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ンを攣人れた揚合三原則の線にそ

子核特別甑稔興会は米から濃縮ウラ

って逸まれたいと原子力利用雛備

ボ会議において同地域における原

③十二月△東京大学矢内原総

裏△原子力鳥本法︑自燭・社此身

で国会に提樂︑可決旗立︒

会見で発表したものである︒

るわけである︒したがって︑ごの

担すべ宮か齎かについては問撚が

が二玉♂ではす濠なくなる︒つ法

記のものだとすると︑囲管の撮桝

巴町の蹴に熟する分だけ濃獲

の濃縮ウランは消磁したウランニ

⑤というのは︑その國収した分

ところが︑細謹の四容が上 あろ5︒

り︑その他に③④⑤の鮒規が加わ

の濃瓢奮との濃繊麗に液で隅

が減っているわけであるから︑そ

めるのに昂ずる鋳用ということで

ることになρたのである︒⑧とい

形加工する費用および輸送蟄であ

すべ意か箭かについて闘慰がある

ある︒ごれも簸た使矧者側が負搬

うのは︑濃縮ウランか舩桝体に字

るが︑④⑤は全く予想してなかっ

とめて見ると消難した分について

以上のような鰻用であるが︑ま

と思われることである︒

たことなのである︒

④は便用済燃料の化学処理費と

なっている︒原子短においては︑

投入した燃斜をム⁝蔀燃やしてしま

は︑一二につき﹁二滞が申アルフ

ァ﹂だけ狭霧わねはならめごとに

うことはできない︒幽界斑以上の

販猿残ってい著・灰に駕す

各女の原子炉には臨界欺という

る︶

賃貸料︑損料の他に再生離

この細囲協箆で最も鮒要なごと

は︑濃縮ウランの億威に関するこ

るようなもえかすがたまってきた なる︒ところが︑ごのアルファが

ているとのととである︒

その値段は次の餐項菌より成立っ

の燃属を投入しておかねばならな

かない︒つまり︑常に臨界澱以上

ごの臨界澱以下の鎖では絶対に動

る︒この炎換のために駁出したも

燃やしたら交換するようにしてい

って原子娩では︑蹴贔は二〇％億

な鋳朔に︑しかるへき放紹が塘畏

ことであるので交渉の過雛の遍愚

となると国際的構癌にも関係する

どの位の費用に簸るのか企く騒幽
れた︒

①蟹黛料

い︒したがって原子炉の巾には︑

ときには燃スにくくなるので︑燃

ところがごの協力口乞は︑興体

②獲分の擬斜

常に臨界澱という魯接には燃やせ

ある隈犀が決まっておの︑盆踊が

的な群項に関しては慎べて細頃協

③燃斜体への加工料︑螢

わけである︒このように消費され

ない分澱の薩閥が寝かされている

とである︒上述の軸簾によれば︑

定に豪かすことになっている︒し

④僅用済燃料の化摯処理捜

がつかない︒このアルファがつく
の

たがってこの死闘協短は八二に本

⑤悦用済燃糾の減耗分の再生費

に対して︑一催にっき直間一ザ払

ずに櫨いておくだけの濃縮ウラン

糾を交換せねばならない︒したが

協鷹を運顕する軍要なものであり

①②は従来伝えられていたもの

ギ

その内容がどのようなものである

である︒すなわち①に該勤する貨

うわけである︒

というごとである︒︵ごの一♂は される分に対して︑一管巻のこ五
餉②の一鰯当り二五諺の四％であ
♂を損料として簗払うということ

て来る人書︑巾にははっ

養えて原チ力輯会側に入っ

鋤︑何れも翼実であり事実で

欲求︑虫儀者の熱心な薪及88
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V塑演頒価露雅共︶ 二〇〇門

■﹁﹁6耳贋邑

計図申の原一国の種隷︑卿式瞬は

界における九〇棊の稼嚇︑建議︑

その囚籐を搬すところなく謙るご

騨脚齢蘭

︸贈洲

平駕川国際会脚において

びに計同一8のも⁝

鋭凄艶 箆外都千代田髪ノ内灘十二母館

反射猷︑寸法︑鯉佛方法︑冷却剤︑始働の鯖湖⁝

擶力︑並びに燦捗蕾爪︑燃塀︑炉心都の鑓造︑︸

の班○基が収録してある︒
︸
ワ
V内容各線子炉について︑総別︑名称︑瑚艇地︸

還転甲の鰻O赫は勿瀞︑建設

駁矯の鴛畜集と霧叉製締允し︑現窪

よって三衣されたものに︑脇に匿界附に臼名な・

ミネソタ大忌のハ；バート・S・イスビン民に心

た凶迎御忍の厭畢

Vこの原畢藁蓑は去る八月シ鵡不ーヴで棚佃され

とが出来る︒

︸

岬童劇ヴ糎ロンク興ネ臨ク驚

学術振興会．孟子附設油班編

のが使用細螺桝であの︑豪だ八○ されることが競翫しい︒

れている︒この細量は現在交

かについては網蝸の関心がよせら

ニ三口︑一修の慌用断が砥聞一♂

貸肌は︑二〇％以下の農灘ウラン

ノ
②は腺子炉の葛紙によって消斑
いのであるが︑新聞紙上に報道さ

渉申であってまだ正式な踊表もな

れた陪聴から︑大よそその内容を

V原子力平和利用調査会竃
催の摩縫会餌における原子力

小さな事実は今日のわが国原

ある︒ごの不思蔵に一致した

時の溝口も豪た先に三方の講

す入冨あった程である︒その

きり三三も出営たいといン出
となの二園に分けて行う程の

糞は︑串込みが定綴の倍

盛穴さで︑受講差置三時聞の

いだうつか︒

子力界の縮図として鷺取れな

Vいよいよ原子力行政槻構

▽▽▽

師として依頒した人である︒

主催者側もきせずして癩を合

わせ互に今後よろしくと飲拶

讐艶U

予簸が︑受講者の黙心なあま
り毎回一陣間糧質問で
ゆ

なければならず嬉しい悲隅を

あげて客9難の揚棄 ∵苓・．∴∵2． が欄定される郭者に蚕つた︒

良かれ愚かれこの機構が制冤

遅いと考云易い︒だが傭轟に

されてから批判をしてももう

をかわし︑先力からは都厚い

醤んだの︑憂えたのせアに︑

りなきよう圃塚的見地で深く

特に今後の巡用︑実施面に誤

一度じっくり検討し︑批判し

こンで大アグラをかいてもう

滲考資料を購昆される一睡激

難藪観鮪蝋雛脚黙劇勤舞岡
さは薪知識の吸収に慧気込み

・

受講蔚も皆翼剣にこの新分野

V講師も多忙で中に横書 暑のつた︒主熱戦側も双力の

もす乙い︒

串は同じ離経会餌のしかも隣

︐の原争力問題にとつ組んでい

る様子がその眼の光で十分に

の紺屋で菓連盟主催の研究会
で講義し︑引続琶午後は原子

見つめるべ壼ではないだろう

か︒
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叢性を侵すと政府並びに麟会へ申
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転
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射能調蒼簑澱会をつくる決織集を

入れ△近く設蹟される原子力婁扱

結聴講静垂曇嘱瀞耀−簿メ舞一欝ミ壁わ 聾建薄雲
関裂のための会議を開くごとに

が國際原子力機関設鐙について検

溜場一致で可決△緊政治婁員会

ならない︒ごの化纏縫灘に饗する

﹃

たと発表ムジュ・不ーヴで麗かれる

ついて︑ソ遮を倉む機工二ヵ国の

は玄る八月遅ジ子不ーヴ原子力争

て財団法人原子力研究所起立と決

子力平和利用を溺要するためアジ

％位の灘縮ウラン欝欝が残ってい

原子力平職利用露際会議に出職す

会に蛍働者代表を入れると正力國

豪るムアンダーソン米上下両院原

アに原子力研究訓練本部を駿服す

そもそもこの一鰯につ倦一董♂

る艶本政府代表ならびに顧問団決 繋成を得て採択された△米︑大型

賑した草築を八十四ヵ国に発送△

り︑との踏用崇でを使用蔚側が負

螢用のζとな癒昧しているのであ

駝会開会式△国還政治委餓会は放

③十︻月△原子力乎耳利諒解 大学原子鋳計を完成︒

ため日本三代表出発田︑

原子力藩水艦建造誹圃を発表△財

委蝋会心鰍艮ストローズ茂が記者

︑

期冤通し留年先︶において腺子

務爆発冨△通礫省︑餓力鴇給の長 議会議の初日に︑アメリカ僚子ヵ

定︒

ンで蕉式調印︒発効は来薙︒正式

日米原子力協是が十四日ワシント

即

三寸を発表△英︑︑氷爆エネルギ；

力発蹴八十旺万♂の出力期待を発

発足△犠米原子力細目協短炎渉の

㌦

謬◇八月

の三三利用を研饗と発表△続い

調印國の順位は二十二番頃△欝欝

△原子力平和利用国際 団法人原子力研究艀十月二十八撮

鷺ン寒為拶

守 三 派 の蓬予算で︑二鰍蕊るので︑恐らく蹉十一 年 に は 一 部 鯉 防 白 轡 に う た う ム ソ 連 政 府 は 現
翻資会に串入れた△原爆被警の調

和二十九駕三月二日耳隠の保ほ黛羽成に近づいているものもあ︑力館欝画を発表△英︑水爆製造を

千五亘が円の原暴力予算が可決さ供給を異施する運びとなろうし︑ 蝕するあらゆる原水爆兵器を完全・
ゆ
れてより︑わが國の原子力關楚腰︑米ソの原子動力による潜水艦︑飛﹁に破嘉し︑核分裂物蟹を平和的に
査機関設罎について駆縮小飴興会

へ

のみ報酬すべ蓉であると定案ムコ

バルト爆弾＋発で入類死滅とドイ 決議採択△国立原子核研究所にシ零会鱗ジュネーヴで開幡さるムバー

ンクロ・サイクロトロン設騰さる奮は二十隼以内に制御された

ておるのである︒

△藤原銀次郎氏を会侵とする原子馨漿爽繋る光ろ．つと癒

受けて三野聞を迎える︒今ここに 行機などの試作糠蝦も成功を収め
嘲
ツのハーン教授楚口△八月のジュ

昭和三十年一ヵ焦聞の鴛界ならび

ネーヴ会議へ正式招蟻ム
シェタイン博士雲︒

てア餐暴蟹ネルギあ平

ムソ遮五万−十万詳原子力発蹴所

③五月△米︑トルコ原子力協

の絹手印には二〇響以下の濃灘ウ

ト獄一墜力婁鼠憂︑協力協短

菊用畜について嚢会

れのあった原子力双務協足に基づ

与し︑消擬分については一疋二五

ﾌ原子力溝氷艦シーウルフ暦進 ランについては一鰯当の一ザで貸

♂を徴収︑同じく天然ウランは一

♂壌四〇♂︑疏水一驚＝八♂で売

却すると発表△原子本会管絃放
射能の選伝的灘轡の危険について

子力婁料餐︑原子力乎瓢利用のた

るごとについて提集△米︑聖公会

米原争力協力協短が正武に調印さ

業瀦灘難解
については商業上の秘密で騒拒

欝貨△英︑原子力発燈燃料の轍格

否△英原子力工業は十隼以内に最
大の企藁になるであろうと予測を
発蓑ムァ大統領とプルガーニン・

ソ遮葡栢は共に二︑三二後に原子

力の平和縫縮に関する会議が盟
されるごとを墓むとのメッセージ

発表さる△米︑ウ轟ステ4ング・
ハウス祉関西強力へ原子力発竃ブ

政府︑民間商社に対し爽験用原子

炉および付属機械類を提供する愚
意がある旨発表△英︑一一十年以後

全一発臓はすべて原子核燃料を便
用するととになろうと発表△通難
省では近て米国からの濃鞭ワラン

を燃料とする第一号実験燭識量
については五〇詳の湯わかし型を
選ぶことに決定したと発表△政府
原子力法立渠に葎手△米︑近く原
子力航空母艦が笑現すると冨朋︒

◇十月△財団法人原子力研究

めに機簸制限解除すべしと提唱ム

は立教大学に原子炉箭贈を題し出

Mがつこ・はで雲つ︒

φ九月△米︑G・E社は日本

ラント宛込む︒

遡グラ云︑綴蓋ドル以上に？

繋纏蒙羅羅鞍

鍛仮調印△米︑原子力貨物船の建

力平和利薦懇談会が発足ムアイン

このような鋤きの中にあったわ

にわが国の足どりをみるに︑國際

▲V説月△央チャーチル酋相︑

があると発表︒

て自由諸国と協力協定を結ぶ用意

ダレス饗嵩雌子力平和利用につい

的にはまず原子力の秘鐙解除の機 が国の動きも又活発であった︒巴

会を提倶Uたシュネーヴ國際会議 月二十五日海外原子力調査団の帰
の成功である︒その後はこれ薯契 朝によって動き嵐し濃纒ウラン受
入れを巡って臼本学術会議の三原

遊の足並が共に揃い︑十一月には︐則とするどく対立したが六月には

機として急遼に原子力平篇利嗣促

V

V︑

灘雛脚餅糊引解

議後に持お越されたい旨霧省に

ウラン蟹入れ炎渉はジェネーヴ会

勤蝋管鵬罐藥欝

饗薩蠣噸魏

い

く濃縮ウラン三人れ決議さる△第

水爆製造開始を醤朋△田本︑アメ 造激岡発表△さきに米国より懸隔

才

態燭

むW

八月にはジェネーヴ國際会議に代 リカ原子力学絞へ初めて訓練生派
．表を送って参加し︑十一月にはさ

国際原子力機関設鐙についての草仮調印が行われるまでにこぎつけ
砂

寮が世界八十鱗ヵ国に発送され︑

力
ノ

報紡艶紅黙黙懇
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霧翼賑擁醐罐
ガリアと臣子力協短を銅盤︒

φ七月ムソ連鹿野アカデミ了

ブルガーニン・ソ連盛相は国際原

るムソ速︑近く超膏速原子力飛行

︾少ない限られた認帥︑憂

うかがえる︒

る︒また先日は同重刻に隣り

力麟糊会で講義する有搬であ

欝者の原子力に関する翼剣な
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慣シドニー・イエーツ氏広脇に原

聖誕鞭掌
これにさ潅立って国際原子力機関

側酸のための会議を擁くことむ︑ 子力廃三所建設を提案ムソ連︑八
選△英︑丑発語岬康子が予騨砥千

主催の原子力平冥利兇会膿が囎催 所演辮授に芝川一郎賃決に△政
府︑原子力燃料公社新設の構想を

ソ遡身含む五十三ヵ国の賛成慶得月のジュネ⁝ヴ会議に原子兵器熱 万♂盆胃鰐︶と発表△米︑第三

され︑日本からほ江東敬鄭母く滋藤

子力機関の酸膿に関して隠見の一

三年には国産原子炉の昆通しをつ

機の試験飛行を行う旨発表△三十

ォルニア大学で発畿△米はコロン

の原子力物質をとの原子刀国際プ

︑

署ル機関に提供するととに決短し ける方針発表さる△国際原子力機

数が逮せられ次第ソ連は適当な懸

原子力開発の魑短的実施機構とし

て採択されているので︑これが設 辻に関ずる議題を翼求ムバーバ
ψ印
回の原爆築験な再び不ヴァダで異

せると報道△羅本の海外原子力調
命二月ムコンソジデイテッド査圃漏朝△米原町ヵ委嵐会鷹藁部

議憂に内鼠︒

発表△反陽子発見さると米飯ジフ

．

岡田夫教授が出零した△わが国の

えよう︒

薩についての昆麹しは明るいとい 度原子力婁楓憂ジェ・不ーヴ会議の
施を発表△米︑死の灰の対策にあ

各国の動きにおいて特雛すべき

は︑後進諸國がそれぞれ先進諸国︒エジソン会柱は全部昆間資本に．畏︑久保山氏の死園は放射能では

と策大三丑紅夫博士医学会総会で

宇
との原子力援助協髭の締精である米國最初の十万⊥一十万♂喝の商 ないと誉明︒
い
◆四月ムビキニの灰は致死懸
米と正式に締結したのは日本を含繋用原子力発電所建酸について乗

蚕天・国に及び蓬引攣筆意襲業藁ヴァ

んだのは七ヵ国が数えられるので

ある︒原子力発竃については英︑

旨発袋△甲共はソ連の援助を徳て

藤欝諺塵隠糠穂難継

航

審ー・畢一儀一

舞300円

曽
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騨難業
騨欝鞍懸顎態讐凱騨1難響響饗三韓馨薯響熱讃｛轡騨響騨；騨響騨蟹響

雲

オ齢

趨
き《

︾

・フく

フい，

輔

蓬

轟

ノ

分裂を起させる中性子

巨大な物．隅を放出

嘱

原子力
五＋問答

鎖反応を憩す︒はδめの原子の質

亨
奪
︾

喚

ク臨界蟹撤4と睡ばれる澱の核分 るか︒

︶零達

垂
貞

．
へ

鋤する︒

ξ

ミ蓑

崖

遷

毎

騨

ξ薯

⁝

一二

⁝一 葦遣

難癖9離強

心い弓勢︑すなわあ︑氷畷の四騨

をつくり繊ナ︒

撚やした一個の原子が沢山の原子

クパイル4や小さな炉1は各たの身で艀混を生みだす跡子炉であり

応である︒この及応がわわれる時

ごれがいわゆる水糸﹂ヘリウム簾

の一原子になるよつに砂台する︒

に循潔さゼて原チ加からとり⁝働

ルキーである越は嫁捷κ帳チ想閃

磁撫した原嚢出した凱ネ

亭は元〜糸衣で次のπ猿︑ヘリウム

る︒臨界質量とは連鎖反応を持続

すなわち︑ある原承は猛冨な天

側侮の鼠的のために設計される︒

いわゆる増殖型楓子炉は園分自

させるに必要な四一の燈のごとで

笛大ていの膿叢−巨大な

裂した破片との聞に避難の養が工

ある︒

澱と︑二つあるいはそれ以上に分 裂性物質を集めるごとが必要であ

箔ルキ⁝に塗る︒だからエネルギ

す︒その敷体か︑あるいはク遡え

ーは隙子が核分裂過程で分裂され

わずかの質黛がエネルギーに変λ

いていた︒

の冒魯2

＝山野31愛

zの埋門衣の桝央付近にある中

る︒

冒

一一

漏

＝

＝

二一騨一椚＝

卿Ψ

常に轡い元素の醸子菊ある程氏ま

一審れた二次側の勲体は︑継によつ
︸て三月の塵気に変ハられるQその

づるために伊われる︒ζれが

ターヒンや熱型エンノン㌃影

電

るかに胸鰍に作用ナると擢われる

の原チ炉で行われている6のをあ

取水凱でさえも︶捗爾合が禦際琢
環 豪し隻姦需これ疹く

隈の工臨ルキーを提供するだろう

ｽしか辱くなりつ︾ある︒

る︒原チ刀踊鍵による紺気の娘段

一

核分裂乙杉融帝との主な4

というごとが期狩されている︒

間

醗梨薩ク

答多くの悪穿によれば︑核

﹁杉鰹の漿繁髪鷲線

M舅ハ嶽灘

を糧て利用で綴るかも知れないが

で不落箆である︒核融業ではいく

つかの軽い弾歌の原子か一緒にし
分裂ばごン敬硫以門には少なくと
て紹めつけられる︒その結果わず も珠の敬カ所では︑血炭︑石油

で閲題は我々が安全にそしてたや

3脚一胴齢

τ阿7騙

騨篇一同

∩旧劇湖

原子力発電は次のよつな雌程で

一二脚冨

一

昌

一一贅一

⁝昌

昂

量一鳥一躍鞠

齢偏一意一締

行われる︒核分刎瓢劉漱鈎僻は陳子炉

韓冒

亨呂雛旨榊胃茎昌璽馨

である︒

捗融舎を峡功させるかということ

すく制郷で陰る条件卦で︑如侮に

悶匙は余りにも大嚢過雪る︒そと

ノ

かながらも安尼な原挙になり兀菰 あるいはガスによる発罐と競齢す

4一昌

たろうといわれている︒

るような値段で発電に用いられる

表の中央に近づく︒

脚婆＝τ

の原チは不安冗である︒同鰍に非 られている︒計算によれば︑鍛ち
一＝露嘗

換漏4円でその綾体によって痴懲

設謝される︒例えば︑つくの出し られる︒すなわち︑貯水護子の

また他の原子炉は一書的規に

より多く︑この蝦照の芦が獄叛エ

質魚は更しいヘリウム原子の質猷

い︶に串性子の回れを当て︸それ

た幽門チの流れを入醐の脳繊愚必

ネルギーに変λられる︒水書は沢 一気は典の杢グと岡黛っに

然ウランニ三八︵核分急性ではな

をプルトニウム︵核分裂である︶

に作用させることかできる︒馨た

臨界︵原子炉︶質黛の大きさと

に変えるように設計されている︒

三原チ炉の材糾か潜水舷の内部で

その自性千の漉れは将来の籔水艦

よく寧性チに耐えるかZうか写譜

されるときに︑黙を懲閥なく放出花︒膿震のこの初期の型クパイ

核融合

するために用いられる︒

︑諜雛裂ではなくて

原子の組 立で

ク鍬泌材4の三寸や︑反応を翻し 原子炉は溢水艦の船体に台うよう

の原子炉は原チクパイル4であっ

の他の田子に潤係している︒徽初

ように設計したク反射材4や︑そ

ている部分からm牲子が逃げない 娠設許され︑普雌の推進装置を駆

いる︒例えば︑核分裂性岩蟹の二
度や︑原子炉内姪蓮頸反応を持醗

ノーテラス号やノーウォルフ野を

窺さはいくつかの囲チに関係して

賃られる運鋤に漁港られる︒この

迎駄するために設計された二つの

は継︑あるいは分裂した破片に与

の約半分の一一つの破片に分裂す

核分裂過程は原子炉と呼ばれるも

凶性子の弾丸を雌くするための

させるために謡いた適嵩な速鐘に

宙あるので︵普通の水主よりもは

る蒔に放出される︒放出された力

る︒そして放嵐されたいくつかの
のによって行われる︒

い一個の原子は︑それぞれウラン

中俊子が他の原ヂを分裂させて述

初期の

蟹漁にまで集められたとき︑パイ

西は鍛葱材であった︒材料が臨界 原子の組立てである︒これは恐ろ
しい水毒弾で用いられている過

格子として綴立ぢれ︑この鷹合石

ク原子時代4の特徴のきのご状の た︒それは分課性ウランと石鐙の

に蓋し︑発生した黙が︑

原子エネルギーを
仕事に変える装置

]鞭簾測

黎で線徴される恐しい爆発をひき

な爆発は行わせないが︑原子の分

ば原子爆弾は一挺の原子炉であり 起ず︒これに対して腺子姫は猛烈

遮鎖反応か趨ると愚に︑ウラン

めてフソトポール位の大潅さのか

するおだやかな原子のク火4を燃

S体のF径は約二十五縁に馴し程である︒知られている一〇一の

稠藷糧とは︒

やさせるよつに設謝されている︒

Qのるいはプルトニウム︶をあつ 裂によって隙子エネルギーが放毘

ラスに覆した憲い粒子︶と串牲様に銀も金も︑そしてウランも倉
たまりにする参っに設計された

太陽は核融合反応から無限のエ

ものである︒図秒間の幽のほんの

ネルギーを引き出していると興じ

轡ある原子は原子の成分︑す

7三三

一

︵ウランのように︶重い元素

なわち幽性子︑陽子︑電子に分裂

鱒786一輯一一帽

農毒心・ん森墾
圃雪三一一一名編一亨曇量轟鶴三一一
轟

蹴子︵マイナスに帯駕した騒い粒

雪五編

そのようなク火4を燃やすために
酒
呂営漏自
雛高石一一
一甕
7盈

短い部分の間に反応が非議に蘭慶
置厩3●一昌一盛鱒Z脚ム鮪71三皇輔認馬甲竃畳4脚

させることができる︒一個の原子
を分裂させるためには強い外ヵを

子︶からできていΦ︒そして寝に位が原子である︒

騨廃璽隠蓑整漁艀聚捌黙の質

窮塁塞ひ等分による中轡イの吸収繋材として実廻に揮されてい

瀞駄と︑空運に変質つる空気肉の 斯くして得られた欝鉛材波不鑑一

騨鵜頒鰹継簾舞蹄礫催陥輸鱗

用いられる妻田の一勝であるが︑

おいてもμ性尊覧射材として︑ま

鉛

一八三

一四五

二9一

滅速比

い蛇毒となるので︑今︑減魅材と

た串性子芋速材としては混水と共 鐸

ヘリリウム金属
酸化ヘリリウム

六二
董○○○

円本の現状においてその試験法と

ある空気琳の一計による申蟹子の

子の翻れを助くごとと︑閥際口に

を作るというごとである︒原浄欝

縄辰の問慰︑一つは蘭書尼のもの

題を写している︒一つは先述の縛

く︑熔融︑鋳造︑確幽︑婬桜が効

加工性を見ると︑延性︑展牲がな

性に冨んでいる︒

る酸化機械的損傷を憎き︑制某品 般︑原チカ4和利蝋梅離調代田が

な物蟄であるため︑空傷魚に於け

耐蝕性はもとく化字的に安冗

密簸てあることが必要である︒兜

欝饗鉛としては︑雄来るたけ︑高

一

のも容易で︑加工熱田も瀬当なた

マンン︑旋盤加工は月評持物黄よ

金隅に劣るにしても︑ミーリングー

では比電二・〇六のものが出来て

にとると︑轄通の比魚一穴頒潮板

③の放射線損傷としては︑山惟

牲鋳ははとんと珍化を2けるが︑

って異なり︑一般に摂鉛の物郡的

子緑の磯分燈と︽の鯖の撚催によ

界鷺が二八ジとなるが︑比軍二・

震化か蝦翼である︒これ吻は何れ

炉材としては︑欝欝と鋼伝漏度の

の簿鉛を使紹すると︑ウランの臨

Ωハ程．俵のものを便鞭つると一三

する興筑で︑例羨ぱ︑ソ辿の芳00

しい墾馨つるためび瀬を翼

一・六五の界鉛の気孔牽は二七響 も鼻鉛鷹灘の分布に尿囚つる蕊

ノで足のるといわれている︒比鉱

で︑簡銑震化の研錫は︑この空孔

衣W炉では押鉛の積み窺ねん滅に

を崖蒙原子を多難に含むピノチま

たは有機物を浸透允難せしめたり

ついて二丁の考慮が払われている

殿彼に留外国の小惚￠一膿ずる

原料コークスの拉爆配合を変え︑

の岬抵払の研究が冠了し︑実用に

と︑孜米仏独でけ触チ炉用炉鈴材

カ！ホンブランクを源加つる居

のμ造技術の研先か瀧められてい

供されているごとは月夘のごとで

る︒羅近では︑比頚一・九罧艮の

ものが作られる現状である︒

て大体一ジ燭り四〇力門前俊︑米

ある︒その欄格は︑邦貨に換醒し

岡では立込鶏のものは三四万円

なお①穴○○ρ以上となると

先述の如く名孔蛾であるため︑そ

窪知甲では酸化し始めること②

めて少ない︒耐熱禦姓にバむ点

σ以上で興鉛に匹激する材海は拗

は欝欝上灘た鋭である︒完全鎌 けるごとも際子炉用炉材として考

で︑比重二のものを髭すること

は平均一・六五酎後のものが普逓 射を更けると膨張し︑また熱伝搬

ものであるか︑入魚一−鉛材の比馳

旗織した

も一つの特赦で︑ごれは瑛膨張係

継鎌継の比蕪は二・二万であるか

ごと④金属に近い麗黙伝照度を

ダ

ま

珍轟響婁お謬

いる白わが圓の耕鉛製鴛抄衛から

ﾄ原子炉騨鉛の鎌脚はさして磁

〜

ミ

ぐ

慮しなければならない姓掻であ 難な醐題ではないと彪汎られ︑研

度が誠少する欝の放射線損栃を琵

厘・三々と擁麗逡墾

国あゆ︒わが国に於憲佃の都門と

ノ数の小さいこと︑蘇伝導牲のよい

ら︑顔来るたけこれに近いものを

のままでは気体父はある場倉は敷 反嶽用のものはニバが円樫搬で

ゼ不純物な除去する処理を脱灰法 器材としての大きさ︑型扶はその

ごと︑齎撮で櫛械的強度が漸増す

あΦ︒

究の成果は期して待つぺ琶ものが

で漸久往反か増加つる︒一︑けOO 素の天外鼻鉛扮衆を加

他の物蟄と異なり二︑玉OOρま いる︒この甲羅材は繭純放︑軒醐

高温特佐としては磯械的讐銃か

耐蝕︑耐熱︑高漁特盤も

11原子炉用グラファイトについて一

H賊速材しとして優る

報議したとこ6によると︑トイソ

かない点は郷繋系物質と同じで︑

い虫一問匙である︒

共に今後の研究にまっところが多

吸収を遍けるためである︒

以上は野鉛を痺子炉粥材として

齪謹書億上︑現仕なお二︑三の問

原子器用減速材としての材質を判 箪である︒不純物は大体○・一％ 八OQQ個︵鐘堂ノ︶便用し︑一賃であろう︒

義が蟹い原子に弾丸のように投げ

体○・4pP颯鰹艮であれば冷込鋸ねた場脅︑その曲舞からの内調

ば購分ないが︑一PPm以下︑大分の二下弓である︒これは︑積み

さコヨココねヨほじ

に広く用いられて来たか︑このグ
ラファイトは一般に石茸︑または

水

この櫨からみても︑浸水を除き

重

他の物質よりも原子炉胴識速材と

程展︑砺素は出来れは糟難であれ 塊の仕上げ蒲⊥精査は一︑○OO

からできているのかも知れない︒

つけられる時にそのようなカが与 ・フェルミによって造られた蒔︑

むニのコ

めての原簿炉CPjユがエリンコ定するのに﹁識速比﹂は非常にょ

とはいうものの︑古代キリンア人巾性子︑山芋︑羅挙を互に締合さ

グラファイトを炉材として罵いた して思えられる二︑三の物質の値
階性子︑陽子︑電子の結合を破差 膳は膏名である︒その後の発展に を比較すると大体次の如くである

ぼ

㎜

⁝
酬
㎜

熱賛と称せられている郵貯の同灘
体の一つである︒以下︑ごンでは
黒鉛という語を野ら便用する︒難
鉛は天然にも欝するが︑一八九六

礁に米国のE・G・アチソンが無 して適当であるごとが判る︒

定型炭素を二︑OQOσ以上の高 次に純度であるが︑現侃一般に

不純物を會んでいる︒麗純農鼻鉛

窺撒比にして大体四分の一程度の

の製遣法としては︑園田のところ

多澱に用いられている人造繰鉛は

は開け︑現在一般に多慧に使用さ

次の二方法が考えられる︒

とに成功して以来八四輿鉛の用途

れている與鉛は石油コークスおよ

温で加黙し︑入工的に製造するこ

び石炭コ〜クスを原料とする人造

料コークスを探し︑これを嗣いで

①三業を含まない縄純艮の原
この罪鉛材が原子炉胴炉材とし

不純物の混入がない様に座悪しな

轟鉛である︒

て用いられる理由は①悶性子の

る︒

えられる︒ある鰯合には︑これが

ニ

︒原だ

原とわ
の硬い
二子と

棚

W用の ㎜
K究も ㎜
0研の ⁝
ooは式

燗

㎜

L炉型 ⁝
し

×手た

ぼ

F赫繍
む

子 もる㎜

ｴ図⁝
5と×脚

^︒れ⁝
材は㎜

一嘗力⁝

冷出
㎜
oび
㎜

がら製造する︒

と称するが︑現在では二︑八OQ 獣狩その場合に応じて各繍益獣で

る等の諸徴蟄に起囲する︒仔来︑軸

る︒これ矯の諸職については︑興

体も広ぬずる⑬遣幽処千線の照

用いられたものの型状は一五〇〇

ある︒英国ハーウ賦ルの原挙煩に

の錨に封入したり︑先述の簡轡度

鉛を適畿に無雑してジルコニウム

に仕上げることは照鄭ではない︒

有すδこと⑤化学的に笈定で耐

σ程度の高温に個黙するとか︑

であるごとが懸盤な理由の一つは

作る努力がなされている︒高欝欝

当な不純物除去処理を行う︒

蝕性のあること⑥碧としての

また露に弗聡ガスと塩紫ガスを

﹃凝︑y総⑩︑で一蹴に約二︑ 揚合難粉として特に認まし握

種におよび娯聾﹁法は↓試︑× 温で原子炉を働かず必要か生じた

るごと③加工工作が容易である

蕩温特性が秀れているごと⑦軍

崖となると技術的に煮た困難な問

げることが出来る︒

k

・︐一・緊

通ずる万法がある︒しかし多群生

︑②原料コークスηぼ暴鯛に道 め︑蒼分の一転鱗縫度の艇工程度

滅速特性かよいごと②紬糖度の

醗財
勢瓢照性に樹蝶U︑等の⁝雛旛隅をあ

ものな蟹価にかつ長銀に入手出罵

@議
@雛綿
炉し︑﹇㎜
芋酒し均㎜
原酒と不撒
のに科把㎝
こ上燃し㎜

蟹驚勲野欝欝載麟

晒篇一字一≡篇一裁一﹁﹁需≡扁髄；需割

?蹄躇鍵顯麺

の考えの一部は正しい︒原子はあせているカは一二のエネルギーで
る元紫が破壊され︑そしてその元ある︒僅かな質量を破被しても臣

繁の性質をなお保つごとができる大なエネルギーの蚤をつくり出す

毒

佐々木泰一

する︒ウラン核分裂の場合︑新し

材として供し得る︒純度の問題は

必要とする︒悶隼のような微論

ル4では蓮い際性チク弾丸4を延 位の質澱の原予は一般に安短であ

る︒これらの物酸の鍛も小さい躯

子︵帯曝していない調い粒子︶とめて︑他の金属もすべて元繁であ

核分裂
ことができる︒原子がばらばらに

破壊されると︑その各汝の質蝋を

と岡じ質黛には決してならず︑そ

測短して金計しても︑もとの原子

トニウムの核分裂の時にこのよう

キーに変えられる︒ウランやプル

の難の仙かな二食が臣愚な紘ネル

①

一九四二焦十二月二日︑史上始

【

｝は

原子炉

ザ〃ぐ
昏評

掻から原子エネルギーを引き出す

｝75
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︑宅ー

﹁英国の原子力﹂

一月中旬発行
◇朝行脚竃擬料▽原子力情報
一月号︵第二啓三一号︶の刊行

十二月二十五日▽原子力資料第二

ーノ︑︑陽

◇Nuc三eoalcs認、10月号、11月辱
ついて︒

▽十ご月二十六日

第一園経硫

工学部化学工字教蜂神保元二︶に

究所佐々木泰一︶建水寅無穴塞

ァイト︵政灘電歓杁式会社技術研

発株式会閉園食調立花胆グラフ

日︶を闘傭︑原子炉材料︵慨吻開

t三〇ns，1955
り︶十・一一月下旬▽原子力費鴉第二

なるようなゐ針の雪曇爲を図的と

力を如何に粘ひつけていくか︑わ

し検譜を行い︑当酌各国のぶ釈利

が國の原子力饗の以本望鎌とも

一

十七弩の耀行︑．〆ユ・予ヴ会議疑

原子力関係凝鴉目録︵第六邑

料︵原子炉の母型鯵扁月由旬▽

原子炉開発︵原子力襲最盛年報よ 部会を開催︑わが国の経研に原子

十六母の刊行アメリカにおける

Harwe11，

響一ぎタ．き気翼毒︑

トープ︵二障研究所平田緩︶▽畷
子力の詳言について︵特許庁織田

響

畢明︶▽世界の二子爆撃勢露済

六圓法制部会の騰催

一月朔鍔▽
第玉同放射器周墨黒索部会の開催

ζ

き豊

毒睾

一月三旬▽第三

一月四旬▽鏡四回月

い眠

セぞ

︵

︵

へ

︵

の珂行ホーラム・レポート

一月
巾旬▽イキジスの原子力の刊行
一月幽旬▽ホ了うム・メモ︵第五

一月下旬︒

号の朔行︶一月慨嘆▽隙苧力駅語
集︵第二版︶の拷行

第三回月例

原子力講轡会

︵第一回︑四

礎として原争力開発力試の検訂を

行い︑反酬白斑業の研究に当るこ
とになった︒

▽幸一月二野八召第四図抄外

資糾部会を難︑ホーラム資μ︑

ノユ不；ヴ会譲鼓桝その他海外よ

りの到列資料につ擁した︒

ノ

︑

〜

第三回田帝エ

昏ノ愚

芦

醸午力

力研鋤助箔務理塾久離白兼致﹁わ

ーラム・メ篭︵第門εの豊﹀

制度について▽十酬肩浄六ロホ

鴇篤

力の静薔帆について︶な珂御︒

石酬

内霞俊旧

診議凱議員

麗内儲隣

佐醐敬漣

磁讃夕男

畷口鞭俸皿声繕

申娘正簸

灘野田知鐡

爾巾惧次郎

㍉

水岡渠幽郎

松根寮悶

駅激俊太郎

劇晦交男

栄

矢木

♪

察踏尚行

︑

野孟

一

〆

−一〜茎謹〜驚ン 善き

弗二回喉加部

郷雛鑑

した︒

▽卜二月一存目

三那狙につ盤︑汐俘汰㌔魏営姪燭

会を潮齢︑ソ裾謀︐募四の嶽十

て検害した︒

由人娩の艶⁝⁝な騨取︑これについ

原子力情轍

一◇既刊鐙材▽牽一月二卜五撰

9号を刊行

▽±肩±一百第三回原子カ

十︶刊行▽十二月十管

一月二十万日原子力渦聞爾二

原ヂ力僧門︵第十九琶翌﹀十

所︑通轟省なと閃豪彊舶ひに軽篭

において会社︑役員︑原子力研究

月例撲会を開催︑砂帰艦会館六階

いて︒

ト；プ黎研翁牌4顯穣︶につ

▽十二月十二日 王子力講習会
A二阿台同︶を三三︑アイソ

︵第二圖︑万口じを浅野︒

▽十二月九目 陳子力講習会

検讐した．

キー磐蟹の患冗の諸肩題について

による小委壌会身協き﹁工系ル

キrの刻目と打来﹂のり案看者

ルキー部会を開催﹁わが圓縦断ル

▽十二月八日第四回総合工不

院階子力匹田叩好灘︶について︒

罫価餐轟愈灘毒一︐一弩壽ぎ︐艶箋
〆

職した︒

▽十一月三十日

ルキーの規状と月来について工業

ネルギー部全を開催︑わが国℃ネ

技術院資碑技璽喚所鋳鰯肩政

氏よの﹁嚢疋の肝輿と隔払分仙﹂

について概貰畠明を聴取︑草条の

検譜を行った︒

▽十二月ぼ百霊☆会砂を麗

ついて詣二線会の見舞と態艮を示

催︑当面つる厨子力同題の混乱に

すために協議した︒

▽十二月一二良原子力翰会

︵第一回五霞︶を開傑︑ウラン︑

トリ・ウム霜学研桜町諺原子

灰の処理と放射線化学︵東．墨入学

理学部化字教釜夏自㍑夫︶放射緑

働轡︵果険難チ医細部以賦課尉古餌四十名の臨怖を得て朋催﹁原子 豊野料閂録︵第野号︶刊鋸﹀十
力研銑舶について﹂財墓八難イ 二月牽署照照子力に聞する崩猶

十二月十六口

膵子力勝凋会

▽十二月籔臼

一翼企響厭離墾揺 変

が麟の腺子力行政機関について﹂

沢康雄︶について︒

︵第二図︑四日︶を審︒

腺チ力致勢二一

▽十二月七H 原子力驚習会

蔽冶郎の蕊飛より虎湖あり︑終っ

﹁諏子縷縷瓜献4について﹂執脚 諭号︑！ユ添ーヴ会騨賃料Ω鰐可

用碑子炉︵電溜罐発調脅翻湯猷

てノ蓮華︑認畷脚チ力発卿紛の氾
W

︵第一︑二回合岡︶を響︑鋤力

聡︶原苧動力の経済盤︵工業技循

参礒撒銭員

畿塑口一万円 政烈τ茅大弓員

工腿階四郎

大朗松次郎

禰蝿 舞＝剛

口教は懸口でも入れげす︒

東慕大学拷

隈邸英雄

穏獅猛朝黎隅瓦

愈工i量交

助会員御難内

部は財団法人犯力経瘡研難所﹂り

多放御加人下さるよつ御願い致し

復鴛蹟行頭取

鳳子力累和利鮒調査会の経嚢の一

助成されますが︑本会より鴨行ず

納核予裟ヴ蕩理婿

1げ︵翌餐

小坂黎一一廊

郷圃麟革

管づ︒

る轍報︑寅料などの配布を希離さ

九八三八一

旬

電翻隔発駕無役

ボ︑躍

東勿大な教授

賢研嵐ぽ研究鍬

円経塵鐸麗鞠

生班懲本部螺擁迎燦
へ

難桝翼鍬

なお伯人の荊膨ば字者︑学生稽麗

下さい︒振替口繕以

◇二等芳厳

申込みについてはか記へおず

紙︑受贈等にて御一報トさ

い︒翫ちに門内轡︑硝込国守

策京都千代田薄湿／内ニノ八

門派り致し皆す︒

O儒本潤之勘

電刀経塚研充功黄35郵噛

騨井禦浴

原亭力4諌事胴調黄会

㌔

を

電気蛮照合会燦務慾事

留御酢売制総裁

伏冤 康虐

○安芸飲開

幽

ーー 一町み雛嚢⁝〜と

資源罰査会醐会長

◇鰯欝欝︵0邸は猛玉算夙V

◇会遷

調査会の委員

六八掻

天質露︶二七b七︑一七 大阪大シ露礁

叢饗仲十二号館

信越識字謂蓑

資翼寝鯵

れる同門非官に多数でありますの

内外原子力新刊理繕運気類

5縄外資麟のレプリント斡旋

6

のリスト悪遊

7原子力醐発についご本会へ

︵会鑓の納入は振薪口座な御難期

で︑この際本会事ジの燃成に賛助 筆の涛汝のために設け潔した．

していた冥く方女と共に︑励記の

如き私等会員制により擁して費報

原子力厩外構報︵騨マ力鯖

康子領内外資糾︵此聞二〇

C外達書暴への舞

3原子カ月例蟹談会への案内

留類以上を予紀O贈鶏

2

報︶短月盛挙

−

◇欝助金髪の特興

▽十一月二十八臼第蹉園放射 負料を御論り虹したいとびじ︶げす

︑

萬ついて藥計力法と集31様式を協

◇窮藁経町▽十一月二十四 性岡位元熱附会を響︑澗査揮に

懇談会開催
日

中央公論から市販

﹁日本産業構造の課題﹂

の脊識者に鱒呈された︒

露勲等密法入潜力経済研究所 私費をもって幽卜しさきδろ各界
愈細説小坂順議案が霞銀盤藥

殺到したのと︑各界各層の気韻に

その後各乃画から頒稽彫込みか

盗について奨︑現伍︑将来にわ

の糖別調蒼依頼︵但し特別引違

を聾するものは笑鐙を串受く︶

発送澱興畳鰯
燈萸技術研璽

に灘価版発行を企際し︑肉月公論

蹴齋開発縁式会礼絵裁

電力経済班究所理翼

も汰ぐ読んでもらいたいために特

8騨挙力図磯の利用

およぶ雄大な内容を持つ報儀轡か

◇欝助即興の会蟹

館徽一口二万円

？︶団体︑会社

祉より出版つるごととなり︑上巻

は来る十一一月二十臼︑下巻は二月

︵ロ︶学校︑研究会
︑

ー墨構一㍉

小坂順耀 μ研主任醗蓋
寅が汰海鵜授

蹴輪差故轍

中旬δろ宙販される述ひとなって

ら
この内容は日本賑漿経済の建酸

いる︒

ヂ

㌻一護篭強ーボ

のいしずえとして轡璽な驚灘であ

毒一曝

るところがら︑小坂順造氏は特に

完成した︒

たって璽出を加え︑今夏衝国酒に

慰研究会を醗発し日本の躍藁構

一月μ旬▽第︷ハ回総合エネルギー

部会の開催

側懇談会の麗催

一思下

一月幡羅﹀第
霊回原子力翻轡会の蘭催
旬より︒

へ

くらの︵どうい︑藍の︶隈子三三圃がないから︑ただ急けと ハ

噛

なのかという︑エネルギー盆体どれ四日げばよいのか判らない

を見渡した麗鍬的な総州削翻がのである︒

な臆曝本謬軒燗響鍬総長雛離離

ﾒ鐘鵡霧籠簸麗驚難
法が石炭依俘から電力依存に移こそ磐勝であろうが︑国民的立

︸乱ーー

◇ホーラム会蝦

部会の腿催千二月二十三日中第 月十万田▽原子力資料第二十八腎 嗣杁況の突鱒を調噂し︑これを基

十二月二十二研▽第蚕闘簿外資料

董団総含エネルギー部会の開騰

部会の閣催十二月二十二日▽第

げ勢

︵工業技術養田巾好認︶▽アイソ

尊覧原酪︶▽原子鋤力の轡滅性 企樹庁阿慧︶

購

月二十日▽原子力撫鷹蟹会︵最終
日︶十二月二十︸臼▽第瞬一合蘭

1955）、

行動1が嚢ば︑攣揚に立つこの漂勇菊判ゑ
炉の熱は徒らに溜の水を温める査会︵とくに経済都会︶も腰を

また或る煽合︽は原子力關発とすへきではなかろうか︒
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◇ソ遮原子力会議報鑑簗（翼ンア語）
①総会報告 ②工学部会 ③生物学部会
学都会 ⑤物理・数学部会
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慰一濤

一般希望者にも公開
g内容︑一層充実さす
を突破したので引続き第二回講習

原子力平和利用調査会は各方面
する計画を進めているが︑差御酒
原子ヵ講習舶用として次のテキス

ノ
持つ一般の希旧著をも舎めて開催

程を終了ずるごとになった︒

の要離に応えて︑さる十一月二日 会を併行して鵬催し︑麓内に全日
より毎遡一園ニカ月賜の予定で主
次回はこの驚一回︑第二回分風
力講習会の内容を一腰緊備充実さ

として蟻調査会野饗を対象とする

第一回原 子 力 欝 欝 開 催 の 計 画 を
せ︑当調査会会織を下機とする事
ば キス畿者はい斎ごの

︸は来館一月肖旬の苧足である︒な

ト作成に当るごととし︑その完壌

鵡めたが︑串込みは当初多超した
かりでなく︑広ぐ隙子力の関心を
来豊本の原子力界の一心となるへ

猛勇講翼の酷であぞ︑将

箆綴五十名をはるかに越ん︑逸名

／
き醐門象並びに原子力を専攻し研
究悶の少薩ザ者グループである︒
原子力欝習会用テキスト

▽原子力とは︵朝議新聞社渡辺
誠毅︶▽原子物理学の概論︵引詰
理学部服部学︶▽サイクロトロン

類︵原子力平窟利用無梁会庄司

原子力平漁利用謝鷺会の向う一カ

の璽続赴はつぎの通りである︒

▽第五図法制部会

の麗催十二月十九日▽凍子力講

◇警士苧働

第三回講習会

一月下旬から

⁝翻︶▽原子炉とは曾蚕術会議 月の蝦藥予宛雛びに墾一ヵ月醐
大塚益比菖▽僚子炉の型式︵竃
源關発立花昭︶▽原子力材料学同︶

森一久︶▽原子力双勝協驚︵同︶

▽原子兵器と原子力︵巾央公論礼

▽原子煩の禦改︵同︶▽グラファ

イト︵東海贈極研究所佐汝末泰

ε▽漿︵蔓工学部環元

国内・國外より天然ウラン金属

第三回放射憐同位允紫都会十二 馨済都会の開催

二︶▽ウラニウム︑トリウム︵科 習会︵第八日﹇巳十二月牽九田▽

聯董趣▽綴の鐙と

と窺水とを軍急に調達する方図

濃子力講習会風発

ために︑数個亀の濃縮ウラン炉

ノ
国蹄天然ワラン羅水炉をつくる

を考えるべきだと思コ︒幸にし

皇
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峯

酬
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●

◇ホーラム資科

て日米原子力協冠の第四条によ 轟禦罐までに何タ必婆い・毒ぽかりで︑冬型・て馳
ると︑米国は日本にこれらの原

国内生産に努力する一方︑例え

プルトエウム︶に麟礎を導くへ嚢材を提供する義務かある

璽

一

俸・

︑
螢壕

ら伺［摩御利用下さい。

諦麗舗霞継がい羅鋸鱒講肱議綴〜

を輸入して欝を積むという︒
原峯力婁三会の股雌が琶まり 将来の日宏の原子力発畑か天然

舳鶏・て︑お馨郵貯

一つを考えても︑翼蝉

論のないところであ

5

弓遮養

原子力平篇刑律調査会か丹誠入手した外三三
料は下記の通りであります。劇論査会としては
し
今後一溺整備して会数姦位の利用に供し濠すか

讐毒業の覆丁些勇馨べ・︑霧究讃談︹
緩おに天然ウランの輸入交渉

新しい袋には新しい酒を

朔の瞳子力も満艦飾で港鷺毘よう きごとは︑濃縮ウランのコスト

砺船にぼう大な予算をつぎこむだ

階上ている︒穆讐てこの

ろう︒だとずると今
の灘本翫闘が天白ワラン炉への

最短コτスを歩むものだといえ を始めるならば︑そしてもし米

騨門 跡 誤 認 穐
︽スはふさわしい亀のてあろうか

るだるつか︒

私はむしろ︑鍛初は遠隅操作 した一♂四〇瀦というような簑

国が快よく︵しがもさきに発墨

納今度つく騎る原勇二塁
酒の齢身と葛いうべき丙閣の原子
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晦婁二会でたてた塞本欝圃がある
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