○同行講師

ニューヨーク

プリンストン大学｛こてTF：TR

O訪問都市及び

視察予定先

￥800，000一（ローン可）

フライン社
テービス市太陽熱利用ソーラハウスモテル地区
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弾力的運用の道探る
現実的な規制方式で対応
臼膿而国政癌は︑核物滋の再処理︑海外移転に旬括附嚇苗陶意制を糠入する可登戸について検討を開始した︒げんざい︑カナダ産
のウランを懸処理︑海外移転する場命には︑側々のケースについてカナダ蚊府の箏事態葱を簿ているが︑これに対し旦爪嫡があらか
じめ提嵩ずる謝画の範囲内で長期附︑斑晒酌に承認を得るというのが広口盛年前面自制︒すでに円蓋順予乃協定で初めて︑この書方
誤を取り入れることが決まpているが︑臓膿のケースでは︑弾力蘭漉堀によって対期する河能控について検講を行うことになるもの
とみられている︒

敢り入れられることが決詣り︑そ

エネルギー口論︑核燃料サイクル

などの十四激から成り︑換騨表︑

B6劉︑五蕊八ページ︑定纐は

原乎力薙護などもついている︒

田文識し込みは原鷹︒灘務課濠

送料共麗八OO円Q

で︒

一行は︑十五田午融に遡産省を

統領顯問付の蕊名︒

海第二発電駈︑動燃鱗業園・大虎

表敏諮問したあと︑田本陳蹴・粟

工学センター︑陶﹁ふげん﹂︑閥

電︒芙浜漂子力驚緻所︑京大ヘリ

オト嶽ン核融禽センターなどを講

力的に麗学し︑二卜一構に蕉翁す

臼取康子力麗業会議では十九

る予定︒

臼︑葉京︒内奉町の悟園ホテルで

メキシコは規在︑二篭の8WR

同総裁歓送パーティーを開く︒

順子力発閉所︵手力各六十ヒ祠刀面

一δOO薮 でに二千万KWの原

擦KWδ握製︶鐘設中で︑

子力開発を行う副画︒このうち︑

て︑今月

闘に圏際入札を終えた

澱初の二型四十万KW分につい

ばかりだった︒この紬果は六か月

る︒

後には明らかになると兜られてい

大飯3︑4号増設で

闘躍︑騒騒へ

環境調査を申し入れ

開西蹴力は十五醸︑六飯原子力

発磁二三︑四号機︵PWR︑出力各

う嶺潮猛撃講査を実施したいと繍

曹二＋万KW級︶の瑠設にともな

闘融では︑早ければ三月の福井県

︒海域状況③気盤⁝iなどをジ驚︒

査を補う形で①地形・地蝦②海燕

そのかたわり︑七一年BNFL

年同総藻︵八一無退任︶︒

学会等︑多くの学術協会の特別鼠

命

三菱重工業株式会社

三菱金属株式会社
三菱電機株式会社
三菱商事株式会社

三菱原子燃料株式会社

れをうけて先月末カナダで嗣かれ

鋭明食も今月中には行いたいとし

︵物理学︶取得︒匹一〜四六年大

杉櫨︶取得︒四八〜五〇蕉ロンド

には昨銀八月︑同じ麗し入れを行

井県に養し入れた︒地元の大飯町

エジプト科学

ン大学物理学講蹄︒五〇黛英国恥
研究・技術アカデミー総戯︒

掻省原子力闘︵在ウィンズケー

ボ

い︑すでに町の向意を裾ている︒

一九ご四璋カイロ生照れ︒五一

ヘ

の原子力売臆コストにおける核燃

簾︒︵セッション4で﹁イギリス

紺ぴイクル費用偏を発表︶

込5

三菱原子力工業株式会社

羅し︑蕉確な綾羅を盛りこんだ蟻
56・57年版ポケ
ットブック刊行 断のデータブック︒原子力発竃・

ているが︑臼賭︑嘱望などは︑い

科学技術の影響︑騒騒力と蟹境

英帝國窒軍勒務Qレーダー支部大

五八隼ピエールラット工剛建設孟

ル︶働務︒五一隼岡局︵在りズレ

議会での寧認を偲て︑約一年間の
れた同国原子力公社︵UKAE

イ︶に転任︒これは五四黛創設さ

隼カイロ大学医学部講師︒六〇薙

長︒七二年同大学学長︒ヒ六日隈

今伺が必嚢か﹂に参瀦︶

ノノ

オ

躍四臨

た日加薯務レベル交渉で︑その珂

膿本原子力説策会讃は︑科学狡

魔

術庁原墨継局の監修による﹁原子

原

カナダは︑げんざい各國と創活

の︒

能詫について鹸誘がはじまったも

繊麗前同愈問題について交渉して

これは諸子力閥係のすべてを網

隼乱丁一奪﹂のほど刊行した︒

おり︑すでにECとスウェーデン カポケットブック五十六・五十七
とは岡制慶を灘入するため菱換公

このため︑田加交渉でも︑﹁審

文に蟹積ずみと伝えられる︒

られている︒

酎が行われることになるものとみ

田加聞でも︑日払原子力協定に

の一歩をふみだしている︒

ことによって︑﹁醤播醜纏削同葱

萌同愈湖﹂を弾力的に運期する

翻﹂に移行する可能性について検

もとづいて設認されている会同作

襲前同葱制﹂の話が提粟され︑こ

係囲館の長︑池城の区葺など住民

業委興金の場で非公式に﹁醤括的

﹁もんじゅ﹂地元説明

を代張すると薄えり為る入ぴとと

きとは逆に︑濠ず行政庁︵科技

法だ表驚︒

科美嚢ではさらに︑県レベルの

なっている︒

科学技術庁は十五田︑磐田炉・

果を塑兀闘燃者に示したうえで︑

庁︶の安質草禽を実随し︑その紬

科技庁22日に敦賀市で開催

区に礁設を．y漉している高速欄殖

れていたその安全癬査も昨隼＋二

二十八万KW︶の地元説明轟試を︑ ているQ匠十五蓮十二月から行わ

﹂・エスコフェ︒メキシコ電力

日本の原子力を視寮

メキシコ電力
庁総裁が来日

核燃料開発商業団が孜闘市白水地

鋼窮屈﹂は︑わが国が再処理や便

家ず︑敦鉗膚と美浜町関係醤を頭

月には実写的に終了し︑今回の地

県知噴の愚晃を求めることになっ

糟済み燃料輸送踊瞬をあらかじめ

脳に二月二卜二田︵月︶年後一階

充説明会開催となったもの︒

炉康型炉﹁もんじゅ扁︵鍛気出力

しかし︑わが瞬が英仏へ再処理

副帯園へ提出することによって︑

畢から五凝すぎ京で︑敦籔市三勘

なっている︒

るばあいには︑﹁燗舞のケース﹂

委託のだめ使嗣済み燃料を輸送す

この範脳内で長期曲︑冠播的に承

処狸のために英仏へ移送したりす

は昭秘黛十π年七月︒そのこ︑五
について︑カナダ政膚の﹁報酬岡

認を得ようとするもの︒このた 堕了闘の敦賀南申日工鼠館で開

闘舶原子力協定が締結されたの

十五奪九月に一部改定が行わ為︑

ているのは壌実︒このため︑審蕉

る場命︑そのつど︑蜘譲が行われ

庁総裁が十四田︑田本の原子力甥

には︑濃禰を行うことによって︑

意﹂を欝ているのが現状︒三門的

鋭明会では︑科技庁が安全審蓋

ンを再処理したり︑籍轄外に移転

構を視察するため来恥した︒同行

新たに︑わが園がカナダ鑑のウラ

の結果︑動燃窮榮㎝が﹁もんじ
催すると発無した︒

庁巖高顧問︵前原子力襲屡摂︶︑

したのは︑﹂・アイベンシュツ同

め︑個々のケースについて︑串謂

ゅ﹂の概豊などを説明し︑覆疑慮

が遷れたりするときには︑わが国

答も予楚されている︒参加予定

わが團に対する規制権が発生して

﹁もんじゅ扁は︑わが国初の発

したりする場台には︑奮鋤にカナ

磁用高遡増殖炉であることなどか

を行う必聾はなくなる︒

ずでに︑一嵩十九賦に仮薯穂さ

輸送船のスケジュールが狂うとい

から災仏へ向け出荷するキャスク

篭は面懸町が案内状を出した市︒

P・ミューラス中央霞力研究勝エ
ら︑地⁝兀の安金性などに対する不

ネルギー研究部長︑P・バース大

霞力庁の各理贋︒︵セッションー

法︑岡際原子力法と原子力規制に

阿一二冨覧澗一二幽輯一一胃一＝﹃︼＝一翻璽h＝＝箋一二＝一門一＝隔隻胃脚＝饗二≡︷

安を解消するため︑商業炉の手続

仏原子力庁 で﹁フランスの原子力開発戦略ー

i一虐政藁と技術開発扁を発表︶

M・ペクール氏

経済協力開

七九奪岡大盤講師︑助致授を歴

圧技師︒六〜跳躍CEA長唄顯⁝間︒ 法学部卒︒五〇年※国猿子力後楓

ら現職︒

蟹の許認朗︑規制︑雀令︑原子力

会提︒ヒ五薫陶解放鮒線化学セン

﹂・ヒル卿萸国核燃料公社

︵BNFL︶塾長Q

ター会長︒

な

ゅ

英国学士院︑物理学会︑化学工

一九一ご鋸チェスター生まれ︒

ンゾ

ざ二︑♂鵠詩

ノ

鶴一年ロンドン大学で運学士号

くし

調査はて二号機の建設時の調

調葦
A︶の葡身︒五六年UKAEA
技に入りたい考え︒

八O年から現職︒︵セッション3 術政策寒部副本部長︒技術部長︑

これ京でに︑AUC許認司・規聾大距︒七八薙カイロ大学学長︒

エーヴィレーヌ県速第一濾謁︒七 ウラン生薩濁次長︒七〇年原子力

︵聾RC︶で︑原子炉および核物パネル討論﹁康子力園際協力ti常任理魏︑本郡長箏を歴任︑六七

制局次長︑来国原子力規制姿員金

ジで物理学薄舞号︵短碍命放酎性

ョン3パネル講論﹁原子力国際冷 ジ・セント・ジョーンズ・カレッ

尉鉾洛︒四六〜四八隼ケンブリッ

H・シェイバー氏

ー新政策と妓術開発﹂を発表︶

闘する著轡︑講溺多数︒︵セッシ
〜九灘一撃パリ生隔れ︒五二隼

︵CEA︶長冒︒

町議余興澱︑お町職員︑原子力關

れた田蔽原子力協定改定で︑はじ

いる楽圖が臼本に代ってカナダの

ε・エルベ瓜仏エネルギ⁝大

必要か﹂にも滲加する︶
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こうしたなかで︑﹁窪据的薯酬

うような心配もあった︒

國慧を遡る形をとり︑わが附が米

陀灘舗﹂が轡入された◎

墨とカナダに翼々に同葱を求める

憎一篇隻﹁二噂﹁猛

﹁二電規鰯﹂を避けるシステムと

3月8日〜粗璃

一九照二舷生濠れ︒六六年レン

臣︒

代表圃のメンバー︒世界銀行・ア

任︒七鷺隼イル・エーヴィレーヌ

一・バドラン氏

エコール・ポリテクニク坐︒五照 発機構・原子力機関︵OECD︒々ーーム︐何が必嚢か﹂に滲加︶

箸研究鰹直証取得Q六八隼岡敗船 雌パリ国立鉱業大学挙︒CEA勤KEA︶事甥局長︒

ヌ大学法学部駆︒六七隼同公法崎
この間︑六二〜七八蕪まで︑ジ

学理管研究修了証蹴得Q七〇〜 携︑該燃料サイクル担当翻局長︒

ジア開発銀行︑アフリカ開発銀行

六五年生産局長補佐︒六九笙濃縮

ツ州ボストン膿まれ︒エール大学

一九二三銀米国マサチューセッ

ュネーブ軍楽会．識のスウェーデン

晶ッショーホール

めてこの﹁墨黒的蟹醐同慧制﹂が

ダ酸府の愈漁を駆るという﹁轡盤

これにともなって︑げんざいカ

膠

剛際原子力

瓢

＝一猛：柵；隻＝一一開至一篇；一門二騨一隻用一 卿 コ 猛

ナダ産のウランを使った鰍料を再

回

H・ブリックス氏

機関︵王AEA︶轡務総長︒
一九二八年スウェーデンのウプ
サラ生欝欝︒ウプサラ大学で法学

県議食議員︒七四琿社会党イル・

激︵AEC︶勤務︒八二庫一月か助敬授︒六六庫教授︒六八銀副部

の同岡理覆にもなっており︑闘発

の原子力国民投狼では︑猿子力嗣

闘に好意附な自由党キャンペーン
覆員食のりーダーを務めたQ
岡際法と患法に関する署郷があ

輸墨入︑踊際協力︑原子力保険賠

代会長︒七四鋸C湿A副疑宮︒七 償に関する輻広い法律︒欧機顯問

七舘レンヌ帝提︒八一奪五月第一

子力開発 と I A E A の 役 割 ﹂ を 発
次モ塗鞘ワ内闇で隈生大唖︒八一

る︒︵セッションーで﹁世界の原

彦蟻応構局長︒ユーロディフ社初

塞霧＠． ．

ッジ大学で法学博士場︒六〇奪ス 藩士欄の翼摺にも詳しい︒八O年

ナ号を取得︒五八年鶴岡ケンブリ

トックホルム大学の岡際法論致
捜︒六二〜六七琿纏縫雀の国際法
難門アドバイザー︒七六撫対開発
途上国の国際協力に轟任をもつ外
務街次窟︒七八奪＋月︑少敬派の

もある︒

を歴任︒現伍︑楽岡法学か誠金長で

八毎から現職︒

フラマトム祉︑核郷料公社︑仏

凱するほか︑セッシ課ン3パネル 薙六月から現職︒︵セッションー

鍵論門陳子力国際協力li今何が で﹁フランスの原子力開発戦略
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がへと破格 の 贋 遇 凌 う け た ︒ C 聡

3，262

戦略石を由備蓄

三69

癩頁ン

8R後の鍛初の商染炉とみなされ

601

82｛1一廣

護らに︑Se一魏の二次聞から の療閣は八隅の飯能腔もでて溢た

見えるという︒

原子力代行

株式会社

側

2，184

il卜

2，822

繭年度繰り越し

8，5工7

2ユ3

討

盟。

窮089

砥気丈融含
核分裂
商籔廃棄物
擁染物処分遜全
新原子カシステム
ﾔ換炉システム も

8，449

内 務 雀 海軍用石油およびオイルシ笛
でDO五》 一ノレ

347

蕪i禿ヲゴ

る大型開発プラント︵LDP︶の

2

4，614
鍛

食

連邦エネルギー美酒の合計

△363

合

82年魔 83年度
444
454
陰
噸

3

茎鋒

（DOぎ〉

ﾅ会

2，184

△25
543

一．

瓢2

蜜

工78

8畢44
73

合

禽，316

合・

鼠53

8，271

研究聞発以外の出ネルギー

334
566
518

臣
一

240

（小計》

餉

磐β22

研究開発義脚
ウラン濃纏
一般科学
防衛活鵬
翫画監督

53年及

ωOC）

523

法

（ERTA）

82年度：

穆
顎：
移湾＝省庁

3β75

・凄

劣 エネルギー研究技術庁

務
商

診24

環境
研究技術戦評支援
化石エネルギー

米レ
大量

八三鋸目には二億五壬奮五十万

二日18号

設計費はゼロ妻定だが︑萎萎協力

畿亭ルギー研究技術庁（竃｝ミTA）の研究開発計画

（2ノ

憩ξ57年2月18二

二

三

業
産

子
原
（第三毬郵便物認瑚

説

軍．い84酎︑・

7︐

・ミ譜 8 e、孚
∫。
・ρ卦
，
、都凸ご茄，リ

げ
旨二

調。

︑印

霧諺
軸で㌔ノ

鶴

翻ξ
播票
1薬1

ミ発露

濠i

厩訟たは．ぐれ拶下でめるへきたQ

な妓術による発徳のリスクと岡摺

台理的に轡定している格納容雛の

故の瓢渠として罫認できる硬描約

全園橡駄には︑﹁原無力発癩所環

午人の死亡椎建飽は︑阿じ国属が

①猷子力発条無難故による一万三

攣り三人が銘摘しているのは︑

なろうーーの三魚︒

おそらく小さく抑えられることに

放射性物籔が放出される確黙は︑

後になって環焼

米ザイオン原発
で破壊脅迫事件

派の響戯と判明

累凶イリノイ彊弩北齢にみるコ

麟

剖

広轟帯爾区宇贔東2一尋一鱒丁εL（0822）51−2可1｛（大代）

鞠騰平製作醍

豊かな経験を生かして、放碧蒲1近一転をはしめとする

製遺

各種の騒殊扉を製作しております。

営爆蛎／札幌紬脅束燕名古麗大阪蔵島画口禰醐

ラントフォード釜員の猛解に奨譲

スト・ペネフィノト摺針として︑

信漁姓が論いので︑大規襖炉心演

の鼠少にっき一千がを睡定附に利

蕪雑影羅﹂として︑﹁現筏運転中

敗および癌のために一千三哲万人

同じ期閣︑︵原発懲故以外の︶嚢

一月ご骨七撮の夜︑懲備員が究

二戸の北鮮を巡興しているとき︑

のを国繋した︒銭函畷は︑閃光の

閃光が財え上がりその後掃下する

万向に駆けていっだが︑何も見当

たらなかったQ彼は︑士甫にこの

それから数階毒言︑さきほどの

出来難を擢告した︒

が︑﹁今回は蚕齢であった︒次の

閃光を映したヒテオ・学歴ノト

攻鰹は競実のものとなろう﹂と欝

の報激機関に鵬けられた︒

いた簸趨又をそえて︑ソカ灘地域

スーパーフェニソクス

十磁ほと朗にはフランスの門淫

鱗殖炉

ため︑連邦捜査局︵FHI︶は三

にロケソト偲による狙轡があった

たか︑発日所の北側で箔形花火の

十入昏鋤Qして︑課糞に乗り糊し

轡・んかすを発顕しただけであっ

ところか︑そ捻から蛾Hして︑

たQ

のシカゴ支部の嶽ぼ霧か︑﹁いた

耀漉係護団郷﹁グリーンピース﹂

眉緒趣した︒なお︑

ずらで行った﹂と犯行を認めだた

め︑蜜何は

ン添部から﹁彼の行為は︑非暴力

この心任醤は︑同義係のワソント

に反する﹂として︑蔭ちに解任さ

の謹聴機関というわれわれの欝条

米ハリセーズ原発

凍国のミンカン湖由興岸にある

コンシ晶ーマー・パワー繕のパリ

セース原墨跡発愚臥で︑二月四簡

牛後O隠十五分頃︑発飽槻の励磁

機が煙発︑タービン笈にいだ作染

プラントは︑購故隠︑稼鋤︵発

賦一人が賃軽し疵既に遜慮れたQ

臨︶しておりザ︑原響か部分ほ膨

獄お︑官侮しだ脅掌員けか愉隷

甑毛つけなかった︒

笹曝と褥全く鱒聞獄たった︒

匿1曜饗細謹『欝

る付帯慧鑓として︑別の響えを述

NR︵は︑放璽継被腰⁝人︒レム べている︒彼の兜解によると︑笈 を唱えた︒

罵するよう錠惜している︒

あるいは遡鷲認籍照査中の費五十

融瑠故︵LSCM︶のため大嘘の

す怠わち︑継述の二つの蜜全薦

蟹のプラントの傘好醗にわだって

罎︑骨ホターノ晶︵職堰宵弓︶の

オン腺子力発離夙で︑一月一一十し

ビクター・亀リンス鞍1憂撮 モンウエルス・エノソン橿の︾イ

たせば︑原子力発儀瞬は十分に蜜

標とそれらに対する数鰯掴剣を瀧

は︑原子炉の蜜金性を指劉による

澱境派のメンハーによる魯かさけ

織遺事弱か発生したか︑敏鷺嫉︑

方泓で蹴りあげることに不翫威を

ム闘︑﹁蚕澱鼠の図轡によってほ

が死亡すろという鷲犬との関蓮の

のめかされている死亡数に閲する

なかで︑とらえなければならない
②敷値指上灘を膿すのに響いた︑

いることになる︒

鳳発廓故により外部に放出される

約一乃三墨入の死亡﹂が合まれて

これに対し︑パラティーノ姿澱

らに御櫛姓を岡上させるのに必致

長︑アハーンおよひロバーツ養鯉

全といえるが︑これに糠えて︑さ

少につき一千が以下の澱用で可能

な偏僻が被曝綴懸一人・レ￠の顧

開らかに危険にさらすような出来

ライキ︑サボタージュなどの人為

その結果︑NRCは︑通報義務製︒これには︑自外現象や︑スト
の明確化をはかることにし︑蟹故

製敏も念離れる︒

の作動を嫡ける珂鮨牲のあるヒュ

ーマン・エラー︑機鍛の故陳︑あ

舅︒

るいは謎爵・手順の不＋分さの発

五︑原子炉認識轟貌︵RPS︶

を會む工鴬的安全籏躍︵鷺S距︶

の箏鋤あるいは自動作動を行わせ

るような直来蟹︒たたし︑監視議

報寵する必要はない︒

六︑ライト外への瞬間放出猟が

偶蜜規定の魑用暇界勉の二五％を

綴える︑象たは建歴からの羅避に

つながるような︑瑠故による︑讐

期しない︑あるいけ制轟されない
放瞬臨放出︒

毛︑ツイト内での死亡︑あるい

への翰滋か必璽な放射線縄魯︒

は治蟹のだめサイト外の緩療施設

八︑広範なライト内除染と外部

だし︑︑磁鴛の除勢軍隙で舞舞に齢

女叢な必興とする徒嵐三二瞭︒た

プて豊るような窪窪舞潟嶽磁︑報

貨写る必璽はない︒

発電機励磁機が
爆発し一人負傷

として行われるESFの作動は︑ れだ︒

験や通日の原子嫡停止書画の一義

てあることが胡明した︒

フラソドツオ玉ト畿殿の所見を︑

織ちに磁訂しなければならない原

は︑このほど魔力鼠社がN罠Cに るものがあることが分かつだ︒

張源子力規制羅蠣船︵NRC︶ 蕪RCへの不必致な懸報につなが あるいは特殊核物簸の蟹傘防護を

珈

ソースタームは︑一桁だけ愚大灘

︸

は︑﹁江しい条偶が曙示されなけ

乎

ならば︑安全対策竃講じる︵新し

ノ

嬰興会肉明の巾に縛めるべきたと

︐や

思う﹂とつけ加えた︒
︐砲︑

い嫡心溶融獺針躍を挿産し︑また
︸

価されているかもしれない③厳し

爵

れば︑フラノドフォード睡郷の解

︵

釈は︑誤解竃慕える﹂として︑ブ
爵

い規朝野観を課す︶べきだという

べく凶噸

ことだ︒

プラントの帆能に関し︑NRC

醗鍮鱗が︑鳳子力発心駈簸敵に趨

ぎ力発臨瞬の麟故︵重大な出鉱

随する死亡は︑いかなる薦亡も
潔更け入れられるものρ︵アクセ

の数も十二から八に翫合整理し

鰹︑①原峯炉の停止と安全鯵止

停職を盤求するような艇三冠︒

麹RCは︑一九八0葺二月に︑ た︒心力窒社が憶ちにNRCに耐 三︑藻安規定がプラントの繁縷

壌︶に闘する摺餅撚を発減した︒

プタブル︶でないことを腿確に籠
ること竃鰻んでいる︑ということ

購故︵璽的な出醸薯︶は玖のとお

風しなければならない八つの特別

を強翻している︒というのは︑さ

賦センターに︑撫話て嘱智趨報し

もなければ︑NRGが︑原子力にメリーランド粥ペセスダにある運

事故の赫果としてうけるかもしh よる死亡を︑臼昌の︑あるいは諮

内︶の懸人あるいは錐硝が織子鱒

域︵プラント⁝購界から五十碍以

二︑原ぞ力弛翫鐘鋳イト周辺地

い︒

一︵0︒一％︶を葱えるべきでな

NRCが提麗している蛍全円継子刀に獅禽3る現爽田に利用測龍 懲轡祐亡のリスクの禽鳥のヰ分の

一︑公衆の門構旗酸は︑鳳．弓力

は次の二点である︒

腿して︑次の二つの晒疋幻な数儀

NRしは︑これらの置全臼糖に

なる個人も︑生命および健睡にお

闘翫所感故の影撫に離して︑いか

意の魚加リスクを難つことのない
肋翌イト近間地

尋放鉗の舗醜一に必難な携遺

一︑源配力発

指剣崔提穿している︒

なければならない十二の特別な塾

物︑罫融あるいは秘曲の簑壷掘能

ような︑助議レヘルを管えられる

緊急通報を義務づけ
NR八
C項目の重要事象で

は︑﹁大規横炉心三三︵ぬSC
M︶につながるよう惹腺子願墨画
の岡能盗は︑趨常︑原子炉隠匿一

きだ﹂とする指針を提讃してい

無につき一万分の一以下であるべ

とを提出︒そして︑これらを支持する黙定的な数個懸謝として︑①隙葦間辺の個人およひ錐研の憩誓死亡と癌による晩発姓死亡のリ
る︒

欝戴熱縮
NRr︶の致全軍欝錘の発込が︑

容できる︵パミソシブル︶綴薬襲

一︑プラントが遡転手鵬や野懲

︾鐘

一てプラントや従業擬の箕全︑

に踊いるような出来窯︒

k

糖や

択感の維縛②余μ除宍③放射繊八

ない繕薬嚢のリスクは︑他のすべ

購鴛撫手順では制御されない択況

安全暫の改輿を決定窃る瞭のコ

り〇

域︵プラント期界から一丹以内︶

故リストを発議していだが︑その

べきである︒

後の憲状況や一般から路せられ

られているので︑渣凝を盤する︒

とみなしていると誤解されるから

きてない︒

いくつかには︑あい濠いなものや

ての敷による死亡リスクの倉讃の

級にモの他の燕故によって受ける

讐弦死しのリスクは︑楽岡風が一

︸

だコメントによると︑報饒籔鴉の

の鯛人あるいは鎮齪か勢旧歓脇故

クは︑台盤胸に吐成されるかぎり

︾

しかし︑ピーター︒ヅラノドフ

の二三として隻けるかもし資ない

低く維掲すへきであり︑しかも︑原

︸

昨算は︑ピノカリングA原ぞ力

発臨箭︵五十四万ご千KWX澱熱鎌
基︶の騒騒利罵瓢が八七％︑ブル

ースA原子力発難所︵八十万KW
×四基︶が九一％ときのめて好調

で︑その発臨コストはそれぞれ十

発臨筋は昨年一年閥に九千蕊齎万

螺懸盤

・遷
プトン発艦燐︵五十万KW×綴
万KW×八難︶が︑阿驚の磁力耀

・繍

織︶とナンチコーク発懲懲︵誠十

うみたすのに糠蝦な澱ストは・そ

れぞれ二十二・欝欝船よU二↓ヒ

カラダのオンタリオ︒ハイト資

加泄かかつだのにバし︑石盤火力

水エ覇︒さらに継歯に晃えるのが建設中のブルース沿翌暴落Q

ブルースA発羅所︒向こうにたくさんの塔が笠んでいるのは麗

︒〇二加．湘／KW11と轡驚されて
いる︒

︐灘織︐

男τド薫紙は︑政鐵μ明に対す

二︑尿畢力発熟跳感戴によう雌

受け入れるこ

一

だとえば︑多くの報道は︑﹁NR 命および健喚に対する二会購リス
Cは︑乱発 塒 奴 に よ る 死 亡 が 今 観
三十〜照や欝の闇に一万三千人以
下であるなりは︑
︵アクセプタブル︶

リスクとみなす︑斬しい蜜全無準

とのできる

一駁
原子力は石炭の半額

諮窪添昨年の発電原価を調査
が欝欝座とめた調壷によると︑一

る◎

ダで響鋭石灰火力といわれるラン

W発
11たった︒これに対し︑カナ
一干万KW︶が惣薔億kW1K1

の六渥の人型炉︵台計84力勾欄後 三︒一四および十五の鷺穴搬ミル／

九八0年における総社の原子力発 術灘の低硫臓為尻よりも白いが︑

簡禰は︑ンカゴ地域の消蟹逼に還

ベルとみられているQすなわち︑

同挫便用の石炭コストは︑中畑レ

難ずるための蘭趣を蔽定しだこと

※國のほとんどの人言衛か集申し

元された︑とコリ；鼠は述へてい

来コモンウユルス・エジソン社

であり︑﹁どれくらい螢塗ならば

臨コストは穏炭火力の楽分であっ

ている西海齢と東海岸の再戻より

コリ⁝氏の調査粘臭によると︑

博したことによる︑㎎億が以上の

十発麦全といえるのか﹂︵ハウ・

だことか明らかになった︒

眠︵溺離石L︶かまとめたもの

ントであるゴートン・R・コー3一

？︶という闘題に対してNRC この調査は︑同社のコンリルタ

が初めて燃えようとしたものてあ

る◎

⁝九八○無にみける3モンウエル カナダ炉の発
ス社の全腺チ力発戯翫の平総帥臨
電原価も割安

コスト幅︑一KW11当たり十八・

︒八二の＊分であっだ︒しかも︑

歓によると︑隣傑一尉閥の陰子力

弼斜懸だけの毘職では︑原子刀
コモンウエルス綴が※岡難曲の

原争力の羅位轡は︑一九ヒ六琿以

発蹴隣︵CANDσ炉︶の発露コ
だと︑その十催以上の八億三衝刀

オノタりオ社

原避力発磁会社でみると阿謄に︑

来︑豊払 入 し て い る と の こ と

匹♂で︑全石尻火力の粟均三十六

規制総懸に対する国浅の理解④運

果圃最大の為炭消費滋であること

転

舶炉の石醗が一一だつた︒

瓢プラントの総懸笹に対する圃民

一九八O奪にコモンウエルス祉 あった︒

ストは︑豪球火力の六〇％り下で
た︒

監視されている︒聖醐の中では︑

から︑この講蚤懸果はとりわけ灘

る︒

ー﹂の八一奪版に錫職されてい

NRCは︑離職爽話したム全環で︑﹁年次エネルギー︒レビュ

樽にふって︑①より一難した原子

力発難所規翻②ふり予欝欝のある

も薬い︒

セーフ・イズ・セーフ︒イナフ

る︵アクセプタプル︶レベルに網

リスクを︑受け入れることのでさ

かもしれない追篇の麟在的放磁爆

数の齢累として公衆が強いられる

NRCが発表したのは︑原発郭

蜜を作成した﹂と簸じている︒

ー

ヰ分の噺︵O︒一％︶を照えるへ である︒

マスコミ同心で︑勝解されて伝え

政鍮声明は︑とくに︑NRC蚕

スクを︑それぞれ隙爽以外の隙瞳による総死亡リスクのO︒一％以下にする②残躍リスク癒さらに激少させるためのコスト・ヘネフ

も原発禦故による禽愈の追翻リスクを与えるべきでない②判会的リスクは台理的に違成強目なかきり低くすへきだーーを探用するこ

発致し︑五月十八日訣で一般公電から愈見竃求めることにしだ︒NRCは︑そのなかで︑冗魁的な蚕全圏樽として①いかなる公衆に

来檸子力規制餐獄盆︵NRC目パラディーノ墾員長︶は︑ご月十一日︑際帯鋼等式駈の蜜全応機に開づるニイヒ尋の政艶肉明集胤

基本は追加リスク防止

総リスクの㎝％以下に

既存の

転

ィノト蔓蝿は一千が／人・レム⑤一塞の原子炉が汰規撰炉心侮轡無二篭趨こす欝奉は趨無二聞一万猪の一二卜lfを掲げている︒

懸叢 礫
聞

v」、

の信頼一の隔上につなかる︑と
述べている︒

業墜難

駒門メーカー《クマヒラ》は永年培われた尊門技術と

一
ド

歌

』

規胡プロセス③NRしが適織する
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安全確保の基本
概念は変わらす

臼本綬ゴ力餅会など還トバ弓・協会t撰による﹁第二卜団独チ力総濠ノンぷノウム

が︑二

と聰して

月﹂日から七㌦日実て︑集小F藍田凶鵡が関の口V波督会餅で洞かれ︑甜日の角⁝⁝に・内
田る壇原子力捜令凝随全農員︵彗写翼︶か︑門瞳〜力発﹄施︑随の訊令陛とリスノ

b別直跳した︒その口の夕万には︑累原．p力規定委員余︵NRC︶が﹁4全目軸﹁集を充羨
したとの二道が口本に伝えりれうなと︑皮全蝦に丹する関心が挙に尚まった︒内旧氏が講
職のなかて指摘した安全弛にかかわろ鴛問題についての内外のトピノクス︑およひそれらに

hば︑施設のリスクは谷認される

⁝

対する個入門見解は︑小向に．愚んでいるんけでなく︑帳r力の交全誓を理解ヶるうんできわ
めて有益てある︒以ドに︑講演の概要を織介虜る︒

しかし︑エへEAのストノクホ る︒それに対象となる蔀煙を設㎡

きな破擬も防瓦づることを日誌と

ての浄価は網によって賢なってい

樋

︸

容忍できるリスクは︑本寒︑施
斐による損失︵コスト︑リスク︑

ゼ㌦論胸リスクr価三汰乞田に

ついて多くの提儀がなごれている

で︑熱闘件脚ルしの個人リスク溢

員政︵ACR〜︶は︑科訓長蟹田 柄とした︒これ蕉冠催すること

トとづ為こと際挺脇目鎌

○・O一／L㌧FMりF︑つ頓死

忠トM

レム壷︑一小し︵あっ昂分け刀ナずの

憾地かりのみ客蝋しなものとし

米団＆靴Cのレ．﹂炉壕全裕闘課

蚕てあウ︶

亡の網人リスクをO・OO一／L

町
と︑鳶邦付蝿久繋奴︵LOCA︶ ハ軍／炉・年でC鷲一日〜四 日

⁝払レ義解下竪は︑旧ド的に6糧直
一kだ送電申でめる︒
． 血ちに炉心癌融となり︑員践輸
︸
癩毒鵬︐けその姥磁壱失うという9

て︑以トに趣愉﹈濠翼一よつな挺全

果かり︑小口

の．鴬二 鯖閉中に尤滅すうと線雇される小

C曲禅からも︑障．一か施没の躯用

・フユエル・メルト︶苧トのう四

これは︑一国の一廉写の議小一

の庁命中におこる瞭P炉旗戒によ

下︑LSFM︵ラーノ・スケール
fの好四身／蕉・人に対し︑個人

津目がなε為ていOか︑阿のP．︿ ーノを三×十の爾四飛／炉︒隼り

ノクニフfカント・コア・ダメ 〜射M以ドごできるとした◎

目髄犠之充︵した︒

米︒薦抽の研究︑

l〇〇と細田の研先が銀箔てあ るQしたがって︑たとλば︑Wへ 径破断のよつな小渥横合故の託生

研庵したものに×国のWAS11
瀬i
レ︑﹂たど勺ことと臨脂されてい

起こる本浦．として蕊×十のう蕉簸

るが︑こhりを引用する場合はト ＄旺i一四〇〇では︑炉心擢融の 継署が欄置旧に高いということに
新雨療つることが必要であろ︒

炉心霧鐘の冶よる壌毎

イベント・ソリーとフ2ールト ／炉・痒を畏めているが︑これは

る ︑

⑤しかし寝向には炉心は豊水さ

いう炉心の拠鰯があった︒

殴瓜し︑大照の水索が允生すると

④ノルコニウムの掬半分が水と

⑥放尉詫の瑚腕への諾は︑爺

れた︒

憾曲勢故調造持別製員訟の暇占甫

蒸気のある格納各器内で従来の野

によると︑コゥ粟は水あるいは水

︒西独︒田本における簸近の研究

事故防止と安全

惣社よ加に絃つこと

でも原チ力一拍にかゆわる指事︑

TMI嘱故の汝調から︑bが国

犬的平価11など︒

︵−も一︶⑥虞痩な葛藤墨書の現

↑⑤二二趨切な鋳屑期間申検喬

ステムの制御︒傑曲目の信冠注陶

全滋に影邸を及ほ郊ダービン側ノ

玉④胆遇気蛇生側︵原チ炉側︶の女

房戸箸作策の工σ管理と放射潔曲

の範囲拡大と撫績性両上③倹食・

は︑①品廠俵亜の確立②計測制御

ラブル等からみて︑気のついた自

巌産のわが働における三雲・ト

あると轡われる︒

アクセプタンス壱擬ろ澱雪の嘱で

と妊りれる︒︸一れがパフリノク・

一般の人の認践が高めりhるもの

戦？性のレベルの亮さについての

な黛趣転の実蟄が秋よれ︑騨P力

それによって原チ力允〜施設の

てのΦ︒

発寒とこの

憾鳳誉図り︑小ごな語部等の目期

麺楓趣琿の資の向ヒと続随擁護の

このためには細口題転時の検丘︑

ふりも痢襲であろと昏λりれろQ

噴故の災ゐへの軍人の援稲︑晒比

防縫に最大の努力をす．Φことか︑

設の直撃馳の静尿は二塁の丸二の

最測に述へたように︑原∫炉施

運転の蓄積を

TM王難故の堅験︑あるいは米

もとづいていた︒

するリスクの紺緬も︑この蓄えに

れており︑フフーマーをはじめと

右著る㌃愛蒸であると従来蕩︑えら

放掛磁が公聚への放射康彫響を血

絹傷の牛ずる訣故では︑ヨウ素の

釦碍からみてチ轡外てある︒蝉心

めて少轍てあったことは︑が心の

とくに︑澱ウ驚の暗磁がこb

った︒

影殿︑は最隔ても口いレム以ドでの

︵同万由力分の一︶で︑公梁への

の℃一〇％︶︑ヨワ．ハ窃十症な

ガス勿二語五十力舷︵畑心内蔽磁

うに理解できる︒

①癖故発趣野業の運転中におけ
る楽勝の管理に欠陥があったG
②晦故発生後︑懲故状栖の超握

って磁保されるといつ碁本壕舎の

口拶しに多く除去され︑したがっ

でのろうということが分かった︒

て敷地外への放出騒はこくbずか

この方面の研先の一図の選展を期
待玄の︒

く塾︑

／しとしたものであるQ

︒年UFとすることを壁永仁口

︵﹁罫故の己こりないことの不二

・ツリーζ用いて事故洗生癒噌

命加材喪失聯象に起霞すろ炉心感

蟻照購の線量をレムで提した例に

融煤塵に鼠無遊ありせたbのであ が︑災握の大きさCとして争身場
り︑その他の聡故の丁価はまた十

ついて図を説明つる︒

aは趨和達転階の矯煙︒fを趙 とでれに対処する壼蔽鋤に必要な

分でなく︑まだ肇故経凸申の女全
し眼鯛な系論︑機器の算額復唄に

る擁は取国V・ヨコノモ！ビノ 鶉報が不十分であったため︑事故

−はフノーマーの集の一つ︒Pは

CFR一QOにもとつく推走伯︒③原一づ炉の々全は墨型防護によ

ク等による条︒3は彼による一〇 対策の製作か不砲切であった︒

よる効果︑あるいは人と機無との

に残された問題であろう︒

テメリノト︶と利益︵ヘネフfノ 関罪なとについての検甘は︑今優
ト︑メリノト︶とを一己し︑︑閉蕩

家た︑これらの研究では︑﹇次

冷邦系配管破断のあとECCSが
英国の一轍︒9は西独の案を示すり 琵当盤が寸皿されだ︒とくに搭納

が後置に銘へ十分に小さいとき
に︑求めりれるリスクであること

kはτMI箸故を示す︒P賭十の
谷器は頃要な役胡を果たした︒
作動しないという嘉唾を仮疋つる
や

を一分低く抑えられ︷削字の安全目

爪より鳶ガスを承視つる方が逝切

も薄口すへき田題となる︒

であるとなると︑防災バ磁しから

炉心損傷による腹管絃は︑ヨウ

弓なわち︑￡昌碁燕添象による

ことはないものと夢．んられる︒

る︑という塔本概含か変更される

さないことはもとより︑その影響

新しい知兇をふまえ︑その内腿を

より明確にづろための蕩険︸か9

橡か注せりれることか齢要での

之さCのみで喪わすのは魎切でな 乗／炉・年より小であると爵晒さ

へ﹄を表わナために︑仮に画いてみ

とCとの胸騒と︑封HP×Cの概わが圏のヴ地毒幾指針は︑親在

へきものである︒図の曲線は︑P ている︒

く︑PとCとの隅係でムわされる れるサイトにのみ碓謎ゆ忍めりれ

．

は当外であるが︑員体田な評緬力

防災対策はあく
までア防的処置
リスクとは︑望薄の望薄磁マを

たものである︒

障．♪刀尭編施設の仮想射瑠故が

／炉︒年より小さいと評婿さ為る

ない︒防援刀儂は︑事故が仮に発

地誌桝との関白において︶てhに 安全か確保されるというものでは

都を確保する③放岨蹴吻膿の格納

力縛器ド郭炉心又推格子以上で冷

えた日本に貢した凝全概台を独温

凹本の菰ム警行政と長僑とをゆふ

分参照することが人切であるが︑

唾唄などの墜備かヂめられてい

結裂と彫醗は敷地内に淀めりれる
われ︵いる︒

の低温9止とその羅宇②炉心を圧 るQこれには欧来警護の勒回をト

仮に発生したとしても︑①原子炉

一般に霞網な放射熱影欝を公栄

べごでるって︑サイト舅の防災対

遠謀によって決まるものである︒

よって生ずる杓嶽な放電線影響は

便ずろことが大切てあるQ一﹈で につくり︑原子力責全の陶工の方

をする一の三つのポイントを確

蜜象は︑系涜・機摺の設評価翠事

せるためと︑それかズ霧に拡酸し

生した蝿倉︑残昭リスクを紙減乙

る︒

発織所管理茜によって直擾調理で

ないようにとら隠る鷲敷しのジ防

あろ︒

策の確暖に斑ナることを朗待づ

きる︑のる耕限された範囲︵すなわ

ち発磁所隔地︶内に限られるへき

幻認剛︒処澱である︒

コンテイソメントが遷局の順照び

EほP×C︑あるいは全スペクト象とする必襲はないということが

であって︑その外側の一雨公衆に

れる︒

わが園における例凄あげ為は︑

け放射線による障善・災潔を及ぼ

いんは︑スクラム︑クーリング︑

ルにわたるリスクの椴分で長bさ 国際的通倉てある︒

一般に︑リスクをEとすると︑

設謝殖皐あ署が仮に発生したと

笹があってはじめて原野炉施設の

全雛はとこまで湖いレヘルに保話

に与えるよつな禦故心象の発心す

いので︑汀11手遠によってもいく ど︶をCとナるとき︑PとGとのる確蕃か十の5六乗〜十の曽七二 しても︑一＼∫的々争防護施設と肱

の本ごさ︵放射醜初︽の放F樋︑

戸ルド・り13ースこ○・O

る嶽牲死亡を一の昏パ桑／サイト

とができろ︒

規襖蒋戒の13スクは高く︑小規国 衆／㌍・年リド︑それより大きい

確︑であって︑

争炉心纏融の発

丈さ﹂が話しいム碗と思つ︶と災

％から一〇つ％に牟る闘の経過と
その礎の事強についての糠樹と元
生確乳については︑今優の大さな

研先課題である︵これはノビア・
意外に少なかっ
アクノテントの研九といb汽てい
たヨウ素の放出

いてb闘題があ鰭
隠避リスクのるいは慶全目しに

筆参照亡抽たいが︑愛点は次のよ

l一照O∩なとを用いることにつ 匠識力慶争委員蓼の茨圃隈．瀞力ん

矯が厚とのリスク比汝にW〜SH TM王璽紋についてのト闇は︑ h︑武力峰器内での冷弔がL成隔

また︑原．r力発心紬設と他の冗

る︶︒

ラ！ノ・スケール・アンコント二

鷹確洗ではない︒那心溢融がO 事入麺伊の防塞の整鎚浅を蔑ろこ

㌔の枯聚あ燈いはリスクを且める

ー価には今混も粥いら為ることは

丁重は︑原ゴ葦葺も施設のリスタ

触切てある︒

しかし︑発生灘率あるいはリス
クの絶対値は偏禎の高いものては

なく︑姦諏潟故の租丹的評価と

誘・樫翫の比毅﹂価については有

ルム圏際会義︵一九八O寓十月︶

木琳に防くよう脳力すへきてあ
したものであるが︑これは腸CC

る13BAとづることは各国とも日

趣転・蕾理など一関の体罰を一蝦
ろ︒

︻

か︑闘㎜日的を築たす異なった系

ということについて︑現為各岡と
効なものであの︒

慧澄腐穿︵DBE︶といつQE
C︵アクヒプタフル・リスク︶
のか

もジくの人︐によって﹂氏がなさ

汰・西独のリスク語緬研鵡は︑

CSは︑一次冷耳翼配管の簸勘を

れていつ︒

の総括で︑エクルンド灘溺総長か
フ心したように︑﹁呼チ力発粍施 越因茎優とし︑ての鵬倉にも︑螺

り︑碇争牲は邑ムの経獄と大輔か

〜にバするDB珍であろ︒

醤の糾融准母くことはもちろん大

遡転時はもちろん︑升㌔技循聞見

ら治まれた戻全性にかかわっ概倉

没の二期磁撮は︑よず聖故発侮を

勉からみて︑魏人的にはほとんど

や対筆にもとづいて︑その団し琶

厚了炉施幾の女全騒廼は︑題箱

趨こるとは㌃んられないような仮

図ることでト分捕緑︐Cきると田いわ が原子力荒撫施．楓のV地拾よび女

の坂本概合にもとつく腱没の蛎遺
糠であるが︑それによって艶消施

するきめ囎かい品質保誕︵QA︶

閏

馨簾劒要は品質保証の確保

障害防止が大異提

轡朗あ故の免4邑絹卜しても︑一

BA︶といわれていた︒この一次

黛一議のための設計械噺卦故︵D

従来はいわゆう冷却材粛久事故

般公楽︒従事藷に放射線陀彗を毎
れる﹂のてある︒
源．γ絵描挺の受全誓は︑濃層随

えないこと︑および︑ての放射樋
影響を磁成剛胆なか山一り戦くする

こういう皮争銑とその醸保の櫨
・設備︒回転留理とヴ地条轡との

冷却材銭久に越囚タる蒸喰をtた

本概倉は︑一九し︺四声三月に泳国

設列に放酬される放射性吻慢の核

︵ALARへ︶ことであっ︒ 薩︵テフ︑ンス︒イン・テプス︶

で超きたスー3ーマイル欝︵田M 闘蓮において確保される︒その手
種と騒︵ソース︒タ⁝ム︶につい

の一画と実鷹によるbのであり︑

るノナリオを仮聾して汗価する決

起闘から放射性物覆放出にいた

一

確率リスク研究
引用には注意を

王︶療﹂力発鵡三盆故後も変bる 段は︑浸滋︒鰻質・建設︒桟血・

①簸−二物後︑寝全怯に園する

亥全規制行政とそれに対すろ瀕子

ことはない︒

倫議が蒔ひ国際的に漏発になって

力安全委澱食の竹ついわゆるダフ

こういう仮憩的噴響の運定は︑

きたのは︑前述した安全乾をでき

謬論的方法であるが︑こういう方

︸

つなわち・原子力発嘱糖︑賦の安

わざるを得ない︒

はくかのリスクほ残っていると

も・輝論hの絶対女全はのり得な 人に俘えるその影遜︑藁蓑拍欠な

対日全といわれることができて

も賦については︑社a的趨合では繕 Pとし︑それによって丸しる災械︑

原．学力允屯施受のような大規槙施

しかし・いずれの手法でも︑

暮要視されていろ︒

による訂価あるいはリスク斗価が

これに加つろに︑確聖母的手払

戸となっていた︒

切でないということが従沢から雨

肱にのみもとつくという．﹂とは四

・綻謹にはでれごれ健諸条件があ

原子力発撫施斐を構成する機認

ルヲェノクも一つの贔熈保比の幾

障

航空機洛トによって旛護か損傷を

いずれにしろ︑原∫力碁魚施改

のbつ凸が的危険性は︑災鰹の大 うける爆蟻の発牛確撃が一の鯨ヒ

85

点でみると越膨えられる︒

岬

℃へきか︑また︑その目炉︵セー
フテぎ︒ゴール︶は河程か︑ある
いほ︑残溜リスクはどの程陛であ
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1．原子力発躍所を始めとする、源∫力関倖蒋業棚1のために闇発された汚コム了袋てす。
2 全品ノ詮検査によってめ染1孜のκ咽となるヒノホールは企くありまぜん。

JlS−Z4810（放射性汚染防護用ゴム手袋）規定試検合格品

長時問の御猛∫Hに面f尾まタ。
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この成果を受けて同センターで
ンタ：では︑レーザー閉じ込め方

入阪大学レーザ⁝核融冷研鋸セ

に臨騨条件遡威をめざす．︑

円︒第二期謝藤中ごろの六十二銀

五十七隼展平等は二十七欝四四万

ザー農圃﹂などを完成させる︒

街万円をかけ︑﹁激光十二号レー

鱗化し︑軽水炉だけでなく核融台

化学の研究に約﹁億六千万円を予

談た︑東岡工業大学がトリチウム

の改造に次二股約三二円を計上︒

騨の麹秀の

生麗実繍は︑一九八一奪には全世

すでに︑この技術による難磁の

水雛の製作が司能となった︒
型トカマク炉﹁TRA瓢一11﹂

ており︑九州大挙のアルカト峯ル

腿を警さない現状で︑世界欝圃か

位︒舗蟹も欧来各国メーカーの追

情⁝

韓鱒

輔．鱒鱒韓

鱒

鱒

鱒

藤

鯉

騨鱒鱒

騨

鱒

晴

韓

鱒

輌

ら憾頓と商い評価を行けている︒

このうち︑大河内認念生端錨六

梁︑一千語を櫨える原簾を据鷹︒

轡救授︶を鶴翼し︑検討しだ繕

工業撚飛燕葦会原子力部会の隈子

そのこ︑工業技術院では︑鰯土

テーマの中に︑神戸製鋼駈の﹁火

羽十語轡門蚤員金で︑さらに検討

力および原子力発鰭萌野水器罵チ

タンの製造撫工技術の関発﹂が入

子力露語制簸を湊めた︒

を潴え︑鍛終鮒には一千一語の原

賞した︒

その塑造理由によると︑礪在︑

原でセミナー

塵廃炉技術

わが圃の火力および原子力発電藤

では冷却水として海水を利嗣して

いるが︑近隼︑発電所の二型化︑

3月綿︑緯の爾B

稼働壌の向上︑環境笈金などの鐡

から野水器の材料にも︑より隠れ

八︑＋九目の二臓闘︑原産・会議

田水上畢潮瀬巣禽識は︑三月十
ってきた︒

コミッショニングーその課題と対

塞においてセミナー﹁原子炉ディ

た藁縄牲鮨が要求されるようにな

工藁用純チタンは︑耐食獣︑強

これは長期離な観点から閣題に

応﹂を開催する︒

度ともに従來使用されてきた蕉銅

などの復水心用材料より到れてお

り︑復水麗にとっては理想的な材

叢な講屋内響は﹁わが圏の魔炉

RS（遡及検索＞

1974年以降最近まで

のデータベースから、

ご希望のテーマに関
する文献をまとめて

（財）原子力弘済会資料センター

燧糊し︑腐性能のオールチタン復

は︑さらに五十七繋累から二年計
武によって臨界条件をめざす﹁金

このほかにも各大学で︑さ衷ざ

研窮にも力を入れ始めた︒

物隊学などの内容の繋駕③国際標

ど新分野の反映②漂着聖典金︑生

榊

しぶ

̲難
働．

の処理︶を申心として︑その対応

︵発電騨の尉用年数を稼働した後

料︒しかし︑3ストや製造加工技 なっているディコミッショエング

えていた︒

術のむずかしさなどの課題をかか

対鑛﹂︑﹁海外における研究驕発の

を轄えようとするもの︒

炉②感心斑延と管加工工程ーーな

本当衛は①消壷聡極翼空アーク

どに独轡の改慶を費えることによ

等のぽかパネル肘論﹁その課題と

って︑チタンの溶解螢を従来の約 状況﹂︑﹁廃義義術の笑例と経験﹂

照影のごに低戯するとともに︑歩

SDl（定期検索）

萄；月一回王A6Aから送られてく
る磁気テープを使用して、利用
：者ご指定のプロファイルによる

融万円︒

装躍の贈強一iなどを行ない︑簸 剛謝礪﹂を五十五館蔑から進めて

画で①蹴源の改罠②湿性粒子入尉

おり︑その第一期嗣画の終了する

まな核融台窯業の研究開発を行っ

﹂一Sの原子

力用語が改訂

二二ぶりに︑3月から

田氷工業規格︵J工S︶の原子

葎ぶりに改訂され︑三月一曄付で

力爾謡︵Z4001︶が︑約十四

していた﹁生粋のための科学技術

利遽して︑取り込濠れだ薬物の分

鱒

格と合掌できるものとして︑原子

も﹁原子力以外については︑ほと

一研究開発テーマの関連丈献をすべて知りたいときまた必要なものだけにしぼりたいとき一

じ込め貼間二十窮秒凌遼養した︒

低でも泓度一千万腰達成を臨ざし
五十九奪度濠でに約翼一書六千八

を占め︑世弊第一

ている︒次奪慶予籔は七億六千八

チタンの製遣技術で

大河内賞を受賞

神戸製鋼所が

る見込み︒

成︒京都大学付属病睨で憧騰され

瀦轟轟籠範歪︸錐嚢斐器︷雛器⁝黛叢論㎝蓋薫㎜⁝輩踏窮瓢叢叢一⁝器塁蒸籠離釜︸㎝欝藍羅詔鋸器頴㎜瓢叢藷羨繍一⁝⁝罵一莞離器⁝雛⁝一環醤⁝㎜糸雛籠藍需一襲

全身用三島C響開発
世舞初のリング方式採用

譜︶は︑昭和四イ三難八月一田に

硬征の原子襲用譲︵六平す堀

は九瞬︑昭稲五づ六薙度大河内

羅冠され︑今まで圃簾も敢訂され

発表される︒

ポジトロンCりじは︑R王利用の 臓︑肝臓など八体のどこの部位で

だ︒

簸︑十照テーマと受鑓衛を発表し

大河内認念鼠︵土光敏央会長︶

して観簸できる全身縮多層車軸ポ

も︑代謝の様子を多層の断願緻と

今画完碧した装懸は︑脳︑心

数躍の一隅で︑代謝のよう獄勘度

︵R1︶を利照するものがある︒

な盆理窟龍機能を︑生採が生きた

慧瓢衛工業技術暇は興野︑医療

もとで開発を進めて選た陽聡子放

福徹機器技術研究開発簾託制慶の

出コンピューター断舳撫影装瞳

振興﹂をめざすため︑照和二十九

術院は①核融禽︑再処理︑濃縮な
グ状に蕪層︑計四酉八十偶の験出

なかったQそこで︑瀬塩釜工業捜

器を蹴り付け︑一廻に葺つの断纐

岡麓は故物獄内蕉敏理化学研究

に対し︑岡騒騒は︑代謝機能の変

挽写して癩変を講糖に検出するの

断長を記念して︑岡氏が盆削編摘

曙光躍は︑工技院が昭和置特製

布を体外から計測し︑断藤織とし

榊⁝

に︑

力の役湖はむしろ淡定器となつ

んどといってよいくらいリスクに

沸騰の柔艶﹄が予定されている︒

麗︒しめ切りは鴛月十一田︒

嘉費は四万円︒会暴外は五万

留りを欧※偲祉に比べて二〇％向

この繕果︑製品の晶質と信二黒

上させた︒

究聖駕板にもチタンの大磯縦軸を

醗艶艶讐加申し込

が照滋し︑盤膵で初めて禰響を支

孚ELO2928−2−5063

『F＝319■爾11荻城玉饗渉1〜罰嚢貰東豪毎重重

検索します。

献リストを作成・送付します。

立部省の立志五や七四展子算興によると︑大学の核融禽関係主硬研究計画予舞は︑約七十九蝕九千芳円で醜無妻と比べ約二〇％鱒
と大縄な伸びとなっている︒これによって来黛塵には①筑波川蝉プラズマ研究セン身一の複ム欝ミラー実験翠霞のゆ76旗②京都大学ヘリ

オトロン予冷禽研究セン身一のヘリオトロンE装織の改罠一⁝など︑欝種の核融倉笑仁義躍が斬たな開発段階をむかえ︑独自の発想
と理講をかかげて研鐘を進める餐大学の開発瀧蟄は︑核融禽の笑現にむけて︑潤す貸すその激しさを賦すことになる︒

完成相次ぐ実験装置
蘇簾雛20％増の約八十億円

ジトロンC塁躍で︑リング方武

庫蔑から四面悶に囎億七千万円を

鉱に酬立されたもので︑大河内記

灘︒X線C嬰が臓器の形を難閉に を採罵した世界鍛初のもの︒リン

嚢の状態で観察できる巖初の験
︵承ジトロンC饗︶近写翼睦を殖

までに︑その受備研究として約蕊

橡を表示できる︒

旗したと発藪した︒

型鵬を暴本としているため塑造が

化を検出して病変を予知すること

っている︒このミラー蟹は①縢線 いる︒五十六鎌肢からぬ十八二度

なるような条件︵臨界プラズマ条

かけて︑開発を技術研究組織隊綴

るエネルギーが︑ちょうど陶じに

ズマを閉じ込める方式によって①
十七億二千万円をかけ︑﹁諺融台

の談話控1などを園るため︑五

簡単②縄掛注入が容甥で定籍還転

深化機構︵ISO︶原子力用語と

件︶を遠戯し︑核融禽理論の確証

十二薙七月に掛盤原子力産業会議

トーラス磁場系︵トカマク型︑ス

愈鍵︑同欝産特鐡︑同謙徳蝿︑湿
原理は︑入体にポジトロン慶放

生野山からなる︒贈話題は三月十

ができる︒

今後︑この装躍は︑第一次試作
祉加盟︶へ蚕託しているもの︒日

被祖機鼎研究費︵メーカー慧十六

機として放射線遊学急撃研究所で

反応プラズマ発焦鵬備実験装丁﹂

原薩では︑原子力縁語韓門婁黒

に検討作叢を後託した︒

を完成させる予驚︒五膏七蕪腱に

臼年後壁蒔から藁泉︒丸の内の日

が可能③磁接発爾による部分が多

出するR王を含む藁物を供与する 県同研究に利湘し︑醗魔羅価を行

く発鶴効率が蕩いーーなどの特微

立難騒騒痢央研究所が棊礎研究︑

これに対して︑答大挙の研究閲
は︑そのうち約十三留一千百万円

を行うためのもの︒

など︶②開放端磁腸系︵ミラー型
をもつ︒五十五鎌麗から総隠約六

発は︑まだ初期の実験段階にとど

本工業クラブで︑ひきつづき五勝

など︶③慣性系︵レーザτ型︶ー

うことになっており︑⑦全身の各

C①装融は︑生体の断画を横断 遠して消燈し︑この際︑正反対の

一秀聞にガンマ線を発生︒これを 罵の鰐能性が予想されている︒

認癩・藻穣し︑電子誹鱗機を用い

﹁ヘリオトロンE装躍﹂を完成す または放樹能分布に関する偶報を

て衷試するというもの︒R亙に

する放漫線の吸収に闘する傭報︑

て幡報を再構成し︑モニターに断

輔

建設準備中二銀という︑一大エネ

だ﹂とのべ︑クリーンで湯掛的に

ひき続き︑韻念講擬に移り︑日

故によって死ぬ人は︑一芳三千人

配にわたる脱石抽工累ルギーを腿

金︵蚤薦長・武園栄一藁農工大名

と︑灘の魏類によって特定臓器に

十一億九千璽臼万円をかけ三二計

浜松テレどが増倍蟹などの蜜紫開

まっているものの︑それぞれ独自
を替弦化している︒

ーの三つに大別できる︒

すぎからは認念パーティを行う︒

漿都大学ヘリオトロン核融台研

部鳳雛を畢期に発銘するための新

究センタ⁝では︑すでに五十一鋸

ロンは︑すぐに濠わりの鯨子と反 しい知冤②鼻薬効果の確認③糖神

爾で﹁複禽ミラー異験装躍﹂を発

取り込まれる︒放出されだポジト

成させる︒簸終隼度にあたる簗難

簸川大学金鰯材料研究蕨では︑

の中心は︑田本原子力研究藤が五
十九薙慶束完成をめざして建設を
五十穴無精から三奪計画で約二十

病農学への発展ーーなど穴きな利

ム關発を担齢してきた︒

の発想と理論をもとに︑積樋管な

度から五十羅度まで五葎閲に約

発︑碁立メディコが装霞・システ

研究酒勤をつづけている︒

慶は約二十一鯨五千四薦万円を醗

七十二億八千二蕎万円をかけ・

現在︑日本の核融台の研究開発

上し億

進めているトカマク型の﹁臨界プ

み︒圃装躍は︑閉じ込め磁堀をヘリ

画像を表難ずるもの︒現在︑大別

一方︑第二次試作機も現蕉︑改

トカマク型類を使って六十四年度

銭で︑昨奪中にプラズマ密度一立

に麟水江初の核燃焼︵D一？反 カルコイルに電流を流して作る方

鱒

ルギー墨池となる嶺南地域の将粟

た︒

襲うちされだ原子力発霞を強調し

﹁巡転ゆ九四︑建設中二鮭︑

こんこ嚇すます墜蟄になってきて

を展望するとき︑原平協の獲舗は

日︑こんこ厩十−四

濠だ︑米僚子力規制婁鍵会︵N

灘

良作製中で︑五十七妬度ゆには口

惣謙材料実験装灘偏の完成をめざ

応︶をめざす﹁核融台反応プラズ

名巡歴大学プラズマ研究崩は︑

で︑来隼蔑予興は璽二萄四十六億

千七盤万附︒

している︒来薙度予舞は約十億一

ラズマ試験装躍︵3T−60︶﹂九倦九千万円をかけ︑ ﹁核四丁磁

は題さないものの・核継台を起こ

円︒この遇躍は実際の核融禽綴織

は︑炭素11︑チッ素13︑酸素15な

韓鱒

してX線とラジオアイソトープ どを触周する︒

筑波大学プラズマ購究センター
鱒帆

マ研究計醐︵R計薦︶﹂を濫めて 方縫嵐たり＋の二＋粟個︑純子閉

させるために必嚢なエネルギー
〃

心新たに10周年一記念

たい﹂とあいさつ︒

原平協原子の森﹂を宣言
幅男県僚子力平租利用協議会

いる﹂と期待する中川知隅のこと

氷様子力産凝金翫の森一久響務理

以内にとど為ろうとする﹇安全量

十年醐の聞に︑原子力発餓所の購

RC︶が十
結成無縫矩を認念して︑﹁原子の

漿が﹁原子力雑感﹂として︑約三

雌﹂を発叢しだことにふれ︑二

ひき塾q︑坂鴎鶏頭購務鵬長か ばを代読した・
擬︶の結旗＋周黛記念践典が＋三

森づくり﹂越勤を展開する方劃を

十分にわたり羅臼の田子力僑勤嶺

驚の星野から︑リスク評価を縛う

︵略称︑原卑協︑露坐知憲央会

1でひらかれた︒金紋には︑金鰍 宜践︑拍手で探択された︒これは

日年後︑敦主輪の勤労禰祖センタ

鼠講地区にある各院子力量織階の

概観した︒

鐙
をはじめ︑県箭町村関係嘗︑二子

サイトごとに植旗を行い︑周辺の

塾するなかで︑﹁エネルギーの尊

ついてのデ⁝タがそろっていな

ことは科学的である﹂としながり

劇然保趣と凝塊獲轍を行おうとい

そのご︑宮川催遊興知臨の代理

羅済成長下とい︸漁々の条件を響

門療によると︑雀羅ネの徹鳳︑低

い︒このため︑原子力の簑金性の︑

そのなかで同氏は︑こんむ十心

力閲係脅など約三百積が滲出し

として山田劉雄藩企蘭開発部長が

え禽bせると︑一九九〇雄の石油 このような努力が︑譲解されや

法ず︑矢部鼠長が一昨鋸は︑原

たが︑原平協はいち早く購態の収

挨拶︒そのなかで岡民は︑十二閣

なければならない﹂とのべた︒

すいことになっている職に影藤し

︑

た︒

拾にのりだすなど︑その酒鋤は広

にわだり︑醸子力の正しい知識の

おものといわれてい嶺が・この錨

緬織は︑㎝癬鰯十賭前優で推移す

うもの︒

く関係上に離憩づける繕果となっ

た継平協の活動をぬぎらうととも

魯及に黙認な努力を蹟み墾ね三

罐戦乱購故という撫来購に兇焦れ

た︒この結束をパ象に︑心観たに

⁝

して︑さらに一難の飛脚をはかり

響こんなとき欄s幡です

悶

テラレ⁝ター型︑ヘリオトロン型

核融禽炉の糧瀬は︑燃覇のプラ

工業技術院

は︑ミラー型餓融命炉の研究を行

野饗難

と︑核融台反応が超こって発能す
騨知

麟譲泌嚇

十周年式典で挨拶ずる矢部会幾

辮墜
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墨

保守点検作業分野で
最瓢のメカトロニクス駆使
東痕鵡力をはじめとするBWRを銀属している電力会瀧は︑田田五＋隼代初期から電力二瀬研究として取り縄んでいるBWRプラ
ントの自動化機器︵胃ポット︶開発に全力をあげる舟汁だ︒こhまで人闘が行っていた保冠︒点検作業などを鍛新のメカトロニクス
捜葡を駆使して霞動化し︑六輪な被ばく低減︑霞力化をはかろうとするのがねらい︒膜︸＋力発透所の匿動化については︑逓憲が発

へと犬きく前進する尾通しだ︒

躯

﹁泳麟除染ロボット﹂は︑げん
櫛︑︸い放尉瞭下で行bれている広飽

囲な縦薗除染年漿を壁越化しよう

って多くの人手と時間が節約され

とするもの︒完成すればこれによ

ることになる︒

日動式点極・賑視ロボッよ
については︑レールのhを移動す
るものと︑みずかりキャダピラで

プが藩えられている︒

印幽に動き回る方式の二つのタイ

いずれもテレビカメラやセンサ
ー︑放財僚測竃儀麗鷺てなえ︑順

の蕩簸をチ一︑ックする改纈み︒こ

子力発電所内を動き撚り︑異冨

oに︑パタ；ン認

んこ︑より一瞬の遣打薗蜘岐の鷲
宮をはかるとと繭

はかることにしているQ

誠技術の泌彫によって︑知能化を

釈・採厳袋麗︑採取口繕の囲動ビ

水︑葛鰹容器内ガス等の嵐動希

よりクリーンな陳情

蹴支援システムの開免に継り組んでいるのをはじめ︑発臨用熱機関協会も喩子炉門歯化横査装閥実謹試験にのりだすなど二一．暴酒発

全弁搬入ロボット︑床睡除染ロボ

化してきており︑わが煽の漂発は将器蕪いを一直して︑

こ為によって︑作動時制の短
ット︑移動式口強︒監視ロボッ 披ばく妖減︑炸漿の安全確保にも

サンプリング獣躍は︑康子炉

療子力エネルギーの和用が涜叢
縮︑省力化を進め︑被ばくの大門
ト︑囲動サンプリング装躍などの

め︑これが遠陪・自動化されれば

るにつれ︑プラントの蜜盆性︑稼

盆性同上︑点襖・監擁の強化をめ

低減をはかるとともに︑作間の蜜
開発に焦嶽をあてていく方針︒

減︑定険俸藁の効零化は雌要課題

刀十駕伏初めから脳力爽通研究

め驚襖ごとに洛納答留外に搬撮

し安全弁は︑その健塗性確認のた

S
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三一一一﹁

綴などで携成︒プラント事故隠の

鳥層一﹁

−篇一画

﹁旧識臆艀

一二﹇一幣

囲 一三

︻藁皿一一

轟囲＝

一

陶冒

匹
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瞬鞠

ぐ

臨轟

アノウろ

メ鰹ミ︷

母

逓藍風騒源エネ庁公益懸果部
鯉原立地対策蜜鰻になった
よしお

﹇柳町雄

いちハゆつ

熱っぽい口
調︒ガッシりし

の行動力には定

た体格︒この人

評があるQ
一三＋一寸に

合が多いようです︒地濾にコツ

コツと努力をつみ璽ね︑立地の

現地の糊気に肌でふれた田象

促湛に取り組んでいきたい﹂

から︑人間関係の癒豊さを︑何

その実戦部隊は︑いま毎長も

慶も何腰も︑強調する︒

﹁笈全︑硬境の確保と地城振

ふくめて八名︒

興が立地健湛の二木杵︒困維な

問題についても逃げないで︑お

五十隼．斑源エネルギー庁石佃

ろが多かった﹂という︒

部精製課︑五十二薙IEAパリ

購務局とエネルギーとの縁も深

粛大里代はウエートリフティ

い︒

ングで鍛えた文武碕道派︒趣味

とからくるらしい︒ゴルフはハ

は食通楽︒生家が麟亭だつたこ

ンデニ十程厘Q

象憾は千鶴子夫人と二男︒奥

スチュワーデスジャック事

育機のながで畑りあった仲︒そ

互いにヒザつきあわせて︑いっ

はいまでも欝内で語りつが

寮長に就任して

しょに諮月していきだい一と剋

の

さんとは窩沢大躇に聴行した飛
いらい︑すでに

件

昭佃四十一雛年嬢大致酸学部卒

負を隔る︒

芦浜︑値方︑下

薄きな暴は﹁天の時︑地の

そがしくて母子家鷹ですよ扁︒

縫寒星含入り︒四十五隼から宮

沢露一︑旧申舞栄爾尺〆大博の

照陶なコ大隠に籍して得るとこ

臣︑鋭い捕蟹力の田中大臣︒対

歳︒

◎︶

ューマニティーあ．ゆ3■る二十六

﹁纏れた冒吏タイプの寓沢大 利︑人の狽﹂︒奈獲県出身︒ヒ

秘難役を一黛間ずつつとめた︒

の不信感が康照となっている場

ースをみてみると︑人聞と入間

門やはり︑交渉がこじれたケ

れている︒﹁しかし︑い濠はい

共稲・喫浜岡︑

北と全圏のサイトを歩き翻っ
た︒趨に︷回は金張にでている

門醗掻痒地の問題は︑つきつ
めていけば入間のし頼関係に帰

扇

Q

ねし濠す︒第一畷の突般部隊と
して︑脅畝と地元のスキンシッ
プを．小かめ︑理解を促識してい

・きだい扁︒

解㍉

慮が必要﹂︵黒田竹彌翻水擬魚開

また︑岡傲棄所の養嬢池は老朽

発協会常務理嶺︶としている︒

同嚢所の養魚池は︑三十六蘭

行っているもの︒

倉詐二千七鶯六十軍73掴︒この大 化が進んでおり︑こんご改修工蠣

とくに︑今銀は︑これまで餌付

ている︒また仏・ユーロディフ濃

ッションの聖触発蓑論文を紹介し

り︑本欝ではそれらの駅子や各セ

力翼賛展添会と技術誹議から成

告露︒ニュ⁝フレックス81は原子

のため康艦が編成した視画風の論

加と欧州の原子力開発の笑語視策

十九日聞︑ニューフレックス81参

これは昨隼九月二十八Bからの

視禦園報告総﹂を刊行したQ

﹁NUC﹂EX81磐加欧州原素力

日本康子力酷業傘議はこのほど

書を刊行

視察団報告

ニューフレックス

が焦点となりそうだ︒

部分を使ってシラスウナギの愛殖

度の収穫が可能なら採篇がとれる

層の収穫をめざす副薩だ︒この程

り︑今奪はさらに四十♂酵／平方

方肩程度のメドがついてきてお

てウナギの収纏寧は三十計杉／平

これまで養殖技術の両上によっ

誠験するのが馨的Q

とくらべ︑採輝がとれるかどうか

用して︑魚の成浸をはやめるのが

電

から排出される暖かい温水を利

皿一一牌

駁獲率をあげ︑彊殖にかかる蟹用
一二一胃

を行っている︒単位画積あたりの

二一︐冨

ねらい︒しかし︑康海溝業虜で

一⁝T﹁

憲談の席で︑日取側関係蕎が次

一書一一一

は︑菓海一撃機のみからしか温

この獲期計画は︑原子力発寵所

入した︒

できるようにするなど総舎約な配

の温排水を便った乱調を実際に企

＝一n

段階から聾電池を低い緯躍に設鐙

業化していくには︑﹁瀕発設計の

牌︸一田一

の間︑水漁が下がってしまうた

の短検時には磁水が得られず・こ

一言一一

水を利用してウナギの獲殖企巣化

耕水を引いていないため︑同線発

一

一一一一

シラスウナギを鍵って麓熊試鹸を

茨城県にある東海建業所で原儀策

一一一⁝一門

め︑比較的瀬温が低いフランス産

海原充一号畿から掛掲される艦排

一二一一︻

ランスから胤卜二万匹の柑魚を輸

郷することを圏的としている︒

一﹁讐

試験にとりくんでおり︑今回もフ

燃料の状態︑覇故の推移などを氾

三宅π

墨水での削際部分は︑そのバッ

畳讐謄

同素象では︑鰹鳥隅十九年から

すことになった︒

の鞍養殖の企業化に反映

高密度養殖に挑戦

凹一一讐醜 ﹁一藁一一 脚扁＝一

た彰聾驚鷲鞭難聴擁漏鋸雛鱈聾

る︒

大きく役立つものと嬬痔さ43てい ンし醐︑移送装畷︑自動核種分折編

一

働率の晦上とともに被ばくの低

として闇動化機器の開発に取り組

薫蒸気管に設置された艶熱気溢

一方︑わが国の渾蛾胴ロボット

るが︑この作業を自動化するのが

し︑分解点険したあと再漿融され

ざすのが恰りい︒

の盤及はめざ茨しく︑館聞の総懸

は絢九十億円︑来年度もほぼ同じ

んできており︑今隼硬のジ郷規換

のひとつ︒

占めるほどに大きく飛躍をとげて

ト﹂開発の團的︒この搬出入作契

﹁主熱気逃し簸全弁搬入ロボッ

台数は二万台︑傘世界の過単数を

すでに︑燃料自動簗換装圃︑制

程度の療盆をつぎこむ計懸︒

暫該︑各輝供屠期間中検査︵ISでかつ放購線下の作業であるだ

郷棒駆動機溝︵CRD︶腰動交換は︑格納谷圏内の高書︑山あい部

こうした描勢をふ蒙えて︑繕力

きている︒

術を駆使して康子力発鐵所の各作
工︶飛動襖査綾置などが実用化さ
二⁝欝

して︑笥勲に便えるの塗﹁生益

一一一一鷲髄

ピューターで巻取直動客分して選

二丁h扁

クグランドを得るものと砿羅づけ

一﹇一一弩

られている︒このため︑臼水での各国のために無故瞳で低働格の機

二一一一P

﹁近代的な工場設備にびっくり

別書駒する無人中間無品愈庫をも

ービス箸暇帽の櫨いをどう児服す

規慎・運転縢の賃・メーカーのり

講誠は︑製紙巣で使われている放器を開発することの亟要役を鰯感

のポイント︑システム設計の類要捜術受入れ体制を考えていること

家た︑各国自らも真剣な姿勢で

今園のワークシ﹃ツプは︑RC 射線討測機器の稀娘と凍理︑利合しだ﹂︒

ればいいのか扁

のよう憩．酌醸している︒﹁アジア

した﹂﹁ユーザーとメーカ；の協

つ︑世界でもっとも圏鋤化の逸ん

千二酉規の速度で生癌する世界厳

AとUNDPが︑本年四月から実
五態から経済効果︑紙の品震管理
牧工場︑紙の繊蔵垣葡嶽に影三四さ

か薙にわたり︑壬一穏万がを没入

を用いた工程魁理についてのワー

点を潤羅した︒

けにっかってきたイトミミズに代

って︑ミミズと爾氷洋でとれるオ

キアミを混禽しだ門ミーコン﹂で

に変えていく方武を採用する万針

餌付けを行い︑しだいに配命飼料

だ︒

理工腸︑チェコ・ジェッツ原子力

播工場や英・ウィンズケール薄処

今後︑同撮のワークショップ

ともあげられる︒

より要講内容が興体化してきたこ

に田本の協力を求めるなど︑従来

修蟄麟の資格讐ガイドライン作成

ともいえよう︒さらに運転員や補

けて掘互の憺頼感が一閥醐まった

も判明し︑今後のRCA協力に圏 ものとみられている︒
hずO︒三％の精腱を誇る新壇水 する﹁アイソトープ・腹射糠工業
照門家は殿口車密に語った︒

同ワークシ細ップは︑IA露A

︒アジア地域原子︑力協定︵RC

A︶の計画を︑悪血開発計画︵U

NDP︶の黄金で支援するため両
暫の呉同プロジェクトとして開催
されだもの︒二月八田から十二田

しかし︑同瓢業所の煽禽︑温水

つきりした︒

を閥責し︑凋整し瞳す必験がある︒

蝦︑累調達蜷が大きいことがはプのテーマなども︑各嘱の必要贋

上げているためだ︒

このため︑こんご原子力発蹴所

みは原蔑・婁務課まで︒

千円︒詳しい闇い禽わせと串し込

B5判︑璽一十ページ︑南川二

合わせて収録している︒

察・訪問先の概要や近況・硲象も

研究所や各原子力憂員会などの視

を汲み上げるための羅気代がかさ

一方︑賦直面にとっても実り多を鵬催する時の留意煎は︑各無

となっているのが実情︒養殖池が

て実施したもので・U蕪DP資金いワークショップであった︒ま参加蓄のレベルや関心瑠項の銃
河櫨機︒

分計やBM謝製作を行っている横 利緑陰麟﹂の嚢前準備の一環とし

六名︶︑各国の叢鐡要相談薯項の

み︑これが企業化の大きなネック

る︒

め︑ポンプで人工的に温水を汲み

︒クラフト・ペーパー社︵SKP
に騰った機器システムの拠所を行璽前入手等である︒また獄CA協 粟海一号機より高い位圏にあるた

を聞近かに控えたタイのサイアム

にかけての前単を日本で行っだ

﹁鼻取な経験をした﹂と皮らは

が︑十五日からは︑二週聞の予定
で後単をタイのバンポン市で開催

かったが︑いったいわが国に陥入

ギーの節約にBM訓が不朗欠とわ の実醒凌行うことを自的にしてい

﹁製品の贔獅陶上と外壕・エネル C︶の現場でケース︒スタディ等 うノウハウの欠如︑補修能力の精力で計画されているワークシ遡ッ

しかし︑波らの悩みは大きい︒

しているQ日露に滞隠題︑かれら 語った︒
が鷲糎しだという施設を追ってみ
ると⁝一︒

簾大直径一︒五癖のロール灘懲
十二個︵実大瞳撹写録漣︶をコン

国の開題点としては︑自醜の園傭

の援助による鹸新式BM謝の運転 ず︑放射線計測機器の転入上︑各 一︵今回の十一名筆製紙技爾者は

裸錺鋸漁実り多い成果あげる

新技衛に真剣な眼 @差

クショップ﹂に参繍した十一私の

﹁製紙巣での放射線応用測庵機器 大の新闘用紙三蔵の王子製紙鮨小

た﹂一⊥果断アジア八か魍から

爵︵BM議︶が不甫欠とわかっ だ山陽國集パルプ昏睡工場︑三分

力体制に感心した﹂﹁紳騒・水分

膠腫＝﹁

業界では澱新のメカトロニクス技

業の自動化︑機雛のロボット侮に
為つつあり︑こんご霊無気逃し女

王墨製紙苫小牧工場を視禦する各国代嚢藩

驚禽

働

﹂騨日響

シ

︾

専門家の翻訳富宅アルバイト歓迎（秘密厳守）

興夫雄

高騎二業所：群馬二二奇市二二町・日本原子力研究所・高崎研究所内
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働放射線照射振興協会
理事長 巾 r津 徽 央

品質と実績で知られる

⑳電子機器に使われる半導体シリコンへの中性子照射
㊥高分子材料の改質
㊤電線被覆材等に対する耐放射線試験
原子力の平和利用は発電に、放射線利矯に、確実に進展しています。

原子力の翻訳は専門家のいる当社へ

原署力⑳寧翻醐躍

㍉

〒i89東京都東村山市恩多町5−15−iO
Phone：0423−9；一5i55

02928（2）9533

東海難業所：茨城県東海村・日＊原子力研究所内

本部

一一

一

翻
積樋的に取り組んでいるもの︒

ﾔも異体朗に
㎜風

温水協
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③医療器材へのγ線照射による滅菌消奮
⑳水晶・真珠などへのγ線照射による着色

旨

ユ獅1養暴）
絵簸購院寧｝は会費に営む

準備工事へ前進
住民の理解獲得に成果

わが園初の発電用嵩遡轡殖炉である嵩速繕殖原型炉﹁もんじゅ﹂︵鱈気出力二十八万KW︶の安金性に関する地元説明禽が︑二十
二日︑穏井凝敦賀市の中央公罠鯖で開かれだ︒金場には︑﹁もんじゅ﹂が立地する救賀衛と隣嬢の爽浜町の各地区・能界の代喪警︑
約醤二十呂が出腐︒科学技徳庁が︑﹁﹃もんじゅ﹄の安金性は十分確録され︑立地は妥当である﹂との第一次鍍金審査結漿を説明

ゴーサイ

した後︑金場の蓼膿嶺との聡に熱心な質疑応対が行われた︒今回の説明禽︵二十六闘には福人県に対する説明食が開催予定︶をうけ
て︑地元の数賀市と美浜町︵および堅︶は︑近く︑﹁もんじゅ﹂の建設についての態度を明らかにする予定で︑建設に

ンμが患れば︑動燃は︑﹁もんじゅ﹂の建設華備工襲に入り︑科技庁は︑﹁もんじゅ﹂の安金羅資について原子力安金匠澱食にダブルチ

の理解を得たい﹂との要望があっ

ェック諸闇することになる︒

原型炉﹁もんじゅしについては
たため︑科技庁による安全審螢を

よび各界の代表蓄約酉二十名が

ルしながら︑募り込みやヂモ行進

磯馴四十五難︑敦賀帝の白木地区
先行させ︑その結累を地元に十分

餓遷したが︑約二十名の反豊川はの司金のもとに︑詩聖一二単︑予

の地元説明会にこぎつけた︒

から誘致の要請があり︑その後︑

説明しだ上で︑知慣の意見を求め

説明会は︑高太孝一．教蟹市長

説明会には︑繭甫町の各地区おしたが︑大きな混乱はなかった︒

白木サイトの環麗謝査の結果︑五

参加をボイコットした︒留場の外驚どおり開金︒濠ず︑高岡敬展・
では﹁原子力発罐に反対する裾井科技庁鷺房讐議富が﹁高速増残炉

い寓象﹂についても念のだめ解析

倉︑鍵盤臼木線の改修と蜜全輸送

懸を顯いたい﹂﹁工購に入った戸

ては︑立地箭町村並みに特燐の配

が完成する家で︑大湊瘤に解閉す

子力開発に横丁的だっだ河野幸蔵

方を鰹先する﹂と震えて︑より康

社婁学士︑心理学士︒オークリ

﹁原子力鰯際協力1一今古が必製 F︶広報郎特別企画茎長︒

金談後︑認者金野に醗んだ中州

咲いていた︒

くばらんに著して︑協力を翼翼し

いく﹂と述べ︑今園の金談が五者

ない所もあり︑これを今後つめて

するが︑貝体朗な面ではっきりし

﹁五蕎声明は︑35くまでベースと

だ﹂と講っだ︒一方︑鞠池氏は

話し会いの場をもとうということ

職︒︵セッション3パネル細論 幹壌︑米園猿子力塵業会譲︵AI で︑そのこ︑なるべく禦い時期に

か﹂に参加︶

報プログラムに携わる︒一九七九

ネルギー教爵郡で︑エネルギー広

教鞭・訓練をうけるQ岡協金のエ

Y・りム氏韓岡原子力養員金 ッジ大学協会でエネルギー問題の
常任委員︒

一九瓢三窪まれ︒五六館国立
ソール大学で工学跡取欝︵電気工

米優原子力総総︑婦人対話の

の安全管理欝欝︑放尉線業務従螺

晦齪矯を除くエックス線装躍など

アイソトープ綴金に付託した︒

属店属〔爺匝日

窟士物品搬出モニタは．原子力施設などの管理区域出口に設置され、管

虫な仕様測定画一＝β㊥線、検禺器：ガスフローカウンタ、記録：デ

難鑓

蕪

測定可能物品は、H3GO×W招0×

びボンベなどを、測定台にのせるだ

D29如田以下のものです。厚さの

えられる設計になっているか﹂

いるアルゴンのカバーガスが漏れ

か﹂

なく︑軽水炉のいわゆる隠匿線蟻

ことが確認されだとしている︒濠

約四〇％と高く︑湿聖水艦は軽水

だ︑蝦頑な過渡変化︒各四二故の

﹁ナトリウムの液痴に用いて

﹁運転澱が異鰭操作しても大丈夫

石塚貢・科技庁原子力安金剛原

解析︑立地評価だけでなく︑FB ることはないか﹂など︑安全性に

五︑ザレムよりも小さくなっている

子蝉規鯛課長は︑﹁行政庁安全審

Rの遡転経験が少ないことから ついて切爽な質問だけでなく︑﹁交

炉の七鋤程度になると説明した︒

五庫十二月から昨鋸来までの一軸

戴の蕩え方﹂について説萌︒五十

度の霧葦をしてきだと報優︒とく

したと付け加え︑いずれの堀倉も

対策を﹂﹁岡策として遊めるから

﹁現量には趨こるとは鷺えられな 付金について隣接の美浜町に対し

が﹁設躍爵可搬講の概要と賜金

に︑安全審憲にあたっては︑①ナ

の覆践および立地が妥当であると

四強を満たしており︑原子炉施設

間に約八十回の会台を重ね︑高麿

姓﹂について説明︒一次冶却材と

ラン混念酸化物燃料③ゆ聞冷却系

トリウム冷却②プルトニウム・ウ

これらに対して︑科技庁と動燃

して勢いられるナトリウムの沸点

は︑一つ一つ丁騨に警えていき︑

が摂氏八蓉八十慶であるので︑圧

BRの特認を十分に踏まえ・岡内 この後︑質疑慮瞥に入り︑会場

・カバ⁝ガスの葎僅一というF

から約二十人が発昌︒そのなかに

っと配慮を﹂などの要鰹もあり︑

力をかけなくても高温が得られる

は﹁燃料被羅管は軽水炉より細い

には︑地域振興や地元商工業にも

ため︑万一︑配管に穴があいて

安全技術顯聞会の慧発の聴眼や現

外の研究開発実績の濡用︑原子炉

結論したと述べた︒

に噸燃しない︑と強謁︒一次系の

も︑軽水炉のように冷却材が急激

した年暮六蒔四十分に︑説胴金は

予楚蒔閣を一時間十分もオーバー
これらの響え方にもとづいて四

ECCSがないのか﹂﹁プルトエなお︑科技庁では県に嫁する説

は蒸気発生露のトラブルが多かっ
つだ安全審登の証果を︑幡野裕・

年後一隠から閣催される聚議註金

開綿も二十六鐵︑県議食磁場で︑

ようだが大丈夫か地搬毒水型炉で

たナトリウムを受けるガードベッ

科狡庁原子嫡藻潮誤安全審沓響理

ウムが漏れることはないか﹂﹁若

地醐糞を行った︑と述べた︒

セルを設け︑炉心がいつでもナト

狭梅に簗申している各櫨原発の複

配管を炉心より轟くしたり︑もれ

リウム冷笑材につかっている状態

官が説明︒このつち︑通富運転購

うに砲盤をうけた堀愈︑それに耐

そのこ昨年九月二十七田︑むつ

邸課優などを対象に垂雪する︒

a効果を蓄亡しているか﹂﹁フラ 綴協醸会終了後︑県会議嶽︑県の

だが︑FBRではどうか﹂﹁なぜ閉会した︒

にあるので︑軽水蛎のように繋憩

で葎問○・；一︑ザレム︑甲状腺で

燈心冷却装搬︵ECCS︶は不必
の被主線蝦評価については︑全身
要であると述べた︒家た︑﹁もん

材温度が欝られるので︑熟効車が

市長耀が行われ︑菊池氏が︑原子

の五璽いレムを十分下回るだけで

じ2では︑摂氏約五酉展の冷却 庫問O・六六︑ザレムで︑許容二一 ンスのスーバ董フェニックスのよ

原子力船研究開発窮業閣理自軍︑

力躇発については﹁住民の安全の

関根浜調査結果は三月
行った︒

嵐ｷを小差で破り︑市長に返り

る③欝欝趣への入亀・郷学につい

ﾑ一二篇＝一鵠器＝営一ヨ二纈二営＝＝＝＝＝一一霧＝一一需コ圏＝＝＝一一二＝一瓢営冊3瓢一輔瞬＝一咽一直＝一躊＝瓢齢門＝＝器篇一一三二﹇一圏御＝一一胴＝＝一一一一一一篇幽＝一一一一一潔＝雛灘雰一脚一一一鼎＝＝一＝＝一一＝一＝一一＝＝＝一一＝盟＝一一一＝雪国鞠

菊池むつ市長と会談

むつ術関根浜に碓排する②新点港

樒粒正総急難汚職畏が①新煮豆を

中川
畏官

中川一郎科学技術庁畏欝と菊池
漢治むつ市長は二月二十二日朝︑

﹁む2の灘港問題は昭和五十 ての取扱いは今後︑協議する一

﹁輝雄図嬢炉もんじゅ発露駈の原 県民会議﹂のメンバーら約七子名の膵臓性と﹃もんじゅ﹄醗魎﹂に

などで筆意︑共同声瞬︵五暫鐸

五十五毎十二月︑励辮が︑圏に

ることになった︒

い漏との糖論が出た︒水脚なら

＋五館半ばには﹁環境上間題な

ば︑この段階で準備工灘に入れだ

東京・紀鷹＃町の赤坂プリンスホ

六葎五月二十四臼︑当謄の中川科

が﹁癌還壇殖炉建設隈比﹂﹁まやついて説召し︑﹁もんじゅ﹂の建

子輝設認済可一括欝﹂を提出︒科

河野幸蔵むつ市長︑野柑一彦日本

鍵宮は︑﹁過査のいきさつをざっ

設に欝欝に着聡したいと訴えたQ

問題について︑初めて熟懇交換を

S・クック女史米國女性原子 た︒蕊月初めには︑関根浜におけ

のだが︑地元から﹁﹃もんじゅ﹄

㎎︶を発表して︑九腸の決醤をみ

かし説明会阻止﹂﹁臼本の核武装

ついで︑申井靖︒動燃特任滲瑠

る新愚港の調畜結璽がわかるの
力の象︵NEW︶趨婁曇代嚢

れ︒五六隼ハノーバー工科大学

ラフィ・アイソトープ利期分野︶

放尉線審議会は十八艮︑総噸を

タッシェ︒七六〜八一隼科学技術

会︑米国大学婦人運搬︑ワシント

開き︑入珊院から詔問されていだ

処で︑狡術協力局長︑科学披術振

ション5パネル討論﹁原子力発羅 の蟹備を図る人無難規則一〇一五

ン広婆挫の会の各会員︒︵セッ

職員に対する教爵の実施塞藁など
八一年一月から珊職◎︵セッショ

興周擬︑園立博物灘粥鑓を歴伍Q

介︶

ン3パネル講論門原子力国際協カ と禽慧形成﹂でN冠Wの経験を紹 の総懸に閲する審議を︑欝欝譲鼠
ーー今織が必硬か﹂に参繍︶

鷹臥
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灘

ノメ

響欝

テルで︑原子力船門む2の母趣 技庁授窟︑北村正哉緊縛県知蠣︑

は新型炉︵日塞巌切のFBR発電狡庁は︑長銀︵五＋六年︶十 軸受

を詳さないそ﹂とシュプレヒコー

七五隼ゆら現

卒︒五七〜五八隼石油研究所研究

ていた︒

蜜金審萱を実質酌に終了し︑今回

ー研究技術部擾︒

七一了七五奪研究狡術欝エネルギ

炉︶であるので︑安全性には十分

一で﹁ソ運のエネルギー響満と原

W・シュミットキュスタ；氏

子力開発﹂を発嚢︶︒

3月8日〜10ヨ

西独研鋸狡術鎗エネルギー研鏡技
術局長︒

多隼にわたり科学的作業に男

楓︵ガスクロマトグラフィ︶︒五

一九ヨ三年マグデブルグ生濠

稿食員︑講帥︒仏グルノーブル科

贋︒アルメエア科学アカデミー通

り現職︒

詣ハニ蕉ソ漣澱高註議幹部会脅によ

ンチンにおける漂子力発駕開発戦機械製造人偏蕊貨代理に任命され

一九〇六輝ウラジカフ飛翔ス市

子力単物濁家蚕礪盆気長︒

A︒ぺト獅シャンツ氏ソ趨原

必要か﹂にも参趣する︶

略論⁝﹁原子力麟際協力Il今何が

略﹂を発表︒セッション3パネルる︒以後︑機械濫造工場で働く︒

顯聞◎︵セッションーで門アルゼ課長︑技師長箸を瀬野︒三九舘喧

回

ニッショーホール

ら︑七六年五月国際原子力機⁝閏

原子力委貝擬を務めるかたわ

職︒

C・カス占マデ罠アルゼ 札に関する小間︒七六鋸から現
ンチン原子力壷飾食婁蝿長︒

一九ご七庫ブエノスアイレス生
まれ〇五六琿海躍学校士密養成学

安全基準改正

のでないことを強調した︒

共周声明の内容から︑はみ出すも

代渡幹摺として企醐︒立策に携わ

コ口ら諸職︒

り︑女性商け教琶プログラムを策

審議を付託

難︑蓼

女控の全国組織であるNEWの

暦敗得︒六〇〜七二薙原子力研究

入学︒同大学より保健物理で修士

定︒獲た︑AIF広報鄙特別企幽

︵IAEA︶理贋余アルゼンチン

学︶︒五九年米国アルゴンヌ研究

所寛妊研究興︒七一鉱躍立ソール

部長として︑全国︑州︑地方の人

所で学んだのち︑ミシガン大学へ

理噛︵特命全梶大便︶︒同年七月

六田〜六七隼原子力僧上溺Ψ︒アイ

大学より原子力工単で昼鳶三脚

ログラムを作成している︒

々を対象とするエネルギー広報プ

校儀子学教授︒六七隼クーヨー言

九無ハノ⁝バー工斜大学より博士

〜九月IA君A理藤金理事長︒無

ソトープ謙︒六八〜六九薙科学研

三〜七六鎌在米緯岡大使館科学ア

摺︒七二庫科学技術処に入閣︒七

署︵化学︶取縛〇五九〜六一隼石

立大学で物理罐士号取直︒山雲八年

毒八月米州大陣漂子力震興愈代

スウェーデン王立アカデミー外国

七一鶴教育聖算僧圏際協力部疑Q

町議核燃料サイクル諜艮σ七〇〜

蒙騒蓉＠．罷

サルバドル大学孜授︵物理学︶︒

表︒七九年忌A露A科学譜間雲員

スクワの高等専門学校で学び︑三

ど論文︑薯欝多数︒︵セッション

入金員︒百科辞典︑原子力開係な

油研究所研究員︵ガスク資マトグ

七二〜七六奪ニュートロン物躍学

綴織鰻︒来膨ロックフェラー財照

ルジョニキーゼ記念ウラル範機工

三黛ウラル工礎学校挙︒エス︒オ

灘
講繍

クック1女史

放射線審議会

・康震物理学教擾︒七二〜七六

と三園顎寛外交閾題研究所が設立

講

臨岡岬
りム氏

︵礪鷹のザウジカウ︶生煮れ︒モ 挙研究曙科大学名誉科挙親心︒

年アルゼンチン海璽研究開発周

しだ奇蹟原子力講闘グループ藪

＞2く

長︒七ヨ館躍廓委鰻鼠婆繰︒リオ

シュミット
串ユスター輪
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ブ

サイズウエルBの毅蹴・蜜全

綬タスクフ瞳ースの面々︒友か

懸鯛の進捗状況を號明ずるPW

荷妙義装荷濠で六十六か月︑菰運

塞た︑コンクリート注入から初装

︻バリ松本闘在舞︼フランスの

もとつく鼠竃鮒対話が必螢だと強

プルタ⁝⁝腹地滅犠議虫は保守

調した︒

ゴフ原発日照に反鱈し騒騒が不廻

勢力が多数を占めているが︑プロ

を建設する必要があるとしてい

するから他のづイトに阜融に照照

る︒エネルギー相は︑これに対

し︑プレンネリスにはモンダレ原

発もあることだし︑石炭火力発罐

所鑑設の進もあるから︑いまつぐ

て反熟しだ︒

驚力が不足するわけではないとし

廃炉後は工業

実験センターに

で労組が提翼

仏モンダレ原発

︻パリ松本駐夜濁︼フランスの

あるCEA︵原子力庁︶のモンダ

プルター諜ン地方プレンネリスに

翼︶は二︑野茸後には開鎖するこ

ユ壇方の首都レン

は︑プルター一

︵民密書趣︶支部は︑このサイト

とになるが︑同除数のCFDT

エドモン・エルベ・エネルギー糊 レ康発︵七乃KW聖水ガス炉h写

ヌで開かれた原子力安全性局報遇

ーとして失業を出さないよう搭躍

をC鶏Aの工撚原型炉実験センタ

闇︵一月ご十五臼一二月二日︶の

ては泌密の規劉を後退させ︑轡門

岡センターで

することを提顕しているQ

開金式で︑原子力の開発にあたっ

家がどしどし発言し︑翼の嫡報に

は︑薪型原型炉の

ヒート︒ポンプ︑

建設実験とともに

風力発駕︑籔鉱の

︵食料斜眼疑︶な

利用︑ロホット

どの研究麗発を行

うことを想篤して

いずれにしてもブ

いるoCFDTは

ルターニコ地方に

されることが必要

CHAの支部が残

岬49Q

だと工為してい

嚇

G8のpWR担当総懸︶︑ウォ

識轟

墨

簑金性を正餐化する龍任をもつ︒

NIIは︑独立の立場から︑CE
GBがその澱任を遂行しているこ

テット・パフ民︵NNC騨鵠︶

とを確認することである偏と述べ

稽

の結論が撮れば︑﹁八四

は︑公廟金が激調に進み︑建設に
ゴー

郎四柑にはコンクリート注入を開

原了力ではタンピングが唱題

転にさらに七か月と野心的な建設

BWR燃料の

ラアーグエ燭

再処理に着手

︹パリ松本駐在緻︼フランスの

料︒HAO︵高レベル酸化物︶施

嵯

らブライアン︒ジョージ︵CE

ルター︒マーシャル︵タスクフ

ォース講畏︑UKA獲A総戯︶
テッド・パフ︵NNC理齪︶︑

ジム・スチュワート︵NNC理
寮︶の各氏︒

ングハウス︵WH︶社製の総懸原

S︶を採用し︑ベクテル社とWH

子力発電システム︵S潜UPP

用︒電気出力胃十万KWで︑①独

社のPWR建設経験を澱大限に績

勲四系統のECCS︵総懸SNU
冗臨機

て35り︑メキシコ入撮にも︑K

が読く現状では︑ダンピングの

になっていないが︑受注ゼロ

＋五万KW︶・ベルギーのチアン

ジュ原発︵八十七乃KW︶を数岡

経難し︑トリカスタン原発に副腎

して鷹島の供給を受けている︒シ

WR原発の鰭済み核燃料の再処

営⁝B原発にはベルギー住罠の反 ラアーグ工場では︑このほど︑鷺

懇要したので︑もはや隣止はでき

対が強いが︑フランス政將が撹進
附は︑このほど︑フランスのシ望

ないと認め︑それならば出門して

丁レベルグ原発の核燃
出資し︑囎力の供給を受ける憲融

一九七六奪︑七九難︑八O奪の三

設による8WR妙妙測の再処理は

スのミ

理に紺要しだ︒その第一階はスイ

をもつていることを萌らかにし

糀麗蕎の一嵩として監視するとい

膳

嘆に続いて今嬢が照國購︒

｛［驕黛襲から轟嬢癬δご

組置柵のP

WR公聴会

今春には安全報告書
ローソン エネ棚が発表
か偏と発表するとともに︑﹁今擾の野饗雛験獅みたす上で︑原子力発霞はます塾す蛋脇になっている扁と

i陶六十ゆ︶③タービン

PPS耐二系枕︶②間波数はh十
は英国製の六イ万KW二郷欝欝
︵同菖二十乃KW一幕︶11など

の設讃袈更がなされている︒

曙轍糠麟騨燃嬢認

に臨顛して

WUは必勝の構えて臨んでいる

いて醸御入誌に

計面を萌らかにした︒

始することができよう漏と苧測︑

筆戦連敗した︒

可能性も蒼篤できない︒もっと

ベルギー政府

の意向を表明

ショーBに出資

国内諮要も溝型

以上の各國に︑臼下もつとも

という報道もあるG

一二％の線で御士協定ができた

価格の五〇％以内︑金利一〇〜

も輸出クレジットについては︑

近代

しており︑カナ

の危機と

ダが論る
産業

あって︑餓勢の建て磁じに黙
甜︒メキシコには政府︑民間の

薪熱熱原子力週間で演説

一B轟轟︵璽一＋万KW四璽︶にを決めてこのほど土地遊成増蟹に

︻パリ松本駐在員Mベルギー政

対話の重要性を強調

う現突麟な立場なとつだのであ
ベルギーは︑ずでにフランスの

国肩電力公社とシ署1A原発︵二 る︒

攣

へ

，矯
れ

る

醜国のナイジェル・環ーソン・エネルギ⁝灘は︑一屑二十欝︑丁院で︑﹁サイズウエルB猷子力発露麟の公聴会︵公開心理︶を︑
一九八驚年一月から開姶す

フォースのウ濯ルター︒マーシ㍉

同じ賦に︑乱心のPWRタスク英国の安全規制舗に照らして葛ぞ

へた︒

ガス癖︵AGR︶よDも鷺O％蟹いが・厳しい筑金対鐵慶施しているため︑一同のものに匙汽て一δ％翻高になろう﹄と述べた︒

強調した︒寒た︑敵肘のPWRタスクフ︑竃ースのウ疇ルター・マーシャル議kは︑﹁℃イズウェルβの建設醤は︑英国の最瓢の改戻

ツイズウエルBの公聴会︵判事 め︑と謙明されているQ

に検擁する將陰唇余裕を勢えるた

サイズウエルBは︑幽幽剃のP 万KW︑いずれも一九六穴年逓 に関する膨大な柄報・資料を4分

サフォーク州にあるサイズウエル

WR︵加圧水型炉︶として︑三都 聞︶に隣擾して建設される︒

ル議瓦︵UKAEA総裁︶らも詔
マーシャル氏によると︑サイズ

た︑四月来談で中央発無謬︵C冠 鵜会見し︑﹁昨夏十月末に︑CE ウエルBの建設騒は︑英国の簸新

ローソン・エネルギー掘は︑濠

は︑当初︑今駕秋からの開催を予

GBがNNCの姦照設謝を承の認
改良ガス頬︵AGR︶よりも三R圧力容器の健金性を強調した るかどうかが璽要となる︒これに
︵PCSR︶と﹁建設許可購講し
を︑昨銀クリスマス鍮朗にはCE 〇％節約されるが︑米国のSNU
後︑英霊と米岡の安金規制の違い 対し︑英国では︑﹃この原子炉は

GB︶が門予備建設籔全報告羅扁

支訳する角髪﹂︑六月末までに保

GBの予傭建設皆無報告憲の第一 PPS炉に比べて二〇％矧高になに触れ︑﹁来国では大轍の原子炉

安全か？﹄という聞題に焦点を襲

健安金執行部の原子力施設検嶽局

わせている﹂と強調︑﹁笈傘の第

氷圏では輸出入銀行の資金砕も

腫機

樗不拡散政策とのジレンマは

GBにあり︑CEGBは公聴金で

公子力規制蚕豊漁︵NRC︶によ 一貰任は︑N︷1ではなく︑CE

を職扱わねばならないため︑室に

たことになる︒これは︑一般公選

しい安金対策を慰したため︒

さらに︑マ！シでル氏は︑PW る詳縦な規制墓傘が順守されてい

その懸りで︑来圏の暴塞騰勢は

縮小しており︑WB社はスペイ と兇られる︒

ラリア並みに緩和の公僕が騒い

変わっていない︒擾期間の三田

ン・メーカ1との協力で︑緊猿

属するかが問われるわけだ︒

来由以外の懸盤は︑メキシコ

協力の保訊として︑米︒メキン

いる︒箒野党とも︑国内のボト

子力産策の

カナポと洞翰︑凶ドイツも隊

の包揺移転要求に応じる慰度と

用と合わせ︑スペイン翼金の灘

カナダも点じである︒セーフガ

と︑霞われるQ

ル・ネックの∬開に全力をあげ

る技飛︑ツービスの型録を提ホ

だろう︒エネルギー欝が斑鵜す

ーズ蟄求の厳しさで敬遼され︑

する恐れさえある︒

ルーマニア巻除

したことも︑提供の確駒なしで

にはほど遠い 入をはかっている︒

なスペインーメキシコ関係の活

田に送られたエネルギー︑剛欝
欝長官響犠の懲鰹は掘かわらず

技術賊難保訊

コ原子力黍議会の設躍も提璽し

の兆しを亮せる

ているが︑メキシコが宏める

臨月化

︑ねきがかり〃を捨てて︑どの

秤農

いわれる︒興味は釆園が激騰の

ぢイズウエルBは︑米ウエスチ

︵NII︶が門蜜全問題報㌫欝﹂をめぐる働さを説明︒

闘催の隣取りを三か月ほど遅らせ

この入札の焦
点は︑メキシロ

棄を熱しているようだ︒

一九七八葎核不拡散法の強い拘 は︑逆にメキシコ側の感偶を心

焦点は包括技術移転への対応

注目のメキシコ

悩み大きい米国︑懸命の西独と加

の頓みがうかがわれる︒

期を短縮できない来国メーカ⁝

出したKWUの腰気鞭みと︑工かであるが︑入粍期限の二月︸

︑∠

⊃

介入漁たち︶に︑甥イズウエルB を︑それぞれ公翻する予定だと述

およびその代衷茜たち︵いわゆる

案が完成した偏と︑巖近のPWRる兜込みだ︒これは︑童として厳

︒エネルギ；相の爽表は︑公聴金

定していたので︑今回のローソン

A発慰解︵GC飛一一蔓︑各⁝二十一 薩フランク・レイフィールド卿︶

ローソン・瓢ネルギー相
σ

注囲のメキシコ入耗が締切ら
れΩ一月一田︶︑メキシコ側は
コンサルタント箕挫の協力で︑

まず技術内寄と妓術移厭提蟹の
検認を開熾した︒発注先が淡ま
の包癌技循移転
璽求に対して各
蹴の政暦・業薪
がどんな対応鷺
示すかだ︒メキ
シコは核燃料サイクル全般の技

ての簡職は︑あと業館ほどでけ

鶏争力があるフランスが加わっ

場も饗しいQGK筏が窮余のオ中雍を歴離したラロンド・エネ

りがっく︒その結果がどうであ

総力をあげて取り組んでおり︑

ルギー楓は︑﹁技術前転につい

これでは︑来園メーカーの立
臓よりはメキシコが楽国の灘縮

プシ灘ンとして︑テネシー開発

轡簡は︑ウラン濃縮技術の移

低の二葺六万KW︵加AE
メC
キシコで国産骸できる部命︑

サービスの纐客となるよう擬無

して︑全部輸入の場金の価格︑

L︑離職︶の範隙︒工期は五・ 隙産化が価格に及ぼす影響の三

の圏際原子力情勢にひとつの段

れ︑メキシコ入札がカーター後

購を画することは聞湿いある濠

ナダの切札はウラン供胎とウラ
ン開晃への協力だが︑セーフガ

た二蝉︵完成度一七％︶の転売
を尋入れ︑その分工期の短縮を

公祉︵ぞVA︶が首脳を串断し て討議の縫縮﹂を讃明しだ︒カ

協

利胴︑象たはその繁密なパート

し︑再処理についても米麟の残

誠実に

メキシコの原子力醒業膏成に︑

どの國がもっとも

ねらっているのもその現れだQ

館︵WHなど懸盤︶と大きな難 〇奪までに二千万KWをめざす 品再処理瑠桑︵見通し不出︶の
きがあり︑業者によって算定星
礎が避うようだが︑蟻短工期を

署

R・K︶

いQ

六六舘︵KWU︶から九・七五点の評緻を求めている︒二〇〇

力︑フラマトム︑二姫︶から最

羅隔の三酉八十一芳KW︵熟出 術移転のぽか︑機器園産化に関

だつけにくい︒容蝋︵蝋躍︶は

が出ているが︑纒劣の判定は濠

数・工期だけで︑答鎌省の幣徴

謬翻七巣薔が提察した霧灘︑盤

差しあたり公鼓されたのは︑

るのは八月來と見られる︒

欝欝難

ーズ爺脳も少なくともオースト

麟
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経済性を中心に検討
プルサ 亙 マルにも焦点

維力業界では︑特別震墳会が原

とより︑将来謝画として︑廃炉に

う魔液処理︑朧棄物処理技術はも

て研修生を募集

放射線防護課程

ていきたい考え◎

照蟻をあわせ︑技術開発をすづめ

よた同纏は︑鰍勢作策にともな

子力開発対策会戚に検認紬果を報

三菱化工機が

ことになれば国民のコンセンリス

焦後︑社長盆で︑A㌍R実認炉問

一郎撤長︶と鍵覇協定を紬ひ︑殿

はこのほど︑原乎力代行︵鈴木笑

蕊菱化工機︵雲瀬富三郎批長︶

将来は廃炉隅隅も

除染分野に進出

たから︑たたやるというのではだ

か必壁た︒原子力婁鍵会が輪講し

のとおり︒

嗣特別委蹟会のメンバー幡つぎ

だ︒

めたQ一般の納得がWんられなけれ 題にどう即り縄むか淡毒する力鉗
ばならない﹂と強調した︒

また︑結論の騰期については
﹁いつまでに結論を出すか決めて

所は第五十六回﹁放射線防護課

蓼藍扱術斤放鮒艦臥学総台頭寛

研

葺翼化工機は︑すてに子鼠社の

程﹂を四月七円から聞くにあたっ

医

化工機技術り⁝ビスで︑核蝉料交

放

﹁熱くても五〜六月ころになろ 委興・住谷白磁駅瓢力原子力開発

換騰に馳用ぢるウエル︵加圧泳型

て研修生竃蝿愛している︒

子力除染分野に進田つる︑と発敦

う﹂との見通しをあきらかにし

役︑後藤榮三関馳徽力原子力管理

研究所飯︑玉川護中部臨力取締

の臨動除典獄罐を原子力代行と共

炉ではキャビテで︶の壁麟︑底面

▽職員飯・轡購蕉敏▽副憂員長

7ハト万KW一繕につい 部調査倹︑仁木可也中閑醜力原子

いない︒なるべく煙く検討するよ

た︒

料部L︑循渕照雄九州亀力桑弓力 岡閣発するなどして︑PWR︑B
を対敦に︑放瓦器防護に必要な技

力部長︑松電轡轡樗四国鶴力核鯵

争力代行を通して納入した管鍼を

WR爾型践の原子力発鑑所に︑源 術の露摺を溜息として︑四月七口

し陀︒

て検討するのか﹂との覧間に対し

闘幾部鼠︑板愈惣郎原跳技術部

︒浜口俊一閥西躍力専務取締役▽

ては﹁爵イ力豪貴鼠との懇談で

長︑川人訊撰矯鵬趣原謙遜部良Q

うに依績した﹂とのへなからも

では民間か中心となってやってほ

なく︑搾価できれば良いとのこと

も︑何星もつくるということでは

気気難巣燈禽致は十七臼︑難題力尉隠金を開き︑岡趣倉会厨子力開発灯策余幾の不に﹁プルトニウム及ひATR実録炉極細特別蚕

別蚕願致の荘動か﹂との質閲に対

う援助するのかも解っていない︒

しいということだつだが︑国かど

とめることになったもの︒

需器一卿＝一二一＝
鵠謄 髄 ︸需＝認諏冊＝髄＝一 哺一 雛門認 團一＝一一﹁扁隔隔 四
＝譜＝一＝＝＝＝齢需 一謄一一一一一 一＝一 講

冊＝一一＝一一一＝翼＝門並講 一

＝コ

い﹂としなかbも︸原子力蚕磁会 かりに︑廠力が申心にねってやる

﹁ATR巽認炉建設は民間中心に混めることを極欝してほしい﹂との11式蟄飛を受けたのをふまえて︑既力難界としての鑑え方をま

爆愈﹂︵委樋長・豊田薫敏集宗簸力昏務取締役︶を設簾つることを決めた︒これは︑岡連台会が一月二重七日に︑原亨力蛮日金から

社k会のあと貯蓄盆見にのそん ちうるか考えてもらうか︑告箆す

だか︑嵐たそこまでいっていな

しては﹁やるとなったときはアてう

膚＝＝需

から五月十閥日まての董趨附開か

こんご︑原了力発醜所の轡頒にと

担するが︑鳩合を利嗣3る崩禽は

実習がある︒研修讃は放臥研が黛

主物︑31測︑防護などの灘筑の他︑

れる◎プログラムは物理︑化字︑

もない︑除染分野での鱒硬拡大が

このような争会村での実綴と︑

もっているQ

も将來囎塾がでてくれば︑ふたた

予想されることなどから︑化黎エ

旧臨﹇

ひ利用系に糠み込むことも捲えら

冊＝一一＝凱

なとに拙悪つるばあいても︑温

れている︒まだ︑笑獣炉の魑工時

＝＝％ｷ一一一葡一一

だっな一とのべた︒

放射惇の蟄全轡理に従事︸9る蕎

のへた︒

るために検訂するのではない扁と

御一＝開＝一陽剛鼎＝

また︑

だ甲多義四嶋署述会辰は︑△︐回の

＝

さらに︑﹁建設自体の隠灘も特

農が願いぼど反応効醜が戦くなる

剛＝＝＝＝＝一定

噂隔＝叩

＝＝

＝

一管網＝一嘩＝

＝闘＝

＝一＝＝＝

＝＝

幽一＝＝開口曹

曽＝：

榊＝瓢

＝

詳しい聞い整わせは千翼由入川

ンジニアリングとしての実纐をも

＝

2ご菱化工機としては︑将来の主 の放医研︒獲旗訓紳部教覇審︵躍

一鵠齢一譜＝髄一一冊謄需

和六十一鋸度魑エ︑六十駕代半ぱ

＝

期については︑聞発の現状から昭

一

の漁展をふまえながら︑将来的に

一﹁

化﹂の蔦蔓はおろさ愛︑柑料技術

一躍凹一輔一一一一

で︑晒和六十五鉦運開をめざす

騨

②同ツィトでは二響機︵BWR︑

﹇一

三一ニヒ︶まで︒
噂

附紬列雄志闘町長をはじめ︑能蚤

︸二

蔽Q瑚七二f距一一一一一一一内線

髄隠＝瓢朧鯖轄

原発反対各稲臼体運絡協議会の橿

膨力末定︶までの建設を予定して

髄

たもの︒
胃＝＝一

動太郎代表ら反対派二十三人をふ

いるーーことなどが江試に地元俊

㎜

力分野と判断︑今回の進幽を潤め

は千腱の出口掘度をめざしたい憲

コ炉

向だ︒さらに︑隠嬢裂鉄について
@一

くむ八十五人あ困りが出塵し︑魎

民に握示された︒

地元の赤甘地区でこのような講

近くの威廟姿人が考えられていだ

温撲水については︑当初︑海岸

先月ご十二陰に四鐵電力から提出

町︵磁隙隙古町鼠︶は二士二丁︑

轟明は︑今月初旬に赤儀地区窟

沖禽いの水深十一了謂驚の水中に

の単層から取水し︑放水は同じく

平井泓二塁尺あてに文隣で團僻し

を︑条轡伺きで了承︑臨圏賑力の

機増識にかかる環塊難調査計画魔

霊れていた伊万原子力発鵡離隔織

愛媛県︵白凸習樹知裏︶と伊方
式の説明会が関かれたのは︑昭撫

が︑今圓︑発臨夙敷関前頗沖合い

愛磁壁と町が正式口答

調査案を了承

伊方3霧の環境

心に説曙に聞きいった︒

一

臨界をめさす︒

他に悪夢などが必験︒

ため︑あく濠で一千展利胴の突糟

一冊
一一
一膚一
＝一＝m一＝一一＝闇＝
冊一一﹁ 二＝一二謄二二＝＝㎝篇＝稗＝二二＝

風解について﹁アメリカの州政

投臓についての厳しさなど・これ

集︑瓢力会dの駄聾・眼丈︑設傭

原研の多目的高温カス実験炉

秘技庁では・こうした箔勢をふ

四十八卑以来︑九年ふり︒

十瓢塁戸に祀聡しだ﹁能登原子

岡電力でけ︑これによって温排水

変更することか明らかにされた︒

の広がる範囲が鍛小隈にとどめら

酒機関である伊力原子力発瓢酬環

にそっておこなわれ︑敦た︑湧

れるとし︑海岸継のノリやワカメ

廃匁金聾哩蚤鳳鼠で検謝を麩ねて

力発電駈の島本謝画のあらまし偏

鯨︑波浪︑承温︑海流など周辺海

などには彫響はなく︑涌鑑権の消

愛媛呉てはこれ菰て︑知饗の灘

た︒

域の十四諮漿についても滋明が行

激も雌小眼にととめられるとして

この篤上︑①一慰撫は漕鷹島型

われた︒

考査総囲を拡大つることなとを付

を︑上輿気勢など四項闘について

で︑奮巳調糞など三項灘の趨加

さたが︑同婁員鼠は二十日の△馨口

い﹂として︑原乎力発露斬調査特

して︑全会一致で了承︒興は︑こ

炉︵BWR︶︑出力五十閥万Kい
WるQ

共和・泊二号

劉蚕員鼓︵誠醐十四人金費︶を設

整審議鼠上程に向けて大さく餉熾

は︑露月に予窟される臨写開発凋

侃鼠や關係田体へ穣兜のうえ調査

㈱熊平製作濡

驚嘆

TEし（082）25書一一211重（大｛、）

広島葺了南区宇晶東2−4−34

豊かな経験を生かして、放射菰遮蔽厨をはじめとする

騎醒

検
．萌鐸．
まてとは︑いろいろ剛情が変わっ

てきており︑こうした熱論でA肥

早期着工を検討へ
熱利用の早期実現めざす
しかも︑当量利胴系として考え

まえて︑とりあえザ多難的高温か

％に塞で隅める甜画だ﹂と誘っ

談た︑同氏は闘本とメキソコの
北群醒力︵熟本洗次眉長︶は二
十一日︑圃臨力初の原子力発瓢隣

一力︑幽思呉洗方町でも︑この

霞の留慧事項を追擁︑ご＋三日の

同村爆発は五十四奪に︑一曲機

にとりがかる方釧ん︒

四国電力ではこれをうけ︑伽羅

正式野営となつだ〇

の猷に限って懲設に台駄︒一再槻

することとなった︒

専門メーカー《クマヒラ》は永年培われた専門技術と

國曜罫璽慧『謬

⑳金融機関の金庫扉を作りつつけて80余年・

常融融／札蝿輪軸寒京名艶麗大阪広鵬画q福岡

各種の特殊扉を製作しております。

Rをとう位國つけるか論議しても

野体的に①プルサーマル問融②経

らうことになっている﹂とのへ︑

などについて㎜改めて検訂する偏

降研は核麟利用の禦期翌翌をめ五＋酸Wの低濃鞭ウラン揮科︑へ

リウム冷却型の原子炉︒その冷却られてきた睡眠製鉱も︑げんざい

に癒広く利嗣する極轡がうかびあ

開発でわかってきている︒たとえ

しかし︑千度Cという喧騒は材がってきている︒

とりあえず九型五十度Cに引きさ

性の観点から猛獣炉の設謝温展は職的に厳しいことがその後の研究

ス実験炉の設計懸口温段を五十度

輿望とされてきたが︑材科の耐久

の出口温農については︑千匿Cが想定して設定された︒

とりかかりたい愈向た︒また︑その黙を臨接製鉄に自用することをり︑製鉄だけでなく化学工業など

多事附爾温ガス炉実駄蝉の建設に材出口温度千慶という数字は︑そ鶴要の停滞から超のいてきてお

ざすだめ昭和六十一年展をメドに

済濫闘題③ATRの位躍づけi一
轍向をあきbかにした︒
また︑記蓄覇の﹁墨本篇なスタ
ンスは︑全く白紙と理解していい
か﹂との蟹聞に対しては一協力蟄
論に灯して﹃ノー﹄といっている

わUではねい﹂とし︑さらに﹁協

いに対しては﹁続済性がなりた

力できない斑能性はあるか﹂との

げ︑こんご新粧君開発の峡果をふぱ︑超耐艸台命として闘発されだ

﹁ハステロイ⁝XR﹂は九振菰墨引き下げ︑九薦五や麗とする激岡
簾にすれば千厩よりも五〜八丁寿を固めだもの︒

まえて︑将来はイ度Cをめざす力
向に路線裂璽される駈込み︒

しかし︑野里いがいの化学工烹

と︑﹁メ議ンコは︑二十犀先には

と︑だいへんうらや激しい︒それ

﹁果のような饗醤からみる原勇覆所の疑化饗竹会

止している﹂と指摘したあと︑

で︑覆︑難題季75困・にも誘攣力礫︐甚馨し器

多旧記嵩癌ガス実験炉は黙出力酷がのびることがわかった︒

メキシ コ 電 力
庁総裁を歓送

原麿ハーティ

疑ム原守刀蒔業閣議は二月十んにもかかわらづ︑原芋力開発に棊た︒
醸鷹︑東京・襲弊町の帝礪ホテルリ出した︒これは︑エネルギー源

で︑今月十四田から日水の原芋力の多様化と︑費舞な石演を大切に関係を文化︑貿務︑産欝などの
面でたいへん密接であるご指摘

の隠蟹瓢の決定を呉の慧圓として

村のうち共和町︑蒸溜町︑泊村は

澗惣分画察について︑町議△釜螢

岡原子力発累日に関係する掘町

躍して調査を行っていたもの︒

づでに一一号機建設に合慧してお

北海遵神憲内材議会

機建設を承認
北海遵神響内︵かもえない︶村

り︑今圃の神室内柑の禽愈によっ

として石川県羽酢郡鍋墨町に建設

は二陣日︑臨睡肩墨金を糊き︑億

轡機︵PWR︑五辻七福九千KW省︶
奮催の第一伏公聴ヒアリングを

二十三日︑正式圓答したもの︒

海鼠臨力が唱導郡里村大字堀株に

に関して︑地元の赤墨公民館て説

午後一階単から肩二晒間にわた

協賛奪で検討竃おこない︑五顔
陸雌力から︑分校太軍嗜脇敗鰯役

の建設を全金一致で承認しだ︒

栖好機次長︑銑木晃次畏ら五人が

機翼原子力鰹設唾撃壌務燐長︑臨

については﹁もう少し謂盗した

殊

出潮︒地兀かり穏田村一㎡区長︑

終了している同原発︷︑二懸機
・守地推進石川瓜部長︑湾水門氏

聡会を間いた︒

て︑酢黛十ご月割田︑すでに通麓

を謝出している能登原子力発巖所

離撮した︒

っておこなわれた説閣金に帽︑北 聖画中の共和・癖原子力発墨所二

一九五〇年代から︑日水との劉局

事楠を視擬していた﹂・エスコフするためのものと思う扁と述べ

65年運開めざす能登原発

︑曹竈

、の

一一

し︑その中でも特に﹁臨力庁は︑
さらに門日本の経敷と技術の選

ゴ・メキソコ軸力庁総裁らを摺た︒
き︑歓送パーティーを難いた︒

パーティーには︑環本側から独歩か︑おおいに参弩になれば幸いが盛んだ﹂と強調した︒そして最

成鉱したのにならい︑いろいろ協

力︑メーカー︑宿庁︑大学の二野た︒メキソコとロ黙は︑大平洋を後に﹁豊水が努力して︑これたけ
者なと鞠六十名︑メキンコ側からはさんで面駆る位騒にあり︑互い

難してもらってメキシコもがんぱ
りたい﹂としめくくった︒
問総熱ら算ノコ原野力視縦団
一行は二十ヒ回︑そのスケノユー

択に︑エスコフェ穂微があいさ

と力強く謡った︒

P︒ガルソア駐臼メキシコ大便らにこれからも協力していきだい﹂
約↓犠が滲摂した︒
なごやかに歓談のなか︑まづ︑

つし︑﹁日庫の原子力開発を夷隙

て︑たいへん虎落になった﹂と聞

﹁ノインコは大国であ夢︑艀済阪に猛︑各隠蟹の八姦と難しができル壱づへて無難終了し︑蔵田から

殺沢厚蔑金属があいさつに窃ち︑

﹂犠は近鋒八％︒熱演驚灘b麗紹

一一

九年ぶりに地元説明会

齢

㌔

と歓談ずるエス瓢フェ総誠

北陸電力

国の要請で電事連
先
3

謹
差

轟鴨
ハノをじょうずにあやつりなから︑有沢会議︵宕︶

，弗
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つく鷹瀧税の一環として設窟され

躍気購直税は︑地方税法にもと

分されることになっている︒

翔嵐にもとづいて購鍵税が分掴配

がるばあいには﹁応得魚抵の原

促遊のよぴ水のひとつにしたいとしている︒

ているもの︒どこかでガスや慮気
その配分について昭窟四十七無

簾することになるが︑その児返り

曲路響︑地方公菓団体の設鮪を朔

る羅力蘭醸設備斑緩の額に慮じて

しろ配纏にしろ︑その灘治郷にあ

の改花

などの嚇桑を行おうとする場命︑

として事業者が囲冶体に慮分の税
頭純に配分されていた︒

鴻は︑発竃にしろ送魁に

を納めるというのが離業税の仕粗

蜜叢税のうち︑半分は︑従来通

そのこ︑四十七年の改正で躍気

この潔榮が雛一の都道府県で行

利に配分されるよう制度改醤が実

るが︑のこりの単分は発翫興に有

が︑躍気繊墨のように︑たとえば
施されたが︑さらに罐源立地健進

り︑各設備畷産に感じて配分され

福島梨で発織して藁寮で配亀する
をはかるため︑今籔の法改正とな

その宙塗雛に納められ間懸はない

という啓つな複数の闇治体に家た

．う

︑

て配分するようにするもの︒とく

広がる利用分野
中原懇放射線でセミナー

びる理出のひとつとして︑﹁エン

ジンは︑一定榮件で定寓的に題転

は︑その年代測量手法である戻繁

炉

にのべ︑蕩吉学という馳史分野

14︑熱ルミネッセンス︑フィッシ
瀞ン・トラックなどの原理を平場

寿酷が長いことがあきらかになっ

された方が題揺が少なく︑かつ︑

究所・馬渕久炎整長︑科学庁・佐

学の鋤向を概観するなかで︑死

く玄海三︑四塔機に反映させてい

成竪をふまえながら︑そのこに続

九州職力としては︑この実験の

行っているにすきないQ

しだ︒

工難御用会議帳餌﹂と題して講引

正扁﹁王AEA蛍催RI︒放射線

ぞれ﹁放尉線安金讐盛行敷と法改

そのこ︑佐藤︑小林満氏がそれ

けた︒

﹁謬古寺測学﹂を嘉者に印象づ

でも籍実に根をおろしつつある

中部原子力想談金は十九田︑第

藤元之介放射線蜜全課長︑原研局

亡郵のトップとなった悪性新生物

ひき続き︑金子氏が簾近の核医

た﹂とのべた︒

十七嗣退職線利礪捉礪セミナーを

騰研究駈︒小杯綴敏所憂の五四︒

の応網漏と題して講演した馬淵氏

また︑﹁考古学における核扱術

添した︒

欠かせない放嚇線租朋の興体例を

︵がん︶をとり上げ︑その斑服に

包撫高知工金離所でひらいた︒田

たピストンリングの厭耗と癌消費
七宮泥について︑搬近の知見をの

してか︑会場は博論獲十名の参乱

湿月歩のRI・放下線利用を反映 ます︑川本氏が︑R1を利用し

べた︒そのなかで岡緩は︑鴬染卑

の隣

原子力羅技術振興課︶ものと期待

れぞれ主幾が繊席することによっ

て検討金が設騰されているが︑そ

大日躍本蹴線と日撮

犬日日本縄線は日嫌と蚊同で放

射線下胴の物傭検知用スイッチの

今回開発されたスイッチは発光

薦発に成功した︒

部︑受光部を放射線場外に隅き︑

放射線煽内へそれぞれから耐放射

喪うとするもので︑少なからず︑

月中にも完成する︒今麗までには︑

のウラン濃縮研究施設の超齪が今

旭化成が茎崎県日商薦に建設串

鍵

1974年以降最近まで

に係数を設けて新規趣源を慶遇す

自記党の税翻大綱で打ちだされ

るよう改茜される︒

たあと︑二月九日の閣誠で決走さ
れ︑今魍金に地方税敬蕊璽の一環
として握出されたもの︒

鍛源立地促進については︑来無
麗から淳巣の振興など蹴源三法の

掘でうず塞つた︒講師は︑真田申

が窟蜜規璽と比べて走行獲離がの

改欝がはかられることになってお
り︑今圃の地方税法の改正によっ

大・金子齢生教授︑麟寛文化財研

央研究所・川憲μ一嘱長︑浜松二

した研究が促進される﹂︵科技庁

昭秘五十覧薙度の九爾力の露気

て︑さらに描瞬が欝備される︒

の経験を交流︑わが国金体として

のトップが︸堂に食して︑お強い

より整倉性のある安全研師を進め

している︒

嚢客受は約千照百懸円にのぼって

五年間を晃通した猿子力施設讐安

原子力安全委員会が︑毎軍轟こう

全研究年次計画を策短︑これにも

るためのフリート⁝キングの揚と

が反映され︑より実楠に即

納められている︒

おり︑このうち約〜鯛が福灘南に

詞地方税法改正案は︑今年腰末

とづいて原研を中心に軽水炉辮

して今膨の食台がもたれた︒

京だ︑岡韓門部会には燃料︑L きたい︑としている︒

にも国会で決議され︑五十七鰯度

料︑冶却樗嚢失蜜故︑軽水炉施設

研究騨門部会では︑メンバーとし

て︑尊門分野をこえた学際胸な交

計画を家とめる原學力馳設讐安全

これ象でも︑わが爾の蜜全研究

分の億気鉱業の納入から︑噺制度

の騰迄蜜全性︑放照性物療放出抵

て︑それぞれ引力︑メーカー辱の

流がはかれる効集もねらってい

滅化︑耐震など広範團の分野につ

に移行することになる舞込みだ︒

桟菰が謬加し︑金体の副画に磁複

との悪見が多かったのをふまえ

線性に優れた光ファイバーを挿入

する手妻を採血︑これによって物

原子奮発要所でうまれる蒸気

こんこの原子力開発に影響を与え

R＄（遡及検索）

㌔罪

なるようにし︑鍛錬鮒に各県に単

一方︑笑際に原子力発議所を運

がないよう凋整さ為てきたが︑今

これによって︑門これ京で専門

て︑葎一一二園狸度こうした象台

を︑タービンを回して電気をつく

そうだ︒

旭化成が購発をすすめているウ

転入りしたい考え︒

が岩頚︑建設が危ぶまれていた︒

縮研究旛設に獲麟の欝本脇窯帝擾

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

いダ

ゴ

滝配分される命は四分の㎝とし︑

転している竜華会席でも門磁力共

る︒

OCA︑構造︑放出低減化︑耐
放射線下用ス
麗︑核燃料輸送の各テーマについ
イッチを開発

通研究﹂などとして軽水炉定愚化

圓のように直接意見交流を目的と

科技庁では︑今圓の初顔倉せで

いて研究が進められている︒

響をめざした研究を実施︑求たメ

した場が設運さhたのは初めての

﹁積極陶に推進する必要がある﹂

に︑織力会社やメーカーの

分野にとじこもりがちだった研究

躍的にのびた︒

依検知周光電スイッチの寿命が飛

が︑いまはO・三％と高度成長期 と比較しても︑これほど安金性に

で輻広く使おうとする﹁多闘的﹂

るだけでなく︑暖房や癌叢分野ま

て︑面積約百六十五平方層の実験

ラン濃緒技術は︑わが國がナショ

その実罵化にメドをつけ︑昭和五

はり温排水を利蘭して︑小規模に

西勉力・高浜原子力発臨所が︑や

こんなときがlNlSの出番です

ノ

ナゐ

︸匿く

国い︑

ぺ

今園の改正は︑慶階的に磁気毒
のこり四分の三を発臨設備に応じ

ーカー擁でも独甥の研鋭に取り工

ケ⁝ス︒

め︑電力会筏は実際の運転に反映

委は轡の属制行政に反映させるた

しかし︑これらの研究は︑口金

んでいる︒

関蹴︑鑑中研︑鐵立︑庚芝︑三菱

講食主憲ら︑民簡側がらは東鵡︑

利用

を設けていきたい方針だ︒

き︑わが麟として整ムロ性のとれた

隠場

蜜金研究を進めていくため開かれ

させるため︑メーカーは機羅性能

多目的

立つだ科挙はない﹂と︑熱っ毅く

担化成がa向市に

今月中にウラン
濃縮施設を完成

語った︒

熱玄海に温室栽培実験棟

蒸気を

安禽研究に開する家子力蜜金委

引目︑原研︑鋤燃︑金桝研の各研

を向五させるため︑とそれぞれ少

託金と民聞との初の顔禽せが二三

究部門のトップクラス︑このほか

が実梼︒

しずつ研究劇的が翼なっているの

だもの︒

漂子力愚筆婁員会綱から内紹秀

驕した︒

科技庁︑通麓省からも担筆者が掲

開かれた︒

簾︑山頒太三郎漂子力施設等安盆

このため︑それぞれの研究部門

雄︑大山彰︑照島英三の各安金喪

わが国では︑京ず国レベルでは

実際に原子力発呼所を蓮転して

るメーカーなどの現場の声を聞

ンター後援︶が名玉歴の商工会謡

の四分の一になっている﹂との

利用の研究がすすむなかで︑九州

蜜を蕪棟建設︑群像や醸花などの

川騎工場からプラントを移送︑還

所でひらかれた︒門葭佃にしたい

ったからこそ︑他の兜進諸園にな

べ︑﹁このムダをなくす努力があ

講濃のなかで並物はまた︑﹁今

識力はこのほど︑現在︑稼働申の

計画によると︑展示館に隣接し

入の一入﹂という売れっ子が講帥

い経済成長をなしとげることがで

五万九千菌彊︶を使い︑サイト内

玄海一︑一下機︵PWR︑各五十浅海を行うというもの︒

ナル・プロジェクトとしておし

て︑心理学で使われる﹁二三理

九州醒力としては︑五十七年度

論﹂をとり上げ︑﹁私がこうなっ

だが︑岡氏は︑﹁たとえ︑エネ

り︑化学交換法︒ウラン蹴とウラ

すすめている避心分離法と異な

きたのだ﹂と強調した︒

関係煮などと協議しながら︑湿艶

て濃縮するもの︒昭秘四＋七卑か

ン獅の化学的な性質の差を凋用し

中に建設を完了させ︑地元の農業

栽培の対象物を決めていきたいと

に瀧整栽嬉用の実験墜三搬をこの

しているが︑将来の実用化もふ囲

秋から建設︑地域に纒つく熱利用
の興体化にのりだすことをあきら

たのは上司がいけない︒社食が悪

かにした︒

い︒政治体制が窺い︒あげくのは
ては両親がいけないから：・とい

いっても︑エネルギーの拡大は不

う澱圧のすべてを他蓄におしつけ

ルギー弾性償が低くなったからと

P︵二十億が︶が︑現在では六蕾骸 わざにもあるように︑膚酌のエネ

りたい考え︒実験盛三棟と︑それ

こう六難聞の研究幾総額百二十億

十五無からは︑六十年麗までの向

ら關発に滋手︑紆余蘭折を経て︑

にかかわる経費として︑四千五蕾

え︑門付囲米臆の高いもの﹂に絞
の水臓を一定に保つため︑燕気発

万円を予定している︒

それによると︑熱水は︑二次捌

ているが擾うべき聞題だ﹂と懸

二十漣のラインを利用する︒これ

生器から抽禺される一躍開あたり

ようとしている風潮が漢んえんし
と︑準囮産エネルギー源である原

つめ︑自立心を蔑めなければなら

鍾︑﹁いまこそ︑溜分を厳しく冤

ルギーを確保する必要がある﹂
鯨が︶に達している点を指摘﹁こ

た︒

子力発蹴のすばらしさを絶賛し

億円を国から助成を受けるまでに

円のうち︑三分の二にあたる八十

に消澱されていたラインを衛効に

して利姦しようというもの︒ムダ

だが︑昨奪六月の狐疑遙で︑濃

こぎつけた︒

発飽以外の原子力発心漫罵とし

Cの熱水をつくり︑湿電鈴焙胴と もので︑温盛栽縮については︑関

熱交換羅を設畷︑新たに醤五十度

った一一樹七十度Cの熱水ラインに ては︑これまで︑復水器から出る

京で︑復水雛にもどされるだけだ

の驚異的な成長は︑勤勉な圏民挫

ない﹂と糖び︑轡エネルギーは︑

の変横﹂そのものであることを強

といわれ まさに﹁自立﹂に向けての﹁意識

調した︒

﹁原子力は〃安金科学

議た︑その安金性については︑

については﹁雀エネルギーがすす

による藩下死︑そして交通嚢故死

温排水を利凄した銭簸漁業が主な

み︑高度成婚期にはGNP一％儲んでいない︒炭鉱脚故︑ダム建設

︵エネルギー弾性値︶必要とした と︑熱気技術にともなうどの分野

るほどのもの︒誰ひとりとして死
てのエネルギー講蘭金︵寂滅新聞

八鑓︑評諭蒙︒竹村健一氏を貫い

ばすのに︑エネルギーは丁二％

石油危機以後のエネルギー疋田

能であったからだ﹂とのべた︒

とともに︑低霰なエネルギーが可

の一兆三千億が︵米国は二兆八千

米国の蕎分の一しかなかったGN 可欠︒いまこそ 膚灯明 のこと

そのなかで同氏は・終職盗掘・

入った︒

竹村口澗に酔いしれるように聞き

人が撮席︑談論風発とした独特な

輝︑この日は抽遡で当選した五否

とあって︑購込み者が殺到︑結

田の沼本入の鰻大の欠点﹂とし

ﾋ雑訴⁝㎜罵壽︸㎝肇国魏慧篇藷㎜短評雛雛器繍籠㎜二一憲一警籠詔一＝⁝﹇難⁝罵＝諮謀一望篇一鷺㎜㎜一一踏薫一⁝叢一器一義器臨器羅躍簑︸一⁝肇㎜一藁翻一籍襲㎝薫蒸一難踏襲籠．

研究尊門部会長︑団曲調部金稲叢

いる醜二会祉や機器を艘透してい

二更︑東京・鐙が関の霞頗会館で

安全委と民間が初会合

安全研究体制に反映

染税の配分が発確県に一溺薄利と

った︒

月輪響難悩の配磐を噺規に発驚燐を設概する県に寝超となるよう変動しようとずるのが今翻の改正の趣旨︒こ撫によって︑磁源立地

衆議院は二十⁝二口︑家守識壱開き︑億気中礎税の変礎を盛り込んだ地方税法改憲漿の審議に入った︒電力忌門施鍵のある各県への
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設置県への優遇描置図る

電源立地促進に布石
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われる場禽は︑すべての蝦業税が
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原子力懇談会・中部原子力PRセ

TEL◎292S−2−5063
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落薦薦鋤墜厭灘叢叢衝重

；デ319−11茨城県那珂郡東｝毒廿

っています。
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所ですが、国内サービスは（財）原子力弘済会が行
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雀エネルギー月間の莫鍛巾の十

省エネ月間で講演

（財）原子力弘済会資料センター

録しています。H本の担当機関は臼本原子力研究

▽
祉孟催︑私古膿繭工会議所・ゆ部

的な原子力文献情報流通システム，王nternatlonal
Nuclear InfQrmatlon Systemの略称です。60ケ国
が協力し、年聞70，◎00件の文献を磁気テープに収

・
鼻

〜り
㌔

省エネは意識革命、

る磁気テープを使用して、利用のデータベースから、
者ご指定のプロファイルによる ご希望のテーマに癖
検索を行い、英文抄録付きの文 する文献をまとめて
献リストを作成・送付します。 検索します。

1AEA（団際原子力機関・ウイーン）が中心とな
り、加盟國の協力のもとにすすめられている国際

、
◆

﹁雀エネルギーは慧職変革そのもの扁と超満風の聴衆

伽割

SDl（定期検索）

騰

、

に辮える瞥村健一氏H十八臼︑名古麗商工会議所で

竹村氏、おおいに語る

毎月一管IABAかち送られてく

lNlSとは
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