︑

齣ﾋ一一

︑

建

鰍

力二三票三

軍
麗

原策躍振

唱歌致の憲茂がこのほど決卜し

︑電力橿央研究所理冷製松永安

︒なお二曲斯聞牝々主正力松大

鉗法人原子力研鋤所の乙訓

衛門︑肥曝発会登小坂嶺

霧の一
鷺三川一郎︵欺任︼物
の三茂を相談役に鎚嘱した︒

﹂

新しい制度の動きとも溺爆

壁塗π索の利馬

㌔いて第二回ム久大会が開か

その害夕に罐︻妻月二ず七臼から三日瞬ワンノト

闘恥を則崎冥男二十を上氏

のそれぞれの11貼姦脅韓

︑一門拶が協鐘丁リド毒って

冥瓢しておるの§細め勤づ︒

懸子η政策の展副に堅促な鉱

原苧刀半碧用調査会の第

ム会かb紀翫醐此材︑築配れの

しめて︑煮去から騙往にわ

襲名の倹ほにお願いし︑さら

ってわが潟の就業糾弾全般

を換嘱して綿陥しでちらい・㌧

泰冶︑富よ魚船の出本罫郎の

回総会の膳上︑会艮小坂櫃

外の赫チ力朗報資料を調西つ

氏は別攻のようなあいさつ

外資耕部会に杉菰刷雄醇十を

一つ本会の裕篤︑の壌たるもの

ついて動同と実体が検言さ

瀧撤して︑これ奪岬物闘に

つる

させるごと︑︸艘の原挙刀

チ力鮒発に閃つる⁝川淫胆報斑

月ヨ⁝ロソバの各国が協醒し

メリカのホーラムと同尿︑貯

会と壱本会は警接な躍絡を取

紙されているコーロノハ厚子

扁

︶︒ノ在︑ゑ会が戯隼して

ずした︒今後研究

主丘とづ⇔十四名からなる経

安を磁じましで目山伊知郎博

よっ仏悶蟹について調査をす

B・題であり崇した︒したがっ

来の見通しなとの圃泡は︑窺

属閥癒訴界がこれか魔けいれ

︑その悲歩は今後函館︑二十

応の研錦に才で雌ルでおり識

り糊して︑核分拶反応から榊

︑またその綴についたはかり

牽でもなく世界の原四十力の開

する手続を寵めて％り亭ナ︒

氏の紹介によって会賦として

カリまして︑先紗騙事ランダ

識した次第でありリノ︒これ

ために︑やむなくμ財に醐組

老か予冗の二僧以上になり浄

獅会を詫画したとどろ︑理愈

放で︑むしろ制幾つるのに購
％り曽づ︒ぬ般九週閲にわた

のル

る魑がル屑に多くなって影り

屑に眉用罵れ︑その紀伽な循

欝欝握寅麟は各ゐ晦か

す︒なお妙近わか国に引いて

会を設重し

闘にとんな泌窺一人微の力に

づるに勢子力に関する各劣楡

︑幽吊の乃六の81協謂

す︒ざた月例彦畷会には各会劉

の糺︑果も歳次御報湯掛来るこ

す︒したがってわが飼として

て開かれるか分ちないのであ

︑出来るたけその欄要求に応

心ほ男74に艶くしており浮つ

会は源チカの＃豊潤矯につい

脅し銘ず︒

りまして今後の欧艀の財政ま

力麗発の櫛誕かとみに動いて

掌的知撤の薄及をあ

からそれぞれ報佑があると存

おり岩す︒誇細は拶刻︑主鳶の

後洲概況の報凸力あり診す︒

︑かつ仔来への野南か試み

工系ルキー二三につ

いて附子力開血の重
隠隠が揺納さ為て％
るのである︒

したがって本樽は

の隠してひ含各

日ム経薩建設のため

︒二︑電U同掬明した二君君

おいて︑かねてより印制目

を会長とするわが

方彌の疹考になる倫

糊査研鋤を嵩めた

を士下二准に販りまとめた

れぞれ今目皆て浩発な活動を

あった凹塞産業構造の爆題

國の雌業構造にかん

られており︑とくに

として六名の染工にお繊いし

ーヨ

鳩陥塙の全員にた
し三三された︒

本轡は財団法人電
経回二丁所︵三三
小坂願造疑︶の転

集に努力

る研究会を設臆

として串出伊知郎

原子力平織利用謂

述であるとの考えか

楽であって︑内容には戦

のである︒

︑

本会はさる六月十

ます︒

中いろくの事摺によって

な需抵轡は温く政界︑学界

麹鍵羅し上

囚殻立いたしまし

逸した貴魂な資糾が七〇

目目一 ︑壷︑五8

半にわた＝各

会創夏以来の難業

惰報資料の

実な政策
開に貢献

醇焚に工業技術院艮駒形作次︑

輝㌶に二二販締役難設邦長久

八十名が出席
！

懲米︑英大使から祝辞・
る六月十八日に設立された原子力平瀦刹用調査会は翻設以来準歳を迎え︑十一月十八口正午より三
聞に実り東京会館において第二駿灘会が滞催された︒先ず会焚小坂順造氏の挨拶があり︑つづいて

務報告を層任襲答礼宏紺之助氏︑各部会報膏を部会を代表して密田籔︑石黒患篤︑杉識朝雄︑寓

以来︑会憂より下働し翻した二

済臨監の丈余名の方々にた

節米大使アリソン茂のメソセーンをラポーティ博士がそれぞれ代凝した︒豪たアトミンク・インダ

磁にわたって収められてお

トリアル・ホーラム会長並びに印霞原子力二四冨バーバ博士のメソセージが紹介され︑引響学力

してそれぐ踵昆せられた
σ

︑占領政策によって改変し
ほぼその苧竃の聯泰を達行して

六名からなる運福炎鼠講を中心

物的に佐懲な政銑を蘇るより

ホーラム会擾

ミンク・インダスト

ル

ウォカー・L

も

踊天な西湘題を︑その辿の権

︑郷臓を総名縄輝して︑堅人

力夢ほなy易を打し︑各界の

目されて谷り噛した封田は

していΦ次第であり㌣す︒

︑W門家講氏の御薩刀によっ

の看刀な猷后力研藷体とM

閥の団休てあること︑しがも

チ力政鍛に蚊議して行くとい

にδ厚としてその官服を礎撫

これを政附講擁ならひに関係

郁会の彿二心乱調脅研允を髄

時に劾右建戯して原子男のダ

〇一3﹁

り鵠β影2遷る

いつ

衡野離勝を錘めでいる

淳絡を論題︑純難ず盈しい∬

あると婦じ︸ず︒

用に解する公焦かつ今理的な

かためにム会は牡に各掃の概

に協力回したいと鷲瓢す︒

︑骸工学

εソμ

本鉱鋼協会編

㍉

・魂＼

同の01晒の〃阪

楢丸善

聾㌧診〜

一鶴奮㌶ご鰯纏恥懇転蓄︸

酌

蜜

箏ー

ゆる二業に務わろ冨理技術義︑環場妓寵名がH踊躍う諮測掛
珍襲必戻とされる実用予測ハントブノクである
卿

A5︒∬○○艮 八五〇円

纈繊論拠酬訟織駒⁝講るが

その経済的社会的分析目田

部滋患・君田

力糞縣堅

︒アイサτ卜・V・ーイノト子鵡石
髭肖へ
A5・ご一四〇貝 五QO円

魏子炉の診d︑興国︑特徴︑潤騰馬一切をμ体的に解こす

お︷ガ︒貸︶昌

粋襲用調 ・1 臓レイ銀鼠ム覇鎧沢へ5・ご⁝八二艮

ク・イング

アトミノ

・シスラー

fi

あいさつを撚るとともに︑研

の第二回総会に弼して2難いよ

議か騰勢の層得のたの一〜β畝ブ

総会の働子継継炎についての

つ福切翻しづす︒

し︑かつ筑恥利用を禁止し

たくしは︑源チカの曾和並樹

くへからどるものであります

来の発展のために原子力は必

H︒〜︒バーバ

ント厚子力庁疑冒

評したい︒

一紗の夘磁同上のために努刀

〃︑一瓶劇らの基礎的力を髭

制覚際uありましてτ蓋に匹田

題を研究しつンあるごとを知

キリス原子力公眉の研錦所力

したことをうれしく補いいます

れくイキジスは︑臼本の原

開発ぜ同情的な燈心を持って

伽ソ・ことに努力すへ砦で昌ぢ

ます争︑特に罫描のアトミノ
合エネルギー都会︑これは妥芸

㌣鎖な速絡をFち現にその会

インダストリアル・ホエフム

麟から清澱資麟を漉暫して
その購藁の轟轟的な申紬をなす

遣檸士をお旨いし十五名の震

びとするところであのます︒

てこのぬ勃に

一際士が主立として十九名の委

よって組織されて％り馨プ︒原

リアとの間にば多くの膚由庸

力平和利用の開発の分野に

にもかかわらず各〃岡から本

から臓立って％ります︒第二は

子力開発の窺覆についても貴

かありますか︑料学技術におけ

羅ヂ郵駒獣瓢

心からのあいさつを送砂ます

と努力プるすへての人々に対

雲塗勢齢︸気強翻転

ヘヒル蕊韓藍記属軌︶

いるのであります︒

会の嶺逸聞縫が︑めずかに串

qすなわちわか飼における︒不

方餅等について御謁見賜のたく

てお玖占領政策によって改変

な研究欄査が発表されて踏璽ま

ては︑日本における閥題とイ

上申し旨したぜっに︑穴会は

のは四つに分れた部会であのま

を賜り濠し た こ と は 誠 に 感 謝 と

じますので何鄭よろしぐ御願い

た麗しい二度の鋤きとも聞幽し

教倉が田本ほど薦んだ国がない

して測議しており扁㌧す︒さ⇔

お︑当臼小坂媛茂は本総会に

ひに耐えな い と こ ろ で あ り ま す

し上げます︒

て特に御疹考に供したくこごに

国の腺三鼎開発について増聴

会された方々に対し︑﹁田叢蕗

一一

力の平蕪利嗣の醐つとして放寓

鷲

外の素子力法制閥題を担当する

鍍の騨題﹂を贈品された︒

騨

ホーラム会長ウォ⁝刀i・L・ノスラi氏︑さきのノユ不ーヴ

江毒⁝

会へ各国がメッセ

おける原子力購藍碧絹国際会蔽で講長であったイント除子力丹

隔一躍一羅一一瓢一耳霜一一¶旙

ソセ；．〆をヒル轡記冨が代歯︑駐日油搾アリソン飛のメノ

子力累菊絹論語会の箆二回総会に駐日英穴使テユング脚の

微H・﹂・バーバ簿ナからも冠蝦をもって次の如くメノてーノ

へ

；ジを科学アタッン笛︒ラポーティ博士が代為ずると共に︑

幽調査会は わ が 国 の 原 子 力 三 揃

過蓑から現在にわたってわが国

垂甥転

ノ

鰻鴇

るごとができたのであります

なことには他の動力資脅を見

渇しつつあります︒しかし︑

スにおいては大外の炉冴轟

承知のごとと慰いまナか︑イ

知っております︒

もってみていることをわたく

リスかなしつつあることを関

三所に閉することは︑臼本は

乱︑融点かあのます︒特に旅総

一輔＝＝＝露＝輔扁＝篇一需一＝輔一需一一轡＝＝扁一一一扁一噌輔一一一需一一四一押脚一盟一鵠一一︸一＝一一露一一暮露

会の努力によりて日直は原子

国と協力し︑かつ漁見の交換

発の分野で末回覧びにその他

上の高磁化を築潅か

ってやがて臼宏の輩技術の
は現任

露するようになるであるつと
裟す︒︵ラボ；ティ博士婁凶︶

原子

E・デニング

日イギリス大使

覧

もたら零れた︒

の促進にあたっていのこと心知
まごとに欣快にた万ないとごろ

あの冠す
凹のこの
金か﹃米
⊂穿式難
された原

圏との原子力協寛は多くのア．！

の蒔期が一堕して％ります︒わ

刀協冗と

られておりv特にエネルギー問

され︑かつ︑将来への展磁も鱗

独立し︑畏聞において原子力開

本において欧艀および学界と全

糞を祝回するとともに鑑会か

半ヵ館になし遂げた環スなる

原子力‡郵刺用調査会は創立以

・M︒アリソン

駐日アメリカ大使

；鼎一二二一二禰一篇一一二一一一﹁＝篇＝一冨＝劃一騙一＝篇一一篇一＝一＝一嵩一一竃一一嵩＝漏一一一篇一嵩葺

の民間原チ力研三体であるアトミンク・インダストリアル

調査会がわが躍唯一の会員として加盟しているアメリカ蛾

富一箒一

キー壽の脛命索冗を勲爵ナる

論挨拶があ如︑約一八○総出鰐の下に盛大に行われた後︑さらに別室において藤関檎羽茂から原子

爵疑！
劇・認置

駕

財団法入電力経済研究所の醸藁

手詳に差し上げましたが︑宏蟹

11

囁8｝

刊用についての基菰的解説がなされた︒

難追憶
小坂会
畏摸拶

くしは田広の羅Ψ篇鹿か圖穣
渚国と調剛されて縣40り獣すが︑

おりますし︑ハーウェルにあ

和長月
については旅無力翻発の瓢蚤聾

会の第

して申田伊知郎氏を会憂とする

ノアにおける原子力開発につい

御笈援の下に去る六月十八臼発

は必ず﹃本がそのりーダーンソ

の／エネーヴ介議の後で︑イ

宏 日 除 子力宰碧玉調査会の第

揮燭されております︒

総会に
まして

スを訪閻した臼本代表だちを

攣釜
のようにわが國の二業給渦の

に立つととと信じており獣す︒

セ⁝︑〆

難し︑一偏朝曇にわたる豊漁研

展の上に必要な各鍛の施策かあ

送のできることは︑わたくし

国の蹟業講造に閲する研究余を

を進めました成案でδぎいます

ーマ聞︑すなわちアメリカとイ

のことはサンフランノスコから

御協力を得注して所簸の購漿を

開墾の先進国である夷︑米岡国

我國の工系ルキー療の将来と

ゆる角度から検轡展開され︑特

罵を瀧め︑ 璋 藁 経 回 の 発 展 と 国

スにおける問題との間には多

凝

らであ疹ますゆ原子力4窟需用
舟

ぜ

量聴し上げた次第であのます︒

一

も

郵鯨鍋η露盤醗一鶴

き

覇業経済全般の鋤阿と翼体が検

罐

㌻

なお本Eは御出席の方六へ﹁臼
ゆ
塵藁講造の誤題﹂という豪物を

闘いたしましたので︑その経過

使代理をはUめかくも多数御幽 告を串し上げ︑併塔今後の業

て散逸した賞璽な斑溺が藥めら

轡には戦争単毬次なる璽欝によ

したのであります︒この聞震撒

本産業構造の課題

翼

一

回総会を開くに当の郷案内難し

千余名仁贈墨

麹莚醗

p一

力によリ所定の事業実施

鼈黶

｝一

一

鼈鼈
一

げましたと ご ろ ︑ 御 多 忙 寧 原 子

いり目した9

央研究所理閑長松永褒焦総門︑原子力研究所理事長石川一郎︑智学研究所会長亀山論人の三儀から

女甥︑稲粟秀三の各馬から報告され︑ついで駐日央大便デニング卿のメノセージをヒル轡鋤旨が︑

本二二二二

﹃

、

の墾に震献したく︑留様

ヰ

円

鼈黶

鵬81匹6111I6111扉■引塵｝「1垂

151塵16i561511塵

1

」暮11三三61

犀

1霧鯛1覇1摯1聾置鐸肛1墓llll毒11聾翼119i崖Ill匹艦I18乳聾ll準崖1巳
盧11匹8111聖匹魑1

｛
｝一
一

／

劉Ψ昏

炉蓋 o

、」こ

一一

年分泓金200円（ク）

第2回総会においであいさつする小坂二二

．獣戴鞍懸獄疑蹴慰錠臨鰐熱濾無・総齢ジ

@
@
ﾆ懸

務報告

20円（予共）
価一部

糾
読
購

難癖欝蟹》錨

一一
@

恥騨搬

鎌脚獅響；饗響叢書讐鱗欝響響饗騨二黒響響礪総譜讐饗辮騨饗驚響響
驚婁属禾経欝腐火力．卜二
重陰

織

摂1引

し

宍

き

艘

瞬

た

⇔

ぎ

尺 ㎏

隆

メ

ぜ

ド

㌔

﹁輩

㍉

ギ

r

︑

ったのであります︒その憩いろい

＝一網︻一 旙轟謬一一開3閂一＝哺一一露一﹁雛一賜臨篇禺開一雷≡島帽一門一一閂刷謁門門﹇桶一一冨曜

︑

ま

ノ

雪

︑

一竣一擁．．垂毎︐︑︐一．葺豊満︐
まオ

ヘノダミ

お

ぎ／

おぎトギタ

恥◎

電

暁㌧崩︸3辱蛋Nひ呼

衰ﾓ 轟

なってみても︑あるいは蒋潟方面 る羅をおかしても調査研究して

詩

誰鮒

近穐化して工業岡にじて︑ごの

燃残︑尭〆蓼峯害輔一嘱畢導一難︐／塗謡請身誘㌦績ジ

になるから出せないとか︑あるい

てやっておるが︑これとても臼本 でできております地下ガスの問題

と⁝目馴うておりますが︑もう少なく

ごとは当然のごとである︒ごンに 過ぎるから獣だ二本じゃ聡過ぎる

現在穴きなダムを惟力会社とし

あるいはイタリアの地離の問題︑

おいて小坂さん及び朝野の働努力

のことであめますが︑一体その原
料がはっきのしない︒それからそ
では数が限られておる︒あとは葬

かれこれいろく考頻てみまして

と騰十羽後に臼本がどうしてもや

命は非常に窺大であり崇すので︑

も︑われわ鈴電力界においての懸

な話をするトいうであの激すけれど

三災であり渉す︒これは甚だ大き

れないというごとははっ紫りした

ができなけれは侮として蜀入れら

はそういう解は聾者過ぎて︑突飛 来るべ鷺十磁あるいは十二週後に
原子力を受入れる想勢というもの

の原料のあったやつを賑峯炉にも

常にコストの灘いダムによらざる

に対して感心はするのでありまず

らなければならない原子力︑その

ごの異鋭を進めなければならない

っていく︑一体臼本にそのパワτ

を懸ない︒そのような発電施設が もその原料が非常にアメリカ︑カ

けれどもその三際はとうであるか

つなぎになる仕那については朝野

があるかどうか︒おそらくは暴力
一千万謂以上にのぼっております チダその他に比べてほとんどお贈

わが国の朝野及び電力利用者が

薦麩としておるよ・フなことでは原

界としては︑その原亭力の方に多

醐力申央研究所理聯麗

松永安左衛門撮

き

＼

ら

r

ギ

陣一

ベ

驚

ンヘ

ぜ

や

く

警曇妻覧塾

ぞ

今このテーソルで伺い崇すと︑

とで奮嘱す︒

ことが非常に証本に入ってきて︑

クォリティ・コントロールという

では世界では謡講瞬ぐらいの慨位

今ではクォリティ・コントμール

な地位を占めでおるという石川煮

本入は工火をし決して︑そうして

んのお話であり議した︑何とか口

何もないところでも什籍なすると

みずからせめて甥るりけであのま

すが︑どうぞ朝劉の諸君もその点

く便うパワτがありません︒これ

現任あるものン近代化に向っての

私は二心う︒

子力を受入れる態勢はでき嚇︑6いと

幽して︑非常に斎瑞的な葬髪・

いうことがで懸ると糧つのであの

にならんほど貧弱であるごと︒し
これは非常にコストが商いもので
間塞にならない︒そうすると有利 からばその原子力利期が必要の面

るか甚だ疑しいのであのます︒こ

認識がどごまで進んでおるのであ

な水源地帯というのはもはや四年

いということを申し識けで御挨拶

においてよく認．醐していたたきだ

をどうするか︒原子力をやってか

が講に多い劉含に原料の闘題︑

ないし五︑六条でなくなってしま

そして朝野がこの調査藁囲とい

ろの催しもあり︑また政府でも

あるいはそれを作る闘題︑あるい

のまずけれども大きな聞題であり

ら作るということであれば別であ

う以外に︑あるいは電力金筏こう

罪常な黙慧をもってこの問題をお

の点においてあるいは財政資余に

置︐︐仰O■ρ冒︐夢98塵賜︐980P︐陰

メリカを超えて世界一︑多くは拠
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うしてやっていける能力があるの

本人には何らかの凱火をして︑そ

力の⁝⁝葬が非常に必嬰ではあり︑

そうしてそれが縦だということ

だろうと思い擁すの質︑私は涙苧

はよくく雨霧しており獣すが︑

独に侃したの︑あるいは英独を超

これは療脳がなにもなくて︑そう

しかし何らか凹塞入は脚本に触す

えておるような次第であり撫して

であり獣すが︑これは田本入の能

してこういうごとをやっておるの

んほどではないが姐嶽磁よりであ

のであり法す︒わたくしも松水さ

る一つの例を串し倒すと︑たとえ

7れわたくしが死んだあとでなけ

の罰すので︑そのような予難はい

る方法を議論するであろうと黒う

ばヘンペルグ会胤などで第偏の非

くしはもう必ず何らかの工夫を︑

ればわかり歯せんのですが︑わた

ヵがどこにあるかはいろいろ分酷

自身がヘンヘルグをやる︒こうい

のます︒わたくしは化学工業の方 常な重工は︑アンモニア脅旗野駆

とをご篇付加えたいと慰うのであ

うことはほかの圏ではあの濠せん

ますが︑しかしそのむずかしいこ

査会が非常に避暑な︑わたくしは

に多少関係しておりまするけれど

などを見ますと大分国論がわれそ

何でも判断を常託で覇断をする

もこれを日課人は︑まさに外四人

とを瞬図入はやりとけられるであ し︑略報せねはなり撫せんが︑あ

のでありますが︑巾為なそうして

そういう銅違が︑根本であの法す

ろうと思うのであります︒そのこ

健全なる常畿で罪常によく了解で

が写本の化学耐油を兇たらどうで

いうようなアンモニア為隣本で

が︑豪た非常に恥い○・〇四％と

そのとき日この原子力平和利罵調

懸る漁冤を発表され︑これはおそ

ときどき考えるのであります︒そ

あろうかというごとをわたくしは

うになったときがあめましたが︑

坙{の国情に合った⁝開発を

的次ことではあり織すが︑麺局田

はそれに代る水力の方も︑あるい

御釜名があり

うコ石炭︑石油の問題をお考えに

厳動上けになっておるそれに畜か
ます︒

に

か

縮山直人茂

といたし矛す︒

いうものがが伍の配力を．非常に
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おいても最近鷲聞で出て参ります

ヴ

らくあの御意見で日添四が大体一

ういたしますと︑わたくしは非常

は剛収してお．⇔のであり濠す︒ほ

ってできておるのでありますが︑

て瞬棚寧でも何でもその囚欝に帝

術は国難に論ったものであり甑し

ん︒・の力は冥界一艘艦航覗であの︑技

臼入に耀したその群学技術の︑科

致したことかと思うのであわます

そういう中門な目減を発表される

せん︒そのほか銅を他うとか︑銅 研A入は伺らかのぎ失なし鰍して

け
っておる次第で凸ざいます︒これ

き方につき豪していろくな参考

この研究が将来日塞の原子力の行

クに何禽もアメリカから入ってい

して︑国会野掛餌などでもトラッ

というのは非常にぼう穴でありま

は碗黄が少しあるだけでありまし

のまして︑実際何もない︑あるもの

侮も譲なしでやっておるのであ

黒う︒これは非贈に非科学的な申

日憲の化亭工羨の一つの持徴かと

ってその方に読められること巻切

済入その他いろんな人の便宜逢図

まして翠技術者及び嚇する赫

に民約をしてやって山40の︑これは 調許会も大いに刀な入れて下さい

どうか一つこの旅子力平搬潤規

そかに思っており燃す︒

力の醐発をやり得るであろうとひ

二本に駆った旅リナ炉あるいほ趣子

かの国ではそういうことはでき軟

聞が蛍いから入門を郷豹する肉翻

に錘風入は能力があると黒うので

ますので︑原子力の方でも岡じで

あります︒それでこの化学工鎧は

葬常によぐ整理して︑みんなに周

謄薇を作っておるのであります︒

という辮は罪悪に締構なごとだと

知させるということ︑これはもう

三三ではものが愛いから物を罪常

思っております︒それから渠献を

は難いかもしれ燃せんが濃縦ウ

のであり書す︒臼広の化学工鑑が

あろう︒こういう微推をしておる

っていることもよく奪じておりま

は塁は原子力研究所は一部寓目金

原子力の乱塾は非常に撚れてお

あめ豪す︒

に有難くお礼を識し上げる次第で 援を賜り豪すごとと詠い濠すが︑

いうお器があったので乙ぎいます して︑その御努力に対して私は非

でや動ますのですがあ豪り御関係

らか目蓋入は工失すると︑いうこ

し♪けカでありまずけれども︑何

駿を見せるから来ないかと︑こう
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ように︑そういう金は騒．磨の彫張
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職原子力平壌用調査会第二回総会は︑十一月予八日寅京会館で盛天に塵藻され︑小坂会長の㎜

㎜あいさつ︑各部会報告︑各国代表のメッセージ紹介のあと︑蹴力申央研究所三鷹彙安左脚

原苧力研究所理翼擾

ごれは罪常にいいチやンスでaぎ 常な敬慧を払う壱ので澄ざいます

どもほとんどないのであり案ず︒

て︑化学工凱の母とも称する塩な

ますから︑その二十分の一である

いと思っておるのであります︒そ

者るかどうか︑あるいは飛び離れ

のサτビスだと恩っております︒

す︒大44化栄工柔で申し決すとア

額などは非常に大きいのであのま

を作って縣窒まして︑ソーダの貯

ういう空気が特にごの知織階級方

それから先程松氷さんが︑これ

︸

は全く松永さんと同様なのであり Oである穣扇についてはこれがア

は玉算に必婆であるけれどもむす

分

くお旗い爾し上げ獣す︒

ておるということであれば印し訳

した成果がここに出て誉まして

匿﹄一／︑回∴縛

夢

騒

とが出来る︒

発行駈

−

東

︑七六八番

︑振葡窮策九八︑三八一器

電概︵馨二︑七七七・

原子力李和利用調盃会

番即千代田区丸ノ内灘十二勾傭

娼力︑翫びに申盤子冤︑燃麟︑炉心部の鑑︑
反射蜥︑寸法︑制郷方法︑薫習荊︑殆動の時瑚

︾内容各原子炉について︑醸別︑名松︑所在地

の冊○晶が収録してある︒

運転中の四〇基は勿臆︑猟⁝艘帯びに蹴圃巾の迩

駁子炉の髭十拓擾と疹考菜献を懸盤し︑蟹

ミネソタ大学のハーバート・S・イスビン氏に
よって発裁されたものに︑特に擢繰的に有名な

た岡連驚僧の売子力平剰用国際︽議において

Vこの厭子炉拍動芸る八月ジ

︷ネーヴで麗僧毒れ

その内容鞄余すところなく知るこ

轡口口の駅子炉の折壁︑酬式油は︑

界に甑40ける九〇払の稼渤︑建設︑

V志鞭を一啓するごとによって︑世

に祈ってや議ない次第であり歎ず

っき杉本君のお譜にありました融

るようなのであります︒それをさ
なると考えましてこれからの郷研

イギリスでは塩氷の陪にある塩㎝

にもな砂︑いろくな示唆にもな
もどうかと慰いまして電力閃係と 政党あるいは駕業塚︑．学潜はもち

のよく選択して︑そうして日本語

のます︒瞬本におき証しては敵臆

いますので醤んで伺ったのであの

ので春子力関係について見てきた

究冨大いに期弩をしておる次第で

ジが一膨︑つまり一彦千円であり

のであり濠す︒この過属するとい

⁝㌶が五十円でありますが︑その

五十円にならない塩でソーダを作

うことが大変な駆であり汝す︒し

かも隅鳳語に訳して配鞘されると

っておるのであり議す︒田本は国

ないのであわますが︑ただあちら

力で原子力については蟹ら知識が

溢ざいます︒どうかわたくしは微

ろんのごと︑穴衆竜これにみんな
内を差上げなかったのであΦ法す 協力して皐く進めていくというよ

いと思い豪してかな如多くのもの か御関係のあるカにだけしか御隠
な見て謬りました︒帰って参りま

協力の雰囲気

内で作りまずと一万田するのであ

が︑今貯ここへ脅ましてこう うな欝囲気がで壼なければならな ますので︑その夢が漿して実幌で

大切な

いうごとはわたくしは雰常に日本

の研究所も方六見まして研究所と

のいろいろな調子力の閃億の方々

いうものの原峯力の行き方はどう

したら欧府の力から爽は製本が足

て御獣心を持っていらっしゃると

多勢の方女が雰幣に原子力につい

ないことになりますが︑で量るだ

間じくらいかかるのであり遇す︒

如まして︑口入しましてもそれと

りないので︑そのつな曽に財団法

面に小城さんの御努力で出来上っ

メリカが供界第一であの︑次に英

ことについて多少夢を持っており

入原子力研究所を作るごとになっ

いうことを感⇔まして︑今まで小

かしいごとだというごとをおっし

独︑それから仏伊がくるのであの

べての入のための四望を節約する

持っていったならばいいかという 技術者︑政冶塚︑経撮象︑その聴す

たから世贈をやいてくれというこ

ているということは非常にわたく けその響規異化して原子力平和

ゃいましたので︑私は必要であっ
鋸寄りが勉強するというのが葬常

曳も

ので大変な原子力平倉利用窺齊会 それに対仇して︑そうしてソーダ

とになったのであ診ますが︑この 坂書ほか留さんのおやりになのま

しは脊難く慰います︒どうかわた 利矯について鳳来とも例分よろし

豪して︑日本はオリンピックと制

亦︑

ξ

謝すが︑将来ともいろぐと御事

くしもで潅るだけやりたいと慰い
壕

物

これが一つの土衡になってわれわ
い
れも澹めるごとが臨きるので弊徽
㌦

︑

に何か苦痛だったのであのます

ぬ

てむずかしいことだというごとに

期待される将來の成累

に訳してみんなに薦衛するという

のない方に婿附金をお願いするの

︸つのいいサンプルを示しており を回収するとか︑アメジカでは入

ランを馨入れるにつきまして細鱗

とであのます︒原子力閉俵の三献

の人から批判が蹴出まして︑薪聞 罪常にわたくしどもには衛難いこ

豪あ第一にわたくしが批継して

変便利をしておるのであります︒

しども偏學技術潜としましては大

常に活動をよくされまして︑わた

醸にならないのでありますが︑非

・

科掌研究駈会擾

や

欝正︑健糞な会の慧昆

88・．︐伽顧︐●；・品物3●．

とになりますると︑これは如嫌な

かわらずはなはだ私は悲観的で︑

へ

立
麟
懇

灘雛．

wご﹃構

は燃料というものがないというこ

小坂会長並びに

⁝

喬1

これはなかく容易でないごとで

−

電4

協力しておられ

︑

軒

あると二時に︑それだけ得を折ら

＼

⁝衛門︑原子力研究所理脚長石川一郎︑科学研究所会長亀出薩人の三氏から来饗を代表してつ㎜

⁝碧のようなあいさつがおくられた︒

仲ゼ

る皆さん方にた

瞠

︐

て行く上の問題︑また濃縮ウラン

画題︑これをあらゆる藤業に使っ

ある︒しかるにこの技術の

が第一であるということで

ばならん国は世界中で臼本

嬰であり︑最も急がなけれ
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評論以上を予琶鯉窟

2

報︶毎月贈撰

−

◇饗助会員の特典

資料を御掛り致したいと存じ矛す

如き鳶尾会猷制によりまして爵報

していた穿く力芝髭︑に︑別認の

で︑ごの匿本会三業の冗成に簸博

れる同も非鰯に多数であり騨すの

邦は財出法人電力経三十三解より

︑鍋簿学校の嬉嬉には各国それぞ
り
原埴土4和利嗣讃査会の罵倒の一

れ騒旧の臥せる学徳が姑明して

くれたことは製駄洪かった︒ワン

な都会で︑走る竜車さえ苫もなく

ば︑策京駅がら堀篭の辺りと季く

脅をワンントンで夏けて十一月五

迩わない二子である︒ごつした教

たのであった︒

凹鍛継国的地であるンカコに轟い

このクラス構脳メンバーは︑ア

一︑イタリi三︑フランスニ︑ト

ルコ購︑スペイン三︑フィリピン

ニ︑エ．〆プト三︑イラク一︑トイ

ツ四︑ヘルキi一︑チリ一︑ノル

ウェi一︑スウェーデン一︑レバ

ノン一︑メキシコ一︑イスラ℃ル

繋

駕こ

一臼本四︑ヒルマ一︑四目︸の日

向西国で静放は六十名である︒

在日宏の冤名は△東大生野班

武谷清昭茂△工業狡術脇田鱈皮日

興△難鷺司辱一賃△

．

︵武谷甥御︶

強気試験所打田竃旧庵である︒

く

ってしまったのか︑岡公で撫し陰陰のなすりあいばかりしてい

垂雪凄鞍海き

発足し︑十一月には日及腺子刀

！ユ不ーヴ会議が継って︑日

権力争い排せ

て︑廊下の隅にゴロくごろかっ

位のサイクμト据ンは埃をかぶっ

等々を見学した︒麗径完訳︑芳沢

下︑澗冠装臆でとりまかれ︑一面

比婆な緯線がひかれていた︒炉心 論測定鍵では︑測寛精果はカタカ

嚢た飲裸身葉物はすべて此処に

十六台あ登出︒全愚父祈の炉でで

望められ︑硝子パイプの一パイつ
論った念入の処理繁で目勤的に沃
索︑ストμンチウム︑トジゥム簿
も効物憐に分けられている︒あの

となしく入間に毒琶ている︒
◇フルノクヘヴン研究所一二万

ナ

直して歩くエグロの人豪鍔を除け

ーヤリン 紅黙の洛ち探を集める掃除機械を

アー・サ

ノ

ェークリ ントンの町は衝路樹の美しい静か

オブ・ニ

クール・

名は︑ス

て︑π式

ヌに任っ

アルコン

るのは︑

K⁝Wの天砿ウラン霊智炉︑騨径七 で︑坦心霊鈎はなかった︒

イニンスノントエン・〆

ノ

グ︵〜NS鷺︶と齢ばれている︒ご

一一ストレーン

遡ン・アトミ

識ーポレイノ

の学校は︑インタ；ナンヨナル・

7

メリカ一一二︑パキスタン一︑クイ

蟹ジ︵ICA︶
の激圃の一部
なので︑われわれの渡航証明欝は

G眼一七の炎換視察者である︒十
月二十薄日羽田を発ち︑二十九田
ニューヨークに鞍き︑ここから汽
車で︑三＋日午前十三二十分ワン
ントンに到凝した︒

三＋蔦の月轡奮ナンろ
トン・インターナソガナル・セン
ターでワーン檸＋の矯繰で︑アメ
ジカの轡慨︑地理︑胚災︑政治︑
経済︑教蕾︑自由︑ニグ鷺問題飾に
ついて教響が始汝つたのである．

︑
ノ

この講義の間には︑いくつかの映

噛
稼や
㌔導

も欧米の和子力雄庸を視察して

り千KWのを乱し︑認蝋紙にも︑

︑
輔驕
＝凹
＝補一■僻一一一鄭扁＝鱒＝＝＝鱒＝嵩＝冒＝一唱一一＝＝一一一灘糟﹄
鷲層＝＝一
騨＝

会を開催︑東︷曇館において顧
閣︑三所他来籔薗説十名の出題

腱諜鞭簿麗鯉㎜
ついて報魯を行った︒讃臼は英⁝
米岡大便︑ホーラム会擾︑イン⁝

⁝

Y︑耕学研究所会擾亀寓指顧⁝
の三賃より不熟が述へられた

㎜

一︑＋月二＋葺欝原子力摺⁝

聞︵第二号V弱行

⁝

クリソノほど完偏してい取いよう

捨鞭が本調印を継えた︒国会に

ごΣは研究所のうちでも瓢箪

−

は最も完備しているらしくマ⁝フ

るだけ︒

タと測る己録紙に説きとられてい

は十隣位か︑二心で箪せられた水

い︒測ったらこ一十七腿であった︒

それから一段蘭い操作盤に朶興し

精巧なマスタ；アンドスレーヴ壱

はじめみた聴千KWなら婁がた ィー茂も大分得看であった︒例の

がゆるやかな対流を起している︒

いる︒炉の套さは︷ハ耕角︑深さ

は絵でみる灘り混く怪しく厳いて

ている︒ホソトラブの疫偏はオー

た︒二階のある両牲芋スペクトラ

ORRの操作盤では針はきっちはアイソトープの霊湯に忙しかっ

て壱らった︒

イソト！ブ包晶漿︑隈轡蜷をみせ

琴庫㍉素ま ︾ひ
喜

で︑閉散としていたが︑二二三位

課︶三皇らの組が賄流したはかり

か調べる︒この忌事を鋪成するに
響動かンつたが︑笑に面白い︒

櫨は議部位になっていて︑毛の機

てくれたら︑葡に轡いたようにき
患
うじい原戒刀もここでは︑まる
っちり︑千KWであった︒鼠輩蕪
で猫のように釘いならされて︑お

◇オークリソノ研究断静ねて

器を一炬醐明してくれた︒実験は

＝＝噂榊

一︑十一月九日

罠雄︑愛工学歎
授入江啓四郎の両
氏より各羅の原子

一︑十一月十臼康子力馨

原子炉とは臼本学術会議原子

会︵第一圓︑第二阿Qの開催︑

鷲蓼︶の理行

原子力関

力闇題黍餓会大塚益銘宙︑原子
一︑十一月十口霊界の原子照
炉の羅武電源開発株式会耽調 臨表︵讃料錆二十四琶の刊行

一︑十幽月十三日

係資料冒録︵第一巻第四暑︶の

サ

き︽薯㍉葱

薦

㌧

鳳

H⑳原鋸
一

トミンク・インダストリアル・ホ←フムの第三鶴次大会に出席した川肘難治氏の穴会の模様を報じ

本紙第二弩で︑原子力半剰用調査会代表としてさる九月二十六田より三日聞にわたって行われたア

の小さな石鐙炉があり︑フ凪ルミ

へ

がソカコズ坐ではじめてやったよ

近は全野六・五ノに対し三−聾躍

者にのませて心臓にどれ位行った

るので惹くが︑CP−5の鐙の
わせ︑！キタリスなど栽堪し︑愚

クリティカルにし︑湿度や岡目子
つだろうと舩って︑﹁今の出力は
束の測笈実験をやるのだと校長
？﹂と煙いたら﹁千KWだ﹂とい
先生が手をとって教えてくれた︒
う︒磁に手を入れてみてもいいか
原子温点ではヒルペリイ氏か﹁14
？こいつたら﹁よい﹂というので
Cの入った炭酸ガスで光今成を行 入れてみた︒風呂よりもまたぬる

うに箇帆︐蒜を捕くして︑サブ︑

が

／

たが︑漏国後同茂から一会後アメリカ国内の原子力研究機関について次の視誕聞が窃せられた︒

草原の凹みに点在呪対
︑

的側面を主に勉強しているという

の所に築内された︒原子力の経済 麗縮度か七〇玉璽水の漏洩は最

兼原子ヵ単綾長のヒルヘリイ博十

財動飼馴らされた原子力

◇アル舗ンヌ砥究所ンカコの
町を外れて︑取に二十癖ばかり︑

草膜の単に︑それも凹みをえら
た憂い筒で︑胃性子のクレスト︑

と背臨でAFCのキャラン馬を呼とのこと︒回賑扇形の遮蔽をつけ

い円形トームのもP−5の難物︑ んでくれ︑それから三入で︑霞動
スペクトラムの測定︑その他炉を

んで︑外からみえない所に︑白
車で構内をぐるく翻り︑原子炉

赤煉琵のラボラトリイ数棟︑食込

いったレーン揮ナは不江であっ

四方︑八方からいろいろの機影で

幅＝

冶金及ホノトラブ︑灘汗ラヴ︑ア られた︒

磐ウラン︑罪鉛灘のX10︑その他 数は少なく︑整って闇散に見営

ろな試験片を入れ︑騨心又は磁の

たが︑AEしのフェーラ﹂博士と 水鶴になった鋼製円筒に︑いろい

噴イラ奇縁︑カマ奪コ和声をその
とりかこんで︑種々の笑験をやっ

研鞍赫のマーフィ⁝檸ての

︵工棊男望院原子刀

げ罫

第一岡原子

査課立花昭

一︑十一月十五日原子力諺

一︑十一月十穴日ホエフム

・習会︵第一回第一9の開擁︑ 刊行

鰯社馨研原震響畢炉藩論祉

第二回総匙︒メモ特別号︵第説琶の刊行
避

婆

齔当梭鼈黶＄投ﾓ＝一一言謬一一一＝一二一騨＝一︸帰一講＝＝蕊一一錫一一＝μ一冊一一＝需一二＝一一簾＝嫉8

許
み凄塗︑

一︑﹂

ノ
㍉獅診鮎㌻

走る電車さえ暑たてず

原無爵︑ホソトラブ︑原子炉学

まNつかった零宿書︑叉小さな研 校︑物理化単実験察︑図轡蟻など

案内で︑水泳プール型千KW︑天 あちこちにつるしていたが︑その

暴醸してもらった︒ごの春行った
ていた︒

究釜様のものが︑何千エーカーか

伊原

二子力学校では︑大出︵東大助
家鼠︶

資料部会を醐催︑永ーラム資料

一︑十︸月四葭

利用繍査禽笥洌

需§＝雪ヨ＝柵一一一隅＝遷≡§＝篇欄＝罵≡嚇＝一■一四扁＝篇＝＝一御槽一＝需楠一篇閏﹁扁≡卿隔＝＝鱒＝嵩＝一鱒二鱒鴨＝凹⁝三＝＝≡篇需＝葡＝篇﹁ヨヨ一闘榊葺

ある︒詳細はそちらの報告轡にあ

膝岡博士らの観た所と全く同じで

所長のンン茂は論難で︑醐所焚
ノ
隠ヨ§一二﹁備一三■嵩騨一＝⁝篇一入篇一﹁劃一＝輔網一一⁝葺一一幣一一篇一一＝一一一＝﹁一一⁝﹁補一一嵩＝構＝扁一＝

田智

及〆ユネープ会蜜料の検討

．〆晶ネーヴ会議資料︵原

原子力甲和利期調査会の同う一
子力の経済性について︶

一︑十月二十苫日第鷺欝法

工不ル†の現状と将来﹂草築

ルキ了部会の開儀︑﹁わが国の

＋一月下旬

の検討方針について協議した

●

一回開催

報談㍊驚書留

謙舞蝉騒

第四回法制

より第一園と間歓毎辺一回摩経梁簑芹爾一︑嚢綾川⁝

多数のため第二組を編成︑本日

力灘習会の麗儀︵第一門巳串込

騨雍噛黙難繍

一︑十一月八日第二園原亭

の要綱について政府茶の説明を

一︑十月二十八日絡済部会

茸摺掻についての検鱒を行った 会館において蘭催

國の放射性聞位元紫に関する笑

射牲同位蚕部会の瀾催︑りが

一︑十月二十六臼

聴取した

制部会の關僻︑わが国原子万法

刊行アメリカにおける原子炉
麗発︵原子力委轟会磁報より︶

±一月上旬
一︑原子力寳料第二十七審の
ジェネーヴ会議資料︵原

十二月中旬

顧6 ム＝ム

談した

要網の凝縮として北大教将疑義

＋二月＋欝 主査として一橋大学教授印田文 部会の開催︑わが國原子力法の

一︑ホェフム・メモ︵第三琶

貯号︶

一︑原子力資
繕第二十八母の

第二園放射

腰

力法並びに閃漏す

議した
一︑上丁一月二日

力二会の關催︵第言じ一両

墜力とは暫

会館証階において宏日よの犠週

に委嘱委鎌＋九名を決定した

究建物賊毅︑原子物理学の概籍一久︑原子炉の群故原子力 ・メモ︵第二暑︶の擬石

鮎

や

一＝一一＝一一協一一篇昌一一髄一己一＝一一囎一一一一隅一銘一一一四潔一一麗騨一葦酒器

〜・

一鞭窮妻

磁竃

駄峨蟻・
︑

一︑十一月十六臼歯τラム

わが国のエネルギーの規状と将

査会副四八安芸較一博ナを主査

難壁鐵謡

刊行永ーラム

第一厨総倉

欄一元業の翼体の調蔵力法を協

十二月下旬 師岡位寛素部会の開催︑放射性

一︑十一月一日

る諸禦情を聴販懇

一︑十月十九日

◇事業経過◇

＋二月中旬

一︑イキリスの原子力の摂行

の判行

一︑原子力訳語樂︵第二版︶

・レ挙ト
＋二月下旬

決箆した

謡一︑原子力関係資料目録︵第 知郎博士を依嘱︑委員十四嶺を

の刊行

第一河放

一︑原子刀資料第二十六号の
ぬ

ヵ月間の良主予定並びに道芸一
ヵ月聞の跳業経道はつぎの通り

◇事業予告◇

である︒

十一月二十閥田

一︑原芋力講習会︵第一回第
四日︶
一︑第一回経済部会の開催

十一月下旬

子炉の安全讐

土藁蕎︑謬
十一月下旬

一︑第践圓放射聾同位兀素部

会の 覆
輔

一︑第三回μ合工不ルキー部

会の陣笠

十二月三田

一︑原芋力鱗会︵第一園第
五日越
一︑曲玉圃法制部会の開催

＋二月上旬

十二月五霞

一︑原子力講習会︵第二園第

四日 Ψ
一︑第三園月例饗談会の開催

＋二月朔旬

◇

＋二月中旬

刊行予定資料

エネルギー部会を開催︑資源調

十二月八臼 ・

． 一︑原子刀諺翼会︵第一回︑

鋪ご卿行圖︶

十二月中旬

一︑第二圓放憲同位元素部
会の開催

の

一︑第断回渉外資料部会の開

腋

◇

．㍉ 一︑原子力悩報十二月響︵第

訟㌦

一γ十一月＋八霞

論藁癸学物理学教窒服部学宰和利用調璽琵梅醤絆
サイクロトロン類原子ヵ平和

f

塑一一扁嵩憂一一躍榑鰍雪扁備讐胴；脚一一﹇一一一一一一ロ＝一一一一一寵一二﹇窩＝＝霧雲一＝一一一槻葺＝一コ﹄一一﹇

㍉

一

轡ボ

杉脛佐後
本内認騨
耀膿遽葵

一

来についての菓案の三山説明

遷︾

ポ

塁讐＝需

一︑十月二十臼第三鳳渉外

サ

∴

脚

一︑瞭子力資料第二十減号の

︑

ζ

砂

売子の 刊 行 十 一 月 二 十 鼓 臼

飼

〜

哨

ざメ

噛豊国三藝騨噌一一養塁＝垂≡一一構需謹＝嚢＝藝一＝蓋≡套＝韮﹇＝三三・華一＝≡

馨

ぶ
㌔

櫓

一

武谷潤昭氏の米国便り

脚、

＼
にわたって︑点聴している︒

や

ちもサ を

騒！曙ジ
荘家繍

を

ノ
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