Jun Sugimoto 原子力の話Ⅱ「ウィーンと京都」

3

GEKKAN-WIEN

März 2015

平成元年創刊

42

杉本 純 の
原子力の話Ⅱ

のレイアウトのチェックなどの支援、
世界各国のプラズマ・核融合分野の
大学・研究機関に関するデータベー
スの設計、国際会議の案内状の作成
などに従事することとなった。一月
に開催した同君の帰国報告会では、
オンライン投稿審査システムの不備
のため、世界中から問合せのメール
が殺到して、その善後策に苦労し
た話などもあったが
「 自 分の思う日本人
らしい方法で国際機
関へ少しでも貢献で
きた」
との感想があっ
た。カメンジェ氏の
インターン完了報告
書にも「チームの不
可欠な一員」とあり、
職員に準じる働きを
したこと が 分 かり、
当方も誇らしい気持
になった。天野事務
局長とインターンと
の交流の場では、同
事務局長と直接話す貴重な機会を
得たとのこと。報告会ではウィーン
の人との交流や日々の生活、小旅行
などの楽しい話題も紹介され、質問
にも終始笑顔で答えていた。
さて、今月のウィーンと京都の対
比では、カードゲーム製造メーカー
について述べたい。ウィーンには、
世界的に有名なトランプ製造メー
カー、ピアトニック社がある。同社
は一八二四年の創業なので、二百年
近くもの歴史と伝統がある。色彩
印刷がキレイで種類も豊富であり、
日本風の絵柄もあって人気がある。

ウ ィ ー ン と京 都

昨年九月十四日から十二月十四
日にかけて、文部科学省の事業の一
環として、我が国の原子力関係大
学院・学部を有する十六大学より
構成される大学連合ネットワーク
に所属する学 生が、ウィーンに本
部のあるＩＡＥＡ（国際原子力機
関）にインターンシップとして派遣
された。この派 遣は、優れた国 際
感覚、高いコミュニ
ケーション能 力 や
情報発信能力を有
する グローバルな
原子力人材の育成
を目 的としたもの
である。十六大 学
から選抜されたの
は、京都大学の本
間雅之君、東京工
業大学の坂井悠介
君、名古屋大学の
弘津嵩大君の三名
の 修 士一年 生で あ
る。本 間 君はＩＡ
ＥＡの原子力科学応用局物理課に
配属されカメンジェ氏の指導を受け
た。坂井君と弘津君はともに原子
力局原子力発電技術開発課に配属
されスブキ氏の指導を受けた。三
名とも国際機関という多文化環境
下で貴重な経験を積み、公私にわ
たり充実した三ヶ月間を過ごした。
京大の核融合プラズマ物理工学
研究室に所属する本間君は、イン
ターンシップ期間中の十月中旬に、
ＩＡＥＡ主催の核融合エネルギー会
議がサンクトペテルブルクで開催さ
れたため、五五〇件に及ぶ投稿論文
天野事務局長
との交流会
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年間二千五百万個のトランプの他、
百万個のゲーム盤、百万個のジグ
ソーパズルも販売している。同社の
子 会 社 が独、ハンガリー、チェコ、
米にあるが、我が国を含む他の国々
にもネットワークを介して販売して
いる。
「ゲームが私たちに喜びとリ
ラックスをもたらしてくれますよう
に」というのが同社の哲学という。
一方、京都駅近くには、ゲーム機
製造等で有名な任天堂旧本社があ
る。創業は一八八九年、花札の製造
を開始した。旧本社は風情がある
建物で玄関脇に「トランプ・かるた
製造元」の表示がある。一九〇二年
に日本で初めて任天堂がトランプ
を製造し、一九七七年に家庭用テレ
ビゲーム機、
一九八五年にはスーパー
マリオブラザーズを発売するなど、
世界的なヒット商品を作り続けてい
る。同社は米、独、加、仏、蘭、ス
ペイン、オーストラリア、韓国に海
外拠点を持つ。経営方針は「世界
のユーザーへ、かつて経験したこと
のない楽しさ、面白さを持った娯楽
を提供する」とあり、ピアトニック
社の哲学と似ているのが興味深い。
余談であるが、筆者はウィーン
赴任中、ピアトニック社の存在は知
らなかったのだが、カフェでトラン
プをしているのを見たことがある。
今にして思えば同社のトランプと断
言できる。京都での学生時代に友
人と遊んだ花
札は確かに任
天堂製だった。
両市が世界に
誇るカードに
接することが
できた幸運に
感謝しつつ、ピアトニック社のトラ
ンプの写真を掲載させていただく。

■ 杉本純 京都大学教授
元原子力機構ウィーン事務所長 ■

３月 24 日 市内 16 館で無料上映 „Macondo“

15.00 Stadtkino/Künstlerhaus1 区 Akademiestr. 3
15.00 Filmhaus Kino 7 区 Spittelberggasse 3
16:30 Burgkino 1区 Opernring 19
17.00 Admiralkino 7 区 Burggasse 119
17.30 Top Kino 6 区 Rahlgasse 1
18.00 Urania Kino 1 区 Uraniastraße 1
18.30 Breitenseer Lichtspiele14 区 BreitenseerStr. 21
18.30 Votivkino 9 区 Währinger Straße 12
„Eine STADT. Ein FILM.“
19.00 Schikaneder Kino 4 区 Margaretenstr.24
19:00 Haydn Kino ６区 Mariahilfer Straße 57 Sudabeh Mortezai 監督
「マコンド」
19.30 Bellaria Kino 7 区 Museumstraße 3
がウィーン市内の映画館 16 か所で
19.30 Metro Kinokulturhaus 1区 Johannesg. 4
3 月 24 日（火）に無料上映される。
20:00 Cinecente + 対話 1区 Fleischmarkt 6
チェチェン出身の 11 歳 Ramasan が
21:00 Actor’s Studio 1区 Tuchlauben 13
ウィーン11 区 Simmering で母と妹
21:00 Filmcasino 5 区 Margaretenstraße 78
を支え難民生活を送る日常を描く。
23:00 Gartenbaukino 1区 Parkring 12

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 Tumlare Corporation Austria GmbH

Opernring 1/R-701 A-1010 Wien 市内半日 : 月水金日
月〜金 09:00-17:30 tel. 01-7160947 ウィーンの森 : 火木土

３月４日 HGM 演奏会
軍事史博物館
Heeresgeschichtliches Museum
３月４日（水）19:00 無料コンサート
事前予約 einladungen@hgm.at
tel. (01)79561-10 60 101
米陸軍欧州バンド＆コーラス USAREUR
lt.Col. Bruce R. Pulver 指揮

USAREUR は米本土外で最大の軍楽隊。兵
士 100 名以上の編成で、９つの様々なア
ンサンブルから構成されている。創設は
1940 年。ゼムバッハ
（ドイツ）
に本拠を置き、
ヨーロッパ全体と近東で演奏活動を行う。
レパートリーはディキシーランド、ジャズ、
ロック、伝統的な吹奏音楽。

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／
鉄道と船で行くヴァッハウ渓谷／鉄道で行く日帰り
ザルツブルクとザルツカンマーグート／ブダペスト

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
◎◎ 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

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

河野純一 著
須永恒雄訳／ゲルハルト・ロート 著
「ハプスブルク三都物語」中公新書
「ウィーンの内部への旅」彩流社

