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　　　　　　　　モンブラン連峯

　会議は終．、たが，このあとフラソスとイギリスの原子

力硫究所を見学する予定になっていた．22日朝われわれ

一行7名は空路パリに向った．アソバリドのターミナル

に湯浅年子女史と大使館の方が迎えて下さった．午後仏

原子力委員会の本部に行き，イソド・中国の代表と一緒に

Saclay研究所を見学した．ここはパリの西南，自動車で

約1時間半の位置にあり，その敷地は約50万坪である・

実験用重水炉P2（2000　kW，　CO2ガス冷却）を中心に

して物理・冶金・化学その他の部が付属している・きわ

めて好意的で自由に写真も撮らしてくれるという工合で

あった・パリのホテルに戻．，たのは7時に近かった．夕

食後湯浅女史の案内でカジノ・ド・パリを見物した，

　　　第1図　フランス，サクレF原子力研究所

　翌23日は午前にChatillonの研究所に行．tた・ここ

ばパリの真南自動車で約1時聞足らず，城廓の趾に設け

られた由である．アラyスで最初に作られた小型の重水

炉Zoe（出力6kW）があり，原子炉・中性子の基礎的

研究が行われているほか，Saclayで作ワたR・Lの精

製・放射能測定・フ．イルムパッシ？サービスなどの仕事が

行われている．ここの施設は段々に全部Saclayに移す

予定であることを聞いた．このHは猛烈に暑く涼しいス

イスから来たので余計暑く感じられたのであろう，帰り

がけ車を待つ聞にご馳走になワた一杯の冷水〃誠におい

しかった・

　一旦パリに戻り午後から八木教授と私の2人だけで

Le　Bouchetのウラ＝ウムの製錬工場に出かけた．パリ

の南約100哩，vアール河に近い辺りである．ここでは

フラソスに産出するPitchblende，　Phosphate　complex

oreのうち寓鉱（2陶10％U）だけを，または国内にあ
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世界駈けある記
加　藤　正　夫

る4カ所の貧鉱製錬所Vendee，　La　Croazille，　Grury

Lachauxから送られてくる精鉱（2～5％U）を精錬し

ている，ちなみに仏国家で買上げる貧鉱の最低品位は

0．07％Uとしている由である．方法はすでに発表され

ているものと変りなく，金属ウラニウムのイyゴットま

で作ワている．技師長のMariette氏は終始付添ッて親

切に説明してくれた．見学を終え車でパリ郊外のOrly

空港に直行し，やっと出発に聞に合．，たような次第であ

る．飛行機は8時に飛び立．．た・眼下にパリの夜景を眺

めてジ＝ネーブに戻ったのは10時であワた．なお南仏

のMarcouleでは原子力発電所が建設中であり発電の開

始は1957年と予定されている・150kWの発電炉3基

のほかプルト；ウムの分離施設も亀つ由である．

　8月24日はイギリスの招待でHarwell研究所の．見学

に出かけた・各国代表団のうちから約150名がこれに参

加し日本からは5名が参加した・飛行機3台をナヤーダ

ーして早朝ジュネーブ空港を出発し，Harwe11の近くの

英空軍Benson飛行場に直行し，コーチで研究所まで送

り届けてくれkのが10時頃であ．，た．原子炉BEPO

をはじめ各Divisionを終日詳細に見学させてくれナ⊃

この見学の間に私はIsotQpe　DivのOniDns氏に会い日

本放射性同位元素協会からの要望事項を彼によく伝える

機会ももつことができた．ジュネーブで近付きにな．．た

人達はまだ帰ってぎていなかった．Harwell研究所の詳

細に関しては，‘‘Atomic　Energy　Research　at　HarLvell，．

なる書物が国会図書館にもあることであるから詳細は略

する。かくてまたBenson飛行場からジ；ネーブに帰還

したのが夜の10時頃であっkであろ5か．
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　25日はホテルで会議中に山のようにたまった書類の分

類やメモの整理や手紙を書いて過した．午近く総領事館

に出向き代表の方々と昼食を共にし，そのあと1時間ほ

どボートに乗ってレvy湖からジュネーブの町の景色を

楽しんだ．何しろ会期中は全く暇がなくこの日になって

やワと解放ざれた気分になったのである．翌26日は総

領事館の好意で車を出して頂きジュネーブの北約70哩，

湖畔に面したNionの町にドライブした．武田・安部・

私の三人つれで出かけた、ここには3世紀頃作られたと

いわれる小ざな古城がある．ナポレtyDlイSリー征伐

の際半年ばかりこの城にいたという由緒もあり，古い壁

画や彫刻が面白かった・海水浴場もあって人Uはのんび

り夏の終りを楽しんでいた．ホテルに帰ったら今朝ジュ

ネーブを発ッてチューリッヒに行かれたこれまで同室で

起居を共にした奥田氏からの電報が来ており，チューリ

ッヒの駅前に宿を取っているからここ1こ来いというので

ある・翌朝荷物の発送手続きや大変ご厄介になった総領

事館の皆さんへの挨拶を済ませて午後空路チューリッヒ

に飛んだ．スイスの山河は誠に美しい眺めであった・

　　　　第3図　スイス，チ）一　一リッヒの町

Schweizerホテルには私の部屋がとってくれてあ．．たが

奥田氏は留守であった．町に出て夕食をとり地図を買っ

て1人でチ1一リッヒの町を歩き廻ってみた・スイス第

一の都会であるが美しくて上品な落付いた町である．土

曜日の晩なのか人出が多かった．ホテルに戻って今朝ジ

ュネーブで受取った私の口答発表を行ったセヅシβソの

議事録の校正をやり，またミュソヘソのSiemens・Halske

杜宛に私が訪問する予定の手紙を書いた・旅程を切りつ

めた一人旅というのはなかなかにしいものである・

　翌28日は日曜日なので，奥田氏とライy・フォール

見物に出かけた．Ztirichから汽車で約1時間Schaff・

hausenの町の近くである．ライγ河が低い滝となって

落ちている景色が壮観なのである・滝のそばのかけ茶屋

で昼食代りに食べたウインナソーセージが大変うまかワ

た．この近くにスiスの有各なアルミ∴ウム会社Neu－

hausen　Ltdの加エ＝〔場があった．電解工場はライソの

もっと上流Neuhausenにある．次の日の朝は奥田氏

と共にZurichに近いWinterthurにあるZulzer杜に

出かけた・技師長Steiger氏の案内で見学した・デa
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一ゼルエソジソやダービソの大メーカーであるが，大型

鍛造部品は外註している．鋳鉄・鋳鋼の按術はなかなか

進んでいると思った．研究所も充実したものであった．

午後はZUrich市内にあるEsher－Wyss社を訪れ二こ

を見学すると，同時に船用原子力機関の構想について話

合ワた．アメリカの某社と提携して作ろうというのであ

る．冷却体としてのHeガスが同時にタービンを駆動す

る方式であるが，まだそれほど具体的なものでないこと

がわかった．EsherWyssはダービyのメーカーとして世

界的技術を有し，工場の仕掛品も世界の種々の国の注文

が眼にっいた．これら2社とも金属材料の研究は誠に熱

心であり，仕事の性質上耐熱鋼したがって高温クリープ

の研究など立派な設備をもoてやワていた．

　30日は朝奥田氏に別れを告げスイス連邦工学研究所に

出かけDurrer教授の研究室を訪れた．同教授は旅行中

で留守であったが助教授のGautschi氏に会い，当研究

所の金森教授の小型溶鉱炉の状況を伝え，同研究室の脱

硫の研究その他を説明してもらった・この研究所にはア

ルミニウム合金の大家Zeerleder教授もおられるのでぜ

ぴ会いたかったが，前の晩自宅に電話したところが数日

前ドイツに出かけて留守であることがわかっていたの

で，ただ研究所の中を一わたり歩いて辞去し，真直ぐ空

港に向った・コyxト湖とダニ⊥一ブ河を一跨ぎすると

間もなくミュンヘソである．

　ミュYヘソの空港にはSiemens社の総務部ゆWeu［9es

氏が出迎えてくれており，その親切に大いに感謝した．

翌日同社の工場を見学し，その間StuttgartのMax

Planck研究所に電話で連絡を取．．たと二声が脚オース

トリャでMetall・Kundeの秋期学会があるため皆出払ワ

ているという・そこでこtの幹部の方々と相談して，翌

朝t一ストリヤに出かけることに予定を変更した・丁度

総務部長のAmtage氏がStuttgartの所長K6ster教

授を知っているからとい一，て紹介状を書いて・．：れた．こ

んなごたごたしたことがあってすっかり親しくなり，そ

の晩ばWeutges氏ご夫妻の案内でモーヅア7Lトのtペ

ラ“Die　Enttihrung　aus　de皿Seraiy’を聴ぎに出かけ

ることとな．、た．Eugen　Jochum　の指揮で大変楽しか

ワた，

　翌朝オーxトvヤの領事館に行きVisaを出してもら

って発車間藻にかけつけ，有名なブレン和レ峠を越えて

オーストリヤ南部のKlagenfurtの町に夕刻着いた，翌

朝学会の会場に行きK6ster教授に会い同教授の紹介で

ゲストとして出席することができた・大変親琢に待遇し

ていただき，ドイツ・ナーストリヤの学会の動向も分っ

たのである．ここでもウィーy大学のSchmidt教授が

”原子炉用金属材料”にっいて，またグラツ大学のG1－

awitsch教授が”R．1．の金属研究への応用”について

の話があワた．いずれも初歩的な話でドイツも金属界で

ユ3
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は未．だこの方面は啓蒙期にあることがわかワた．3日閲

の会期中Ktister教授の親切なヘルプもあって多くのよ

い方々と親しく話をすることができ，スイズで会えなか

ったZeerleder教授とも会ラことができたのである・ま

た6名の著名学者から日本の著名学者への言伝てやら

best　regardsを托された．イギリスのアメリカ大使館の

科学アタ・ソ’；’zのHimmel博士と親しくなり，彼がイ

ギリスの有力な方々宛の紹介状を私に書いてくれたこと

はあとで述べるように大変幸であった，会期の最後の晩

にはKlagenfurtの市外W6rter湖畔のPbrtschとい

う町のWerzerホテルでディナ・パーティーがあウ，

その晩は私はこのホテルに泊ったのであるが，翌日は日

曜日で午前中モーダポートでこの湖を周遊した．誠に風

第4図　オHストyヤ，ペルチヤッノ・，ヴェル

　　　テル湖畔のガーデン食堂

光明眉でぜひもう一度来てみたいと思vたほどである．

午過ぎの汽車でまたブレソネル峠を越えてミュyへyに

戻った．車窓から見るオーストリヤの風景は牧歌的で美

しかった．ウィーソに廻る暇がなかったのが残念であっ

た．

　翌早朝二⊥Jレンペルグの少し北のエルランゲンにある

Siemensの中央研究所に出かけた．車中偶然にAmtage

氏と一緒：二なり，．P界の首尾を伝えて礼を述べ3時聞の

問いろいろな話を交わしつつ同研究所に同道した．設備

のよく1．り到謂いた立派な研究所である．ここの研究方法

について私り感じた二とは，一つの目的に対して可能性

ありと思われる一切の試みをしていくやり方と，一つの

研究をどこまで’S、追及しそれに付随して出てくる事柄を

さらに延ばして幹は枝を出し枝はさらに枝を出して大木

にしていくやり方をしている．そして大事な聞題に対し

てはすべての部がこれに協力し，全く金に糸目をつけて

いないようにも見えだ半導体の研究が前者の例とすれ

ばスパークの研究が後者の例であ．、た．所長以下各室長

との午肇会でOテーブルスピー千に私は．二のような感想

を述べナニ・二・t’）二とはもが生研のいき力にも参考になる

ことなつくづく思，，t：次第である．5時ニュルソペルグ

発のディーぜルカーの特急でデェヅセルドルフに向．ノ

た．120kmぐらいの速力でつ一、走るのである．ライソ
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河にさしかかる頃は日はとワぷり暮れ美しい景色を眺め

ることができなかワた・

　翌日は9月6日であワた．朝10時にAlumiuiurn　Ze－

ntraleに行く約束が，そこのDirectorであるGtirtle「

博土と学会で交わされてあワたが，旅程を変更したため

に飛行機のReservationも変更しなければならず，電話

で約束を午後1時半に変更してもらいまず，この事務を

片付けることにした．また翌日Max　Planck鉄鋼研究所

を訪れるためのappointmentも電話で取っておいたので

ある・Gljrtler博士とのアルミニウム合金に開するディ

スカッショソは3時間余りも続き大変面白かワた・ドイ

ツのアルミニウム合金規格が目下改訂の審議中であり，

その方向がわれわれが日本でやった考え方と近似してい

ることがわかり，また日本の状況もできるだけ多く伝え

て上げたのである．多くの書籍や書類を戴きしかしこれ

と交換に私の論交を2通ここの協会誌“Aluminium”に

発表することを約束させられてしまった．一通はようや

くこのほど発送した．ここを辞去しての帰途デュッセル

ドルフの市中にあるアルミ＝ウムの陸橋を見学しライソ

の河畔を散策したのである．私の歩いたミュyヘソ・ニ

ュルソペルグ・デュッセルドルフいずれも第2次大戦の

惨胆たる残骸が未だに残ワている．しかし目下盛んに改

築工事が進んでいるので数年たてば面目を一新するので

はないかと思われた．

第5図　　ドィッ，　デュツセルドル7にある

　　　アルミの．橋

　Max　Planck研究所にKochendsrter博士を訪れた．

やはり学会で話してあったので大変快く迎えてくれ，所

長のWeber博士に紹介してくれた，　R．1，の慰用研究

をやっていることなどを話したら大変興昧を4レ．てくれ

たのである．サイy帳を出して高松宮ほか数名の日本人

のサイソを見せ，私にもザインしてくれといわれるので，

私はそのような著名学者ではないといって断ったが，先

生は笑ワてまあそういわずにというわけでとうとうサイ

yをしてしまった．そのあとここに留学しているH本楽

器の執印氏の案内で一日ここを見学した．もちろん完備

した研究設備を有し研究スタッフはよく動いていた．ド

イツにはいくっかのMax　Planck研究所があるが，こ
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れは大部分国費でまかなわれ，その使途は各研究所に全

く任されているのである・しかもその予算はすべての工

業製品に特別に賦せられた税金でまかなわれる仕組みに

なッている．この他に民間会杜とのContract　research

も引受1ナ，しか1、一年後には発表）自由をもっているの

である，二．りいな．二とはト．み咽に4．，参考になることだ

と思ワた．．二．二の研究内容にっいてはドfツの学会誌

“Stahl　und　Eisen”をりlll1こ発表されているから省略

する．

　この日夜の飛行機で程びバJに着いたのである．契約

しておいた筈二り前に泊．，ナこホテ兀か何かの手違えで［5屋

がなく近く・．ンホテ」しに紹介されてやt．tと落付くことがで

：き｝㌧翌朝目をさまLたのが午に近く十日余りの強行軍

で疲労困瞳して起ることもできず午後まで体を休めてい

た・それ．から大使館に行き翌日Chatillonの原子力研究

に再度行く手続きを取り，西村大使以下松井公使・河野

参事官・D皆ごんにジュネーブ会議の様子を詳しく説明し

たのである・深い関心をag．　．tておられたからである．丁

度パリに各方面の方々が来ているからというので翌日午

餐会に招待していただくことになワた・

　翌日はChatiHonの見学を午前中で切り上げ午餐会に

聞に合せた．政治家・学者・官吏・芸術家など各界の方

々6名が招待され，日本の一流の料亭で食べるような日

本食に久振りに舌鼓を打ち，よも山の話に花が咲いた・
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　　　第6図パリ，エッ7エル塔からセーヌ河

　　　　　　を望む

帰途その席で知含ウた彫刻家の木下氏とKlebel　Ave．に

あるUNESCO本部に行き，また絵画の店を2軒歩1、・　tて

みた．夜は河野参事官夫人の案内でオペラコミ・．w“座に

ドビュシーの‘’Pelleas　et　Melisande”の牙ペラを聴き

に出かけた．本物のフラyスオペラを聴ぎドイツオペラ

とあらゆる点で対象的である点非常に面白かっ　7’こ．翌朝

LtAluminium　Francaisに電話したが土曜日」つせいか通

ぜず，折角紹介状をもワて来ていたが訪問することを断

念した．土曜・日曜はパリ見物に終始し日曜日の夜空路

Pソドyに入”たのである、早ある記の原稿を書きなが

ら途中までで与えられた紙而が尽きてしまった，以下次

号にまわさせて頂くことにする．　　〔1956．4．10）

次号予告（6月号）

　　　　　　観測ロケット特集号

ロケッ1・　・エソジy部品の　　　　河島千尋
　　　セラミックコーナイソグ’”…’’’’”村田順弘

嗣゜ケツ ﾈ藷鵠臨、）・・・・・……・池・健1

微分解析機にょる観測ロケ　　＿．．．．，．．．．渡辺　 目券

　　　　　ットの性能の計算例　　　　　　　　　　　　　　　　三井田純一

゜ケット唾阯頼ﾓ計画一・・・…糠錬＝郎．

ぺyシル・Pケット燃焼室の音響特性ttt銭　福星
観測ロケット用計器検是用　　，，、，．，．．．．．．池　田　健

　　　　　　　の回転試験機　　　　　　　　　　　　　　　　古田敏康
ロヶット用三角翼の振動試験…・……・…森　大吉郎

ロケット用テレメーダ・．．・・…・一．・・…．・…・・猛瀬　博

　　　　　　　　　　　　　　　　黒川兼行
カヅペー用アソテナ・・・・・……．・…・・・・・……須田徳蔵
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表　紙　説　明

振れ水晶型粘度計は．×方向に軸を持つ水晶丸捧c／畏さ50mm，径

5mm）に4枚の電極をつけて．擾れ振動をさせbものC振酌数40kc〕

を用い，これを測定液体中につけたとき：t）振動子定数の変「ヒから、その

液体の粘性を求めるものである・

左は比較のために用いたUbbelohde型の毛麿式粘度計で、恒温水楕

の中で測定を行う．
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