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いるが︑ウラン燃縄の装荷も可能関心瀦である突移譲体について

核軍縮国際弩設立を

譲長崎で全国集会開く

を出さないことが翼翼な方法と思

なった今風も︑討論はするが結論

籍会館でひらか為た移貢器蟹止・

を筋って︑一慶の夜︑痩崎帝・平

を扁ーー原水禁シリーズのトップ

平和利用科学
委一会を設置

択レて閉簿した︒

る門八一年平和アッピール﹂を深

う︒︵原子力発寵反対の︶結論を

単租建設踏属絃議︵賂称︑核禁禽

﹁核多彩国際センターの設立
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核禁会議畏が喪明

でさなくなる﹂と述べ︑はやくも

形影
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核異器禁虚・平和建設矧民食議

帝を訪れだ磯封英一議藁は一臼午

︵果澄大学疑︶は︑該裂離の瞥蒙

センター偏︵仮弥︶の設肱構想を

後︑塞紙との単独盆暮に瓢じ︑原

︒研究を目的とずる㍗骸蟹鞭國瞭

見解を示し︑﹁一つの結識を激す

あきらかにした︒

これに対し︑大会運営震騒象は

対嵯ムードが滞よった︒
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いのもとに︑国際的な窓口機関と
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鼠誠のなかに﹁原子力平和利罵の

子力平和利縮の推違のため︑核禁

する方針︒腐上︑磯村議畏は︑そ

ることをあ選らかにした︒

驚想によると︑センターほ離婁
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部を︑
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それに奏タこ︑蜜︑旨も核拡故防

適切な三遍描写が必螢㎏と沽ぴ︑

とは︑明確に一瞭を超す方営癌明

議全国集金には︑全国から八蔚犠

今奪でコや周奪を迎え紀捗烹・試
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また︑そのスケジュールについ
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としていろものの︑原チ力開発問
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と﹁今後は金力をつくして︑わが
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が期傳される﹂と展鰹している︒

籔︵牲霞長大単名三紋授︶が開寒

役釧を漿たしている﹂と評価し
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八○年︑ティラールは三Q％切下ペニア州のように︑難山鰻が安い

めには激発難設費はさらに鉱大§
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︑3と警察4︶を附差処理するのか
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レヘルの放瞬龍内染水を用いた︑

入ってから︑袖助建摩内にある中

原子力発毛勝二号機ては︑し月に

米国のスリーマイルアイラント

TM⊥㎜号機

汚染水処理の試
験運転はじまる

り③一九八二〜九工尊爵発一翌の

し置イ五樹万KWに起ることにな

可を得ており︑中レベル爵染爪に

し＊が低い場禽には︑石尻火力発

観いてさらに翌茸一点の建設に㌔

八月にも﹄レヘルめ貰水の処理が

よる武激達転の︐嶋果がよけれけ︑

る潜在朗にもっとも効宰的な炉型

ギ；楓は︑①PW飛はAGRに月
へ︶︒

開始される︵処理期崩は八〜一か
ネルギー相は︑懸了力隔発の解験

と認める②CANDU炉は英国の

議た︑炉遡について︑懸エネル

延ひるかりである︒

軟と必要艦ぞ騒士し︑﹁四￥盤絹

安食親規玲に征って修正するとか

外暢桑
海距

シ川に汚染

水か流れこむ

放射線レヘルの

上昇はみられず

殊映ミ不ソタ川におるノーザン

のモンティセロ原子力発報告で︑

・ステーノ・ハワー︵NS碧︶村

七月三十日︑放射能汚染八が抗出

た内伝馬の鰍は一⁝千慰︵ロ・六

鍵獄則威タンクから外部に汰呂し

衡紘質草か行われている︒赦欝欝

流出は発見男心分てとめられ︑

する参故か発生した︒

CRBR予算

削除案を否決

米下院本会議

器喫ムの詩趣は︑毛月二↓四

に汎濫︑そのうちの一部が排水縄

からホースがはずれたため︑地臨

汚穿水は︑建圧外郷の粘水守鶯

擁︑クリンチリハー歪軸か︵CR ノ︶り下だった︒

B蕊︶とハーンウ．ル此処岬馳よ

に滑する予黄の副除無を︑それそ

ヘルは︑連邦臥嗣八暴額をわずか

サンプル訓査によると︑放射糾レ

地野て脈bP寸か實つたゐ郵水の

ミソノノビ川に洗れ込む腕嗣の

込んだ︒

下眠啄会簸G︑一九八ご翁脱エ をとおって︑ミノノノピ川に瀕れ

れ合決した︒

ネルギー・水資融開発予舞集の籍

冤︑ペンノルヘニア粥︶とク貿ー

くて︑ラリー・コーリノ︵呉租

ロートアイラント屑︶角騒員が捉

ヲィン・ノコナイター︵猷和鮎︑

Fに取りこまれた後︑再ひ川に

ため︑大部分の汚染水は筏八審湾

発愚所取水口のすぐ上流であった

汚染八が川に漏れ込んだ地点は

た︒

出した二億二千八由万がのCRBに纏えたかもしれないということ

R畢劉をカノトする修正環を︑簑

た︒

成百八十六︑反対二胃六で西決し

つついて︑下院本会撫は︑バー

ンウ∫ル施設影幽をエネルギー鱈

鍵は︑厨酸分か多いのて︑酢を便

塩竃物処理施改にぶり向ける修蕉

たモニターには︑放離線レヘルの

後汰器為却水の放出路に設置され

︵DO迦︶のサハノラリハー唄嗣放出されたものとみられている︒
ンを取り黙すのに︑従束便われて

ま興は抵出されなかった︒

薬料寅成苫前↓し︑辰対二簾↓三
で論決した︒

用つることかて・ごザ︑アルカリ凝

っている︒イーリリーのウラン原 出を行わねばならない︒

きた唇頭出法を濯わないことにな

ルグーり︶にはウラノ鉱石が由のように穰まれている

ウラノ鉱石の最適処理法を研究中のハイ薗ノトプラノト︵カ

米モノティセロ奨蹴合
にわだって確夫にム全に行ってき

りにも剖㍊につくと認められるー
ーと遜へた︒

な知覧極製力た﹂と威へた︒

そして︑磁蜘は決して跳心惑な

た卸子力開発を無視づるのは危欧

これに幽して︑ハウエル︒エ

鑑繋を捉怨した︒

幽するのは騰期両早i一とつる報 無碍の為命塑一干軒から四装釘に

すきる④餓切のPWR凝発建設にろうとしている︒この開きは︑成

礎設にる沖する謙爾は規検が除き

R乱禦PWR︵趨B二型炉了
︶力は央国の発喝鎧の一6％をみ

鞘

暴の建設を計晒しているところも ることが予轡される︒

同製としては︑原発は絶対必要と

一

資金の孚聾てが必敬であるQスロ
肘レ＼

︻パリ松本縦右員︼奥匿﹁翫の

臨る一九八六葎までにはこの状況

ストラリア祖︵同一五％︶︑それ

ノ、ウエルのコニネノレギー相

羅められている︒

一δOQ無には︑縫登霞繊三五

犠．．至

下

ﾘ製欝謬最委

る支払うということで解決した︒

保蟄︑美人級の耐震設訓︑簾災賠

濠た︑黒質ん療︑放射能からの

の君策なと︑安全惟およひ鍔蚕簿

った︒これは︑ユーゴスラビアか

供結を伊熱するというぶ稽かおこ

Nから毎年二基ずつ完成
︻パリ松本暢憺貞︼コーコスラ

ビア初のクルスコ厨子力発難所

粥鞠雛は附

解決し︑米団政府は︑クルスコ近

︑ウエスヲン 町和利用を保止するということで

︵六〜ハ万四千K
グハウス打製欄圧水型炉︶が︑こ

九八弄荘きれることになつ

エネルギー小委員食は︑①薄塗に

は笈わるたろうと確Cしている﹂

の処理77習を滋択謬るためのテス

九㎜の財謬り②CANDU炉を捨ても
てのてはなく︑一600勾には厨

AG獄原発ご塑の建設に碧︑した

千人を緊惣に獲成しなけれはなら

憲︑インフレが隔進して︑

ない︒

力奪権ズ滋には汰．了〃即子力謹撰

鑑

たゲガリア国鍵いエル・Wル相

一8︵IArA︶の承認をえた︒

ア政鰐が設定して︑国詰塚寒桜機

郊のノロフス議1のウラン鉱山か 全の磁格な規鮮も︑ユーゴスラビ

て︑ウランの供縮商認めた︒

Hを供給することが懸想 らの偵絵が始まる一九八五駕ま

の十月には趣転を闘始し︑奪内に

十四K
されている︒

ユーゴスラビアの擦子力剖画

二︑技師︑技衛蕗の不足一原．﹂

慰論難圃鼎p

撫をのりこえて︑この十月返輯開

クルスコ多発幅・こういつたレ

賭と器紡掛絶の触れ︑ユーゴスラ

原子力d画の報明けになると期待

始の連ひとなったわけで︑今後の

11は一九し弄糞︑建

ビアのインフレをあけて︑ヒ留四

しかし︑

℃したか︑慰人の理論で建議が潤

イ賀白万励のド獣の損宙賠偽を墨

クルスコ撃発は一九し四到に右

ねの一⁝片鱗催ディナール︵肩六信

れ︑継工費は当初見継りの八○％

印した︒たが︑この紛射も︑一九

虫し︑硬没1事の無期限俸止を工 されているQ

建没過駅では︑一九ヒ八隅凍田

千二断口ガ︶にたつしたQ

八一皇月︑ユーゴスラビア政雁 は︑一九九〇薪から舞4ークルスコ
Hに一丁五口万ガの擬翫賜鋲 鰻濠発一りずつ十 を先成させる

イーリリーのウラン寮業の共回

頑剰になっているが︑WMC報敵できる鋭鳳があれば︑益二二場

猷負占は︑男ーストラリア最入の

されるものとみりれている︒

ノkヒルカ歌劇からの讐敵か閉妬

R︶か欝欝替 か

て移不払散法か丈腿され︑ウエス

チングハウス祖︵

鉱控物で為犠て︑これらにより︑

オーストラリアの潜賓ウラン鋲

奪間穴億Xガの収入がある︒

溝は︑薔力ノを︸畷ると紐じられ

と〜︑っている︒

トとして︑カルクーりてパイロノ
トプラントを欝欝している︒イー

に親会召が西ドイツにあるウラノ

八ご奪から八署茸よてに︑丁場︑

免ユ塀は︑ウラン爵鉱からウラ

ト器凝望盤
が報聯装報
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撒磯加今年十月運閣へ

難綴

壽

フ
ナ⁝ストラリア︑※国︑西トイ

三億二千万蘇が の イ ー リ リ i ・ ウ

資掬禽dの一ってあるウエスタン

ソの欝欝による愈弁曝乗てある︑

ラン事漿は︑一九八五琿宋濠てに
ており︑これは臨側慨界の既知ウ

鐸

つつける︒石灰を溢ほしない国 某瓢はじめる削に︑愚擁した処薄

的な6のてある﹂と・レノノ氏は リリーの揮撫現場のrコ堪での操

︵WMC︶孔︵巡覧へし笈％︶︑となった転子力庶果の低述は一匹

﹄

クスプロレ1ソコン・ガフ・ズー

④

オーストラリアのウラ︑ノ生げは︑

しか選択の余地がないというわけ

豪・米・西独の合弁事業

八五年に生産開始へ

差

翼鞍懸資巻たちは︑ウラン厨鉱

生爽を開始するものと冶られてい

綴目がイーリリーの鍮床でみるQ

﹁致全についての心配が魂き金

・マイニンク・コーポレーノぜン

化那痔離州のノヤビルカのもの︑

甑人のもの釣︑一雇万ノ亡﹂回る 来国のエクソン罫列のエノソ・エ

一⁝馨りトものウラン鉱㎏の中て

ラン鞍懸のつ一八％にあ繰る︒

る︒

澗オーストラリフ川パース南の
抱藤七西謎騨の懸盤の地力にある
イーリリーのウラン鋲休け︑三千
c白力ノのウラン鰐鉱から悶刀六 一難凱は同じく化部特別州にある

られるている︒

千ノのU30＄かとれろものとみ約−万ノのレンノへ一︑そして︑二

ラリア州のロクスヒィ・タウンス

こく最虹発見された南オースト

のワラン働嵌け︑これかりi働が

イーリリーけ ︑ 涌 4 ー ス ト ラ リ
ア州最初のウラン興飽になるか︑

鉱床の一騰りしの総懸であろ剛能
藍もある︒

現在︑二つのウラン鉱区︑すなわ

ウセルノヤフト・オーストラリア

これからの評定としては︑一九
・プロプライアタリ⁝樵︵岡一〇

それに磁仁馳設の建誌が行われる

で一Uりi寒雨かりのウラン焦 町︑滑走踊︑水毒誰傭︑発磁擁︑

た︒

リーンと北頭特別川のナハレク争

％︶てある︒

恥は︑礫恥二丁五泊ノに為るン
﹁ウランは環π・脚需粥で俳給 ならないか︑近くの鉱区に酌肇

M︵dのイアン・レノツ氏は︑ 辻︒こnからまだ調査しなければ ことにねっている︒

この去津蟹象の支酬入てある

難じよって織りれている︒

レンノヘー鉱珠からの碇μb今

八O葺詰草ぱにけ︑イーリリー︑

備

舞願彪

7澱

一

・、

ち︑クイーンスラント用のキ∀ス

厳拝な敗履の管卿トて行われる

ム

境

腰
勾︑さりに︑これにつついて一九

一

ブ

原

クルスコ発鷺所

繭オーストラリア驚け︑℃てに釧

鼻出

O

藤
イーリリー

行われるか︑ノ︑ヒルカのウラン

ラリア潤

妙右︑ニノウル︑全・︵の勉多くの
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﹁諜ユークリア・インフォ﹂

は米原子力産 叢 会 議 ︵ A − F ︶

蚤アンド・インフォーメーショ

が︑パブリック・アフェア；ズ

ン︒プログラムの一環として︑

原子力は関ずる情報を収簗︑分

析︑騨価し︑その結果にもとづ

いて︑全国的 な q ミ ュ ニ ケ ー シ

妊誌はγ線影響を誤解

研究者の一入が指摘

ている︒しかし︑それが︑一般公
衆や放射線防謹指鎖に対して︑惣

い︑と彼は答えている︒

ちに影響を錯えるようなことはな

環境保設庁棊準陽長のウィリア

原子力は

恐怖症

の犠牲になっている
リーダーズ・ダイジェスト誌

発億の必要性は増大する﹂と強調

るのは明らかであるから︑原子力

び代蕪エネルギー源の危険に関す

ペネット氏は︑原子力論華およ

したうえで︑﹁明らかに︑原子力

る科学的研究の問題について調査

しかし︑源子力は﹁疑いと恐怖

の一つである︒継局︑来国民が田

発郷は澱も安金なエネルギー形態

している︒

の霧に包まれている﹂とべネット

子力発露について下す淡定は︑わ

よるこの記蜜は︑一九九〇無代に

日が特許を抽っているシステムを

氏は述べている︒﹁他の鷹は︑来

りーダーズ・ダイジェスト認六

鍵であるわれわれ自身の技術に対

ム・ミルズ博士は︑囑筏までのロ
ーウェ／メンデルソーン両氏の研

米團内の発電施設を更新し︑容量

が国が比類のない発展を達旗した

月号は︑原子力発電は不可欠のエ

する信頼を濠だ持っているか蕎か

縫って︑鷲しい発電所をどんどん

究放果は︑ガンマ線難路障囲の

界は一九七〇烈代初めに発注した

楽界における放禦線のほとんどを

アカデミー︵NAS︶﹁罵離放嚇ーン両氏の研究成集は︑原子力醗

力より七玉％蘭くなるということ

の撮記踏が⁝九八八黛には石炭火

の繹洗的為利性は︑療黙劇発怨所

コマノブ氏が主張する石炭火力

も︑コマノブ氏が麗業商事指数

マノブ氏の灘本鷲予想他を便って

れたものであると述べている︒コ

は︑原子力に対する裾発に左右さ

炭価格に対するコマノブ氏の開運

用率は五五％である︒

は︑大型石炭火力発電所の設備利

釈している︒なお︑最近の実績で

由はある﹂とAIFグループは注

大型石炭火力発露藤を建設する理

る︒

貴金﹂︵HEIR︶が臨球︑環境
占めているζ︸口えるガンマ線に

を削提にしている︒これは︑一九

によって左右される﹂と述べてい

闘する﹇墓進についての漁志決定

七一黛から一九七八庫の間に運転

向にある﹂と同践は述べている︒

に対して︑おそらくそれほど大き

発庵所を食いつぶしつつ衰遷の傾

建設しているのに︑わが国の薩集

があると指摘し︑﹁石油価格は上

を拡大するために︑近いうちに新

ように慰われる﹂と述べている︒
いると述べている︒

しい原子力発電所を発製する必盤

の住民は従来の削鱗より二〜四倍
鳶職の被測線黛は︑挙位爵りにす

ない恐怖物諮﹂により妨矯されて

した放痢線の鏡野と賦を魯61幽し 来の謝算と匙著すると︑四分の一
のガンマ線を被暑しているという

いとするこのモデルは︑直来科学

ると大嶽の被麟翅翼より籍が少な

州慮線一触モデルを支持している ネルギー源であるのに︑﹁縦拠の

から九分の一程滋の中性子を被賑

ェンス誌はこの撫を考慰していな

ことも明らかにしているが︑づイ

理出は︑彼の研究によると︑広赫

て議論をよんた重しい研究の層間

ている︒この九は︑彼らが蝉心地

しただけであることを明らかにし

ン両氏の製織は︑広島の館民は従

ンスの輪をひろけるために発行

の一人が︑サイエンス誌は彼の研

広赫とb瞬の彼温田有者が吸収

しているものてす︒この情報に

突成渠を黙解していると述べてい

識ンとパブリック︒アクセプタ

は︑原子力をめぐる月間の動き

傑支庁へ鋤漏したものである︒

な影響を及ぼすことはないだろ

ラルフ・キニi・ベネット氏に 界し︑石炭の環境コストも増大す

がたんねんにまとめられていま

申轍子被畷の誠少分を補って十分

︵現在の碁雌は︑少醗被曝も鱒位

濾述べているGローウェ氏自身

﹁原子力は経済的﹂
米原産︑コマノブ氏に反論

消えてし蕊うと陶グループは述べ

燃料は﹁今後少なくとも十年︑多分

ホワイト会長は︑ウランと化石

衛ないと語っだ︒

原子力と化石獣料に箆鷺せざるを

凍の羅力業蟹をみたすためには︑

析協会の集決りで︑来岡は近い将

五月二十田にニューヨーク泓券分

・ホワイト︒ジュニア氏は︑去る

パワー︵AEP︶社の会張W・S

アメリカン・エレクトリック・

AEP会畏語る

発電は必要

米国に原子力

︵銀二︒三％︶の代わりにGNP

引算のデフレーター︵鎌三・八

％︶を便って石炭鋤格の上昇を決

法は過去の経費⊥昇につながる規

ている︒残りの利嶽も︑コマノブ

消えてしまう︒この斗藩臣格は︑

氏の石炭駐準価格を一九七九隼の

藤業においては︑規制強化の創舎

平均価格に決められていなければ
瞬横の速さで⊥昇すると仮定し︑

な価格﹂で決められた現在の挺期

数葬前に﹁霞力会社に非冨に為凋

る︑と指摘︒一般に規制をうける
産条グループは︑原乎力に姫糊的

い︑低下している︑とつけ加えて

は終業が成熟してくるにともな

と蚊定している点で閲逃ってい

鱗による変更が今後も同第で航く

A王Fのグループは︑この外掘 めれば︑石炭火力の膨魚の半分は

を外挿して得た数寧である︒

家た︑A夏Fのグループは︑石 の経済と醸う観恵からだUでも︑

余りがある︒したがって︑いすれ

当り同箸の隊寓を生むと仮定する

刃イェンス品の記凄は大きな論象
は一部は再謝算がまだ完全に終わ

線の盈物学的影響に関する諮問萎

は︑彼らが吸収したガンマ線被曝

にしても量氷霧には何ら貌わりは

を開始した四＋美禄の原子力発露

のデータによると︑ガンマ線は駅

門それをどのように削ろうと︑

エネルギー省のローレンス・リバ
がその後の腰試障害により大きな

ないという結論を臨さざるを得な

う﹂とミルズ博士は述べている︒

ある︒このだめ︑サイエンス誌

モア研究所の物理柑論目であるウィ

いると推論し︑したがってガンマ

影響力を持っていることを示して

しかし︑ローウェ／メンデルゾ

単線モデルにもとづいている︒︶

℃ンフランシスコの近くにある

リアム・ローウぎ氏は︑﹁サイエ

い︒あるいは︑どうしても結論を

い︒

る︒

ンス誌は︵エリオット・マ！シ㍉

鳩したいというのであれば︑広島

広認と長鶴のデータが︑環存︑

繕諭した方がよい﹂とローウェ灰

家考えられていたほど諮はないと

と栃断した︒

障冨が科学界では大編に適少評価

の師襲なデータであるので︑この

被曝の影響について推定する錫禽

で︶︑この研究は︑ガンマ線画瞬

る︑と間撫つた鮎論を捌してい

されていることを明らかにしてい

を引きおこした︒というのは︑原

ろ﹂と〜NFOに語った︒

爆生朴福は︑今庄でに大蟹の放射

所と藤十六星の石炭火力のデータ

ル記惹の五月二十ニー3警の記署 線被曝の霧が遜少評価されている

から離れていた鋤離によるもので

す︒

馳
團
リバモア研究所のもう一人の物

質的には変翼はない﹂との結論を

非

将又の石炭価格を低く評価し︑石

っていないという理由から︑噌本

理学精であるエドガー・メンデル
線を被曝した唯一の多人数の住民

炭火力の規換と件能について

累原子力醗業会議︵A里F︶の 子力発灘所の建設コストは近年と

ゾーン氏と共岡でこの研究を笑施

原子力発留所からの露力は石炭火

なチャールズ︒コマノブ践の精薬

ローウェ氏は︑彼の研究結果

なり歎くなっているというわけ

いる︒

引渡し契約にもとづいており︑か
仮定をしている点で︑

椴後に︑コマノブ氏が比較のた

だ︒

現実的な

ネルギー織︑全氷科学アカデミー
みなしていない人もいる﹂と付け

しかし︑PG＆E祉の﹁六十びア⁝キテクト・エンジニアリン

ンアーは謡している︒

発露断を想定し︑さらに︑七〇％

墓礎

る﹂と述べた︒

であり︑しかも︑

O

現在塾本記画をたてるべき臨であ

愚論の

CONASパネル︑露力会社おめ
よに三十万KWの規模の石炭火力 それより長期にわたり測算の電力
加えている︒

﹁内羅物語﹂に娼齢したもう一

の設備利用率を想定しているの

＝＝需︸＝襯二二一二＝謄＝

フ氏の資添費の差の予想領は︑エ

韻りを犯している﹂とA夏Fは批 さらに︑岡グループは︑コマノ

翻している︒

しかし︑ローウコ氏は︑﹁サイ

いるようだ﹂と答えている︒

﹁私は︑頼道機関は典の報迫泣

覇している︒

う予讃に及令している︒

だからだ︒

できない︒そうではないのですし

る塗物的反応の理解の仕方に︑大

州コマノブ氏の予想は︑将来原

力よリニ五％画くなるだろうとい

したローウェ氏は︑﹁私には理解

ついての結論を出すにあたって雪

きな影響を与えるだろう︑と述べ

エンス誌はガンマ線被畷の障害に は︑擬健物理学書の放酎線に対す

サイエンス誌に報告されている
解をしているしと指摘ずる︒その

と強調している︒

とおり︑ローウェ／メンデルゾー

してもよいというイリノイ脳力方

男であるならば︑園民が要求して

グ会祉が予測している二〇〜三五

一＝剛＝＝需＝一團＝二鶴＝一一＝一二＝＝﹇＝＝一門胃冊鵠＝胴＝﹁＝一＝＝噛＝＝謄轄＝＝闇鷲一瓢＝＝﹁冊二﹇＝瓢一二＝冊＝一一一鵠一讐一髄＝＝口＝一面＝＝窯榊置閥瓢＝一＝圏鷹二旧＝＝コ扁﹇＝潔︐一二＝階一齢幽一冊濡瓢需器監＝胃＝＝隔一＝＝m二鱒︐諾＝一隔一＝P＝二一＝＝＝一＝一＝謄需＝＝

の原子力報道の鞭扱いについて濠
式に同条しただけである︒

CBSテレビの﹁六十分﹂番組 ッフと一緒にインタビューを撮影

た紛鵠が生じている︒

である◎﹁設備

U

いる︒里人については︑発孔所が

ることであると︑パネルは述べて

燭

酌な目標値を決め︑それを欄円

にかぎり︑斬しい条件を採罵する

社会金体については︑石油︑石炭

と大体問じ水準を捉纂している︒

および水力発電などのエネルギー

ストのかかる改訳を区別するのに

が心襲な改醤と脊効ではあるがコ

に一作以下におさえることを囲標

燃料溶融裏張のリスクを︑数十駕

ての国内の原子力発蹴所における

同蒔に︑A亙F委員会は︑すべ

役立つような安全図標を策冠すべ

許認可・安金牲婁員会は︑製RC

が蚕馬長を務めるA正Fの原子炉 ている︒

副被髪D︒クラτク︒ギッフス氏 線の危険より旭さい水禅を甲案し

ミドル・つウス・ガービシズ劉

よう蟹求した︒

ってコスト面で効果約であるとき 供給する慰気による感亀死の危険

し︑その後はそれが一般国民にと

利用率がはるかに低くとも︑規模

非現凱的

は︑

分越番組に対する屠心深いアプロ

％のギャップより大きいという点
ーチに薄して皮肉な味方が出てく

る刺能性がある︒CBSの願間弁を摺籍している︒

人のジャーナリストであるサンフ

ているQしかし︑六十分番組は娯 ランシスコ︒ク資ニクルのボブ・

と原秘は証拠とはならザ︑単なる

﹁六十分﹂番網のテープと原稿を

うことを理曲に︑被告弁護人が

もちろん︑淑融事故が起きても公

とずべきであると指摘している︒

︸

ハ

ﾊ蜘鱒騨騨器羅

ノ轟耀

8番

社艶

を私んでいるということになります。いかがてす
か、あなたの会社でもこの200年の実績を拐った
FUJ王BIの頭脳を使ってみませんか？

PG＆E社副社長マルコム・フいるようなことをすべきだと思っ
ァーブッシュ氏は︑元国務省スポ

ーー
集されていない放送時間を要求し

﹁うわさ﹂にしか過ぎないと翻印

この主張は︑一九七八卸の﹁六
十分﹂播組に関する取調べの豊中
であったワイルド︒ビルのファミ
リー︒レストラン︒チェーンに対
する連邦詐欺堕件の中で出て来た

罵っている︒﹁﹃六十分﹄番組に

遜切な籔全曙標値醤︑原子炉の

きだと強讃しだ︒

っと小さい︒

聚に致命附影響を与える磁塗はず

そして、私たちスタッフの総数は20名。それぞれ

この最新の紛争は︑カリフォル

楽的な鋤があり︑その娯楽理論は
一種の罫人探しである﹂

ないで︑霞社の禦悟を説朋するた

バートレット氏はPG＆E社は編
護士が︑﹁六十分﹂番組のテープ

ークスマンであったホッヂィシグ

映されるならば︑PG＆E社斡部

ものである︒CBSは︑このテー

対して︑ユユース輻道の仕方を指

プは単なる﹁うわさ扁であるとい

かし︑カーター氏は︑放送中に

語扁に撫慰するのを撞標した︒し

あるCBCニュ可スは︑門内幕物めに宣伝階間を買った方がよいと

分目番組が︑PG＆E挫のインタ中鐵のエピソードに紺する岡社の

し︑この等張はフィラデルフィア

階に連転中の原子力発毛所の雑協

来原子力翫集会議︵AIF︶の近くに住んでいる個人およびその
委員会は︑さる五月に原子力規制

印刷・総合複写センター

の経験年数をあわせると、笑に200年もの尖績

、

一

誤審さの追求、噸、
畷：箱

・

ちがいます。ユ．ニークなイラストレーンヨンに強
い者。駕しいプロモーションの戦略を考える；蓄。
シンプルでわかりやすい構成づくりをする者……。
それぞれが、各分野でのスペシャリストたちです。

エア襲うンルイスオビスポの近く
にあるパシフィック︒ガス・アン

とのインタビューはないものとな

していることである︒

﹁六十分門番綴とその親機関で

x原発の報道で対立

ジャーナリズムについての避一回

ド・エレクトリック︵PG＆E︶ ・カーター氏がホスト役を携めた
社のディアブロキャニオン原子力
発電翫に関するもので︑電力垂抵
と﹁六十分﹂は︑径組の一部に利
冒するインタどユーの条件につい

ンフォ扁を発行した背幾には︑

るだろう︒というのは︑﹁六十

ビュー条件︵PG＆E社が奮紐で霊張について説明している︒

示することはできない扁とバート

測擬するのを許可することに反対

﹁六十分﹂番組をニュース放送とし

てPG＆E往から弁護する必塾はレット氏は述べている︒

るPG＆E祉の条件を受け入れるないと述べたCBSニュース副社 ﹁しかし︑CBSは介業に対しの※國艶三巡回控訴裁判隣により

7

1

1
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鷺ム「；葭

て禽惣が成立していない︒

原子力開発への批判や反対が先

雛翻PG＆E社の自移条件拒否

鋭化するにつれて︑一方的な見

ファープッシュ副社長は︑多く

これが予定ど36り今難の秋に放

解や不正確な摘報が増加し︑大

の報血機関がインタビューに対す

Aードが﹁ 二 凱 ー ク リ ア ・ イ

粟の原子力に対する純粋な疑問

に︑放映時間のうちまだ編集され

提起されだ問題に解答するため

の三〇出番紐﹁内幕翼翼﹂の六月

幡させかねないという爽彌もう

や繁朴な不安を誤った方向へ増

かがえます︒この催報は発行以

と考えるかという贋閻に対して︑

五月二十九日に認められた︒

ていない工〜滋勢の時間をほしい

委員会︵NRC︶に対して︑原子窯出一層にとって︑受け入れるこ

とのできるリスク・レベルを定め
力発瞳所の安愈性についての具体

諾聞を売るようなことはしないだ

盗んだ︒さらに︑コロッフ氏の手

FUJIBIのスタッフには様々なスペシャリス1・た

一、
溶融事故は数十年に1回以下に

紙は︑﹁PG＆E社を惣力会社とろう﹂と﹁内纏物語﹂のインタービ

長ロジVi・コロッフ氏の手紙を て縮十方劉に反論するために仏認

という塑求︶を撫踏したため︒

会︑遼邦・捌政府︑マス識ミな

﹁この﹃六十分﹄番組は︑編集の

来︑原子力関係習のみならず議

﹁六＋分﹂番縦は︑他の条件︑す

なわちPG＆E社がC8Sのた
スめ
タに博っている権利を乱閉して

欝欝

W

東京都瀧灘区西日劉

本社。工場

禽
どからも注囲されています︒

安全目標の設定を

綴麓

富士美術印刷株式会

解離麟

FがNRCに要請

A

か．

翻圃鶴瀬騨羅幽酵

200年の実績をお貸しします
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難であったモテルに二たいしても十分あ願えてき
るものと自負してあり猷す。

P后CESを使用しての各纒解析について、モデル化、ヲータ作成、説籔の実行、結
集の考察・評価、報告欝の｛乍成に浸るまで一括してお受けするこのができます。また、

・

9

．コ

●摩ゆ■魯■80の●●σ●e6●●o●■●嶋。■・，●●●●，o

、b
竪、

し製した。スーパー・コンビューダーCYB∈R
76の処理能力とあいまって、これ謹て解析困

塾、馬、、昏

・◎弓鴨．・

：∫∠

む鄭魯9，

かなりの経験を猿むことがでさました。また、
非線形の問題にたいする系養も十分な水；華に達

亀噛、、特鴨

陣夢馬。砂

ののロののロけコロロぼゆゴどらりつの

は各ゾーンは場所と騎闘に従って移蟄力し変形す

私たちNDOては、F）ISC肥Sを使用弓ることに

、、、触悔

、、、、、、

置場鎚ししいい、、、、、、、、、｝・、
「7

9

PISCESシステムの主な適用範囲としてはつ
ぎのようなものカその一部としてあげられる。
⑱強い衝撃をとも爆う現蒙
◎急激な過澱現象
⑧縷発現象
㊥大変野烏票
燃料運搬召器の沽下鮎琶解析、仮想事赦による
爆発工ネ1レギー禦放てあごる圧力容器応答など
の解1剤3、一般によく衛われているものである。

5蓼8，
◎

番

r』

ゆ

5

■

QYBER

76のこ誤読に蘭しても超非下記営業部にお知らせ下さい。

・．

鰻斬のソフトウ：￡アに恥ント寄る

り
ニュークりア・チータ株試会社
本

獄：〒153

大阪口置所：〒550

東三都冒黒区中目黒／丁邑窪番71号ニールセンビル

竃諾（03）792−2601（代）
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に強力にとりくんでいく方劉を周めだ︒岡簗付金はこれまで﹁学佼﹂﹁道路﹂などの整備に斜懸されてきたが︑﹁さらに立地促湛
をはかるには︑もっと麗用効果の期約できる華墨団地など濠で交付紺象を拡大する必嚢がある﹂と戦断︑今圃の動選となったもの︒
罐源特禽については今琿十月から原発強地栂辺地域の竈気料金を実霞晦に剛り引く精交付金舗度がスタートすることになっており︑
さらに今鳳の改善描礫が実現されれば︑電源地域振興対策は門発電所を中心としだ立業振興﹂を新軌紬に満しい階代を迎えることに

融源一一⁝法交付金制麓がスタート

っかえるようにしてほしい﹂との

ために﹁産菜の振興などにもつと
いメニューとして立地鰹進のひと

められており︑今回の施策は新し

い﹂との声もだされているが︑通

地元から﹁露由に捷わせてほし

なりそうだ︒

したのは昭租四＋九黛＋月︒その

つの強力なよび水になるものと期 産省では短足三法に﹁公共施設の

鍵︒とくに︑職漁立地促進対策交

早川を求める声が依然強いのも事

ールとなったものの︑そのこ全国

トラクチャーの整備は大きなアピ

映して道路の建設などインフラス

興露的には町と漁協が共岡で魚

方にメスを入れていく方針だ︒

ースなどが考えられている︒

やみかんの佃づめ工場をつくるケ

家た瀬瀬箇では︑露源地域の工
叢開発促進については今薙から工
鹸擁湘麗促濫費補助金制覇を改懸
して立地蝋への類規工鵬講致をす

鍛源特会でも舗麗改露がはかられ

すめることにしているが︑今圓︑

る話込みになったことにより︑地
元対策は﹁薩業振興﹂に磁接照準

をふみだす兇通しとなった︒

をあてさらに一歩新しいステップ

さらに通産雀では罐源特象につ
いては今國の検討のほがにも頭打
ち制度の撤廃︑補助屡の箆編など
についても改需をはかっていく方
針︒
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この解釈の範囲内で響漁策のあり
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で陶坊隆原子力委員長目隠をはじ

崇・内幸町の日本プレスセンター

日水原子力産業会議は七臼︑東

する要望を行った︒

年腱原子力閲係政府予算編成に関

めとする各原子力委員と懇談︑莱

金議はゼロ成慢で︑大変きびしい

原産会長は﹁筆墨度予算は︑一般

腐上あいさつにたった翠巌広巳

源蘇鐸予算編成で要望

原子力に重点配慮を

また︑交付金の鰻途については

整備扁と規定してあることから︑

硬望が強くだされていた︒

象に新たに℃業紐地縫雌業繋翼施

付金制度については︑これ旗で交

的に国土開発がすすんでいる現在

待されている︒

こ川留閥に承認された整儲計画は
川州十五件︑製業規極は千九蕎七
穂醒雀では︑こうした地元の二

設を追認する町能性について検肘

種をふまえて︑岡交付金の交付対

しかし︑一方では﹁発霞利益を

十億円にたっしている︒

直接︑地元に還元する鞍懸﹂とし
を行うことになったもの︒

電源露法がスタートした昭和四

て︑しっかりと根づいてきている
ものの︑﹁さらに弾力的な運鵬が

付対象が﹁激路漏﹁港湾﹂門教膏

では︑整備計画の発想の転換が求

必要﹂﹁使途の拡大を﹂llなど 十九無当塒は︑高度成長階代を反

文化施設﹂などに限崖されてきた

二

︑

一
一多

一

二

︑

羅

ーゴ

洋投合について

々のエネルギー義解鰻が懲幽する

ばならない︒しかし︑それらの国

いったが︑話しにのってこなかっ

り・日照はそれに協力できる﹂と

てくる︒入という研究資源の配分

ると︑予算よりも人が難題になっ
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いた原子力船﹁む2の安金姓総

j．鳳Su蹴ki氏の問題提趨をめぐって
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ﾙ電気料盆からみた原子力発電の原価

れたテーマについて研究をすすめ

﹁奪会﹂で発衷するQ

参舶鷺は一名一グループにつ

いて年九万円︵非会鑓は十二万

二一二

円﹀︒悶い嘱せ︑参加申し込みは

ニノー

原随・妓術諏累で︒
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﹁蜜金は観想される﹂として︑内

岡増設計画は︑げんざいある二

閣総理穴匿に旗影した︒

百二十沙／薙の施設に隣接して二

て金離の能力を四薗九十五溌／奪

蔚七十五溌／年の新旛投を建設し

薫横にもとつく原子炉施設変更に

る﹂として許曝した︒

@溶融四品は？

ていく︒濠だ︑この研究成襲を

今嬉のテーマは︑経済︑計装制

プラント建設︑放嚇能システム︑

理・蜷飛物処理︑増殖炉︑燃料︑

御︑原子炉安愈︑工嚢複合︑爾処

講問題について︑原産の会員各社

多

保健安全の十テーマ︒

の職鍛が共岡で︑総台的に調査研

究し︑幡報を交換︑研修響をおこ

なうことを囲附としている︒

毎醸︑九月から絶無の八月まで

の一年闇を研究期間とし︑原註と

〜

どについて露見至換を行い︑こん

状況︑放墨線利胴上の健羅簿閥な

一二

して月一回︑グループ別に憲めら

補し︑三思炉の開発計画を進める

裏欝するのは︑ウィクラマナヤ

この協力活動に反映する方劉︒

②ウラン濃縮原型プラント建設に

禦期に着手する③放射性廃恥物

カ︶︑キム韓園エネルギー斑級研

ケ︒ルーナ大学学長︵スリラン

鮒策の強化︑とくに低レベル廃棄

物の試鹸的海洋処公および陵地処

究所鴻等研究員︑フサイン︒ダッ

分試験の実施を促進する④毒魚標

叢化計画の捲進など軽水炉定蔚化

ン猿子力凌鑓会商讐研究舞︑シィ

ディシュ︶︑バルデゾ︒フィリピ

ディクィ︒リアクアート医科大学

ど核融禽研究開発を計画的に推滋

これに対し︑向坊原子力委弓長

するllなどを嚢望している︒

ン︶ら俵矯のトップレベルの冥務

疵院凸面センター長︵パキスタ

家が参撫︑醸本門からは︑喜騰粟

代理は﹁死恥編成は昨奪にくらべ

てはほとんど全項冒について要求

てもくるしいが︑要望の点につい

の増設計画了承

核燃料湘鱗凋会社

などの施設を視察する予定︒

メディカルセンター︑動燃︑原研

都立駒込病院︑放医研︑三六油化

厳までのワークショップ嬬間中︑

海外参加習︸行はきたる二十八

上信雄︒東大教授らが出席する︒

︒顕立がんセンター疫学部長︑江

淫瓢・放薬研科学研究冨︑平山雄

懇談には原子力委員余側から向

することにしている﹂とのべだ︒

坊議員長代理をはじめ新関欽哉︑

島村歓久︑渡部躊也叢叢鐵︑原産

側からは蕎沢会鐸をはじめ円城寺

次郎︑茅誠罰︑白沢冨一郎︑中山

素平︑松片開︑村田浩各翻会長ら
が出席した︒

医学・生物学
利用テーマに

蜜全婁鼠会

田︑巳末核燃牒コンバージョン会

原子力安全委貨会は七月一二十

17BからRCA

ワークショップ

一食贔照射計画﹂﹁アイソトー

プ・放酎線工業利扇計蔵﹂につづ

三番囲の活勤となる﹁放射線とア

くRCA︵原子力地域協力協定︶ 社の撫工旛設増設計画について

イソトープの医学︒生物学利罵﹂

のワークショップが︑十七醸から

東京・膿が開の外務街で開催され

こんこの協力のあり方をさぐる

ることになった︒

①放財線生物学および斑物学核技

船研究開発噴業団から繭講がでて

科学技術庁は迫田︑田本原子力

設変更を許可

﹁むつ﹂原子炉施

このワークショップには︑RCAにアップしょうとするもの︒

潴盟十か国から︑十三葱の専門家

が謬畑︑日本側尊門家と酒発な討
議を行う︒

﹁放射線とアイソトープの医学

術②核医学③放射線治療④放射線

つた方がいい﹂という返嚢が返っ ・生物学利用計瞬﹂では︑霊に︑

ら田水・西独などの埴土の株を罠

の岡自らがエネルギー開発を行う

てきた︒このような耀え方を︑そ

盟園の医学・生物学分野での利幣

衛生の照分野を中心に︑RCA加ついて﹁蜜腺騒騒に適齢してい
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原産︑新規会員を募集
臼本原子力産墨会議はこのほど
昭稲五十六薙獲の﹁原子動力研究
金﹂新規金殿の募集を蘭始しだ︒

この研究会は﹁原動研﹂の略称

こなわれているもの︒原子力κ業

で︑晒狽ヨ士一葎いらい︑毎隼お
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弾の痩講に応じだ技術的・経唐的

ときいている﹂としながらも現
在︑重硬な階期をむかえている原
子力開発に亜点鮒な配慮を硬請︑

五頂目を中心としに痩鰻茜懸提出
しだ︒

それによると硬望書は門わが鰹

け俺えるが︑大口に使えるように

簡単には︑良いと

は︑園際的問題で

と︑石溝︑原子力などをいくら開

なるには桐胴がかかる︒今世紀申

の中で原子力の役罰を︑どの位に

発しても︑まにあわなくなる︒そ

すればいいのか考える必要があ

一︑ある産演国に行って︑門石

る︒

⁝︑科学技術のどの分野も規横

太陽エネルギー利用の可能性があ

油は三十薙でなくなる︒砂漠には

が大きくなると︑社金科学︑心理

一︑原子力委員擬︵科学技術庁

1

エネルギ⁝開発にとって綴も勝論 を進める⑤﹂肥i60の建設課逸なカ鷹科大学病院肇致授︵バングラ

が繁慾にとるべき方途は石油代議

な今後十年間に膿子力発鍛を傾斜

野胸に①新型転換炉実証炉の開

的に開発することだ﹂と駈込︑興

発計圃を敬めるとともに潤連憎殖
蝉原三二﹁もんじゅ﹂の建設を促
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やす努力が必要

い︒配本としては

ン濃縮などは一歩繭激し︑軽水

つでもエネルギー臨給ができる︒

か悪いとかいえな

阿坊隆原子力増員廼代理は十⁝

炉の稼働率も最近は良くなってき

日水はやる気になってもできない

できない︒

日︑本紙との会兇に応じ・原子力

さらに聞氏は︑エネルギー︑長

た﹂と変化の大きさを懸嫡した︒

ず︑石油依仔から脱却することは

エネルギーの闘題だ︒石漉から太

一︑原子力委賀

ては︑暴論鱈な蘭留を隠間をかけ

会の在り方につい

て署し襲いたい︒瑠勝手続きの申

学︑人生観などが寧要になってく

た︒その理由として﹁研究開発に

で︑できるものは軍務周に濠かせ

艮欝︶は︑いそがしくて蚕累累に

一︑匿界人口の口分の三を占め

という藻琴に変えさせることが大
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切だ︒
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なかなか出腰できないので︑少し

ので︑そこが穴きな違いだ︒
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の踵要性を
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陽エネルギーに継ぐものとして︑
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﹁原子力がその申で︑どのくらい
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述べ︑
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ミノテラン政権が決めた建設欝欝串の
厚子力発電所に対する保全措罎

（2）
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フ

ブ

︑

核廃絶の願 ζ新たに
平和利用では対立浮きぼり
︿．︐潟の憂の原水爆野 過動のしめくくりとして﹁滋水爆禁止一九八一郵欝欝大会﹂が九口午煎↑渦から︑最隔山・松山の無慮体罷

⁝ノーモア・ヒバク

職で開かれた︒続一大会になってから万年圏にして初めての長崎開催で︑大会には十三濁際機関︑三運二か国からの代敦樹四十一人
を盆め約一万一千人置山野︑数千入が雲場からあふれでるほどだった︒大会は澱後に︑﹁ノーモア・ナガサキ﹂
シャ﹂と訴えるアピールを採択したが︑漂子力発露については﹁核魁料ツイクルと核拡散をめぐる諸問題などについて︑われわれ自

酬を行い︑原子力発矯閲係の第四

と︑八臼に開いた四つの分科会報

大会は虫催者側あいさつのあ

団が放尉線もれの集故原園をあい

兇魁・本部長は︑政府と蠣船票凱

つ﹂麗船佐世保現地闘争本部の速

され︑そのなかで︑原子力聡﹁む

れないとし︑﹁波府には︑みせか

鶴然条件から見て適地とは鶏えら

に予定している膏鶯県の関根浜は

また同氏は︑﹁好つ﹂の瓢母危

諮畠の参加癌はもちろん︑大会関

に出席していた来酸36よび太卑洋

い﹂とする特別決議を探択︒大鍛

うな暴挙は︑絶対に容認できな

らを十分に教膏しよう﹂との記述にとどまり︑同大会の一票資醤よりもトーンダウンした︒

分科叢﹁簾子力開発と核拡散の諸

に反対②民部料ツイクルの危険を

問題をめぐって﹂では︑①核拡散

うとしている﹂と指摘︒さらに︑政

り︑患蔽改修のみで農わりにしょ

まいにし︑︸原子炉の点検をさぼ

る﹂との鶏えを明らかにした︒

つ衛大湊を再鋸港化する三略があ

けの関根浜をつくり︑添心は︑む

姿被響を袋・て勢ち⁝

知れないものがあった︒

係薔に与えたショックは︑はかり⁝

一
凹

認識し︑放射性廃翼物の海洋投藁

三

究威集を発張︑あわせて特別議顔

グループから報謝がある︒

の十テーマについて︑それぞれの

蕊た︑最茄田の年後には︑聴別

も企画されている︒

講演として︑乗魚庵力乱読削壁役

原動研は︑孟子力阯二二の幅広

開田正敏氏の一諸子力開発と二十

醇脇挙園人学教授の門原子力酔渠

体温の鴛テ焦一1英︑仏︑西独の

参加は翻由︑関心をもつ多くの

動向から﹂が予疋されている︒

一一階﹇m一﹁謄隅一！一﹇一一＝

人々の兼場を求めているQ

一一一

魯となっているQ

ル斗和欝受錨肴︶は︑﹁いくら恥

陸から多くの外因代数が参煽して

い︑睡大会の旗功について﹁五大

た﹂と違べたあと︑﹁この長騰か

難破滅の淵にめることも確認され

り︑実陽の移融金炉の運転条轡を

超電源コイルを各園より亮ち溜

は世界で四万個︒中等型落餌の約

器廃鞭を強く訴えて﹁Ψ箱がなけ

すめている大型超灘愈コイル開発

刀分△苔のメンバーか8際したこ

ラトム︵欧州原子力女同体︶︑ス

中二七など

ミナー開催へ

夏期原子力セ

⁝ム冷却設備③暮露轟コイルに遜臨 いる︒

⁝し櫓低温に保持するためのヘリウ イスおよび日木が各〜個となって

︸

としては謡本最大︒とくに極低温

臼木顧．＋力蔭急難訟申部厚了力

⁝煮るための償流飽源畿備iiから︸

典空谷器はぬ径弥凝︑勘さ八飯

︸な・ている︒
一

のペルシャ型︵単簡型︶をしてお

り︑超電酌コイルを収納する答器

興の浜岡原子力発億所などを兜学

ので︑鍛終日の十九環に園︑罐吟

一環として︑毎蕪開かれているも

進と正しい知識の酋及警鰭酒動の

これは︑里子力の発地謂用の推

ぎ会議蕨で開催する︒

弓七日から十九日まで︑名古尾商

人文科系高校放師対象︶を︑八月

期エネルギーセミナ⁝﹂︵櫨ま・

︵理工科系高校教旨対塁︶と・褒

只催で︑﹁璽期源子力セミナー﹂

部︑日本狩子力之豊漁翼賠國との

︸を保探するために超俺灘コイルへ 雑筆蒙はB本原興起無韻・中部支

るκめの馬流13；トの疋格は一万

要鶴隠線編慧騙

蟻溝は①超露雌コイルを難戦 9
⁝る夏空容器㈲超態導コイルを冷却

プロシ∫クト︵LCT︶に蓼好し

響る原水潔禁止田本協議Aゴ︵略称

とも遜動の一つの特徴となった︒

臨流籍源設備の容認は河二嘱⁝

轤cノとなっている︒

液化能力か毎騰三古塁︑冷凍能力

ヘリウム冷麟設備は︑ヘリウム

書チTC
・原水協︑共蓋総出︑一部申宣︶

彼bの一人ほ﹁最近︑原子力允霞

こにわれわれの劣働告かいるかわ

ぎ↓︑彫ηで超臨灘コイル通電用と

タ︑リアクトル︑トランジスタを

する︒

しては閣内騒大であり︑サイリス

組塾せて鍛流安建化回路を採用し

三筆恥力仁尾発電所を通じて四困

太陽熱によって壁まれた撫力は︑

を遣成した︒この︑闘本で初めて

後二階十五分︑定洛副力一イ・ガリ

たのはタワー錐光方式で︑妻沼午

した低リップル︵変動︶安定化臨

初の大規模太陽

との対立はそれぞれの・入会︑分肩

からないからだQこれはπいへん

余を間わず例蕉のパターンど35り 蕨のぶ故報告がはやくなった︒ど

その中て原子力反灼の田野一戸をび

いいことだ﹂と沁べた︒

であった︒

ろってみると︑原子力をとり京く

原ず力反対派の当灘の笛橡とし
て①八月二十八田の巻原子力発田

さびしい構況の⁝撫がのぞかれ
る︒

子力船﹁むつ﹂遮蔽改修濫発期限

所公聞ヒアリング阻止②十月の原

切れに岡っての廃船襲求運動③三

たとえば今無の新たな論調とし

究炉燈繋をとらえ

署猛活動④今秋に予定される玄海

滝開の原子力発電所モラトリアム

て︑イスラエルによるイラクの研

門原子力発露所が

熱発電に成功

芝原開発

翫舞となり︑億切開兄が建設を進

計画だ︒

今屈中旬ごろには鼻電を開始する

邸

偏

齢

旧

零

≠淵

↓

本社／〒103寅京都中央区漫本橋本町3−2僧（03）665−9711（案内）

原産・原動研

年会開催へ

聞題について︑魯邸︑テーマ別に

今郊は︑工染復畠︑増殖炉︑再

処理●鹿黙物処理︑放殿能システ

ム︑娯料︑翫袋制御︑プラント建

一一槻一囎一門一

これは︑酢自九月から今回八月

圭齪一諜篇一諾臨＝一了監i111←憎制一一瓢﹁二篇一哺一1一曽一＝辮二＝＝FI榊揃；㎜一一榊一一桝＝一三巴一

融代底敏μが閉会あいさつをb たことが成功のカギ﹂と語ったG

備を搾めても圏を守ることはでき

︵田本山妙法嘗山主︶︑九十歳を

くれた︒融雪五試の藤井臼達氏

模擬した環境の中で︑各々のコイ

LCTプロジコクレ穏濠国オー

ない︒キリストやモハメッドが説

ら世界に商けて︑薪たな大出発を

ル製作担当は︑楽国が三個︑ユー

ルの技術検註を行う︒各國のコイ

さらに同氏はこの大会で﹁かつ

￥曹ﾉ相当する﹂と述べ︑呂州 いん兄弟襲を発揮させれぽ︑飲口

こされるノエルベーカー氏などは

しようしと入書参籏省全獄に力強

れば︑そのかわりにくるのは文明

5

廉た︑英國の放射線専門蒙アリ

ﾈい核の危機が認識された︒人 クリッジ躍立研究所に帯副六鰯の

を嘗ることができる﹂と述べ︑蔀

鯛篇の励ましを下さった︒さら

く訴えπ︒

を賀た︒しかし︑今や核奨器の数

稲の環要骨を世界に冊0︒かけた︒

に︑草の根のみなさんが参加され

の消滅である﹂と播激した︒

遡纒試験装置を完成
て臼本が翼翼の一郡を握弛してい

EAが鴛の一環で
東芝v旦

所に納入し泥︒

大会はさらに︑岡大金開催のぬ

最穴級の核融品・超電導コイル試

東京芝痛焦気穏︑このほど世界

︒再処理工揚反対③原子力発憲の 府と原船塩業団が竹n︑た一眠間の

験装羅︵LCT用要害導コイル国際エネルギー機関︵王到A︶がす に試験を行うためのもの◎
え︑会場から万矯の窪手をあひ⁝ 力研究所東海研究所の糧融台研究

が︑民族独立逓動と一体となって
展開されていく︒

る︒ウランは土の中に恥いておく

性鵬蔓物の海洋投棄に及対するベ

今回︑納入︒た襲讐︑園蒸轡︐ルを︑禺で総鼠

洋ムルロア環骸︶︑累︵葺簾︑ネ

前に行われた仏︵閥臼︑醗大串

し︑物この入食に扶蔑するかのよ

熱熱覇

もう一つの特徴は︑来瞳︑鰍帽

﹁ウランさえ採鉱させなければ︑

篭︑虜然環境派などの発議で︑

などからむ愉し泥先伍罠︑労働
よる敏曝︶かの差はあっても・本

の

質的に信同じとする総見が多かっ

あつい慶

さ家ざまな原水煙禁廷大食も︑九

その中で特徴的な承免の一致を

のが一番安全だ﹂というものだっ

ラウ︑マーシャル

た︒

みたものが二つあり・その⁝つは

すへての移燃料サイクルは停止す
た︒

あ

い上げ︑今鋸の憂の逸動を特微を

和利用に関する参加蕎の闘をひろ

つい慶〃の中から︑原子力のΨ 聞本が引画している低レベル放射

を閉じた︒約十日間にわたる

㎜九八一年世界大会﹂で︑その薄

日︑長騎で開かれた﹁原水爆禁漁

惣須やってくる

祉︑弁望旛の塁砦並

蠣鱗饗購難艶

佐世保市崇局は延長串し入れを遮

修理延長襲請に対して︑長陶県や

えをもっていない﹂と強く非難し

@盛

内試験腰掛︶遊先威し︑日茶獅子

技術は未確豊④原子力船州むつ﹂

などとするまとめ癒発酵した︒

子力発日の関係は今後の課題II⁝上したものの⁝本気で拒禽する椛 バダ州︶爾国の勉下核実験に軌議

次に全曝穫地の趣動が七彊報熱 ・苓

へ轟︑

額離蠣めだった渤露礁韓反
謹ず︑海外からの参加鞍の発爵

ひろってみた︒

三︑四動機の公開ヒアリング隠岩

攻撃溝標となった

原水禁は原子力全面不 口定 嚢︑原子馨を

彼らは﹁そんなに

㊨英仏への優用済継糾輸送に炭対

は︑フィリップ・ノエルベーカー

摂下されたのと
安塗なら粟駅湾に

つる趣動ーーなとを求める興昌が

民︵退嬰捧縮キヘンペーン共同半

撮じような影響を受ける︒このよ

翼ててほしい篇と韻ひ︑フランスの

ス・スチンアート女史や米糠ペン

長︑ノーベル斗和賞受口︶︑シコ

うけたあと︑斑気箕間の運転研究

こんなは︑八月泳の豊応極豫を

太陽艶発竃が六田︑筏川擬人罵町

の家職に送られた︒

の太陽熱発煙パイロットプラント

但界で初めての本搭附な畑焼模

アイソトープ・放朗線の閥堀に

まん︑同パイロソトプラントは

﹁勺ンシVイン副臨﹄の〜環とし このほかに︑曲願事光乃式のプラ

これは︑通鳶雀丁薬技術陶の

めていたもの︒今画発糧に成功し

はできない て︑新エネ庸キi総舎細田機構が ントも礁設されており︑こちらも
と鑑饗するにとどまった︒

すべての捗に反対

かかせないものもある偏と込べ︑

影装置︵CT︶など病人にとって

ついては︑ある医療労働薔が﹁レ

ムル惚ア輝鍵の地不核実験反紺とシルベニア州ハリスバ﹂グ︵TM うなことから田ボを守一49ために 構次いだ︒

二︑鷺あった︒

とになってしまう﹂という発露が

は︑核泓溢しなければならないこ

ーン︒マクプライド氏︵麟際恥租

代訳の放射線の蟻線磁影響に対す

ている珍加嵩の支持を訴えた︒そる讐告が参加書の気団を錐めた︒

また︑今年の敦賀原電力発鎌勝
の壌故を契機として七月一購に縞
成された︑原子力発躍酬のド讃け

に穏いる予定︒

と︑先進圓の原水繋逓動に携わっ

して︑タヒチ︑トンガ・ヴァヌア

〜刀のΨ和利胴をめぐって︑繕対

を加え反対をとなえる原水爆景止B本国

で成功した︒

禽せて︑太取洋講島の住民の趣帯工墜づ力発懸所所在地︶から来た

長補︑国連憲縮センター総長︶な

ツなどの代表は︑

労働書継鎌である﹁全田本運輸〜

般労働箪食・関醐生コン支部際子

一て

ントゲン︑コンピューター断層撮

ン・モユアンソン氏︵国遮事務総

どの大物を除さ︑ぽとんどが反原

必ず植民地からの．独立

民金議︵略称︒原水犠︑社会党︑

鷹擁舘獺臨

濠た添島鴛飯隔楡長は︑斗和公

、（

ビンーロー会長︑同踊受臓︶︑ヤ

典力︒核兵器と原子力発磁帽不司

一ゐ︑国内鯵加番の間では︑原

分のものであり︑放射緯の入体に

ることを摺れなかった︒こうして

ての発議の中に

与える解響も︑騰間的に幽晦︵療
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計よ
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装置の製作および擶熱装躍の
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▽大型構造機器実証試鹸ループ

究︑高温計灘機器開発などの炉工

による燃料照射挙動試験研究︑実

ネルギー6︑エネルギー萄効利驚 囲技術補佐官を日本から舞集して

日本原子力薩策会議は︑このほ

いる︒応螺希讐の方は︑今月中に

▽材料試験炉ガスループ︵OG 等について研究を進める︒

現状﹂を刊行

ど﹁世界の原子力発霞贔質保議の

原

た︑核融禽炉システムの研究を続
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﹁品質保証の

舞

L11︶および研究炉による墨斑 ▽JFT12の改造を行う︒技術の開発8で︑盆計29︒
︿炉心工学技術および炉工学技

▽翼空読の表睡現象等炉心工学

ス技術および製造技術の研究鰹︑

︻核融合の研究醐発︼
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込みは原麓・業務課まで︒
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︿原子炉安全性解析コードの開
発および安全審董解析﹀

試験研究の成果にもとづき︑原子

学的研究を行うほか︑実験炉の設

旧歎籾試験旛設による実縮燃秘の

核融合炉開発に力点

粒子燃料︑黒鉛および耐局温金属

に関する研究︑核融愈炉物理実験

徳の研究醐発﹀
熱利用による熟化学的水素製造に

材料の照射試験讐を行うほか・核

関する墨礎的研究を進める︒

引き続き実施する︒さらに︑研究

炉工学に関する研究を進める︒ま

理研究︑トリチウム取扱．プロセ

用巾性子源︵FNS︶を用いた炉物

開発の効果的健逸を図るため国際

▽実験炉の騨細設計を醗隼度に

協力を進める︒

峯力工学誠験センターの安登解析

これは駆る五月に︑パリで開催
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に︑大型再冠水効果試験に関する

粘性研究計画に参煽するととも

炉および核燃料取扱施設の安金性

また︑門高温還元ガス利朋によ

評礪に関する解析コード︑環塊放

▽工学的安全性︑環境安全性の

︿珊境安全性の研究﹀

め︑醒除された︒

米国︑西独との研究協力を推鵜す

▽低レベル廃細物熾化体の蜜全

入射および崎周波を用いたプラズ

金性の研究︑多陽的高温ガス炉の

照嚇後試験を行う︒また︑原子炉

ともに︑確率論的安全評緬強迫の

る臨接製鉄︵原子力熱鉄︶鳳は︑

による軽水炉の燃料破損笑験を引

マの高加温密度試験を行い︑プラ

研究開発︑核融含の騰究開発を蓮

用熱線ケーブルの健全性試験法の

原子炉蜜金性研究炉︵NSRR︶る︒

き続き進める︒燃料安全性に関し

計︑安金蟹葺箸に資する炉物理実

ズマ計測︑プラズマ閉込めの理論

点として抱進していく︒さらに︑

妥金性実証試験訓画の一環とし

開発研究を行う︒

多目的高温ガス炉も重視

て︑廃磯物園化体の腐食安全性お

︿工学的安全性研究﹀

力するため︑関連獅項の宝冠およ
︑▽緊急時の環境放射能予測シス
び必要な謝憾解析を行うほか︑原
テムの確立に関する研飛など環境

ける
NおS
︑放麟能・放峨線の測定と
模擬試験と解析を行う︒ROSA ▽LOF？︑PBF︑Pに

現状1原子力発磁心照漂証視禦団

▽臨界プラズマ試験翠霞︵﹂胎

帳告醗﹂を刊行した︒

ける︒

発口

究闘発﹀

︿核融合炉心プラズマ技衝の研

する研究を進める︒

︻多霞的属土ガス炉の研究開

業務に協力する︒

︵バッテル詐画︶等︑海外での安

体状放射性物質の放出低減化に閲
ンプ︑スーパーランプ︑HBEP

評ラ
憾に関する研究を行うほか︑気
iW困幽を遣め︑大型非綴織ルー P R E B U S ︑ ハ ル デ ン ︑ デ モ

▽反応謹撰故試験に関しては︑

プの製準に庸黍する︒

一エネルギー安全保障と原子力産業の役割

㌶

議

1

籍響織
豊 辮瓢寒

、

、

㌶

礁

A4版，229頁

お申込みは下記

ノぐ京ノし薫卜論。突こうノド掌秦卿4
ぐネル討論・スライド完全収録！

鑑．

躍威解

鵜

轟L

講

躍

隈業会議調査部企画室

（社）日本原子二

ブ

プ

二鴬一一

繍本歴日力研究所はこのほど︑

昭租五十六年度の聖業麟画を発羨
しだ︒

評雲霧験等︑放曝総総棄物の処理射能解析コード等の整備開発︑醸
ては︑材料試験炉︵JMTR︶等

︵SH8︶の改逃を行う︒

験のための辛均質臨界実験技置

鵬翼線利燭研究︑開趣研究および
研究を行う︒

ていく方針だ︒

再温水効果等に関する実証舐験を

よび長期漫出の実議試験を行う︒

▽緊慧炉心冷卸系実験装躍︵R 熊フィルタ⁝山金性実無試験の華

▽園の原子力施設安金審査に協
性能燃料出力急蟹試験および島性

引き続き進める︒また︑新たに高

環として︑大型装懸により︑大型

▽国の蟹金性実証試験謝瞬の一

纂礎研究簿の一層の充実をはかっ

それによると近十六年凌は︑安

処分に関する研究を濫める︒麟の入コードの適用性評緬を進めると

原研の56年度事業計画

二一一

海水ウラン回収モデルプラント

備作
を行
う︒
OSA一皿︶によるECCS
動

C

q

事業計画の難点項麟の概要は次

のとおり︒

騰一

一
︻安全性の研究︼

鼡ﾞ

口

@
@
@
@
@
@
@
@
@
@

（4）

昭和56年8月13iヨ

新

業
子
原

鷹種騰蜘
第1092号

ド譲三日56薙8月2⑪庭ヨ

第1093号一

カ

ブ

ヲンな
㍉

﹁民閣も積極的協力を﹂
商業召も早期実現めざす
﹁緊嬬にウラン縄穐の国産箔を図るよう鎌継する漏⁝足心離職法にふるウラン濃編綴凱プラントの建︑賦︑還賦に馨るまでのウラン

⁝人鰻化︑ヘー−理化を図・O纈L己妻︑

⁝経縛聾の閲かり鰻Uなフラントの

人形蘇にある三身のウラノ重重ハイqノトフラノト︵建設

中の上甕総堀︶

は葬田一ヂノSW導程辰とし︑亡

単に運転を開始し︑六十嫌代衷に

一＝＝

油危織を乗り憩えた弾扁と規庸︒

﹁書

実に総盆照な政羨をすす

篇寓臼＝＝＝＝＝＝讐篇扁篇＝冨＝＝二鱒一篇饗輯＝一口闇闇階＝雷一篇二口

鷺唾な国内燃料買凋擢とみ

；傭

しく

認嵩㎜一際＝需旧訓需

穴編に歴化した緩種収支は改心
＝輯罵一輔開

なし︑国内の読㌦工潟で再露里し

つく︒

＝二一＝戸〆瓢

め︑突窺をはかりたい︒激た︑正

こ由五十ノSWU︑総建讃農とし

て山ハ菖蔵十鈴隔〜難由五﹄1籍mUなど

このように暇バぞは︑康型プラの淑掘が磁されたQ

⁝る︒講いかえれは﹁石上価梼ヒ曹長を確保していくためには︑民心

⁝させ︑犬織経湖成最︸との間に大化ーー崔ヒげた︒そして︑このよ
⁝量なかい離を生じさ逢たとしていうな条釘下で円本経擬の蜜疋的成

ﾇによって︑R本口内のズ畷的郭門の再発を潅極し︑それ亡いっ

な購筋力の伸びは大きく門訴さ為

そう雨走的に生かしていく齢婁が

にはよた繕沈かあるものの︑この

藩に伴う交鴇条件の甚化は︑bが と比狡しても︑また第一次石韻危にぼぼ勝を並へる狸度に．馬した漏

の手で

森しい技術鵬発

を進め

一方︑康事力についても石面代

などの銀題があるものの門供血の

げ︑秘地︑核継漆サイクルの建立

でも肖利で︑技衡的帯芝の薪能牲

蜜虚盤︑経㎡牲や輝糾働漕面など

の恥態が生じたと分膏している︒

は厳しいとし①エネ

二亙

ジー

二等玉二

濃霧 二

一二多￥﹄ 二

r墓伽

とのへた︒また銭躍出階について

召程↑の都簸て︑欝欝は無理﹂

への招待した稽についてふれ︑

かれる勤三図穴ヰ洋地域自翫a漿

亙

の︐団隻り②入口の湧臨も︐口い﹂と両くド緬している︒

中瀬畏窟のグアム訪問

で出席は無理﹂

百程上の都合

ルギ！阿

とり重く飛

また熱潜は︑今後も曝本経揖を

建設の鰹浦︑認知凋整の進行など

低下を反映して︑姻人譜費︑住亀替エネルギー瀾琵の項で取り上

述へ︑門内の論議購気力の伸びの

罵︑気のかげり﹂は大きかったとしている︒

しかし︑第驚として︑やはりる必要轍が凸まっている扁と強調

り淫赦てあったとしている︒

槻と閉講しても︑麗していえほよと然へたあと︑これからは﹁囲ら

とりつつある篇と軌へている︒

瓢の実鷺所得の簿ひを大繭に紙不

庁代武委qなとも擁めた⑪

簸︑臼ム銀行嬉笑委農塗騒済企剛

一一謄魏＝＝︻二＝髄髄＝認開一瓢一鵯＝輔髄一＝ニ＝凹一躍嵩＝凹面

情工は︑こうした五十慌薙度の
一﹁ニ＝

アリンク﹂も墜圃鐵をかそえる︒

＝鷲凱＝調嵩篇

﹁沖．野力に批田的な人も岡し上

行政へは石炭局貯代拶末︑鷺腱陽

二十七蘇入僧以来︑エネルギー
室ず︒こんこともひとつひとつ努

巴にたって倉ρしてほしいと闘い

イトかりみてきたわけですか︑エ

総命ユネルギー政策確紐にたち

ひかう曝喫雌を口に3るとさ︑蔽

抗戦のきらめきがひかる︒

摩な家なざしのなかにも︑醐かな

うか打鍵してい易﹂と︑ひ毯雌鎌

は︑﹁発島で選．Φ代理が縛能かど

︾

︾

く

ト

蕊：箋商事株式会社

v︑欝欝のノステムを軽V動る

獄型プラントを建輸するヒでの

いる︒

ていくことが魏実闘であるとして

受け原子力義鷹会では︑長期訓義との癖畳畳亡図りながろ独劇の快彗を産めろことになみ︒

瓢同一

その脱石舶の力予をにさる代晶

子刀早発利用かすすんでくれは︑

佳民の淑見を慮

ネルギー議題は痒飛騨簗の任︒こ

﹁これまて︑おもにユーザーサ

の満々で疑冠のイスに︒

嫉行政に反映させ

の灘雲

れがらは廼．旧びイドかじ全力ゆ︑﹂あ

った行政

ていく

性を島っほく雪

けたい﹂

血のかよ

かり︑運解をえていきたい﹄

力をつみかさねて甥腱の改蒋窪は

ろ︒

昭願二十ヒ聡警大著．お都循援︑

頑産縄入僧︒内聞法理﹄勢灘寝︑

山懸糾挙技術事輪択汐は二十日

く

三菱金属株式会社
三菱躍機株式会社

⁝⁝こととしている︒

娃菰酌な毎え方は︑動解毒腰団が

灘

プラントを荊壕プラントに先立っ

らに七十五奪ごろまでに三尊偶で検訂葉理の申では︑視襖は二師〜

羅

時に︑ヒの成果は民㍑が氏馳雪る

ントの経鵬を十分に踏まえると岡

建謎灘紙しているハイロノトプラ

円疑フラントに口疲黒門さUるべ

寒心発露法によるウラン凝績技

は︑同鎌継か相撃杁欝欝爾︑フロ

街の㎏了漁戸気への為与について

このため︑算型フラントを箪嬬
に肩手ヶるという縄蝋から︑これ

て建謎つる藤蟹欝慰強認し︑その

まに︑蘭惑プラントの建謎につ

も鶴間三千ノSWUか必要として

曝
霞田を①．雌心置雅擬の騒餐甫を

いては﹁技術が確豆された蕉︑町

欝紺

ぎてのること逆晦小していろ︒

筆力宅もつκ鼠になる﹂ことぞ期

繋災国が瀕型フラントの建謎︑還

まで技衛開発を拙進してきた勤押

建入学祐なとの錦人成であり︑わ

位︒さりに将来は︑ワラン藤野役

が国の講説縫梅かりみて﹁絹嫉溌

務℃補外に男絵できる職能性宅も

菰に当たり︑定書プラントを実旛

開発し製隠コストの低擁化の豊漁

い︸の︒

ずる民瞬がこれに檎鍵的に協力し

てηサイクルをル熱することがメ

雑な瞑り騨期に﹂犬環させのこと

掘凸型

ウラン飾罫役括の安遭供給の確保

る9

リノト量kり免抽させるとしてい し遊泌てる②プラント媛岳・開山

覆告はさりに︑ウラン

指鋼している︒

の必勲牲を謄謁し︑﹁擁引にウラ

SWU︑ヒト甜に物〜万ノS
懲W
故などわか因のコントロールし

どについては口及していないが︑

京．9︑ワラン︐筑粥工務の義欄バ

ン磯物役務を法右した南帯︑伊即

ントの規襖︑蔚勲等期︑サイトな

はじめに口占は︑際子力発電の
ランスについて︑今後の原子力発

言の政策の凱婁︑蘇舅礎漫コ﹂甥の

U︑﹂ヤゐ弩には一芳二千ソSW得ない運灘により伊始が不急箆と

り・引き繍き供給の一部を海外に一

に影冠すれぱ﹁わが圖懸礁は︑臨いて︑﹁現蕉ではわが鱒六野の技

魯にその申でも︑技徳開発につ

あろとしている︒

凹本樫療を分析し︑特魂の第一と

第二としては︑この即きな彫響

た一ことになる︒

し︑︐掃騰した鎌脚は磁瞬きを取灰

N慶経済自書を発表
濫訴愈騨庁はレ四澱︑州日本繧

ス︶嵐ふした﹂と指捲︒石油働盗擬処理︵ソフトウェア︶なと一部

上野にHつたいわゆる一

較的疑狛な描移︵パフ玉ーマン術入藁は瓶蟹機︑原帯力轡器︑措

リレンマ︶・すなわら国臣収支︑

にかけての籔一次衝意趣難の圏搬
構︑聞接的︑呼聯︐は観して小さいも

物髄︑恐気の讐化は︑先冠宅捜麟他のほとんどの分野では欧褒鋳田

して︑﹁五三三圷衆から五十五銀

のではなかった﹂と揺馨したあ

し︑﹁景気のかげり漏と雌はれた

と冠詞している︒さらに︑濃気幽

と︑石油価格ヒ昇と円レートの下

二八巧動の鰹伽も妊わりつつある

覆穣は弱いなかりも︑﹁いまや鰹

る昭秘五十バ轟腿乍・次粒第二だ口
︵経洗内彗︶を発ムした︒

済の実踏は糠やかに上昇遜樫をた

済の創迄欝活力を蛍めて一と題す

経企庁

﹁石油危機を乗りきる⁝

ラントを夫施する罠間がこれに頚榛田に協力していくことが瑚実田﹂とづる蔽バ認嘗をとりよとめ︑漂．r力委員会へ提鷺した︒これを

推薩がエネルギー政果トの最三農
幅窺襖の出入に誘い︑．︵のね緊急

ウフン淋巴役錺︵りーヒス︶の全

Uのウラン磁㌔役携が必変とな なる﹂と指鋪Qさらに︑わが澱が

れに高して畑瀬欝金縫は︑×国エ

依もする蝿台てもわか囹のバーケ

について断業プラントに岡Uての 懸斥え︑その規拠は︑六十年代前

課題の一つになっているものの︑

績を掬釧に熱鳶している﹂と指摘

聞轡肖部会は葉鞘煙麟腱振罫にお

ネルギー省とフランスのユ業際テ

⁝

必蔑瞼を強調︒

し︑嘱鎗なウラン農撤の国κ化の

る﹄との騒聡しをVてているQこウラン灘L騒養すること単偽⁝

ける．﹂れまでの研究扁発の旗竪②

は碑外依露分の倶給の笈箆化に瞥

エレクパワーが確答され︑ひいて

はウラン磁極役嘉の必幾磁を羅保

外のウラ

与するとしている︒

法など㎡心分離拡

怩ﾌ詮碕順調峡などの疑通し③ ィフ畳から六十年置の串ころまて
化
しているものの︑それり降捻不肥

それによると︑酸ず崖卜五二腱

さらに︑購処世工潟で実収する

ン農隔技術の規状④ウラン磁鴛を

は︑麟氷蜜揖にとって﹁箒二次石

めぐる最近の囲冠酷四一iなど投 か生じ︑その不足濾は余網凝隔ウ
ランの保有磁にもよるが︑ヒ十五

なるか︑これをプルトニウムと同

＝口＝

工冬ルキー欝欝b︑いま漂ぞ力︑

なってくるてしきつ婦

としてとりえていくことも漕網と

篇戻︑LNG︑斬エ丞ル㌔1と︑伊子力をひとつの樹蔭政策の一環

門いろいろありますが︑やはり

エンジン黛嗣体副︒

竃茜︵ト先眉技而では蹴弾のトソブレヘル

博し︑こ汽らを踏購えて︑避心分

るとしている︒

年には蕉闇五千ノsWU壱上まわ題戴によって大町に増えることに

鶉＝瓢＝扁＝＝蝉

〆

ウランの摩は︑漿聞流処躍ユ潟の

トの鷺設︑逓鉱濠で壱命めたウラ

障一調＝鱒錠賞＝開

ン黒競搬国拶掲の漂鏡については︑

このような晦況亡ふまえ︑ウラ

離法によるワラン凝㌔薦業プラン

＝＝﹇凹＝＝糟齢＝＝寓一冊需＝扁

ン凝徳鰻婚化の進めかレ︑届撲ヨし
た︒
感躍

て通塵繍魔鍛工＊ルギー庁鰻官になったーー♪

ヴ

田隙エネルギー禽潜を冷峰に公

んでいかなけれはなりません﹂

わづれずに脱石癌に岩λにとりく

群萎萎ー・暗小松国男氏に聞く駈
﹁いよ︑短期的に石油δ給はゆ
るんでいますが︑申長期的には歯

当鋤は量子力がム

な闘憲をもやす⑪

立という照歳詮双Uにうけて藩か

bが隔のエネルギ等蜜全岩狸砿

原．＋力に国民の理解求める

脱石油政策着実に
命でしょう︒歳震

膜充働破もふよえ
て︑安全対策を誰
化し︑同民の腿解
をλていきたい﹂

腕骨ユネルキー政架にしめる原

子力聞発の灘要怯を頂月すると

の認滞巌見で︑カルホ︒クアム鰯

昭秘㎎隼総よれ︒鼠野堅摺身︒

趣昧は欝欝とゴルフ︒融雌は歴艶
灘宿︑駄礎κ聡勘疑などを肱鍾︒

と凌強烈した︒

継同きの姿瀞てとりくんでいるこ

産業政策局聡綴織長︑大裁蒔準備

贋から申出科亭抜鶴庁疑ドへ︑湛

巖大の課題のひとつとなる立地

月二︑ゑ日の向凹︑クアムでひり

問題についても公隣ヒアリング制

︵ゆ︶

物が巾心︒家領は由磁チ入入と一

職則にひかえるのは昭秘六十三無

女︒

き︑いちだんと封をのり九つ︒

この聞︑ノ℃トロ・凹凸ーヨーク

ン

…建

﹁わか翔は︑原チ力瓦﹄に必婆獄 は﹁暇箱六十五幻に年問幻八千漣

ントの翼僚的鑑進万獲として︸技衛開発を擾疑している勤力炉・移贈蒋購発喫瑛聞が︑醸塑プラントの建詑︑通町に萄たり︑丙異プ

薩縮園薩化の薩めんを殉一葎閥にわたって検品してきたウランく転㌔国産化ぷ円部会︵部会瓦・井七五郡中三乗力揺た役︶は綜型プラ

蝦こ

・シ︾パン︒トレ肇トセンター次

三菱原子》嚇｝株式会祉

高速増殖炉プラント

ユ讐甥；〉
《亭気購瀞｝1訟賢に盃む

日

一な

三壷童工寒株式会社
灘菱原予力工業略式会社

PWR原子力発電プラント
PWR船舶用原子炉設備

難囎醗臨

麗原子力益憲賀F爵〜五王一難問 匹が疋着︒二十八円の盒公開ヒア

ψハ

へ

56

KW開発という既定鍵穴の燃戒Q リングで勲配漁セ畿の﹁筆一次ヒ

ノ舜

賀する同解力にみちたことけがつ

轡戦
雲鞠㌔

観てきないのが現験です︒こうし
たときこそ︑長期嗣なスタンスを

略》『再ド甲

安全牲と信頼性に定評ある
三菱P脚鼠原子力発電プラ

＾書〉

＾5

、》

ムノ

端脳メそ聾年分蔚金5500円

躍網戸瑠凋醗曙騨

誉農為踏一壕「5895番
蝿漏（20！）2f7董（イヒ）

鴬FIOO穿壕都畢代獺区人手町1丁演5番4号（餐霞人澱大予町ヒル理緯）

業 ム
筑

本 原

発行箭
昭願31晦3月13riぶ二二藝1藁薦誓〆ゴ認、

二部霊20円（送審洪）

毎週木曜iヨ発行

聞

綬抵欝

騰技術基準案を発表
獅ﾜで意見を募集

嵐厨︑憾力規制壷員会︵NRC︶は︑七月八揖︑島レベル放磁性廃難物の魏魏処分に擁する技術基準集を允致した︒将凍︑エネルギ

込められていなければならない︒

の⁝千無聞︑騰判物谷器内に閉じ

度レベルが隔い︑少なくとも澱初

らの放射線放出を防ぐ誌蟄なバリ

る︒この潮曇呵能牲は︑処分場か

処分場を設計ずるように定めてい

の厩粟物を再び園収できるように

埋設してから五十奪授までは︑そ

騒が全殆臨頃の六二・一％という

かるだろう﹂と推定︑猿子力発

費として一千偽百万バも余分にか

三豪

三

⁝多多

この九月にはASLBの報告が毘

多多

ドレスデン原子力発爾所二︑三丹機︵各八十五万KW︶

多多

子力安全性改編について独窟の検

C

R

RCが最終判断を下すことにな

ルーマニアにCA

る︒

A

E

C

L

NDU炉一基亮る

カナダ原子力公社︵A廻CL︶

の売買契約の締結を正式に発表し

CANDU炉︵六十万KWむ 一星

現筏︑ルーマニアでは︑セルナ

た︒

万KW︶だけが建設中︒今回の契

ボダ罵り機︵CAKDU炉︑六十

機として︑間一懸機に瞬接して建

約による原子炉はセルナボダニ号

セルナボタ一二機は︑〜九八七

設される︒

の予定︒

磯に︑同二藍機は八八年頃に完旗

S 今後︑ルーマニアとAECL

のピーター・ブラッドブ寒ード委

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

操鼠が終了すれぱ︑地下施設や

この期間中は︑間筏所穐・遮転

×国最大の鶴聞磁力魚社である

三

誕を行うため︑一九八O年三還︑

であることは聯欠︒

＆裟

A

転再開支持を勧告

TM一一号機の運

建議

そのため︑NSOCは︑﹁蜜全

可牙統きと並行して︑他の連邦濠

性以外の験圏は︑N疑Cの建設許

たは州の機闘によって審議ずる
か︑あるいは栃多項懲から除くべ
きだ漏と述べている︒

次に︑現行の逓転認可孝青き段

ブラッドフォードN

リティー対策③憶蝦伝達体舗④纂

日の任期切れを待たす︑この冬に

農は︑このほど︑八二葎六月三十

放射能除染剤

難灘

旛驚醐翻圏悪評聰離調囎驚⑪曲鵬㎜鶴鵬糊

新認録を樹立したと死激し肥︒

コモンウエルス・エジソン艇は︑

なので︑それだけで着電万KW と一木化は︑ECの憲首邑︵ほ

に敗りあげられているため︑許認

階では︑いろいろな序題が無秩序

て︑？M工一讐槻の蓮転再開を支

米園の原子炉安全諮問委員会 は︑セルナボダ三︑四日機の契約
︵ACRS︶は︑七月十四醸︑交
原渉を蘭進させることにしてい
子力規制実員会︵NRC︶に対しる︒

持する勧告を行った︒

いずれも十分野改鐵されたか︑あ

もNRC蚕貴を辞任する︑と発蓑

急附対鎚⑤超動試験廓画一1が︑

るいは︑近く改潔が宛了する見込

した︒

ブラッドフォード氏は︑カータ

みと判断したためで︑﹁公衆の健

艇と不全に不当なリスクを与えす

無リン酸洗浄液

シャフト︵たて坑︶の密洲︑地致

のドレスデン醸子力発亀所二︑三

子力発羅所一︑一叢の醗六鼻︵禽

子力究儀所一︑二号︑ザイオン原

は︑リイトの融格性を一部損ねる

ましくない条付か存孤する場合に

とんどPWR︶に歩調を會わせ

可期闇の運延の叢大の原鶴の一つ
になっていると指揃︒そのため︑

に移行す

必婆な︑つ運転懲理体制②セキュ

煎SOCは︑できる旧り多くの問 ACHSの文欝は︑運転再開にRC委員︑近く辞任
※原子力規制委二食︵NRC︶
決させ︑運転認可手航きの段階で

題は︑建設許萌手続きの段階で解

は︑建設三二条件が憩冒されたか
どうかをチェックするだけに瞑走

一段階訂認珂制

すべきだと述べて︑できるだけ早
期に

委瓜に麓任する醜は︑メイン州公

にTM工﹁号機を遮転再開するこ ー前大統領の指犠によってNRC

ン・メイン州知蜜から︑メイン州

農長を務めていた︒現在︑プレナ

益箏三夏三会︵PUC︶委員と歪
ただし︑ACRSは︑施設蕩が

とができる﹂と粘んでいる・

炉心の不十分な冷裁を多出するた

の公衆代鯉人︵パブリック・アト
ボキット黎蟻近メイン据に飼誕さ

めの装置をまた決めていないとし

て︑掌急に適切な炉心魅視システ

TMI一腎機の運転再闘に陣しれた新しい職務で︑PUCの場で

ムを遠略すろよう勧託している︒

ては︑これまで九が月間にわたっ 消費省の利益を十分に確探するの
て︑原省力蜜全詩認可くム議︵AS が欝酌︶になるよう可読されてい
LB︶が公簿会を開催しており︑ る︒

には非常に効果的です。

施設の除染︒解体を行うことによ

集について︑今流十一罵五田藤で

NRCでは︑これらの技術棊準5︵腱写翼︶︑クワドシティース原

↓で︑処分携は閉鑛される︒

に︸般からのコメントを受けつけ

コモンウエルス・エジソン礼

の六一・欝％︶を更新した︒

記録︵一九七八年七月端〜十薫鷺

べてフル稼働し︑これまでの巖高

凝出力細遭遇＋万KW︶か︑す
・

ることにしている︒
米コモ・エジソン社

原子力発電の

は︑﹁伺期聞巾の二子力発電俺力

技鞍懸痔案は︑また︑地層処分

瞬を石炭火力で供論ずれは︑魑料

に返した地質潔鏡だけでなく︑懸

る︒

鬼の経済的優位性を強訴してい

．︑．多多多

るよう勧告している︒

原子炉の安全性について集中的に

今年九月末塞での時限措置として

カーター前大統領によって設櫨さ

らの変聖の多くは原子力法の改正

が必駿であるG

取り級めるようにしている◎これ

される予定で︑それをうけて︑N
化によって︑NRCとACRS
Nが
SOCは︑政府︑藤業界の源

ーなどで︑諮認可プロセスの盆鐸

︐．．．多多︑．︐．．妻︐︑．．︑多髪多︐．．︑．多多多

このほど︑上月十七臼から二十三

︑．︐多易多多

日濠での一週闘の腺了力発電霞力

．．．．多多

ため︑安傘評価を熊蝉に行．つなど

︑︐多

の措躍が必要としている︒

多勿多多 三︑多髪多多

戟[ガン大統領に勧告

許可手続きの改善を

多蓼

在的に悪彰響を燃えるとみられる

全体の︷ハニ・一％に

供給比率更新

ー省︵DOE︶が処分場を建設し︑揚レベル廃菓物を受け入れて処分する隊︑NRCは︑この基轟策にしたがって︑DO欝の諮認捌
郎ぎ甫を審鍛することになる︒技鰍銀欝欝には︑地層処分場の櫨地︑設嗣︑機能や︑尻難物を入れる量器の設副・性能だけで涌く︑モ

地籔環境を選ばなければならな

NRCが発麗した勧レベル魔撫が少なくとも一千年となるような

その後は︑工学バリア︵廃山物

地質環境粂件についても列挙．好

ニタリングや機能撒認試験︑総懸保証︑還総員の訓練・資格などの基皐も無難れている︒

物の地脳処分に関する技術難礎築
い︒

臓器と処分潟︶と地厨バリアの濁
アが予想どおり機能していること

狡術基準渠は︑京た︑庚際物を

によると︑高レベル醜藁物は︑処

るの働きによる腿黙物の隔離に獅
を確認するための試験を行うのに

原子力発亀機器輪出ても契約に

分の敷地が磁係される︒イタリ

韓生珂能エネルギーにふり向け

罫認可制の実施を

費（03）543−8831

第2メL…官；ビノレ

鰐ξ玉；〜賓i；41央区至1ミ座7−13−8

『F104

分腸に哩設したあとも放射線と温

点がおかれる︒そして︑とくに︑

E︶ライセンスはアンツルド︑

こぎつけた︒品目は一体綺造翌

用︶＋六台︒薩側からソ遠への

運送8・吾ラ︶を讐

ており︑﹁原子力か暇一の選択

がかかる原子力允亀の

とルーマニアは︑七月二十八磁︑

NRCは現在︑電力の必捜性︑ れたQこれまで︑事故評価︑TM

王のクリーンアップ︑運転員の藤

処分場の操業期闘ゆの男働菌被

必要とされている︒

に

C︶の霧査事狽から外す⑦逓転認 代婚技術︑反トラスト法など︑安
認可導続きの改認を︑レーガン大

に勧辞しているQ

下訓練・資格などについて大凶領

累国の除了力蟹塗監視憂員会

曝については︑他の施設餐の従業

余性に関係のない集順も職癒しな
勧㌫の骨子は︑①蜜全性以外の

の紬り強い世論工作で︑イタリ

その子会往のNlRAと︑同じ

PWR︵来W薮︶ライセンスは

てはそれなりの憩味がある︒イ

て︑とくにフラマトム︵仏︶の

濠での臼註路縁からフランス技

初の本格機器輔出であり︑ソ趣

こんだ法案崔燦備している︒

賠悶

．﹇段階

勧告するバビット響臓寄

瀧￡ココ、でづ5白コ多門ii武会就アイソトープ部

※説明轡、見本を送りします。

放購性物質の地質環境中への漏洩
率は︑せいぜい欝欝十万分の
設えなければならない︒

可乎続きの大漁知心当③単子炉安

バビット︒アリゾナ州知事︶は︑

ければならないが︑これらの紮項
全訟問憂員会︵ACRS︶による

規定された動静値を順資しなけれ

ア人もこんどこそ趣い腰をあげ

3

鵠に相為りする方劉をとってお

た︒その糸口は︑プグリア県︵附

⊃

数駅前に野心的な謝画を立てた

戦の効果が出はじめだともいえ

り︑﹁犠を捨てて実をとる﹂作

ある︒

こともあるタイの爾スタートで

項繰は原子力規舗蚤送金︵NR 詳認酎印請の密査弧務の弾力化1 は︑NRCの脚門から離れたもの

ーーL

七月二十三濤︑原子力発鑑所の激

一

統旗に鋤熱した︒
員に対するNRC規劉パート20に︵NSOC︑蚤員長疑ブルース・

物埋設地嵐から︑人間が撲近し
ばならない︒

さらに︑処分場サイトは︑廃梨

得る環境までの地下水の移動期問

︶

ラク原子力センターとの研究施

ア政附はコンセンサス作りの仕

開題は少ない◎PWRへの転換

スを持っており︑度巣再編ヒの

国典グルーフが応力のライセン
東部︶が醤万KW二障︵PWR︶

さらに鹸近︑イタリアの？E の立地協定に転じだこと︒残り

るQ

ラジルの羅速壇殖炉要員の罠旗

RNI︵国鴬企業﹀は︑ソ連へのの二県︵北都︶も応じる見通し

濠たブラジルとの協定は︑ブ

にイタリアが協力するごく初歩

員長は︑﹁イタリアはいつも鮫

の四十七トン・ポンプ︵主冷却系

るコスト・ダウンの異いが動機

協力を得たいのと︑標準化によ

地地域に

を支払い︑

原子力委員会︵CN聡N︶は

隅

﹁地域の経済殆

八四奪︶予算の大懸増額︵総額

い法︑五か薙計画︵一九八Oi

二十五億ドルへ︶を要求してい

展の機会縣とす

積︵一地点二千

るため︑一山傭

のようだ︒

迷惑

タリアは一九七四琿以来︑それ

長かった地道な努力が実る〜・．

上げとして︑立

設供総契約︵閥千数百万が︶が

すでにあり︑O

巾海周辺譜国に

ことは明らか
だ︒リビアとの

原子力輸出も活況呈す

PECを禽む地 伊の原子力計画ひさびさに具体イ

終列蹴に粟ってきた﹂と︑急ぐ

途中下

ことが嫌いな南国人気覧を縢認

する︒しかし長かった
鰍
イタリアが布月

のあいだも︑イタリアが地

滋な狡術鋸積を怠らなかったこ

なって騰れているQ

とは︑最近の活発な塞出35力と を期待している

たとえばこの四越︑イタリア

術の︑酬入に切り繕え︑博期聞に

擾の㌶い付け鱒が注踏される︒

の原発計画の撚大にともなう今

万ドル︶と漣転開始後の助蔵︵K る︒その六分の一は太陽などの

スーパーフェニックス蝉︵仏︶

は困 欧 と O P F C ︵ 石 油輸出囚
協力協沁も取沙汰されている︒
このほか︑五月にはタイ︑ブ

の男雛の四〇％を供給するほど

機構︶の十八か岡をローマに招

た︒タイとの協定は︑イタリア

ラジルとの協力協定が綿結され

営楽逓転職近かのカオルソ炉

PWRになる職能性が大きい︒ の配慮を箆せているQもともと

こんどの六穏万KWは︑全部 ではない﹂と︑ここでも脚諭へ

いて︑﹁エネルギーと陰口協力問

めて買われたわけだQイタリア ァ融身の原黙遜剛の久しぶりの

こうした輸出努力は︑イクリ

墨のセミナーを闘いπ︒その

フィージビリティ・スタディを

席てコ憶ン承委員長は︑EEC側NIRAなどか隙子瞬発憲の
のカをつけた︒その実敏かはじ
︵欧州県岡蒲鰐︶の協力による

あり︑イタリアにとっては大き

︵K・K︶

の今後のW盤転ぶり添兜もので磁69

に違いない︒この冬の広範閥な

炉体化で︑いっそ論義される

︵九十万KW二炉︶はBWR
こで
と︑イタリアの 最終列轍
ーネ炉︶をペンディングにしな

平和利贋の健 ︐硝負つπもので︑窃地︑出展⊥ は欝承炉でも︑横書説睡︵シレ

獲を 説 き ︑ さ ら に O P EC診蝕
の問髄︑研第開発︑籍鼠鳶敵な

OP狂Cの原イ

ーー

な方向職換だが︑BWR︵来G
る︒
どについてプランを作成する︒

一rm一一一一一「5『一ご
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轟

鎌盟

偽輸
繕や︑パンドルフイ餉閉業絹
がら︑カナダのCANDU炉

合研究センターの設・凱を騨びか
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穏
厚

近く福井県が再嘲継
継醗税率冗．問題が焦点
目塞名は瀞発黛地各呉から心々斜瓶の夢ほ宅凹める泊い蟄望かたされていることをふ獣え︑再串請かあれはこれに剛向きに取り組
んでいくガ郵を固めた︒わか国ては厨予力允も所が∬地しているづへての呉七月て核遜君税か腱行されているか︑このうちトノブを
きって田租庶卜一禽に樋行した袖井邸が今葺十一月て期限切れとなるのをはじめ︑つづく名呉もつぎつぎと再印跨晒期にさしかかる
ことから︑臼拙僧としてもこの購憩に本格削にとりくむことになったもの︒さらに︑開為体からは﹁税車を現在の五％から一〇％
に︑期銀も五葬かり迭紙中に延押してほしい偏との強唄がたされているが︑これに対し遜窪欝ては﹁三廻同税は屍互の万圓が罫まし
い﹂との見解を示しており︑け蛛君秋は再御講間融を契搬に︑新たな論議をよふことになりξうだ︒

○％にアノブする必要が

のる﹂との曇霞をうちだしている

秋恥も

のに焉し︑通げ省では︻原甕請地
にともなう財瀞措鷺については叡
抑特等かあり︑核卿馴税には反対﹂

との見謝を示しており︑再頗睡ぞ
秋に︑核疑料税のめり力について

にねりそうだ︒

転たな論頚が衷きおこされること

このうら︑佃丹県の杉輝縦無難

兀の鼓盟は①核桝科税の観収額
は︑当初五奪聞で鵜九十傳円が綴
込まれていたか︑相瓜く故態︒ト
ラフルて発艦虜の私働鷲が低下し
貌収鼠は物五畦五億円にととまる
伏況にある②さいきんの原子力致
全齎集への住鼠の関心の簡まりや
広地的な原子力地域としての特殊
牲から養鯉箔隻は︸無類大してい
る③原発費地にともなう財瀞描穏

臨棚一
●

︐・ヌ

・謙

科学技術庁厚子力安全局

とうとんの

け

nぱ︑安を性も繭まっていく﹂

鐙がよくない﹂と︑いたって曙

佐藤さんの血条は﹁みんゐで

解な隔明︒

よだ︑一九ヒ七研に甜された

と誕7えている︒

P︶の働告﹁パフリケーンコン くこと﹂⁝⁝物腰のやりりかさ

国ぼ放財郷防護憂員食︵ICR伸罠く︑入の箱を大切にしてい

で︑警蹟呈準の温本線が固まっ

は︑﹁放射讐審議会の暴本謳会

自己分析する︒

置一っているかを聞く万た﹂と

﹁自分の主弘よりも︑人が何

認ての羅しい駅扱いか必蟄︒お

ル︑マチス為とで︑一眉展にも

きな圃鉱は士ザンヌ︑ホナー

さ

放射線安全諌畏になった

佐藤元之介

ヒ月塞賑付で︑

てきた︒町内には報銭を墓とめ

26扁の国内への頑用について はこのへんかり≦㊧のかも︒
労働雀人謄二四信

たい﹂と藷り︑今後は各隔月の

のては一二〇価︵タタミ⁝畳ぼ

ン鉱鵬代からのもの︒人きなも

から不署溢︒

へ︒放射景につい

から放射称女開陳

数兄を聞く段階に入ったことを

はけみたいに師かる人ひとがい

﹁R王・放尉響は︑荏しい知 との臨きさ︶を抽きあける︒醜

仕事を離4ユると細ごを癩く︒
ては問借．力働曝蝉

明らかにしだ︒

し開係かあった︒

爾生課外へに︑少

局飯全衛生都ゐ働

﹁今年五月に全颪二黒となっ

るか︑正しい扱いをすれは怖か

Ψ磯冬

ソフトな掬腰Qこの人の口から た邸防法を︑はやく軸血に粟せ

らすにすむ︒一方︑怖からなく

丸顔に唄ふちメガネ︑しつに

だい﹂と抱負を語り︑翼体融に

郎氏

〒五万四

人阪市此花区蟹話一

住所

源涯に入宏取締役往長岩隔三

ゆき冥目との二人堕し︒︵き︶

照大人畢院政治予研究糾卒︒み

陥租十二奪猛れの四卜四蔽︒

出品するほとの腕剛︒

翻ると︑あのむずかしい放射線

なって︑むしろ飯局に敗り扱っ

てしまう蠕門ぶもいる︒その両

は放射線瑛全技衙センターの湾

無威しながらも跳行都に及丹する

成を鰹って︑﹁内各の允ズがあ

随占防比紘も﹁しょうぼうぼう﹂

力究此所を建設した地域の発展伏

派ご十人となっている︒

となって親しみやすさを感じる

入口が壇聴し︑過餅化が剛消され

況を分析した粘果︑発雪鬼が立地

のみでは県の多額の財政需蟄を允

としては場控壁法かあるか︑これ

足つることができないiiなとの るなど愛国礼盤にとって好恕しい

圏の綬折政集にてらしても︑適当

税を施膏するにいたっているG
勇申議かあれは地力税法の条哲て

現強︑原子力発出三囲地各罫か

孔長朝日偽氏

騰話O二

鬼謡○バー

仙台角一葎

爵心に入宏

卿賑に入

駕

仙台衛

平九八三

件跳

紅肌

原薩に入会

予九八ご

三i四八1四一五一

立塩撫郁山一よ丁一

取脇役れ鼓蕩杉就行氏

北瀾本意線︵株︶

話〇二二二一九ヨよ三入一

調墜ご一一六ーム

盆

遡研躍気工業︵株︶

二一一ニー一主一二九一

東難処興業︵株︶

ニーヒ一一一

このうち今國は︑澱発致臨反郵

ることをあきりめ︑総代会を礪張

照轟ハ

亭部派の数人が裂力阻比上灘に出

一四−山ハ

にくらへ︑十年後には人口は二〇

懸か生じているのが現実Qところ した場合は︑立嬉しなかった場禽

であること⁝1について個々に幽 田断によるもの︒

が︑その社会的影欝についてはあ

興し︑これに反していないかさり

これに対し︑幽諭欝ては﹁税捧

讐があり︑かつ財政門鼓があるこ

て食場内か混乱択営となったた

ある①税収入を砿保てきる曝貌対

％ふえ︑就業薔数も一〇％瑠籏づ

こうしたなかで︑袖朔墾か今上

実施している杉轡科税創放は麹ナ

まり総総的な分析が行われたこと

力発〜所に移外8を蝕何するさ て﹁五葬闇﹂の課税魚眼切れとな

アノブ︑購間延筑間匙﹂について

山本的に認める方劉た︒

予九八O 鑑話〇

夏野

と②霞治体削の洗魁に切離な阻冒

町三⁝猛i一

祖L塀阪耀氏

るのをはじめ︑のこりの呉もつき

建で協鼓した二本︑事態収拾の騨
一人籔たり軍旗︑阯は三〇〇％︑

め︑議しは休碧を且．一る役員か別

い︑枢蝿料価格の血％を税金とし

出﹂について﹁期闘を慣久的に︑

ると訟題している︒

を幻えないこと③国税または地力

いた︒

税と課税夢占を岡しくすること④

がなく︑繊麗的な研究が短かれて

つきと期阪切れにさしかかるため

発〜所の並地によって地域孔会全

預かりの形で嗣会することにし

財政収入も囚OO％増加︑原子力 込みかたたなかったため︑置銭つ
剛島台研究として虚めている﹁翫

体が礁実に鑑かになることかうき

こうしたねかで︑駕中研て幅汰

的に劃断ずることにしている︒

て徴収し︑その税収入を玖境放射

てきているもの︒

肉晦清閣題かク瀞雪スァノブされ

﹁継秘︑再申﹁囲の方斜たか︑捗

期限切れをひかえて奮呉とも

瀞立地環境認橘技聴手払に擁する

た︒

セミナー開催へ

糾技庁なと

群・ぜ扱聖母と財剛紘人︒大阪替

代表取鞠役社L本山重瞬氏

︵株︶本山製作所

信

原薩に入△A

二十八︵盆︶の蒲円︑大阪科穿技

学狡循センターは︑一㎜十ヒ︵木︶

肋盤吊堤璽⊥一﹁一㎜丁

柑飯天野巻一氏

住励

午四

に入会担髭志沢習氏 住欧仙

毒議○こご二ーパ一瓢一〇一ハO

台庸大堕了一万⊥⁝九 干九八

○

を

ドうぬ

ウ

賊織撫

ノ

横額潔

お ぐ

難羅

猛占

涛懲に入

翼壁○二ニニー三四1二

術センターで︑﹁籔一面科学技勧

a

の創造性醐食について﹂︵小林挙

源血

瓢話Oぬ二一八八二

屋栴野田盛三沐松町一−一

徴五や入︶は十パ臼︑臨時靴へ会

筑技大圏授︶などかプログラムさ

入

B本車輌鰻遣︵株︶

＝一

九八○

その外の︑ホソトなテーマのも

セミナー﹂をしらく︒

とに毎年ひらかれるものて︑今回

って︑紹和四十万奪五月から絶対 は﹁滋手跡工墨入 ︵松隊謙一阪大

化撫遠琶力か原口力尭亀駈の最

大阪で科学技術

ほりにされている︒

電中研では︑今後さらに予測の

研究﹂の一理として︑炎亀所が立
地した郷倉と心地しなかった場倉

との地栽発臓の釜をてきるたけπ

のd会発展パターンをツ糾し︑発 精及をたかめ︑発鵡所がでさたあ
罠酬立地のメリノトを数取的にあ

めていくことにしている︒

確に予測できるように翼翼をすす
年衙の凱㎡資村を用い︑コ職制幽

されがち︒そして︑これか58地竃 さらかにしたもの︒発㌔所建設十
発も所が竹地つる場倉には︑と遺めるうえてひとつのい乏になつ

について越好七とりょとめたQ

岩内郡漁協臨時
でれによると︑一例として原子

初の立地点として建設を計画して

︑ぞ的な乎法を便って︑地域孤盆の

かく階高融壕なと如ましくない灘

は︑これ京て物理田なフラノンン

いる共秘・沿原子力発駅所をめぐ

てきているのか大構た︒

え︑人口もコδ％増加する漏⁝

塗に与える好ましい影饗か亮洛とれれは仕難が増え︑それにつれて

たけか大きく取沙汰され︑地鍾社

ため︑貯染槽に入れることのでさ

ク︑フラスト︑磁国会︑蕩圧ノェ

総代会が流会

⁝塩鱒印契研先所はこのぼと発㌦

発した割裂の技術力に撫え︑今回ない部品などが隣豪でき︑釣出砿

ソトーなどが行われてきたが︑屯

五六⁝九一

無ふりに﹁条噛付き

︵鈴木㎏之束大助敦授︶︑﹁子供

敦授︶︑﹁エネルギー算学技術﹂

を開さ︑十

乾ている︒

諏協︵伊野良巾組舎長︑組愈員五
て除象できる︑という画期的なも

賀成﹂へ笹掻変吏を図ろうとした

名︒串込み︑水禽せは︑干脚

反対をとなえてきた地元の台内那

の︒このため︑作叉員の被曝を大

か︑原子力発乱賃旗派の足なみか

；三三一一

柳に低識することかでき︑かつ︑

みたれ︑粘局︑尾張狛かりて閉会

〆

ご︑
隻
受

欝欝〜

漸ﾋ難

策北緑化理境保全︵株︶

丁具︑ハルフ︑配管などの掲染金

入甥蜘料︒たたし焦員肖三十置
翫の薄利罵も可能となる︒

阪巾洒魅遡氷町一i八i四︑大阪 し

に︑ほぼバノククラントちかくま

写．繍的な裂化を字逸した︒

所の並地か雌域召会に及ほづ膨盈

染の適照鞍懸を大幅に拡大するこ

檸勧米C−C社と技術契約

電解除染技術翻同上へ

組﹂としての地響を確立したいと鼓術の修得のため︑技術弊門象二

この契鞠により︑匁イ力武行は

しかし︑実昧に発〜肋か建醜さ

原子力代行︵鈴木皇郎絹長︶は

のコートレノクス社との技磁町勢

解除染は︑﹄汚染金編を短階聞

原麦力代行としては︑誉田に磯

ト九日︑＊コートレノクス・イン

契竹により︑いっそうの技術力のとがてきる︒

門︑解熱染﹂技籍は︑来田ては

籍冷したと発乳した︒

による貯久方沙の技術導入毒物を

ン菰︵CIC︶と︑﹁露触除嚢﹂ アノブをはかり︑ 門構禽除染会

総合削な貯象技術の確立を急く

ターラノ﹂ナル・コーポレーソヨ

ヨ郵後には財政収入は四藍にふ

﹁恥﹂力瓦薦沸か∀飽つれ沿

蠣原発立地の社会影響試算

豊かになる地域経済

は︑福力環の串論をまって︑最柊

線の監視︑温耕広州査なとの女全

の建設鱗にあてようとするもの︒

演録する︑いbゆる﹁払鳥列暫趨

また︑各倶では硯行の核跡朴税

対簾や周辺血路の難伽︑溢汽臆没

現行の課秋期間脳ぬ句︒

ノブをきって欄主取か弐施にふみ
税扁については地乃軌ぜの条響に

淋料税のように田治体か独自に税

きったのをはじめ︑山昂︑夙瓢︑

浸していないかきりU拍欝がこれ

脇和五イ㎝年畦一月に全団のト

愛媛︑佐賀︑上灘︑趣闘の各即も
を煮綴づろというのか褥閣︒

6

5ざ
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の放耐宥癌理潜嗣会﹂を八月讐ト

﹁厭チハ発晦吻作累貨理癬のため

ト3︵九丁〜一篇一丁乃KW︶と 叢氷観勲力げ︶︑会輔は︑鳩

⁝あ炉房笠葺た・てい

㌃は不扉欠﹂と︑掌鶏ての舷畑麟

ウ池についてし及しており︑

ろ︒

聯

＝

幽門鯛二

卿

姦町の原蔭・会竃￡で開観︑曾加

これけ︑允唯所て放尉襟作業や

髭・饗葛の搬麟貨鐸︑戎爵︑捌岬

瓦扱・鮮修・肖伊などの渠掛の従

するためひりかれろもの︒講︐戯

を行なう管理落の授而力回盲に賞

て︒

＝一瓢柵﹁

コ

＝二目ご凱陣

円い合わ琶ぱ︑Uげ・澄画縫よ

チfエコて︒

論﹂三九月一︑ト一日︑孫譲リン

と滋藤蒔のための﹄磁ガス炉儀

▽ガス冷却ザ協会エ甑﹁恥畿郷

国際会議あんない

ワめに︑臆賦・震㍉￥まで︒

しい闘い倉bせと￡加醸し込みは

んて五万五看円︒定硫ゐト入︒一

撃加黄は︑で料︑篠健代︑︑をへ

麹扁など十四科汽Q

Aど﹁放射嘱卜測㌫の総覗と瞬

﹁クレート2およ03の弓臼にほ︑﹁放尉臼︑魯騨の施染と随倖紘

りのゾ地ぬが必婁となる﹂と︑立

け︑朕為の血戦煎の仔かに︑かな

地好隠にむけての合﹂つくりの黙

八人邪姥弓町︶の二弓機靖駄︵﹂呵

ニュ﹂銭は一弓鋸の纏絡に隆払し

@曝＝

一考蜘と同し惣至芸塑︒．∫疋では
謄柵

象たモテルプランは︑蕊闘の父

＝；憎

活罵づへきたとし︑﹁新湾みなと

鴨＝

とばほBし︒経療戊L工一％︶︑ 申爵を磁閉省に捉出した︒

㎜認

ナリ乃を義t︑その弩磯就を垂耳
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力のトノブを切って︑一つの邸か

できると譜価・臓望している︒

を叢大阪に 次公開ビアリンクがひりかれるQ

また︑Lハ代については︑羅抑立貢W︶の箋をめくって︑

において︑格鼠に店まh頬袋借と 勉にともなつ乱4措

門守町は︑浮済およひ公強剛支曲

瀬︑最大出力惣四藤万KWの原．欝

ち出している乃州臨力・川肉︵せ

その巻藁を人Uとの瞬に9明にう

膣

れることから︑戒徳望り︑とともに

発展︑財政収入の大網な払大など

をじゅ鷹ゆんに窃用づるととも

興の方瞬を鼠毒するもの︒

に︑附民の黄講をいかした地続振

・・沸
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多くの呵原資か明王でさろ︑とむ

さらに︑原子刀環隠駈の建隻によ

とと嫉る︒

WR︑八＋九万KW︶︒八塑下
力二興﹂洋九購毛かにもたらすこ
欝瑚臼の縁爵燃権廓は泓乱％目直

腕石部のエース︑原アカにかけ

ってもたらされる雛政︑経済効果 の蓬㎡功果が長期にわたって期待

んたい︶原子力免露欧嘗﹂械︵P ら煽筆力驚臨髭敵うという﹁豊中

鯨︽の撃翻によって︑呉内はもと

される︒蜜た望診工毒たけの阪兆

もこの一号機に睡擬して自に鞭．眠

弓験︵PWR︑八ナ九万KWて
︶︑麺胤省はこのほど︑覧κ立地

六十一狂一驚逢転入り受血の二

の小足︑口唇的には充展途⊥国の

の購麟てすでに授甫の楓賦してい

慧

確9につとめるか﹂といっし期鱒 飛ヒの切物︑跨齢化と各葎力働力

玉

る︑地卜蜷識での貯威﹂に注口︑

箋

クレード2︵虎櫨成レ重四％︶︑

至

命遺のもとに︑資轟一挫会が潰ム

隻

クレート3︵嗣ハ％︶の二つのノ て毛描︒聖力ほ八卜二万KWで︑
三

をはこeこんて集申管理つる人外 蕊卜轟にbたって︑翫㌦的にi西 ☆御﹂験漕入︑先進口田照の實源
玉

三胎された戴ヒ六卜一がの三子炉
嗜納慰器︒づでに今無二月の縁日

漏洩テストに含繕Q臨思獄童拝状

の︑原子炉納助建屋︑地上二十五

況た︒搭納甘翫から海序へ同けて

いまその灰辺て︑五十九無七月

層のターヒン建Bなとも鞍講なd

九州羅力川内

なるような露勃にかりnる岡口の

しい回外のなかて︑たbむれたく

ルトブルーの礁︒慰りず︑その毒

まぶしいほとの日い砂μ︒コバ

原子活発画所

をめざして

﹁原子力二県扁

至

全国の九廷繊から潅撫する続梨物

ち︑とくに厚慣η発し所ツイト内

分の一翼をになう陸地廼分のう

工処分とともに概レヘル憾葉軸処

こっしたなかで︑磁肥省ては勧

指輌されていか︒

ことかり抜小田ろ二一の瓢版静か

生してくる厚偏とにも締りかねない
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力

り

墾要牲を強調している︒

大阪の努力を傾翻していくことの

る扁として︑その解漢に総厩が最

地域暴評の振興に努めることが鰻

娘讐を難じて地方麗麗の婆竃化と

に︑腕磁気票業蕩も関連企業の誘

会仕に蚕託することで台慧にだっ

し︑同センターが支払いを鎗力

本立地センターに補助盆としてだ

て璽播に糖画した具体的・現実的

襲性︒安全賞について瞬浅に対し

形旗﹂問題については︑凍発の必

よる総合的な地絨のイメージアッ

催︑農林漁叢等研究施設の設麗に

に活力を堵えるπめの行脚の開

の伝統的文化活動への協力・地滅

とになつだ︒

実蜆へ大きく第一歩をふみだすこ

うちだしだ同交付金制度は︑その

緬策の畿大の御玉のひとつとして

の︒これによって遁岸欝が今嘉慶

し︑今園の遡行令改正となつだも

な広蝦活動を行う曖痩牲を強轟し

プ︑振騨をはかることも必頭だ﹂

要だ﹂と指摘︒さらに﹁地域社会

たあと門圏︑惣気喚議蕎︑水滞関

と文化瞳からのアプローチの喧感

このうち︑象ず﹁国民霊台惣の

通の認識にもとづいて悶係蕎が機

係藷け宣地問題について讃談会ま

性を強調しているQ
をふかめる必幾がある﹂と提μ︒

の第西の柱として﹁13ードタイム 制と岡醸の効果を期待しようとず

とによって︑突質的に蜷城別料金

雁県に一定の綴付金を交付するこ

同交付金制度は︑原発立地都迫

器の儒顧魁向上などに一胴努力し

だはフォーラムをひらき相万理解

濠た︑こうした騒本的な考え方

題については﹁地兀を愈愈形旗に

また︑﹁立地地域の禽意形成﹂閤

の短編﹂をあげ︑①電調審上程崩

つづいて報告は出発立地健進策

ていく必要性をうちだしている︒

にもとつく具休的な安全確撮対策

みちびくのは茎砿的には露気事業
選任の溌墨と窟識の鷹揚をはかる

なから地元の愈悪形威に積撒附な

慶治体も麟と密接な運けいをとり

蕎の嚢務だ﹂としながらも﹁地元

三差の標準化讐により安全欝査の

にする②設齪詳可等の一揺串請︑

ようにその性格と位臆づけを鴫確

窟要している地点が四百円︑六暫

興体的には門鑑KW以下の原発が

係なく一戸あだり四蕩円〜千円︒

交付額は蜜慮の躍気使粥轍に関

るもの︒

についてけ①磁気羅業答の自主保

②隅は周辺設締を舎め℃原子力発

効二化をはかる③建設工三期聞の

安体制を強化し︑従業員の社金附

の膿荊講竃等が畢期に実施できる

電所分留としてのシステムを鴛象

短鞭化をはかるilなどをうちだ 地点が千円となっており︑集中立

テムとなっている︒企業にも契綿

地県ほど退引き事が説くなるシス

万KW以上の原発が立地している

役制をはだしていくことを期待す

関繭電刀では︑大飯一︑一一号機

地域別料駐構想は︑昨銀四月の

とがら一挙に浮上Qしかし︑その

縫︑論説料金齢依を遷り引くこと

しいことなどからこの構想は冤送

は︑げんざいの法難系ではむつか

られ︑今圓の交付盆方武におちつ

今回の電源特会旛行令の一部改

いたもの︒

長︑アゴス︒バンドン康子力研窮
政鰐は二十四臼︑原子力発畿旛

て逓藍欝と跨漁省の聞で一時紛響

は︑交紺盆の支払い方法をめぐっ

運びとなつだ︒岡剃腱について

交換する︒

分﹂について︑繍︑シ欝欝溶脳と葱見

﹁低レベル放射挫廃棄物の灘洋処

解麗園醐

置灘

鱗懸︐︐．岬

奪

富士電機

畢講醗麟慧臨欝鑓響瓢（03）肝7斑

鰹呈ネ調
原子力部会

立地地域産業振興を
安全確保は自主管理が基本
鞭雌縮の畦間機関である総命エネルギー凋壷会原子力部会︵⁝松根一瓢︸部雲長︶は二十一田︑﹁安全確保に万全を期して立地を推進

するだめに﹂と題する蝦告欝をとりまとめ︑発表した︒今館六月目︑核蝿料サイクルに焦点をあてた﹁蝦岱主漏をとり巌とめだのに

る﹂とし︑雑体醜に﹁躍源立地連

している︒

③亀気興業茜の鼠講撮安体制を総

闘治体関係蒼で溝型︶を磧極的に

絡会﹄︵各省げの出先欝欝と地方

とする安全孫戴・検査を充実する

横織を機動的に実施する④署故︒

含的にチ諜ツクする観点から戸隠

つづき年回は﹁帳告丑﹂として︑康子力発億推進延齢に照華をあわせ︑わが倒がとりくむべき梨碁戦陥をあ霊らかにしだもの︒それ
によると︑帳告は膿チ力開発を鯉湿するためには﹁震全碓銀とともに地垢住撮をはじめとする團民の理解と儒頼を得ることがもっと

さいごに難儀は︑中疑期飽観点

も癒襲だ﹂と禽感形成への地続な努力をあらだめてよびかけるとともに︑具体的に①霞力盆筏の肖主藻安体制を強化して寝黛の敏顧

交付金は︑このほかに隈発罵辺地

＋五円が聚付される︒また︑この

城住概のための艦用確保賢漿に使

KW数に慮じて七十五円〜二面二

づける必腰があるとしている︒

式︑海上立地方識などの検酎をつ

から立地戴択の編を広げるために

さらに︑鞭岱は立簸促進をはか

避箒地盤立地方式︑地下立地方

るためのよぴ水のひとつとして

を捉餐している︒

をはかり︑運転鶯狸の改丁をすす

折︑藷備︑提議しうる然制の強化

開催して愁志疎噸をふかめること

い求﹁建設の階代﹂から門運転の

故障砦の技術情報をはじめ内外の

時代﹂に入ったことを擁嫡し﹁し

安全技術情報を総台的に調葦︑分

いる︒

る﹂との繕え方をあき・つかにして

をはかる②旧地促罷のだめ地滅のκ謎娠鰻を遥める③リードタイムの短縮をはかる一などの艦え方をうちだしている︒

している︒

顎を得ていくことの唾要跣を強調

の建設︑運転の過狸で各州の華箋

岡交付金が新設されだ︒

正によって第一榮第一項第九懸に

所部這︑スカルノ原子力庁核計装

懇望周辺地墨炎熱金縦組の鷲設に

しだが︑岡から交付されだ交織金

く！

鞭儀は︑求ず原子力発億の安全
挫に閲する箆水的な考え方につい

同筏では︑脱石縮を強力にずすめ

を行ってきたが︑三︑四穆熾設の

うこともできる仕糧み︒

惚気料金領上げで﹁露力酒蟹県偏

岡原子力部叢では︑このあと妓

たがって︑安金挫の確傑の観点は

籍炉開発のあり方について検討を

﹁地域の蔑業開発﹂に焦点をあ

さらに鳥撃山は﹁わが麟では︑

て﹁露濾征法の運用拡大によって

めるーーなどをうちだしている︒

げんざい二十二燵の原発が運紙さ

一方︑醸子力発墨立地蟹期間臆

塞た︑安全欝保のあり方につい

については﹁必ずしも瀬調に嵐展

ては門いよまでに発開所悶辺の公

もとより︑電力蜜短供融の観蝋か

れ︑琶弾では二縛照十六墓が運開

らも猿弛の逸頼凝脂が︸鰹轍顧さ

ては﹁原発の無難磁保は戴気離業

より﹁無力聖産調﹂の料金か割商

衆に戦射線障餅を与えた腐故は鱈

すすめ︑﹁報告猟﹂として︑まと

春が第一溝隠に責任を持つべき

地威産業の振興︑蘇用の熊大をは

無であり︑原発の氷獲的な続騰性

一O綱一噌引一
引曹
叫一阿＝脚一一一ρ輔＝﹇翻

子力解題所瓢︑四響犠増設計霞が

二盤をこれで確撮できるものと期

るために︑隈峯力開発に菰趣陶に

待されている︒

とりくんでおり︑すでに実浜開︑

こうした慮源を確擬するうえで

しているQ

八万KWの電源を開発することに 婚姻にすすめば︑﹁四基﹂のうち

んで六十五年腰には蕊千六衝五十

一月〇
用四脚層
一一
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一
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かる必襲がある﹂とのべるととも
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しているとはいいがたい状況にあ
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大飯三︑四隠写増塾双へ

楚の齪幽闇円田
一 一麓葡﹁榊一輔博

している﹂と世界の原子力開発が

れるべきだ﹂と強漏︑こうしだ共

になるという逆転理膿が生じだこ

で︑膚主保安休湖の強化が灘視さ

躍の視舗が強化されることにハド

れなければならない﹂とむやみに

メをかけ︑門醗はこうした企業の

五万箪方摺あり︑勉元手勢も比較

興捧附検甜には調選に不足する点

一︑二居が運開ずみ︒このあと︑ があるため︑これを補う凋査の実

二︑三轡︑筒浜一︑一一号︑大飯

ら派遣へ

断後藤次長

長官A・バイクニ氏を招いて懇談 ち二五％を康予力で濠かないだ

部部疑の鷲窟で︑このあと二＋九

ともなって蹴激開発捉溝対蟹燈別

聡都灘府緊が第三蕩鰻閲である田

軽際

又なる物品の測定が司能です。

けで、測定できますσ

；則定可能物品け、｝｛300×W420メ

パイプ。足場板・ビテ㌦足場、およ

D29如田以下のものです。厚さの

びボンベなどを、測定台にのセるだ
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物品の表面汚染の有無を自動的に検知します。
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A・汽

難響欝

らも﹁しかし︑敦黄発随所の穣故
をみてもあきらかなように原子力

護憲保安織制を前提として︑これ

燗縁側環境調査尊し入れ
的明るいことから︑今回の贈品濁

営どおり達成したい方針だ︒

闘議題力は二十五田︑大飯原子

査謁し入れとなったものG同罪で 醒五十五腰膝は千六蒼四十七万

入れを行つだもの︒

施について大飯町と同議会に難し

んでおり︑さらに六十五丁度まで

万KW︑PWR︶の建設にとりく
凋査項闘は①地形︑地翼︑地震

KWだったが︑これが無相六十五 げんざい昭甜六十奪麗の運開をめ

同袴の八月澱大慮力規換は︑興
箏離講査を遮元の大飯冊に購し入

力発電所三︑㎎摺機増田のための

はこの増設計瞬とともに︑臼醐︑

では九・八％の供塗獄備寧を冤込

だっする捲込み︒このため︑岡社

十五蕉腰までに鷹二十万KW級原 久芙浜︑熊野︑窃座などでの新規

れだと発義した︒岡社では照和六

立地計画にも積極的にとりくみ︑

千度には三蓋一薔三十三万KWに ざして窩浜三︑四弩機︵各八十七

昭箱六十五年度濫発運開闘標を詐

第三璽傘鎌継脳会議へ

科学技術庁は二十五闘︑叢叢鰹

太平洋地域拡大繭脳会畿へ︑中川

L冒の代運として後藤旗原子力蜜

金局次長をはじめとする五人の担

代表団一行は︑九月二︑瓢一驚︑

当賓を派瀕することを洩めた︒

グアムでひらかれる第三園太軍洋

い﹂と述べ︑原子力発蟷に鮒する

醤蝦で欝塞に滞在︑名古麗穴学プ

金翻蔑は予驚題り牽月かり霊蜷の

選計膳行令の一部癒改蕉︑岡交付

地域葭脳会議に出席︑今金議のメ

期待の大きさを明らかにしだ︒家

ラズマ研究駈︑職務大学懐．学炉火

盤議破電源特会施行令を改正

予定通り10月実施へ

こうしななかで︑今回の大飯顧 一などが．亨憲されている︒

観︑騒音振鈴︑大気耀麗濃腱調査

に酉二＋万KW級の新規原発を四 暴行③気黎調壼④動植物︑磨然畏

調琶②海象︑海滅状況︑海難生物

発㈱墨をあらたに運開させる計画

研鑑炉を開発甲で︑今回の来睡商

細図は鏡在︑熱出力三万KWの 簾運開させることにしているQ
沽渇に備えて︑原子力の研究開発

わが圓の潜門ばと︑つつ込んだ話

的の一つは︑同炉の設讃について
風上︑バイクニ嚢冠は同国の原

に著いに力をいれているG

れているにもかかわらず︑資源の

だが︑大飯発電所は数雌が徴六十

バイクニ原子力

庁長官と懇談
慶

峯力発聡計画についてふれ︑コ一

原

碍木原子力産業会議は⁝一十五

〇〇〇隼までに︑さらに一一千三蕎

し台いを行うこと︒

臼︑東鼠︒大孚町のパレスホテル

万KWの蟷源開発を行い︑そのう イオス・ジVカルタ原子力研究所
蕪︵聾制限︶を難き︑両為の猿子

た︑陶長寓は︑今後の醸子力開発

験漸などを請聞する︒

バイクニ長冒に岡属したのは︑

で来田巾のインドネシア原子刀げ

力聞発︒繋累の闘状と将來につい

を嵐めていくヒで︑円本の技術協

インテーマのひとつとなっている

て態観藁換鷺57つた︒

力を強く震めた︒

インドネシアは︑石油︑天然ガ
スをはじめ隆富な天然翫源に患旗

・・

理区域より搬出される物品の表面汚染の膚無を臼動的に朔馴します。

．ド・鞠輪撒

ィジタルプリンタ、検出感度：1×10づμCl／cm2

v＞

主な仕様測定線種：β（煽芝、検禺器：ガスフロー・カウンタ、、・己鉱・デ

》
凝x
、 蟻
氷い灘

、暢、

富士物品搬出モニタは源子力施設などの犠理眺域出口に設置され、管

小物物品持出モニタ

大物物品搬出モニタ

は実設されてきている﹂としなが

いての認識が翼なっている扁と

を厳寒にチェックすることによっ

閲係覆と一般国民とは籔金性につ

し︑こんことも園民の不蜜を解消

て安全を難保していく必襲があ

誹議
鎌3

・ノ・難山

謙
ド衛

するために地遜な努力をつづけ信

鍵灘難

灘
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灘
賃
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三

力

核燃料公概案が浮薄
西独も共同所有を打診
累麟のサウスカロライナ州にあるバ⁝ンウエル偽処理施設は︑議会で研究開発予鱒が認められたため︑一九八二狂度も︑廃職され

ずに維持されることになった︒覗篠︑民聞も政簡も︑岡馳設が運転されることを福二しているが︑その所鞄形態をめぐって溜冤が
対立︵蔑隔は政冊網嚢を︑政府は鼠闇病荷を膨張︶︒このような状況の申で︑便用撫み購料の刷子炉敷地外︵AFR︶貯熱施設と再
処理を恥門に行う﹁韮山料讐理公社﹂を設立する蹴鞠がこのほど議ムムに上租され︑濠だ︑レ⁝ガン政権も﹁魏魏エネルギー政策尉

ウエルの共同所穐を打診してくるなど︑バーンウエルをめぐって︑選外の再処理聞題が大きくクローズアップしてきだ︒

阪﹂の中で︑再処理に政府が参潴する可能性もあり得ることを承唆し︑さらには︑薩ドイツの杉燃料再処理余祉︵DWK︶がバーン

ち出していたが︑ふたをあけてみ

して﹁再処理を聡める﹂方餅を打

レーガン穴統領は︑選挙公約と

罵済み燃糾は簡レベル灘難物に愈

再処理した後の廃屑物をさす︵使

隅レベル廃翼物は使朋済み蘇料を

は︑①再処轡の必需戦を認める②

で︑AFRの湿武夏号の醤三十が州︶による﹁核工料管理公社設立

定貯蔵のコストは五十騨／計鰯

明らかにした︒乾武貯蔵による懸

よる乾式貯蔽を考えていることを

代壁画の一つとして︑キャスクに

院議貸︵共和党︑ニューメキシコ

のが︑マニュエル・ルージャン下

このような状況の郎で出てきた

響工作に出ている︒

ると︑それは︑レーガン大統領の
めない︶③総合核轡料サイクルの
法案﹂︵H紀四二瓢一三︶だ︒

七星丁一塁に提出された同法

公仕は︑鴬利団体として設立さ

ウエル再処理施設を取褥する︒

鵬蹴物礪化︑僚隔措躍の閣発︑訓
緻︑プルトニウム管理のような研

﹁核燃料衡理公社がうまく成功

究開発計画も実施する︒

するかどうかは︑ひとえに政府の

れ︑初代総懸の多くは大統領が任

理をうけるが︑綴織的には︑民間

命する︒公社は︑鍛初は政府の管

再処理政鐵︑とりわけ再処理の訂

認副プロセスにかかっている﹂

の駈有・蟹理不におかれる︒

ルージャン議墳によると︑公社

無︑八○隼と続けて落ち込んだ︒

しかし︑八一琿の発飽継は︑八
燃料棒落下の再
○卑の二午七蔚兆BTU︵英国熱
発防止へ新手順
蟄弾位︶より七︒八％アップの二

ック発霞駈では︑職故の聡発を防

ぢ

﹁継劇集食毒が十分

げて︑燃料取紬プールに移す際︑

使用済み鍬料をクレーンでつりあ

ぬ灯三号が︑

な局さまで吊りあげられた﹂と誤

縞号を発議︒このため︑轡料集

かっ震︒廓故から六田後︑無鰯の

れ︑現窪︑特殊容雛に入れて使用

まま︑塗料取勧プールから陵瞑さ

済み鰐凋貯蔵プール内に貯蔵され

億力会社は︑猿環露場が距磁に

ている︒

作動しているかどうかチェックす

っことにしてい

るため︑蜘糧取脅装置にもう一つ

る︒

の儂号をとりつけ

原子力地域暖

房計画を放棄

仏グルノーブル市

フランスのグルノーブル市は︑

サーモス

による地域畷罵副

このほど︑熱供給麹嗣の小型鳳子

炉

この腫子老吏城隈房訓画によっ

画を︑醍終的に放葉した︒

て︑薙聞四万誘の石油の飾約が期

術︑経済性など種々の閤題を穣達

待されていたが︑市議套は︑技

した繍果︑﹁岡疏画は︑下城のエ

の判断を下した︒

ネルギー灘蟄にとって不適切﹂と

力発電所︑周辺に

気象影響与えない

スイス連邦婆が報出麟

スイスの逓那気象壷員会は︑こ

のぼど︑﹁冷却塩つきのカイザー
この六月十九口に燃腰取鞍中に

落下した︒

糞取勧プ⁝ルの深さ十ニー4の底に

とはない﹂とする講翠帳告澱を発

千九蔚二雪兆8TUが見込まれて

使屈済み燃料昏一本が落下すると

義し︑圃原発の難讃に得仙響を奪

ごのうち一本の燃料押が︑燃

いる︒原子力韻士騒が前無実績を

いう珍しい妻故をおこしたインデ

この静料棒は︑ビデガカメラに

て︑

合係がシールプレートにぶつかっ

上園るのは蕊奪ぶり︒エネルギー

ィアナ・アンド︒ミシガン・エレ

米クック発露所

惰報げによると︑八二鎌も丁子力

クトリック縫のドナルド・C・ク よる水印検董で損傷は認められな

いる隣接電力会祉は︑筒働な発電

しかし︑﹁石油火力に依存して

クニ9︑ハーツビルB一および同

プスベンド藻潮︑イエロータリー

のスローダウンは︑昨薙のフィッ

四二％も工壌が進んでいる線子

なお︑セコヤ︸二号︑ワッツバ

ー一︑二雅︑およびベレフォンテ

網︑二号の建設議画は︑従粟どお

り︑遣められる︒

︻の正︼本紙一〇九一葛二穐の

る︒

ければならないだろうと述べてい

冷節埴つきの大型原発が二十縫な

タット︵建設中︶の闘原発の聡に

ウグスト︵計隣中︶とうイプシュ

アールガウ州内にあるカイザーア

や気候の変化がおきるためには︑

同調告轡は︑また︑鋤謡な気流

達したもの︒

は︑おこりえない㎏との詰論に用

慮した離塁︑﹁岡地域の気象変化

申のすべての原発を対象にして考

地城にある運転串︑建設申︑謝画

ドイツ︑フランスのライン川上流

この講蟄報俵霊は︑スイス︑爾

えた︒

ても︑地域の気象変化をおこすこ

アウグスト原子力発瓢所を建設し

る︒

発織の大編な伸びが予想されてい

の縄力鵠蟄の檸ぴが期待できない

で︑利子負捌で二千七預万が︑製

ーダウンによって︑八ご年だけ

本蟄で三館九千落馬が︑八國無に

こと②四一者による飽力節約の浸
透③隣接の織力会社に親里電力を

と︑推定されている︒

費四憾八千六薫万が︑簡約できる

売る交渉の失敗Iiなどのため︑ は︑調子負担二億五千万妙︑資本
原子力発電所かできても︑その電

に︑それぞれ運開時期がずれる︒

コストをさけるため︑将来︑いず

τVAによる今畷の原子力装画

力の供給先が兇当たらないとして

七月から九一年四月に︑同A二層 いる︒

原子力領斜開発を標榜するチャ

れ︑TVAから電力を購入するこB︸葛の建設凍結措躍につづくも

力発電所の建設を凍結するなどの

は︑八八知四月から九〇蘇十月

気味であるところへ︑さらに︑①

隠してきた︒しかし︑建設のスロ

建設執縛に︑これまで数十億が覆

謝四黛︑約砦賀＋万KW︒

ース一一︑墨書とセコヤー一月の

7VAは︑今回決定した四墨の転中の隙究は︑プラウンズフェリ

りです︒お謡びして訂正します︒

い﹂は︑﹁：建設しない﹂の誤

腹で︑﹁プロゴフ原発は建設した

現在︑TVAが所撫している運 ﹁仏︑原発較量を一部凍編﹂の認

に︑ハ⁝ツビルA一号は︑八八年 テネシー照にある濃縮ウラン工場

脚

齢

鴨

螂

蟹

証

ノ漏

↓

直通）へ

営業第4部／盈（03）665

はかなりの収入が期待でき︑一6 と︑ルージャン議澱は強調し︑畜

鶏にならないとの政府の傑出がな

00薙までに︑使潮擬み懸隔の貯 らに︑﹁許認可が長引いてコスト
蔽で二億二千酉万が︑罵処理で二

ことに尻込みするだろう﹂と述べ
て︑投漁家の佃頼を論るような政

ければ︑投資娠は公社を支拍する

公社は︑大統韻の織斑があれ

府の政策の塾Mが露盛であると欄

るとのことだ︒

ば︑海外諸団の便用済み継料を再

＋五偬が︵累計︶の収入が見込め

処理することもできる︒求た︑使
掴しているQ

用済み魁劉の貯蔵︑翼処理以外に

今年は八 ％アップ
DOE予測米の原子早発電量
米エネルギー省︵DOE︶のエ 米瞬の原子力発鷹電力嶽は︑一

冠することになった︒

ぐため︑新しい燃料飯釜手順を探

臨裟
ランド︵報答1︶裏故後の設計変更

／

／

問題の事故は︑原子炉容器から

九七九鋸三月のスリーマイルアイ

ク
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ン

〆

轡硝

た﹁短期エネルギー兇通し﹂によ

や機器改造による壁織期間の長期

ネルギー傭報庁がこのほど発遇し

ると︑一九八一年の原子力発魔惣

ワ／

ることが明らかになった︒
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謝蜘スローダウンの内訳は︑フ

A︶は︑八月下聞︑臨力雛要の欄 四二％︶の建設甜結と︑イエロー
クリーク︸暑︵同㎎九％︶︑ハイ
建設費の蟄担軽誠を藍田に︑原子

ツビルA一︑A二心︵いずれも同ールズ・ディーン氏が︑レーガン

のスローダウンを決定した背疑に

餓大な決定を下した︑もう一つの

している︒

低下があげられている︒

は︑第一に︑薦力盤蟹の伸び鰺の

てすぐ後の理瀦食で︑原子力計画

大犠からTVA総裁に任命されとになろう﹂とTVA製出は観測の︒

貯蔵政策を打ち出すことを希犠し

画である八九年二月から九四無以

ド一弓機の運閉は︑これ濠での計

これによって︑フィップスベン

延期するというもの︒

菰野％︶の計讐蔓の建設を約三塁
ダウンを決定した︒

ヵ発鷹所四基の建設謡画のスロー
庵力会社は︑﹁政雇の財敵影響

ているわけだ︒

この決定は︑山出門讐臼人にのぼ
を軽減するため︑DOEとのAF

や勉域経済に与える影響なとを総
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燃料をAFR貯識することによっ食餌に判断した結果である︑とT 降にのびる︒
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〜部として籠胴勤み燃料の原子蝉 ／瀞修に比べて鶴蜜だと強調して

敷地外︵AFR︶貯蔵の必要性をいる︒

処理は民間が行うべきもの扁とい
うことが明らかになり︑原子力産

聚によると︑移蜘糾徴珊公社は︑
￥富￥民的福野をもつ︒

来釧郭大の公鴬霞気山巣衡であ

電力需要の予測にズレ

原発計画︑減速へ

サウスカロライナ州にあるバーン

身の株式や徽券の発行によって︑

払︸2剛払い金だけでなく︑公擁自
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みられている︒
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圏長物の破壇
囲各種容器の落下衝撃解析
圏配管内圧力伝播解析
圏水中での爆発問題
圃岩盤掘飼解析

規模解析も容易に処理。
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三原子炉内での配管破断による講故解析
圃興気管破断購故解祈
圏原子炉内仮想爆発購故解析
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薯榮剛としては︑ひきつづき︑
丑十八隼度から四琿かけ︑墓本︑

詳細設謙を行い︑六十二無度に建
設に麺工︑六十四黛釜中には完成
させたいとしている︒一田の処理
能力は螢二十孟樗︒

夢の原子炉︑高速轡殖炉の本格
的等等化は二〇〇〇年初頭といわ
れているが︑その原子炉本体の開
発状況とくらべ︑その使用済み燃
料の爾処理対第は遅れ気味だっだ
のが三雲︒実嗣化まで︑あと二十
弱弱らずの凶聞しか残っていない
わけで︑闘係書のあいだがら︑研

ー

一力︑原型炉﹁もんじゅ﹂は︑

究の黛ち遅れが指摘されていた︒

﹁エネルギー21﹂
遡商口粟衛編

ックから急に身近に

琶刊森は︑藩シ︒
一十一

決定版といえる︒

のだという︒たとえば︑促成栽

と間じ効果を蛋むことができる

賠は︑ピーマン一鶴鰐を作るの

騒扁でわかるエネルギー二本の

また︑門石町の安定確保﹂や

に石薙激職穏五十㏄︑いち︑﹂六

鳶七十㏄も使う引算になる︒し

﹁臆源の開発﹂として原子力を

大きくとり上げるとともに︑

﹁鐵エネルギー漏を単なるエネ かし︑ビニールハウス讐を使わ

三十㏄︑いちこは三酉㏄と何と

ない露地職培だとピーマンは街

介なったエネルギー問

ルギーの節約としてでなく︑日

紹

本に寿言に存在する﹁純二院エ

を食べることは︑季師感をもた

半分以下ですむ︒しゅんの野菜

題を︑職場や家鷹の視点からと

がおもしろい︒

ネルギー﹂と織麟づけているの

らえ︑私たちがどう工丈し︑対
応ずれば︑この問題が解決でき

八十円︒亀力新報社梅︒︵翼︶

B6版︑二盈二＋二喰穴掘

役立つわけだQ

らすばかりでなく︑省エネにも

るかを藩えるきっかけとして作

は︑エネルギーの雪白嶺を笑算

甜にでもできるこの繍エネ

酌に繕やすのと同じで︑私たち

られたもの︒

項騒別に︑左ページに國鼓

は︑小さな油田を掘りあてるの

を︑右ページには説明と︑見開

きの形で編集されており︑ユ

今回の三愛翼翼染とベクテル往

の新型炉︵ABWR︶開発は︑米
との技術・役猫契約締結により︑

︵業界第一位︶を占める︒海外で を二分するBWR︵沸膨水型炉︶

も︑韓国︑台混︑スペインなど

原子力発砥所の建設蕊たは建設中

なって共岡開発中︒

ることになったG

政府の供給目標はム り

の実績をもち︑かつAPWRの開
発をめざすアジア地区鍛大の原子

ぶことによって︑さらに技術水テ

力メーカー︑三菱墾工染とぎを結

なる︒

の技術・役務供給を璽けることに

で︑配懲︑バルブ︑制側系などの

は︑凶標の四八・六％はムリで︑

同祉が開発の憩欲を示すAPWR﹁昭和六十五無展の石油依脊郭

は︑昭和六十葎農は一四・五％に

穏さがあると指摘︑石炭について

慕御日本のエネ状況を査定

相殿補完を趣旨とする今回の楼

一僧のアメリカ銀行︵BOA︶の
％のシェアしか豊海できないと分

五五％にとどまろう﹂⁝1泄界第 とどまり︑六十男星瀦点でも一五

ている﹂とのべ︑よほどのことが

ないかぎり︑昭和六＋五年展に原

三薦万KWにアップするという二

子力発振設備答電を五千酉〜五千

塁の実現は︑血忌能にちかいと分

そして︑エネルギー総供絡鍛の

折している︒

五％を圏標としている石炭液化に

﹁大毒な期待はできない﹂と︑圏

ついては︑地離︑︑太陽と同様に

標より大幅に漕ちこむ一・ゐ％を

ただ︑1︑NGと揚水災亀につい

予想している︒

﹁長期契約が成功したこと︑海外

ては楽観視している︒LNGでは

の敵化プラント︑田添の﹂NG受

け入れターミナルの建設など︑圏

標は逮成されよう﹂と結んでい

﹁水力発亀地域の大部分はすでに

困難だが︑揚水発臨方践は︑日本

開発され︑新規に設櫨することは

のエネルギー総倶給のなかで︑五

％のシェアを維持することが司

全体の基調としては︑政府國標

能扁と評拙している︒

の脱石縮謝画は︑メインとなる原

子力墨画をめぐる難しい状況から

後退せざるを得ない裏態にあると

ルギーの効果︑というプラスの画

分析︑﹂NG︑揚水発日︑省エネ

つづき︑日本の國隙収支を圧迫す

があるものの﹁九〇無代も︑引き

る一と分析しているo
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﹁もんじゅ﹂に照準
鶉業蹴本格的な設計作業へ
勝連炉隠謀用町処砂パイ鷺ットプラント建設へ一渉ーー勤力炉・核眼科開究璽鑑麟︵瀬川焦男矧謙長︶は︑玉十七年厩から︑蕩速

岡時期に完旗となる︒

B
る︒
いけば︑FBR燃桝再処理施設もで︑輸出実縦がある︒ベクテル社 ゼネラル︒エレクトリック︵G 第二櫨代をになうAPWR︑A
としては︑十四にのほるPWR型E︶社︑B立︑贅語などが申心と WR開発競華は︑一連に加速され 京た︑水力発受については︑

予定のため︑スケジュール蹴りに

円︒

もの︒予算額は二億葺千九暫万

今年度中には譜工︑六十五卑運闘⁝

貸馬からは︑プラント建設へ向け

増殖原塑煩﹁もんじゅ﹂の趣開に備え︑FBR趣料簡処理の扶翼プラントの調撃多謝にはいる︒FBR燃料の再垂髪確立に曝けて︑

或される︒

このぼど完残した局レヘル放磁性物蜷研究施設︵CPF︶など︑F13R実測化二代に向けての陶処理体制は︑いよいよ本洛化する︒

原子炉の本命といわれる高速漕

飛継牌の再処理妓鮒の確駄をはか

をこれ濠で行ってきた︒また︑再

えたいとしている︒

ンシャルを慰め︑醤来の翰出に徽

@APWRでも協力へ

三菱重工業と
米ベクテル社

技備役務契約を締結

殖炉︵FBR︶の使規済み螂料 動戯事蟻麟としては︑このFB ての調表象副を行うことになった
は︑軽水蜘鍬料に比較し︑プルト

処理の工程を検評していくための

ニウムの醗が固縮に多い︒便測新 るため︑プラント焼目装置の開発

五〜六♂確．のプルトにウム瞭なの

み燃料一ジあだり︑軽水炉賜脳は

設︵CPF︶もこのほど完成︑理

に鮒し︑FBR轡料は三衙謎緒臆設︑蕩レベル放射性物欄間號施

と︑約六十侶も多い︒

上で⊃二菱郵工業は︑けんざい岡

周辺技術でも︑ベクテル社の技術

岡時に濠だ︑三菱側としても︑

三思機工凱︵末永恥一郎祁L︶

を生かし︑原子炉プラント﹁全

在︑名彊のテストに入っている︒

は二十一日︑膨蓬髪揺のエンジニ

社か米ウエスチングハウス︵W

このため︑軽水炉娼料の再処理

笑験炉﹁常陽﹂で便われた照射鰍
アリング会社である米困のベクテ

方量でFBR燃縛を処理すること科学技砺庁の垂葉がありしだい︑
はできない︒再処理の化学的プロ

ル社︵S・D・ベクテル愈長︑本 H︶穏と共問開発をすすめている 業から︑原子力のユニット化︑耐

一方︑ベクテル判は︑至愛盤工

だ︒

また︑もっとも期將される原子

析している︒

料を便ったホット試験に入る予竃

鷲鑑集型炉︵APWR︶の原
露盤湖などの技術供与を受ける◎

力発露については︑援府の希望

なっている︒その際幣の最たるも

ク・オブ・アメリカ︑秘本のエネ

OP︶でのベクテル祉の実績は高 している︒

のは︑公衆の容認に集中される﹂

ルギー状況の査定﹂と奏する報告

アジア総本部は二十四日︑門バン

セスは︑すでに実繊をもっている

料サンフランシスコ︶と原子力発

バランス・オブ・プラントで︑勢

子炉など一次系以外の︑いわゆる

体﹂の改罠をはかることにより︑

象泌再処理糖設とほぼ岡じなのだ

このため︑動燃壌染剛として
亀に閃する技術︒役務について︑

冊子だが︑外罰の銀行が︑臼本の

と立地鐘を指摘している︒

磁話〇三−三五ニー一

渋谷鼠千駄ケ谷五一一〇1二

〒一五一

敦賀市鋳崎町2丁日19欝のm

北陸無心漢

ホ部 東海事業所：茨城県東物甘・日木原子力研究所内 02928（2）9533
高崎事業贋：群馬照高下市寿串間町・驚木原子力研究所・高崎研究所内

門

フ

ブ
が︑燃料の縄織もちがい︑筒い放

八無二の長期契約を手粘したと発

バランス・オブ・プラント︵B 同社の技術塁盤確立を急ぎだいと

べきパイロットプラント構想に着

は︑罵処理休制の総仕紅けという

る︒とうぜんながら︑少蟹ずつ薄

エネルギー状況をどのように分析

を継続的に麗切っており︑政府艶

この笑証冥験住宅では︑太陽熱

しているかを知る士で︑興駄深

通しの定期的な引き不げが受話と

く︑楽国内では三Q％のシェア

や外気温を冷暖房︑給湯に︑太陽

レポ︺ト用繊三十六ページの小

い信頼性と失譲をもつベクテル祉

る︑気ま濠なエネルギーを蜜定し

光や風力を発躍に︑地中熱を冷部

PWRとならび︑世界の軽水炉轡をとりまとめ発致した︒報告は
ャーの相槍効果をねらった新しい

ついてひとつひとつ解説する門エ

て便えるようにする研究や技術に
ここのメイン展示は一パノラマ

観光施設だ︒

い︒

故障の報告抽象馳囲の拡大一な

今回の括賑は︑これらの霊監臼を

どが虻田となっていた︒

恥業法麗行規則︵隈十無籍藍省令

堺齋中之町來3丁冨2の29
堺（0722）38・一一3744（r糠

堺蛍唐門

一一瓢

蔑した︒

ジリジリと肌に葺きつく太陽︑

の海に白く砕ける波ーー︒

懐き遜った欝費︑コバルトブルー

に使い︑さらに数か月単位︑数闘

﹁一九六〇

ネルギー博士﹂は︑環在のエネル

敦賀事故対策で
関係省令を改正

翼体的には報告は︑

ギー禦橘について︑﹁廟然エネル

ら︑現在では約十三館と長期化し

鐸代のりードタイム︑七〜十二か

十五メートル四方の海に浮かん

報焦は京ず︑九劉ちかくを海外

ホール・太陽の哲︒

の石油に頼っている競状を紹介︑

熱く競けた白土浜海岸に立ち︑

ループが開発した鍛新技術がとり

単位の蓄熱システムなど︑松下グ

エネルギー価格のアップが︑日本

ギーだけでは私たちは必要なエネ

経済を圧迫していると指摘︑門引

だこのミエチュアの衝は︑太陽熱

いれられている︒ここで得られた

にソーラーシステムの三根と風力

ちょっと圏を石にうつすと︑そこ

実験データは︑一当問毎に自動計

きつづき︑田本の国際収支に︑大

ルギーをまかなうことはできな

測され︑大阪の研究所にあるコン

十・年通産省令第六㍗二零︶②偬気

力設備に関する技術墓準︵晒和四

舞体化したもので︑①発電購原子

政府はこ皆︸臼︑敦賀発賊所恥

府

故をふまえた蟹全規鯛行政強化対

政
そしてまた報告は︑先に政樹

鎌の実施にともなって関係省令の

想している︒

吹き抜け︑磁照階間も疑いという

が︑現在の石油依存率七〇％か

温豪が湧き︑海岸線を強い風が

きな影轡を与えるであろう扁と予

・太陽光︑風力︑波力︑地熱︑バ

それが︑細傍半騰の南無に近い

工象ル串︒と遊ぶ
猴蹴飾自然エネを多彩に紹介

ピュータに送られているという︒

発灘のプロペラが兇える︒

ここ和歌山県白浜町に八月一B︑

ンド﹂だ︒

オープンした﹁白浜エネルギーラ

このエネルギーフンドは︑撒聾

ら︑昭和六十五黛慶には半分以下

い︒石油や天幸ガスによる火力発

でエネルギー口強を
聡や原子力発匙もうまく組み禽わ

の設置・逸転縄に関する規則︵五

第五十一弩︶③父胴発電用原子炉

十三年通醗省令第七十七讐︶④麗

改正を行い︑岡Bから絶壊した︒

雲外係報欝規則︵四十年通詳雀令

前画に掲げたレジャ1施設﹁白浜 の四八・六％までに引き下げると

白浜

イオマスなど︑十二の臼然エネル

せて使わなければならないのじゃ
よ﹂と譜っている︒

の強化策によると︑①狡術基準の

全歪員金に報焦した笈金規制行政

涜聖穀が台認証卜欝に原子力蜜

けの
ギーシステムだけを便っている未

自然エネルギーの研究にうってつ
捉饗の場として︑﹁エネルギーと

來の衡︒等身大のロボット﹁エネ

するエネルギー問題へのひとつの

遊ぼう︒エネルギーを学ぼう﹂を

エネルギーランド扁は︑今臼も海 いう代蝕エネルギ1供絵圏橡に
ルギー博士﹂とオウムが︑約二十

スローガンに︑松下興産︵松下畢
之助冠憂︶が建設したもの︒

は︑現実酌にムリがあるとし︑昭

の︒

第五＋四号︶の一部を改正したも

秘六十五銀農の石油依存率は五玉

の改薄④運転管理轡門宮制慢の改

蟄備発実②蜜金撚査の改曹③禎査

麟⑤保蟹規定の整備兜突⑥懲故・

＝た1｝反（06）551−1052・0307

大正区営藁所

理事長中井敏夫

』。。。。。㏄一二。湘

いる︒

その麗山として︑石炭︑原子

％にとどまろうと分析している︒

力︑新エネルギーなどの麗通しに

入場料大入九欝円︑掲級猛六醤

︵方︶

円︑小中学生五百円︒火曜休館︒

大阪市大1ε区三軽家西ユ丁凄2番22琴

専務理事八劔達雄

岡肉支店

働放射線照射振興協会

卿
水浴帰りの家族連れでにぎわって

もう一つの國遜は︑個入俘篭に

厳り入れられるかを実験する泳来

分間にわたって解説してくれるQ

佐密﹁自然エネルギーハウス扁︒

醗然エネルギー利彫システムの

ーを︑より効恥よく捉える研究︑

自然エネルギーがどのような形で

畢簾や天候などによって影響され

太陽や地熱など稀遜なエネルギ
の薪技術︑原理などが総盆醜に展

開発をはじめ︑熟睡状況や利用上

示演出された︑教育︑文化︑レジ

大阪市酋区靱本町1丁日6播⊥4号
＝素こ置反（06＞ 443一一エ871（で⇔

竃曝國露㎜

乎︑これまでの概念設計から︑来

太陽の街

横」匹」聴（0862）32−2767

浦田ピル内

岡山了lj柳町1丁環4の21
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写

央

株式会社

原子力の平和利用は懇懇に、離職線利用に、確実に進展しています。

ゼ灘ックス、マイク回写真、シャコー920
キャノンカラーコピー、チバク日一ムカラー類ピー
各種印刷及製本、事務用品

働医療器材へのγ線照射による滅菌消毒
⑭水晶・真珠などへのγ線照射による着色
⑱電子機器に使われる半導体シリコンへの中性子照射
⑳高分子材料の改質
麟電線被覆轄等に対する耐放射線試験

@
@
@

陽画焼付、感光紙、設計、製図、写図

原畢囎⑳躍翻i醐躍

ノ

射能︑それに臨搾制郷の聞題もあ

処理するだめ︑装羅の小型化も蟄

子供たちにみつめられる

O

二…

い

一

第1094号
㈱三三極郵便釜勿口慰丁勇海

新

学
産

子
原

和56年8月27日
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聞
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プ

昭和42年から
本格的に推進
新型転換炉は︑鋤逮謝顛炉とと
もに︑その自主開発がエネルギー
敢策における窺裳腺題であるとと
もに︑淳黙認盤の強化と科学捜術

水離の購上に大きく憲与するも
のとして︑国会︑政府︑産髄界の
総患により宮農協力して推選され
ることになり︑賂鉗四十二薙以来
ナショナルプロジェクトとして鋤
力炉・核蜘料聞発庸業団を中心に
その開発が撹進されてきだ︒

この闘︑新型転換炉の擬発の欝
標は︑ウラン濃縮作業鍛を簾誠な
いし不璽とする莱然ウラン響焼の
灘初の構想から進んで︑わが燭の
咳燃料リイクル上の位羅づけによ

滋め︑原型炉醗計のチェックアン

新型転換炉で
創用による大古ウラン所艘蟻の削

欠できれば︑プルトニウムの望期

場禽に必要となる負傾滋従漣紙に

袖疑に占める鑑癩が大きくなった

また︑厭チ力発臨の全発驚設愚

睾

か善り甲期にりぴイクルして感醒

減など捗燃料の自尊利用を笑現で

この圏点がら︑︐吸腿繕刃イクル

することが響ましい︒

ついて︑嵐気転換炉は制二上輸易

期利用を
きるばかりでなく︑プルト諜ウム

恥の
を確立し︑プルトニウムの利用を

に︒原塑炉﹁ふけん﹂は五十閥

ドレビューを経て建設が閣嬢され

ウラン療療のほとんど全てを外

があることに留隣する必嚢があ

基に︑号鐘絵筆業化段階における

低滅すると評議しだ︒この結果を

て一千九欝億円〜二壬二二繕円︑

昭秘五十七年欝欝開ベースにおい

六十万KWプラントの建設費は︑

ろ︒

商業炉でも軽水
炉より30％割高

懲設曜簡では一KW当たり鼠十二

庫三月に定格出力で本格製紙を開

実証蝉の建醗籔は︑霊として

であるなどの技術的隠蔽を弱して
いる︒

溢績醗の凋整による核物質籍理上

万円〜三十九ん円になると予測し

いくことが題要であるQ二型転換 の経済的負握を軽減するなどの利

﹁ふげん扁の建設鷲を蕪礎とし︑

無水炉および新型娠換蝉で図って

実講炉経説に鑛ついてプラントの

にとって︑原子力が石濾代醤エ

嬢型炉﹁ふげん鳳の建設費の実

窄に頼らなければなりないわが困

績をもとにスケールアップなどを

始し︑﹁ふげん﹂の運転データに

頒工など核廼糧リイクルの配巣化

痙があること︑プルトニウム継属

より設謝手法および設計コードの

ルトニウムの木洛商務用をめざし

炉は︑りが因が世界に先がけてプ

?着ユ碕のものも念む︶の軽

一方︑田内における博覧段階

た︒

たしていくためには︑ム︐後︑必喫

スケールアップとエスカレーシ田

この予測赫果をもとに設錨所用

水炉三十三基について調査した薪

赫になっている︒

の建設謄おkぴ免唱喚価け那覇曜 ンを落廉し︑別遼追湘︵湧除︶設

へのインセンチfブが働くこと︑ 霧欝して．字隣した鏡識計の実諦炉

ニウムと減潰ウランを臼功かつ冨 さらに︑胴際的にもわが口におけ

ている佃免開発炉であり︑プルト

ネル躍一の申核としての鍵割を渠

となる核燥鴇の安走確保ととも

殿型炉に杭く実説炉について

換甑・改農がなされてきだ︒

は︑四十八駕より篁蜜構想の検討
に︑その鵜効利用を図ることが遭

硬磁について理解を海溝くするこ

る核継洲サイクルの甲期礫立の必

が開始され︑概念設計を経て︑現

る︒

易に創巖できる特汁を蔵してい

能︑分散があるが︑軍均出力九十

要︒そのためには高速贈殖炉の開

子を加えて予測した︒なお土地︑

発を推進し︑その本梅附海潮舳に

描などを積算し︑これに建没中利

κ・基本設計の霞際にある︒これ

開ベースに禰正しだ建設単頷の平

六万九千KWで︑昭和五十七庫新

と並㎡して︑五十一雛より大洗工

構纂物などについては想驚条件の

これを実用化し︑軽水炉と離間

化︑需熟功果など騰勘押した本格

せてわが園の原子力発臨依系に毒

とができること︑などの多面的な

も︑使罵旨趣科から回収されるプ

ースにおける実事炉の建設費は二

宗格的蘭業化段階の発電原価は

となる︒

均は一KW滋だり二十八万二千円

もとに秘算により重傷を行っだ︒

手鴨蕩六十停円〜三千二預二十五

櫨しによると︑新型紙換炉の発三
原顯幡今後の新設臨写のうち簸も

その粘果︑昭和五十七隼逓開ベ

的商凝江蘇階における経漸性の見

安価である軽承炉より灘隔ではあ

億円︑建設種壷で一KW嶺だり四 欝積五十七葦麗価格で馬柵溺隼万

しである︒さらに︑新型転換炉は

KWへ大和騰化した夫証炉は︑安 炭火力発亀などと比満し掃る見舞

価格で詰開初年度K⁝W時日だり二

実転炉の発徽原価は五十七鋸度

ナ六庫平均でト堪円〜十四円と予

一力︑前言軽水炉三十三鮭の単

測した︒

均モデルケースの発磁順価を滅算

術改製による経済裟の向上を換融

大容羅化や燃焼麗の陶上などの技

援描置が必要である︒

として確認あるいは実証を動的と

軽水炉技爾が反映されており︑霊

これ宏での技術開発の成漿に加え

の攣綾南耀により無意の有効鏡胴

いて蕩面する場会︑プルトニウム

げ︑突皿樋からの建設費の偶越効

ではト荊妻を代表願として取り上

原纐は三割樫度調い︒

で地山すると︑斬型帳換越の発鵡

しだ諮果︑遮開初雑輩一KW晴当

び核簿料サイクルの確立への驚与

が図れること︑および減拍ウラン

画格的漁業化段階として︑ここ

望まれる原型

や

ためには︑勅授︑遠心分離機およ

ウラン農縮麟産化を進めていく

が必要である︒

︐や

・五円を得⁝た︒両落を十六隼平均

たり十二︒四円︑十六難平均で十

などを考慮すると︑而速靭殖炉の

する遣痴晒研塊開発は必要である

円と予測した︒

新型輯換炉開発には軽水炉技術

するため︑電気出力六十芳KWの たって必験な研究擬闘について

なお︑実証炉の建設︒二軍にあ

が積極的に橘用できることから︑

実胴佑時期や軽水炉へのプルトニ

尖験炉段階を経ザに原型炉から癒

果を横説し︑この結果︑三購程肢
や︑

の利胴が欝場であることなどの冗

請．

朕的評簸が隠縫な怪漸的メリット
亭

よび件能を夷現できる晃遜しだ︒
・や

ノ

が︑芙討炉設謝て示毒れた媛彪お

実議炉を建設することが遅滋だ︒

．

〃や

は︑国が積銀嶺な鍵罰を製すこと

ウム利用の見通しなどとの蝋纈い

実識炉の礁設︑運転にあたって

もあるが︑魏時点では︑新型転換

︑

課題︑ウラン心宿図絵バランスの

︐や㌧

より︑ウラン綴心裏梁がわが国原

︑

も︑国内ウラン濃褥工場が必嘆で

や

国のコントロールし簿ない理致に

︐

じ︑その不鍵羅は余沢濃穂ウラン

り

びその騒準繍帳に号する開発を引

兇通し︑選心分離機の製造体制な
どを総台醐に勘歯すれば︑わが麟

ウラン濃縮罫線は︑続営の効寧

子力合掌の巾核として賛成され︑

におけるウラン濃飛躍骨化の囲儂

ある︒

気心においては︑ウラン三編役務

に先立って原型プラントの礁設運

き続き進めること︑簡業プラント

より供給が不安定となる恐れがあ

を海外に鎌沿していくことも期待

牲︑他の捗燃料リイクル二業との

の保萄羅にもよるが︑贈露度のバ

娘心分離法によるウラン擬題

▽原子力産繭の振興に対する樹

関遠などの観点からみて︑民闘に

召の早期着手
与

当と蔭えられる︒

は︑次のように設嫁することが翼
ウラン濃縮国気化の慧摘からす

昭雁六十矩代願畢に簡業プラン

技術などを集大寒するものであ

される︒

り︑これらを避けるだめには︑ウ

において年闘五千滴SWUをヒ凍ラン濃縮役路の囲碁化を出る必要
があるQ

れば︑ウラン濃縮商叢プラントの

館聞一千誘SWU規模とし︑七十していくに当たっては︑その特殊

トの運転を開始し︑穴十無代来に

︵注︶﹁トンsWU﹂とは︑ウ ▽わが国の自主性の確保琶界

わるものと見られている︒

建設に進み得る技術が磁立された

五無ごろまでに叢低で奪間縄千沙

磁描縢などの分野において︑国が

性から︑垂心閲係︑偶報籔理︑保

な狸藻を達成しうる規摸︑内容を

付けられたものであり︑次のよう

ラントと転業プラントの闘に位灘

原型プラントは︑パイ撫ットプ

転を行うことなどが必要だ︒

動圧は︑精婚機械狡術︑プロセス

ランスの⊥からは︑昭棚七十五銀

︐や

手し・大洗工学センターでの実規

．

髄試験データなどに駿づき設詐を
サ

U濃縮役務は昭
和60年代に不足
今後の隙子力発蹴規榎の拡大に
仔い︑わが国におけるウラン濃編

り︑わが園の陣取暴騰からみて︑

後︑可能な隈り攣期に︑三密化が

おいて実施すべきものと嘱える︒

ラン殿宇役務の璽をあらわす鎚位

不間の合力を＋分に生かすことに

のウラン濃縮帯場の状況をみる

となり︑各慮力会筏の推定僧を撫

よってウラン濃墨高欄が国際競争

sWU程度の椀模とする︒

一方︑ウラン濃縮の禦業を推進

数の供給蓄による騨占状態にあ

であり︑膏万KWの隙子力発電所 と︑ウラン溢縮役務の供絵は︑少

八千沙SWU︵注︶︑七十薙に隼が毎年必要とする約三十ゾの濃縮

國られることが耀ましい︒

パイロットプラント以降︑商業

力をもつ縦業分野となることが期

るとともに︑必嚢に慮じ財政上の

②プラントの機器︒設備につい

を立てる︒

し・一一コストの臓同化の冤熱し

①詩心分離機の塩煎技薦を開発

葎するものと驚えられる︒

している動燃購業団が︑影撚︑原

支農を行うことにより︑ウラン櫻

て商業プラントに向けての火盤

関与すべき聡題が少なくないの

ースに粟らないこと︑技術開発の

型プラントの建設︑還転に蟻た

縮およびその関連勲業が民聞事業

プラントまでに解決すべき技術的

巖終腱幽としてのリスクが残され

り︑商粟プラントを実施する罠間

で︑国はこれに対し適正に対応す

原型召は動燃
が建設・運転

ていることなどから︑国は民間の
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化計嚥を円滑に進めていくことに

待される︒今後︑ウラン濃縮国産

り︑将來のウラン濃縮署藁への軍

のと霧えられる︒このような状況

間曲秀二千ゾsWUのウラン濃ナSWUのウラン齪賎役路が必要規参入は︑ますます園難になるも

間約

万ゾSWU︑七十五黛に卑ウランを作るためには︑滋強二十

算すれば︑昭和六十五年に奪聞約

役務の閣要撮も繕大していくこと

ノ

が糠蝦されゐ︒

な35︑凝型転換炉の終済陀につ 六年軍均で十七・五円〜十八・四

一KW鋳当だり十六円〜十八円︑

るが︑将東︑畷子力発磁とともに

容易なATR

負荷追従運転が

効襲を期待できる⑪

学センターで登第炉のための実規

帽＝＝響銅一聯瓢一一一需

ルトニウムや減扱ウランをできる
謄瓢冊冊一曹二＝﹁一

換誠験が実施されている︒
鱒＝一＝禰膚幽＝幽＝鑛＝；︸＝冊脚卿需質一＝＝＝＝凱曽一胃臨席＝コ一一一＝一幽＝餉一＝営一＝一一瓢瓢＝胴＝＝＝一＝一門＝一一m篇

が寄切と考えられる︒この場禽︑

は︑民間が縦極掛額圃を担うこと

ことができるよう︑官民協力して
実証鱒が開発滅期にあるため未経

十九万豊罫円〜五十三万七千円と

この建設蟹および発竃原価は億当

全性︑信頼姓および通読保守穀の

燃焼展の陶上などの按術改農によ

苧召した︒

積廼的な建設がア定されている石

馴隔になることも予測されるこ

観点から検物した結果︑原型炉

実用規模である酒気出力六十万

と︑わが国のエネルギー・セキュ

験の問題が多いことなどにより︑

り麟弼になる見遜しであるが6炭 得られることが墨ホ醜前提となる

リティーの直上に雷与することな

などについて正応者の間で合感が

このため︑資金分握︑実施主体

開発を邉めることが望醸しい︒

炉を膿子力発電体系に組み入hる
民間で60万KW

の実証炉建設を
関係麿の含意が前提

が︑大容建艦にともなう技術の実

どにかんがみ︑国による麺切な支

新型紙換炉の径済性は軽水炉よ

して回収されるプルトニウムおよ
火力発餓などに比篤しうるものと

圏的とし︑なお逸んでより一鵬の

証および農民性の見通しの確立を

り︑軽水炉の便濁済燃科を再処理

な鞭僅 を 取 り 法 と め た Q 日 田
び威損ウランの利用を霊体とし︑

ギー・セキュリティーの向上およ

蕩えζれ︑また︑わが国のエネル

ｲ鐸漿露
の﹁新型転換炉︵AτR︶は︑
微下編ウランをも利罵することへ

十丁八円〜二十三・一円︑十

軽水炉と比藪して樹嶺劃渇に
変更された︒

﹁ふげん﹂の建設灘転向験などの る経無性の向ヒも期待される︒

なるが︑わが園のエネルギー
安全像障上ぜひ必蠣であり︑

六＋万KWの叉証炉を建設す
べし漏とする新型転換炉笑識
姫評価穐認幽門部会蝦鑑と︑

十八聞の﹁隅一にウラン濃漏
の単産化を興るへきで︑鋤力
炉︒核燃料開発懲業囲が騨型
プラントの態設・迎転に岩た
り︑備渠プラントを実用する

てい≦﹂とが囑実附﹂とする

民聞がこれに秘衛的に協力し

佑がそれだ︒

ウラン謹縮御薩化尋門部去飛

今臨は︑この二つの蔽盗を

る︒

取りあげ︑その概嘆を紹介す

一

である︒

にあって︑わが隙が軍期に濃纈ウ
ランの国歴化を図り︑臓寵難を確

濃縮 u 国 産 化

保するとともに︑さらには︑圃際

的役割を果たすことが盤面であ
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翻

縮役務が必唖となる見通しだ︒

一方︑各電力食祉は︑米麟エネ
ルギー省との契約により︑臼謝五

で脱外国依存
わが麟は︑現在のところ︑ウラ

③偲頼性︑経新腔の面から最露

なお︑ウラン濃臆慣進をめぐる

ムを確立する︒

鑛

暫

豆撒翠蕊珂胸3A

千諭万KWの原子力解離に必礫な
ウラン濃維役務︵磯間轟六千樋S

また︑動力炉・捗藩邸開発箏濃

協力が必要であるQ

ついては︑圃および二間の緊踏な なプラントの建設︑運転のシステ

なお︑効果的な保障類同の適粥に

化︑合議化を圓る︒

この場命︑動燃嚢婆園および無

な息合整備に男めるものとする︒

闇が矯警な連けいを凝り︑原型プ

として健全に発展していけるよう
原型プラントの建設遊転は︑動

だ︒また搬型プラントは︑欄当な

とが現実的である︒

力炉︒臓燃鱒開発石子園が実施し

生蔵能力をもつ濃纏プラントであ

がこれに積揮的に協力していくこ
▽園収ウランのリサイクル利用

たパイロットプラントの経験を十

ト灘画の揺返を図ることが適当
薄処理工場で回収されるウラン

積極的な協力を得て︑康型プラン
ているが︑大規襖な蹟子力発電開

は︑プルトニウムと同じく貴虫な

民営の協力を期待

ランスのユーロディフ社との契約

兜逢國であるわが圓としては︑今

発計画をもち︑殿子力平箱利粥の

る︒

により︑懸板五十近年から六十四

WU︶を確僚しており︑塞た︑フ ン濃縮役務の全心を海外に依存し

年までの十年閥にわたり約九哲万

分に艶まえて実雁されるものであ

くことが前提となる︒

ラントの翼体図鑑噸を磁立してい

国内燃料演灘であり︑これを国内

電力業弊が引き薫るとともに︑原

り︑その濃縮役務は二合な緬格で
ると同時に︑その成果は民間が実

岡目醜な惰鑓をみるとき︑わが国

の濃編工驚で颪濃縮してはじめて

KWの原子力発翫に必要なウラン 後︑次のような観点から︑濃囁ウ

濃縮役務︵薙閣整千誘sWU︶ ランの田不為を進めていく必艘が

団において齋積された技術を民聞
型プラントは将来︑ウラン濃縮舞

なお︑順型プラント計臨を円沿

施する蘭聡プラントに礁擬反映さ
ある︒

ことを胆期に開確にする必喚があ

がウラン濃鰭蜜叢に参入していく

そのメリットが盤きてくることに
を確保している︒

のウラン濃編臨海主体などに円滑

れることになる︒

に移転していくことは︑ウラン濃

なる︒今縫の罠間爾処理工場の運

に進めていくために必要な技術開
転により大面のウランが回収され

発については︑引き続き動躯蜜業

▽ウラン擬縮役務の安定供給の

ある︒

確保海外にウラン濃縮役務を依

という観点から︑技術開発を推溢

隙型プラントを璽期に着手する

業の一部として磁荊されるべ鷺で

撮記の契紬により昭稲六十薙代

原型プラントは技術開発襲繁が
中︸．﹂ろ塞でに︑わが国が必蟹とす

ヅラントより舗高であり採算ベ

多く︑その建設および運転は．飼式

トの弔嬬早手が望まれる︒

てくることになるが︑そのリサイ

り︑この競場からも︑康型プラン

クルを圃内で諾結させるために

縮脳油化を進めていくための要で

召した場台︑供胴裏の酸策の変

あり︑この点に腿する特没の心慮

更︑海外濃編工場の翼下などわが

嚇しい◎

るウラン讃編役務は満たされてい

詳細については営業部にカタログを御講求下蓮い。、

（一

団を中心に雛准していくことが望
る︒それ以降については不雄が宅

醐響購灘ﾘ

：熱電村轟轟計・どうニー真空計・電離真空計吝種

◇真空計

◇離縁ニカルフtrスターポンプ：．300⑪〜33000〃n蜘迄各種

ε量；錺ツプ：『階熱論手動舗各種

◇騰難ポンプ・・径2瑚迄籠

：1〜5◎◎幻sec迄各種

◇イオンポンプ

灘鍵蝉攣

鯉転擬炉部金
ウラン灘部会

：6◎〜15000酬籍痴話名種

◇油園転真空ポンプ
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