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ベルヴェデーレ下宮とオランジェリ―で開催中の「ウィーンにおけるヨーロッパ

20. Februar bis 21. Juni 2015

ウィーン会議 1812/15」展より

産業博物館に展示されていた蒸気機
関車の実物の多くは、一九九九年にこ
ちらに移されたが、オーストリア鉄
道創世記に活躍した蒸気機関車、宮
廷車両の客車などは、今でも産業博
物館のほうで見ることができる。こ
ちらは鉄道模型も豊富で楽しめる。
一方、京都駅近くにある梅小路蒸
気機関車館には、資料展示館内に
蒸気機関車に関するさまざまな資
料が展示されている。続く半円形の
扇型車庫の中には、明治から昭和に
かけて旅客用、貨物用など目的に合
わせて設計・製造された蒸気機関
車が十九両保管されている。このう
ち動態保存車両は七両あり、うちＳ
Ｌやまぐち号とＳＬ北びわこ号の二
両は営業運転している。転車台の先
では、蒸気機関車ＳＬスチーム号が
牽引する客車に乗り、蒸気機関車
の旅の気分を満喫できる。入口のチ
ケット売り場でオリジナルグッズを
購入出来るのもウィーン郊外の鉄道
博物館と同じである。蒸気機関車
館は本年八月末にいったん営業を終
了し、来年春に京都鉄道博物館と
して生まれ変わることになっている。
余談であるが、筆者はウィーン赴
任中、
鉄道博物館の存在は知らなかっ
たものの、シャーフベルク登山鉄道の
蒸気機関車に乗ったことがある。京
都では昨 年蒸
気機関車館を
訪問して子 供
に混じってＳＬ
スチ ー ム 号 を
楽 しん だ。両
市の有名な鉄
道博物館を紹
介できた幸運
に感謝しつつ、ウィーン郊外の鉄道博
物館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 ■

◆ 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

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

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

杉本 純 の
原子力の話Ⅱ

成したときの達
成感はひとしお
とのこと。昨 年
の教訓に基づき、
雪像モデルを事
前に製作して持
ち込んだことが
功を奏し、三等
賞を獲得するこ
とが出来た。ま
た、シンポ ジウ
ムでの研究発表
と討論にも積極
的に参加し、宿
泊した国際寮で
も他大学生との
交流機会を多く
持つことができ
た。ハルビンは皆初めてで、珍しい
料理やボランタリーの案内で市内観
光も楽しむなど、新しい友人を得る
とともに、貴重な体験ができた。学
内報告会では四人とも多くの質問に
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、鉄道博物館について述べて
みたい。ウィーンの鉄道博物館は郊
外のジルバーワルド駅近くにあり、
広大な敷地に転車台を囲むように百
両以上の鉄道車両が展示されている。
大型蒸気機関車やロータリー除雪車
など貴重なものが多い。他にもミニ
鉄道の乗車体験や大型模型による庭
園鉄道レイアウトなど子供も楽しめ
る。また、入口のチケット売り場は
土産物店を兼ねていて、オリジナル
グッズを購入することができる。かつ
てシェーンブルン宮殿近くのウィーン

(01)716 0947

tel.

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

月刊ウィーン定期購読のご案内

毎日催行完全予約制 みゅう ウィーン Miki Travel Vienna

マイバス・センター Tumlare Corporation Austria GmbH

ウ ィ ー ン と京 都
中国のハルビン工程大学
の招待により、ハルビンや
北京で開催された国際会
議において筆者が講演した
縁で昨年一月に同大学で開
催された雪像コンクールと
シンポジウムに本学の学生
が招待された。本年も招待
されたので募集を行い、応
募があった二チームで話し
合った結果、核材料工学研
究室の修士一年の竹野佑君
と大中雅侑君、四回生の西
川将吾君と鈴木美博君の四
名からなるチームをハルビ
ンに派遣することとなった。
コンクールには地元中国か
ら五一、タイ四、ロシア三な
ど十一ヶ国から七十チームの参加が
あった。我が国からは京大と高知工
業大学、北見工業大学の
三チームが参加した。シ
ンポジウムにはハルビン
工程大、京大、台湾精華
大学が参加し、七テーマ
（京大は二テーマ）の発表
と討論が行われた。外国
チームには現地大学のボ
ランタリーが二名付いて
何かと世話をしてくれる。
雪像コンクールでは、
三×三×三・五
メートルの雪ブロックを丸三日間か
けて削って像を作る。マイナス二十
度以下の寒さと大気汚染に悩まさ
れる厳しい状況下、侍の雪像を何と
か作り上げた。予定に組まれていた
パーティーの一つをキャンセルしてま
で雪像作りに取り組んだほどで、完

完全予約制 日本語ご予約

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

日本語定期観光バス

在ウィーン国際機関日本政府代表部の主催で北野
充大使による講演があり、戦後 70 年を迎えた 2015
年の課題について、国際社会でのグローバルな課題と
日本の役割、
ウィーンにおけるマルチ外交の具体例（イ
ラン核問題／福島事故対応／ NPT 運用検討会議／
核軍縮と CTBT ／テロ・麻薬・腐敗／開発）が語られた。

クンストハウス・ヴィーンは
川内倫子（1972 年滋賀県生
まれ）写真展「イルミナンス」
を３月 20 日から７月５日まで開
催。約 15 年かけて撮った写真
やヴィデオを２フロアに展示し
ている。４月 22 日 19 時から
アンドレアス・ビテスニクによ
る講演「日本のフォトブック」
。

北野大使講演：2015 年の展望と
ウィーンにおけるマルチ外交

KunsthausWien
Rinko Kawauchi
川内倫子
Illuminance
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Jun Sugimoto 原子力の話Ⅱ「ウィーンと京都」

◎◎ 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

