
 

 

 

 

 

 

 

人と防災未来センターの視察 

 

 

 

 

 

 

 

レセプションでの井戸知事との歓談 

 

 

 

 

 

 

 

スーパーコンピュータ「京」の視察 

 

地域の魅力発信セミナー（第４回駐日外交団の地方視察ツアー） 

 

平成 23 年 12 月 12 日 

地方連携推進室 

 

平成２３年１２月７日、８日、外務省と兵庫県との共催で、標記視察ツアーを実施しまし

た。 

 

駐日各国外交団が兵庫県の理解を深めるた

め，先般１０月２６日～２７日の福島県に引き続

き（詳細は、グローカル通信第 12 号（平成 23 年 12

月号）参照）、兵庫県での視察を実施しました。 

１３か国１９名の駐日外交団に参加いただき、

神戸の産業、医療、防災関係の施設を訪問し、

企業等との交流を行いました。日程概要は以下

のとおりです。 

 

【プログラム】 

１２月７日（水） 

○カワサキワールドの視察 

○人と防災未来センターの視察 

○兵庫県知事主催歓迎レセプション 

 

１２月８日（木） 

○スーパーコンピュータ「京」の視察 

○医療産業都市等の視察 

○田崎真珠ギャラリーの視察 

 

 

駐日外交団は，各視察先の関係者に対し盛

んに質問をするなど、関心の高さがうかがわれ、

特にスーパーコンピュータ「京」視察においては、

「日本の技術力はすばらしい。」といった声が聞

かれました。 
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DIPLOMAT STUDY TOUR TO HYOGO PREFECTURE 
ON DECEMBER 7 AND 8, 2011 
 
 
Recently a group of diplomats accredited to Japan visited Hyogo prefecture, more 
precisely, the city of Kobe and closer locations. 
December was generous enough to us to let enjoy the colorful momiji and gingko 
trees in their full splendor. 
Our program started visiting “Kawasaki Good Times World” and the “Kobe Maritime 
Museum”. Both are located in the same building, facing the Bay of Kobe. 
I was surprised to learn the many kinds of vehicles Kawasaki produces: not only the 
world famous motorcycles and the motorboats, but much more: shinkansen, trains, 
helicopters, ships… The venue showcases proudly the miniatures of all the ships they 
had built through more than 100 years… Also we learnt a special drilling engine 
produced by them was the one used to dig down the Channel Tunnel connecting 
United Kingdom and France. 
After having a “test drive” in the super models of colorful motorcycles, we visited the 
institution dedicated to the Great Hanshin-Awaji Earthquake named “Disaster 
Reduction and Human Renovation Institute”. This venue holds a museum that shows 
in big screens all the tremendous damages that occurred in Kobe and in Awajishima 
sixteen years ago. We could see on movies (special soundtrack and documentary 
images) the intense fires that lasted 3 days, the shaking and tumbling down of the 
buildings, the people left alive crying for their departed loved ones (almost 6.000 
persons), the packed refugee centers, and then the temporary housing. I cannot 
describe the bitter feeling we all experienced, living again the same sadness and 
despair we had experienced recently with the tragic Great East Japan Earthquake and 
Tsunami. I was also surprised to see the same model of temporary houses than the 
ones that were built recently. 
 
 

兵庫県への駐日外交団視察ツアーに参加された、駐日ウルグアイ東方共和国大使館 
特命全権大使 アナ・マリア・エステベス閣下のご感想 





【仮訳】兵庫県への駐日外交団視察ツアー（2011 年 12 月 7 日～8 日） 

 

先日、日本に駐在する外交官のグループは、兵庫県､正確に言えば、神戸市とその近郊を

訪問しました。  

12 月の見事に色づいた紅葉と銀杏は、私たちを十分に楽しませてくれました。 

まず、私たちは、「カワサキワールド」と「神戸海洋博物館」に訪問しました。両方とも、

神戸港に面した同じ建物内にあります。 

私は、川崎重工業が世界的に有名なオートバイやモーターボートだけではなく、新幹線、

電車、ヘリコプター、船など多種多様な乗物を生産していることを知って驚きました。会

場には、川崎重工業が 100 年以上に亘って生産してきたすべての船の模型が展示されてい

ました。また、私たちは、川崎重工業で生産された特殊なトンネル掘削機がイギリスとフ

ランスを結ぶ英仏海峡トンネルを掘るために使用されたものであることも学びました。 

カラフルなオートバイのスーパーモデルで「テストドライブ」をした後、私たちは、「人

と防災未来センター」と呼ばれる阪神・淡路大震災を記念して建てられた施設を訪問しま

した。この施設には、16 年前に神戸と淡路島で発生した甚大な被害を大画面に映し出すミ

ュージアムがあります。私たちは、映画（効果音とドキュメンタリー映像）で、3 日間続い

た激しい火災、建物の揺れや倒壊、愛する人を失って泣き叫ぶ人 （々犠牲者は約 6,000 人）、

人でいっぱいの避難所、そして仮設住宅を見ることができます。私は、ここで体験したつ

らい気持ちのすべてを述べることはできません。そして、私たちは、あの悲惨な東日本大

震災と津波によって同じ悲しみと絶望を再び経験しています。私は、阪神・淡路大震災の

時に建てられたものと同じ仮設住宅が東日本大震災の際に建てられたことを知って驚きま

した。 

これについて説明すると長くなりますので（省略しますが）、その後、私たちは、有馬温

泉にある旅館へ向かいました。そこで私たちは、兵庫県知事、県議会議長、神戸市と企業

関係者等の県の最高責任者の皆様方とお会いしました。私たちは、神戸牛などの美味にあ

ふれた素晴らしい夕食をいただきました。  

翌日、私たちは、高い先端技術を有する「ポートアイランド」を訪問しました。私たち

は、理研の「次世代スーパーコンピュータ『京』」を視察しました。それは、その名の通り、

シミュレーション科学の技術の発展とさまざまな理論を実験するためのスーパーコンピュ

ータです。私たちは、「毎秒ペタフロップス」という言葉を聞きましたが、それは、2012

年に完成するときには、ナノテクノロジー、生命科学、環境などで世界でも最先端の分野



を司る機関になる、ということを意味しています。私たちは、同様に神戸が医療産業開発

のプロジェクトを進めていることを学びました。これは、同じくポートアイランドにある

のですが、すでに分子イメージング科学や発生・再生科学などバイオメディカルの研究と

発明を生み出しています。私たちは、癌治療の最新技術を取り入れている病院も訪問しま

した。 

最後の訪問先は、田崎真珠ギャラリーでした。私たちは、神戸が真珠の町であることを

知りました。店員は私たちに真珠が生産されるまでの工程や形の異なる真珠をどのように

人工的に生産するかの説明を用意してくれていましたが、ここでの訪問時間が短いことを

知るやいなや、私たちは、恐縮しながら説明時間を短くしていただくようお願いして、ネ

ックレスや指輪などを実際に見せてもらいました。そしてエレガントな宝石を手に取り、

美しい「お土産」を買うことができました。 

神戸とその近郊で多くの発見があり、皆一様にいつかまた訪問したいと願いつつ帰路に

就きました。 

 

最後に、最高の思い出に残る美しい県への視察ツアーを企画していただいた外務省と兵

庫県に心から感謝の気持ちをお伝えしたいと思います。 

 

                                 東京、2011 年 12 月 19 日  

アナ・マリア・エステベス 

駐日ウルグアイ東方共和国大使 
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