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杉 本 純 の原 子 力 の 話

にも、モーツァルトクーゲル、パラ
チンケンなど美味しいウィーン菓子
は枚挙にいとまがない。
一方、京都にも皇室御用達の菓子
店老舗が多い。例えば、寛正元年
（一四六〇年）創業の塩瀬総本家の
饅頭、文亀三年（一五〇三年）創業
三月六日に日本原子力研究開発 後にパネル討論が行われた。
の司川端道喜のちまき、室町時代
機構 原
( 子力機構 の)主催により、 筆者は「大気放出量推定」セッ （一五二〇年代）創業の虎屋の羊羹
「ソースターム推定 などが有名である。虎屋は一八六九
「福島第一原子力発電所事故による ションにおいて、
環境放出と拡散プロセスの構築」と に関する考察」と題する報告を行 年の東京遷都に伴い、当時の店主
題する公開のワークショップが東京 い、原子力安全基盤機構と原子力 が御所御用の菓子司として、京都
で開催された。福島事故では、放 機構が実施した放射性物質の放出 の店はそのままに東京へ進出し、そ
射性物質の大気放出量が不明な状 量評価に対し、これまでのシビアア の後東京店が本店となっている。虎
態が続き、事故の規模や公衆の被 クシデント研究におけるソースター 屋は最初から東京が本店と思って
ばくを評価するために放出量を評 ム（放出放射性物質の種類と量） いる人もいるが、本家は京都である。
価することが緊急の課題であった。 分野で得られている知見に基づく これ以外にも、八つ橋、五色豆など
考察を述べた。関係者が一同に会し 美味しい京和菓子は、こちらも枚
活発な議論を行ったことにより、放 挙にいとまがない。いずれも王室や
射性物質の放出と拡散についての 皇室と関係あるものが多く、両市
認識を共有するとともに、今後の
の
観
光に大きな貢献をしている。
課題が明らかになったと感じた。
余談であるが、筆者がウィーン
さて、これまでウィーンと京都の 在住時、平成十四年に天皇皇后両
共通点を挙げてきたが、今回は両 陛下がウィーンをご訪問された際、
市のお菓子を紹介したい。ウィー シュテファン寺院近くのアルトマン＆
ンで最も有名なお菓子ザッハトルテ キューネという店で皇后陛下が買わ
は、一八三二年にウィーン会議開催 れた上品なチョコレートをよくお土
に当たり、宰相メッテルニヒに命じ 産にしていた。皇室とウィーンのお
られ菓子職人フランツ・ザッハが作 菓子にこのような接点があったこと
り出した。息子の代にホテル・ザッ に今さらのように気付いた。その記
ハを創業し広く知られるようになっ 念として、やや古くて恐縮だが同
たが、三〇年代にホテルが経営難 寺院のスケッチを掲載させて頂く。
に陥り、王室御用達菓子司として
二百年以上の歴史を持つデメルに援 ■杉本 純
助を頼んだ。その見返りとしてデメ
京都大学教授／元原子力
機構ウィーン事務所長■
ルでもザッハトルテを作る事を許可
した。現在はどち
らも正統ザッハト
ルテとして認めら
れている。王室御
用達として百五〇
年 以 上の歴 史 が
あるゲルストナー
では、シシィの愛
したすみれの花の
砂 糖 漬 け が有 名
である。これ以外

事故当初は、原子力機構が原子力
安全委員会に協力して行った暫定
的推定が唯一だったが、その後、環
境シミュレーションと環境データか
らの放出量推定とそれに基づく環
境拡散シミュレーションが国内外か
ら発表された。これを踏まえ、関係
者が独自に研究を行ってきた成果を
共有し、放射性物質の環境への放
出と拡散過程を明らかにすること
がワークショップの目的である。ワー
クショップには、百〇五名の参加が
あり、原子力機構、海洋研究開発
機構、
気象研究所、
国立環境研究所、
電力中央研究所、名古屋大学、京
都大学から十一件の報告があり、最

ワークショップの様子 Ⓒ JAEA
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シュテッフル・キルターク Steffl Kirtag

シェーンブルン

「シュテッフル」の愛称でウィーン市民から親しまれているシュ ６月１〜３日 10:00-22:00
テファン大聖堂
（ローマカトリック）
は６月３日まで教会祭
「キルター 飲食屋台＆工芸品スタンド
ク」を開催。教会内で祝典ミサ、コンサート、ガイドツアーがあり、 ６ 月 ２ 日 10:00-11:00 吹
教会周囲には屋台がたつ。教会建立を祝うキルタークはシュテファ 奏コンサート／ 12:00 祝典
ン大聖堂では戦後聖堂再建 50 年を迎えた 10 年前から始まった。 ミサ；シューベルト「ドイツ
ミサ」／ 13:30 ガイドツアー
（無料整理券はインフォスタ
ンドで）／ 13:00-14:30 ＆
16:00-17:00 吹奏コンサー
ト／ 18:00 ミサ；ブリテン
「ミサ・ブレヴィス」
６月３日 10:15 ミサ；シュ
ーベルト「ミサ曲第４番」
６月１〜３日 21:55 ビアリ
ンガリン Bieringerin ＝ビー
ル鐘（ビール酒場の閉店を
告げる1772 年製の鐘）の音

マラソン

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

動物園内

白熊と肺病の子のために

ユネスコ世界遺産に登録され
ているシェーンブルン動物園で
６月 21日に初の園内マラソンが
開催される。19:00 スタート
（象
の前 19:40、虎の前 20:00 を
予定）
、２周して約６km を走る。
参加費 35 ユーロから飲食券な
ど実費を引いた残りがホッキョ
クグマの新舎建設と肺高血圧
の子供支援のために使われる。

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

