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今後の行事予定 詳細・参加希望については、当会ホームページまたはTEL052-223-6616までお問い合わせください。

■ 情勢講演会【本部開催】 主催：中部原子力懇談会　本部 参加費無料

偉人たちの横顔エピソードでつづる

ロシアより愛をこめて、未知の元素を予言
ドミトリ・メンデレーエフ 1834年 ー 1907年

すべての物質のもとは元素 
　古代ギリシャ人は「物質は、火・水・空気・土
の４元素から成る」と唱え、古代中国では
「木・火・土・金・水」が物質の素と考えられて
いました。ルネサンスや産業革命を経て、
18世紀のヨーロッパの科学者たちは「元
素は、それ以上単純な物質に分解できな
いもの」と定義し、33種類の元素を示し、
19世紀になると次々に新しい元素が発見
され、総数は63に達しました。

人間くさい大先生
　ボサボサの髪と髭、鋭く青い眼という彼の風貌には威圧感がありま
すが、独創的な講義が評判で、大学の教室はいつも満員でした。ま
た、自身が苦学生だったことから学生の奨学金増額を文部大臣に要
求し、拒否されるや大学を辞職します。私生活では、結婚前のドイツ
留学中に女優に熱を上げて子までもうけ、帰国後も長く送金し、大学
の給与を渡すことを約束して最初の妻と離婚した直後（43歳）に26
歳年下の画学生と結婚しています。一方で、メンデレーエフの趣味
は旅行カバンを作ったり、自分の衣服を縫うというもので、なんとも人
間くさいエピソードの持ち主でした。

メンデレーエフの周期表
　その頃、ロシアのサンクトペテルブル
ク大学の教授だったメンデレーエフは、
「元素をどのように並べたら化学を理解
しやすくなるか」を考えていました。その
ために、元素の名前と特徴を書いた
カードを作り、性質に則った系統的な並
べ方を探っていました。そして、1869年2月、朝食中に「元素の重さ（原
子量）の順に並べる」というアイデアが浮かび、試してみると面白いこと
に気付きました。元素の性質は重さによって周期的に変わり、同列に
並んだ元素はよく似た性質だったのです。しかも、その周期表に従え
ば、あるべきはずの場所に埋めるべき元素がありません。
　彼は「ここに未発見の元素がある」と考え、ホウ素、アルミニウム、ケイ素
の後に来るはずの元素を、それぞれ「エカホウ素」「エカアルミニウム」
「エカケイ素」と命名し（エカ：サンスクリット語で「第一」の意味）、元素を
構成する原子の重さや比重などを予想して発表しました。

　しかし学界は、未知の元素を予言する試み
は科学的でないと冷ややかでした。その後、
1875年にフランスで「ガリウム」が発見さ
れると、メンデレーエフは「これは予言し
たエカアルミニウムに違いない」と考え、
ガリウムが詳しく研究される前に、その
化学的性質を発表したのです。科学
者たちが研究を進めると、彼が示した
通りの性質が確認されました。
　さらに1879年に「エカホウ素」とした
未知の元素が「スカンジウム」として発
見され、1886年には「エカケイ素」に相
当する「ゲルマニウム」が発見され、メン
デレーエフの評価は決定的となり、以後、
周期表は改訂を重ねながら「化学のバイ
ブル」となりました。
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開催日 場 所 演 題

名古屋商工会議所
2階ホール

講 師

【名古屋大学大学院  教授】
山本 章夫 氏平成30年11月2日（金）

15：00～17：00（14：30開場）

やまもと　あき　お

※9月中旬受付開始

※9月中旬受付開始

福島第一原子力発電所の廃炉について

開催日 場 所 演 題

掛川グランドホテル
シャングリラスイート

講 師

【東京大学  名誉教授】
早野 龍五 氏平成30年11月23日（祝･金）

14：00～16：00（13：30開場）

はや の　りゅうご
測って伝える
～物理学者 早野龍五から見る福島の7年～

開催日 場 所 演 題

名古屋商工会議所
2階ホール

講 師

【慶應義塾大学大学院  特任教授】
遠藤 典子 氏平成31年1月28日（月）

15：00～17：00（14：30開場）

えんどう　のり　こ

※11月中旬受付開始

※11月下旬受付開始

第4次産業革命とエネルギー（仮題）

開催日 場 所 演 題

静岡労政会館大ホール

講 師

【東京大学  名誉教授】
早野 龍五 氏平成31年2月23日（土）

14：00～16：00（13：30開場）

はや の　りゅうご
測って伝える
～物理学者 早野龍五から見る福島の7年～（仮題）

なるほど！
第5次エネルギー
基本計画

特集

エネルギーサイト

訪 問 記 第15回

ギネスが認定！
世界一のコンバインド発電効率

西名古屋火力発電所　
中部電力（株）

社会で役立つ放射線11
素粒子ミューオンの透過力で
巨大構造物の秘密を解き明かす

これは
な～に？
詳しくは4ペ

ージを

ご覧くださ
い
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【参考資料】 新しくなった「エネルギー基本計画」、2050年に向けたエネルギー政策とは？（経済産業省 資源エネルギー庁）、新聞各紙の記事など

今年7月、わが国のエネルギー政策の基本方針となる　　「第5次エネルギー基本計画」が閣議決定され、2030年のエネルギーミックスの
確実な達成と、温暖化対策の国際合意であるパリ協定　 の発効も視野に2050年に向けた方針も示されました。その主なポイントをご紹介します。

「脱炭素化」などをキーワードに、
2030年のエネルギーミックスを確実に

　エネルギー基本計画は、長期エネルギー需給見通しに基
づき、国の事情や国際情勢を念頭に「3E（エネルギーの安
定供給、経済効率性の向上、環境への適合）＋S（安全
性）」を満たすよう作られ、3年ごとに見直されます。
　7月に発表された「第5次エネルギー基本計画」では、第4
次に比べて2030年の電源構成に変更はありませんが、以下
の新たな目標が追加されました。
　❶技術・ガバナンス改革による安全の革新を図る　❷資
源自給率に加え「技術自給率」と「エネルギーの多様性」を
確保する　❸「脱炭素化」への挑戦　❹コスト抑制に加え、日
本の産業競争力を強化する
　政府は、これらに注力しながら2030年のエネルギーミック
スの確実な実現を目指すとしています。

ご注目

原子力発電は、2030～2050年も
重要なベースロード電源と位置づけ

　原子力発電は、エネルギーの安定供給・安全保障、エネルギー自
給率の向上、脱炭素化を図るうえで重要なベースロード電源とし
て、2030年の電源構成20～22％を目指します。そして、依存度をで
きる限り低減する方針のもと、安全最優先の再稼働や使用済み燃
料の対策などを着実に推進。また、2050年に向けた「エネルギー転
換」と「脱炭素化」に貢献するには、まず社会的な信頼を回復する
ことが重要です。同時に、人材・技術・産業基盤を強化し、安全性・
経済性・機動性に優れた原子炉の追求、高レベル放射性廃棄物の
処分などのバックエンド問題の解決に向けた技術開発を進めます。
　中でも、使用済み燃料の再処理で生じるプルトニウムの増加が、
国際社会から懸念されていることから、初めて「保有量の削減に取
り組む」と明記されました。2017年度版の原子力白書では「ウラン
と混ぜたMOX燃料を燃やすプルサーマル発電がプルトニウム保
有量を減らす唯一の現実的な手段」とされています。

ご注目

火力発電は、2030年に56％へ
高効率化でCO2排出量を削減

　化石燃料（天然ガス・石炭・石油）を燃やす火力発電
は、日本のエネルギーを支える大黒柱ですが、電源構成
比の80％超を占め、CO2排出量や海外に支払う燃料費
の増加要因となっています。そこで、第5次エネルギー基
本計画では、第4次計画を継続し、2030年までに56％程
度に依存度を引き下げる方針です。
　同時に火力発電の高効率化を進め、2050年に向け
て、よりクリーンな天然ガス利用にシフトし、非効率石炭
火力はフェードアウト（徐々に無くす）していきます。ただ、
石炭を選ばざるを得ない国に対し、日本の高効率な石炭
火力発電技術が環境負荷の低減に貢献できることから
積極的に輸出（導入支援）していく方針です。

さらなる省エネ推進と技術開発を

　2030年のエネルギーミックスを実現するには、国や電
力業界だけでなく、広く産業・業務（オフィスなど）・運輸・家
庭のさらなる省エネが必要です。その目安は「エネルギー
消費効率（最終エネルギー消費量／実質GDP）の35％
改善（2013年度比）」で、そのために2018年6月に「省エ

ネ法」を改正し、新たな規制や支援措置を定めました。同
時に2050年に向けて各分野の技術革新を促進して省
エネを進め、脱炭素化についても水素や蓄電池などの
技術開発を加速し、「分散型エネルギーシステム」の構
築によって地域開発を進める方針です。

ご注目

再生可能エネルギーを「主力電源」の一つに、2050年には「経済的な自立」を

　太陽光・風力・地熱・バイオマスなどの再生可能エネルギーは、脱炭素化に有望な電源として初めて「主力電源」と
位置づけられ、2030年の構成比を22～24％に高め、2050年までに経済的な自立を目指します。

　これを実現するには、再エネの低コスト化、電力系統に流
す時の「系統制約」の緩和、不安定な出力をカバーする「調
整力」が必要です。電気は需給バランスが崩れると周波数が
乱れ、発電所の発電機や工場の機器に影響を与え、最悪の
場合は大規模停電につながります。そのため電力会社は24
時間、発送電量を細かく制御し、再エネ由来の電力が不足
する時は火力発電で調整しています。
　また、基幹送電線は、落雷による切断などの緊急時でも安
定して電気を送れるように、需要のピーク時でも送電線容量

の50％を予備として空けて運用
しています。しかし、再エネの電
源構成比を高めるには、電力系
統への受入拡大が不可欠であ
ることから、国は送電線の空き容
量の弾力的な運用、地域間の
連携線の増強による融通性の
向上などを検討しています。

ご注目

特集

温暖化抑制 国連パリ協定脱炭素化

火力

再エネ

88％
火力
56％

11％ 原子力
1％

原子力
20％～22％

再エネ
22％～24％

LNG
石炭
石油（ ）

緊急用に確保

太陽光

原子力

風　力
火　力

空き
容量

緊急用に確保

太陽光

原子力

風　力
火　力

空き
容量

◆【検討例】送電線の空き容量の弾力的な運用で再エネのさらなる普及（イメージ）

現在
４７トン

高レベル
放射性廃棄物の
最終処分

現在9基

なるほど！　　 エネルギー基本計画第5次

エネルギー政策の
必要条件 3E＋S

主力電源ロード

温室効果ガス

（2013年比）
-26％

熱

太

火
火

風

原

燃焼効率再エネ・原発とのすみ分け火力発電所のリプレース

目指せ！ 火力依存度32％減

88％

2013年
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（愛知県飛島村）

中部電力（株）

（愛知県飛島村）

力（株）西名古屋火力発電所　中部地方を中心に、エネルギーの
安定供給や次世代に向けた先端研究に
関わる施設をシープレス編集部が訪問し、
その取り組みをご紹介します。

ギネスが認定！世界一のコンバインド発電効率

中部地方を中心に、エネルギーの

エネルギーサイト

訪 問 記
第15回

コンバインドサイクルで発電効率63.08％を達成
　2018年3月27日、西名古屋火力発電所の7‒１号機が、発
電効率63.08％（低位発熱量基準※1）を達成した「世界最高
効率のコンバインドサイクル発電設備」としてギネス世界記
録®※2の認定を受けました。コンバインドサイクル発電（複合
発電方式）は、まず液化天然ガス（ＬＮＧ）を燃やしてつくる燃
焼ガスでガスタービンを回して発電し、ガスタービンから出る
高温の排熱を回収して水を蒸気に変え、蒸気タービンを回し
て発電する効率的なシステムです。（次ページ参照）
　西名古屋火力発電所7‒１号機は、3台のガスタービンと1
台の蒸気タービンを組み合わせた多軸式で、東芝が中部電
力から受注して発電システム全体の最適化を図り、2017年9
月に営業運転を開始。それまでフランスの電力会社が持って
いたギネス記録（62.22％）を上回りました。

コンバインドサイクル発電の構成設備
　西名古屋火力発電所のコンバインドサイクル発電は、３台
のガスタービンと排熱回収ボイラ、１台の蒸気タービンをワン
ブロックにしたシステムを２ブロックで運用しています。
　❶最初に圧縮空気とLNGの燃焼ガスにてガスタービンを
回し、直結した発電機で発電し、❷次にガスタービンの排気ガス
の熱を排熱回収ボイラで回収し、水を沸騰させて蒸気をつくり、
❸これを蒸気タービンに送って直結した発電機で発電します。
　排熱を回収し、ガスタービンと蒸気タービンで発電すること
で、高効率を実現しています。

　燃料の天然ガスは、知多地区のLNG基地から名古屋港の対岸にある知多
第二火力発電所で分岐し、海底シールド
トンネル（海底下30m、総延長約5㎞）内
の燃料ガス導管を通って供給されます。
　このトンネル内は、燃料ガス導管を敷設
後にエアモルタルで埋め戻され、メンテ
ナンスフリーとなっています。また、天然ガ
スの供給基地は三重県にもある他、関西
地域とパイプラインでも結ばれています。

LNG消費量50万ｔ、CO2排出量140万ｔを削減
　ギネス認定に至る道のりは、どのようなものだったのか。名
古屋港のほぼ中央に位置する発電所を訪問し、所長の長尾
さんと課長の岡さんにお話しを伺いました。
　「当発電所は1970年に石油火力として営業運転を開始し、
75年までに6号機まで建設され、合計219万ｋWの発電所と
して高度経済成長を支えました。その後、石炭火力やLNG火
力の新設に伴い、2000年代初頭から夏季ピーク需要に対応
しながら運転を縮小し、15年に石油火力の発電設備を撤去
完了しました。この間、2010年から進めたのがLNG火力への
リフレッシュ計画でした」と岡さん。
　「計画のコンセプトは、設備更新による高効率化で価格競
争力を向上させ、燃料転換（石油→LNG）によって温室効果
ガスの排出を大幅に削減して地球温暖化防止に寄与すること

です。これを高いレベルで実現するため、世界最高水準の高効
率コンバインドサイクル発電を導入したわけです」と長尾さん。
　こうして14年に工事が始まり、17年9月に7‒１号機が、18年

3月には7‒2号機が営
業運転を開始（出力：
各118万8,200kW）。
燃料転換と世界最高
水準の発電効率によ
り燃料消費量を約50
万t/年、CO2排出量を
約140万t/年削減でき
る最新鋭の発電所に
生まれ変わったのです。

【取材協力】中部電力株式会社　西名古屋火力発電所

ナビゲー
ターの

中原懇（チュ
ーゲンコン）

の

忠犬ゴンが
、

しっかりケン
学して

ご報告します
。

西名古屋火力発電所の全景

中部電力（株）発電カンパニー 西名古屋火力発電所
所長 長尾 和彦さん（左）と
業務課専任課長 岡 弘史さん（右）

※1：燃料を燃焼させた時に発生する水蒸気の蒸発熱を発熱量に含まない計算方法。
　　なお、蒸発熱を発熱量に含む方法は「高位発熱量基準」という。
※２：ギネス世界記録®はギネスワールドレコーズリミテッドの登録商標。

2011年当時の写真 2018年2月の写真

ゴンです

LNG消費量

◆西名古屋火力発電所7号系列
　運転開始による効果

安価な電力供給

年間
約50万t削減

CO2消費量

地球温暖化防止

年間
約140万t削減

石油火力の時代に比べて敷地面積が大幅に縮小され、港に面した一部は名古屋
港管理組合と土地を交換するなどして国際貨物輸送のコンテナヤードに。煙突の
高さも約200mから約80mとコンパクトサイズになりました。

多くの計器が並んでいた中央制御室（左）もシステムの自動化でスッキ
リ（右）。制御・監視が数台のパソコンやモニターでまかなえ、少人数で
運転します。

発電効率だけじゃない、面積も制御も大きく変わりました 天然ガスは知多半島から名古屋港の海底トンネルを通って

へえ～！

石油火力か
ら

LNG火力へ
生まれ

変わったん
だ！

工事中の海底シールドトンネル内の燃料ガス導管。
現在は埋め戻され、人は通れない。
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海底シールドトンネル（知多第二火力発電所より）
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海 海燃料ガス導管5

❶ガスタービン
天然ガスと圧縮した空気を混ぜて燃やして
1,600℃の燃焼ガスでタービンを回転させ、
直結した発電機で電気をつくる。

❸蒸気タービン
排熱回収ボイラから送り込まれた高温・高圧
の蒸気でタービンを回転させ、直結した発電
機で電気をつくる。

❷排熱回収ボイラ
ガスタービンで発生する排気ガスの熱で水か
ら蒸気をつくり、❸の蒸気タービンへ送る。

❹発電機
各タービンと直結して電気をつくり、変圧器で
電圧を上げて各地へ送電。

表紙の
写真は
コレ！
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　2016年10月、最新の科学技術でピラミッドの内部構造
を調査する国際共同研究「スキャンピラミッド」（日本・エジ
プト・フランス・カナダ）が発表したニュースに世界は驚きまし
た。「宇宙から飛来するミューオン（ミュー粒子）を用いた透
視（測定・解析）によってクフ王ピラミッドの中心部に未知の
巨大空間を発見した」のです。【図１】
　この世紀の発見に、多くの人々が古代エジプトへのロマン
を掻き立てられたのはもちろん、中心的な役割を担ったのが
考古学者ではなく、名古屋大学で素粒子などの宇宙物理学
を探求する若き研究者たちであることも話題になりました。
　編集部は、名古屋大学理学部のF研究室（Fundamental
Particle　Physics　Laboratory）を訪問し、チームリーダーを
務める名古屋大学高等研究院の森島邦博さん、ミューオン
の飛跡を超高速で読み取る装置を開発した名古屋大学大
学院 理学研究科の中野敏行さんにお話を伺いました。

素粒子ミューオンの透過力で巨  大構造物の秘密を解き明かす
ピラミッド中心部に未知の巨大空間を発見

　お話を伺って驚いたのは、測定・解析の重要なツールであ
る原子核乾板も飛跡読取装置も学内で開発・製造している
ことです。原子核乾板は、以前は素粒子の実験用として大手
フィルムメーカーから量産品を調達していましたが、フィル
ム市場の変遷に伴い製造を縮小。そこで名古屋大学はメー
カーの元技術者を招聘して研究室に製造装置を設備し、自

給体制を整えるとともに
乾板の改良に努め、感度の
向上や耐温度性などを高
めるなど独自のノウハウを
蓄積しています。
　一方、飛跡を読み取る装
置は、1970年代に同大

学の丹羽公雄氏（現名誉教授）が、素粒子の観測支援用とし
て世界初の「原子核乾板自動飛跡読取装置」を開発。以後、
高エネルギー粒子の飛跡を自動的に認識するコンピュータの
論理回路を考案し、装置メーカーと共同で高精度化・高速化
を図ってきました。そして、講師の中野さんは、2012年に独
自に考案した装置構造と画像処理の改良によって、読み取
り速度を開発当初の約１万倍（世界最高速）に高めたのです。
　特任助教の森島さんは「原子核乾板と自動飛跡読取装
置が研究室内で協調しながら進歩していることがチーム
の強みです。いまピラミッドの調査と並行して山口県の鍾
乳洞「秋芳洞」の透視
を行っていますが、将
来は富士山をミュー
オンでスキャンして内
部構造を明らかにした
いです」と語ってくだ
さいました。

原子核乾板も飛跡読取装置も学内で開発・製造

　名古屋大学のF研は、放射線の一種である宇宙線に含ま
れる素粒子ミューオンの強い透過力を利用し、X線では透
過できない大きな構造の内部を透視する技術「ミューオン
ラジオグラフィ」の分野で世界をリードしています。ミューオ
ンは、地球に飛来する宇宙線が大気にぶつかって生まれ、厚

さ1000ｍの岩盤も通過するほどの透過力があります。そ
して、物質を通過する際、物質の密度や透過距離に応じて一
部が吸収されるため、飛跡を詳細に記録・分析することでX
線撮影のような内部の透視画像が得られるのです。【図２】
　手順は、まず極薄シート状の放射線検出器「原子核乾板」

（写真フィルム）を対
象物の内部や近くに
数十枚並べて一定
期間放置し、ミュー
オンの飛跡を記録。
次に乾板を現像して
３次元的に並んだ点
の列として定着させ
【図４】、顕微鏡をコン

ピュータ制御した「自動飛跡読取装置（HTS）」でミューオン
の方向・角度を読み取り画像化します。
　この測定法は、高い方向決定精度と広い視野（大面積）を
併せ持ち、原子核乾板は軽量・コンパクトで電力も不要のた
め持ち運びやすく、設置・観測の自由性に優れています。
　これまでにも火山・溶鉱炉などの透視をはじめ2015年に
は、事故を起こした福島第一原子力発電所2号機と比較のた
めに健全な5号機の原子炉内部をミューオンで実測し、炉心
の状況を明らかにしました【図３】。ピラミッド内部の調査も、
これらの実績が認められたからこそ実現したものでした。

「ミューオンラジオグラフィ」をリードする
名古屋大学

名古屋大学  高等研究院
特任助教

そこが知りたい！浜岡原子力発電所のいま
ここにフォーカス！ 若手所員を火力発電所へ研修派遣

　浜岡原子力発電所では、発電所員の技術力向上を目的に、
2018年7月22～23日、若手を中心に所員10名を中部電力　川越
火力発電所（三重県）に派遣し、業務研修を実施しました。
　これは、現在、浜岡原子力発電所が停止中のため、運転中の
設備に関する保守や修繕などの業務を経験することができない
ため、運転中の火力発電所で研修をおこなうものです。
　研修では、所員たちは蒸気タービンや発電機の起動動作への
立ち合い、運転中の設備の確認作業などを通して、運転している
発電所ならではの熱・音・振動などを体感することができました。

情勢講演会 エネルギーの明日を考える

社会で役立つ放射線11 （名古屋市）
名古屋大学理学部 F研究室

森島 邦博さん
カラースケールは、赤色ほど物質量が多く、青色ほど少ない。

中野 敏行さん
◆原子核乾板の構造と現像によるミューオン飛跡の三次元化【図4】

◆福島第一原子力発電所のミューオン透視画像【図3】

研究室の一角に置かれた自動飛跡読取装置（HTS）。
装置の下部に乾板をセットするとコンピュータ制御
された顕微鏡が精密にミューオンの飛跡を読み取り、
後ろに並ぶ複数のコンピュータが超高速で演算し
画像処理する。

宇宙線
ミューオン

入射ミューオン数：N0

検出ミューオン数：N

透過率=N/N0 物質量（g/cm2）

角度分布ミューオン
検出器

観測対象となる
大型構造物

写真
宇宙線ミューオンにより得られた
イメージ（密度マップ）

原子核乾板検出器

ピラミッド内の回廊や女王の間に設置された
原子核乾板（数カ月ごとに交換）

【開催報告】

放射線のリスクと放射線防護の考え方 福島事故を
経験して

　講演では、福島事故の教訓として考慮すべき健康影響・リスク
には、低線量・低線量率被ばくのリスク、内部被ばくや小児の健
康リスク、がん以外の健康影響があること。また、放射線防護の
考え方・防護策では、緊急時の防護基準と平常時との違い、参考
レベルと線量限度の違い、実効線量と臓器線量、各国・状況との
違いによる食品基準の混乱、放射線の健康以外の影響と対応、
放射線情報のコミュニケーション、関係者の関与の在り方につい
て解説されました。特にICRP（国際放射線防護委員会）の緊急
時から復旧期に至るときの参考レベルは「安全基準ではなく対応
するための基準」であり、１00mSvから1mSv/年まで、時間と共に

改善する目安として利用する数値であることを強調されました。
　そして、次のような提言をいただきました。　●放射線は一定線量
を超えると、放射線が直接原因となる確定的影響が生じるため、そ
の防止策をとる　●疫学調査によって100mSv程度の低線量で
も、集団レベルで観察して初めて明らかになるリスクが存在　●線
量が低くなるほど影響は放射線以外の原因に比べて小さくなるの
で、そのバランスで防護策をとる　●放射線防護策は、事前の計画
と事後対応によって可能で、合理的に行う必要があるが、その判
断は専門家だけでなく、科学的リスクや社会的リスクを踏まえて多
くの関係者が関与していく必要がある。

甲斐 倫明 氏
か　 い　　みち　あき

大分県立
看護科学大学
教授

9月21日の講演会では、福島第一原子力発電所の事故、原爆による被ばく、医療被ばくなど
豊富な調査データをもとに、健康影響や放射線防護についてお話いただきました。
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◆ミューオンによる透視の仕組み（昭和新山の透視例）【図２】

圧圧力容器
格格納容器

新発見の巨大空間

大回廊

入口

【図1】
観測データを基に作成した新空間の位置（大回
廊の真上）を示す想像図。新空間の詳細構造
（断面形状・傾き・一つの構造体なのか複数
の構造体の組み合わせか等）の決定は今
後の課題。この図は一つの可能性を示
すもので、新空間の形状が水平であ
ると主張するものではない。（Ｓｃａｎ
Ｐｙｒａｍｉｄｓ提供） 臭化銀結晶
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