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Unteres Belvedere und Orangerie "EUROPA IN WIEN Der Wiener Kongress 1814/15"
ベルヴェデーレ下宮＆オランジェリーでの企画展「ウィーンにおけるヨーロッパ」6 月 21 日まで開催
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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。

Opernring 1/R-701 A-1010 Wien 市内半日／ウィーンの森
月〜金 09:00-17:30 tel. 01-7160947 ウォーキングツアー 他
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◦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：
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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

杉本 純 の
原子力の話Ⅱ

館である。鴨川に生息する国の特
別天 然記 念物・オオサンショウウ
オを始め、イワナ、ゴマフアザラシ、
ケープペンギン、サンゴ礁、熱帯魚
などを含む動物約二百五十種・総
数約一万五千匹を展示している。水
槽総容量は約三千トン。延べ床面
積約一万千平方米を誇る三階建ての
建築物は九つのゾーンに分けて展
示されている。
「水と共につながる、
いのち 」がコンセプトである。屋
外にあるイルカスタジアムの観客
席からは東寺五重塔を遠望できる。
二〇一三年度には二三〇万人の入場
者があった。両水族館は海から離
れた盆地にあり、人 気があること
が共通している。
余談であるが、筆者はウィーン
赴任中、うかつにも海洋館の存在
を知らなかった。京都 水族館には
孫と一緒に二回訪問して最新の施設
を満喫した。両市の水族館を紹介
できた幸運に感謝しつつ、海洋館と
同じくマリアヒルファー通りに近い
文化施設、ミュージアムクォーター
のスケッチ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 ■

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／
シシィツアー／美術史博物館とクンストカンマー／
旧市街と大観覧車から眺めるイルミネーションツアー／
電車と船で行くヴァッハウ渓谷のんびりツアー その他

日本語定期観光バス

45

いて言及した。セッション終了後も
英国の参加者と我が国の関係者と
今後の両国の研究協力について協
議した。熱流動部会全体会議では
筆者が部会長として受賞者を表彰
するという晴れがましい場面もあっ
た上、筆者の研究室の古川君と相
馬君の二名の学生が研究発表する
機会を得、さらには、昨 年の古川
君に続いて相馬君 が各 大 学一名の
二六年度フェロー賞を受賞したこと
が個人的には特記される。
さて、今月のウィーンと京 都の
対比では、両市の水族館について述
べてみたい。ウィーン市内にある海
洋館は、ショッピング街として親し
まれているマリアヒルファー通りか
らほど近いところにあり、第二次大
戦中に高射砲塔だった巨大な建物
を利用している。熱帯の淡水魚や
海魚、地中海の魚類、オーストリ
アの淡水魚、サメなど総数一万匹以
上を床面積約四千平方米の建物内
にある水槽に展示している。水槽
はオーストリア最大で三百トン。ハ
ナザメ、テンジクザメなどが
遊泳している。二〇一三年九月
に新設された百五十トンの水
槽は地上十階にあり、シュモク
ザメが泳いでいる。最 上階の
十一階にあるカフェと展望台か
ら見渡すウィーンの街並みは
素 晴らしい。二〇〇九 年には
三五万人の入場者があった。
一方、京 都駅 近くの梅 小 路
公園内に二〇一二年三月にオー
プンした京都水族館は人工海
水を利用した我が国初の水族

Theseustempel im Volksgarten テセウス神殿 Susan Philipsz

メロディーは英国軍「ザ・ラスト・ポスト」で
葬送ラッパまたは軍葬ラッパとも呼ばれている。
ウィーンのテセウス神殿にまつわる暴力と戦闘の
歴史という《時間》とナポレオン軍に破壊された
城壁の跡地という《空間》を、スーザン・フィリッ
プスさんはこの作品に交わらせている。オースト
リアで最初の個展となる彼女の作品は《音》を媒
体に時間と空間を再認識させるものといえる。
スコットランドのスーザン・フィリップスさん
（1965 年グラスゴー生れ）が今年のテセウス神
殿での展覧会のために制作したサウンド・インス
タレーション「War Damaged Musical Instruments
(Pair)」
。かつてフランツ・フェルディナント公の
騎馬連隊で使われて戦場で壊れたペアのトラン
ペットを 100 年ぶりに鳴らして録音し、天井か
ら吊るした２つのスピーカーで音を流している。

ウ ィ ー ン と京 都
やや旧聞に属するが、三月二〇
～二二日にかけて、日本原子力 学
会春の年会が茨城大学日立キャン
パスにおいて開催された。福島第一
原子力発電所事故関連では、特別
講 演「 宇 宙 線ミュオンを用いた原
子炉の調査」
、
「線量『シーベルト』
の意味合いとそのとらえ方」
、
「福島
第一の廃炉と原子力安全への取り組
み」
、
「市民と専門家のギャップを超
えるために－「フォーラム」の取り
組み－」の四セッションが設けられ
た。この他、九件の総合講演・報告、
三件の合同セッション、十一件の部
会・連絡会、九件の委員会、ポス
ター、その他四件、合計四一のセッ
ションで発表と討論が行われた。そ
れ以外に十四会場において六二七
件の 研 究 発 表 が あった。さ らに、
二一日には日本原子力学会賞の授賞
式も開催された。
「英国の原子力研究開発と日本の
今後の協力」セッションでは、英国
から四件の原子力研究開発の状況
に関する講演と東大の岡本教授か
ら英国との研究協
力の状 況について
講 演 があった。最
後に筆者より、
「日
本におけるシビア
アクシデントに関
する研究」と題す
る講演を行い、我
が国のシビアアク
シデント研究の状
況を述べるととも
に、英国との共同
研究の可能性につ
日英関係者打合せ参加者
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Jun Sugimoto 原子力の話Ⅱ「ウィーンと京都」

