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原子力機構の炉心損傷安全研究室
長時に中国からの特別研究員とし
て三年間滞在し、上海交通大学副
学科長から現在は北京にある国家
原子力ソフトウエア開発センター
長を務めている。ほぼ同時期に研
究フェローとして同研究室に三年
間滞在し、現在は韓国浦項工科大
学教授も他のセッションで共同議
長を務めた。また、パネリストを
務めた筑波大学教授は、別の研究
室で筆者と同室だったこともあり、
かつての研究仲間と再会できたの
も個人的な特記事項である。
さて、今月のウィーンと京都の
共通点では、言葉の訛り振りを紹
介したい。ドイツ北部の標準ドイ
ツ語が一語一語きっちりと発音する
関東弁のように硬い感じなのに比
べ、ウィーンのドイツ語 は、ｓの
音がｎの前以外では濁らないなど、
全体的に柔らかく流れるような印
象がある。まさに京都弁のような
はんなり感があるのである。ＩＡ
ＥＡに三年間勤務したドイツ語に
詳 しい 知 人 に よ れ
ば、
「 テレ ビでオー
ストリア放送協会の
アナウンサーが話す
ウィーン弁のニュー
ス は 京 都 弁 その も
の」とのこと。京言
葉 は 御 所で 話 さ れ
た御 所 言 葉 と街 中
で話される町ことば
に分類されるが、今
や伝 統 的な京 言 葉
を 使 うのは 高 齢 層
や 花 街の芸 妓 社 会
などに限られると言
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杉 本 純 の原 子 力 の 話

九月七～八日に中国の北京にお
いて、上海交通大学、韓国科学技
術 院、及 び 東 京 大 学の共 催、国
核原子力科学技術研究院の主催、
ＩＡＥＡ（国際原子力機関）の協
力により、原 子 力 安 全 とシビア
アクシデントに関する国際ワーク
ショップが開催された。福島事故
を契機に原子力安全とシビアアク
シデントへの関心が高まったことか
ら、世界の専門家が集まり、先進
的な安全システムやシビアアクシ
デントの影響緩和システムに関す
るアイデア、研究成果、及び設計
経験について情報交換し、関係機
関との協力を強化して、今後の研
究の方向性を見極めることが目的
である。十六ヶ国から約百五〇名
の参加があり、我が国からは筆者
を含む十六名が参加した。十四の
セッションで六五件の報告があり、
二七件のポスター発表があった。
スウェーデン王立工科大学のセ
ガール教 授、米国ウィスコンシン
大学のコラディーニ教授を始めと
して、シ ビアア クシ
デントを中心に世界
のトップ研 究者が集
まったため、会 議の
発 表、質 疑 応 答、パ
ネル討論の内容は充
実したものとなった。
中国の大学から多く
の若手研究者や学生
が参加したことも特
記される。筆者は一日
目午後、最初の技術
セッションの共同議長
を務めた。共同議長
のもう一人は、筆者が

ウィーン と京都
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Jun Sugimoto 原子力の話Ⅱ「ウィーンと京都」

う。それでも、京都人の話し振り
は、人や動物に対しても「いては
る」と言うなど、一般の関西弁とは
明らかに違う点がある。両市の言
葉の訛りはそれぞれの長い歴史と
伝統に根ざしていると思うが、そ
の顕れ方が似ているのが興味深い。
余談であるが、昭和四十四年、
筆 者 が札 幌の高 校を卒 業して京
都で下宿生活を始め、洗濯機の使
い方を下宿の小母さんから教えて
貰った時、
「水をほかしてもろて」
と言われ、
「水を捨てる」の意味
と分かるまで暫く時間を要した。
ウィーンでは
「こんにちは」
は
「グー
テン・ターク」でなく「グリュース・
ゴット」と言うことを事務所の秘
書から聞き、
すぐにあちこちで使っ
た。ウィーン市庁舎前広場で夏場
に開催される音楽映画フェスティ
バルでは、会場周辺に世界各国料
理とドリンクが楽しめるスタンド
が並ぶ。注文する時や隣の人に
「グ
リュース・ゴット」をよく使った
関係で、そのスケッチを掲載させ
て頂く。

参考 河野純一著 『ウィーンの
ドイツ語』

■杉本純 京都大学教授／元原
子力機構ウィーン事務所長■

■ 10 月 26 日 Nationalfeiertag ■

■ ヨーロッパ８月インフレ率 ■

10 月 26 日はオーストリアの
国民祝祭日。第二次世界大
戦後十年間にわたる米英仏
露４ヶ国占領を経て、1955
年５月 15 日国家条約締結、
７ 月 27 日 制 定、10 月 25
日最後の外国部隊が出国、翌
26 日に永世中立を宣言した。

欧州委員会の統計部局 eurostat は９月14 日、８月の前年比インフレ率を
発表。
スウェーデンやギリシャは低くハンガリーが高い。
７月のEUは2.4だった。

英雄広場

英雄広場 Heldenplatz
オーストリア連邦軍
10 月 25 ＆ 26 日

EU ユーロ圏

市庁舎前広場

市庁舎前Rathausplatz
ウィーン安全祭
Wiener Sicherheitsfest

インフォメーションとデモン
ストレーション。グラーシュ
も無料配布。軍楽隊の音楽 市庁舎前広場
の他、ロックコンサートも。

10 月 25 ＆ 26 日 9-18
市庁舎前広場では警察や消
防隊、救急隊など救助＆出動
組織がデモンストレーション。

日本語定期観光バス

完全予約制 日本語ご予約
tel.

(01)716 0947

マイバス・センター Net Travel Service Austria

Opernring 1/R-701 A-1010 Wien ウィーンの森／ザルツブルク
月〜金 09:00-17:30 tel. 01-71609 市内半日／ヴァッハウ渓谷

％順

ポルトガル (PT) 3,2
イタリア (IT) 3,3
フィンランド (FI) 3,3
スロヴァキア (SK) 3,8
マルタ (MT) 4,1
エストニア (EE) 4,2
キプロス (CY) 4,5

EU (EVPI) 2,7p
ブルガリア (BG) 3,1
チェコ (CZ) 3,4
リトアニア (LT) 3,4
ポーランド (PL) 3,8
ルーマニア (RO) 4,0
ハンガリー (HU) 6,0

ギリシャ (EL) 1,2
ドイツ (DE) 2,2
オーストリア (AT) 2,3p
フランス (FR) 2,4
オランダ (NL) 2,5
ベルギー (BE) 2,6
EU 非ユーロ圏
その他
アイルランド (IE) 2,6
ユーロ圏 (VPI-EWU)2,6p スウェーデン (SE) 0,9 アイスランド (IS)4,5
ノルウェー (NO) 0,0
スペイン (ES) 2,7
ラトヴィア (LV) 1,9
スイス (CH) -0,5
ルクセンブルク (LU) 2,8 デンマーク (DK) 2,6
スロヴェニア (SI) 3,1 英国 (UK)2.6 ＊ 2012 年７月
＊ p ＝暫定値

ウィーン半日市内観光／ウィーンの森半日観光／
ホイリゲとコンサートで楽しむウィーンナイト／
ザルツブルクとザルツカンマーグート／ヴァッハウ渓谷
new! ヨーロッパ絵画の世界／ウィーン旧市街を歩く

毎日催行完全予約制 みゅう ウィーン

Miki Travel Vienna

その他ミールクーポン、オペラやコンサートの
チケットの予約・販売も致しております。

日本語観光ツアー 月〜金 09:00-17:30 tel. 01-310 2188 18
ウィーンデスク Franz Jirsa GesmbH
月～金 / ９：30 ～ 12：30

TEL:

e-mail

(01) 400 60 128

y.takamine@viennaticket.at

JR パス、日本語観光バス、各種チケット手配

月刊ウィーン定期購読のご案内

◆ 日本で定期購読をご希望の場合は１年分 9000 円（計 12 冊分）を以下にお振込み下さい。
◦三菱東京 UFJ 銀行 金沢文庫駅前支店（支店コード 304）口座 0449986（有森トランスレーション）又は
◦日本の郵便口座 00210-3-77876（有森トランスレーション） 振込み後、以下にお申し込みください：
gekkan@utanet.at 又は郵送 K.Fukuda, Wildpretmarkt 1-7, A-1010 Wien Austria

◎◎ 空港送迎や観光は快適なメルセデスベンツで ◎◎
Tel. O676-700 3728（英語＆独語）

＊＊日本語でのご予約はメールでお早めに gekkan@utanet.at（翻訳仲介ボランティア）＊＊
料金例：空港〜ウィーン市内：
ベンツ（３名様まで＋通常スーツケース２個まで）片道€32 〜€35
別車種（４名様まで＋通常スーツケース４個まで）€35 ／５名様の場合は€52

