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 2011年 3月 11日に東日本を襲った地震と津波による福島第一原子力発電所の
事故は，1950年代半ばに始まった日本の原子力事業の中でもっとも深刻な災害
をもたらした．今後，このような事態を繰り返さないためには，今回の事故の

正確な原因究明が重要である．そのために，福島第一原子力発電所事故に関わ

るすべての機関・組織の情報については，抹消することなく，そのすべてを保

全し，事態が終息した段階で公開することが必要であろう． 
 さらに日本の原子力事業の中に根強く存在してきた閉鎖性を打破するために，

従前の原子力行政一般の情報の開示が求められる．原子力事業は総合的である

ため，情報は総合的に開示されなければならない．その中には日米の原子力関

連の外交文書や，日本の核武装を検討した各種委員会の資料なども含まれる．

また，それらの情報は，全面的に開示されなければならない．核保有国の場合

は，国家安全保障上の理由から，兵器関係の情報開示は行われないこともある

が，日本は国際的にも国内的にも原子力を軍事的に利用することは，それぞれ

核拡散防止条約と原子力基本法とによって禁じているので，原則的に全面開示

を阻む合理的な理由は存在しない． 
 情報公開と並んで，政府の関係機関が，日本の原子力事業の歴史に関する正

史を編さんし出版することも，国内外に対する日本の原子力行政の透明化に貢

献するだろう．米国では，これまで原子力委員会の正史の出版活動が進められ，

現在まで次の三巻が刊行されている． 
 
１）Richard G. Hewlett and Oscar, E. Anderson, Jr., The New World, 1939/46, The 

Pennsylvania State University Press, 1962. 
２）R. G. Hewlett and Francis Duncan, Atomic Shield, 1947/1952, The Pennsylvania 

State University Press, 1969. 
３）R. G. Hewlett and Jack M. Holl, Atoms for Peace and War, 1953-1961, The 

University of California Press, 1989. 
 
 それぞれ広島・長崎の原爆を造ったマンハッタン工兵管区，トルーマン政権

下の原子力委員会，アイゼンハワー政権下の同委員会の活動が描かれている．

これらの正史は，現在は次のウエブ・サイト（米政府の Energy Citations Database）
で，無料公開されている． 

http://www.osti.gov/energycitations/index.jsp 
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 英国でも次の二巻の正史が出版されている． 
 
１）Margaret Gowing, Britain and Atomic Energy, 1935-1945, Macmillan: 1965 (first 

published 1964). 
２）Margaret Gowing, Independence and Deterrence: Britain and Atomic Energy, 

1945-1952, Macmillan: 1974（邦訳：マーガレット・ガゥイング(柴田治呂, 柴
田百合子訳)『独立国家と核抑止力: 原子力外交秘話』電力新報社, 1993年） 

 
 この他にロシア，フランス，中国などでも関係の正史ないし正史に準ずるも

のが出版されている．i 日本にも，従来から『原子力白書』などに歴史が語られ
た例はあったが，本格的な正史は存在しない． 
 英米などの正史編さんの場合は，政府機関などとは相対的に独立した歴史家

が執筆し，政府機関の責任で出版されたものとなっている．第三者が後から批

判的な研究が行えるように，使用資料に関する情報の明示や，重要な資料など

を付録での掲載などが一般的で，その内容も学問的な質が求められている．核

兵器保有国の場合は，兵器関係の情報の一般公開には制限があるが，現在の安

全保障上の問題がない限り，正史の執筆者には，一般公開が制限されている関

係資料への特別の閲覧権が認められている． 
 日本の場合，このような正史の編さんと出版は，前例がないため，英米のよ

うな水準の正史が期待できるかという疑問がないではない．正史が政府の政策

の単なる広報に終わるのを避ける方法の一つは，関係資料の公表を正史の刊行

とは独立に，むしろそれに先行して行われるようにして，一般の研究者などか

ら，批判的な検討や研究がいつでも行いうる環境を実現することではないだろ

うか．米国の正史でも，先行する研究が学界や国民の中で影響力を持っている

場合には，原子力委員会に都合の悪い部分についても言及されている．核保有

国の場合は，核兵器関係の情報などについては，一般への公表が制限される情

報もあるため，資料公開に時間が掛かることがあるが，日本の場合は，上記の

ように原子力基本法で原子力の軍事的使用は禁止されており，関係資料の公開

に要する時間は短く出来ると考えられる． 
 
 以下は，米国で正史がどのように作られるか，どのような評価を受けている

かについての付録資料で，次の内容からなっている． 
 
（１）米国の正史三巻の前書きの要約 

栗原岳史・山崎正勝訳 
（２）それに対する解説 

栗原岳史（『火ゼミ通信』第 78号(2011年 4月 22日)から改題の上，転載） 
（３）正史執筆者の経験 

イリノイ大学リリアン・ホデスン名誉教授（同教授から広島市立大学平

和研究所ロバート(Bo)・ジェイコブズ准教授への回答） 
ホデスン教授は，オッペンハイマーが所長を務めた時期のロスアラモ
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ス研究所の正史の主要執筆者である Lillian Hoddeson et al., Critical 
Assembly: A Technical History of Los Alamos During the Oppenheimer 
Years, 1943-1945，Cambridge University Press: 1993. 早川幸男訳『素粒
子論の誕生』の共編者でもある． 

（４）米国科学史家による正史の理解 
スミソニアン協会・アメリカ史博物館キュレーター，ポール・フォーマ

ン博士(PhD)（アメリカの正史に関するアカデミック・コメント） 
フォーマン氏は学問的に妥協を許さない研究者として知られる．Paul 
Forman, "Behind quantum electronics: National security as basis for 
physical research in the United States, 1940-1960," Historical Studies in the 
Physical and Biological Sciences, Vol. 18, Pt. 1, 1987, pp 149-229は，米国
における冷戦科学史の研究を切り開いた古典的論文．その他に，
"Weimar culture, causality, and quantum theory: adaptation by German 
physicists and mathematicians to a hostile environment," Historical Studies 
in the Physical Sciences, Vol. 3, pp 1-115, 1971などがある． 
 

 ホデスン教授，同教授に問い合わせていただいたジェイコブズ准教授，フォ

ーマン博士には，この提案に対するご理解とご協力に深く感謝申し上げたい． 
（以上，山崎記） 

 
～～～～～～～～～～ 

 
（１）米国の原子力委員会三巻正史の前書き，序文要約 

 
１）The New World 
 
  原子力委員会歴史諮問委員会は，原子力委員会の歴史の最初の巻が完成した
ことを歓迎する．本書の著者たちの公正・明瞭さとともに，原子力委員会委員

が公開歴史書の出版決定を行ったこと，また，著者たちに，国家安全保障上の

制限内でフリーハンドを与えた賢明さに対して，われわれは称賛するものであ

る．諮問委員会のすべての委員は，学界と一般公衆に対し，本書がアメリカ史

に対するすぐれた公平で客観的な寄与であると表明する． 
 
２）Atomic Shield 
 
 ...(略)...我々(米国原子力委員会歴史諮問委員会の委員)は，著者らの叙述と判断
の基となった大量の文書を詳細に検証しておらず，また，我々は個人または団

体として，本書で表明されたアイデアに対してあらゆる権威を加味しない．し

かし，我々は本書の作成をフォローしてきた．我々のほとんどは 6 回の会合で
著者らに会い，それらの会合で，我々は，情報と解釈に関して未決の問題につ

いて詳細に議論した．我々は，著者たちが責任と学識のある歴史家として書い

てきたことを確信した．(我々は)彼らが，事実上すべての関連文書へのアクセス
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を享受し，彼らが発言したいと望んできたことを，国家安全保障の問題に触れ

ることを除いて，原子力委員会からの指導や制限抜きで発言してきた(と確信し
ている)．原子力委員会の管轄を超えた少数の事例において，著者たちはすべて
の適切な文書にアクセスしたわけではない．現在の安全保障上の危険を考慮し

たうえでアクセスが拒否されたわけでない場合，我々は歴史家として，情報を

制限する政策を残念に思う．しかし，我々は，それらの事例が，他の優れた研

究に深刻に影響するほど多くはないと考える．すべての関連文書への不完全な

アクセスは，諸事件のすぐ後に歴史を記述する場合の代価の一つである．しか

し，著者らがこの任務を後の世代に委ねた場合，情報の紛失でさらに多くの代

価があったであろう．我々は，彼らが仕事を続けると決定したことを心から支

持し，彼らがその道を進んできたことに成功したことを賞賛する． 
 

米国原子力委員会歴史諮問委員会 
委員長: ジョージ E. モーリー 

 
３）Atoms for Peace and War 
 
  本書，原子力委員会の正史(official history)第 3巻は，原子力の分野だけでなく，
アイゼンハワー政権に対する歴史的評価にも貢献している．本書が作成されて

いる最中，それまでのアイゼンハワー政権に対するネガティブな評価を見直す

“修正主義(revisionism)”が現れ，論争となった．この論争のいくつかの主要な特
徴について，本書は多くのことを言うことができる．本書は，この論争におい

て，正史が非常に役に立つことができるというよい例となる． 
  1950年代から 60年代にかけて，アイゼンハワー大統領の政権運営能力は低く
評価されていた．アイゼンハワーは自身の政権を運営できず，J. F. ダレスらが
政権を運営しており，彼らの仕事をほとんど理解していなかったとされていた． 
  1960 年代末になると，アイゼンハワー大統領とその政権を高く評価する新し
い見方が形成され始めた(修正主義)．そのような新しい見方が起ったのは，関係
者の回顧録の出版や，アイゼンハワーの個人秘書によるファイルの公開など，

新しい歴史的史料があったからであった．しかし，ベトナム戦争，ウォーター

ゲート事件，(若者の)反乱，インフレ，景気後退，政府支出の急騰，短期政権，
連邦予算の空前の赤字など，1965年以来の時代の功績がもっとも大きかった． 
  修正主義者の見解の主な特徴は，アイゼンハワーは強く，積極的な大統領で
あり，Greensteinの言葉によると「見えざる手の指導」であったということであ
る．アイゼンハワーは，マッカーシー上院議員の破滅，共和党の再建，ニュー

ディール政策の温存に静かに貢献し，共和党右翼と「軍産複合体」の影響力を

抑制することで，物価の高騰と軍拡を避けた評価された．また，アイゼンハワ

ーは，核の時代にどう振る舞うのかを理解しており，朝鮮戦争の終結 (訳注：停
戦) させ，ベトナムへの軍の関与を避け，「封じ込め」のための「解放」を拒否
し，核実験の停止を求めることで，冷戦の緊張のいくつかを静めることに成功

したと評価されるようになった． 
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  アイゼンハワーは外交政策では強い大統領であったが，特に公民権の分野な
どの内政面ではそうではなかったという批判もある．最近公開された史料では，

修正主義と修正主義に対する批判の双方の主張を可能にしている． 
  本書は，アイゼンハワーに関する最近の研究を利用し，新しい理解を加えて
いる．本書の著者らは，先行研究者たちに対して無批判ではない．また，主に，

アイゼンハワー図書館，国務省，連邦捜査局，原子力委員会などの一次史料に

依拠している．いくつかの資料は閲覧特権を持つ著者たちなどにもまだ公開さ

れていないが，（本書で使われた）多くの文書は，最近の歴史研究の重要なトピ

ックに利用でき，（今後の）集団研究の基盤を提供する． 
  本書は，政府機関の一つである原子力委員会だけの歴史ではない．核兵器と
原子力の諸問題が公衆の大きな関心となった時代の議論を扱い，原子力委員会

の範囲を大きく超えている．アイゼンハワーに対して無批判ではないが，強い

大統領のコンセプトを支持し，高く評価している．アイゼンハワーは影の人物

ではなかった．本書では，彼が多くの重要な役割を果たしていたことが明らか

になっている． 
  本書が示したアイゼンハワーの主要な目的の一つは，平和に関することだっ
た．このことは，修正主義者たちの解釈と一致する．アイゼンハワーは，大統

領に就任するまで核兵器の破壊力についてほとんど知らなかった．しかし，す

ぐにこの新兵器について理解し，政権の始まりから終わりまでの間，核戦争の

危機を減らすことを追求した．Candor 作戦，平和のための原子力，ソ連との軍
縮交渉，核実験禁止の交渉において，アイゼンハワーはリーダーシップを発揮

していた．しかし，これらの目的はわずかしか実現せず（国民は）深く失望し

た． 
  著者らは，反・修正主義者ほどではないが，アイゼンハワーは冷戦戦士であ
ったことも注目している．アイゼンハワーはソ連との妥協を恐れなかったが，

ソ連に対して批判的であった．そのことが平和交渉の失敗のキーだったとは著

者らは主張せず，ソ連の軍事力が軍備競争を終わらせるための努力を妨げるこ

とを，アイゼンハワーが懸念していたと指摘するだけである．  
  本書は，多くの点で，私たちのアイゼンハワー政権の理解に寄与する．本書
は，本書を記述したその方法によって，正史を批判する人々へ挑戦する．原子

力委員会の記録について，正の側面だけでなく，負の側面についても報告する

意図を持っている．負の側面とは，オッペンハイマー事件，放射線の影響につ

いての議論，軍縮交渉と「平和のための原子力」の間の対立，原子力開発への

AECの努力とそれに対するクリントン・アンダーソンへ上院議員の批判である．
本書は，研究者を含む本書の読者に対して，自身の意見を形成するのに必要な

証拠(evidence)と諸議論を提供する．そうすることで，本書は，アイゼンハワー・
フロンティアについて新しい前進のための土台を確立する． 
 

リチャード S. カーケンドール 
Richard S. Kirkendall 

～～～～～～～～～～ 
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（２）米国原子力委員会正史の「前書き」から読み取れること 
 

栗原岳史 
 

 米国の核開発を管轄するエネルギー省の前身組織の原子力委員会 (U. S. 
Atomic Energy Commission) は，3巻の正史 (official history) を出版しています．
第 1巻の The New World，2巻の Atomic Shield，3巻の Atoms for Peace and Warで
構成されており，第二次世界大戦期のマンハッタン計画から，アイゼンハワー

政権末までを扱っています*． 
 各巻にはそれぞれ 2名の執筆者がいます．全巻の執筆に参加しているヒュー
レット (Richard G. Hewlett) は正史家 (official historian) と呼ばれ，機密文書にア
クセスする資格を持っている歴史家です．ヒューレットは戦時中に陸軍航空隊

で気象に関する観測機器の開発と運用に参加した後，歴史学で学位を取得して

います．戦後はソ連の産業に関する情報を分析する専門家として空軍に勤めた

後，原子力委員会に転職し，機密文書を扱って財政に関する報告書を作成する

作業に参加していました．この経歴から，ヒューレットは科学や技術と歴史学

の素養を持ち，軍と原子力委員会の内情に接する機会を持っていたと言えます． 
 各巻の冒頭には「注意書」があって，「ここで表明された著者らの意見や見解

は，必ずしも米国政府やその諸機関の意見や見解」ではないと書かれています．

つまり，正史といえども，原子力委員会の公式な見解ではないとされています． 
 正史の 1巻と 2巻を編纂しているのは，原子力委員会が設置した歴史諮問委
員会 (以下，諮問委員会) という組織で，1巻は 6名，2巻は 7名の科学者や歴
史家などで構成されています．執筆者はこの諮問委員会の委員ではありません．

1巻と 2巻の前書きには，諮問委員会と執筆者の間の関係について書かれていま
す． 
 1巻には，執筆者が安全保障上の問題を除いて自由に執筆したとあります．2
巻には，諮問委員会が本書の記述について出典を詳細に検証しておらず，本書

についてあらゆる権威を加味しないとあります．また，内容の解釈について執

筆者と何度も議論してきたともあります．そして，3巻には，理由がわかりませ
んが，1，2巻にあった諮問委員会がなくなっています．つまり，諮問委員会と
執筆者は，どの程度かわかりませんが相互に独立しており，さらに 2巻の編纂
中に意見が異なっていたことが示唆されています． 
 1巻の諮問委員会には，マンハッタン計画でシカゴ冶金研究所の所長を務め，
軍と科学者の双方から信頼されていた物理学者の A. コンプトン (Arthur H. 
Compton) の名前もあります．1巻と2巻の双方の諮問委員会に名前があるのは，
ハーバード大学の政治学者で『政府と科学』(みすず書房，1967年) などの著作
で知られているプライス (Don K. Price) だけです．プライスは 1945-6年の間に
行政府の予算局に勤務し，原子力法や全米科学財団法の起草にも参加していた

ので，行政府の内部事情に精通していた人物です．目についたのは，2巻の諮問
委員会に名前のある物理学者の R. R. ウィルソン (Robert R. Wilson) です．ウィ
ルソンはマンハッタン計画に参加していましたが，戦争が終結すると原子力の
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国際管理を提唱するロスアラモス科学者協会の設立に参加し，いわゆる「原子

科学者」の中心的な役割を果たした人です．戦後設立された批判的な科学者の

団体である米国科学者連盟の委員長も務めています．このように，諮問委員会

には様々な立場の人がおり，バランスのとれた配置になっていたように見えま

す． 
 正史 3部作は，米国の原子力開発の歴史について，きわめて詳細に出典も明
記して記述されており，歴史研究をするうえで出発点となる重要な文献です．

しかし，すべてのことが書かれているわけではなく，マーシャル諸島などの核

実験場でヒバクした人々のこと，戦時中から行われていた放射線人体実験のこ

と，放射性物質を兵器として使用する放射能戦の研究のように，米国にとって

きわめて都合が悪いことについては，ほとんど記述がありません．また，外部

の者が史料にアクセスできず，検証できないことも含まれています． 
 そのような欠点がありつつも，記述されている内容に限れば今でも信頼され

ているのは，それなりに工夫と苦労をして編纂・執筆されたからなのだと思い

ます． 
* 3巻の正史は全巻を無料でダウンロードできます．以下のサイトで各巻の ID番
号を入力下さい．1巻: 4597121,    2巻: 4582828,   3巻: 6150636. 

URL:  http://www.osti.gov/energycitations 
 
参考資料：Richard G. Hewlett and Jo Anne McCormick Quatannens, "Richard G. 
Hewlett: Federal Historian," The Public Historian 19:1 (Winter 1997): 53 -83.  
 

～～～～～～～～～～ 
 

（３）正史執筆者の経験（リリアン・ホデスン） 
 

Response to Robert Jacobs about the History of the Los Alamos History Project 
 

April 12, 2011 
 
Dear Bo, 
 
I think it is timely and important to create a government-funded Japanese history of 
atomic energy and related subjects and I am happy to help in whatever way I can.  I 
think the best approach is to sum up in this informal note how the Los Alamos history 
project, with which I was affiliated between roughly 1978 and 1993, came to be 
organized, as I remember the events now.  You are welcome to share any or all of this 
information with your Japanese colleagues, including Dr. Masakatsu Yamazaki and Dr. 
Hiroko Takahashi.  

The first step in my involvement came when I visited Los Alamos for the first time in 
March 1977, with my future husband Gordon Baym, who was a physics consultant for 
the laboratory.  His colleagues in the Theoretical Division wanted advice about a safe 
in their possession packed with wartime papers from many famous scientists, including 
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Richard Feynman, Hans Bethe, Enrico Fermi, etc.  They asked me, as an historian, 
whether I had any ideas.  I couldn’t look at the actual documents at that time because I 
didn’t have a clearance, but with my back turned I could tell from their comments that 
these were materials were precious. I suggested they offer me a short-term position to 
go through the papers and write a report. 
The Theoretical Division of Los Alamos Scientific Laboratory (which had not then yet 
changed its name to Los Alamos National Laboratory) arranged a security clearance for 
me and we contracted that I work for them for a certain number of months, to allow me 
to make a good assessment and prepare a recommendation.  I proposed a several year 
history project with a Los Alamos budget that included a salary for me as well as two 
graduate students (Catherine Westfall and Paul Henriksen), travel money to invite a 
number of former Los Alamos scientists back to be interviewed, clearances for the 
graduate students, transcription, etc. 

Soon the new Los Alamos archivist, Alison Kerr joined the effort, and she was most 
helpful in getting our proposal for a history project through the administration, then 
headed by her husband Donald Kerr.  A few years later, at the time Alison Kerr and her 
husband left Los Alamos (after the history project was authorized), and Alison was 
replaced as archivist by Roger Meade, who served as the Los Alamos archivist for many 
years.  Meade still works with the Los Alamos archives on a part-time basis and it is 
possible that he could help your Japanese colleagues more than I can, because he still 
has a clearance and has access to the old documents. 

The most difficult part of authorizing the project came about six months before the 
project, already approved, was finally authorized.  Los Alamos decided that it could 
not “sole-source” such a project to me, an independent historian, and issued an official 
RFP based on my original proposal, inviting other groups to also submit competing 
proposals.  At this point the Washington-based firm of History Associates, Inc. 
contacted me and invited me to join with them in reworking and resubmitting my 
proposal under their auspices.  The only thing that changed substantially was that the 
budget became inflated enough so that members of History Associates could get their 
fairly substantial consulting fees.  I agreed with the arrangement because one of the 
principal people in that company was Richard Hewlett. I had the sense that having 
Hewlett on board might help get the project funded by Los Alamos.  For my part, I was 
never happy with the arrangement because much time that would otherwise have gone 
into research was spent on bureaucratic procedures, e. g, meeting with Hewlett and 
other from the Washington firm, and writing many many progress reports for their files. 
But the proposal was funded, and one of the important agreed upon conditions was that 
we could have free access to all documents (classified and unclassified) and have the 
freedom to present the history as we saw it. 
After a few years, the administrators at Los Alamos realized that by having History 
Associates involved they were paying too much money, i.e., that they could get the 
same amount of history work done for a lot less money if they paid me and the graduate 
students directly.  So Los Alamos terminated the contract, and the company officially 
fired me, as well as the graduate students. And then the Los Alamos laboratory hired me 
and the graduate students back as Los Alamos consultants.  In that way we finished up 
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our work on Critical Assembly.  Except for cases in which classified material was used, 
Los Alamos did not interfere in any way with our writing and the interpretations in the 
book Critical Assembly are entirely our own. 
As for publication, the manuscript had to go through an official declassification review 
(which of course resulted in the removal of some material and many interesting 
references). Then we let three university presses see the manuscript; all were eager to 
offer publishing contracts. We selected Cambridge because we thought it would get the 
book the widest possible publicity. Most of the royalties on the book Critical Assembly 
(except for a small amount in the first years after publication) went to Los Alamos. 
 
As far as how Hewlett’s earlier US Atomic Energy History project was organized, I 
don’t know the inside story of that.  I always thought it was just a matter of the official 
historians of the AEC deciding to write their important volumes. There are probably 
records on this at the DOE. Maybe they can be made available to you. 
I hope that these remarks are helpful and I wish the very best to Drs. Yamazaki and 
Takahashi.  
 
Sincerely, 
Lillian Hoddeson 
 

～～～～～～～～～～ 
 

（４）米国科学史家による正史の理解（ポール・フォーマン） 
 
Official histories can be good histories – can be good histories if prepared by able, 
ethical historians whose integrity is respected and whose intellectual independence is 
supported by the organization sponsoring such history.  By ‘official history’ I refer to 
historical works written by historians holding positions in government agencies, or 
engaged and paid under contracts with government agencies, where, typically, the 
activities of the agency, or its predecessors, are at the center of those histories.  More 
particularly, by ‘official history’ I refer to such histories written on the basis, in part at 
least, of documents not, or not readily, available to the public, but to which that agency 
and other cooperating agencies have given the ‘official’ historian freer and fuller access 
than any other historian is able to obtain. 
 In the government of the United States of America – “the Federal Government” 
– there are, literally, thousands of ‘official historians’.  The 2003 edition of the 
Directory of Federal Historical Programs and Activities published by the Society for 
History in the Federal Government (http://shfg.org/shfg/) lists more than 500 such 
offices.  Not every agency has an historical office, but some agencies – especially the 
Department of Defense, and the Department of the Interior’s National Park Service -- 
have a very large number of such offices, and a much larger number of historians at 
work in them, which number is considerably increased when those working on contract 
are included.  Most of the histories prepared by these official historians – again, 
especially in the Department of Defense – are not intended for publication, but are to 
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serve as ‘institutional memory’ and for the enlightenment of the agency staff and 
military officers.  Nonetheless, the number of historical offices and historians 
preparing ‘official histories’ for publication is very large – and for most of those 
histories the documentary basis is in principle available to the public, only that the 
agency has made access very much easier for the official historian. 
 In the history of science and technology, the Historian’s Office of the National 
Aeronautics and Space Administration is distinguished by the very large number of 
histories of various aspects of aeronautics, space exploration, space technology, and 
astronomical science that it has sponsored, nearly all of which have been written by 
scholars not holding positions at NASA, but working on contract with the Historian’s 
Office.  Operating similarly, but less steadily generous with its support, is the historical 
office of the National Science Foundation.  However, the first contract history that it 
sponsored, A. Hunter Dupree’s Science in the Federal Government: A History of 
Policies and Activities to 1940 (1957), remains one of the broadest and the best of the 
histories sponsored by any Federal agency.  On the other hand, the U.S. Nuclear 
Regulatory Commission, created in 1974, has steadily supported first class, independent, 
published official histories by its own ‘in house’ historian – for the past 30 years, J. 
Samuel Walker. 
 Among all the official histories relying heavily upon ‘classified’, i.e., not 
publically available, documents, the first two volumes of the history of the U.S. Atomic 
Energy Commission, with Richard G. Hewlett as the senior historian, hold a special 
position.  This story of the conception and realization of nuclear weapons has of course 
been of great and continuing public interest.  And consequently it has been told and 
retold many times over, from many different angles.  But none of that literature – and 
specifically not Richard Rhodes’ famous books – even approach the breadth, balance, 
and comprehensiveness of Hewlett’s official histories.  Thus official history can be 
good history, even very good history.  It is highly desirable that there also be a history 
of the Japanese engagement with nuclear energy. If it is to be the fullest history, it will 
have to be an official history – an official history prepared under conditions that would 
allow it too to be good history. 
 
 Paul Forman, Curator, Modern Physics Collection, National Museum of 
American History, Smithsonian Institution, Washington DC 20560 
 
 
※編集註 

3段落末に名前がある J. Samuel Walkerの著作のうち，次の邦訳版が出版されている． J. 
サミュエル・ウォーカー(西堂紀一郎訳)『スリーマイルアイランド―手に汗握る迫真の人間
ドラマ』ERC出版, 2006年; 同(林義勝監訳)『原爆投下とトルーマン』彩流社, 2008年. また，
4段落半ばの Richard Rhodesの著作には次の邦訳版がある． リチャード・ローズ(神
沼二真, 渋谷泰一訳)『原子爆弾の誕生』上下, 紀伊國屋書店, 1995年; 同(小沢 千重子, 神沼 
二真訳)『原爆から水爆へ―東西冷戦の知られざる内幕』上下, 紀伊國屋書店, 2001年． 
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補註 
 
i ロシアとフランスの正史ないしそれに相当するものについては，それぞれ広島大学の市川
浩教授，日本大学の小島智恵子教授から情報をいただいた．両教授には，小島教授への仲

介の労を取られた拓殖大学の日野川静枝教授とともに，深く感謝申し上げたい． 
 
ロシア 
1) Министерство Российской Федераций по атомной энергии и др. , «Создание первой 
советской ядерной бомбы» Москва, Энергоатомиздат, 1995． 
ロシア連邦原子力省他編『ソヴィエト発の核爆弾の製造』モスクワ，エネルゴアトム社 

1995年．ソ連邦最初期の核兵器開発の実像を整理し，鳥瞰図的にしめしたもの． 
2) Под общ. ред. Л. Д. Рябева, «Атомный проект СССР: Документы и материалы» Часть 1 
Книга 1, Москва, Наука-Физматлит, 1998,～ Часть 2 Книга 7, 2007. 
エリ・デー・リャーベフ総編集『ソ連邦原子力計画―文書と資料―』モスクワ，ナウカ社
－フィズマトリット社，1998～．第１部第１冊（1998）～第２部第７冊（2007）まで（終
刊の予告はあるが，それ以降発行されていない）．1998年から現在まで続いている初期核開
発の資料集． 
3) Под ред. А.М.Петросьянца и др., «Ядерная индустрия России» Москва, Энергоатомиздат, 
2000. 
アー・エム・ペトロシャンツ他編『ロシアの核工業』モスクワ，エネルゴアトムイズダー

ト社，2000年．1,000ページを超える旧ソ連原子力工業の概観．ペトロシャンツはながくソ
連邦国家原子力委員会の議長だった人物． 
4) Под ред. В.А.Сидоренко и др., «К истории использования атомной энергии в СССР, 
1944-1951 (Документы и материалы)»Обнинск, ГНЦ Физико- энергетический институт, 1994. 
ヴェー・アー・シドレンコ他編『1944-1951年，ソ連邦における原子力利用の歴史に寄せて
－文書と資料－』オブニンスク，国立科学センター=物理・エネルギー研究所，1994年．ソ
連邦初の商用原発＝オブニンスク原発に附属する研究所がまとめたソ連最初期の“原子力平
和利用”関係の資料集． 
 
市川教授によれば，ロシアでは 1992年 2月の大統領（エリツィン）令により，原子力開
発の資料は公開するが，当局の認めたヒストリアン，アーカイヴィストに公開し，彼らが

編纂する資料集を通じて一般に事実を公表する，資料そのものの一般公開は 20年後，とす
る，と定められた．そのため，2)がもっとも浩瀚な核開発の資料となるようである． 
 
フランス 
フランス原子力庁(CEA)関連の文献 
1) 雑誌 Les Echos du groupe CEA (1985)に CEA設立 40周年記念号が出ている． 
2) 雑誌 Revue énérale Nucléaire (1995) に CEA設立 50周年記念号が出ている． 
3) B. Goldschmit, Le complexe atomique, Histoire politique d’énergie nucléaire, Fayard (1962) 
 
小島教授によれば，フランスには，公的な正史は存在しないが，事実上，上記の記事と

文献が，それにあたるとのことであった． 
 


