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いるか︑補繕などについても現場

おaいの趣絡体制はうまくいって 十七府県で計醐がすすめられてお

だけで処理せず︑本店で懲附して

象だ︑禰溺堅では岡センターと

なっている︒

昨隼一雪間で五絃匹樫礎が放置さ

る︒すでにクルマエビについては

いるか︑キチンと山際は残ってい

設立したい考え︒この研究所で

は別に︑娯樋薗研究所についても

これに対し︑禰煽県のケースで

いない魚種について研究を灘め︑

は︑現伍豪だ糧菌技術の確立して

れるまでになっている︒

は︑自然灘水とともに︑樫鋤原子

中川科学技術庁長官は二田︑闇

中鎖畏官が会見で明かす

廃棄物施設誘致

北海道幌延町が

鋤している︒

種曲魚樋の多様化を園ることを計
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り︑誘致の憐実を明らかにしたQ

ょうとする疑えの︐ようだ﹂と語

を誘致し︑地域振興の起芝葺にし

地で︑町長以下が睡地処分の施設

について︑﹁確かに醗延町は過瞭

べて取水できるようになってい
る︒

同センターは︑濁排水六野十漣

／時︑臨然撫丞一十八十鏑／蒔を

らゆる夢野に携わる︒七九葺から

醒

凝

．燈

羅灘鱗

際

羅謹羅

懇灘騰︑

め、総合電機メ・一カーとしての技術力を詰集させて、

鱒

・譜藷総︑酬
鍬騨堅田一

・

．舷議︑磁蓼撫︑

磁駿

論灘

@

りをめ噛しています。

るか・などについて総台的なチェ

瓶憂僅では︑この新しい制蔑を

ックを行うことにしている︒

原子力発鷹探蜜講蟹憲二嶺を新

スタートさせるため︑来臨度から

献かできわめて厳しい瞬鋤となっ

壷麟の大蟷な鱈籔は行政改革の

設︑騒気燦業法一〇七条および原
子炉弊規制法六八条にもとづいて

ているのが宍偶︒このため︑通産

立ち入り検董なども行うことをみ

欝では﹁保安魁理の徹鷹は︑電力

にもとづいて︑その臨主翼理体制

余雛の農密濾出が墓本﹂との響え

新調査窟が就圧することになる冤

現在の計画では︑今滋ころには

えているQ

を一厨驚備させ︑これを国が脇接
的にチェックすることによって万

震だ︑通産街が各原子力発繕駈

込み︒

具体的には︑驚力盆社に社内の

に派遜している運転管理琢門宮に

金を期したい方針だ︒

芸無嫁制をチェックする保安監査

ついても来庫度から︑げんざいの
十一名を十五犠に憎強︑衛理襲項

期す方餌だ︒

にチェックする多躍のチエツクシ

機能を警備させ︑これを国がさら

が申心

や

取水できる︒

わが国では︑げんざい輿海︑浜

閥︑敦賀︑富浜︑罵根︑玄撫の各

原子力発蹴所で濃耕水を利用した

原発湿排水利用では澱大規模の設

入闘

物

の明確化をはかるなどして万金を
これ脹での検黄は

ステムが考えられているQ

いくと苧調されるのに対し︑検 だつたが︑ここでは

膨省が﹁獲る瀕業からつくる漁榮
へ﹂を黛糠に彙圓の都適府県を対

代の窮状を少しでも緩甜するた

獲殖等が行われているが︑福鰯県

象に実施している制艮︒二百岬隠

め︑繋に補助金をだして口慰煽を

などの卯を稚魚にまでそだて︑こ

輸となる︒

載壌漁榮センターが完成すれば︑
する︒

れを海にはなそうとするもの︒

建讃︑ここでアワど︑クルマエビ

載鎌瀬繋センタ︸驚想は農林水

㌶エネルギー・核物理︑磁気核融

原子力産榮への難題一！軽水炉の

ギー基礎研究︑健康・環境研究︑
︵艶気工学︶〇六六〜七六隼マリ

合を撞潔︒︵セッションーで﹁ア

〜六六鰯カリフォルニア大学教援

ーランド大学教授︵物理学︶︒七

している鳳レベル放射性廃贈物の

を求める﹁反核太軍洋国際犠名﹂

試験的海洋処分や仏核実験の中止

をすすめているベラウ共和麟や臼

本の三民グル⁝プの﹁反核太聯洋

国際羅箔言動噴務漏﹂の代孟＋猛

は一日︑科学捜術庁を賄ね︑これ

署名を後藤蜜嬢争力鰹全局次錘に

まで鍋まった三万九哲四十九呂の

手渡した︒

．露

覗

騒暫鞭

窯騒騒浦織気秣式会祉／原子：力護繋本綴

安全確保の徹底図る
保安管理事項を明確化
逓配霧は蘂年魔から原子力発鱗筋の保安審理体制の強化にのりだす方針だ︒これまで︑國による濫発のチェックは︑おもに機羅や
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磁力巾央確鑓所は来週旋をメドに︑原子力量織飯が立地す猫場台の地盤罫価芋掘の搬準化誠罫をとり濠とめる激騰だ︒機翻や建鎚

最：大寸法：18◎0×24◎0陥
《その他の製造品蜀》

中性子遮蔽用含豊艶アクリル樹脂板，普通アクリル樹脂板

講
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薫蒸研究されてい︒ゆ三

それによると︑バクテリアリー

鉛当量（板厚）：0．1鵬pb（7繍）より2mmpb（46mmt）まで各種

附な贋譜などをかみくだいて解説

ます︑経済協力開発鰻重︵OE

した︒

黄鉄鉱篶を分解して硫酸をつくる

CD︶のだ蔑として︑﹁バイオテ チングとは︑チオバチルスなど

j微鑑物研究所の斉藤H向捜授 クノロジーとは︑生物のはたらき

《特性》

臓氷端子力産業金箔は二月二十
三闘︑索燦・丸ノ内の臼木工簾ク
ラブで︑第九十二回原子力丘町懇
︐賦会を漬いた︒今圃は︑藁京大学

の京わりにあるウ

0．000
0．095
0．381
0．714

バクテリアを利目して︑麟出鉱難

うごウムをその碗

酸に翫かしだそう

0．096
0。378
0．678

をその談ま利用したり︑模倣した

ウラン回収でも研究

とするウラン回収

方法のひとつ︒ウ

0．093

が︑﹁避伝子丁学の最近の進歩﹂

と題して講演し
た︒

帯藤教授は︑

遺伝子工学で斎藤教授指摘
りする魚鱗偏とし﹁細胞融倉と組

で初めて開発︑製品化に成功した

である蟹R憲法による光ファイバ

水素
酸素

にくらべて標選化のおくれている地質︑地盤の敵麗姓詠緬羨の橡準化のあり方をさぐり︑立敢の効率化をはかろうとずるもの・

丑木学会と歩調合せ
耐震と 地 質 の 2 テ ー マ で
ここ一〜二奪︑

とか︑﹁バイオテクノロジー﹄と

ランの國収率を高めるために︑こ

省では︑土木学会での検討をもふ

濯伝子工学﹂
にあ為断納が

の鷺つが撫斡技術だ﹂と述べた︒

み換えDNA︑バイオリアクターれらのバクテリアの硫酸の些摩能

であるか

くんている樫準化滋藤も︑こうし

うになり︑来国では新しいバイオ

かいうことばが頗繁に使われるよ

滋断繧

原ず力発露飯の地盛︑地盤の耐

せていきたい考えだ︒

談えて玉石的に禺の行政に反映さ

力を已めたり︑もっと強い醒性に

を轍琿化しょうとするのが﹁断層

耐えられるように改疑したりする

どつかを判断するための調愈愈涼

バイオテクノロジーと原子力産

た動きの一環︒全体を﹁地盤惣の

粟の接点として同氏は︑ウランの

と遮べた︒

一

､と研究がはじめられているG

のに︑臨み換えDNAの技術を使

ンチャービジネスがつぎつぎと設

霧§Q

テクノロシーの開発をねらったベ

紺震蜜定性評判泰泓の標準化一と

﹁岩手県にむつ

仮停泊の用意扁

バクテ弓アリーチングをあげ・オ

獄籔余牲評伽については門原子力

にならないよう

票漁巡会畏が握粟

・yされている現状をふ濠え︑噸門

発露所の地賃・辿鍛に閃する安全

また︑﹁屋外函憂構蟻蜂の耐震

門地質・地難の調査・試験法の較 活動性調査法﹂の開発のねらい︒

口口扁のニテーマに分け︑研慌認

審査の葬引﹂︵隙子力蜜全委員
くム︶がその鼻木力劃として承され

カラ窪き

聲譜轍法﹂では︑㌦故の際︑原子
炉が
にするため類頭なカギを握る乳驕

が餓魁期限︒一刀︑門むつ﹂の受

洛で戴蔽改悪工裂溝だが︑八月兼

ファイバスコ

石英系ファイバスコープ︵聴磁名

の特色である耐量職敵仕に轄宣

0．◎18

一

醐を進めている︒

このうち︑門地翫鵯の瞬震寡冠

に︑岩ξ県の海岸側即央部︑下溺

け入れ先となる胃森県側親臨︵県︑

ね︑原子力澱﹁むつ﹂の仮停泊愚

むつ市︑繋灘運︶と岡︑鼠本原子

面高漁築協礒組命連禽衰︵金額

い︑と印し入れた︒

伊郡山田町の山田湾を考えてもよ

ープを製品化

大日日本鷺線が開発

とになる︒しかし︑大湊湛への入

求では同蒲大湊継に僚泊させるこ

濠技術研鑑駈と動鮮撫楽団に相次

ダイヤガイドス灘ープ︶を蹴大生

大田脚本徳縁はこのぽど︑慨界

織・鯵泊についての条件は︑今

能だつた溺湿下の湖炉︵二千度C

索大愚研では︑従凍臼視が不珂
期隈に間にあわない一重も予想さ

た︒

が同時に褥られることが確認され

解明な影像と確度の高い温展吉報

級︶内の電鍵用として用いられ︑

鈴氷提纂となったもので︑その饗

総携会鑓騰代に︑隅一港の母愚撤

︸方︑動燃では同祉独酵の製法

難には︑罎手県出身の鈴木総理大

このような状況の巾で︑今國の

れる︒

かんでは︑八月の佐鳳保湛の無危

っており︑その話し台いの進展い いで納入した︒

後︑醐係書閣で協講ずることにな

新母纒を建設するが︑薪好目完成

声明︶によれば︑むつ斎関根浜に

十照日に玉垂した王事声量︵五暫

力鰍研究開発一業麟が昨薙み月二

県露里自裁は二月二十三臼午擾︑

現在︑﹁むつ﹂は長山県佐津保

連︶副会長の鈴本石畳概門・鷹手

科学技術庁に中川一郎最宮を訪

階；≡二﹁蕩一一≡髄；謄一一開一≡一一歴毫一︻聾曽柵一一憂一憂一≡一輔−露墜一糟一一﹁≡コー一山

億円︑蝦藻開発促滉対鎌鴉別会溺

ー三瀬のために︑万籟の体制で取

く酉六十八陶円を麟上︑エネルギ

にすすめたい扁と課明した︒

また︑このような日子力研究聞

り礁むことをあ毒らかにした︒

発墨罵を支える玉書として︑五十
七年展では一股公刮千七︸臼六十二

である三蓑重工集︑来ウエスチン

去を含む礪者協定に謁印するな

して六システムを採用したもの︒

して︑放射線場内の状況監視罵と

したGこの購し入れに対して懸崖 に戴十七システムを受注してい

0．00◎

0，326

ている︒

性評価芽法の橡準化﹂は①周辺斜
鰐取水路の酎欝調斉手法にメスを

しかし︑地撫・地盤に関しては

面の蜜憲性目口泓②建屋墾礎地盤

リイトごとの影糠が大きく︑笑際
の麹用にあたっては不明確な嶽が

禰一﹁蓬≡曽一丁Ilーム

の八三を撫外から輸入に依仔して

もかかわらず︑そのエネルギー源

乗界第一覆のエネルギー消費園に

そのなかでゆ川縁冨は・﹁回宙

特注蚕員禽で欧儒数明を行った︒

ニ二四爾︑参武院エネルギー登第

巾川一郎科学技荷斤長管は二月

羅能中川長官が所信表明

核燃料鮮確立に全力

−鼎一

論をまとめ士木学会に撮出︒通産

億申研では︑家年度をメドに結

入れる︒

の評舳ーーで構成︒必敗な凋査・

の耐籏性評緻法④計算プログラム

試験の範囲︑数簸︑調査︒試験結

の蜜定性評姫法③歴外貞門構造物

先行炉のケース巻ふ濠える形で調

果の詑価と設紺への利則方法を示

残されているのが実事◎たとえ

費か行われているのが実慈で︑部

ば︑これまで実際の地欝調査では

分的には︑不台理な薩も揺抽され

鵠

ど︑過去に原子力船開発に関与し

大購暴懸では﹁従来のITV

べて監視スペースに期限されず︑

かつ胃命が長いという本システム

カメラ箸を摺いた観察方法にくら

の擬所が評価された﹂としてい

県側と協議中であることを説陶

れている︒

さらに︑同スコープは高炉内観

も納入され︑実用されている︒

途として三菱難工鍵と関西霞力に

京た︑このシステムは同糠の購

る︒

更のない響え方を添したと伝えら

し︑今のところ醐の星水方針に変

これに対して中川長筒は︑冑森

てきたことが上げられるQ

グハウス︵WH︶袖と︑閣西白鼠 距が︑昭和脳十九隼十月︑慮概党
︒九州自力・露塵電力・田本原子

力発霞︒北海道億力のユーザー五

わ︑それに政府の援助により﹁で

旭だいとしている︒

きるだけ阜い時期﹂にスタートさ

員体的には︑メーカーの二挫が

それぞれ薦億円︑ユーザー五社が

百億円︵禽計︶︑政府援助五十億

円の出資緻が見込まれている︒事

認轡会見で︑鈴木緊漁越金長との

月二十六日︑調川長窟は閣識後の

さらに︑このムム猷の三日観の二

研究テーマの分担は︑それぞれ

脇駈は︑東蕉に置く巌巌︒

の縄験を生かし︑メーカーがハー

金談の腐上︑同県漁逮会畏から同

長官は﹁滋藤はうれしい︒しかし

0．00◎

ホウ素

0．701

1．17

1倉60

すことにしている︒

塞た︑﹁雌烈・地盤の調査・試

曇一一一一 二零一一 三呂費憎 二一一ヨ彌 サ掻撫曽 嚇雄一榊一門 三﹇一㎜圃 篇澱誓

いる﹂というわが隙の魔弱なエネ
ルギー供給構造をあきらかにする
なかで︑代懲エネルギーの中心的
役馴を担う双子力開発の鞠粥性を
指摘︑ひき統き︑その研究開発を
推了する姿勢を強調した︒

また陶琵露は︑五＋七年鹿の原

ン濃縮の国鳥化︑髄溺済み薬料の
爾処理対策︑放尉性廃鉢物の処理
処分対簾の抵進箸︑こんこの原子
力発煙の拡大に見盒つた翻窓的な
核燃料サイクルの確立を園ってい

県北郡の九芦郡野田村に﹁薪母港

三︑四号懲設には間に台わない

今は︑閲櫻疲一本で蕩えている﹂

の品顯蟹理高等として︑現在まで

察用︑金属合接都監視扇︑圧延材

爽岡研究は︑三原宋か四月初めに

語ったQ

が︑次の代には轟入できょう﹂と

0．000

素

ていた︒

こうした恰勢をふ濠えて︑通だ

の重塑度の考え方②断層活動性調

験法の樫蘂化﹂では①土本構築物

査法③地震濡動性調賓法④︷磯地

省では︑これらの通徹葬法の標牽

い土本学愈原子力止木委鼓動で
質構造調剤演⑤地盤調査︒試験法

化にのりだすことになり︑げんざ

も・理行設部のレビュー鴬を実施

シミュレーションによる一般化︑

地試験法の開爽︑試験融果の敬値

し︑間題の摘出を一43つている段 ⁝iをテーマとしてとりあげ︑現
階︒京た︑瓢力業界も露力奥通研

を行う◎

物甦値のバラツキ評価などの研究

究として︑岡一課題をとりあげ土
木学会の活動を支持するための研

藁需一一 三一一一

このうち︑原學力発亀所の闇闇

究穰魎をすすめている︒

三一欝

今測︑電申研が今無度からとり
＝@ 蓋一誓7 三器一一 一三一言

バランスを考えると︑突読炉建識
はおしすすめなければならない︒

なお︑プルトニウムを軽水炉で使
う︑いわゆる﹁プル・サーマル﹂

︵プルトニウムを拡散するという

については︑蒼定はしないレが︑

ですすんでいるように思う︒少な

ド腰を︑ユーザーがソフト醸を担

を受け入れてもよい﹂との晦し入

当する︒

¥六日︑記暫会見を行い︑AP 会見の席上︑小林噴騰は︑この

スタートできる兜通しであること

る︒

については︑﹁核燃料の有効利絹

をあきらかにした︒

めの一歩として︑先鼠︑中川四駅
頭とズレ込んでいることも群繕え舞

を圏る観点から︑﹃もんじゅ﹄の
たわけだ︒

建設薯︑新型動力炉の開発を強力
て頒蟄た︒プルトニウムの適正な

わせると︑ATR総懸炉はきわめと鷲池むつ市長との金談がもたれ

グローブボックス用前面板（貝回隙子：力研究所〉

含珊素アクリル檎縁板

0．480

炭

響／錘

元素組成

30重量％

13重量％，Hタイプ

鉛含有率：Sタイプ

36

：普通アクリル樹響板

目含鉛アクリルXA・H

鉛

ゑギ

（含鉛アクリル樹脂板）
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産

動一一一一質

で科学技術甘が中心となって行っ

題としては︑①笑施重体をどこに

くとも習建的な方向にはすすんで

纏濃豊WH社など7社で
小林薫一郎融融織力敏長は二月

「4月初めには開始」

力

原
藍里一篇

秘学技術庁の由野魏魏賢務次官

慧味で︶慣露にすすめるべきだ︒

するか②資金調達⁝一がある︒

一︑A聡R実旺炬のこんこの開 子力研究開発利胴について﹁ウラ

と臨接な協議のもとにおしすすめ

一︑酌大平洋議国へ説明に行く

︵欄人的ながらも︶繭岡きな方瞳

だけでなく︑それらの諸凶の人た

一方︑説明愈の開催箸で︑建設

きたい﹂とのべた︒

一︑僚子力船﹁むつ﹂閣題は︑

いない︒

してほしいと望んでいる︒その努

に向け穴きく鋤きだした高速惣殖

APWR共同研究

一︑FBRの実用化が東灘紀初でおしすすめるつもりだQそのた 炉︵F8R︶原饗騨﹃もんじゅ﹄ WR︵改二型加駈水型軽水炉︶の APW冠の野心について﹁大飯れがあったことを初めて開らかに

力をこん︸．﹂とも癒ねていきたい︒

これまでの政府の既楚方針どおり

ちも︑わが麟の独子力臓設を視察

ていきたい︒

は︑自賦党をはじめとする各機関

な穫蜀を難しているので︑こんご

てきたか︑漢民党としても欝欝朗

﹇︑低レベル放射牲魔勲物の試

て次のように語った︒

認奮致と懇談︑原子力騰勢につい

︵舅写翼︶は二月二十万日︑科学

山野次官科学記者会と懇談

ATR推進を強調
一一

難

簸

・

と

ド

ゆう

電申研が57
験的物量処分については︑これま

一一

ﾑ一

（2）
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聞

年内に建設許可へ
晒三熱遅れていた三基に対し
︻パリ松本駐在澱︼薦独内掘は︑このほど︑敬麿がビブリスC︵ヘッセン州︶︑リンデン︵二葦ダーザクセン州︶︑イザール亙
︵バイエルン鋸︶の三原発の建設に岡憎しており︑年内に建設許薄を擁す方餅を朋らかにした︒

ベルギー政府詩四憾七千万︑KW・交流発殿機の発注について︑西

ルコはアックユ︵地申海岸︶に六

めだ︒契納総額は約十六簿が︒ト

U縫二千万︑西独晟間霞力余社睡 独のKWU社と交渉することを認
二簡翌ハ千五酒葺十万︑跡追触支出

︻パリ松本駐在贋︼フランスは

減し︑作業効率を高めなければな

らを除染して︑作業興の被囎を低

理をクォドレックス社が引き受け

建設する計画の︑プロジェクト管

旛設を︑台湾南方のオーキド騒に

らの低レベル廃冷物閲絵雛の貯蔵

し︑中国と雷蕎に躍力を供給する

所︑久保田鉄工︑目星造船︑策京

トに駐在し女雛力会社のii建託により簸薪請込彗と一転上の潴周題にとりくみ日野

ずるとみられている︒この間慧に

十一慰二千万︒

ェーデンのアセア・アトム社に発

十万KW議発建毅を計画し︑スウ

注を予定している︒

仏ラァーグ工場

新旧処理施設
がテス峯運転

︻パリ松本駐在澱︼フランスの

二月二十瞬︑ガイアナと一九八O

秀さをほのめかしている︒台湾の

もう少し詳しく酒興内容を紹介

らない◎露試食祉にとっては︑運

ることになったというもの︒

ため広東幾に原識力発躍駈二黒を

殿力︑策洋エンジニアリングなど

電話（03）43i−603｝（代）

EVS詩五千五哲万︑イザール︒ よって新しい出資比率は次のよう

顯独蚊府警二十六億五千五菖

になる︒︵単位は場︶

万︑オランダ政府憶四億七千万︑

ら工鱗の技術朗進捗が麻痺状態に

APU謡物で上しいプルトニウム

コントロール︒還転される︒

蔵施設から成り︑新設の制櫛叢で

この施設は溶剤処理施設︑しゅ

敷府は佐民投票を要賑したが︑中

がムダになる︒イベルドエロ社は

仏とガイアナ

地方蚊府︑中央敷府と難燃策につ

ン翼浮嚢董を行う協定を強化する

蕉の十六万平方試図の地域でウラ

経済附に開発できる資源が発見さ

麗︑表面部が汚染するのは避けら

例は︑台湾電力がテンサン原発か

すると︑たとえば︑エンジニアリ

紙再開が一翼遅れれば莫大なコス
トの損失につながるため︑除染の

また︑設備2

建設する計画のコンサルティング

日本は︑放購能規制が非常に

約二十被︒郷社はこれ求での﹁布

日本代理店

万︑バ︸デンベルク新三千万︑

アンペール・ベルケ鷲ご千六菖
万︑ネッカーベルケ尋二千ご哲
万︒

前途⁝厳しいレモニス原発

最終閉鎖案を延期

VEW︵ドルトムント︶候一億

エネルギ⁝研究開発費として︑

二千万︑HEW︵ハンブルク︶聾
五千二衝万︑エレクトロマルク日
一千五酉万︒

イベルドエロ社は︑建設串のレモ

その追加出資は︑議金がSNR ︻パリ松本駐在鐸Uスペインの ・リアンがH愛Aに賭殺されてか
三〇〇の聯想開始に握奮梅を発勤

が保謹されるまで勢働を拒豪して

ニス原発について︑ETA︵バスある︒職鑓はE？Aに対して安全 ラアーグ工場では︑このほど︑M
ク過激独立運動︶に附して職興の

原子力発霞は一九八0無一次エネ しないことを条件としている︒そ
こで二月末以降︑資金が切れだな

西独の一九八一奪末還転巾の原

発の総出力は九酉六万三千KW︑ ルギー消磯部の磁・七％︑八一隼

ヨ原発はいずれもKWU社製の自由連立政縦の見解が分れている
欝三十万KW糖麗水型炉︵PWRの
︶で︑認葛は秋の州選挙以時とな

処理施設のテストを始めた︒

う酸化物沈殿︒ろ過︒焼化施設︑

いる︒イベルドエロ社では︑工贋
遅延による被憲は︑一日酉二十万

しゅう酸母水処狸︒酸化物中開醗

安全が傑証できないとして︑蝦終
鮒閉鎖を耀し出ていたが︑中央政

懸を打開するだめ︑バスクの地方

がに達するといっている︒この珊

らば政府が世界帰までを出資し︑

この秋議禽が拒蕾権を発没しない

とに同懲した︒

府の要講により閉鎖を廼期するこ

建設中が千欝二十八万四千KW︒ 顯・七％を占めた︒

ことを約索したならば︑各躍力会

との濃額発についてはRWE︑バ 岡原発は三分の二発成している

して注属投票を撮哲した︒

央政府はレモユス原発は必要だと

工薯現場が瀬瀬されると従業録
三千人が失業する︒家た︑総工費

いて交渉を続けている︒

協定を締心した︒薪協定は︑概査

れた編台の開発莱件を定めてい

だ地域で探鉱を強化することと︑

によってウラン鉱の兆換がみられ

︻パリ松本駐在員︼トルコの外

る匹十万KW原発二麓のタービン る︒

相は︑このほど地中海岸に建設す

トルコの原発二鑓

は西独へ発注か

タービン発電⁝機

十五億がのうちすでに支出した分

ウラン資源探査
強化へ協定締結

が︑一二餉に狡師長ホセ・マリア

耀．聴

ーゲンベルクなどが追加出賢に応

纏懇

クター約ご十五社︑機羅供給会社

れない︒保守・点検塒には︑これ

ング・サービスには︑プラントの

鮮価︑環境影響の腰折︑許認可・

部を取り蝕える場

厳しいので︑クォドレックス鋤

ノ

術調蜜をi委託実聞いたしまず。

で︑倉計出力三哲九十万KW︑総 ろう︒
工費齎五十億膨︑一九八九〜九〇

祉が支出する形になる︒十一億瑚

増鮮殖炉一纏塾双︑継続へ

幽遠繍の苧定◎許町箏続きを健進
ずるため︑炉型は一環承認するこ

とになっている︒三原発とも次

社が負撮することを内響とした︒

へへ燃ぶ

・漫

め︑※麟の磁力会社などではこれだい意向で︑その点で︑B竃の市

約二＋五社︑その他約十五祉︒

三鴇三ξ一＝装一三一一三ξ一一㎜＝一箪篇三一三覧一＝ξ二驚苫藁一盛轍三三三一蒙一一扁三㎝護窒壽

米麟のエンジニアリング・サー

らの問題の解決を孚助けしてくれ囑は﹁きわめて戴要かつ萄望﹂︵ネ

筒まってきた︒こうした要謂に磁

基本仕横欝の作成︑入札仕地業の

されだのがクォドレックス社で︑

管理③配管および配蟹支持燈躍エ

磁蠣牲罫非常に大きいわけだ︒

クォドレックス社の営業分野は

市︶は・田本帯場への大縮逡出を

アリング②碍子力発矯燐の運紙

接こたえるため一九六九鋸に創立①コンサルティング・エンジエ

千百入のスタッフを擁している︒

蜜全解析︑耐震・構造解析︑電気

台︑それを転送す

岡祉は︑中鷺とも秘興起に接触

ン︒ネイマーク会長と︑ジ田ン・

ンジニアリング④プラント鋤郷お
ものがあり︑扁盗

へ本腰

張出の騒近の濡動は鼠覚慰しい
遡閥にわだって鼠水の蟷力金祉や

メーカーに対して精力的に売り込
み酒動を展開した︒

いがあり︑ジャパン・テック︒サ

碍社が将来の布場拡大を予想し

欲満々だQ他社との隔靴において 石﹂の活動から︑﹁地取り﹂の段

は︑﹁おおいに活躍できる﹂と慧

臼塞とは︑過去六年聞の付き眠

ービス歓が問筏の総代理店になっ

をしている︒

頚は除染によって

ている︒クォドレックス社の日本

るのに除染が必要

再利照が可能とな

が︑七九隼二千三

醤万が︑八O鴬語

るなど︑除染部門は大飽くクロー

クオドレックス社は︑米国の露
気嬢業の鷹野のなかから盤濠れて

千三百万が︑八一

計櫨網郷︑プラント・システム設

て︑現崔とくに力を入れているの

だし︑澱璽な道纂
きた新しい象社だ︒すなわち︑発

四薙間に五簸以上もの大藩な伸びよびコンピュ⁝タ︒ソフトウエア

薙七千万が以上と

除染分野も有望視
露規換の拡大につれて︑発瑠所の

の顧客は︑軍田バルブ︑臼立製作

キシコ︑台湾︑スペイン︑ベルギ逸話略説ンジニアリングーーに大

は除染・ディコミッショニング・

ップしていく計麟だ︒

階へと︑対辞譲斎堀戦賂をギアア

レックス社
設酎・網田が艘錐化し︑規制要求

ズアップされている︒

別され︑その顯響は内外愈わせて

も︑最近︑韓国と痴湾で競畢に

を示している︒

計から高密度燃綱支持ラックの設

も広縄闘で欝細になって港たた

1︑中国︑スイス︑齢園などでの

勝つたことを示して︑妓術力の優

このうち︑日本︑西ドイツ︑メ⑥除染︒ディコミッショニング・

海外濡動による収入が︑一〇〜一約衡五十鋤にのぼるQ来煽内の顧

麗解物の分野︒原子力発露所が運

計など多簸にわだっている︒

⑤運癒澱訓練︒シミュレーシコン

米・クォド

難難日本市場開拓

F︒ベーカー硝社憂が來臼︑約一

この二月中旬︑同歓のシャーマ

めざしている︒

︵カリフ蛭ルニア州キャンベル る技術コンサルタントの必要性がイマーク翼長︶というわけだ︒

ビス会樵であるクオドレックス祉

藁葺一襲㎜叢

過激派の翻迫によリ工臨の進捗が妨げられ
ているスペインのレモニス原子力総総所

の遡り蒔認可申請を行っていた

彊した︒このため︑建設に一五％

緊追加支出に条件付同意
︻パリ松本駐蕉農︼西独がカル

ぐノき︑

弄∴か

イセンエレクトラ野八千五百万︑

﹀

y 懇繕翻

が︑認可が遅れているもので︑よ
うやく動き拙すことになった︒

リンデン原発薩VEW︵フェラ
イニグテ・エレクトリチテーツベ

は中断の危機にさらされだ︒交渉

しかし︑この交渉は難航し︑剖藏

ずつ幽鐙しているベルギー︑オラ

は館内という期隈をす調て続けら

函独政府も昨秋から財政欠附の

なった︒

カールに建設巾の誌速趨嬉原型炉

が建設跳の不足分＋一懸場のうち

SNR輩00計顧は︑各電力禽ン
祉ダ繭圓政府も難饒を承すように
九億三千七胃万場の支鵡に条件付

ルク︶が七八庫八月に建設許珂薗

イザールπ原発1ーバイエルンベ

認◎今麗の轟工認可を期待︒

ルクが七九無二壕建設許剛を印

ある︒その内訳は次のとおり︒

れ︑今園ようやく妥達したわけで

︵単位は疏︶

ため溜額が霊しくなり︑計圃を継
続するならば各飽力会社の膿資比

RWE翻三億七千蕃万︑プロ

きで同慧したので︑中断されるこ

ピブリスC猿発11RWE︵ラ
とイ
なく推進されることになつだQ
率を八％から二八％に引上げるこ

諭︒照月にも着工講弼を期待◎

阿計画の議初箆戴りは十五億虜

で︑S層Rゑ00の碓設は一九七
とを条件とした︒それは︑政府

ニシェ・ウェストフェ！リシェ・

エレクトリチテ⁝ツベルク︶が七

NWDクラフトペルケ障八千八酉
万︑バイエルンベルク聾︑
七千着

三奪に讃工されたQしかし︑完成 は︑とりあえず五鯨鷹を支膿する

て︑総工再発積りは五十億嚇に膨

』

一三ヨ欄﹇巽＝三一一贈認一一一三ξ一三善︸薗蓬＝三量三ξ一＝一三ξ＝一重一三一言ξ三一一﹁≡㎜﹇三隔董讐㎜碁蓬三襯闘藝一㎜㎜三︻

が︑不足分の十一億婦は答聡力金

五無に艶一繕 の 建 設 評 司 申 講 ︒

に再度串請Qヘッセン州の社鶏︒

その後数り下げたが︑八O銀十月 子建の一九七九薙ははるかにすぎ

部

》

こ・潜

㌧

ノ

脚すれば︑製織賦滅内の機器・装

対策と開発に口詩しており卜す。射た米國原子力＝コードi委員会の窒科罰のメン
バーに選出されており毯ずのでこれら実損、経験及び高慶な摸術し ペルから技

ーション

／λへ・．∵薯

ェアを全双入の叢分の一に拡大しテクト・エンジ一一ア／コンストラ

て廃棄物減容化とAしARAプロジェクトの遂行。

4100名以上のΩUADRεX社技術スタッフは米国内及び漕外醤地の原子カプラン

⑳トータル除染システム・プラントを設計いたし難ず。
㊤除染廃棄物の処理、原子カプラント懸命延長対策、廃炉対策等のコンサルテ

☆ 原子力技術調査報告と開発情報調査

ルライナー箸を効率よく除染します。
◎米圏バテル研究所（N．W）との独占技術提携により開発された最新技術を用い

凝讐轡

五％を黒めている︒今後は海外シ轡の内訳は︑驚力約六十鴛アーキ

を経済的かつ高能率で除染しまず。
㊥電解除染装置（エレクトε］ポリッシュ）はタンク、工臭、パイプ頂及びプr

難したトータル対癒技術サービスをいたし毯す。
㊧昌種シミュレーター及びソフトウエアの閣発と仕様作成
⑬NEiW LOADS（コンテイメント及び建屋）を嗜めた安全解析
㊤多入力配響耐震七六

の
◎密懇懇フレオン・クリーニング機と高圧フレオン除染装置は工異填、鶴材等

㊧火災解折を含めた防災設計、安全システムの確立（SAF巳TY ASSESSMENT
SYST酬議SAS）等の当地から緊急対策センター一向のNUREG一〇696を採

設計。最新除染機器

取締役社長横田和夫
福島麟所所長宗形正人懸舌02402−2−5802
☆プラント安全設計・安全解析・安全管理方式

☆ 除染技術コンサルタント・セントラル除染プラント

ビ〜／素
幽．

〒105東京都；巷区芝大門1−4−io大蔵ピル
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畏い闘の懸躍だった蜜盆間題がほぼ解決したカルカール

増殖炉︵SNR三〇〇︶︒運開は一九八穴年宋の予定⑪

島本イマーク会撰i
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繧ﾌとりくみ73として︑オピエで￥酸斜なめてきたか︑政厨は

幽界は小合弾で懲果のない趨領て
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価する︵SFL⁝IN︶プ襯グラ

と鳥︐後の行力について＋分に調査

お・前政権の爪あとが処かに砥っ

フトで掘削する▽八五〜八八媒

オード研究納︵FF望Fをはじめ
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界︑金融筋からの墨離籍購し入れ

二か肋を視妖︑鹸叡に原丁力発灘は︑︸田二十ヒカKWのPWR三夢
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三十凹から証H闘︑開儀され︵A 濱謬へきことなどが繰り返し論．鹸
紙翻の舗約ナ︑ここてはい代つ

る代語エネルギーは醸子力しかな

大するエネルギー鷲黄に討偽でさ

る︒現蔵櫓は原子力開発に横極的
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八一年七月に工瑞が険結された

ことを確認した︒

側は︑安全性の怪傑は騰蟹金体

クして撫入を認めているが︑当局

☆QEC9地域鶴おける原子力安全性調査報告轡

を笑行ずることも十分蓼藍である

UKA巴A
︻パリ礁本緯距鍋︼英国隙子力

（原子カエネルギー機関〉

者︒企業に発注する②巖盛期二千

累にもとづいて現在︑NEAと1

については︑一卑潮UAE轡訪問

DεVELOPMENT

働漏のうち＋二億謬は地域建設染

入に運する勤労薔のうち千〜千二
ので運転要蝋だけでは撮証で遂な

の満方の観点から︑鍛近の予測よ

鷺A内で検討中である︒

︵IAEA︶および欧弼共岡体

公社︵UKAEA︶は︑一九二六
ーシVム・インタ⁝ナショナルを

郊に設立されだ麟穐R1衆社アマ

のため︑ロスチヘイルド︑モルガ

民間に売り渡すことを営めだ︒こ

売部鱈格種四十二Vくうちエネル

ャム線五千万株︵額面二十五Mく

ン・グレンフェル数行はアマーシ

ギー雀鰯千四百八十六万殊保麺︶

る︒

総蹴七千醤万曜を民聞に提供す

労働時間の短縮
を要求してス塾
カットノン工講規燭
︻パリ松寒駐在貴︼フランスの
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多くのOECD加盟国は石蝋供 ︵八義人︶によって維動されるも
給の庄迫を取り除くため︑並とし

いとしている︑一i四陽槻の職澱

醤人は地域労働力による③原登二

墓が運転される購期のEDF臨願て原畢力の魑斜開発を進めて讐

菖万謬強に上るとしている︒

一箪好機の運係による讃審は一山

EDFは︑グラプー3iヌ原晃㎜

も嶺局を支持している︒

されており︑いくつがの国では︑

殴畢力予灘は︑引鷺続亀下方鰹正

の農0㎎Q％は蘭西鰹方出身暫と た︒それにもかかわらず︑叢近の
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NE開
A発予測で専門家協議

らない特別の悶題があるかどうか
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いた︒

問したフランスのシェイソン外縮
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力

しているものです︒この鰯報に

褒国民の漿予力に僻する態度
ら選択するようにと要求すると︑

は反蝕している︒﹁三つの申か

これは︑一月三日置八田に首都
持し︑約三〇％は増讃を支持し︑

力発電蕨だけを通帳することを支

偽臨を支捲し︑残りは来驚﹂とい

子力発電所に対する態度と運転中

の擾はエネルギーについての全開

しかし︑現蕉︑エネルギーは悶

蘭な不二の﹁波漏に乗ってきた︒

じている潰にとっては門炎望﹂
ぶと︐瞬っている︒しかし︑驚くこ

とは︑門聖子力支持﹂の人の方

﹁議論のある嘩要な猪野におい が︑糞尿の政策としてはエネルギ

すべき状態であると述べているQ

ギー節約再製をより多く採隣して

ー節約誉支持しだ人より︑エネル

﹁原子力反紺退勤もエネルギーに ことなく教習をするには︑どうず

いるという購実である︒この二人

て︑結渠に対して繍晃を持にせる

ればよいのだろうか﹂と岡民は疑

題としては黛退転陶にあるので︑

対する一般贋属の開心が塞た勤ま

ニア州の九千七酉一一十堅人につい

の研究は︑西部＋州とペンシルベ

ワシントン州立大学祉会学部の

問を握趨している︒

何か大きな問題が発黒しない隈

るか︑まだはエネルギーに代わる

しかし︑マズール鼠は嵐分の凋

の醐盆でエネルギー霜曇の方を遣

せると︑一般堕民は六十三対十八

⁝簡約と顧子力を対比して蔵択さ

ン・E︒オルセン氏は︑エネルギ

ようだと述へている︒

代墨継として誕示しないカがよい

らは︑原子力をエネルギー節約の

オルセン氏は︑この調査結果か

オイゲン︒A・ローザ氏とマ︸ビ ての繊論調査にもとつくもの︒

査靖果によると︑公正な帳泌が渕

とマズール氏は述べている︒

簗満面は静かに髭移ザるだろう﹂

キのような園内問題によるエネル

民の敗鳶に澄要な役縦を果ザと篇

一榊ヨ酬二一ξ一一一一＝讐

ギ︸不燈は︑測横の膨響を勝つと

窟は︑張る十二月置議会でカータ

ンスのとれた確実に塾つく蒲蝦を

M

蘂一π

離哺璽﹁二一一一7

艀三一一F

二舞τ一＝認

曽隔秦τ

覇禰

一≡﹁

一一警弾

最一一耳

隔刷一＝一

扁曇言

一軽誓三伊

?出迎える繕綜長野薦

鵬

しかし︑皮肉なことに︑シツ陣
ビングポートは二十五周隼の二脚

心に交換しだ︒

シッビング炉茜籍諜を餐し︑増篶︑

しかし︑＋月に

は永久朗鎖へ

調べて︑燃耕を贈殖したか善か拠

OEの計画では︑一九八六紀家か

の公聴会を開始した︒現在のD窟

ートの廃炉の越境影響について嚇

方・DoEは既にシッビング罵

鍛初に営漿運転を始めたの 岡箆することになっている︒一旧

融なる⑪

今隼の十ご月で原子力発砲のか月前にあたる一九八二隼十月聯
な
㈱営業運帳が始まって二十五薙に に永久に題娠を停止し︑炉心を階

鋤

朗は︑一九五七隼十二月十八賦の

帥ペンシルバニア州のシッビング

獄ポート原子力発製本であった︒

伽このシッビングポートは・元来

剛

でD
にディコミッショニングと除趣
齢はPWRであったが︑現在は

ド藝＝藝三︸＝：三冒：曇邑一

行動計画決める

﹁生存のための解洗﹂

昨隼十二月中旬にミルウォ≧キ

ーで開催された﹁生存のための動

員﹂の隼次総金で︑原子力の欝欝

おけるデモを累差する詐爾を決定

派は一九八二隼の原子炉サイトに

した︒

一九△璋の主要なデモは︑7

るQ扁つのデモは︑原子力規鰯委

MIの周辺で行われる予是であ

員会︵NRC︶が損傷のない饗M

である︒これは︑その難の米国の

内で消費される薦潴の二五〜瓢五

三月二十八欝箭後に予定されてお

は︑7M王二弩機箏故の⁝二周無の

定されている︒もう一つのデモ

要な用途は︑瞬房および鷹揚︑工

石繭の代わりに磁気が使える主

い臓である︒

り※魍は石壁輸入蹴を一二分の二以

れている石油とガスの利用を中止

り︑また規在発電のために痩用さ

マサチューセッツ州

票へ署名集める

反対派︑住民投

実施して支援することになった︒

もその他の原子炉サイトでデモを

石油輸入鐙の六〇5九〇％に等し り︑この聴には番地方のグループ

％を舗約することが技術鮒に馬繋

ることにより︑一九八O年に果国 I一葦機の運転認可を出す時に予

で︑石油の代わりに醗気を利用す

同報告齋によると︑黙黙の技術

佑潜は述べている︒

とらわれているためであると岡報

えるべきであるという狭い毒えに

ないので籍しい発電所の建設は翻

担蝸覆は電力は隈られた用途しか

テルを貼られ︑政鎧決定蕎と規制

愚に効率が悪いものとしてのレッ

指摘している︒これは︑躍力は不

事実がこれまで毘逃されてきたと

二＝識＝一一一＝一一＝一＝一篇：﹇＝＝＝＝＝＝＝曽＝麗＝二篇篇一風μ一＝＝＝＝＝冊需川蝉㎜

マサチューセッツ州ウォルサム

ルギー研究グループ橡式会社の新

にあるコンサルティング食社エネ

しい調査によると︑総力で各種の

82〜83年の反対

＝一一垂
蓼 朧：酋＝＝三妄桶二天垂＝曇一肇三曇卿

染を終了する予定︒
撒08の所蕎となり︑軽水塒殖炉
リチャ⁝ド・オッティンジャー下

透いた蜜伝活動である﹂と述べて

黶∴黶∴鼈齦纉

選出︶は︑DO鷺の計画は﹁兇え いる◎

院議員︵民霊党︑ニューヨーク州

員会蚕興長で原子力反紺派である

下院エネルギー節約・電力小委

一三三一簿ξ一三一一飼三二三ξ三編無一一一一三≡ξ一三ξ三鴨川三層ξ覧簸ヨ三一≡一一一一一笹

原子力広報強化へ
過去の偏見報道を修正

スで取扱う獄が多くなればなるほ

ー政権蒔代に生れた偏冤を正すた

提供することにより︑修正しよう

エネルギ⁝省︵DO鴛︶の担嶺 のではなく︑もう一度あらゆるエ

ど増加する傾岡にあると述べてい

めに原子力惰報の提供を強化する

いる︒

としているのである﹂と遮．︑糾して

ネルギー形態について公簿でバラ

る︒それは︑疲術の安金性につい

述べた︒

DO駕は︑一九七九鋸麗と一九

という現在の計画は必要であると

議禽・織庁問・公衆聞題挺蜘次

八O年展に︑エネルギー節約およ

て雛問が提出された階には︑二

とマズール践は述べている︒

宮補ロバート・オードル疑は︑下

蛍池属の多くは︑安全性について

つ公平なものであっても︑贈一ユー

磁は︑たとえその報道が客観的か

のある問題に対する一般園主の反

ズール氏は︑原子力のように誠論

シラキュース大学のアレン・マ

う︑とランキン氏は述べている︒

国民の原子力支持箪は聞京るだろ

一般曾孫の約四五％は既存の原子 は卜えないだろう︶すれば︑一般

理出で大きく変わる︒

は︑照々簸多であり︑いろいろな

ワシントンで開催された乗出科学

うことになるとランキン氏は述べ

進歩協盆︵AAAS︶冬期大会で
約一五％がすべての驚磁所の運輯
のシンポジウムは︑﹁原子力発纏

発羨された譲文の要矯である︒こ

スはあるか？﹂というテーマで開
の発融販に対する態度の間には産

と一般国民iクー3テイカル・マ ている︒建設段階に入っている原

かれた︒

原子力に対する態度を決める主

はない︒

国内では甲子力発鱈駈の贈設に対
要な要脚は︑安全性︑エネルギー

﹁総体的には︑編在のところ米

する支持の方が反対より多いが︑

その支持率は？Ml箏故以蔚より 洪論および経済性である︒しだが

故が発生するようなことがあれば

大編に低下して36り︑反対の舗命 って︑今後︑数黛の間に原無力饗 誤解する傾縄があるためである﹂

ューマン︒アフェアズ研究センタ

が一︑岡まっている﹂とバッテル・ヒ

いての﹁教義・拡大および鼻口計

院エネルギー1研究・生塵小委員 び再生豊能なエネルギー資源につ
会で︑﹁われわれは︑エネルギー

原子力反対派は︑原子刀をより

画﹂に

大きな圏内問題と結びつけること

高力撹擾次富補シェルビー・ブル

一般園民の支持率はさらに飯下す

節約を犠牲にして原子力発電を推

ーワ⁝氏はパネルで髭了してい

ーの差金学醤ウィリアム・L・ラ るだろう︒しかし︑反対に︑①今
後数無聞大きな康子力麟故が発鑑

進しようとしているのではないQ

る︒﹁それに対して︑過去五無

は述べている︒

二余響千万が支出したと陳

ンキン氏は話している︒ランキン

せず︑？M王堅雪については次第 十隼間にわたり︑この現象を利周

わが国には︑もうそのような余裕

闘︑筒曳な技術1一特に原子カー

により︑報道澱を増やし︑避張二

灰の詳価は︑過査数無にわたり各

してきているとマズール氏は述べ

ンバランスのあることに気づい

はない︒われわれは︑今運大なア

に忘れられ︑②政府は原子力発電

ている︒だとえば︑原子刀反紺派

韻の楓論調蕉機関が実癒した一意

は︑一九六〇無代初期には棲兵器

所の建設および運蔽の安金性につ

うな広報計短はなかった扁と同氏

ー1についてのそれに匹敵するよ

いて厳しく規制していると理解さ

た︒それで︑そのアンバランスを

二十八件の全国︑州および地方霞

修正しようとしているのである︒

沿傭の世論調蒼結果について検認

の実験およびフォ⁝ルアウト︑一

する

署に利脳されたことのない漏もの

期にかけては環境間題︑さらにそ 1それも原子力へ

による悪影響を過少評価し過ぎて

上削減することが河能である︒昨

エネルギー鰐要をみたすことによ 業照プロセス・ヒート︑輸送であ

ユニオン・エレクトリック社広

いる︒

としてテレビによる宣伝をあげて

ルで些しい染界の広報滋動計画が

する必要があると同報劇毒は述べ

一九七〇隼代中頃には全国レベ

いたのである︒

傾斜

九六〇鰯代束から一九七〇年篭初

することにより国内でエネルギー

れ︑さらに︑③外国が倶給を規制

一般国民の﹁大部分扁は︑原子

し疋ものである︒

不足が発生︵石炭鉱爽のストライ

AIF測理勢多ポール・タ︸ナと両氏は述べている︒

力発亀所すべてを閉鎖することに

露る十二月拐めにサンフランシ

スコで開催された※圏原子力産 ー氏とエジソン電気協鼠︵EE たとえば︑カーター政権の下で

のフィルム藤野館より排除され︑

薙十二月十五鐵に発嚢された報告

マサチューセッツ州の膿子力反

報部長ジェームズ・﹂・ベイスマ

対グループであるピルグリム同盟

実施されたが︑予郷上の制約ある

は︑同州内における新しい原子力

小照子もカタログから外され︑原

業纏縫︵AlF︶奪次大難では︑ I︶上級購理区長ジャック・ヤン は︑原子力関連のフィルムは醸鰐
一般国民に縫子力に関する懸隔を グ氏は︑この弦議で共岡発嚢を行

ない︑一九七〇手代の原子力鶉帳

とは違って︑現在米国では︑徽力

ている︒一般に考えられているの

は多くの用途︑特に暖麗について

ン氏は︑一九八O年十一月の原子 馨によると︑電力が特に輸送以外
の分野で︑﹁石縮縫用の多くの罵

いは原子力発飽漸建設計画縮少の

途﹂について代螢する﹁技術が既

子力発電に食する展示も禁止され

力反対聡警投票を打ち破ったのは

ス社会長ケイス・タ蒙り1氏によ

電としてテレビであったとこの金

A羅ドが ﹁ 織 ユ 置 ク リ ア ・ イ

ると︑この法案はまず州議会に送
は︑﹁原子力発躍に反対するグル

九七〇奪期末には︑カーター政椹

たとターナー氏は述べている︒一

氏は述べている︒

低下した方が大きかったとヤング

ために︑配電地城での広報活勲が

かった︒住民の約四五％は︑大部

果では六十一対蕊十九で成立しな

力法案に餐成であったが︑投票結

ズーリ州の過半数の四民が反原子

は︑﹁投票繭の世継調葦では︑ミ

る︒

だろう﹂と同報告欝は述べてい

でも近く経済性のあるものとなる

合し得るものであり︑残りの分野

いというように跨えている︒しか

っているが︑多くの人は効率が悪

力の効薬が局いということがわか

ゆだねられることになる︒

マサチューセッツ州の法律によ

讐名を集めた︒

た島民投票を実施するのに必要な

の建設を禁止することを圏的とし

られることになっている︒議会が

発電所顧たは低レベル廃簗物施設

ると︑原子力産業界は全国で米國

し︑﹃国薩﹄資源を利嗣すれば︑

幡させかねないという婁悩もう

かがえまず︒この魑報は登行以

来︑原子力関係看のみならず議

﹁われわれの技術分析では︑電

民に対する情蝦提倣のために毎年

石油を便わないで生廃した電力の

それを一九八二隼五月までに立法

比較的効率が筒いのである︒

約一千万が支出しているだけであ

スを修正するよう業界は大きな努

エネルギー研究グループの技術

価格が石膏よりはるかに安定して

九八二鋸十一月に州住民の投票に

化しない場盆には︑この法案は一

﹁その多くがすでに経緕的にも競

ン7謹﹄を発行した背難には︑

る︒ターリi残は︑この水準は︑

力を払うべきであると述べた︒こ

部長であり︑この報告露の主要な

いるということになり︑将来霞力

に檸在する﹂ということである︒

康亭力開髭への批判や反対が先

﹁バスケットボ⁝ルのチームでも

のアンバランスは︑蕾の原子力委

分の会報をテレビを瀬して摺てい

執筆蕾の一人であるイアン・フォ

会︑物部・麟政府︑マスコミな

望粥的な数字を示しながら同氏

鋭化ずるにつれて︑一方的な見

徳鐘一千万が支織している﹂こと

しかし︑ターナー氏とヤング氏

た﹂と述べているQ

だろう﹂と間部長は述べている︒

はしだいに魅力のあるものとなる

談で発語している︒

解憎不正確な檎報が増加し︑火

を裾えると︑原子力のような大き

員会︵AEC︶と議盆の原子力禽ープを援助するところ象でいっ

は︑原子力に対する一般国民の理

ーブス氏は︑電力が大獄の石演に

蕪羅諏有力なテレビ利用

網の原子力に対する純粋な疑問

な叢界としては億じられないこと

同幾澱鼠︵3CAE︶が解体し︑た﹂と同氏は述べている︒業界

取って代わることができるという

や素朴な不安を綴った方向へ増

であると濾べている︒その他の多

いる︒ヤング氏は︑﹁今までに本

情報提供の拡大を

もっと多く提供する必要があると

7

解を高める翼鏡は多いと強調して

○その池、特殊機器設計製作

闘帰

に均する広報活動を巾止すること

蔭櫨

鼈齊

25
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噺一
欝一

は︑このように連邦政尉が康魅力

華蝋難．

灘

解覇

難

シャッター厚：鉛50％

揺れ動く国民の心理
L

は︑康子力をめぐる月間の鋤き

需

騙
圏

脚

鬼

μ！1書
言F蹴1

は米原子力 縫 纂 会 議 ︵ A ﹃ g ︶

魯

くなってから生じたものである︑

み・虜

が︑パブリック︒アフェアーズ

●

事故防止が最大のPA

バッテル研
一
『
…

」

︒アンド・イン7オーメ葺ショ
ン︒プ灘グラムの一環として︑

原挙力に関する悔報を収集︑分
析︑騨無し︑その結果にもとづ
いて︑全国的なコミ識ニケーシ
ョンとパブりック・アクセプタ

（

がたんねんにまとめられていま

ンスの輪をひろげるために髭止

騨

離郷敷尉が原子力広報活動をしな

（377）8111

O3

TEL

P
り

津
畷ll監瞬癖「iilI
耀碁かlllll隣

曹

の提供に関する深刻なアンバラン

米コンサルタント会社が報告書

｝

いうのが離職なテ；マであったQ

電力の利用拡大を

轟

要耽を虫署した︒

アリゾナ・パブリック・りービ

陶一

輸入石油を2／8削減できる

DO

閣

くの発叢蒼も︑広帳綴勤強化の必

どからも注鑓されていますり

○サンプリングフード

厚：

馨議囲部鼓作断

総i鑛舞，藝

○各種遮蔽機器

さ：1000％

。照射装置

コールドサイズ：380ロ％

○フォークリフト用遮蔽窓

ホットサイズ：730口％

○大小遮蔽覗窓

厚：1600％

壁

鉛ガラスと遮蔽機器

仕様

予160東京者β新宿区西新宿4−8−10

室シャッター付遮蔽窓

バルト照射

かばぎか

へゆびへがオバゥゆみみがルルゆゴげりいヘルハハが

総：重量（外枠含み）：約14，000kg

罵総量1野灘嚇蟻

錨
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壁

一

ひ

購本原子力産業会議とソ漣漂白力利用国家委員会との協力協定にもとつく﹁原子炉低温熱利規セミナー﹂が厳る一月︑ソ漁で

際かれたG田本幽門乳団は松田彰東北霞力副社長を団長に︑九名が一月十︷ハ日から二三聞︑ソ連を訪れ︑セミナーに参膿︑あわ

せて関連魔酔を視察した︒今厨のセミナーは︑十八臼と十九日にクルチャトフ原子力研究駅で︑二十六臼と二十七日にディミト

．︑．
蟻

しかしながら︑これらの原子蝉

行うべきであるとの結論に達し

転モードで虜然循環による炉心冷

︿経済性＞

却方式である︒

︿VK蓋O炉＞

の開発が行われている︒

VK圭O炉は︑一九六五年に

．

需要家

陶

帳

．雫で一

脚9！

嘆

ロn︒β

@灘弼

成
構
の
き一

ヱお
綜?
瑠

玲

て熱電論発煙駈とする計醐である

︾

思郷鱒

シロ澗

︾

魯

や再処理朋需純度化学集晟

然循環践単一サイクルのBWRで

4

工H

停

れたことによって︑一弩機から

こと︑ならびに黙洪給恥用炉を短

原子力の躍進に貢献する

適転を開始した︑圧力容器型の臨

建設当窃は︑いわゆるG鶏型の

このタイプの蝉は︑安余丁︑償
頼性が繊いので︑塀来は地城暖房
胴の熱供給炉として胴発すること

︿有機材炉ーアルブス贈﹀

が警えられている︒

有機材︵ジトリルメタン︶には

速材︑冷却材の両方に禰機桝を馬

⁝今後はすべて⁝
⁝熱併給発電所⁝

：：⁝石門代欝として役翻⁝H

この辮要に紺して︑冬期はAS 七爵溺離れたノボボロネジ帯に熱

油に代わる原子力の利餌が黙供給

壷ホウ素二次製鹸
PWRケミカルシム用

ある︒

としていたようだが︑ソ連のBW

8WRと間様のものの開発を麟標

蔑はチャンネル型に洩定したた

め︑擬期間基礎研究に便贋されて

いた︒

ところが︑澱近︑熟供給炉の開

発が開始されたため︑この闘連の

研究実験に再利閉されている︒A

軋

は源度や圧力を低くし︑笈全度の

Sτ一五〇〇の開発にあたって

ら

ように︑今後︑新設される発嘱所
高い︑構造の簡単な都市鍍近籍能

奄

磁喬︑用について︑醐長の松田氏に紹介していただいた⑪

はすべて熱併給とする計蘭であ
な︵一一謎綴︶熱供総融糊炉︵AS は︑これを用いて衡然旙環の安定

翻

る︒

り︵人口の八O％︑戦規の八○
は都市からある程厩離れて建設し

Tl五〇〇︶を開発し︑熱上絵を 煙が研窮された︒

％︶︑将欺︑供輪可能な獣料の多
た︒

安全性重視の

二一一一一＝簡＝＝一鱒＝＝＝＝＝一一一一＝＝瀦竺＝一鳳一＝帰一餌雛雛＝＝一＝＝一一醗一＝＝＝一扁＝瓢顧一開嚇＝

なければならないことから︑今後

このため︑ソ達においては原子

が大選な問題となっている︒

ヨー切ッパ・ロシアへの燃瞬輸送

くがウラル拙策にあることから︑

旨ーロッパ・ロシアに簗中してお

しかも︑低湿熟の蜀要の大楽は

とが見込まれている︒

気

ロフグラード原子炉科学研究所でそれぞれ開催されだ︒ソ連から七編︑田本から四囲の論文が発表され︑湧発な賢問や意冤交換

現実的な原子
．炉低温熱供給
： ；⁝￠畷霧用で翼矯化

ソ漣は目土の大部分が講縛度葦

鋸の大業は纒乱を必要と

囲に位麗しているため︑気候が憲

冷で
し︑暖房愚に腿される購糾は膨大

▽冷卸材の放附化がなく︑脇食

AS⁝T一五〇Qは二基を︸単螢
次の織な利点がある︒

生成物も少ないため︑冷却魏の放

都市接近型炉．
@−AST五〇〇：・・として破設され︑これによって三

現実的になってきており︑ビリビ

なものとなっているQ暖罵を態と 力により低湿熱洪給を行うことが

十五万人︵ヨーロッパに五十万乱

する舐温熱の翫製はソ漣全︑体の約

︿開発経緯＞

︿熱供給韓用療子力ステーショ

は発電と暖勝贋の熱樹給をすでに

購O％︵鶴気二〇％︑陛蜷一一〇 ノ発電湧やベロヤルスク発亀所で
％︑輸送二〇％︶に悩当し︑この

配羅︑制御方式導が︑逐次︑勲閥

五腎機にかけて騨心嚢欝︑構造︑
冬期は暖房・給湯案配であり︑
差︷公−漣に達するだめ︑分解生成

されていく経過がよくわかり大変

T一五〇Q︑二塾をもつて供給 供給を行うための改造工禦を開始

とゴーリキ帯に建設されているな

期聞に開発し︑すでにボロネジ欝

今回のセミナ⁝を瀕じて︑今

するとともに︑近くにスポーツ宮

ど︑ソ連における原子力による由

後︑建設される原子力発電所は全

し︑ピーク購の不足分は化石燃料

殿や文化冨殿などの福祉燧設を建

利胴刮懸が麟異に実行に移されつ

また︑同発難勝は本来は発態を

のステーションから供給する︒憂

設するなど︑閥辺強民への配慮も

をも含めて︑徳独などの原子力闘

以上から︑ソ連においては︑石

つある実態をみることができた︒

に研究が開始されたが︑この地は

散して研究所をつくるとの國窯の

を受けたQ

一展であり︑燃料取り換えにあわ 学研究所については︑一九六一隼

せて行う魚検・補修のために二十

ノポボロネジ療子力発磁所につ

であった︒

方鱒と台糖して選ばれたとのこと

⁝

阜いテンポで進んでいるとの即蒙

いては︑ソ旗の隙子力寛露開発の

︐■験﹂亀隔辱●．●．ゆ蟻＝●●噸

視簸概璽鱗が駅録されている︒

のノポボロネジ原子力発憲駈の

や突際に帯に歎供給を行う予定

ロフグラード原子炉科学研究所

金連邦熱心術研究所︑ディミト

るクルチャトフ原子力研究所︑

熱利罵の研究隔発をすすめてい

全論文はもとより︑原子炉低温

．．馬鴨言讐噂夢曹；鴨零

発の鯵滞とは鮒照的に予想以上に
5一二十日間俸止する︒

縮図となっており︑同発露所を訪

＝

爾円︒串し込み︑闘禽せ

セミナーで発聾された諏麟の

は練肛・撰画課へ︒

部壬

原産︑発売

な＝3；乳＝馬隔輌．＝●顧馬＝噛騨●＝●●嘱﹁ゆ3卿＝●●隔噛馬q
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押目

案レポートで紹介した講嶽腿
の三図爵がこのほど渋と談り︑

蟹．馬馬︐勢噂吟．

ングラード簿の既開発地域から分

デイミトロフグラ⁝ド原子が科

った︒

なされており︑だいへん腿味澱か
るためその闇に補修ができる︒

で十分供給でき︑一物が予備とな

國的として建設されだが︑最近︑

講要騒の平均値はピーク蹄の五〇

13．≡ヒ建屋クレーン

期の低負薗蒋は必要な熟鰍を一墓

附の三〇％程農である︒

みであり鵠硬醗の平均値はピーク

参考になった︒

いる落MWtの原子炉で無間に三ンの運転特性など﹀

鴛
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刊行された︒H5籾︑蔚警︒一

燃料転換柵
燃料成型力i1工溺

輔轟繋馳亀隔鴇

カドリエウム化合物
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籔霞

〔コ外的影響達顧慮した建爆離材
幽F導那超力を考慮した建屋韻擁
％程度︒象た︑麗期は給湯需要の

哲度が小さい︶

聴甑

鮒能濃度が低い︵水舞︑炭素は活

る郡市に熱供給ができる︒

所に関する捜勧の滞積があったと

る㍉

鑛

謎

AS雪﹃⁝五〇〇は︑判子力発露 暴は約暫ある﹀程厩の人口を塾す

く増大することが予測され︑ごO 発磁所は︑黙伯給罵として改造巾

繋
酒

格納容器とレイアウト例

地合振興のため︑モスクワやレ晶

為機工炉は︑ASTl玉0な
0お︑燃料の取り換えは二年に

れている︒

物除張法や廃鍬物議理法が研鑓さ

︑

行なっているほか︑ノボボロネジ

OQ館には現窪の二倍弱になるこ であり︑さらにオデッう発電所の

石油代替源として活躍
策張力副鐘松田

AST一五〇Qは︑原紅炉の建 ▽沸点が明く系統の圧力が低く
てよい︵畷故隠も炉心の沸騰はな

いえ︑一九七七薙に開発が決定さ

い︶

のような大型炉と銘べて縦済性が

設単鰯嵐休は︑大型発電炉に比べ

これに対し︑有機籾の並置とし

雇いので︑簡易組立型の極北地用

出力が小さいことによるスケール

ゴーリキとボ切ネジの両指にASデメリットおよび圧力容器が二璽

ては萄機材慮体の照射による身解

発が混み聡ねられている︒すでに

T一五QOが懲設されており︑三であるなどの笈金性の追煽によ

これらの施設については︑わが

されているので軍復をさけて述べ

瞬からもすでに側團か論れ︑綴㌫

ると︑金鎚邦熱線術研究所は︑発
露趨化借財属の研究勝で︑一九二
一年に︑ソ遮における発趨および

熱併纏に閲する豊丸的技術闇題を

7．】；陥凹

封ξ

S．L．

c）池下蔀分

（一次系システムの設備｝掲蜀月1＞

8．吊りまげ装置
9。使用白丁柵」蔵プール
鱒．強化，二二展b眠

C．用

酸イヒ永ウ

￡WR

位
体
ホウ素同位体
リチウム嗣位俸

用

力

子

5。2次／3次熟文目馨幸
6。聚急屠タンク
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の設計などが検討されている︒

併論原子炉と比較すれば都市に二
カ

．ノボポロネジ
⁝でも熱供給へ口
ヘ

があり︑分解による損失嶽は︑減
︿構造上の精徴＞

〜四奪後には運開の予楚である︒

る︒

ストが聡くなり経済性がでてく

ASΨ1五〇〇は︑都由嫉近を赫競象で接近できるので︑配管コ

欝に琢視されており︑︑構迅上︑

改造工翻を開始：・⁝
今圓のソ趣訪問において︑クル
チャトフ原子刀研究所のソ蓮にお

ープ︶︑Ti一〇︑材料試験癖︑ れたQ同研究所の研究成心は︑す

傘逓寒熱技術研究所︑ノポボロ

ぐに設計に侵映されるよう︑蔑ぜ

将来の熱供給炉に反験：

ソ達においては︑AST一物0
ネジ多子力爽気所︑ディミトロフ

プ資トタイプをつくり︑結果がよ

制に移すとのことであった︒

0以外にも熟供給のために・VK
グラ三三原子炉科学研究所のVK ければ研甕研の手を離れて生麻体
I践Oと荷手暦炉︵アルプス蝉︶ 一流O︑アルプス蜘を観察した︒

。。

6●326？

大阪調剤区平之町2−9（クグチピル》

︑

震窒

＼

分野の黙蹴襲は今後もいちじるし

藁；「

ける第一暦原子炉︑KS装羅︵熱ル 解決することを警酌として設立さ
⁝性高いVK50

・安全性・信頼⁝

れば︑十分に縄済姓がある︒

診た︑化石燃料ボイラーに比へ
⁝

前捉としているため︑安金轍が奔

次のような重三がなされているQ
▽一次系を低濃︒低圧にしてい

酉度C︶

る︵一軍方撃耀あたり十六♂纏︑

▽圧力容器を二盤にしている

酉五十〜一

▽熱誠絵システムは三鐡ループ
である

▽一次／肝銘黙交換器を艶気口
器に内農してい︸49︒

▽三蓋時も含めて︑あらゆる運

闘醐店．脚㌔｝04墨4）藷4凝9￡1萎璽

雲霞 （03）242一殉5141（｛〜こ〉一5146
電
溺・冨出見τ｝∫水谷京3丁 11−1

〒藍89東京都東村山市恩多町5−15−10
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饅大︒このことから︑三軸金属と

費︑傑徽鑓の削滅に及ぼす効果は

ポット議用による無人化が︑施設

いきたいとしているQ

ロボットシステム技術を確立して

再処理施設にも十分︑対応できる

腓疎篠企業化戦略に布石

きたい酬え︒

ので、13SO（HASP）方式により運転され毯
す。中低速のライン・プリンターで出力した
いとき、カード：・リーダーやディスケット、磁

気テープで入力したいときなどがこれに当り、

⑳300ビット／秒のもの・一・畜咳唾プラーを介し

いわゆるリモート・ジ欝ッフ・エント」ノー方式

て一般の加入電話で使照するもので、ほとん
どすべての端末装置が使屠璽能です。いわゆ

です。そしてパッチ処理の入出力を行いなが
ら、丁＄S型の使用をすることも可能でず。

の人が何かのトラブルに出会ったとするならば、

その人にとってはサービスが悪いといわざるを
えない感じになってし諌うのてしょう。お一様
の立場になって誉えようとか、：コンピューター
を使う身になって考えようというのは謹さに：こ

るTSS型の使用でファイルの編集、実行、

NDOでは端末装置を検討される段階から、接

バッチ処理への転送などキー承一一ドをとうし

続についてのご相談、ご使用法についての説明
などができるように用意しています。薮だ、よ
り高速の基線で多箪の入出力を必要とされる方

て指示することができ嘉す。

のことであり、わたくしたちはどうすれば各／
回り人のかに良いサービスをおとどけできるか

釧200ビットノ秒のもの……網制御装置（NCU）
とモテム（近々り200ビット／秒用の琶響カフラ

！こは、民用園線による接涜のご相談に：応じるこ

を考えてみましだ。そして、サービス向上のひ
とつとして、コンピューターーシステムご使用

一が認められるらしい）を介して端末装置を
片開するもので、300ビット／秒と同じくTSS

ともでき、これをリンク・アップ・サービスと
呼んでいます。4800ビット／沙あるいは9600ヒ：・ン

にさいして、聴闘と距離とからの解放（ちょっと

型の煙欄が鄭能です。これは、チータが比較

ト／秒の圓線が使閣されます。

NDCでは科学技術謝算と呼ばれる構報処理の分野で皆様のお役
に：立ちたいと、要講三門のとりまとめ、概念設謝、システム二黒、

プOグラム醐溌、大規模計算の実行、結果の評価・考i褻、報告醤
の作成などすべての段鱈で協力することができます。釜種サービ
スについてのお悶合せは右記工業部まで。

飾緬のソフトウエアに畿ット鴬る

ニュークリア・チータ株式会祉
本
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ニュ＿クリァテー動紙撚はll長鎧雛数値解析研究所とグルーフを形難してい詞。

．反核一反原発

最新版の各種ソフトウェアが奪えるという長所
はいま諌でどうりである必要があります。ダイ
ヤル・アップ・サービスはつぎの3穫顯の転送
速度のものがご使用ねがえ談ず：

っとしだい磁岡た︒

消麟著運盟など60幽体

東京集会開く

藁漿策金﹂

﹁反核太単二の磁3︒1索娘集会

反核太平洋の田

六月の総藻箪縮繊食に両けて反

核のうねりが璽よるなかで︑臼水

櫛蟹暫運盟︑プルトニウム研究

獄︑理髪モラトリアムを成める会

などの反原発醐鋸六十で組識する

野馬蚤鍋屋﹂は一賦夜︑東豪・竹

病の鴇水際簿金製で﹁反核11皮原

をひらいπ︒会場には︑喫緊秘境

発

媛や学焦︑甫禺など閥齎名が讐加

製の大型・高速のコンピューターが使えるとか、

に当り零す。

④2400ビット／秒のもの……網制御装置とモテ
ムを介して〜隅期型の端末装置を使罵するも

贈

ず急

だが︑集中常識旛設ともなると

的多量にやりとりされる使い方をされるとき
穐効で、たとえば、テクトロニクスのグラフ
ィツク装置て秘を出凝するような場合がこれ

わけです。入力を終えると即座に反際してくれ
し
る、通常佳事をしている場所から自由に、好き
な時闘にアクセスできるというのが魅力の大き

なものだろうと思うのです。もちろん、CDC

ヒ鯉ス

嬢燃繕サイクル傘設にわだって企業化を馨しすすめてい螢ご驚罫書︵稲三好蟹仕長︶は︑末格闘な再処理・穐越物処脚の娚拠化に

きわめて大騒のドラム籔を迅速

の門反核扁や﹁反原

大袈裟てすが）が一番の贈り物てあろうと考えた

対応す為ため︑甲ければ︑この四月にも属社の東飛製作所に︑療弼月用ロボットのシステム研縄癒拘こなつワーキンググループ懸魔

に力をそそきたいとしているの

しては︑廃出物諸施設︑溢らには
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紀さ雌る︒巌しい作塁畷境と被曝の紙廻航なはがるために爵手ずるもので︑帯鉄企犠で陳子幻用鷲慣ット分輝に漉患するのほ岡菰が

は︑麗藁物貯蔵施設内でのロボッ

に︑しかも誤りなく検査︑搬人︑

翼なり︑﹁反核イコー

として位齪づけたのが

核に照聯窟綿や平和利

蝕で

分けはもはやできなく

腕た︒

分析﹂する総凋

例﹂となっている酌太

組国からクリスチーナ

らの代署として︑今剛

ている灘洋擾慢慰謝に

女礎が参茄︑﹁全本政

解えた︒

後に門核撒料サイクル

に理り裂こう︒核兵雛

ストップさせ︑鏑二世

ト⁝一ウム皆生む東海胃

ょうかQサービスをしている側は全体として見
て、サービスは良いとか、そこそこだとか自已
判断をするのでしょうが、多数の中のあるり人

臼砲︑アジアのどこに

かしいものてす。お客引が多くなればなるほど、

サービスの質の計り方がかわってくるからでし

纂金アピールを採択し

ースを使用することのできるダイヤル・アッフ
・サービスを開始致し細した◎これまでのカウ
ンター越しにパッチ処理の形でお受けしていた
いわゆるウ増一ク・イン。サービスともどもご
利用して下さることをお願い申し上げ談ず。
サービス業というのは、たとえそれがデータ・
センターのようなものであれ、いろいろとむず

ない闘いをひろげよ

も公衆回線を使丁して、コンビ1ユー三一・リソ

QOεφ客へ

︑一〇Q％出力に達し

最後の試運転を開始し

薩省立ち台いによる窩

達続穏葡試験偏に含格

なる◎

士二番縁の際業瑞原子
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︑これに対応して︑今

力発露所のΨ均設備利
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︑鼠広の原子力発臨駈

て好調な成絨をおさめ

つあり︑過去に養期鰹

転の両面で十分な経験

なった故蹄を減少さ

たことを示している︒

斑を予定どおり行える

少しばかり遅ればせながら、わたくしたちNDO

籾めての誠み︒

ト開発︒地上はもとより︑地中で

格納し︑さらに定期的な点旗巻行
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入︑無人化を國ろうというもの︒

な力の増輻︑迅速な移動︑正当な

全般にわだって︑嶽ポットを瀕

原子力発霞所や鶏−施設︑それ

陰などを対象に︑発臨堅の産業振

騨をはかることを演的に所設さ汽

鼻添曲には︑立地消町村や岡毒
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集1⁝などに随うことができる仕
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さらに陶交付金を五〇％アップ︑

進出企業に齢して低利轍資する棚

の薩業振興の新たなよび水のひと

度をスタートさせ︑贈源立地地域
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拙島第一・一号と耐浜一辱が尼期
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入ったことにより︑一留月末溝卿で

は二十三箇中︑十八璽の原チ力拷

電所が池転を行った︒
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修理中の藁浜一轡も調整運転入り

する苧驚︒また︑建方二号は訟
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か︑二〇％似⊥の濃轟を加える⑤

走で﹁辱子力尤玉椿牲M地力式お 取り雛んできた地下輯地力式につ

語に︑第一薗移亜︑恥処理のぽ

よひ総湯設認に漏痴る海列鍔糞

夙ては︑海転ゆ二十一鉦︑鰹脳中

基轡の措戯義とる一！などとなっ

捗物畳防誕については︑閏際粥な

十一冨︑躍繭印節酒のほか︑﹁ふ
びん﹂や﹁もんしゅ﹂︑求た︑闘

づく︑臭しい守地力式として︑ち

発実譲プロソぼクトとして︑実

かく︑鋤よ並地︑軟母地攣V地の C︑DO獄︑ローレンスリバモアにこの方式による数十力KWクラ
黛一郎︵大外組︶︑中内拶遡︵田

ている︒

団﹂︵剛長︒林∬失徳巾研⊥木奴

濱一腎でのプル夢ーマル紙押璽

舞︶︑近藤理︵五洋建設︶︒

二力武について無爵をスタートす

女川原子力安全

傷は︑一千入蹟の九十一万ヒ千人

その内訳をみると︑夢外からの

あきらかになった︒

東化愚力が島隠呉駐鹿郡に建設

年と比へ日劇以上伸び︑約転十三

となっているものの︑邸内客は⁝⁝

たた︑県内審が増えだため︑循

万人となっている︒

を泡めている女川腰子力発四所に

一部敬正されだ⑪

田︷9る蜜前野疋か二月二十︷ハ田︑

協定が一部改正

された︒これにMし︑鈴木2張は
傭︐後ともU仏山脚の及好のため

に全力tあげ一后努力したい﹂と

レジコン︒ド・ヌ茎ル喚電は鷺

蔓確の慮想をあきりかにしたQ

︵71歳︶は回田︑仏大使公邸で仏ム田木入鱒子力関係蔭では︑故柵

日平鮒ぬ敗締役会報鈴本煮雄氏

レ︒ノヨノトヌール勲童

が貼れて受章

鈴木B揮会長

研売所︑リンティア研九所︑カリス炉の成日を纏い︑酢窺十瓢月︑

指研究所劇所轄︶を嵐国に昏眠ず

ターが全函町に調旧している・獣

わか凶は斑雪︑氷国︑カラタな

や﹁鰭陽﹂︑高議炉鰍聯目処鷹野

ることにしており︑これに先やつ

一
る︒

一

彫研究︵CPF︶︑﹁むつ﹂もふどとの闇で檸ぞ力協冗を軸議して

だ︑候徳地か敬地点にしぼられた

篭欧のリイト内で虫争が話調され

〜認由力本が一．QOQ町鞠﹂うまで て㌔り︑すくにでもできるとγ︑λ

田辺蝶畏牌池に済する十数か

とは漏いていない︒

ている︒二爵だドラム餌で二窟力

ている︒

助レベル放射牲綾種物の颪勢は︑

に出てくる︒この敏ヂけ融合の程

五十三遍

雑記謂撰している︒これから撰補

難聴は大異に溶ち込み︑田田厩比

睡協定の正武私戦は﹁女川原子

力野望所霧辺の安全確保に関する

一揖之鋤原配代衣勃任理郭︑故二
上五郎檸子力委員L代理︵以上一

いQ原．一聯嬉規制抵において︑原 じる︒擦〜力晃薦は︑よくトイレ

写麗︶

とどまつだ︒

一刀墨斑城蹟の三十一芳五千人に

レノコン︒ド・ヌール噴諏︵オフ

協定﹂︒昭租五十鼠郊十月︑康巌

中原懇が創立

ｲの擬︑施没ξ撤7−亀る力劃 舘円の投費を榔脱している︒瑞

おり︑来匂筏で滅騒け終∫する予

立地については仁民

子力翠黛所のリイト外騰厭tまっ 為造マンソ﹁ンとりhるが︑ト

五十嵐氏

も︑この点を理趣してくれてのも

でれによると︑今図の改選撫に

N猛Kレポータ⁝・鞍部頷構氏
グなどに騨じだ手つづきは当転︑

長︑看沢煽紀盆長︑プラテール仏

毛について偏︑⁝原子力之めぐる

のと謄う︒必蘇地という⁝酸もあ

最近の論闇題について﹂と題して

必襲だと思う︒

脳室講譲を竹う︒

は︑数鞭浮野の黙認を生かして①

無難化②異巾時の回報鰹絡黙拝の

罪境演紛能チータ管の繋属公ムの

もGN祉介しなと口仏の壕ツ力門

五十嵐氏施評撫威のぢ鞠地

ル仏錘子射た提寝より出隅を坦々

全な靹得か必興た◎

ある︒い3れにしても︑地元のル 孫者多望のVち無いのもとペクー

るか︑﹂地のじさといった利点も

の嬰児を聞くのか︒

イシエ位︶を受㍗した︒︵

露力と城県︑女川町の聞で︑五

五十嵐氏鐵薄明の幌姫町か開

九ヒム鉱当時︶︑故田中霞次郎東

十照無四月には東北鵡力と冒域

記念講演会

地をしぼっていく段階た︒

穴打︵り一一九ヒ八年臨時︶の各

撒の長年にわたる仏とのn某協力 凄し力副ね裁︑晦口憤則露国も力

⁝県︑射鹿晦との間て︑それそれ纏
婚されていた︒

巾部原子力懇談禽は十八臼︑創

墨斑現血の法令ででさるか・法

わが固初の使用激杉帰赫栴処罰工

しかし︑敦賀熱発事敵をキノカ

立二十五周年騒騒講国会を名重磁

赤羽幡駁撃技術庁原峯力安全

する場倉の諮認町は必要か︒

リイト列に施没貯顧

編み罪団か謂魚・研究︶における

昭和五十ヒ葬度で終了罰るのか︒

田辺課蝿⁝日二擁乃本の貯后馳

などについて︒

五十嵐氏薄野金額︑畜図説体

．ての後︑試験施設を撤ゾするの 獲によってもかわる︒
か︒

石渡鷹雄科掌技術庁原子力局幾
とういう地融に処分するかという

イレの選分んけを化撫道にもって

場の謎譜︑建設などを愈め︑さら

あがり︑呉か中心となって改正璽

ケに︑地元から協遣晃痘しの舞が

看︑原ず力理境麟備センターか最

に裂わりは后い︒

地中処分と紬讃賠慾の憂慮があ

これは猷子力分野をはじめ︑陰

くるのは納得でさない︒

ザ麹酸押技術をその関趣愈染から

に仏原子力汀が関発した放尉難臨

鯛光ホテルでひらく︒

戦黙じているか︑滋野地の巴しみ

中川﹇郎科学技衛庁畏窟飢レ

から束乾億力と塵穴協議に入って

を塗装︑これにもとづいて十五日

21髄丁法を研究するために行って設の肱さとして二4力塒ゐ厨・敷 令整備が必蟄かは︑敬体厨な聴設

ベル廃懸物は︑旭に購われるほど

いる︒

轟入するなど活発な父流を翫けて

とか芭．謝な曜ひといったもの壱昏

危険なものではない︒婆全性につ

地は八蕗ハ十︐73増方Bメ︑一r六鶯貯蔽謂蜘かでてこないとわかりね

石渡局畏地触佐織の気抽ちは

いては＋分なものだ︒地元の誘致

たく蒼疋しているりけで帽ない︒

る︒施設恥職では︑耐寒鶉妓をす

18Bに名古膣て

えている︒公聴食︑公開ヒアリン

単坐というより︑渓走的とさえ考

誠的な爾脅研究を行っており︑事

︻低レヘル廃棄物︼

業i体はこんご︑閲傍省月と樒憎

五十塵氏貯蔵そのものを処分

して淡めていく︒

施没貯威については︑五十一翁の

ぎた施愛を旗て善えていくことに

石渡局畏厚．乎力環境寧稲セン

は︑どの鰹度しぼられているか︒

び
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梁敏院予鮎 委 岐 黛 は 八 U 侮 醜 イ
騰がら再開ごれ︑五十ヒ潟広量馳

廉について掛 養 を 育 つ だ Q こ の 申

五十嵐氏抵レベル放射性廃聞

煙イ力凝員魚決走︑露幻ハ邦の総

よって︑処分と岡じに陶えろこと

田辺課畏陸地処分については

と考えているのか︒

合ユ不ルギ⁝劃歳塗取了力部ムの

ができる︒施没賄戚は︑原子力発

田辺俊滲逓産織原子力産鍵繰幾

っているか︒

け壁い爵期になうべく研究を膳め

叡葎︐をもとに︑直隠年のできるた

とおり︒

五十嵐翫下川錘田︵海甜環←

門高レヘル廃棄物︼

川支月下川町︑動力炉・核勢糾開

り上げた◎資蛾応魯の概蟄は次の

︵社︶が︑放副性腱鑑物闘題を取

第一分科会ては︑五十M広箪議貸 物の施設財瀞刮劇はどのようにな

で科詳技術関係の秘鵡か行われた

几。
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沼本原子力産業金議は︑M薦既報の通り鯖＋五回開山大金を八購からの三闘聞︑策惣・ニ
ッショーホールで開催したが︑初曝の白沢冨一郎原産翻会長が議長を務めだ開食セッシ駅ンで
は︑大塗準備蚕員長あいさっとして紺田浩田水原子力研究所轍問が︑原野金長瞬信表明として

有沢広量金最11一面讐照麺が︑原子力疫最疑代理所感として朔坊降氏がそれぞれ編上に立つ
た︒ここでは栂田町民と向坊隆戊のあいさっと所感をでれそれ紹介する︒喋た︑同伐行なわれ
たレセプシ濯ンと碧円開かれた午さん議のようすも倉わせて掲載したQ

経済社会への定着を

︑︑

開会セッ

ション
給構造を確醐たるものにするた

トニウムおよび減損ウランも燃料

め・薄処理により園収されるプル

として利用し︑原峯力発飽の優位

の囲い猿子力発慮歓系を縫めする

洗を幽艶限に発揮し得る︑自立牲

ことが題襲である︒このため︑．回

遜贈殖炉開発の積鱒的蟹遣はもと

より︑その笑用化にいたる談で
は︑新型玉書炉︑軽承炉燃熟中
哲子炉へのプルトニウム刊彫3一画

を明確にし︑その実蹴と実薦化を
蒼蝿的に推進する必蜷がある︒

しかしながら︑一貯年の丁瀕王
躍起︑昨年四月の牧償発電勝放射

ギネイ藩閥新の儒故などにより︑

挫廃置流出廓故︑今年一月の米国

国筏一般の原子力の蟹全性に対ず

▲︵纂
ξ工
〜蓼

すなわち︑軽水炉のより漏い割

一波が万波を呼ぶように︑一国

る不蟹懲はまだ依然としてぬぐい

うべき簾三次改鍵標斜格の開発に

の出来黙がたち濠ち顔乎力開晃を

金艦︑信頼性を囲指して︑日水型

麟讃したし︑職域冷暖房︑化学工

進めている滋界の諸国へ影響する

表られてはいない状態だ︒

業分野におりる在粟型艇による熱

以上のようなエネルギーならび

くべきものと考える︒

門を考慮しつつ︑環在︑わが磁で

轟繍剛︸

二一桝胃

二﹇＝

欝鍵

観

経戴．

昌一一一一貯

丑一一

鐸田田

一一一一噸鴇
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縞一P脚ζ革一

胆一

需幣霧一

朧隔蕾了

一蹴一穏

藷一署

二つの条件があ

突に行なっている核拡散防比の脱

けでなく︑入叛すべての福概に震

て梯団の段階から協力するなどの

は︑原子力が応分の努力を果たす

待がかけられている︒そのだめに

は訂すが︑勉球から出ていく熱は

測︑﹁もしそうなると︑太陽の光

の親象もあるのだが︑結梨的に

る︒そして砂漢訳ずる︒むろん逆 醸子力発臨しかない﹄と結んだ︒

て機作物は減る︒食糧危機とな

ある︒

てより確立されていた異本方針で

この大会での講議︑意見交換

感果をあげるよう期待している︒

が︑憂い将染をみるにあ把っての

膿

認
噺
霧麟融熱

〜聴 @
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（広島分室）

大会初日のこの買の夜六時准

から︑喰尿・虎ノ門のホテル・上

呂クラの﹁平安の闇﹂で遠駆レセ

国内の原乎力関係覆はもとよ

プシ碧ンが開かれた︒︵暮写翼︶

田暫ら六薫名を照える謬手習が一

り︑米・英︒仏︒ソなど各園の来

幅に金し︑懇訣の至重広げた︒

濠だ︑ペトロシャンツ氏やシ諜

は人の輸ができ︑さながら強勢協

イパー氏︑ペクール氏の法bりに

認宥

涌轟

な券囲気の中︑国内的︑二食的な

力の轟轟を見るようで︑なごやか

一

運跨をはかった︒

鮮響

力に協力することと平和利脳とを

一つである原子力薩業は︑社会に

三つめは︑大規横な犠三傑梁の

あり︑枇会に及ぼす影響の凝任を

きるだけ活躍するために天然ウラ

のだめにも国鰹協力の推進が今後

献ずるような発展が璽詐れる︒そ

単子力は国内の璽或に対してだ

霞帯することである︒

ンのみならず︑プルトニウムも寧

他の資源購穣・ウラン獄源にも

として深刻な廓和利網に用いるとい︸雪氷方割を

人娘は︑今やエネルギー供給な

の課題となっている︒

努力が野帰といえる︒駈に国内で

二千が琴求では︑軍器寿命がその

吸収してし濠うという二酸化炭素

磁

エンド対策も国罠の大きな闘心念 笹をこんご一軍︑灘力に罷めてい
である︒いま︑われわれは撫処理
・廃壌難処岬処分に閲する技術胸

さ耗た原子力発竃の軽済性の観照
は原子力研究剛発利網長期計撫の

に標チカ開発にかかわる内外の獄

からも検謡を加え︑総命騨価をお
改訂斜脚がおこなわれており︑そ

対康のみならず︑蟹全蛸に灘胃ち

こない︑この鞘漿を朗添する必硬

のとり衷とめの段階に入ってい

は︑将来へ儲けて一つの転換期に

わたくしはいま︑原子力癒業

るQ

がある︒

一方︑園際的な関係では︑昨今

ている国︑腿の原子力平繍朝絹会議

の騰勢は︑例えば来年に苧定され

偲に購入さ3てるように︑膜子力先 さしかかっていると考える︒今

後︑原子力への期拶はます漏す大

応えていくために︑寺請︑われわ

︑回縁りをみせて詣り︑その塾讃に きくなってきている︒この要求に

進国に対する允展途上国の捜爾が

応えるため図際的な対応が急がれ

一一索

が念顛におくべき

壁画

が国民羅済の発展に大きく宥与す

る︒そのひとつは︑蹟子力を利用

しかし実着化が進むにつれ︑さ議
は︑原子力纒設の籔金な運転を継

する宿命としての二尉鮨の披需を

ている︒この間題は︑各困の原 れ醸子力演係蕎に課せられた艇命
子力菩薩にも大きく影響するもの

るものであることを訴え︑経済社ざ濠な難読が撫じてきた︒拙会構

入類に与えないこと︒これは施設

識していくと阿時に︑凍子力の特

原子力に対する力の入れ方には波

で︑わが麟としても発展途上国の

めていくことであると思う︒

の安金性から最経処分までにわた

つ特徴︑メリットを再評価し︑そ 会に閂滑に濃締するよう遡解逢運勢讐︑祉会の覆維な変化により︑

があったが︑エネルギー澱源に芝

一一つめとしては原子力を寧箱荊

エネルギ1の傑論安驚性の闇題

國際原子力機関︵工A鷺A︶が翼

罵に厳しく限定することである︒

は︑経済社会に環麗問題などの大

脅エネルギー︑銭螢エネルギーな

とである︒

両立︑共存させる道を確立するこ

どの努力を行なってきだが︑その

ある︒それらを麗服するために︑

きなひずみと心臓を与えるもので

ら餉進ずる︑という運蒲にある︒

変わらず︑凶器に立ち拗かいなが

って第一に守るべきことである︒

の結果を畷民に明証に示すことに

嵌鵬

しく︑石油依存度の赫い田策にと

り組みを爵うことによって発展途

よって︑原子力の濁発の創側端進

臨功

って原鰯網への期待は依然として

硬認を書籍に掘撫し︑敷穐的なと

上国に対する実のある圃際協力隈

高まる原子力の役罰
漁門

プルトニウムの有効利用図る
原子力婁鼠金

婁異畏代理

あるということである︒立地も含

与える影響と護任を考える必蜷が

子力闘係者はより一層︑身を引き

今大鷺のテーマは︑財冠を得だも最も大きな期特を鐸うものとな

祉☆への笈讃をめざして﹂というなかでも獣炭と憎んで︑原子力は

嬉笑を厳しく紹識し︑われわれ娘

一隼閣で総発電示力樋の六分の一 が必硬になってきたということで

わが困の療子力発電は︑昨鶴

利用の醐能性婚︑その用途を拡大

保に努めることが笠石だ︒この積

締めて︑冷点の蟹全億理と安全確

大を懲堆し︑今京で以上の努力

ン濃謝および博甦理がその箏鐘化

原子力無漏の経済性は良くなっ

に達しだi←﹂れは口本の原子力 もある︒

水の問融

めて開城の発展との櫛箱が大切で

る︒核燃糾サイクル顯でも︑ウラ

していく検甜もおこなわれてい

軽水炉として鰻終ステップともい

田

分岐点に立つ原子力産業
罐誰飴村
先逸工業賭園をはじめ世界答国な経済の停滞により︑柳綱の園際
にとって︑自国の羅済蚊全保睡を石油蝦勢は一応︑小腰状態を示し

確保していくためには︑エネル ギ て い る ・ し か し ・ 申 ・ 長 賜 的 観

確鐙腰爾は少しも解消されておら

一の蜜定供齢が不罵欠である︒と嶽に立てば︑石溜情勢に関する触
りわけ︑わが踊のようにエネルギ

τ資源に芝しく︑その対外飲仔度ず︑い塞こそ最も現裂陶な石油代

わが国の原子力開発は︑ね論い

ることが瞬蟄である︒

エネルギーの鞭棚鮒開発轟入を通にすえて︑強力に脱石油を推進す

が閥い園鳶においては︑石油代替笛エネルギーである原子力を中核

強闘なものにすることが癒喚で

じて︑エネルギー供鞘構追凌より

爆発が︑ある程度︑勒道にのった

返ってみると︑初めのうちは原子

り︑この匿勇は︑当分弱くものと
み上げこそ︑原子力に話する図毘

てきたとはいえ︑利器システム全

のといえる︒
の信顧形成への大朗提であり︑立

ことを示すと岡蒔に︑エネルギ

は︑

原子力開発のこ十五隼闇をふり装われる︒

さらに一歩進めて︑わが国のよ

へ尚けて地歩を間めつつある︒

地難打開につながる摺木的なステ

憲国における雀エネルギτ︑原間︑関係憲の地物な努力が成果を

子刀︑石炭︑LNG等による石油おさめ︑臼蓋の原解力麗榮は︑現 うにウランを禽めてエネルギー資

カの遇い癌のみ強調し︑大選な期不足するわが国では︑ウランをで
象た笈全確保とあわせてバック

衿だけがあっだように思われる︒

余響琿の観煎から︑エネルギー燃

源の乏しい囲では︑エネルギー汝

のだめ︑地球全泳

勝としての経済性は象だ閉らかで

と蓬える︒

﹁気掘と降水蟻﹂を規冠︑﹁家の 用いてあきらかにしだQ

灘至効果

ない点が多い︒その点から﹁経碕

握騨的

各燃料サイクルの事霊化を積極的

感においこ解れることになること持っているQ屠標となる蕩速増
文化﹄﹁石の文化﹂はもとより︑

の温展をま弊させることになる︒

におしすすめる方丹だ﹂とのべ

しには生存できず︑遠い将乗には

平均して二成忍一襲C温麗を高め になろう︒こうなると︑授歯の問殖炉︵FBR︶の笑用化までは︑

プルトニウムを附記炉と新魏鰻
ることになる︒一一〜三殿という

題というより︑政治の悶題となつ

発展によって︑エネルギ1消費︑

ことになろうσ幌征はその途申の

太陽エネルギーの婚期で生活する

とりわけ︑化石燃料の燃焼によっ

てくる﹂と誓鐘︑化鋳郷料に代わ換炉︵A饗R︶で利用していく

時代である︒石油エネルギーがら

が・緯腱が高くなるにしだがって

る︒

つて︑二酸化炭素が講実に増えて

食生禰にいたるすべての文化の領
このあと︑﹁気蒙と文明扁と題

更的な蜜ズを︑データを胡用して

した︒

るエネルギー波術の心硬性を強調のが課題であり︑努力を続けてい

なおと︑十滋ちかくにもたっす

いる点に口及︑門年O︒四％とい 上等取が上がるため︑纐地とも

城に︑一簿のワクを斎えている歴
して禿気象議長冒の︐闇物ゐ一郎七

滋明し苓

エネルギーの不足なく︑円滑な移

太陽エネルギー躊代への移行時に

避するためには︑エネルギーの源ルギー淳榮は縷鮮をなすもので︑

いか︒原チカには︑この期間に璽

行を行なうだめにはどうしたらよ

家た多くの配業のなかでもエネ
ば海水面が上昇する︒とうぜんの

︵みなもと︶を愛えなければならできるだけ霞立体制を擢寛するこ

る︒むろん︑氷がとけるQとけれ 高楢氏は︑このような凄綴を回

ことながら陸地は捕敵することに

っても著聞がかかるいとして︑

が・その技術や型︑経済倥からい

の核燃料翌イクルの完結が︑これ

ソフト・エネルギーが匿いのだを濯うとしても︑開発輸入とし 要な役剛を果だすものとしての期

ないとし︑﹁太賜や風力といっ肥とが望ましい︒ウラン薇源の輸入

を起こさせると詣揃︑﹁い蓑まで

よる温臓上貿は大気の流れに変化

ことなく︑エネルギーの拡大をはからの大きな課融で︑これはかね

﹁これ以上︑一一酸化炭素を矯やす

に

うい家までの傘で増加していく

癖爾罎が誠少すれば午ばっとなっ

雨の多い地域が︑ふらなくなる9

温窯効梨

そのこ同氏は︑欝命も︑エネル

の二癌の濃磁にたっしよう﹂と予

と︑二十一批凝の巾頃には︑い塞

さらに岡践は︑

なる﹂とのべた︒

蟻票某界のなかでも︑澱畠の名

点謄指摘︑符炭欝欝で一望あたり

ギー消擬畷と潔くかかわっている

消職搬と比例して伸びるという︑

ことが難壁である︒

譜ともいえる膿語幹を授鎌するな

注翻ずべき嘱健黙黙を︑グラフを

この方鷲にモつて︑今後も染木
に痔え薦鍛大のインパクトとして

した蒔構博士は燕ザ︑気候が文朋

かれる高笑的なエネルギー源は︑

ど︑長期予報の公野で︑数値解析

@籔断篇立地打開に全力傾注

化石燃料から脱却を

特別講演で高橋氏

竃ひ瓠癒ぽO
力取野♂饗

た︒

ひき急き︑近年︑芹渠や文化の

の

ー供給源として罰金の串で無視で

らい四楽世紀を経過した︑この

盛大にレセプション開催

きない立場にあるという選任の贈

ある︒

国際色豊かに懇談の輪

ップと蕩える︒

え︑石曲高価格に帰卜す

推迄②安全対策の確撮③軽水燐技

理工場の建讃蹴推︑低レベル放冷

ス

…

代醤エネルギーの開発努力に棚 在 ︑ 大 き な 成 長 期 を 遡 え つ つ あ る

源として田々高渋る原子力への期

術の発実④贈主的な核継創サイク

驚麗難難
第＋薫圃原産年次大公の苧さん

告にこたえるため︑①嘱源守地の

会が雌臼︑東綴︒虎ノ門のホテル

ルの確鼠⑤中弧期的な嚴子乱政振

め︑広蝦盾動を強化するとともに

具体的には︑転地推篭を図るな

所感をのべた︒

の地搬を強力にみしすすめたいと

の確立⑥国際協力の撫進一！など

・オークラでひらかれた︒

宍場には︑内外から大会に参加

しだ四衝名が出席したQ
まザ︑湖沢広巴練産金長が電重

書を代表してあいさつ︒そのなか

で筍沢盆幾は︑諾々圏際色を盟か

ことを癬標に︑欝省庁と検講に入

門りードタイムを一一年短縮﹂する

っていることをあきらかにした︒

にする原麓大会を強調︑﹁今大会

には︑二十三か凶︑三国際機関か

濠だ︑該螺劇サイクルの確宣で
は︑研究段階から響桑化の段階に

人たちが参加した﹂と︑四内参禰

突入してきている現状を掴摘︑

ら︑指融的立場にいる拘七十名の

感謝の意を表明した︒

薔とともに︑海外滲擁蕎の協力に

て午さん会に出席した蟹価罵太郎

幹聡鎮物の陵地処分の権進など︑

…
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ゴ＊ルギ気短ん確保の支将としての煉子力ーセソシコンーでは︑まず猛・プリンクス轡

に集たす薫A蔦Aの捷剖ぎ弘調した︒ついて︑

鼠書諸轡

の旗田のもとに壕．＋力の贈爵闘発

⊥か︑圃際㎏．†力機関︵IA熱A︶醤務臨卦に願仔り蕪初めての公外虚明を発式・敵チ力開合

竃晦明におち観した︑︑ノテラン孤犬先冠絶下のフランスの状況貰エルへ︒エネルギー大臣とペ

クールC王A長倉か講瀕︒このあと︑アルゼン千ン︑H叡︑イギリス︑アメリカ︑ソ蓮の代数

が︑それ℃れの原子力開発戦騒を暦数︑糊ηに影響噂る各圏のエネルギー政築についての理解

石翻依仔展を現在の四八・万％

く︑フフンスでは傘柔し二人か堪

こすへきである︒

殿チ力発愚は瑠境田にも猷全
だ︒わたしは︑ブル叢叢二晶単身

㌧亀

ネルギー使恥団慮説藤︒また︑陰

けパ八％︶になる︒

も汰編な改昌乳もたらした︒

あわせて︑総台墨なド碧麟ツィク

フフンスはリラン彊源にば劉会

の能力を赴旗︒フランスか独闇に

ガス批蹴工場か一万八爵ノSWU

で︑鍛近の弱馳回上により中規換

開発したC11LMEX洪も窃野

ラアーグ再処轡工潟は︑これよ

言建でも將済田に競臼でさる︒

でに四鷺ノ厚﹂の鰹水朗燃凝之梅

白ジ勾への凱張が認14巴れた︒

のエネルギー書識の結果︑一﹃バ

算

ご希望のテーマに関

τ七履鴨琵︑磐審︑協
力なゑ津蟹臨視ぞ薄紫づるため︑

雛禽曇に︑フラマトム

叔隙に嚇舞われたが︑思処理の趣

簸理しだ︒誕去数鼻聞︑ご〜一一の
5詔は︑凍WH滋との

ｼ︑対篤のウ場誉擢 賦抄術単分ヒ聾された︒凱勾訊

ライセンス契輪鞄段

鳶ンるようになつ

最初の八薗ノは八七灸に︑残り八

￠隣し︑輸出もロ出に
き

8だ︒今や︑フラマト

スーパーフごニソクス

︵凱煙出男璽＋芳KW︶ロ八四

のFBR

また︑クレイマルゼルに廼厳選

る︒

解ム屑ほ拘六丁万KW醤ノがその一〜二御後に顧動診

咩zした︒

3の受配犬蹴をもつ世
8界第このメ⁝カーに
ま

ユ

RS（遡及検索＞

1974年」」り降最近まて

︑両矧の四つの問題かとりあけ

構

エ

︸

y︑ 塾く

奪米ぱに稼萌朗誤答る︒

屯

便舷梅供与贈る騒騒がある︒銀翼

諾局︑移募器麗か鉛耀いに塩分

な父渉をしないよ獣︑新型核捧頭

やミ翌イルの伽潔る鰹や辱ことは

醤P肥にげ畷を顔えるので︑近舞

SD垂（定期検索》

侮月一回IAEAから送．られてく
る磁気テープを使用して、利用

プラントの陀設閉姑がら幹y ル薩錘を量産してきた︒

揮駄までの期幽幽︑初期のころの

2

一
一i♂
0

O フフンスは︑爵予

力発語規繊の潮入に

将衆の行動について傾の繰譲もで

にしろ︑押障措鹸の仔瓦によって

と

こそ︑IALAの供給掘閣筆R敷

制限か舶えられている︒それ蔽に

IAFA併障描醸制慶は︑近隼
舞籍囲前の技衛やプラント輔出も

腎鎧を曝らすことはできる︒

脂赴に惣儀之れてさたか︑醤だ改

ﾉは︑人賦の掴加や騰磁樺雛の 幅︑傑隣鱈磁だけでなく︑より広

詩の余地が残とれている︒このた

最後に︑王ALAほ︑だとえば

切だしていおのである︒

酸昆な乙に加えて︑な35一融の各 饒な腺浄最短潮にも輩幾な役鋤摺

致PTと．︽の保隙措躍の畷入れ

藩孜湾の協力か必ムでるろ︒

A︶のように大規換かつより長期

騨への技衛援助の馳罵る広げ︑そ

的な謝画が進肢ずろよう︑第一鳳輿

た︑㌦窄ルギ鳴門胸に33ける助δ

の効墨㌢蒲める必頭かみる︒ま

みる︒

一綱究開発テーマの閃連丈献をすべて知りたいときまた必要なものだけにしほ9たいとき一

フランスの取イ力諏韻脚均の3

勺︑週賊難の数萄・調紳なとの曲

4
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響は︑炉．憾力による
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1

窪
2
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究L風力呈宇偲KW瓢

し：

5

このような実目玉

昏 ・安価ね匙力棚晒の際
碗麹喪うけている︒

8U

発し規k︵丁万K黛曜
や

国議子翠蔓霧鐙闘・ブリソクス氏

A罵Aは︑それについてあらゆる

ことも︑IALAの人切な使甜で

この間幾は︑各旧敵屠に8って 静臨や調豊胸此の馳囲霊棚大3る

るであろう︒

技術の臨照や地域協力協定︵RC

式に三㎎することになる︒ぎAL U︑各面政厨が︑磁園の圏益がそ 農業︑賦字︑丁妓などへの畑鼠力

かにかかっている︒そしてまだ︑

・・︑しにみいて議議されるてあろ

分類預できるものにする磯任があ

Aとしては︑このための極畷を十 の万團にあることを確議するか習
圃睡女金保駆︑パプリノク・ア

う︒

気嚢繋︸

っだく欝︽力をもたザ︑環燕駅用
㌣．

丁￡LO2q28一窪略065

①脹．噂力后︵C鴛A︶霞儲の穐阪 倉縣纒の一つは︑プラントの稗瑠

韓藍分の四〇66は醜内議だつた⑪

g鮎の轟誉差め︑霊

PSN︶の独・V仔覧嬢国ね鶴乃公
十力KWのごつのPWRプラン七
トか月に卸重した︒一ん︑一九

黒嶺分のウランを櫓厨しているG

さらに︑黙惣時のために︑国内に

欝よれたみでるり︑隣塗のウラン

と︑原写力︑石援︑石油の比肩は

と白瓢 八イ五か月から︑八一勲には六十

義幽にデータバンクとしてのエネ

鵠の澱日義代☆を惣堀◎ラアーグ

制︵FDr︶総髭の不に☆傘三輪だけ宅押用︶Q縛聯化は︑研先跳 八一奪の発霜原髄の評鼠による

化政策にある︵九透歯K

ルギー撫視麟②地薄エネルギー短

踊化と恕マカタ全港灘硫先糸︵−

③羅エネルギー・サイトに地力鰯

フランスの嵩ネル旗売の入消費霞

輝済的儀佃餐は臣帆としている︒

発︑詫訓︑製蕊︑建設︑運甑︑樫

なので︑多くのタンカー穰故によ
鴨脚卿瀧錫の趣転︑弘広触を盛梶

で多くの黒点があるたけでなく︑

︸や

沸編分臨では︑トー3カスタンの

報委員云1の角讃聯決購った︒

﹄頼蟹︑謬績性︑建設期閥の蜘で

一九八○鱗に七邸︑八一61に八
皐か職列触りL︶︑八二無一月一口

瑚虚︑還転中の撃発は三十封︑二

千二臼力KWにのぼる︒発注か博

釜

尉対丁寧麓丁署で︑原イカの

り偲畷力ジもの石癌が沿犀部を汚

めん︒

叢る特灘科挙総員会の陣幕一忠決

μ

フランスのふうにゆ凝滞格甲高

燈〆に︑闘魯．隷ナ国の孤歩

玩の蜻い団では︑エネルギーが地

て遵た︒

力分格の樵激を捉供鳩萄︒欝気域

染してきたことを目の諸たりに晃

翼処理に開しては︑国際契轟を

闇叢っていることを︑騨り雌し話

ギーの払入利福に反対3ることは

謙た︑操工による管野を改激つ
門したい︒

・八％を供㌔した︒

九八一焦︑一伏エネルギ圭の二

フランスの賑ぞ力丸惣は︑一

f翫一貫した政策が奏功

急成長の原子力産業

るため︑技術警働局と露設爵ゑエ

ネルギーほ画を脅滅嘘る︒

履行することを央足したu融脅 は︑入口・鰹済f測を考等した∴ 鰹にゐんるならば︑煽了幻エネル
秋︑凹本の便胴歪み蝉料をラアー
クで望みおろ噂際には︑放書は公
心力さX行便した︒
承継的な離論の後にこのような
洩乱を下したことは︑まさに合汐
的てるる︒合二郎てあるが︑しか
し困維が郵っている︒原イ力和剛
に閲してで灘るかぎり肱徳なコン
センリスを得るための努力が蟄諦
される愚筆である︒

このコンセンリスには︑もちろ

蹟戯の鳳子力乳礪露力駅は一千

簿KWHで︑氷力と化衛蝉料のいでに決定されているものたけを弩

ん民ユ﹂殿の精神か循っていなけ
れはならない︒そこで︑惜報提供

酸しても︑九〇町には狩．†力規編

や

や＾ピ

亦物鐸囎に防ぐ手段も獄く︑まな

㌧静篤♂

箱口田の移煙乳は趣の傾同轍たと

を環ねていとたい︒いわゆる︑V

づUてくれたが︑今後さらに鍔力

を銘記しなけれはならない︒IA いく荷能甑はめる︒エジプトの致

この縄点から︑IAEA獅睡措
丈際に継裁遊蒲Wんる力もないこと が捗不凱猷の力肉に力強く鋤いて

人訂い︒

脈73KW︵発騒騒ソ丁ア

は五イハ

㊥

と田殴に︑澱嚢なりイトの選択と

5や

ノ嵐アは三脚・七％に魁した︒

︒

を引工げ︑攻全目ギの識疋なとに

全体のリイトの数逢制限するた

いとありの叡まに墾口づるか︑あ

翼題てあるQIArA轡融繕演Fに
Aとしては︑禦事転剛していな P？触盟はわれわれを入いに勇気
ついてけ窺鐵も多いが︑艦隊には

るいはそのふうな報儀を保欝℃る

認の種能を理解βることが贈駿な

われわれは︑泌泊処分にk欝づ

したといえようQ

国際協力に魚新聞な劇進崔もたら

ば猛ら獄い︒

る暴論が蜘くなってきていること

めに︑地丁田・国際的に取饗諜ね

羅臼悪夢管がゐらゆる脚気塩課

亡認磁噴へさてみり︑これりの問

かができるだけで33ろ︒
は理解できる︒逆説的にいえば︑

米國で開権予疋のIALAの﹁放
とによって︑名国政縛は枚課允孟

IALA伴隊措．瞳竃醤入﹂ろこ よた︑王A鷺Aは︑各寓鰹府の ることもあり得よう︒
能なユネルギー押よりも出か少な

刷哲涯藥泌鶴揮に閃づる国際ヘム

失敗してさたのてある︒

廃棄物︑安全で国際協力を

核不拡散へ更に努力

置を製海βるU図がないことを離 きないか︑どのような鍵盤である
いという響失湾内得之せろことに

bれわh姐︑原．ーカか他の孫用可 題についてほ︑一九八⁝61翫月に

物について糧合嵐もつていること

勲に関為る國蓮田敗渓めについて
も紙﹂中である︒

労力δうとともに︑障イ旧風愚肇

ゆ︑

ずれよりも士畷つた︒その発亀鍾

望薄

曜︶斑もた起るため⁝蓮の描灘を
＾

それでもフランスの隙イ力講両

や

竃改みし︑國氏に偏鴨と胃仕︵日

や謹

ず︑大衆の趣苧力発簸に鱒うろ不

だた硬︑政尉は︑議盆に﹁エネル

が︑すでに多くの鳳子ヵ発馬所の

改鶴のための一つの似鯉祭税は

しかし︑今や︑われわれ幡︑放
射性灘棄物の処岬鶴力な＋分聾っ

クセプタンス36よひ奉戴原子力溢 る︒そうでなければ︑τA露Aの このことは︑巡域の繋ム緩和︑擁

るてるろフ︒

での別益聾証なとによって犬現ず

慈毅はないであろう︒F艘できる 棲ダ拓國としての保灘︑みるいは

簡なとの観点から︑核賃靱の拡故

障と騨ム親秘に議献つるところが

︵NP掛︶の批綴は︑国融々今俣しかしねから︑︷A工Aは・零 野朔に極討さ覧るへ琶であり︑王

の書艦ーサ岡による魯イ払戚条縛

口本︑西iイツ︑イタリアなと し︑さりに煽ず力磁馬を紀飛させ

穆醤は︑藍島准臭え︑腿張電侵瓢

ていることを論証づべ芝であり︑

匹2講﹂のような驚での画報愛換 トは現看の灘力群命の申に舎ま九
毛宅らに沽兜に行うへとであOQ なけれぽならない︒

題として取扱われているが︑でれ

IAhAは︑園際壷全脳藤の確 現竹︑院華物門柳は一田ダの議
立︑原．寸炉運献鍵︵の灘紳︶の泳

防丘は不晦欠の勢斜である︒

次の轡代にツケをまわしてはなら

な勤力ぞ懸りなければなりない︒

ている︷AEAの門隊ぞ力闘解国ないのであるーー油鉢物処分ロス

Aは︑①馳嚢の遜転⊥のダ塗輯② を徳うとか︑今負九月に網走され
反藁籾の安全処分③承漁用核麹器

府︑原子力群桑園︑そしてIAD蔽缶ソステム﹂を趙して協報交換

陣宛鋤西門の讃鹸リスクは︑石

カ掃蕩の職劃リスクけ振ゲの樋分

勝のY分てんり︑夢料リイクル 畿づの払故防∬⁝一などに演緬的

に
優丑であるが︑モれにもかかわり

の一以下で62る︒多敦の鹸頻嵩を 停チ力死触の療迎撃繍は井

出わ臥しい炭加麟故たけでな

等暮

隔

一

㎝り

ていると評価した︒

換である⑪たとえば︑﹁薩襲職故

安塗に関する蝦報のより肉臨な交
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を濠めあった︒

エネ自立へ大躍進
い魍済成鼠る轡疋していろかよ

夢転総 民主主義 を旗印に
フランスのユネル卑−総画の涛

硯在の一織八丁三白力ノよりご0

億鷺壬一瞬万ノ︵石油換臓︶で︑

およU難燃は︑﹁疑主γ義﹂でめ 九九Q到の工卑ルギ⁝漁費騒は二 肺癌で死亡していることを恥い起
る︒

全田印にエネルギー論笹が展尉

キャンペーンからであった︒図政

めには︑ガス︑石炭︑新・再琶縛

から臨ご％︵九〇窺︶に瀞と写た

％しか増︸んていない︒

権の政餓︵決定︶は団拭に縷縷と

されだのは︑一九会舞瀞の蔵亨

綴織を醸威︵じふう鷺い︶してと

エネルギー目や詔画にとって︑き

とりわけ原子力は︑フランスの

潤彫が小籍欠だ︒

てもり︑そ31竃戴の除かねはなら 能エネルギー拍よび煽子力の開発
なかった︒

フランソワ・ミソテラノは︑人
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一九△了二幻に細工づる原語

わめて郵蟄である︒

論の紬累に膨響竃身えないため
は︑劇敵穂の﹃画︵九罫︶よりも

ぎ的綴論難組織した︒聞時に︑議

に︑数璽の腺発の甦飛を一蹴凍瓢

①日済成鼠の俸滞による予測惣力

少ない六纂に漢獣つたが︑これは

勢組︑奪門欝欝︑理聴醜体︑エ
㌫硬蝋の激少②エネルギー貼豹翫

した︒

ネルギーの∬産鷲︑消臨書との広

原ア力開発の冤癒しば︑閏によ

ギー壷フランスの独Ψ︑戚﹂︑発

は人工極なもので︑︸次エネルギ

納における瑠鼠は︑壷塗牲にま九

や教蝦蟹艦欺における象μ︑ある

展の推認力の一つとつることを日
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である︒
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憲のコストを大士に上珂さ看るこ

このようなコストが︑原子力充

鱗溢焦

化に梅与するところが︑先の蒲外

きく牲与しているQ

ると︑少なくとも一薙閥は鰍淋を

きわめて少嶽の蝉料で同等の発願

また︑原子力は火力発露に比べ

の蟹遊性が繕いとγ耀えられる◎

ことなとから石油に比べて︑供冶

によ♪てこれを碓怨している一1

日本こそ原子力発電

雛にある︒

外に依満している︒これらの敏苧

わが国のエネルギー供給構造は

争犠霞や焼制か厳しくなり︑不確

きな覇益をもたりすだろう︒もち

玉

設備碧落のため︑一望理︐U当たり

かきびしい申で︑英田の原子力計

．智広は毒︵す

醐は確実に竃合している︒現乱︑

力発竃映かイングランドとスコノ

一

卜サイクルのハノクエン糟︑廃炉

一

なとのコストや技衛的珂祀帆の一
づ
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閏に自万KWの鉱所が︑驚虜く中て︑これりかド♂入穂拭くり﹂る

け︑当職︑灘〜力かぬ油に画けで

対募となってきたQこのエネルギ の節掬となる︒

戦塵ハ五・八％︶かもてな讐ぐの

この外改負劉の鰹猿は︑麟本の

二

円︒八五群狩偽では︑それぞれ樋

一〇〇4

O11

撒籍菩wi

爆にも大いに買献している︒懸隔

きるのは允一分難たけであり︑蹟

ー膳に石油の海外からの供拾が︑

終巾収支︑貿鴇瞑支が監宇を痔㌦

未舞にロ︑央国争係でご0％の徳 にご〜四拶．トンド
にたよる41磁へのど制的な口い依 ト紀KWh︵依働齊駒ヒO％︶の

羅徽力線をおち出した㎏〜乃織本

油に一〇〇％冗全に代魯てきると

だ状況が最期加持編づ7︸は︑臼本 しているときには︑図葉経㎡全体

んをに途絶したり大紬に溺滅され

目本の煽．P力M允利用も︑その 糠・錆掘も存住している︒一つに

三ハが一九五六ザに施行さ為て拶

︷ずるもの︒一うには︑その発駅
所の建控やウラン鰍洞の採掘・販

﹂窯わる妊㎡弼益

去ては人規換な原ア力開発溺画

或・づでに四分置一膨紀をへて︑

換︒濃細・成型加工・輸血などに

ないが︑地孟春煮弓バラノスを．︐

としててれほど岨震とはW乃えられ 各一京の厭〜炉をも2うの隙チ ろん︑原子力発施の荏来刑発見を

より少し下まわっている︒

も経揖被会に驚薪化しつつあるこ

さよざ浅な証余曲折はありながら

石演を中心とするエふルギーの銭

づ重

図は︑九臨力の各隼麗の全火

2黍
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源子力発雑ないし厭子力開発が︑

とを瞬提として︑讐慮ないし諭議

ることになる︒

二巴の円磁な迷ごか阻一．されるだ

が進められるようになった膵史衡

λると︑人施な湾入U君となって トランドで建設中だ︒法た︑央国

二

多亙多−

〜

敵．一力轡バ公社へBNFL︶によ ウランのスぷノト価絡は△探
いるOPFCとの少†を一ごれたけ
赦少さぜ︑むしろ︺本の駈側田な
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力︑全原チカのΨ均発恥原価の触
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原〜幻開発のうえで︑瑚在およ
ひ近い将来において酔痴聾を確賦

れている臨米讃国からの鞠入増大

鍵超となり片貿場の是蕉を敬求さ
けでなく︑田本入の生存すり危く

に︐和びつくと9蔦ぱ︑その功果は しているのは︑軽水炉蜂鳥たけで

薪型転換炉︑葉叢姻三塁︑多翻旧

なる結疑壱生むことにねるQ

多一二

謎
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り︑将来︑原子力の田負急追従達鵬酪酸一1がある︒

一九八雪年が婦y疋の発執壕価 ％に下がるまで旅．†力が継粒であ ヘル放嚇注鬼瀬初の処理処分礎④
を研直した一つの報告によると︑

これらの燕用黙黙は︑ようやく

源で行ったとしても︑最も安価ね噛についだはかりだが︑現窃の発

一KWhあたり八⁝焦原価で張子
転を一〇〇％から五〇％の嵐力範
門崎一・一円︑石高十閣・八円︑

原∫力の設漏仁難度の確保は設

欝欝︑一九八○乍麗の原子力発荒

瓢壕仙に対し再処理費を除いて︑

慰者として第一の煮携であり・欝

射性屍藁物の処分養②便用済鰹潜⊥昇なり︑原子力の脊擬性におけ

LNG十ヒ・六円︑石油十九・八エネルギーとなる︒

欝︑撫肩に灯ずる国の欝欝らさる

円︑二卜践・灘円になっている︒
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撫欠に︑京ず肩日する必鞭βあ

原単声発免はつでに二卜鷺廷︑

る︒

一千異字＋乃KW誌えろ規俣
代蝕エネルギーとは﹂えないとす

に煙し︑一九八O身展の総発愚鷺 入が不吋欠であろがゆえに︑石二
の約一六％︑一次エネルギー餌給
大であろう︒

﹄撮ガス炉などは︑なお一触の研

着磁雀巾心とするエネルギー価

さりに︑醗震支払の鼠少分たけ

弾手免や経癬靴確保の努力がなさ

るエムも同糧なものてある︒

格の膚腔によって︑最返は鳳子初

購重力の撮外融繊か秋少し︑国内

の五・一 ％ を 出 め る ま で に な っ
一九し簗年の第一次石油危機拶
発施の晋講臨かト分に確保さ為る

た︒

来︑秘露のき∂くたんに団い一次

玉
玉

島o

ﾈけhけるりない︒旗た︑勧亀

での購寛力の蹴人へと粘ぴつけ

一の凪である︒

︑気に対しても自証に襲

エネルギー糊目の対外払43曳︵しようになっている集ズか工農であ

石油危紘をむかえ︑原働のヒ〜八価

用するであわつ︒

は︑国内

としての嶽チ力開発 が︑蝦も一

石潴低目エネルギーのエ⁝ス

副

N殿八九・九％︑八0一揖八ム る︒扉没晒では軽爪炉原∫力発毛

雪

において︑ユ界ルギー阪全保猷と

般的な開発の講拠として打ち出

また︑この努力の懸巣は也年の

町還簿価鵬

重爆誓める毫LN晶ーーノ／

女黛性の心止跡代の復︑ヒ三脅の

玉翠霞 玉一多玉 二玉

・臓％︶︑そして妬九・八％㎞︿

華妻ーー⁝づ奮

されているが︑ここには神弱・幻

﹁ 発電原価と経済性扁

事故率低下こそ重要
蹴力副社幾

石橋周一九州

火力に対し︑轡朴黄か二・五調程発

鯨勇の 梅 甜 さ は 蓬 明 義

分な歓黛を餓↑し︑瓠a的歌普に
応え覆る設傭を翼備︒惟持できる

わが田の肇業縁猿子力発鳴の技
飛的・経肩的経験は︑もはや判顛

のてたけれげ︑その騒斎縫歓1の ている︒八0郊展では︑火力の平力

になり︑その悩ますますhを了しの

四十炉・無の身繕があり︑︑力て

感空鐘劣の三・％藷

鑛盤もないのは当外である︒

・

蔀ヒヒ笈振残してい幼

乱した︒

故が超こ為は臨力経ヂにとっては

るのは︑原ゴカの設鮪利用㌃が届全

為替レート︑6油ノ烈ノクなどの

めであり・全般田に猷チカのみか図

ぜさhつづけるためには︑現血の 愚力平均で四〇％以︸になつだだ

披局である︒経欝欝が長期的にズ

来掲スリーマイル鴇のような鐸

ある畷爪炉だけを勢﹂えても︑一九

︾

ヒO犀に敦賀︑灘浜の軸入炉か連
献開始して以来︑づでに二⁝
を数える︒

軽水炉綜入後のこの十一年扇

矯要であり︑この曝のみが厚．﹂力

に︑婁欝欝龍徳力駁はGNPにぬ㍉故・故轍確恥の低蹟努力が飯も
継して鳩九〇％増となった︒この

は隼々猶翻し︑一九八○駕厩では

ち︑原チカの占める允塩猛の甜禽

設縮利用恒︑集故響止稽の改︽と

錫慶晒にbじて開発した窺源のう 発滋に対ナる刈2田汽同蝕︑画す離 古説穿が少なく推移している︒
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締織を一〇〇％としてふしたも

なって翔われつつあると愚う︒

，

ことながり︑腿臼発生階の社倉に

す貢献しつつある︒
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合慧形成上の円嗣蛾は︑蜜全野
と地盤抜興にある︒しかしまた︑

田民のひとりひとりが隙乎力霊鑑
の圃塚的秘義を認記しているが︑

弼来の菰玄のあり方寛とうとらん

説得性にハン

デをもつ電力

は又化的にも熱きな彫欝ぞ億λ
る︒影響の趣因薦である徳力は︑

どういう形て︑どこまでかかわる

至適四月︑東廻がおこなつだ調

か︑ということも篤しい門融た︒

瓢力金れは︑櫻繍︑良難︑低旛

査にふると﹁僚子力発無について

小牧氏

ことか孤餐であり︑磯πだQ

な感気を安全に諮各楓に側熱する

趣ぞ力新羅は︑木叉︑人文科学
濁が︑傾城に出て︑理解と協力を

とつQしっかりした敵含蓄もち︑

やらないのなら︑将来の見題し隠

は煽子力しかない︒もし厨子騒擾

この鰹つを駒たすごんごの瓦役

％︑焦力一六％という繊果をえ

コミニ鐵％︑ぬ趣地攻仁武一一二

開に対して︑寒熱賓照ヒ％︑マス

エネルギーは田の騰勢政鉱のひ

ているかも問匙たQ

朗草露の滋い無題たったにもかか
えていくよう努力壱していくへさ

という賃

譲の語か狐用てきるか

わらず︑閂黙科学的入悶が︑それ

今町久人愈の講めくくりは︑ヒノソ還ン5﹁原子力発短と愈愈形成﹄だ︒原子力発三曲ウ地
促蔵のための合駄形成つくりは︑慶す力に携わる轟の鹸大の開心箏といっても過職ではある款

ーポイントともいうへき説褥暫と

だ︒この敬炉は︑PAにおけるキ

のぞくことにありゆる努力をして

たたない︒原子力の不漁感をとり

幸福をもたら

燕子誘発撫の実行部豚である憶
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集塊徳力︵穆︶取締役・殿ぞ力開発ホ部融本部長

賦鍔欝
峯著︸

照本放送協愈孜壷科学部チーフディレクター

小慢翼郎

争践誠

学登臨入学藍鼠

毛繕醸隆 新43県エネルギー墾談会蓮絡協幾自製扮二二

田中嬉政

ら

三

S・クノクァメリカ落潮島子力の愈踏継委員会代ム軌購

︿調メンチーターV

︵敬称隔︶
乾

さりに︑悔ピー活動など︑エネ

＋分な靖報を与えていなかった︒

は︑ある惣味で豪然九︒介叉は︑

米国の原子力に灯する懐搬心

聞本人は︑超界と縫八の関係を

もっている︒

十分筆墨していないのではないだ

じていないのた⑪ものむとを系漉

文にもとづいた清濃には︑必ず対

気をつかいすきることはないQ塾

ろうかQ大きなうねりや流れを感 しかし︑女甑ということてあまり

蓮っだ届断にはならないと層う︒

だてて考えていけ認︑けっして間

愈のステ憶さん︒

達し凄いに戦癖しだ︒TM玉廓故

ステロ氏ここてのすばらしい

子力規制憂

発︐口宅ゆるし拝す︒まず︑※岡翻

嘩喪ここて︑面壁の力からの

ることがてさるたろう︒

帆クル⁝プを対馬にPA活動期す

ムするための階閣がある︒宏ず毅

応するはずた︒照本の女怯には勉

ガヨ
舛
るこ

が理解へ

小牧疑三島民放の印鯉ヒ月の

記事によると︑地尤の嫡人たちの

賜にボランタη1な団体がある︒

﹁発晦駈の掘りおこし魯渠もは

いているのか︑二日と手股とを禍

めに︑い濠︑瘡子力かどう鮎ひつ

界からそのメノセーンを篤くるこ

﹂というのかキソカケて︑

なのたから︑住民も勉5！しなけれ

ば

し獅し︑TMIでは推ち靴なか

か︑といつことを難つた︒

ういう形で忠実を正確に伝えるか

がもっている繰hだといえるQど

TMI聞題の捗心は︑一般入肇

ったたろう︒

な報瓢に鼠どわされず︑禦故の程

き︑愚力の瀬蔭地である康鎌の婦

驚力も︑盤鼠も︑行敗

も︑研続書も︑いろいろな見地か

霞中砥

セソノ融ンの南緯は大きいQ

話動を知るにつけ︑頭のさがる旧

憶嬢お盆をもらっ人と︑そうてな

るのは鱒灘でない︒漁猟鞠換など

﹁地駄皆瀬偏セひと談とめにつ

ら倉Uを粘締することが大切た︒

クノク女史男優は反杉懲動か

い人との溢は大きい︒い叡までは

のでき︑∬鴇に継し合うことか人

いか︒監成︑反対のかきねるとり

切た︒

田に︑謝画鴫にアプローチすへき

かたは︑オープンで︑似織田でな

ければならない︒

テ⁝マに戯し合いをナすめてきた

でいるが濠だ＋分とはいえない︒

らの縣総懸闘くことで︑こんご︑

てこなかった︒それてれの漁堪か

一由民として︑ここて︑この幽

たとWう︒

購える材料を翫供することかでき

気界は︑㌣新山な魯灰で騰勢提供

一般の市践への矯藩提供をたのん が︑明礁な簸田をとつだものは黒

れわれは︑含業や報追欝欝占に︑

髪

だ︒そして︑そのアプローづのし

てのPA紐動は︑越にもっと積懲 キメのあらい灯偲たったのではな

するぬ塀になってし塞つた︒日本

盛んになって︑それに刻して弁議

て承唆に癌んだ瑠転た︒

いた︒これからのわれわれにとっ

人会との梱な訪間なと膨はらしい

か︽襲た︒そういう㌧鳳で︑この

慶が予測できた﹂﹁域員の勉弧小

﹁敦蟹購故のときでも・大ぴさ

いるQ

がいかに各藤の乱線癒℃こなった

ルギー政策立案にもかかわり︑た

いかなUれはなら為い︒

へあい︑耳を傾けあう努力をして 足が閣につく﹂などのことばをき

して企墨も︑それぞれの妥当を述

じまった︒廉織さえ初めてのもの

とえば︑廃差物町筋対馬や擁認可

ことを示している︒
PA対策は︑△﹂組織陶躍匙てあ が多くなっている︒この荒筋かり

璽性を熟計し︑多野原子力の会

鯉六界は女性へのアプローチの覆

つだ◎塞た︑上子がなかっだらゴ

定貼におけ騨需践参柵はとても大

丁靴きの簡業化など︑市贋の側か

ーチたけたった厨予力間惣につい

コミュユケーソコン不徳は︑双

切た︒

ﾈどを滋鮭し︑甜毒物ねとを提

ネルギープログラムや行壌︑置旧

女手つるのか勲FWの弱秘た︒エ 方の心任た︒帯践も︑女鱒も︑そ

な情報を捉供し︑婦人聞体などを

て︑女性の宣場から︑久衆に跳確

らの研ポートをしてきたQ政蝋決 以凍牽誘電尉にわたって︑コ穣の

力会祉は敦た︑蜜落零︾︑笈全遜

女性の立場か
らの輪報提供

︵NLW︶の没肱とねった︒

り︑最勧斡郡茎短察順となってい

猿橋疵

獣だ︑原子力を︻欝よく矧って

これゑで︑軟骨側からのアプロ

転を積み戴ね︑よりよい技蝦を求

す技術開発を

いう点で︑瓢力にハンディがある

を倉顕に15かずに推髭してきだと たG
ころに閃匙がある︒

二つの魑つた文化をむ事Uつけ
るためには︑入文暇￥的入間にも
わかりやすい新しいことげの体罫
宅つくることが潮海た︒そのイ昌
る人もいるが︑まだ残っているよ

いるわれわれは︑わかってもらう

ラーのヲェノクかい選とどかなか

る︒これ帽︑企墨がどこ誤で石会

㎏窪力凋罵の第一歩は︑不讐に

クノク知覧

感奮や運転伏況をみ法もつてきて

U鉄の纂押は人無の財一3た︒こ めて改罠︑評語化宅めざさなけれ

ソアティフは︑口外糾与旧人閣に

のもつ蜜みな受けとめ︑PAの星 根さしているからだ︒

ばならない︒蟹定迩払という肇人

して煙ぷだっだ︒限汽力利翔は︑

ことにもっと惣を尽さなけれはな

︸うるかということに湾く

佃糧をb九らつものでなくてはな

れを隔発利用するときは︑人顛の

再ひ岡践に災さを嬉えないことは

厚子力に逸する想論湾査の結果

供することによって︑芹射界と囲

箆力君a耐︑巨大設伽やソステ

らない︒

をみると︑ここ六〜ヒ無︑つねに

かにしている︒

難につへき九︒これを盲れだ倉惣

とかいう歪墨の貿伝は︑入をこば

讐 一一編二 一叢 藝㎜≡塁一葦≡一＝篇≡︻§︻簗≡﹁讐﹇≡＝≡藝≡一≡≡一議⁝ 箪罵︻︻§

ムの建没・急熱者であることから

≡⁝葦盤≡鰹≡隅一＝聾≡㎜≡二野或一一︻

障との携わたしをする︒
＝墜憂

女敷の力か男弱より約一δ％反対
一一塁

鍵城に政治︑題意︑砦済︑みるい

飯た︑餓翻一一一拡によって地沈の

地域振蟹は︑やはりあ

われわれの款潟エネルギー響訳

高橋浅

りかだい︒盤総の文化的堅︑腿

金は紡照○％か女牲会ほだが︑寅

形戯はありXない︒

めの源浄力ということを夘ってい的ゐ力法は簾趣虞をもよおづ︒地

罵の籔定確保など︑バランスのと

ナスを教えられ︑虹紹后は鼠衆の九仙獄をえようとしているが︑命噛

の民心は︑原子力のプラス・マイ

た︒反煽了力は謝科鋼的だ︒ソ趣をみても︑これは明らかだ︒

蓬︻聾㎜藁葺

くてはねらない︒その技術橘町は
やさしいものではない︒

無蓋壽＝葦＝㎜⁝

だれのための
原子力なのか

れた︑叢誌もタ諒しだコミュニラ
さらに︑威射扉に関膨る焦しい

元氏は蟹塗艦のみを求めている︒
もう一つ︑どういう条僻や規漉

る﹂といっていた︒

が陪成浮れたら合慧かえり為たと蘇蓄電身えて︑揮蜘をうろことが

いった例人喰な担曲︑心理陶︑凹

とを明﹈した︒これは︑広く四民

いる︒子供をもつていれはζご︑

凹的伽施を考慮することも大切

肉中戎台けの形風説利け︑一

に鉱迎されている︒

腺ぞ力というとてつb

しねくてはいけない◎

情細鱗︑蕉撮に︑畷礫に気欝の

広していくとき︑たれ期イニノア 支振もえて︑新しい轄搬を︑繕瓶

い︒たとえは︑原留﹂力か屑会に授

ことたったと纏う︒畠惣形旗は︑

し合いかかもれ九ことは眉磁ムな

て附りてきた︒纐かいことから︑

的に提供する懸蟄かある︒濠た︑

濠で︑ないがしろにされて毒た傾

失敗や限解はゆるされない︒い謙

供という慧嚇で︑﹂⁝に︑

ご︑あらゆる難燃からの強見を出

向があるかもしれないか︑こん

衛撮

理解鷺秘める︑躍識を

難解をふがめ︑わ弼われの彗活に

れの侵命と葺んる︒

力同に購いていくことか︑われわ

必蟄む工不ルギーについて︑いい

﹁勘子力家電と台輪形

威﹂というたいへん難しい間顯を

議畏

につきるQ

PAというのは︑知 つくりあのていくという終業の翌

口めるQそして縞果として舎職を しあい︑もっと．口し禽い︑鎌脚も

趨橋氏

し紺膿に搭えなければならない︒

のではなく︑一般世論への晒報捉

翫成︑反灯と問題をがけてるえる

串卦利用にいんろよで︑みんなが

ないh人技砺が︑賊衆のレヘルま 番炉始的たレヘルて弩えるとよ

須江鶏

た︒

もちろん︑地域叛騨たけて舎雇

趣に感発にエネルギーを勉嬉して

㎏捏起があったが︑合㌘形成のむ

ほ瓢疲されない︒二卜61︑一ゴ＋窮 その将凍︽叶えた貯︑いま︑阿宅

それてね最睡にひとこと

ィーつくりをしていきたい︒

ずかしさ︑とくに女聾に理鎖を沢

つ︒﹁炉発は三脚でない﹂とか

大切九Q∬臥は飯轡の鎌たと思

議畏いままで︑いろいろな麗

のし轡

入又化は承還に水と油た︒新しい

っているのは醇門メ国母ん︒

みる︒これかできなけれは︑一こ

︑偏かたむけ︑こんご

マス3ミ︑地域豪勢のV蝿から︑また︑呉越会磁の立場から︑それぞれの歌見が披欝された︒
4一ぢに人隠田で︑材産かな爾融たけに︑金腹に鉢墓っだ聡衆畜はバ心に耳

に嬉心していること︑馬子力は二

ろ．偏とねどが夢みと黙る︒

流と慰っても︑危紙と慰う人かい

ルギーとしての期存はあるが︑今

資﹂を羽ち蘇るのは︑撃日豪の正

点︽つくらなけれはならない◎

うた︒この加根竃くずすカギを払

とりくんでいかなければなら養い趣露な課惣を再鮒鹸虜ることがでさた︒

漠然とした不
安を打ち破れ

ある発総所には︑い獣ひとつ蜜心

工罪ルギ幽門憩ぞ草分の無痛と
して受けとめ︑勉蹴しふうという
懇談aか︑新55には一トある︒

もちろん︑評鷺を母えるものでな

ことはができないなら︑PAは絶 らない︒
灯にできない︒

或人の∬場から取繕を開始した

る︒これからも︑一般の人に︑正

が︑やり残したことはたくさんあ

今郵一月の総理艇省エネル議1

麟侮の塁︑四礪にわたって蕪11 謂嶽でも同じような︑側果がでてい

須蕉氏
K讐集﹁練．＋カー1秘められたレ る︒これは︑隙＋力に対してユネ
大技循﹂を放送した︒維しく︑國

壌がもてないということを⁝謝して

劇な精報適提供してい潅たい︒

い番糧にもかかわらづ︑一︵％を

しい將報擬倶がなければできな

蔑橋民

原発の国家的
意義の認識を

趣える無恥㍉だった︒蟹成・凝君
いる︒このことは摂目すへ選闘二
い︒

しかし︑菰しい拷断宅する材屑
翔ないという擁みに隠麹した︒各

々隠卿誼しているか︑共逓の噛
み︑廊廟の圏的をもっているの

協磯会ができた︒移転ヒ億入の会

入間は鑛蒙れつき輪いと醜しる

釜中璃

門ばく然と不

を賜わザ︑一般の人々がりもいい
合の一つたQ

﹁はく然と必隈﹂

々に︑満招陶に知りたいという勢

反響があっだ︒これは︑一臥の人

求かあったといえる︒

いる人だちは︑趣門匁で︑削鱗

か酢台一月︑ というゴ栞だ︒原子力に携わって

N∬K特集の取44ぬとおして︑
人文科学的人
田纏に残ったのは︑﹁原子力村﹂
闘への対応を

NUK世論調査所
集バと鋸盤直の入を対様におこな

いく︒

い︒樽．y力発駕をいかに巾民の生活の即に定肩化させるか︑ここで慮牲会心理詠︑薬毒化毎︑

5シ

で︑欄貰趣携をとる慧現で運上

町的に学饗しなものた︒

いる︒

写字の心理㌻Hロノヤース氏

するのかという閥秘かあろ⑪
めていくことのむ

後のわれわ81のよりょい孤酒のん したりいいのかといった便命観を
は︑﹁人間には︑新しいもの申．﹂全

く更け入れようとしない伝醜鱒為

人々が一五％いる﹂といって瓢

る・

議畏

農工郵瓜の⁝⁝野にU︑

は︑そのイ

ノアティフ亡とる人

える︒こんこも︑旨縦を捉倶して

たちへの如賑といったものから︑

耀単弁や学爵たちの墨君組織︑

合導形旗をうるV本 本門に謡いっていく場倉か多い︒

きないというのは反疑翁﹂孟た︒

てはないか︒少致F態−かいるかりで一政治田々疋が盛儀た︒また︑㍉明 ゐλなbれはなりるくなったと﹁ ティフをとるのたろうか︑鼠蟻

小牧氏
㌧かえられているとγ﹂えりれるの一

帽一入たQこの放・は︑かびり〜﹂︑う︒

弓入のうち八人︑不熱戦という人

荿聽俣ｼ麗飯本は議し合い

PA作業の隠

門欝欝輯物娠は全く翫らさない﹂

ずかしさが浮ぎぼ

臨いて

これらについてま

りにされてきん︒

た︑涼畢︑

圏中氏原﹂力

いさたい︒

と合し形灰という
のは︑国によ︶て
㍉あつくリカとか
添みとかが矯︐て
いる︒原チ力覆蔵

猿橋女吏

イニンアティフをとる人たちは︑

いき罵い︒

人間的に▽派て︑人旧を蘇蜜にす

発文させ︑それに凶と徳カメーカ

←︑民津︑公開の㎜一源則を℃って

帽︑平狛潤用に籔づることた︒自

継妹氏しかし︑源イカに鱒すたとえはこの原Nのような畔織を
る不詳ということでみると︑そう

萄損しながら︑組乃趣携をとるこ

のモテルは累国か
ら鰹塞にきたが︑

納得できる轄報がえられていなか

クノク女史

る人でねけれは准りないたろう︒

巾事朝生硬対の梶趣田み︑﹂氏

ぼしい︒

ともいえない︒これは︑い敦まで一なとの黒馬＾と︑三搭か機能芝

翰報の貞撒さは搬鉄︑難まさ紅

とが人期たろう︒

銀鳳のモテルはソ

廃瞬物処理ほ人とゐ門

つだことを蔑している︒

趣に求めることか
できる︒

猿橋民

明こ﹂ることも入切た︒廊涙綜鳶

調を提供するということだ︒※頃

ソ趣D〜月語用

廻備㍉レ鯉一一㈱伊語

爪は︑話し台い︑対話のひとこと

団集へ恥☆調謹L 心肇のびとつん︒これまての煽．﹂ る︒さりに︑敵ぬ︑熱濱︑dよ︑

雲長齢この無八人へ一測目の映f誘

峨︑転脹︑蝕額感︑一撮にいう整
あるいは回ド襯力といった広い空

力聞允は︑アノブ︒ストリーム九

の歴子力B島先でも︑かなり溝撒

のモ惚ソフ氏は︑

バ月の国憲喰鞠総訟に厘ぎ力態丈

塑＼レ顎劉及対州つない︑今臼

と時間竃かけて雄憂してきた︒わ

そかにしてさている︒喫驚の芋鉄まったく痩に︑わか徹︑わが野と

懲イテ嬉ロ粛iと けて︑ポウム︒スーりーム之おろ蜘かりの餓嵌も必験た︒しかし︑
や

綬子力は無心係

脇

嚇瑚

闇拠粥㎏一一覗

ツ

ン

奥国の科︑膏罫愕C・P・スノ ほか︑研鶴や効獣炭動を噂すめて
ー践は︑断編は︑日御誓﹂聞な入
と入冥轡．5旧な八にわけられ︑こ

揮子力光罵所の或全i生について

ムム

翻セ
たQこの村意磯竃打椴しょうとす ことはない︒それは︑祖愈田︑経

った調費犠果︵義滲照︶をみる 的 ︑ 秘 戒 心 が 豪 く ︑ 孤 立 し が ち
と︑エネルギー不足の不蜜が傘体

鍵．
ぐ烈

のうの好Vは︑又化の痴移にツ

いう似㍗えを明bかにしている︒

イラスの影ぶを身えるたろう︑と

腹子力は︑解党科質的父佑の二

とうとけ込んでいくのか︒たと冗

物た︒それが︑人文昌も旧文化に

（％）

檸子力群発は必要か？

力

原

調

熱慧響

醒︑危臥に対づる迄え隔ても二つ

貰06

144

@鎌 熱
露縷
灘麟警喉

の又化には々ゆ孤る︒八陵野心
ね人簡耐︑臆寧輪はわから番い︒
白鷹の磨し︸酵桶回な気払ちや心配

とち

が43在するたけなのたG

3

また︑一般人歎を先λた落盤︑

カといんは危レタ㌧

とちりカといえζま々く全

その構成唱の罪分は煮凝た︒男哲

の矛倶に君駆る不爵が入きい③人

と鈍へて︑①不煮か根勢い②嘩分

父昌ぜ妊婦貫入がよリンい一⁝な

との特樋tも︑ている︐まん︑最
近のあ麹の甲での︑勇鞭な試∴説

冗根亡女麓かにこってい鵜ことt
みえ贈わ割ると︑もっと汐蟹の黒
門娼を認熱℃へきたうつ︒

，7

5s
・i。危

他
の
そ

5

議融 翻 難

障子刀の合議形霞とは暇なのか︑さまざまな角度からと
らえた澱露な憲見が︑パネリストから発熱された◎
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噸難

カナダの原子力研で
雛額鶴放射線障害とみなし
カナダ原子力公社︵AECL︶は︑三月四口︑﹁AEC﹂のチョークリバー研究所の二人の疑期就労従業撮が︑彼らの世塵が麗

疑わしきは労災とみなし︑あえて補黙した今団の描綴は︑紘会的になかなか理解されにくい点もある

労申の開削線鍍畷に関係している呵能性があおかもしれないため︑酔無︑労鋤叢補償を与えられた﹂ことを閉らかにした︒AECL
のとった 猿 子 力 洋 薬 特 魯 な

のスポークスマンによると︑購入
︵堺実関係︶を賜確にすることを
約張した︒

就労に関係した放嚇線瞳占の聞
継性に対して労働覆補償が︑鶴用さ

宅舷・利用㊥研窺炉の概念および

C

儀

この黒困の規状は︑露国にと
予の届くとこ
まで来たことをはっきり示

って披術窮立が
ろ

している︒こhらの国をブラッ

︷

￠

ζ

︵K・K︶

瓢没階溜と︑﹇えよう︒

げ？りうだけでは噴がす求ない

C

︵蘭品・家貝の販売︑教育︑欄人

サービス桑︶と同得度である︒こ
の放射線累心線騒による職業死亡
の演能鍵は︑多くの他の顯冨の職
栄︵翰送︑農業︑激業︑林業︑建
築︑電工業︑採瓠︑採衛︶に比べ
て鮒四〜九摺小こい︒

フランスと

核μ料検当技爾②炉のイン・サー

における科学貨科の一覧換︑控術擾

⑥イオン蹴放嚇複測竃法1の一篇

この協燈は︑スペインが原革力

助︑識練懸樋などを竃めている︒

噸

開発で米国に依行しすぎているの

予

で︑協力鮨力をもつフランスの腰

助を背製としている︒新エネルギ

太陽熱融接鵜屑に心点を認いてい

審

ー協力協滅はバイオマス︑撚力︑

るQ

使用済み燃料

運搬船が進水

スウエーデンと仏再

処理エ場の潤を航行

︹パリ松本駐櫃勲日フランス︒

スウェーデン海星煮社︵SOFR

〃

十五隠進水しな︒

ノ櫓

ぼーデンSKFBの共漉子土穿︶

ASAM陸仏COG13MAとスウ

の使禰済み燃科輸送船シギン︵S

〜GYN︶号︵一八猟O磁鰍漣︶

は建造申のルアーヴル・エ・ド︒

雌

ラ︒ロシェル・ラパリス造紛瞬で

スウェーデン康発の使胴揖み継

科キヤスク十鰯を速ぶ能力癒もっ

て就航する︵仏ラアーグ工鴨との

闇を銀七︑八同従趣︶︒

ー83しを開催

来春﹁エネルギ

西独ハンブルクで

来年閥週十九日から五照間︑頭

蓋ハンブルクで︑欝エネルギー技

ギーの甜用と備．曲などを網羅した

術︑代縛エネルギー開発︑エネル

これは︑噸独政勝の後擬のもと

﹁エネルギー83﹂が開催諮れる︒

に︑ハンブルク据科学技備鐵︑旺

済︒遡鮪・農漿省とハンブルク鼠

ので︑①エネルギー二段②エネル

際冤本璽酒焼糀が共催するも

ギーと曙境③エネルギー科学ーー

の薫つのテーマからなる田津シン

不する嘩門兇本蔚の二木立てで構

欧州だけでなく勲欧護囲や開雍

成︒

濠れている︒鐵本へは︑ハンブル

途よ凶かりも多くの騰茄者が見込

ク国際毘本布食誠湧会随のハンス

を展開した︒

CEAへ猿苧力げ︶の協力は︑①臼︑﹁エネルギー83﹂のP獄浮動

スペインのぼENとフランスの・へーレンツ徴長が二月下野

いる︒

化の横礎とすることを目附として

力を掲げており︑将来の粟阿工業

ルギーについては実証段鴎での協

環∫力については開発︑糟エネ

協力を定める二協定に騒忘した︒

．ナカおよび新エネルギー科学技術 ポジウムと︑関遠捜循や機器を展

スペインは︑二鰐九田パリで︑康

︻パリ松本駐伍員

仏とスペインが
原子力協力協定

欝験

題転紛放耐性腕蔓物の処理・貯蔵

ビス︒インスペクシ灘ン③R3の

へ

鱗︑・
ウ身

た︒彼が二十八隼勤続して五十歳

憩達リンパ腫にかかっていろらし

鰯と

放射線のような待驚の巌因を一つ

毎嬢代武的な放弧線被麟をうけ

かれている︒

轟塾瀧

台になった一九七八卑に︑初めて

いことが分かった︒獲期にわたる
職業譲曝あるいは石綿が︑病気驚

屑気発生に留醇した斑能性があり

磁の猿暇となった鰐能性︑または

酵ると考えら為た︑とA翔Cもは

もう一人の従業鍛は︑黒十一年

述べている︒

だ⑪彼は脊髄の白鍵浦にかかって

間の勤携の礎一九八一舘に死亡し

いうと診断された︒籔の末羅人は
労働舞補講蚕鯖歳から浦澱金を受

AECLは︑声明の申で︑﹁癌

けとった︒

は︑化学物畷︑喫燃︑石編︑社会

誘発

璽園など多くの凶子によって引き
おこされ織る︒
愚とは難戦することはできな

とみられている︒労働者補製委員

だけ濾ぴ掲すのは驚歎能﹂と槻漏

いので︑いかなる個入について︑

然

会は︑法華に比べて縄瑚の巌撮が

している︒﹁しかしながら︑ある

安全である扁と述べていること

を穴ざつぱに推隣することは阿

一入は一九八一隼の返職の後︑オ た︑あるいは発繊に得与した確激

A旦C1．の二二の従業鍵のうら糖定の因子が欝欝の原閣になっ

あまり威しくない︒

お︑その後︑APは︑謁磐の内谷 労鋤者補鋤をうけている入がいる

来室でも放射轡書込購霞のため

だけに︑新聞鴛でセンセーシコナルに取りあげられた︒以下に︑果東灘からの情蝦誉もとに琳象開係廃紹介しよう︒

隔絶放糧線纏鞭雛は︑いずれも︑

の従嫉樋の年齢と︑癌が珍しい鶴

るL
﹂と間違って断廻している︒な
二人のA琵CL従塁員が憂けにLの声開は述べているQAEC

カナダの法憲限贋を照えていない

労働嶺補繍の適用を決定した鞭悶

とA封CLは述べている︒︵カナ類のものであったということも︑
ダの法定限度は米園の蔓選に匹敵
の一部になっているようだ︒

ンタリオ州労働溜醗潤婁興会から

れたのは︑カナダでは︑かなりの
AECLの発張に関して蝦追さ

するもの︶しかしながら︑﹁彼ら

数のウラン鉱夫とホタル石幽閉が

は︑強調しておく必裳がある︒

線騒癒苗穂してきているので︑A れた識嘔には︑新羅の撮解がある

た髪口︑モれによる死亡リスク

能﹂とAECLは述べているQ これに関閉して︑来嫌鮭驚行の

からの

をめざ

C

の原乎力開発に先駆的役剛を畢たしてきた。

と考兀られている職蟻 ている︒ハルフルール港で仕上げ

は︑すべての職液の翁故死の軍均

その話画を取違する一力︑水か

インドも︑強々

る︒そしてアルゼンチン陶様︑

︷

安目

AECLの両明が﹁順子力触業
凍子力無恥曹の四駅線リスクに関

念身廃疾の労働欝血鰻が認定され

えば︑AP醜は︑﹁一一人の従業員 働嵩捕繍をうけている︑とA封C た︒吸は︑リンパ瞭の癌の一樋で

ただ︑ひとつの闇臆は藤水の

暢だ︒

は︑他の多くの賦嫉に始塾して︑

で︑ある睡に特権を認めること調しなQそこには蛇進姻の技術

器を製潰しだという理曲だけ請には必ず総えていることを強

ある悪盤リンパ騨にかかってい

湿を開脚にしつつある︒同国原

が藤処理Lプルト一一ウム利用路

Lは述べている︒

カナダ原子力公社でAECし）のチ謎一クリパー原子力研究所。カナダ
リスクの杓Ψ分であり︑従瑛から

放鮒線誘発による輝霊のため︑労

発による癌発声の．論︵がい︶然流

を評樋し剃ると考えだ﹂とAECの纐は︑放射穣被曝のせいであ

＼

ぼる︒

もうひとつ︑

の開発もすすめ︑肥料倉成工程

ら鐙水繁を生貝する新プロセス

と鐙装鮒棚立を

うとしているのも︑兇のがせな

達ヒ園両けの輸侶態勢を轄えよ

た︒酌アは米薗

天然ウラン炉とすでに確立した

幽由

託二十⁝二万藻草KW二炉︶に醇 クリストに載せ︑輸烈二恩をあ

ズからも完全な

電

しているのが︑インドの今の立

臨裟

館までに一千万KWが躍標︑そ

ドの原子力発竃謝画は二〇〇〇

子力委瞬会︵CNEA︶け︑
はできない﹂からだし︑もし細差渡に抗して︑自らのりーダー 国産が闇に含わないこと︒イン
とになるからだ︒アルゼンチン團由市騰を膏成しようという︑

﹁再艶麗工潟をすでに完成偏と めれば門廻状を湿久化する﹂こシップのもとに中肉米の原子力

いう気の纏い報道な否廻した

︵国際激チ力機関︶セーフガーる︒両圏の産郵袋の逸事ぶりか

は平和臼的を追求し︑IA起Aアルゼンチンの気迫が詰みとれ の亟水所硬質は一万灘F樋にの

それを法かなうには︑艇設

ロット旛設のげん逆認めた︒施

が︑自前の捜爾によお小胴パイ

設のH的は︑①熱中強子炉への ズを高分なものと斎えているらも︑アルゼンチンは麟立濠成

申の四工騰に繍え︑さらに十

きるだけでなく︑その聞に濃帽
ウランの継継鎌継が惣えば︑南

が︑﹁国際．雌認の農宙な発展にへの∫応えをすでにつかんだと

アルゼンチンの

丁場の増設が必要だ︒インドは

いわば鑑蔽国の

晃てよかろう︒

プルト鳳ウム・リサイクル︑②

新段階の核拡散問題

技術自立ま近の南ア︑アルゼンチン︑印

アは燃料の白∬を斡焦滅すること
になる︒

薩ア政麿は遜
国への穰鰭拠謁
も先え︑慶渉し

遣めている︒物

独立〃もはかってい

ともなって︑工A鷺A保陳三飯 議をかもしたカナダ︑米国との

ていたが︑その

増難炉研究のスピードアップ︑

くのが灘想﹂であろう︒

とのリンクを劇然に実現してい

輸出制限だけでは事はすまな
⑨主にラテン・アメη力開けの

玉藍はなくなっ

の金創域セーフがーズ︵探陣措

轡料︵サービス︶嫡出鯉山への

再処理技術を紬に︑霞電への歩
術移転は滋瑚胸で︑途ヒ国がプ

みを題めていろ︒

過日の口塞原剛力産跳会講鎌

ルトニウム利用の展開を﹁先進

い点だ◎

緩︶唖泉をまぬがれ︑原子炉と

閲係を溝算した藤江︑インドは

撚料を供給したフランスは︑独

参入の噸つ︒

圃の第一にだけ擾はるようなこ

しかし︑現状の幽際協力や技

薩攣鞭
する小冊チには︑以ドのように樽

EC﹂の医学専門家は︑放鷹隷誘 ので︑注即する必璽がある︒たと

は長い薙短にわたって︑かなりの

鎌

口の供犠哲学を繍いたわけだ︒

次大愈で︑カストロマデロ原子

書置によっては︑来国の新たな
敗臓ともいえるこの国籍は︑間

力憂瞬疑はアルゼンチンの立場

燈睡中のマドラス発臨所︵受
顯の晦ア濃箔扇蟹が依然セーフ

ルゼンチンが技術莇の派遣︑漁

を明快に説明した◎同国がNP とはでき寒いQ﹂委鋭疑は︑ア 処理憾設を酎難し︑セーフガー

し

望︵核不拡散条約︶を撹撒しな

ガーズのらち外にあるという︑
鷹介な塾実を残した︒

C

B6・上製本・538ページ／定価3，800円（送料共）

慶原子力関係の全てを網羅した最も信頼できるデータブック
国崎章を使いやすく編成、増頁により一段と充実した内容

熱郵

〒100千代畷区大手町1−5一《

τELO3−2α一2｛71（代）

安田火災大手町ビル

日本原子力産業会議 業務課へ

ご注文・お問合せは

聴

睡隅一to−dateで正確な情報を基本に原子力専門家が編集

険携帯に便利なB6判、激しい使用にも耐えるビニール表紙
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簿をとり女とめ︑ー丁目︑慧ナヵ凝敵2に窯塗しだ︒覆熱にムろと︑掲．﹂炉の撤ム摂の敏雌について﹁瞭﹂々允臨澁の用地として魂

︻九七四年に解体︒撤曇された米国のエルク・リバー炉

る多羅の放射性麗羅物がでてくる

は︑照照摺七十奪代に入って︑興

今擾の対策の進め方について

ンジ一一アリングぶ酒焼﹂を中心に

鯨荏を必．んている︒

蟹本金︑役員などについて議めて

ている︒

の検認が必喰であることを猿温し

とることが必曳﹂との夢．へ力をう

いくことにしているQ

｣猛する二二みがとら汽てい

ては︑補助金を受払し︑その膨転

とくに︑いらしるしい﹁懲説地

る︒

︑偏アップし

滅﹂については﹁欝胴誘悪地域偏

て︑移転を撫感ず0ノステムがと

に撮定し︑補助金環

られている︒

﹁誘麟地域﹂へ乱撫するr結につ

呉郷的に﹁促選移蝋地靴﹇から

いてはその臥面顧に応して︑鍛繭

台d二赫円の補助金か交付される

醇晦村に一龍円︑登某に⁝鐙円の

へ近毘する企榮については︑この

月継み︒塞だ︑﹁聴硝誘穂地敏偏

叢鵜隈段額が三章円にアノブされ

今球庭がら実施された鐵源旧地

る形がとりれている︒

幌進槽鹸は︑︸魍蘭地域扁にある

所が立地する町村は︑とくに一特

讃町村でも︑原発や石炭火力発急

ブした補助金搬を盤用し︑訟鼠の

別壁皿地毛﹂あつかいとし︑アノ

しかし︑これでは騰接市町君が

蕊出をはかろうとするもの︒

とりのこされることに球るため︑

二＋五ノsWU／年程厩か見込ま地元の嘆欝に愚．んる形で︑ムノ回︑

熱工嚇の規襖については由〜酉

ちだしていた︒

ことになり︑実硯の選びとなっ

睡接爾町村も目時あつかいとする

こっしだ爵漿竃ふまえて一二甘で

け︑これよでっちかつてきた皇軍

プラントの盛設およひ運紙の経験

れている︒この生纏ラインは原型

臼本原芋力学会

阪大で年会開く

4月1日から

になるものと鰯瞑している︒

の套某進綴か一鱈はかられること

馳鎌とありせて︑総翫サ地口紙へ

痩二混で♂画されている麗裟振興

売居雀では︑これによって︑鑑

た︒

によろ経済窪陶上せはかるだめ︑

厨の五卜八葺度の原型プラント建

覇琴鳥設立の貼期については敵

込み︒

インとして飽矯虜萄ことになる霞

覆プラント鰐磁心分離機用心賊ラ

鷺ふ突えて改韓遜敵えたうえ︑雪

を晶翻して︑彊能陶酔︑澱摩効果

いるもの︒

当面の滋心分離槽納入先となる
康型プラント建設のメドがついて
きていろことかり︑今紺の艮体購
嚇陥れ築の動きとなった︒

化される見醒し九︒

UCエンノ諜アリンク魏務所を 鍵並纂を見とどけたう累で︑算霊
中心に新工場の立地観肋︑規襖︑

新たに70町村対象に

醸︑大阪

日本原子力W叢は﹁昭甜五セ始

聡吹総総の大阪人︾﹂苧榔で開

舘年会漏を四月一日〜瓢

三田闘にわたって︑四つの招袖

く︒

この払律は寮︑大阪など工塊幽

にもとづいてスタートした鑓度︒

浜原発を騒弘する︒

展小△Aも婦徳される︒四口には人

われるほか︑耳織して原子力機織

誕疲︑四爵九十八の研虎発諏が行

る︒

紘臨塔から︑通瞬になやむ北海

ーを目叡で︑アイソトープ放射線

奪初秋に粟子師冨温懲利荊建ミラ

心分離機の供論が必婆だが︑翫場

うした譜画達旗には︑低価栢の滋

ー調戴宏原子力部盆報侶でも開こ

このため︑通陛鱈総禽エネルギ

が君象となり︑今圓の描献によっ

火力発腹囲が立地甥る隣累日市隠

とするもの︒搬．脳力発徽酬と門鑑

いても褥樵の改魯描醸を幽しよう

が︑今幽はさらに蕊取由町村につ

命鋤度の蟹隈がスタートしている

れ指竃され︑門移蔽地斌漏から

憩握難場は﹁薦轟地壊﹂にそれぞ

繭属地欝は﹁促滋移転地域﹂︑

そうと3るもの︒

ランスのとれた工染瞳劇画をめざ

淫同殴に解消︑田本→体としてバ

ことによって︑﹁艇滅扁螺遍麟偏

母で辞職した欠訳又男朋船難は漣

凱海捌練欧懲懲藤織︶︒十四臼

誌任したのは藩厭隅L凱︵逐海雀

新船長に室原氏

利罵セミゴー御製ハ月頃ソ塵で⁝開く

が隈驚されているので︑三祉が欄

て鞠ヒ劇暑附封が新だな饗轡を受

つく㌶四國磯ソ原盤忍事力感人茜 こと獲決めた︒
愈識が十熟繊︑塵厚・大丁町の斜

張a誠藁で開かれた︒睦写翼

た︒⁝繊月卜五臼酵で㌔h氏襟長に

夢上総舳﹁むつ﹂の船難が父議し

﹁隅爆弛識﹂に移る倉藁に対し 軸泊にもどった︒

ト

誠羨原子燧君株式会社

ルして預用ご二つことが嘱ましい﹂とし︶ごのため繭騒ぐ広魂醗の綴織を％襲とrろ即時解織庵あ・・導た技術開驚の費婁眈を汐蔵し
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﹁解体技衛の開発を﹂

費用負担公平化も検討
次に︑廃鯛の震金面での対慮策

が︑報俵では︑﹁放射能レベルが

灘り繍轟回ぐ謙
備③蜜全昏理④除染⑤解体⑥虚晒

については︑門多額の資金を比紋

が終了する︑と朽轡している︒

的短期闘に必麹とする﹂だめ︑

報㌫によれば︑原チ力闘発利属
押作⑦解体廃棄物対鎌⑤廃母物論

国︑隅七二闇強震なとの揚力の必

な遡転終アがあり貼る﹂として︑

意利用⑨施幾保蕊管硬ーーなとを

理処分がてきるようにする﹂ため

放射性廃棄物と同等に合愛甲な処

きらに蝦借は︑﹁すでに役翻を

ととらに︑受懸薔の拶代間の負担

終λだ試験研究用原子炉の解体な

の公Ψ化を蓄餓し︑換金制度など

の魔朕にともなって︑近奪︑原子

また︑将来磁幾つる撫．計炉施血

炉が稼働期間を経臥したみと︑原
どの縄離を︑将来の実荊発瓢用康

の設置に当たっては﹁あらかしめ

張子炉の解体では︑従来とは異

の再建的検謎漏を求めている︒

設立へ向け準備着手

から建鍵謡ぎが予出琶れている原

猫ことになったQ購相五十八二度 目礼鼠圃で漫離している﹁UCエ 鋤同で薪舵蔵会社設∬を誌画して

ヨ嫉蘇弦遠心機の共同生産会社
臼立︑亀ノ牧三誠瞭℃の筑弼け

没価することを計画している︒

雌鮪懸進め︑今卑申には折盆紘を

ウラン磯締彫心分離機の雛艦体期

体制を冴えることになつだもの︒

わが園のウラン謎編副画につい

型プラントにあわせて︑興牢蛋座

ては︑動ぜが岡山堅入形欝に難設

配よ袖飛∬の纏露附嘩鰭作堂に入

が撫了づるため︑これまでの脇力
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を礁∬するため︑㎎月かり気岡生

成疑をレビ晶一し︑八三〜八四雌

が近く孔成︑国産化に第一渉をふ

体陶な実層覚電用原予炉の複二二

子炉の頼久的な穐転終了に伴って
子炉の廃炉捜慨に滅かすことが盛

ことが蝿ましい﹂としているQ

原子騨の食出搭躍を写熟しておく

慣禽理的な薮蘭の蟹驚が図られる 極めて抵い廃漿物については︑非

とられる銑姪鱒醗︵いわゆる廃炉

ンノニアリンク②残菅放射曲鐙認

扇孔の課題として①ノステム・エ

あげている︒
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あり方と︑岬ごのための対策を明碓
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して㎜より円沿に進めるための三
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瞬炉の方法としては︑一九ヒ五

戦がある﹂と指直しているQ

か梶廉した①競絹魯騨㈲蕊敷隔離

麗の協力プログラムの作成癒灘こ

しかし︑同プラントは癌心分離
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簾羅隣接地域にも優遇措置
バラに製戴ライン壕殴議して︑盟

工業再配ぬ勧助金制農は昭和四

之︑鷺幾環工では︑それぞれバラ

鵡嚇行ってきたのが実糖︒ところ

卜七年に制短された丁三二配灘法

の製鷺にあたってきた日立︑痢
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胤からづでに工業舟酎讃促癒袖助

原子力船﹁むつ﹂

為ど六つのヒミナーについて︑技

醐となっているQ

簸た︑△一了八四年のプ切グラ

別に製ぬを行うのでは必襲な羅麗
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継承厚総力船研離開無難業田の
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Ψ祁利用分野の隔力筋辻扁にもと
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そして︑これらを轡細に承した

僧に移勧ーーなととなっている︒
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鵡したとしても︑その旗立の再訂
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州︑地力鋼製体との開の有功な協
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諏羅文持する拠決を不した︒
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限やメU措齢よりも︑趣酌省の霜

拶則のかか緩先つる﹂といつ内谷

て︑同省を相〜取って︑連邦地裁

の迩輔省の斬規劉の蝋功崔1広し

アブラハム・ソフぼール縄噛

に掩遍していた︒

は︑一この醒際は︑二3ーヨーク

て︑旋用済み廻経や人迂の放尉捗

希のような入口騨集地域を趣っ

物竺をハイウユー愉達する田舎に

に関しては二二借書凱は合溢﹂と

鱈してたけぬ用され︑その勉の短

運輸省の新規則によれは︑遜総

述へている︒

省が予め承毒したルートを利用す

での道路輌込を誹函づるとしてい

るならは︑運輸省は人瞬笹集地域

るが︑ソフェール田激は︑﹁その

際︑聖霊省は︑事故リスクや代替

↑輪行わなかった﹂と指掘して︑

輸込ルートなとのh境膨靱髪冠を

競在のところ同硬毛の日工は66

幽にあけている︒

萱誠施設︵APR︶へ便腿瞬み

京りないが︑督来︑再処理や錐中

聲料を緬感づる弓合に丈隠が出て

政暦と矯三会仕は︑砕訴を含め

くるものと需倉されている︒趣邦

て︑瓦毛を款譜中︒

パーキンス原発

計画︵三塞︶取消す

デューク・ハワー社

来国のテ議ーク・パワーdは︑

ーヒィ郡に予楚していたトーマス

このほと︑ノースカロライナ堀テ

︵殺気繊力

・L・パーキンス障子力発㌦所

ハスチコン・ユンノニアー3ンクバ

澱PWR⁝一五︶の建稜扇幽を厳旧

取消しの目凹け︑規尉の不碓失

した︒

で︑原尭建︑賦による財政負剥の鰹

質と愚力欝頚の伸ひの低戚のため

でに同日画に戯した損け一工脅

獄を図るためとしている︒これ窪

力ガ︒㌔力会dは︑︵厨か建投の

オブノ〜ンをくめ︶将派の利罰

た︒

汰囲の二﹂iヲーク遮邦地裁は のためにリイト亡保持するL向

米遼邦地裁が判庚

履行を書字省規則の一部螂効の理

め隠岩斗ヤンベーン以来DOE既国家恥塊割集乳︵NlPA︶の不

甦はないとみられている︒このた

L価

入せ遥聾した︒逮捕名の多数はu︑

五乃KWガス炉に加えて酉三＋万
KW加圧水型三四基建設︶には︑
碁風の大半かあきらめて止むをえ
ないという気持ちになっている︒

反対テモは︑一部の過激派に因
境をこえてヘルギー人︑オランタ
人︑ルクセンブルク人なとが潴齢
して腰開されている︒一月のテモ
は信民のひんしゅくをかうよつな

乱暴な行動で︑村kはテモを訂可
湖にする条例を布関した︒

今園︵二月︶のテモは︑無滋湾
の迩泓のもので参加盈には多くの
外浦人が混っていた︒テモ隊は芝
川隊︵移動激選嫌八小隊︑＃和国

自製︶にはばまれて殊発ツイトに

鞠漏隊四中隊︑ヘリコプター︑蟹

㈱宵髪平製作所

豊かな経験を生かして、放射線琶蔽擁をはじめとする

製魑

議会は存続を主張
ル魁廃止法案提出が難航
火国のレーガン政櫓による工不ルギ用脚︵DOL︶廃韮謂画は︑昨淘樋二月の﹁DOE廃豆μ閉扁︑ム．窺ご月の﹁﹇九△会ほ勾
脆遠駆エネルギーH両苧犠集﹂およひ一づンセノト・レビュー﹂の議会提出と瓶いてきたが︑ここにいたって︑舶胃の﹁DO﹂臨止
法門﹂を磯ムAに捉繊する談でには至っていない︒これは︑議愈がDOE廃止に弘く灰臭しているためで︑たとえ︑大航領が﹁DOE
廃止泓躍﹂を提出しても︑その旗立の吋能投は購いとみられている︒このため︑選挙公約としてDOE廃止を主張してきた大統韻の
田植をつぶさない形で何らかの妥協条をさかそうとする努力が︑競在︑ホワイトハウスと羨余との陶で行われている模様た︒DOE
廃止酎顧のつまづきにともない︑DO践のエドワーズ民胃とテ⁝ビス劉最桜は昭任するにしても︑次箆およひ次宿傭クラスの人蜜異
動は必至の粥勢となってきだ︒

数を出めん︒反対懲発の論拠とし

に靴設されるエネルギー研究技術

出される予納たったが︑譲盆の二

ネノト・レヘルの省はもはや不一

ロレヒューは︑﹁エネルギー閥

レーガン大統領は︑二月九口︑

レーガン大物領のエネル書一省

﹁一一＝

エイノレ二一｝慈イ1写〔k

力翼翼を損ねる一⁝ねとがあげら

したバランスのあるエネルギ⁝敷

ては︑①DOE臨止は強力で一算

なっている︒とくに︑この聞鴇に

政撮︑緒報暇集︑緊廿階対邸︑国際

策の後邉につながる②DOEを馳れている︒

庁︵hRΨA︶が行う②エネルギー君が強いため︑提山がのびの∂に

強い彫響力をしっているノヤノク

②核兵器や準礎多占を禽む他の量

を儂織するよりもむしろ拡大・謬
活動なとの染毛は蘭覇省が喩振管

要なエネルギー機紘の管琿は飽の

るサンセント︒レヒュ董﹂を義鼠

化さゼてきたG趣邦響胴は︑緬格 キャビネノト・レヘルの雀で行っ

﹁エネルギー省︵DO￡︶に隅づ題への規制の介入は︑議場の欠陥

に捉呂した︒

局︑海承胴石油・オイルノェールは

轄③職霞石癌備麟︑鶴力弟場行政

ー研九型発墨眺に必験な由月イン

響岩擁幽の内容については︑この

﹄一

︒フルノクス下院赦勝運麟盃員盆 止しても税盆の聡慧につながらな

た︑と同レヒューは述へている︒

米国のエネルギー行政機構の変遷

だ力が取集朗⁝一であると決球し

二九七七年エネルギ達雀建隠
センティブを取り闘いてきた︒エ

サンセノト・レヒューたけでなく

これは︑DOEの翻設を決めだ管鐸により︑鼠閥産業のエネルギ

軌領は︑DO￡の各プログラムに ネルギーの月戚・消蹴の決短は民

法一団イ条のサンセノト規疋︵人

闇か中心的役朗を聚たし︑政恥の

ついて億婿的検﹂結果を用慧し︑

昨鉢畦r超然ヒ臼の人望傾片閉の
申でも触れられておP︑藤た二月

摘︑門緩済のエネルギー脇門に鴬
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談話を晩義した︒

今國の調費論集により︑関根浜

は

團立っている③カナダのCAND
開始し・世界で二士⁝奮躍の原子

安定⑤イタリアの極端な不調の連

各園別の稼働魯を跳較ずる場

U炉が好調④英国のガス炉の欝欝 力発惣国となった︒

する罵能性があるため︑考慮を織

は︑牲に隼々の実綾が大きく変化

続1一などの特徴を明らかにして 倉︑それぞれの呈数が少ない時に

ユーゴスラビア縫年十月二

いる︒

田︑クルスコ原子力発電所︵PW するが︑わかりやすくするためグ

＝

重

︽

；

鴫

ξ 喜

→

； ； 芝 舞

︐

ユ

∫

R︑六＋六万四千KW︶が送庵をラフにすると次のようになる︒

罫 壽

峯

︸ ま 凄 ︷

﹁

； ； 妻

1．原子力発獄所を始めとする、原予力関係作業靱｝1のために開免された薄コム丁袋です。
2．全品完を検査によって汚染事故の腺囚となるピンホールは全くありません。
3。GLoy￡Sが手の全体に良くフィソトするためf㌻業i生か」昌ilに良くまた俄れた季擢ミのため

や六億円の六七％増となってい

士⁝羅円と︑越年臓の一千七薫五

購力の設徽投鼓額は︑一差深田三

してLNGの拡大基調によって︑

る︒このうち︑原子力や石炭︑そ

べ︑一九・蹉％の傾びを示してい

罎晃込み七千四肖九十三億円と比

千九蛋一一十詣億円と︑灼．田年嵐実

一対鎚のための設備投資額は︑八

えることになろうQ

とにでもなれば︑新たな局画を迎

十五の勢力分窃が大きく変わるこ

果︑今の療発賛成派十一︑反対派

統一地方響挙での町議会選挙の結

がありそうだ︒ただ︑來無五月の

露所の実親には︑まだ還い迦のり

設に反対しており︑蟄北寄子力発

ま求の状懸では原子力発餓所の建

121314蔦161718鴛

JlS−Z48穏（放射性汚染防護用ゴム手袋）規定試検三遷贔

地区に﹁むつ﹂の新客係亀を建設
することは技術的に可能であるこ

彩

﹁ 才

︷

している︒選挙はこの二人の一騎

許さない状況とみられている︒

打ちになりそうで︑勝敗は予断を

藤井町長は四年煎︑原子力発惣

所に反対して聖訓︒河田氏も今の

そのエネルギー颪業の難壁副顧

を分野別でみると︑億力がずばぬ

けて筒く前鉢度と比べ一九％増︒

このあと︑ガス︵阿一一％増︶︑

揖溝︵欝欝・四％溺︶となるQ

貝鞍附には︑磁力は︑火力︑原

子力を中心に臨源轟門が増大︑五

十六熟度の九・三％から大桑アッ

プ︒ガスは︑繭郊厩三一︒六％か

な36︑勤評の設備批資について

ら⁝一％へと減少するが︑LNGる︒

受入れ慧地投資がひ塵繊き尊大す

は減撫修蕉が検討されているとの

ことだ︒

⑳NEWP艮◎丁置XGL◎V旺S

問題解決に最
大の努力傾注
中川科技庁畏官

︒

一九八一舞︵一月〜＋二月︶の

とがあきらかになった︒一方︑新
附係隔建設に向けての．†算も︑昭

豊川一臨科学技術庁長官は十四

臼︑果原子力船研究開発瑠業団
釈五卜七匁度予鱗案に呈上してい

このほど明らかに

世界の頻子力発艦所の稼働率が︑

が・蕊嬰兀に対し︑関州浜地区に

もとづき︑地元の方々のご理解︑

頼萱会が罰してい

なった︒海外鰍力

るので︑こんな︑朝霧共岡声明に

ご協力を響て︑すみやかに新定

四箆︒熊鷹圏の申

九か国︑二酉一一十

︷

よ ‡二

く

だが︑すでに藤井瀞罵現町辰︑河

立優良の締め写りは四月十九臓

が行われる︒

三2345678910

隼農比七︒二％端と鈍化するもの

uルガリアの4か潮を除く

﹁むつ﹂の新論係幽を建設するこ
とについての調査結梨を捉⁝小︒説

明したことについて︑次のような

岡誌によると︑

まったもの︒

︵掬5︶﹂でまと

る﹁海外織力情報

係港建設の垂垂
しの確認が得ら
れるように努力

さらに︑水無

したい︒

分析対象となった

傑紬から墨薩さ

門む2を佐世 原子力発鰍勝は十

八月宋諜でには

せ︑大湊櫓に回

＝

‡ 斗
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團

調査結果を地元に示す
曝力舗菊池南長は慎重な対応
昨奪五月の共同蹟明をうけて︑新穏港建設のための立地調査をすすめてきた臼本原子力船研究開発適業測︵井上啓次郎理鱗長︶は
十四日多削︑憲森宙のホテルに北村膏森県知瑠︑酌囲むつ市長︑櫨村塩詰連会疑︑西口関洲浜涌協縄舎長を招き︑﹁関根浜に母港を
建設することは︑技術的に可能である扁とする調竃紬累を伝えるとともに︑あらためて新講繕建設の琿解と協力を求めた︒今醸の調

の四か国のみが︑

キア︑ブルガリア

ツ︑チェコスロバ

注していく所脊

でソ速︑藥ドイ

性が大きいーーなどをあげ︑﹁む

分析によると①

いない︒

調練対象に入って

だ︒

航するため︑最

めの漫淡︵しゅんせつ︶土蝉が毘

つ帝関根淡地縄に原華力船﹃む 慎盤な姿勢を添した︒
＄
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アカスベオフ西ス脅ス艮フア韓イイイパエ

の︑葬製造梁の電力やマピス部

％網と岡じように比

上の企築千八爵七十四社を対象に

象だ︑石油の代薪・省エネルギ

ることから一〇％台を縮持︒

三興化学工業株式会社

製造元

500双

内は各照の発電所数
東ドイツ、チエコスロバキア、

ソ達、
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を︑いつ下すのかが大きな焦点となってきた︒

集団から愈塞奪務理蹟︑科学技術
道︑策を山屋輪︑西を大町崎と︑

ールスルーエ研究所︑アルケム

申圏撃力が癌根原子力発詰所二

4月25日︑山q興墾北町 田久前豊北町教膏長が餓馬装睨を
弩機につづいて︑二野の原子力発
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︵動燃菓小誌業駈プルトニウム燃 十万KW︶を進めている山口県豊
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にとらわれずに対応したい﹂と︑

庁からは石渡伸子力局長らが出
とは︑技術的に司能である﹂と結

欧米のプル利用を調査

論づけている︒

そして︑﹁鑑定陰陰港湾購想扁

総立海城が閉鎖海域となっている

席︑調壷粘集の説明を行った︒

ため︑太平洋側︑臼添海開に面し
では︑げんざいの開根浜演描の康

それによると︑①海醸地形は蟹
た海城と比較していちじるしく小

カは︑今だに丁顛

進國であるアメリ

定している︒このため防波堤が沖

六〇％以上の松藻

玉事故の後避概に

側五醤層の地点に︑憂さ千五酉齎

の二年つづけての

悩んでいる②田本

MOX調査団を派遣

さい③付目陸上施設の建つ睡上部
の西防波捉を配置︑さらに︑薩防波

通産省

禽いにでても︑大水深構造物とは

堤から東へ七齎規の地嶽に七穂疑
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通産雀︒総台エネルギー調費雲

豊北原発予定
地で町長選挙
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遜瓢穏の﹁MOX一別レビューでは研鑑捜術省︵BMFT︶・力
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学助教授︶が二十七田︑来と西欧

エウム利罵の鰻新の動購と成果を

会談後︑地元代叢は記者金兇に

に岡けて出発する︒一行は︑まず
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のぞんだ︒北村知塾と植村県高

だ﹂と潮陶きな姿勢を示したが︑

趣会長は︑﹁予想していな通り

原子力規制鍛獄会︵NRC︶など 一陰に滞圏の予定︒
の行政機関のほか︑ハンフ分ード

原子力部会は︑プルト諜ウム・リ

方の方向づけを明確化するため︑

忠雄︵東芝原子力勝論ホ部原子炉

︵原子燃料工業開発部良︶︑大野

菊池むつ市長は︑﹁地元と速絡を

とりながら︑独立にチェックす

研究所など研究機関を︑また西独
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映させるために派遣されたもの︒
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軽目で︑第十五囲

書の飴脳が滲撫した機会に鵬かれ
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それによると︑五十七黛度三流
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京た︑第四岡難壁原子力藤凱会
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ったが︑なかでも︑そのものズバ

発峰網や立難を確撮しておくべさ
たとしている︒

そしてF君R突認炉については 蔭因の親伏と今擾の実馳蔀幽が磁

が︑門口木の協力で設話・発窪し

た沢盗ゴム照射斐躍は︑来年ご月

プラ㌔︑冒トても︑辰肘蝦比用躍測副

御ンステムの設澱は︑慌旨湾懸も

簸先蠕技衛を駆使

場誌画決まる

つくば驚の会
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ーパーフ評ニックスなどの例をあ

実議プラントの璃際共同建設も︑

べたのに対し︑名田から運転に饗

に畝遠駄を闘争する予短だ﹂と述

しだとすると︑この織力を補うた

猿子力発戴所︵黒卜二昂︶が鼻ぬ

門縄済性﹂の論戚のなかで︑ひ

利際の拡大も岡時にうたわれた︒

篇などに銭識されるように原子力

霞せることとなった︒

痒鞍花に向けての論議も歯答に

科学技術捗少食︵科彫万樽；つく

7脚波研究学脳鄙酪で開かれる国際

ば特︶の金場計画鍛が︑毒手の三

盆議でまと養った︒

際科学技術樺戸蕪協会・会費詩蜘

ークシーップ瞬が︑U本での開催 を八ブロックに分け︑政癌熊︑外

ここでは︑UNDPの獲助でぴ

城に封をおくタイプの二つがあ

る︒これまでの醸す力の台愈でみ

ように慰える﹂と発︐尉︑乳量に富

広編や人工湖もつくられる︒濠

二三︑鼠間鮒などを難置︑醒し物

た︑博覧金終了後︑会誌恥雌は二

鞍として懲識懸れることになって

十一書紀をめざした新しい浮葉団

三二には︑光智能など最先端弓

いろ︒

ワークがはりめぐらされ︑観客は

術による総盆鮒な猜蝦居室ネット

金鵜内のさまざ茨な梼帳をえるこ

科単万博は︑大阪万圃博︑沖縄

とができるという︒
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豪た︑険金と開発群体について

こんごの課題として鑛講すべき

再処押②屍蝋物処理③ウラン濃博

め︑石炭と石繍を燃やごねばなら

まく環聴が昨年と一変︑輸出へ向

鹸後となったが︑康子力平窟屑

む内孫として法図されたQ

胴と葛篭拡数をどう爾立させる

らである︒

けての舷歌が︑一段と簡法ったか

震た︑発源だけでなく︑熱供給

か︑という間魍も蕊た︑今大会で

EAの保隊措羅は︑側ら︑穣子力

圏A
際博麗禽︒余場懲戯書四百九十
﹁NPT︵捗不拡故条約︶とI

ブリックスーAEA窮務総長の海洋博についで︑わが圃三番麟の

磯認された火禽となったQ

﹇両立する﹄との共灘の認識が再

論畿されたが︑金嫁としては︑

も行う新しい軽水炉戦賂が発表さ

力システムが慧実に羅展している

﹁紫苧﹂といったアプローチだけ れるなど︑﹁地域に根づく一原子

は︑主に﹇技飽や核不拡散上の

が強目されるばかりに︑﹁経済

のペトロシャンツ議長が︑﹁オデ

逮からは︑原子力忍摺岡家袋最玄

なかでも︑世界の先端をいくソ

姿が浮き彫りにされた︒

術として確立されだいまこそ︑囚

ったと指摘︑﹁技術的には涯榮技

性﹂がおざなりにされる傾陶にあ

鰐協ヵは聖心脳力の一環として位

いる︒

円︑約二千万入のへ鴨を．F想して

義を慣つNP㌘は腰対する﹂とす 虫た・金鴎の小・巾学生に騨び

する意見と︑門一際枕金の平鴬霊

ッサに熱闘給原子力発魔概を磁醗 平和和用を損うものではない﹂と

峯カステーションもゴーリキとボ

中︒抵瀧黙︵温水︶供冶轡嗣の猿

躍づけられるべきものだ﹂とし︑

現在の斎院力かり脱皮する滋味か

かけて募集していたマスコットマ

さらに﹁審園の献策にκ為される

るアルゼンチンのカストロマデロ

らも︑技歯露な問馳として︑安短

ロネジで建醗巾て︑ちかく還献に

力発鷹は不珂欠の痩喉となってい

ーク︵一1写翼︶もこのぼど渓よ

比大な康子力聖画を推進する仏

二一長の見解のくいらがいが浮き

り︑発荻された︒
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は﹁F3R実組炉は軽水炉無漏のげ・﹁エンジニア派灘にともなう
二倍ていどが囲標とされる﹂との

だ﹂と︑実証炉建設については︑

また︑口水への捜望としてけ的

煽したいとの濤向が⁝小亡れんQ

水炉なみ偏とするか﹁原型獅な

購本だけにこ疋りらない︑庭軟な

認識のもとに︑民闘盤押萄を﹁蕨

み㎏にするか︑関係者が話し競う

ただ吃働については︑

発想を求めてい零

て允慰霊体としては①国②国と民

ことが必嚢と指鋼している︐モし

のことばは︑対発展砿上国との協

労蟹全研究㊨嵐達酒開発⑥移触会

たらの共感をよんだ︒

入る響驚だ﹂とのべるにいたっ

彫りにされることになったが︑畷

撮優秀蟹を獲群したのは︑愛知

したワク線みに組み入れるべき

て︑原子力をとりまく爵勢は︑識

子力の平和溜蝦促進に︑次竃的な

県一営欝立北都中か一隼の︐同節臭

ることを強調するとともに︑﹁面

だしと一答鯖み込んだ諭淵陛展麗

しい褥蘭にくったことを内外の闘

紀さん︵一∴︶︒一芳凱千二百四十五

のペクール原．︐力庁薄綿は︑﹁八

した︒

困の剛情や手．串ルギー政集︑﹁ゐ

総噸を俘えるものではなく︑その
ことしもまた︑舎惣づくりへの

譲麟に滞製づけることとなった︒
﹁猿チカが鍬凸体舗をもつ鰍向に

また︑発展撃殺国に鴛しては︑

乱

原子力関係営業種昌

圏際協ヵは不可欠

リのセッシコン﹁原子力園際協力

なく晒兜となった︒これは︑AP てみると︑どうも︑後養のタイプ

一⁝の分野で︑横斜的な役銭を果

ず︑発酵コスト壱さらに三〜四億

︿．大へあ響調テーツ︑ともなった

となる偏と暴体佛をホすなど︑割

﹁苧環姓﹂も京た︑今大会の性賂 力発露は三趣がぢかい外野の節約

めの首際協力け︑畠瀬づくりは・

⁝1い塞側が必慶か﹂では︑それ

のり
入たちへの醜慮がたりなかった
WR︑ABWRと︑軽水炉をと

献瞭をもつ︒

たしていくと表明︑﹁信頼される

かしきれているとはいえない﹂と

を︑より軍体化させるという懸味

：といった︑大会で諭議されたさ

と味ちがうビューポイントとして

力を華W︵るヒで︑きわめて璽駿な

そして︑このリム氏の発︑繍を裏

パ劃
ートラー﹂としての立弩を︑よ ㌧圭界させることになる⁝との 蓑臼されたのは︑国際協力のパネ
うちす乃ように︑OECDIN
へ︑さらに凝望燧﹄へ致擬は︑﹇働 ルで﹁キーノート﹂をのべた大樋

のべ︑国命的に園顕性を内包する

京ざ荻な課題も︑ととのつ茨り︑

ぞ熱の砿傷からの発占が嘱次い

アルゼンチンのカストロリ︑デ憶

れるべきではなく︑詩筒化が開姶

一葬の発呼涼甑の語録によると︑ 子力の利用は︑先進懸だけに限ら
原．士力・符炭・恐憩の比払は︑一

されん困においても荷益だ﹂︵西

原子力湊穏疑も︑門い隈こそ︑瓢

大島氏は︑これまでの国際協力

乃KW︵稼働蜜七〇％︶の発鷹を 果大孫亦数提である︒

毛子力での︑広三囲にわたる困際

織力発艦国にとって︑もはや順子

された︒

﹁暁梁物・鉱全で麟際協力を﹂

で︑意義あるものとなった︒

果醜な国際田力は︑まだ十分に蕉

Aのシェイパ⁝蟹務局式は︑﹁効 りい3こう鮮明にうちだし︑歓遡

と︑昨葬一二月の戚任いらい初の

協力の必襲性を編揃︑パネリスト

億つた場A口︑石油火力よりも練子

公践の靴で︑閃際協力の窺硬牲を

であった︒

の大きな﹁うねり﹂ほ︑日隆励力

今大弐を特徴づけるもうひとつ

かならない︒

原産年次大会の取材を終えて

六耀の閃趣軍比い︑騙会に晦け︑反

ｾ弟十五幽醸雌輝次大ゑ︒為︐大

核のうねりが︑岡まるなかでひらか

公を特微づける澱大のものは︑こ

ひらかれたことだ︒

の︑響史的な大きな顧れのなかで

原子力開発四￥世尊を縫て︑経

原子力機関︶事務総飯をはじめと

このような︑麗礎的な欝欝期に決

だ︒その内臓も︑どhもが︑規状

原子力の定着を浮き彫り

実のある国際協力を

訴えたブリックスーA露A︵岡際

にわたって流れる門馨調﹂ともな

して︑この聞貌は︑一隅ッシ罰ン

るなかで︑より安全で︑よリアク
セプタプルな原子力発電を︑いか

済口金での役隔りが日︸．﹂とに漏ま

に驚稽化させていくのか︑そのた

たされているゆえへの︑われわれ
と展

．をふ燃えての︑菰り下げ

の蒲醗といえる︒解決しなけねば

議院の確．︾銭と訴え︑七四鰍の

独︑シュミソトキ

ズター研究鼓

済的磁位は歴然としている﹂と発

光一・六輝二・雀で︑拶子力の径
し論った理念の図後を彊調した︒

燕の応勢作鰍の巾から選ばれたこ
たように越える︒

法論篇に根づいた微砂な差であっ

あらゆる滋味で︑﹁転期に立つ

も衷たあきらかになつκ︒

幾勲が行われたが︑新しい講応餓

単磁院大学の田ゆ教授は︑﹁入

代弁する形で門ことぼだけの協力

あることを考え合わせると︑技術

て︑簿要な課融だ﹂と︑獲済の概

火窯冒戯︑白沢瞬κ致長が﹁わ

痢省エネルギー研究鼓術局￡︶︑

ろならば︑漂了力発徳の拡大利矯

﹁巾央確力汀︵CEGB︶の最所﹁闘発霊鳥国の駈歩を勤続に霧ノえ 七瀬は︑経済協力︑産業協力とし

凸︑英核撚料公社のヒルゑ長も

の葎次報告によっても︑慶子ね光

る◎

博覧禽のP兄痛動などに活用され

また︑頃子力の拡大に翌解を示

の勝心にいるマ冥罰ム灰は︑楽界

順子男﹂が︑より鮮明になった大

す米レーガン政翫の科学技偽誌上

未来に躍進する 璃姦灘野！

のマークは︑﹁UFOや土猛の輪
窪華♂詣 ぺ
け︑センシティブな糠蝦のことま

軍であったQ︵飯高畢上議穫︶

をイメージした﹄もの︒こんご︑

矯縮総懸に︑メソセ志ン謹送りた

に反対することは闘違っている扁

てはなく︑凋媛附な協力を︑墳捧

J一

磁が︑畿郵疑価であることが確認

的にしてほしい︒何もわれわれ

糠

の原子力開発の促逃に︑寧襲な惣

炭麺娠器の存鱈︒妬．．年六搏の欝欝

●

海外立地は総合評価で
降本騨業慢膏はこのほど︑︑団㎏窮狛炉︵FB靴︶の実矯化に同けての課版と展朗事甲とりょとめた︑モれによると︑エネルギー落主

縦欝ま︑罫βR開発は糞．おめて買置しと髄糟づけているものの︑原型炉笥もんじゅ﹄以欝の健鵠加の悪題として︑争聞発スケジ議

どがださ為た︒鋤．

にに
、

ーエング痩員の出けくれ榴ーーな
馬回金議は︑来⁝から鞍半準闘にわたって︑茨城県
業属で突識炉を三二するとし疋場

を人
テ聞
i ・

汽によろと︑鞠懲二面の士地
理についてのRCA／UNDPそワ

雪線至重濁定機器を罵いた工程讐

タイのパンポンで﹁鰻紙業での放

で力︑一一月十篠臼〜二LT六口︑

開催の．57堀9

合︑米に先地するのか︑または羊

ノウハワに鰯電が届けがたい﹁⁝と

その他畑谷企叢とのコンソーシア

指摘している︒

間との鞘蕊セクター③織力ゑ詫と

蟻温し捻る総騰でなければならな

鼠に関するあらゆる技術情帳が

隼二乏．一月ころ︑インドネシアで

には︑一九九〇無頃の実証炉慈工

ムー1などが疹えられるが﹁FB
水に立地するのかで︑讃秘される

は︑ぜひとも実現すべき囲標であ

い扁としている︒

でもわが瞬があまり大幅に遅れる

の共生シナリオは醗能﹂と落零︑

術

︵SKPC︶のクラフト概製㍊プ

硯編輯悠と講洩を中心に一3つた︒

讃した水分謝︑厚み計を用いて︑

その後・各プ庸ジ気クトの報偽

・放課濠憎愛のアジアでの臨迄がが若鷺された︒

糊進んでいる放射陳翼橋の進ゆ伏況 ラント︵田暖二百ゾ︶に斬にに設

原子力研究所高崎研麗所で︑蝿在

インドネシア原子力研究所︑口塞 イアム・クラフト・ペーパー判

丁環眺償次冨のあいさつのあと︑

シデツク．マレーシア科学技零 にひきつづきねわれた︒

[バーが参激し肥︒

㎜と︑マレーシアから士一名のオプ

ている麟があると想鮫されるなか

ールゆ負金チ当と開発究体の礁費照門隙協力⁝←配措禰︑門馬民蘭綴蕩が︑一破鰯干して三士射にり体的訟解淡雲を鱗誕していくこ

ったとしても︑面体としての原子

とが環まれる﹂と鞘論づけているQ
門響たな展開期に立つわが国漁

軽水炉←FBRを鮭末磯略とする

重力産業i一島鷺増殖炉驕発の現 力発女原緬を低減し叢る軽水炉と
状と謙題⁝と題する調費欝は︑こ

ことなく開発註画をすすめW︒9ため る﹄と︑今凹かり八母以内に︑開

れまでの原子力開発二十鷺年を畷
わが園の原子力開発政策を︑あら

放射線鋸で初会議

願するとともに︑将来の展望とし

いるり

てF8Rを﹁ウラン資源とウラン ためて再確認する零露となって
濃編役嘉の髄躍な節鞠メリットが
そして︑こんごの課匙は︑康型

にあるとして︑①開発計画②貰聞

国際原チ力簿関︵工AEA︶とクアラルンプールで開蟹さ7㌃た︒

炉門もんじゅ﹂以降の実講炉役階

問題と開艶雲体③閤際協力の滋卿

戟cシア敗暦致催の瞥放嚇綴プ

あり︑わが国のエネルギー瀬源の

ギー嶽給構澁の改茜に二一すると

を指摘︑その蟹決のための総噸逢

対外依荏度を低め︑縄弱なエネル

いう大きな精㊥がある﹂と詳舳︑

試みている︒

漆黒日本への期待高まる

窯た︑今日の順．噂力薦発の叢流と

﹁アジア地域獄了力協熾︵RC口的◎

もなっている軽水炉との隔孫につ

この瑞験およびケース・スクデ罐

の糖黙︑凹建門沖繋郵の謹製襲繋

につつり︑鎖編ゴム︑承材加∫︑

P︶﹂に懸ついて︑アイソトープ CA籏盟十か困から罪名の魯門家学雛︑隠礎幣封︑の滅菌について︑

ロセシング﹂の第一同技購縦討二 訟︶﹂と﹁国蓮潔発癌鋼︵UND ☆譲には︑パキスタンを除くR

には︑FβRの実用化段鴎を迎え 線が二月十κ撒から一ん欝まで︑

いては︑﹁FB沢の建設コスト 興麩的には︑﹁二十〜世紀初顛
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が︑鰐水炉の碓設コストを上豪わ

コ」護し
んでいくタイプと︑人文科学的領

れわれ浮〜力軍和利用推池沓も︑

監Uのリム氏は︑発展途ナ麟逢 インドの核実験によって損われて

ならぬ︑bれわれの趨貧︶たト争 たこ澱みのあるものとなった︒
架といえるQ
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これは、木村化工機のすぐれた入材、高度な技術、
飼造性の開発努力によるものと確信しています。そ
してこの実績はあらゆる原予カプラントに御利用戴

瓢
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原子力機器への実績は高く評価されています。
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カ

Nまで俸制確立を
実証類着工は90年メドに

わが園の週期的な原子力醐発の豊本的あり方を狂す﹁原子力研窮開発利周長期計画扁の見聾し作業を行っている原子力叢鰻金・長

期計画馨門部会の巾の川本聞題分科会︵童葦・村田恭日本原子力研究所顧問︶は︑このほど高遼増殖炉︵FBR︶開発の進め方︑
自主開発狡術の実朋化などを内答とする﹁報告櫛︵置︶﹂をとり濠とめ︑十七鷺︑遠隔謝睡強震躍食に報漏した︒それによると①高
独期殖炉の実証炉は一九九〇隼瀞ろに憩工②そのために△二年ごろ塞でに発受注および研究開発を禽む全体の開発体制を確立する一

謄冊

とともに︑﹁実証炉の発注︑受注
および研究開発を禽む全諏の開発

する﹂ことの必黎性を指摘︒

体制を一九八三年ごろ象でに確立

一方︑自輩開講茂術の実粥化に
ついては︑実用化移行段階では民
闇の霊体性が趣めて猫要である︑

と指嫡しながらも︑①これまでの
技術開発成瀬の梱当部分が国に茜
獄されている②この段階でも技術

面・経済的リスクが大きい③核不

㍉一

療が隈だされている﹂と分析した

について﹁閲欝欝による検討が早

の鯖胸を選めるうんでも︑議論振

十分﹄轍できる篇と強調︑﹁轟轟

興を駈る．つえでも﹃もんじゅ﹄の

急に行われるべき﹂としている︒

政附の役留りについては︑﹁翼

あと︑﹁臨要家の頭極雛な娯勢の
もとに︑実二化を撤幽する寮業生

また︑﹁猿子力発艦に轍鮒する

建設が憩が為る﹂としている︒

国︑民間のいずれが負撞するにし

福坤県民鍛議鳳かり趨されていた

用化移行腱階で必腰な資金を︑

カーがその二業艶体に藪纐附に協

ても︑鍛終的には圏民の魚鋤にな

瓢
瓢ーー

■＝︻＝ 轟

を決定していない奨浜町の慧岡決

﹂︻

ことになる兇込みQ

定をまって︑鍛三二な判断を下す

クル視察団を派遣

口気爆業巡禽会は一一十四日から

ル視簸圃﹂︵団畏︒三一郎索蹴劇

胸二週閥の協定で﹁核鰍料ツイク

い︒

をめぐる岡際動向を懸るのがねら

ことにしているが︑こうした閾題

クルの確寮に金力を投入していく

ラン濃縮や再処理など核燃料サイ

わが園の蹴力貰界では︑今後ウ

察を︑行う︒

団は欧州蟻と米瓠班に分かhて視

白本原子力産業会議 讐
護提︶を欺来に派冒した︒岡視察
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もんじゅ建設促

緊識盆は十九日ひらいた本

禰弁興購会

進請願を採択
福

大磯忠

▽醐長

視簸団のメンバーは次の磁り︒

堀一郎▽団墳

愈議で﹁島速摺魏実験炉﹃もんじ

雄︵鰍気難業遡含金副総懸︶︑奥

の楡ヂ書窓榮会議の遮台組織であ

薄処理工湧︑米・ブルックヘプン

ルク原子力発懲所や仏・ラアーグ

大余慶は︑スイス・ミュールベ

協力問題をとり上げ︑六つのセッ

鋼し込みは原藤・業務謙象で︵電

四月十一一臼Q詳しい闘い台わせと

三十五万円︒織し込み締め切りは

び

醗鱗

審

曝

︐

＊

野β

鷲領蝋職鳩︑

磁殖

．監

難旧劇

富士電機

！マ︑

鵯讃饗麟寵姦麟肇1㌦L（。3＞21ト職

唾が弔期に明確にされ︑醐係メー

る﹂と蛾調したあと︑﹁原子力開

沢によって今後は認知撒の判断に

今園の県議魚の建設便逸熱型採

択となった︒

﹁もんじゅ婬設及紺講願﹂は不採

と述べている︒

発のより一矧の撹進の書置性につ

力するための添制が堕要である﹂

次に︑動燃については︑門技術

いて潤属の禽愈形成に努める﹂こ

政府では鍛調審にあたるものとし

無燕が移ることになる︒これは︑

とを求めている︒

なお︑隙子力発徽の円滑な推

開発によって欝秘されだ経験をふ

進︑猿子力歴業の発展︑国際間題

まえ︑実絹骸移行段階においても

鰍づけたあと︑そのだめには①民

震饗な役翻りを果たす扁ものと位

への薄応などを内容とする﹁報缶 て関係閣僚盆議を開いて﹁もんじ

ゅ建設魑工﹂を決めることにして

間に技術を縷転ずる蝿命の対舳に

おり︑ここで知聯の周愈を鯉るこ

百︑

＝ます︒い求︑お読みのこの文字が︑新しい大型酒字です︒⁝⁝

一回＝3

とにしている︒知器は︑まだ態度

懲︵1︶﹂は︑すでに一月十
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−
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さらに帳締では︑属間︑働燃肇

一一蜜わりの文宇と比べ︑ぐ〜んと大きくなることがおわか一⁝

一
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@1原涙嚢新墨㎜
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弱るく︑読みやすい新聞に扁

轟区7霧・β〜蝿・
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鍼藩養鯉響茎
拡散闘題など原子力縛街の問題が
仔塗する一1などの理由をあげ︑
園の鐡糎的な支援の必嘆性を強調

業団︑融の役劉りについて露及︒

調りいただけると想い要す︒ひきつづきご愛読下さるよう㍊

している︒

聞の役網りを増大させながら︑引

まず︑蔑聞については﹁今優︑精

儒■町謄一一ρ一P儒開曽一戸一

︸⁝

きつづき濁が電体とな為﹂との方

一

⁝一お願い致し託すQ
たに実際化が望まれる原子力技術

一一鴨輔一﹁

の多くは︑きわめて大規横かつ総

一

資体離には︑突証炉の設計藏念

ρ需開開一剛

物的な技術であると欝欝に︑物要
一

を早昼に簸具し屋潔仕様を間める
卿

順調に試逓賑を実施してきたが︑

羅臼︑瀬産省の便糊崩検査に禽翻

ひとえに︑地域の方々をはじめ二

し︑営業髄転を開始しだ︒これは

ど閲鎌の幽横方の深いむ理解と瀧

方町︑愛媛環ならびに油川蜜庁な

かい歌支撮のた談ものであり︑潔

少隔建設促凝講融﹂を盤成多数で
探毒した︒

力副社長︶︑増舶耕︵九州罐力常

るフオーラトムが︑三家簿に聞く

国立研究所など欝欝な鋤簾力施設

ション謄行なう︒臼本がらは照中

話Q二一二〇一−瓢一難一︶︒

，夢

1ことなどの閣殴を大きくかかげている︒欝期灘画碧羅綴金ではこれ癒受け︑楽もなくまとめら為る苧短の放擬毛麓葉物対籏轡門

峯短を明らかにしていろ︒

その実識帰については︑﹁麟の
協力を必襲としつつも︑その建設

需

錯を承している︒

誉四村末ごろをメドに誤とめる方針だ︒

は①わが瞬のエネルギー・セキコ

覇搬ず力研究開発藍那授期謂瞬

疑期計懸導門部会は①熱本闇雌
リティ︵蜜金鉱陳︶の確傑②国際

部会報告を濠って︑最終的に

②康干笠岡閤陶殉用③該燃口リイ
芸能二時旗⁝一などの観点から︑

騨一馳一酬鰐柵菖一

i一四隅寵力・二方道守所二弓機︵PWR︑五十六万

岡機は︑一二機とともに四二地

く感謝暫しあげる︒

同請願は三月一臼︑﹁原子力発

務︶︑占田旺一︵醸総懸祉疑︶Q

圏徽力常携︶︑難中好雄︵四国磁

︵申部微力総社擾︶︑得永秀二

題と地域問鵬を蓄える市鼠連倉﹂

︵関酋蹴離離務︶︑薬師寺購︵中

︵北陸躍力副祉長︶︑飯照孝三

村萸策︵東北櫨力常務︶︑林政鞍
島多様化に大きく爲献ずるものと

域の露力の蜜定供給と︑嶺社の幸

が翻禽に提出し︑十六門口に同議禽

力︶と許せ︑一二％から二二％に急上響した︒さらに同電力によると︑五十七難度の発聰電力醗に山

期待している︒今後は︑一号機の四

畷麗対策特別委瞬盆で採択されて

それによると︑採択された講願

園際会譲︒織工は﹁欧弼と麗界に

っても四もんじゅ﹄の餐全讐竃は

は﹇先臓行われた園の説明会によ

いたもの︒

一千ジ装羅が二台︶でまかなう一 隣串にわたる運転経験を生かし︑

によって︑四三亀力の礪源構旗︵他社受露を含む︶に占める原子力発鐵の翔台は︑一豊里︵團型︒同出

六千KW︶は︑顎巌衡の使用餉検査に台格し︑十九賦年一三一ちようどから灘業趣転に入った︒これ

二十誓藷隅の簡業用原子力発箇所が誕生

舶畿一千六百万KW台へ

伊方2号機が運開

ことレド勇む一ゐ︑研究開発は﹁鼠

門二十一韓繕切頭には続引色瞭炉 運転は鼠闘が績極的役目を製す扁

クルーiの二つの分科金をもち︑

の竃格的笑粥化を達製すべきだし

今園の帳告酪と同じく↑七礒に提
繊されだ漂子蝉多懸約利用分科会

と指呈したあと︑そのためには

叢・

欝︑

って努力ずる必蒙がある偏と阿摸

濃うに概き︑碩と民閥が一体とな

﹁実語炉の垂耳闘標を一九九〇年

報鶴澱で︑すべての鰻告が出そろ

まず︑報鑑滞︵狂︶によると︑

ったことになる︒

麹

高速増熊頬開発の貯め方について

醗

に艦隊鍛工し︑五十六琿六月燃料

める劉舎は麺一一三％に駁し︑籔十五黛臓の一六・二％と比べ︑格段に原子力への依存を高める溺麟だ︒

これによって︑日本の商築用原

蜜全性の確保に澱大限の努力を傾
注してまいる所存なので︑欝紘方
の一圃のご協刀をお願いする︒

おける順棋力﹂をテ三一︑・にし︑特

好雄四国粘力醐祉長︑村田浩原研

紳、

叉なる物品の謝定が嚇ヒです。

けで、測定できます。

D294mm以下のものでず。1？さの

びボンベなどを、測定台にのせるだ

測定可漉物品｝よ、II30G×W420x

パイプ・足場板。ビディ足場、およ
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平錦滋二四國醗力社擾の簸鏡

装荷︑同七月三十一弾初臨界︑そ

頁七万七千KWと初めて一千六函 して購八月十九田に試験送鷹を開

八月＋幽幽の試験送贈開始以爽︑

方発場所一蔵り機については︑昨年

子力発纒の総設備容忍は︑一壬ハ

開発難業囲の﹁ふげん﹂発臨醒︵A 藺意断試鹸癒行って︑機羅が確実

叢叢
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回︹本原子力産叢盆議は︑六月二

六凹からの十八饅聞︑派堕するこ

原子刀技術の貌状と見興し︑国際

撰方発電所の特長は④冷却曲水

十日からスイス・ローザンヌで瀾

とになり︑陶難食逃撫している︒

6月16日から18日間
を農圃取水し︑鷺土堤水中放流方

の出雑と欧米記事瞭子力樋設の訪

かれる第八面フォーラトム大会へ

原産︑

馨

万KW爵に達し︑動力炉・核輝料 始︒今庫二月二日には一〇〇％賃

にる
作食すること鷺礁寂した︒
TR︑十六万71千KW︶を加え
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四岡惣力としては二号機鳳とな
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偲円︒燃料装隠勢は慨濃縮二酸化

馨機︵BWR︑百十77KW︶るが
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総工瑠蟹は杓〜千一一蔭五十五
纂遡紙を開始する壷驚で︑すぐに

も総設舖餐騒は一千七振万KWを ウランで約㌶十五誘︑集合捧数は

撹方響乎圏発愛機二号機は︑愛

鍍を撮記②プラント用水は海水淡

街二十一体となっている︒

媛県西宇諸嬢伊方町に一型機とは

水化襲綴︵造水能力聾一碧当だり
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報町の飾職︵ほ

震た︑帆53用パノヤーノの艇 ったり︶︑瞬欝︑隼尺樫協との

伊壌した特誓畝阪に︑つ曙陶たσ

Hに

創用した壌韓購ω紀n滅臓擁晦の
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炉の概ご設彗をスタート︑プ冗ト

ニウム利翔蒋査では︑鰹水炉での

プルトニウム磐料の怠醸馳騒に質

ど早書輝齊装羅の開講携について

払うことにねり十九円︑札蹴て日

にともない︑勲機略に八億円を堂

や暁葉物処理処分の鰻用は発儀驚

裁給金秘戯制度部会から︑再処理

二〇％といわれている︒景気珊魏

る投術によって︑建設蟄の数％〜

しかし︑鞭乞露ご

と︑関根浜付近に活瞭晒がある︒

断簡分布圃かあるが︑これをみる

からとった業報耳鵬厨辺海滅の滅

出原健二郊氏︵共︶

ものた︒

原子力船

薫見照盆に閲して十本の強隔轟か

駆され︑窒与している︒騒内灘協

だ︒モれなら︑来蕪縷の瓢謂播で

僻むつ偏は︑縣ん評織で炉を開く に対する補鰯間縄も永解決のま隷

とすると︑畦蓋奪間盛鞍状懇のま

躍科体なと炉内
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潟い蔽力辮盆や工場
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撫ぬ磁乃は紙4℃もつ程磁πかつ
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凝を癖う⁝としている︒
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麟繕尉辺の防惹欝悔について偏と
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さらに︑
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官で構族されているものであり︑

小都栂

余が︑淘総力発誌圃についてけ︑

②群舞瀬廠に賂惣的験素が入らな

①事故轡瓦ノナリオが麟醸すぎる

卿の乱漫化にけ被︑δの鑑蝋蔚？

潤がゼ厳ilなどをあげてい猫Q

灘︑壌

難

難懸離搬還御

担は駆拶弩偽73KW程厘iIス
と化
弩︑水の職粍﹂臼糾汽によゐム 揮進1一ねとλ黒化のんめの本格 て海罰し負腱は君ガフス門化弥こ
瞳型炉

えていり◎

が丸これた︒ξれによる煮耀え譜

重て属彗纏執輪紙に関司る鵠．八尊

一ル︑籔承炉の母戸目削泉州につ

ぴ一3︑①醸ずかの身繍朗輯礪に闘 華︑パ︐ウーノ化技街︑パ津ケー

は︑⁝爆睡炉の成累を豊実に櫓門

ノの特捗囲漁丁踊の耀けについて

一＝

噛する︒

共和町の農業

は︑難読なとトラフ几梵揮曝の応

て︑頑の指響のもとに敏術協力を

これからの櫨雷課匙だ︒一般のゴ

愈本奪務理雛

の融雪哲は穴丈人か︒

﹁しかしながら︑この不猟嘱呂簾 まということになるQ酬科繕なと いいのでは猛いか︒な豊︑欝洩内

た若衆︑謡断層とみえられる﹄の

その指小は厨か力蜜全養員塗のガ

升沖の磁断暦は磨糠料宅検申し

鴛敵ができないことなと︑現摂の

遂か検酎したい︒

三二初については製愈中から巌盤

確かつ改任のあるものでなければ

イー3ラインから

驚承興声拶︑福

稔・調紳を琢観する④鰍深溝伽の

いようにすへきた③樹辺鶯鼠の孜

県人飯︑

久人浜︑租翫山県磯高︑隔知県在

防災対策の問灘点として日岡醇に

象た︑申し入れ漕は郎のしず力

ならない﹂と指摘している︒

歩臨み寵した関

は認められなかつだ﹂とみる︒こ

桑海遠の臨力験悟筆魯㍗えれは︑

蝦銘電うけている︒とう費入づべ

︻第二再処理工場︼

な品蜜山王をおこなった⑪環在

共秘・泊原子力発臨肋の建設は︑

総禽的にみて鐵海雌のためになる

は︑〜次冷温水の綴持︒籔理を醜
禽本圏昭日本原子力船研究開発

けており︑今でも︑臨調の水と何

れはどういうことか︒

麹張露力と噴鐵

こと︒働回きに鴛処したい︒

瀞齋県隅根摂

講藁団奪務理轟

ら試わりなく︑厳酷はない︒安瀬

関学正氏︵彼︶

に第一再処理工場が建礎されるこ

亀りか下北檸子力発館欧建没のた

次回の臨謝

対策の鍵翔のめやすとして罎径八

モニタリング体舗焦支えろ銀盤之

〜＋諮疑はあ重りに小さい⑥繁暮

籔伽づる⑰農内艇懸と蔵唖の指樽

︻棚⁝良雄遜巌轡資源エネルギー

らない︒

なので︑撚美にM婚されるとは限 は ﹂的棋拠に三しい偽緊謡時節

輯隷麹のための袖助金ということ

庁羅原立馳寝室畏ヴ地の可能

いか︒

発議勝が立地されると理解してい

ために財政二面躍を晶ずる⑤防災

川の五地点にダ行決議ずみだが︑

愚瀞強地促進凝査傭助

とはあるのか︒

小林恒人氏︵批︶

閣筆調整審議愈はいつ開くのか︒

向摯一郎経済企画庁語原関発雷

知幽に封ずる意見曝玄

三月巾には開きたい︒

小林茂

向附語窟十五地致に照照して

揺どうなっているのか︒

いる︒呉禰・旧については⁝二月十

二軸魚譲会は︑矧ぶの

一円嫁けでだしている︒

小林氏

山原民
惰は十分磁保でさるQ

学籍四十人が綱へた渠大

︹電原立地︼

めに詞賦した無上畜競闘戴の母君

中川畏輝閲根がに再処理丁堪

閲氏

や酒託種は諏められなかった︒

を建設ぢることは炉43えていない︒ 鑓嘘瓢﹂した結果︑地獄のみたれ

関践いつごろ﹂地の選疋をす
るのか︒

の癌殴欝欝の厳料には明らかに酒
原燃ツービスでは︑

石渡局面

断磁が走っている︒これは橡威あ

倉本繍霧理麟東大の活駄廟研

るものではないのか︒

﹁今葺申にははっきりさせたい﹂
といっている︒

︻原子力船﹁むつb

は︐嵐鐸機轟か発生したと議はに

は︑五牽七年厩から固化緩の騒性

いても翅翼続し︑﹁わか国では︑

罷る国民曲理解の駕篭鳥刺用一︐航

・捷朕てきる開発体側が必菰偏と

鼎

磁認祇離に霞子すみ︒
極製のV伽紀覆にし努13つるもの ︐剛珪瞬噸炉の樵博については︑

したうえで︑G利用瓠の一1発窪儒9でにト険年寮にbた為畷水炉の の体認の撚立一⁝なと樽少的暴鎧

争獣的に蹴り慰み︑

＝＝一

＝闘＝

とば楓な蓮携ボとる②氏閥が一驚 建訊︑趣きの細験かωり︑律Uの の襯ゾに人きく貴献し︑潭丁力疑

入させ萄⁝⁝ことなとの頃蟄輯臨
指緬している︒

凹＝

﹄温かス炉の利用響について ノ．圏的誤用が実麗配る吋簡屑か83

プルサーマル実証へ

振興で協定

北轟遮羅力

︵フフウン難ム争︶剥翔鳥なと胤わ

乱混離磁力は夢相︒墨譜兎灘画

愛してきたか︑来鮮度は︑ノステ

八億円の内綴は︑地域振曝費五

課茜に哨印した︒

また︑﹁劔鳳素乾衛の散良陶

急処置力がの補立に脇手する︒

プラント鯉銚穿汰を開発し︑飛燕

ムの﹂細楓認乳よひ漁網機による

中電顕が技術開発計画
中海磁力闇弱玄は三月略即日︑

それによると︑原子力睡併で信

話した︒

唇う﹂としているQ

体的には﹁欝凱拡駄壁画壱餓呈し
懸燃科について国内訊鞭のための

侃円︑慶嘉撤瞳研先臓一二鐸開︒爽

幹討に薪更する︒イン窟ーナπポ

漸型雛翻懸を闘靴︑さらに新型訟
飽と格納バ鯉山認識検車について

κ﹂て濾︑門動負勧解従塩鱒粥の

は︑菰貌承謄偽るとともに︑ロ

さらに︑型雪爵格納礪浩内ψ歓

謬価を打う︒

は︑まず雛器ノスヴムの編綴群発

ぬ効利用ーーか璽謡曲μ駆馳に

のだめの璽盤聾臨ゆ秘鯵謝謝濾の

痩藷姶κ騨炉の婦詩吟硯一1なと 発の効・化着るとしており︑

①醒水炉旋衛の確立②鯨子力利用

が︑ムの購塾屯スヲノブてるる一．︿

DLL︶の建慢が進みつつ識62
の0
材料の闘発伏況罪報罵外からの 外困との囚際協力を雌じて研鋤開

擦饗炉拶購の闘発の漁めみにつ

寳驚館な撒蝋につなかる﹂と招偏

タ存県λを凶るため野休化された

これは︑型相町の脚鑑と雪占の
ンプのたん畝賦もハイライトのひ

門への謝騰機ノステム︑CR禦 灘柊驚動機構自動分解戸検寮︑雌な

とつ︒

ポノト化醸認祇駄宅実馳する︒網

いては︑目書鞍懸を幕添とし︑幕

ざしていく心配︒

構に幡あくよて︑一イ肚ぜ城をめ

︶ていく必硬がめる﹂とし︑長購 照翔欝づ毛勾慶抄衛開発謝幽竃発

をめどし︑各藩分の振売開題宅賀

も磯子炉出勤温風は︑一翼瓢

用した筆口鳴実丑夙騒割画の推鷹ilなと亡うたっている︒乱離謝幽霊門部会では今後︑づでに捉掛これている他の二つの分科会報

なと狸迎えると︑早期鍵用化が望

き﹂と霞騨をふし︑規秘は野三雲

﹁譜目的利珊のム命﹂と川洲つ 漣東開始竃目薩に礎殴に零丁喚べ

魯と合セ︑原．＋力﹂期団画の改！指談に反映さゼていくん唖た︒

報㌫でけまず︑標子炉多臼田朝

国の濁芋力潤罵は︑億力分跳ては

爾の必鞭胤と慧弧について﹁43が け︑門目本のエネルギ⁝ゐ争四丁

多口的ロ湿がス炉の蔚紘曝死に

ましい﹂としてい黛

たあと︑﹁工脳ルギー消費阜体の

桜わ的に抵魔さ脳ている﹂と魁へ

転心戟器実が式晦ループ︵11EN
て研充闘驚雀滋めてきたか①二八

隠麗償︑目本線ゴη慰彊納て旧型

いては︑とれまて〜予展宅めどし

用することが︑工承ルギー轡脅の

胸七〇％を占める縛鵡乃労既て凋

し︑彫子力壱弊霞分脳只動に騨規

とっていく︒

﹁実用億ぞ溜男加避φ︸秀蕉﹂を を行うため︑これ敦で制郷賑縄照

を考鰐し︑設灘磁翫之九穐弧雪風

て︑遍くとも照報六十軒代Yぱの にひき干けた︒た嘱し︑﹁ム︐餐と

貯かについては︑郵研にみい

する騒襲軽寮強謂しているQ
多欝醗隅薩ガスかについては︑

K︑町激致から︑陳情澱はもらっ

ミと一落に考えているわけではな

石渡局畏レヘルの設死ねど︑

ている︒原子力関前施醗の矯致を

い︒

て扱っていいのか︒

遠心分離泓によるウラン灘鞠は

と吋㌘λ︑憾レヘル垂穂器財紙工が

内弁疑低レヘル放尉懸廃難物

幌延町

技短碍には山立されたか︑獣た赴

いいのでは︑ということらしい︒

貯蔵施設蝋画はどうなっているの

中川科学技術庁畏官

済蟹に欠けている︒経済想を賜め

錠全性の理解︑地話振興︑血氏の

㌘伽センターが︑興糞灯禦下賜十

﹁の②では︑

るπめに殿型プラントを廼設輩

気昌ちなと︑慎簿に対処していさ

数地心からヤ癖地巾にしぼってき

に鋤け入れることが明流しいとの

彰の悶魁もふくめて︑鼠隔の↓分

踏査︑晩気物

霞辺俊滲趣塵雀鍵源工塞ルギー

る︒鳩所については︑原子力耀麗

庁檸子力測線諜畏

︻廃炉︼

ている︒

来年腹以降五か年擬画で実認麟験

れている︒大規検財経に閲してけ

は厨軸力允㌔所内で致全に保工さ

ではないか︒

対語が︑十分類充さhていないの い︒焼畠期間は三年秘肱とみてい

期に︑づイト列貯蔵をはじめた

園辺欝畏昭籍六十勲の隼い時

か︒

五十蝋広三属︵社︶

たい︒

て担分を♂上したい︒この八月ご

卜八年腹が鈍に礎設のための政雁

れていくことが明ましいQ照和五 覆轍処分や地中処分など︑廃二物

凝プラントの一罫として組み込凍

な協力申﹂えていく︒のちには︑商

醗纂物の

る︒殖縫〜俸は動鐙たが︑捜伽移

石渡鷹職科学技徽庁原子力局畏

︑§︑寧︑ ︑鳶︑§︑§︑ぎ︑3︑鳶︑ ︑§︑華︑書︑3︑粛︑母︑詳︑唐︑俺昏︑麿︑ぎ︑ざ︑ぎ︑§︑奪︑︑翁︑曾︑︑§︑ぎ︑翁︑ぎ︑ぎ︑翁︑︑誉︑§︑亭︑§︑§︑鳶

⁝審
聖讃翫粁学鼓欝欝磯会は＝耀蕊

い︒

北海遺幌延

︻廃棄物問題︼

B午購十時 か ら 開 か れ ︑ 大 レ の 所 ろ 法 て に け 魁 ム 力 欝 欝 か た め た
愚に対する賃疑がおこなわれた︒

以下イ人の偽間石の欝議概戴亡翻
介する︒

上灘魏魏氏︵自︶

禽の廃炉騨門部猛の報告に︑凝炉

︻ウラン曲蔽縮⁝︼

懲︶のためと鰹っている︒安黛姓

を行う︒これは︑PA︵園民二合

の戯粥について・﹁合理幻鎌選﹂

原子力委鳴

いる︒織子力施阪を誘致すへき

町議金は︑﹁蜜欝欝は砧俘されて

に託する繕渠は︑づてに秋田擬︑尾

無用昭三氏︵公︶

だ﹂と全食一致で決織している︒

この鷺月二

十六臼には︑人碧幽で︑ウラン濃

鰐の地形図穿つくるために蹴った

が伴いた資料は源上雑石ぽか︑海
関野

月一四貸に︑原ず力撮
心えるか︒

調徴をもとにしている︒徹力の寮

安鉾吉興茂︵鉱︶

干濯越騰馬︵鼠︶

纐バイロノトプラントか七千台体

去涙ててている︒

むつ﹂の新冠篠港に隅つるや地

﹁録握の公凝議﹂とあるが︑どう

問鼠の聾パ〆纏い︑榔界に転かけ

過擁懇懇辻たけてはなく︑図＆︑

最颪︑低レ

制に入うか︑欝気ツラントの⁝⁝に

戸愈修題颪衛癒瀞エ＊ルギー上

麟は︑源イ力発晦酬建設﹀﹂落λて

へ無謬爲物のスソ切りが標置にな

魚礁厨かあるかないかを調査した

て扇織したい︑という気もちのあ

浦駄働研充会の﹁田露の酒断触﹂

諮査絡果がでた︒この中に︑喚六
解体撤ムや数麹の霧利用にかかわ

駐型ツラントを礎款︾携醤的は橿

なくするために︑鮮遜のゴミとし

っていうが︑廃穿切を少しでも少 原争力発魔認擾醗炉の費用は︑
墨差して甚しい︒

らわれた︒綴織の翼ぜな気粘ち道

江体はとうなっているのか︒

か︒また︑その規槙︑鳩暁︑建設

T1二LO3（377＞8U王
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郷
会は︑ペーパー作業だけしか漁ん

朗盤彩の濃いものであった︒﹁議

︐

⊃

サイト運備工匠の岬期おユは︑

3

⊃

⊃

惣笑︑たとえばま院は降蕪︑灘

平一iという根強い感糖福あ 陛叡野には政府装画の実現暫に

つ

なら憂い︒さもないと︑四人の委

メント期間を要求したり︑裁判に

ては︑環境保護派などが完彙なコ

とになろう︒しかし︑これに対し

望した︒C硯BRのサイト準備工で︑初職服け箆格出力の瓢灘％

のNRCの決定に︑われわれは失断熱材が不十分と認められるの

雲雪曇聖遷遍塾しないように図る

頃決したが︑今年は手工財政下で
撮の濠濠では︑誉田紬果が二附二

さらに岡次冨補は︑﹁露月五日

骨禽福穎関係予算が穴縄カットさ

︵証＋刀KW︶までしか引上げな

︵十五乃KW︶で迦開し五〇％

れているなかで︑CR鷺R予期となって︑準備工事の単期張工の

一〜二年矯聡し︑網総省の追加賃

審を畢懲に行うことは︑同訓酸を

なお︑臼無憂子力慰鼓鼠議免催

訴える珂能動もある︒

新NRC無為の楓補としては︑

︵△二禽議庫度︶を瀬過させるに 許可は出せなくなるQ
は︑かなりの困難が予想される︒

この改鰯は当初この慶の響休時

握の回避につながることを︑NR いと発表した︒

を予定していたが︑一年擬にひか

の鏑十五回原産薙次大曲初日の三

蚕舞余のウィリ・3・ナネリ二黒 月八償に︑A・トリペルピースD Cに明礁に謹胆してきたと考えて

碗在︑CRBRの阜期着丁策と
現笹︑ウィスコンシン州公益点線
しては二つの方法が考えられてい

串認には篁命問題か含まれていな

が︑つイト準備工瑠特別許町備請

洪律上の再検討期間が過ぎた場白

第二の戦費濾︑六十円闘という

えている二号樫︵岡︶の運開濠で

策と開発戦賑﹂と題する講演のな

OE次窟補は︑﹁※國の原子力蚊 いる︒サイト楽備工禦の將溺訥薄

の却下命令から六十臼以内に︑周

し一九八O年代來までに完成させ 幽したとはいえ︑われわれは︑C るため改畠中だが︑そのため冬弩

で︑DOEが鷲たに特別訂擁中蓋
R8Rのサイト蹴備工瑠を開始に対処するものと考えていた︒尖

で進められている︒

員が有力で︑指名孚続きが蔵贋内

案件の再横額を硬締するというも

を出サというもの︒この鳩命︑公

ることだ︒濠た︑露気剛力営万K R8Rをできるだけ攣期に完成さのピーク時に底力不建を生ずるの
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も挿めていく﹂と述べている︒
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タル社︵燦︶が六五％︑ゲティ・

認埋糀蝋は酸化ウラン︵イエロー

環麗影腰調査の結果︑城内掘り方

規換な盤天掘りを翫画していだが

集鉱方式については︑嶺柵は大

ティを失わせるとする︒各ツイ

一

へ逃がさザ靱じ込めるクローズド
システムを探用するなど︑環贋保

原住民︵アポリジ一一1︶への縮

全に万全を難している︒

損については︑この二月寒に補無

協だ講を締稽
また︑パソコン社の禽弁パ⁝ト

た︒

．冒爵

．

塾

︑

義

脚最大規模のウラン銚霞であるた

影響も大きい︒ウラン販売先とし

め︑将来のウラン南場に嬉える

ては欧州︑極重︑来麟が考えられ

ているQ環在︑西ドイツ︑スウェ

函的に寿命な71奪から十年延長す

を恐れてダンジネス8の通転を腕

ける︒断髄材不十分の欠陥は過去

ンジネスB一号機の運開により︑

十七黛間AGRで認められた︒ダ

は︑一〇％から＝・蔦％に引上

原子力が発霰隣の中で出める比率

写翼はダンジネス線発の樽型

げられる︒

園︒右は一九六五年以来運転中の

R︶︒左は8雪嶺︸︑鷺号機︒

A一︑ム一号機︵いずれもGC

仏二社︑U開発

ーデン︑火気から担体二引き台い

英ダンジネス

があるとのことだ︒

B一号が運開

テク鵡ップとウラ

一ウムPUKの

門バリ松庫織在員︼フランスの

海外進出に悪欲

で新会社を設立
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テー

運開したダンジネスB原発一馨機 と三五％を概蔽してSΨECアン

一ツプ社の経験︑ウ

堀建設におけるテク

アリングと大規模工

嗣社は︑エンジニ

建護で握携した︒

学籍理法︑精糠工場

て︑冷却材がPSコンクリート叢 ラン鉱開発エンジニアリング︑化
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︑隔ラン精鉱軍職︑撫界

︵ニジェールなど世

的ウラン鉱山開発

鉱山工場関係︑鉱山

界生産猛の二〇％︶
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とともにブラジルの
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原子力関係営業種欝
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ウラン鉱開発丁業雌

りに闘発許雨がお資だシャどルカ

モロッコの燐鉱召ウ

︑譜畷繕の懲設︑アルジェ

鉱撫が繭業生際を始めるのは一九

にを加するQ

晦ラン抽毘施騨の入札
薩鷹は五千シジート沸の予竃︒撮

八六〜七簿になる興込み︒鷲間餓

引解の開発飴斑となった︒

転擁制︶がすべて満たされたので

にウラエウムPUK

グループの妓術を受

俘︵①環城保全②醸住民補鍼③外

り︑政勝によるウラン籔源開呪条

商数生膨が始まるまでに特急を二

議

入れる︒瞬讃は禦逓

ダンジ＊ス原芋網引羅勝

ゐ％に践らすとの約定ができてお

ナーであるゲティ・オイル看は︑

一方︑マグノックス炉七翌は爵

の︒そのときにはブラッドフォー

楽からの慧麗聴取︵パブリック・

一つは︑パラディーノ舞員疑

いので︑われわれは︑NRCが手は行わないことにした︒

る︒

かで累閃の増殆炉開発に触れ︑

ド委職が邊任しているので︑それ

コメント︶が必要だが︑N況Cは Wの大型鰻殖炉の概念設計・謝画 せる決愈に変わりはない﹂と述べ

ゐ

﹁われわれの簸期熱田は来年にC 続き上の遅延を避けるため好意的

濠でに學期繋縛に致成する新しい

や

豪政府が開発許可
オーストラリアの連邦政府は︑

蝶藪ジャビルカ鉱山に
三月干七日︑ジ︑ビルカ・ウラン

オイル縫︵濃︶が三五％所肯︒破

ケーキ︶換算で二十二万ショート

式に変更︒また︑徹底した水管硬

鉱山の開発醒呵を︵つえた︒

ジャビルカ︒ウラン錨山は︑饗

ナで世界最大Q昨鎌完成式を行っ

トの特性を鶏えれば︑入間の被

断勲中鷺＋分の

たレンジャー鉱山の十二万ショー

曝線騒にもとつくアプローチが

ため出力を掬湖

都ダーウィン箭の東方約二暫が癖

コ

ある︒試験評価馳設︵聖欝F︶

歯する三幅感がある︒AFR間来︑永久処分繕になる可能性も

自然で︑EPAの他の諸基準と

︑

へ縦︒K﹂

のため︑汚染された流出水を外際

・ーストラリアの北部特別地域の葭

︶

が溺画に挿入されたことで︑ア

が︑リィト運定のフレキシビリ

鵬とのからみもあって︑料金の

クセプタンス問題がどの程脆改

とに変わりはない︒ツイトは将

のところにあり︑パンコンチネン トゾの四二鱈の規模だ︒ウラン鉱
CRBR予鱒︵八二金泥軽度︶を

ケネス・デービスDO封副署官が 十八附四十六の繊注でかろうじて

︶

醒鄭罫の不渦は︑魎即転籍理

支払騰主食できるだけ遅らせだ

は︑仮にAFRが実硯しても︑ 悪されるか︒

つながり︑膨介な訴訟問題にな

内の水が鍛嫁広には外部水脈に

ピ

望薄の陳留が少なからずあるよ

DO猛は︑放撮キンリー数と うた︒

C

いういわば羅附註蟻﹂の醗定
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NRC︑三劃一で決定
髄慌璽雛議会で難航が予想

ことを十分に説明しきれなかった

は︑絢一館皐解くサイト準備焦熱

︐

@ご

NRC蚤員が就任していなければこれを短期間の略式ですませるこ
米紛子力短制観員会︵NRC︶は︑凱月ゐ目︑エネル書一省︵DOE︶が霞めていたクリンチリバー壇粥炉︵CRBR︶のりイト
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隠金の徴収升法にもある︒没案

る︒

は叢難KWH当たり∬︵上い︒政府に資金巻握られだので
費用はその資金ーー民聞拠出の

も踏台性がある︒DOEは躍然

議餐黙︶︑八も欝欝までに概算

！1で︑ということになりかね 護濁︵EPA︶が作威巾の処分めやすと霧えている︒

霞建︑EPAの﹁アクセシプ

放射能の五％を最大被曝継継の

二＋六停がの徴収を蝿こんでい

もうひとつの間融は︑環境保

るが︑塵篠懸は使羅継継科や隔

日曝︒その巾間案をめぐって︑

DOEや原半力ルな環境﹂は︑サイトの境界外
規制委興会︵N で墜雛に規制される地域を愈愈

は﹁境界内の利用可能水を含

RC︶との対立 し︑﹁境界から十謎層内﹂また
がやはり撮てい

いくつかの核種

DOEが懸念するのは︑境界

る︒EPA案む﹂とされている︒

について︑一万無闇の累縫放出

は︑廃鐸物中の

駅の鍛大隈度︵キュリー数︶懸

も押し羅．受うとしてい猫虚一力

の岡惣が立地の撫め手であるこ
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確備コ慣壱ム．郊鴛月から始めるための騎別許町の襲議を︑三対二で秀決した︒CRBRの早期着工に費議したのはナンジオ・パラデ
ィーノ餐員長とトーマス・ロバ⁝ツ委城の一天︒反幻したのは︑ピーター・プラッドフォード︑ジ霊ン・アハーン︑ビクター︒ギリ

ンスキーの三愛員︒パラディーノ蚤員kとDO封は︑ツイト準備子嚢の甲期再開か可能となるよう︑全力を傾疫していく考えだ︒卑

︾

翼際に建設工瑠が進んでいるプロ

でいないプロシェクトに比べて︑
ようだ︒このため︑CRBRに

除してもらうことにより︑DO聾 翠期気象が公益につながるという

期魯工ができなくなつだことによ9︑八⁝ごムム爵黛度のCR8R学算が訊春瓜を通逝するには︑かなりの塵難が予想される︒
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DO起は︑昨無十一月 謡露頭︑

︵C民猛R︑急気山 に入ることかでき︑一干瓢イカ〜

麗遊贈袖炉原型炉てある

チリバー炉
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なるからだ﹂と述べている︒

ンNRC誤判が︑早期蔚工の反対ジェクトをカットするのは難しく

力三十八万KW︶の鎚設融隣を促 二鱒四千万バのコスト鱒薩につな 好惣的な蝋唱導小してい疋アハー

撫斬し瞳した遅延コストは二千八

ッフの批判にこたえて︑DO封が

ところが︑その後の稽RCスタ 潔に回ったとみられている︒

罷さ妃るため︑翼RCに調して︑ がるとしていたQ
公聴余を閏催しなくてもこの一月

う︑獲麟許鰐を申講していたQ

からサイト確備工喰に入れる よ
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涌鴇のNRCの規制手続き︽免旨万ゾと︑大幅に漉額︒DO篤は 泌べているように︑もともと政槍
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は合議れていないQ

ないからだ◎

焦点の米国廃棄物計画

法案の滋味で早くも官・民対立

累代氏の話し曰いは︑このAF レベル廃舞物の引漉し︵政府へ
R間題をめぐっ
て物別れに終一2

つたβ晦力餐祉

は︑AFR崔当
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規在の抵軍と予舞纂が旗立霊
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蘭の慧携と臓な
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︒サイトでの罰搬の作業などが

境﹂や﹁莉溺惑熊な水﹂の概愈

﹁アクセシプルな凡

いうのか離饗野の占分QAFRつ怠り︑政栂側の掘いは劉金

開始される︒しかし︑リイトの
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㈱原子炉関係各種機器、装置
麟核燃料施設の諸装置
働核燃料取扱、交換、輸送装置
繍放射性廃棄物処理及固化装置
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創造性の開発努力によるものと確信しています。そ
してこの実績はあらゆる原子カプラントに御利溺戴
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電力需要の減退反験
原発計画︑当 初 の 半 減 へ
蛾国のテネシー渓谷開尭公等︵TVA︶の轡欝歳は︑一一痔四日︑凍r力業瓶所丁魏の建設の無鰯延期を決竃した︒デービッド・ブ
リーマンとリチャード・フリーマンの両瑚嚇が建設の鞭期硬麟に畿成・チャールズ・ディーン二二が反対しだ︒将来の電力譜嘆の魑
ぴ事の紙ドと建設費の尚騰のために︑建設が無期延期さ為ることになった灘篁は︑ミシシッピー州北部のイエ嶽⁝フリーター弓と︑

テネシー州申継のハーツビルA一︑Aコ号Q

〃

〃

は︸九七Q 年 代 穫 単 に 船 工 し て 以

要の擁ぴ癖が著しく麟退してい

建設費の題騰に潴えて︑電力需

キシコの原子力凶際入札にハーツ

曝する交渉を進めてきたが︑炎敗

めに︑愛楽の余剰区立を他祉に売

子力発鵡所の建設を継続させるた
ことはで選ない﹂と述べた︒

建設リスクを満蟹薔に押し付ける

無期廼期に致成した︒現僅の礎設

を供治する使命を全うするだめに

十籍にもはねあがっている︒

銀︑すでに二十一億メ支出されて

めたときには︑電力謁蛭は賜餐ヒ

るQ一九六〇年代末期に発注を嬢 に終わっている︒談た︑最近のメ

︑8二醸発を売却する珂

三月四口の躍節食の後で︑ディ

︷

ン理撰は︑﹁禽理的な料金の躍力

︹

〃

〃

8L9

篇＝脚＝〜

二＝二一当日

︻パリ松本駐在員︼フランスの

リュ︸ニュ付に放射腔廃棄物貯蔵

した後︑﹁サンプリースト・ラプ

く

〃

〃

ノノ

〃

含

起きれば自戯しかねない技術に将

だ扁と述べた︒

などの多蟻化政黄を進めるべき

いうコミュニケを発表した︒

方︑政府は三子力を
蟹理している諸重扇の櫃隈癒任を

設置する︒

剛体代表で構卜する駿視婁綴会を

℃イトには地方選亀論資と地域

も短められる︒

マローン氏︑海

に感じて麟☆に提出する︒

噸は駿饗さ為た

卜九時湖嗣を盆解目礁墨から遡艇

編場のr謂け十抗の従熟員は三富

沫殿をとれるよう聞漏する幻雛〜

一九七九班の

が︑サンプリースト・ラプリュー

か月分のボーナスを支払う③バカ

ンスをπ趨間連繊にすろi一こと

ニュ封けぴイト候聖地として二っ

たが︑CeT︵総同盟︑従矯典千

を求めて誓消工日からストに入っ

ている︒このため岡村では︑エネ

ルギー掘の放艇の決港を飲撫しな

六h人を代表︶との遊ルは決鰻し

がらも︑欝戒体制は解いていな

い︒瓠田緋には撮々の建物や受柱

たま籏である︒

ノジ炉ン・シュール・セーヌ康

が残っている︒ことに微樋の放購

能をもつ泥を賠蝿する沈贈櫓二聴

は︑トゆワ地巨鼠弼所がピケ隊の

がある︒圃鱒滅力公注︵ED罫︶ 発のCGT磁三日内層入のスト

錺除を四竃︑魯蟹隊が出動してピ

ではポンプニ台で級上げて趣びま

るといっていみ︒しかし︑村とし

行っていない従叢鍵一一百蕊十一

ケ隊を鎌除した9しかし︑ストを

水力発躍所を建設すあ計脚はこれ

ることを拒瞑している◎

も︑難鯉轟臨がい⁝9醸hソ孕トに入

てもっている製繍所︑醜光樋設︑

ら羅綾が二仏われる濠で実施でき

わって施設が取払bれるまでは安

陶醸発の建設冨幽は︑

ん七三

二︶の温感謂圃を取消したG

十五万KWのG遍社製8WR二

臼︑ブラックフォックス漿発︵両

オブ◎オクラホマ挫hは︑二月十六

来団のパブリック・サービス・

米蹴力会社

ブラックフォック
ス原発計画取消す

ない︒地鵡ではサイトの畿走が終

心で葬︑濠いとしている︒

鵬臣

御三原発の建設

年に発申選︑七八解から㎜眠酌叱L繋刃蜘

ていた︒一九ヒ届年三月のTMI

河をうけてUイト幽備L聾ゆ竺けっ

現場のスト硬化

︻パリ松本駐血目︼フランスで

ば︑同絵発の建設評司は︑とっく

RC︶の詳認珂康縞措置がなけ九

ジVン︒シュール・セーヌ鷺廉発 蕊故による隙沸上力視制委犠会︵N

はグラプー3；ヌ︑カットノン︑ノ

尚に進んでいる︒

肩に︑やっと許認胃審幾肉闘の

に下りていたはずだった︒肝隼十

建設蜆場のストが続いて漣化の方

グラプリーヌ原発五︑六号機伊︸

なお︑オクラホマ州公益算業婁

ための正式手工きが開始さねた︒

部を電気揖

澱会は︑鍛力会社が岡康発への投

出入りをチェックするため︑︸一月

八欝︑三号機の職鍛がピケ隊のチ

金を顯じて玉眼することを許可し

ェックを拒毒したので︑運転奄休 蜜譲︵麹瓢億が﹀の

カットノン原発一︑鷺63機建設 ている︒

止することになった︒

i

不鉱散・輸出政策局笠に︑カール

マクゴ〜ルドリック氏︵岡︶が核

・ストイバー氏︵前照鮪篇理軍縮

ギ豪毅術藍碧隠隠に︑ブレッド・

マローン氏が核不拡敬悶期に対

を碑めて︑海洋法会議に專念ずる

して澱任をもつポストから追くこ

庁︶が輸出電場届鎚に︑それぞれ

ことになったQ

理などの瞭簾運営が不二二だった

とについては︑原子力輸出や博処

法金議の大便に任命された︒求

峯次冨補は︑このぼど︑国遡海洋

砲いており︑海洋法と核不拡散問

氏がもともと海洋法に強い関心を

という指摘もあり︑象たマローン

後任は未定
来国のジェームズ・マローン国

た︑マローン践の右腕であった

・シェイバー氏が今年︸月十八欝

は︑一月二十七臼︑ハワード︒H

来願ア力規制委員金︵NRC︶

シェイバー灰の後極

にカニンガム氏

NRC法規室長

正武に碗圧した︒

狢省海洋・國際環境︒科挙闇題損

洋法会議大使に

一〇〇％子a祉︶がそのウラン鉱
旧跡に中低レベル放射難騰藁麹二
十万立方摺を欝蔵する謂醐を淡め

ミッテラン大統領は︑選挙戦申

て政厨に熱闘購請を行っていた︒

られたものとして︑放棄を承記し

から︑この計画は非亡霊附に決め

いというあいまいな発話をしたの
いて独窟の検討を行い︑その綴

政府が放藥を約束したわけではな

果をN況Cに謹選していた︒

書ン氏とマーシャル氏の後任は︑

カ一一ンガム氏を任命した︒

法規蜜長のポストに︑ガイ・R．

に就託したため窒朧となっている

からOECDlN旦Aの農務局長

療子力三二委員会︶が核・エネル

は︑ジェームズ︒デバイン氏︵前

海洋・国際環境・科学問題部門で

まだマローン氏が撮目していた

まだ淡窪っていないQ

いため︑ともいわれている︒マ幻

パリー︒マーシャル氏も副次冒補 題を二二に取扱うことはできな

ていた︒しかし︑最瀧になって︑

は︑ピケ隊が運転巾の原発職員の

の決竃④サイト簸編体期1の研究 設現場の下譜け会汁従業員のスト

選定③携電約鮮藏か簸終園丁戴か

籔力法②地上放畷か地下埋蔵かの

の間に︑①碧雲姓鹿三物の処琿梱

ら﹁年潔後に選竃が行われる︒そ

ト重三地の調霞が行われ︑一年か

GM︶が選噛した士添所のサイ

のワク内で鵡照三三澗主局︵βR

羅

来のベースロード電源を依嘱する

力計薦は︑TMIのような噴故が頼っているQ斬糧石炭火力の建設

臨纂

噂、

で︑地花では不安になって︑政府
ン社が七難％︑サンディエゴ・

ザン︒カリフォルこア・エジソ

託してから実施される︒この計醐

は︑醗醐葦子力安懲性審議金に付

するよう訓奏している︒この計画

週間以内に総＆的響理計画を提出

政府は︑放照性鷹棄物騒戯につ

に態鹿の明確化を求めていた︒
レ原子力梵餓所一一腎機︵コンパ

験

三瀬機は八二鎌宋には艦齢転入

は︑一九山ハ七矩以来︑蹴転中︒

C︶は二月十六田︑サンオノフ

ーデールの面繋が五％所有して

りできる見込み︒

㌦

轟巨7穂 a，02雲．5万封W

にあり︑COG8MA︵原子力
庁た原子力法漿をその作業計画
定め

ュ村はフランス中部のロワール県

ツンプリースト︒ラプリューニ

ξ

島できない︒鏡任のTVAの順子という詠いリスクのオプシ﹂ンに
聖

：脚＝一一＝一二＝一鵬＝幽：＝一＝一二＝一＝一塵7二喘一腎需＝面罵一篇＝二一鷲＝噛

二＝霧＝一二轟一＝一騨齢一二鱒＝7

一方︑リチャード・フリーマン

エルベ・エネルギー掘は三月三

風邑篇＝榊＝騨曽二創一＝一︒幽＝漏＝一蹴一騨一一露＝

押噴はコニ駆の雄設を続けること

所を薙設する謝画け︑一九七九琿

一二

い︒開発の手窺きは放艇する﹂と

ニュ地方選撮議員︑科単煮︑地域 に提藁された形では受入れられな

日︑サンプリースト・ラプリュー

聞体代裟と二時闘にわたって食訟

…

︵四＋三万六千KW・PWR︶ いては︑原子力庁︵CHA︶に数

震エンジニアリングのQAにつ

発の一般エンジニアリングと耐

社に委話して︑ツンオノフレ漂

ェネラル・アトミック︵GA︶

︵QA︶ミスを避けるだめ︑ジ

ニオン原発で繕黒した晶質傑置

ニア州内にあるディアブロキャ

悶

〈テネシー州〉

エルベ仏大臣が声明

当初の開発手続放棄

一レベル廃棄物貯蔵所計画⁝

㎜サンプリースト村への中低一

陽騨︐吊二二＝一讐．鼎冊臨一冨

戯兇械りが今合式大しないとは確

いるが︑協哉させる濫でには︑建

ビルB

た︒このため︑？VAとしては︑
ーン総裁は︑﹁わたしは鰹設ペー

源の開発に努力を傾掘していく﹂

〈ミシシノピー州〉

なお︑サンオノフレー尋機

いる︒

§

＝

藩

（87．D

ガス・アンド︒エレクトリック

米原子力規制蚤員会︵NR 南部の太平洋岸に建設され︑サ

米サンオノフレ2号⁝機

低幽力運転を認可

設計QAも念入りにチェック

﹁コ

ないときに︑数十偲がもの滋瀬の

れらのリスクを引き受ける必硬が

は︑言い璽業リスクを覆える︒こ

と述べた︒

さらに︑デービッド・フリーマ

設串朋．†も畠めて︑さらに八十二

％の鋤命で傭びていた︒しかし︑

みられているQ

能注もさぐっているが︑望み瀬と

養

癒ザが必曖と殖嬢りれている︒慮

わずか︸％に貼ち込んでし曲っ

叢

率の梱凝効果によるもので︑一九
陪来の購曖を緬たすのに必襲な原

えており︑無期廼期には周慧でき

九〇年に遡關サ定のイエロークリ

郡臨議黛

かわらず︑今後とも︑石濡⁝代醤彪

ない︒しかし︑水日の決庸にもか
7VAは︑八0年に入って︑腺

単分で戯む腿盤しとなった0

スのス切妻ダウンの方が尊いと考

ー︵綴鉦︶の粟神隠蕎ザ／KWの

瑞僅漣転巾のブラウンズフェリ

ークの建設醸舳三千避／KWは︑ 子力発醜規優は︑嶽初の十七憂の

蕉の石繍脇畿以来︑伸び率は

ン︑建設期間の長期箔および局秘

設簸の崎騰 は ︑ イ ン プ レ ー シ コ

建設の無期処期が決まった三基

）

スチ駅ン︒エンジニアリング祉

紙准隠蕩した︒

塾

電力会祉は︑同じカリフ蛭ル

装荷と五％出力濠での低出力漣

岡原発は︑カリフォルニア州
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被爆魏︒広鵬から世界に︑﹁核兵器廃絶﹂を纏えたヒロノマ行動一1％理︑メイノ会場で

一㌧

μ

一

愈︑など︑全脳から集まった反原

ので︑含野獣八＋四猛の響胴が書

会議盆葭なとに岬ひかけていだも

かれた記蕎会見の腐上︑冨馬鞭耳

十八貝︑藁颪・臼野南窺館て開

せられた︒

漂発はごめんたヒロンマ衛蔑の

及核

ループは明礁なこた︸．︵はせず︑蒙

しざを世弊の入ひとによりよく知

t﹂と指ふしたものの︑反原発グ 閃の科亭蕾として︑核子争の獅う

田歌一日本町凸墨会金経なと多岐

会会長︑川口弘申央人r二見︑和

長︑人柵工鷺郎欝本アメリカ文y

一㌧

9煎

一

の

鹸

一

ぬているQ

飯〆附説O・二％と風へて︑格段 ものとみられている︒

岬 一

鋼の大㌔・長︑与恩金会長︑・婿

一

さ泄るため︑a本科与者会蟹が全 にわたる科㍉者︑技葡習か名を趣

ら旦︑核兵蓄のル全禁止を簸燧先
この舅会には︑入阪の反当渠凝

会を瓶凝したQ

御

り肖趣命︑及蹄発砂壮由鼠の食︑

一
㍉nレ︑

醇でも︑﹁葺開五メ．ム﹂の放調練

につながるが︑爪等化悶題発生轟

に少なく︑わが隅のBWR鰹料雷 妙群論偽は外部への福ガス放出

魚技術が欝界のトノプレベルに底

琿館を＋流下隣っていたのはもち

弱肩を仕済した発融勝はハ十へ際

十本の使屠のうち︑客月紐九休︑

γし改艮製一か畦⁝一力六ヂ醐西二

ノノピング粒血︵踊洩宅料ポ鳶︶

司能蟹かある鳩貧に隠︑定遺時に

霞研ては︑このチータ宅ド封県

休七ロと訟少している︒

︵樽︶アイ・イー・エー・ノヤ

zノ﹃／髪

︽も脅酪できるようになったと

たのは︑皆醇︑BWR飼肩縛
B黛Rて幻r稿や億LWか
Hてせ

いう︒

￡に潔式江

このうち︑初期に相当敬の飾樗
この皓報をもとに︑入まか乃一存

よるもの︒豊野替卸巌時に貯罰劇

このうち︑わか口て竿一層の
の層篠の臨調や臨触︑寮生などに

工田73ロがに面当する︒

爽撫した︒これけみ撒熱鰍てぬイ

ハノ

しかし︑この醗融も一九七〇塒

から製魚騎に転読工程をとり入れ

住納彪臥窯隅−七一

窺ヒルチング一一〇一号㌣

束芝物流︵鍬︶

隔膜に入会

一〇右翼潔瞬71露⁝妊孕八一

六

ふ冠一郎氏

霧に入日代ム取縞役幽

内に混入し九潔分が微覆籍的郡で

費用してい九ことに
を躯い︑こ㌃tみまえて亀らに︑

の一弛か日本で乞われた蹴騨た︒

まり︑受療界8W感量料の吻匹分

泳Qこのうち︑約七ト一力み︑つ を形成︑損傷にいたつだ︒

れだBWR酬料挿は約瓢蒼十︸万ジルカ切イと反応して八難化倉物

象た︑これまでにを衝夢で便わ

λ好に論義調査を応喰とつる地賑
たとえは︑κ鱒浦と♂y二階は︑

を抽出甥るさいの憩考にしてい

ついて調査に利倒しているQ

どの畿長饗でも人きな反射遮の乱

る︒

敏による調査も実施︑これら．てれ

一

ーマん

マ一Qゐ

物し晒ぬ○ニ

この七畦一刀泳のBWR躯糾の笑解決︑さりに一九しG肉回り閥 鮭長雨滴鹸圃氏気病噛区荷柄二

と現雌讃査の串閥段晒として飛行

衷た︑ランドリノトによる調査

竃もつているため︑一目でそのち
がいかわかるほか︑特別な処理鷺

に醤別できる︒

行えば︑断腰など脇手にとるよう

それの轍報宅︑照して溺鈴消肢の

究翻したべしノト︒挺糠魯紹η脅

駕宕塵鍍

鷹博

働

発クループの代菰が︑それぞれ

浸原発をもりこまない

の遇しろしさを知っている︒そのた

やっている者は︑もっともよく核

た︒﹁集aには︑反原発の労組員 北海道人掌押込教授は﹁物理群を

運動はまちがっている一とのへ

や﹂生︑致職聴なと機名ほと参加

は︑﹁集曲両殴滋が根冴に人闘不

へ︑また厨潜四郎康滋大芋敦獲

く重められるべきだった﹂と漉

おり︑このような趣動はもっと早

め澄罪敷撫のようなものをもって

したが︑﹁ヒロノマ行動﹂の各盆

場とは異なったふん隈気をかもし
だしていた︒

学者ら團名が

反核署名提出

は︑核による肉捧陶穐蹟より猶う

乱にまでなるという構神獅照臨

しい㎏と語群凱鱗の恐ろしさを口

B本科学者会議

は︑現桟屑ま科もの主人の焦喉︒

R本科㌻嵩会義は︑来たる晶ハ月

寛験二つる田民霧名扁を集めてい

のため何かで蓄るか蔚朝に重んる

あらゆる誓会科与蓄か核職射隈丘

た︒また蟹名とともに門Ψ隠窓馳

たか︑このほどそ為ら謎三三娼簿

時浄澄たようた﹂亀の蘇屍もあせ

耳や政府に匿えることを睡ひかけ

を涼とめ︑核歩磐憾滅の型名連動

にひらかれる第ご姦凶遜鰍編面会

を斜なっている函鼠濫訴譲遜帰

に向けて﹁上更器話芸独止と灘鞠

行鰹員会は響撫を瞭視︑開分調

範動﹂も︑﹁反核イコール反原発﹂と位直つける門庚線発俄鉢﹂が・盆儀弓隠の門中∬敦講扁にbかかわらず︑日勤に集会彫ひらく

律︑仁泌潤行．人爵憂髄脳斡事か無

十請人規穣の反選集愈かびらかれる．y

ヒロノマ・アどー

もりこんだ

魚縮．臨豹宅つくること一⁝ねと之

られた︒

套云はこのあと︑①ヒロノマ・

洛会八﹂に予識した︒

の輪をひろげよつ﹂と論えた︒

拠︑問集△璃に行き︑﹁今行動竃

倒

購艦には︑阿部猛康バ子滋大学

ラガツキの被輝者の例しみを世界ル一をF択して︑四時閉にわたる

ながる趣イ力発愚に及胃しょつ﹂

一

た︒﹁紡夢丹廃緬﹂で晒集した丈

認めない吾移地帯を榔界各雌に広とすろ反呼発団体か気鉛を︸U

持たつ︑狩ち込ま旦ず︑核攻撃を

一

げること④期眼竃きもしく決めて
疑

これらは広嚇・K嶋の櫨爆薇燭

さまたげるもの︒い翻すく巾正

なと︑摸戴な一層ものてか起た︒この門ヒロノマ行鋤偏につつき︑玉耀ご士ご質には虫示でゴ

午縫一驚︑六野場で花火か打ち

く︑人類の意己︒核階芝之兇臓つ

ゐ印削識も最初に式乱

る謹直力は鼠衆の英郷︒捗ダ器の
不使幣や

する国こそ︑汚濁の贈破乙支持宅

使用実績71万本に

となっている︒

では写糊他をニケ藤袴肚下回るぼ

ろん︑損得轡の低下によって今臼

していることを浮き彫りにした形

経薫別にみても﹁七八七侭型﹂

R蝉湛拷飽用礼纏か か飽用が層累数九万三イ欝畦︸本

ﾀ全盤高いBWR燃料
{のおWR塑呼﹂力門門西砂は︻勢分の臨織る冗毒した一勢野丹織力わか団の君

で︑この二雪⁝鉱闇に発臨した戴

拍再の
しかし︑げんこい飛んでいるラ

力慣は璽兆幸八皇＋抑KW

炉心分檎によって︑炉

に属し︑群鶴掻傷妹数かr融八十 と欺全盤が同トした︒

ンドリノトニ︑凱号は︑泌ってく

それによると︑揮罫申てL隅R 四体こなっているのに糺へ︑回し

τ樒換彊でづカノ汲タンカー﹁襟脚⁝のり査によ0と矯灘雪⁝月恥rで し擁㎜万添t焔えたG

○・八霞〃︶︑近慨歎一バンド︵○

る蛸報の最小申舘︵幽嘉︶か一八

が行われるが︑さいきんては外篇

・八〜一︒一︒〃︶の嵩四バンドの

﹁八入八嬉遊型﹂ては四十八ゐ八
デ⁝タをぬってくる琵纏み︒

裁κ子の土難技掩研残所にみる解

ラントサノトは︑十八臼に一圃
の周期で︑わか園の上聖壱噸澱︑

談た︑撫臨や﹂ぐ曇声圓の温脱

うち︑糺．噂炉から敵D出された郊

意一の鹸粥なとによ一て冗直し︑

翔︵PC王﹂も︑

今貸の鰍偽鄭の融態につながった

州く×八畷熱ユ
鷺彰は℃ヂ虫力添︒そのうち撫

陶jtはかっている︒

侮斡秤は五爵雪○・︵四％となっ

依陶には圃祝

や劉煙の広がっていく蹴醗の謂査

月に込ってくる︒

ている︒この数子は︑全戸騨の撫

筆管バンド︵滅しQ︒ぬ〜Q・芝 や難嚇難帯の獅︽にも利罵さ霜て

︒放購竃振鼓瑚に記翻して︑地ユ 盛なども新島で灘アだめ︑灘掛泳

このさい口塞地孟の窺御疲の反離

っぱ篇53布を謂へるのに頑していペの右前を低証した副典になる︒

この臨磁泣の王道・放肘の状況を

O規と︑入選いため︑地表の人さ H︒これは︑弩ご乱一千四自力ガ イ鷺白b雪借本侵用のうち︑拍衙 の聾龍同上により︑ソノピンク楓
波﹂劉に管轄︑地白にとんな物撫

析閣議で勤みとり︑臨りy地地物 るのが現杁︒そこで︑愚研では︑
の︒

が分布しているかをしらへるも

うした特性に勧目して︑菖杢から

リモートセンシング技儒は・こ

満っている︒

りか几さないためにも︑この趣助

空長も︑﹁この丑椎さを二皮とく

額︑輪泳年数鱈勘鼠︑瓜目凹長臨

敏煙地・哲下麗之助広島興彌

よんた︒

とてある﹂とのへ︑万議の拙苧を

りが︑門ヒロノ 受けるという預論をつくりだすこ

旛犀は︑広﹄珊原燈の旧力書分を

同氏は︑﹁ん．田︑獅罫の核餌器の

人㌔麹鼓が婦謂報儒︒そのなかで

このあと鼠野望立仏慰女．﹂し・㍑

えた︒

マ・ラガツ鉄の心竃世界に偏と訴

南徳馬参㎡院践

国際箪瓢促盈各員趣盟臨聞・．︸都

丈氏︑藪騨苔の研臓サカエさん︑

をはζみながら︑ぼ犠駆・印駒二

や広島瑠さんコーラスの合略など

ひき紘さ︑広鳥土釜X団の湧奏 子を淡疋諺るの鳳核兵食ではな

ていることに欄当﹂と分析︑門太

疑となっており︑乱︑月の国趣鰍編税藪に臨けての巾民レベルでの﹁議長鍔玩直営勤﹄は︑この仏島行動の戒功にふって︑新しい局面
をたとることになる︒

二日瓶き の 由 も こ の 田 は 工 が

敦づ︑広島・L附の原弥で命を

り︑午畿からは靱杢もひろがる天上Uられ︑闘怒︒
気︒この天 気 に つ ら れ る よ う に ︑
由った人たちのめい袖紅祈って一

の日﹂を潤むかのように︑静叙な

の珍撫蓬で混雑︑それでれ︑メイ分葱の劉とう︒箪ーヒ嶺四の﹁あ

法嚇駅は翼壁から︑全国各地から

ン会場てある導和公幽京で行遺︑

メイン￡錫てはこのあと︑今堀

闘会式のはじまる午優〜附まんにひとときかあたり宅穏ん九Q
は六万人の 人 た ち で 埋 ま っ た ︒
一力︑メイン会絹のほかの﹁歌藷二広島女ず人らも﹂か︑﹁広島

の広場﹂﹁ちUつ子ひろば﹂﹁ 藷 か り 帽 じ ま っ た 原 水 以 趣 動 は 過

の一点て︑響たな趣動宅踊り

杉昼響廃

稲のためのスピーチ広鵜一の各ゑだが︑われわれは︑い濠こそ︑意

り部の広璃﹂門鴫斎の広場﹂門耳云︑分製という缶い体験を経てき

絶
﹂けていこう︒いまなら︑また躯

いるが︑その躍￡楡購の彊加は︑

壁薩を激尉したり痕財しにりして

あらゆる吻ムは︑いるいうな露

に役ヴてているものQ

竃購入して︑難蝋筆遣︑聚境遡致

されてい猫地数塚爽と榔無テ⁝プ

地上の電磁波放射を調査

宇宙からサイト分析

研では︑この地﹂簡亡頗じて彫九

地一髭信局がル威︑それいらい徳

丁県鳩山材に轡界でし蕉日の衛量

てくるチータを懲瀞V地35血に利ーソ衛星︵匙珪直明技環18野︑の わが団でも︑昭籍五十四雍︑為

衝︒

十げてから焦思賄に発恥した蚊

掩︐旭醜し︑威畷tゐUているQこれちにランドリノトと改名︶を打ち

りなどか翫なとつめかけるなと︑

鳩にも︑慰筋つれや右者︑お嬉為冤の耀いを集り趣え︑

運動の広審を㎜翻した︒

埼臨から原発鰻イトの地
をさくる一1翫力中央研面所てはは︑リヤートセンノング四五とよ
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賢臣する鞍置協疋をづみやかに実
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を︑その一歩としよう﹂と閉盆︑n だり四ノものTNT火薩滑を背動っ
縄ずること③核算讐をつくらず︑ 園の一角では︑﹁捗レ響生渡につ
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冠をとりもどす早大の戯湯だ

こて︑凶民の綜．申刀に偽薬る億着ためにも︑プルトニウムの効験樹
ついて︑どう患醸つけているかに

いま．；駄脱指摺の本命で心ろ呼敗策のなかで︑とりわけ瞳勢力に
臼ね兆翫難し触けれほ獄らない﹂

ついては⁝ソビエトのように︑
ひ﹂︑続いて︑貰チ力問題聴聞の爾ヨー資ノパ測地籔のこんこの磁

とあいさつ︒

が﹁む澱の独尋方犠舅﹂と題してでまかなつという国がわ︑英鴇の

ため︑匿界各国一蹴材した購部氏力呂趣は︑つへて︑降r力発議断
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グq一ブボノクス用酋面板（臼本犀子力研究所）

噸て一

乏〉㍉

翻、翻

｝

聯i趨1土野曙樗鑑署：翼翻1一轍愈

舷麗総総蔽鰐難し恥遇騙翻欝

n）τ㎜㎜朔τ

就

町川
㎝国

（6）

階9ξ57琿3月25臼

新
産

子
原
嶋二毬郵演物認剛

第1肇23号

（含鉛アクリル樹脂板）

《特性》

鉛当量（板厚）：0．総轄b（7繍）より2蒲mpb（峰6mmt）まて各種

《その他の製造品圏》

中性子；塵蔽用含醐素アクリル樹脂板，普通アクリル樹脂板
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