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設と知的財産を活用して、科学を愛する市民が主体的に宇宙と自然について学び、
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第 1囲講潰会報告

西村昌能 (京都府立洛東高等学校〕

2008年 3月 22日(士)2008年度 NPO法人花山星空ネットワーク第1
間通常総会に先立って天文学術講演会がもたれました。会場は京都大学百

周年時計台記念館国際交流ホーノレE でした。 13:30~16:00 の時開設定をい

たしました。会費は大人 1000円、高校生以下 500円 (NPO会員は半齢

でした。

まず、花山天文台長柴田一成さんから「最新の太陽像と宇宙天気予報」、

次に休憩を挟んで京都情報大学院大学教授作花一志さんからは趣を変え

て「平安の天文家~空海・晴明・定家をめぐって」のご講演をたっぷりの

時間を利用して行っていただきました。

それぞれの詳しい記録は講演者自身のベージを読んでいただくとして、

ここでは経過と感想を述べてみたいと恩います。

まず、講演会は花山天文台でのミニ講演会がその始まりと考えていいで

しょう。ミニ講演会は、 45cm望遠鏡で観測の間合いを取ることや雨天など

で観望ができない時の対策として設けられたものです。 20分の講演時間と

20名程度の聴衆を相手に京都大学などの研究者が講演されるというもので、

曇った日にも多くの来台者の満足を支える取り組みになっています。

そこで、役員会では、天文学普及の取組の中でこのような講演会を独立

させてみてはどうだろうか。聴衆も 100名規模を考え、京都大学など天文

台以外の多人数を収容できるところで開催するのはどうだろうかという議

論がなされ、通常総会の時に実施することになったのです。

学問を大切にし、学問を愛する京都の土地柄故、多くの参加者を得るこ

とができて主催者としてたいへん嬉しく思いました。特に、お年を召した

方の積極的な質問やその姿勢には人生の先輩としての貫禄を見つけた思い

です。この講演会では私は司会を仰せつかりました。会場一杯の参加者の

皆さんの熱気と向学心にあ心打たれるものもありましたし、司会をしなが

ら、講演者の素晴らしいお話を楽しむことができました。今後もこの様な

取組を定期的に開催する意義を感じたのでした。

なお、第2回講演会は6月7日(土)に京都大学理学部6号館で行われ

ました。次号で詳しくご報告します。
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写真 1 熱心に聴講されるみなさん

写真 2 柴田さんの講演 写真 3 作花さんの講演

2 



直株式会社西村製作所

代表取締役 西村有二

干601-8115

京都市南区上鳥羽尻切町 10番地

TEL 075-691-9589 

FAX 075-672-1338 

http://www.nishimura-opt.co.jp 
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豊かな想像力と確かな技術力

有限会社中央光学

干49ト0827愛知県一宮市三ツ井 8-5-1
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http://www.chuo-opt.com 



最新:i:::醸犠と宇宙天気予報その 1
柴田一成(京大理花山天文台)

1 はじめに 『天使の卵」

京大の付属天文台の柴田と申しますロきょうは、最新太陽像と宇宙天気予報と

いう内容でお話をしていきたいと思います。きょう来られた方で、これまでわたしの

講演を聞いたことがある以、う方はどれぐらいおられますか。非常に少数ですね、

安心しました。いつも同じ話をしていますので。

それでは最初に、ちょっとネタをお話します。今、黒河先生からわたしどもの天

文台の紹介がありましたけれども、わたしは普段、花山天文台におります。この花

山天文台で、実は一昨年(2006年 11月30日)にちょっとしたニュースがありまし

た。花山天文台始まって以来初めての映画のロケがあったのです。「天使の卵」と

いう映画です。ご存じの方、手を挙げてください。少数ですか。ちょっとがっかりで

すね(笑)。これは 100万部のベストセラーの恋愛小説を映画化したもので、主演

男優が市原隼人、主演女優が小西真奈美ということで、若者に人気のある一人が

花山天文台に来たのですo場所は花山天文台の太陽館の屋上です。映画の一

番のハイライト・ンーンのロケがあったのですねcこのとき、どうして花山天文台でロ

ケがあったかといいますと、花山天文台から見た山科の夜景が素晴らしいというこ

とで、映画監督さんがそれをどこかで聞き付けて、ぜひ撮らせてほしいということ

で、来られたのです。

それで、夜の 10時から朝の8時まで、徹夜で映画撮影をさせてほしいと、わた

しのところに許可願の文書が送られて来ました。映画撮影そのものは社会貢献に

なるので問題はないのですが、徹夜撮影がちょっと引っかかりました。職員に「徹

夜しなさいJというわけには行きませんし、わたし自身はちょっと出張の予定がは

いっていましたし、誰も天文台関係者がいないところで、勝手に映画撮影をされる

のもどうかと、ちょっと，思案していましたら、映画会社がガードマンを雇うから大丈

夫だということなのでOKしました。けれどもやはり心配になりまして、誰か院生で

も良いから天文台関係者がいた方が良い、というわけで、私のゼミの院生に聞い

てみました。ゼミの院生は全部で5人いるのですけれども、「誰か小西真奈美見た

い人、いませんかjと言ったら全員が手を挙げて、結局全員、徹夜で監視をしてく
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れました。(実際に徹夜した院生の数は、なぜか7人に増えていました!) 

映画のロケというのは見るのは自由なのですけれども、写真を撮ってはいけま

せん。しかしなぜかこんな写真が私のところに送られてきました(笑)。決して世の

中に公表できない丸秘写真です(笑)。いずれ公表できるようになりましたら、映画

のロケ地として飾って売り出していこうι患っています。

2 太陽の謎コロナ

では、太陽の話に入りましょうロ 2006年に新しく「ひので衛星」という、世界最新

の太陽観測衛星が打ち kげられました。それで今、太陽はどんどん新しいことが

わかりつつあるのですけれども、まずはそれ以前に、われわれは太陽をどこまで

わかっていたのか、というところからお苦苦しします。

図1は皆さんもど存じの、可視光で見た太陽の姿です。見えている面は光球と

呼ばれます。温度は約6000度。ところどころに見えている黒い点々は黒点です。

黒点の正体は何でしょうか?それは磁場です。磁束管と呼ばれる磁場のチュー

ブが太陽の内部にあって、それ浮かび上がって顔を出したところが黒点であると

信じられています。 (r信じられている」と書いたのは、内部がどうなっているか、誰

も見たことのある人はいないからですaこのような説明は、あくまでまだ仮説にしか

過ぎないのです。)黒点がすべての太陽活動の始まりです。黒点、すなわち磁場

があるから太陽は非常に激しく活動しています。

黒点にともなう活動が一番よくわかるのは、 Hαという水素原子の出す特殊なス

ベクトノレ線で太陽を見たときです。 Hαを使うと、光球の上空の彩層と呼ばれる層

が良くみえます。図2は図1と全く同じ時期(2003年 10月)の太陽の Hα 写真で

す。京大の飛騨天文台で撮られた写真です。図1e比較すると、全然違って見え

るのがわかります。黒点の近くが光っていますね。これが、まさにエネルギーを解

放している、爆発が起きている証拠です。良く見ると彩層は筋模様だらけです。こ

れらはみな磁力線を表わしています。花山天文台に来ていただきましたらpアル

タイムでこのような太陽像が見えますので、ぜひ皆さん、観望会や見学会にお越

しいただきたいと思います。
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園1 可視光で見た太陽(2003年10月)
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園2 Ha線で見た太陽(園1と同日)

さらに彩層の上はどのようになっているのでしょうか9 そこにはコロナがあり

ます。皆既日食のときに見えるコロナです。先ほども黒何先生の話にありましたけ

れども、来年7月 22日に、皆既日食が、ついに日本で見えます。 40数年ぶりに

日本で見える皆既日食だそうです。皆さん絶好のチャンスです。ぜひ見てくださ

い。わたしはこれまで2度、カリプ海とエジプトで、皆既日食を見ましたが、いずれ

も深く感動しました。医13にエジプトで見えたH食の写真を示します。実際はこの

写真よりはるかに美しく見え

ます。写真では写っていな

い細長いストリーマーと呼

ばれる流線構造が太陽半

径の5倍くらいまで広がって

いるのがはっきり見えまし

た。

図3 皆既日食のとき

に見た太陽コロナ (2007

年 3月)

コロナのE体は何でしょうか?それは 100万度の超高温のプラズマです。プ

ラズ?とは、プラズマテレピでおなじみですが、電離気体のことを言います。日食
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はもう何千年も前から人類は見ているわけですが、コロナが 100万度もの超高温

であることわかったのは 60年ほど前にしかすぎません。太陽の表面(光球)の温

度が 6，000度ですから、コロナが 100万度というのは驚くべきことです。なぜそん

なに温度が高くなっているのでしょうか? 実はこの謎がいまだに解かれていない

のです。太陽というのは全く普通の昼です。宇宙の昼々の大部分は同じような

100万度のコロナを持っていることもわかってきました。ですから、太陽のコロナが

理解できなければ星を理解したとは言えないのです。コロナの 100万度の謎は、

天文学の基本問題、最大の謎の一つです。

ここで皆さんにぜひ覚えておいていただきたいことがあります。それは、このコ

ロナが 100万度もの超高温状態にあることを、世界で初めて正確に計算したのが、

京大花山天文台の第3代台長の宮本E太郎博士だったことです。 1930年代まで、

日食の時に見えるコロナ輝線は謎のスペクトル線でした。実験室で観測されなか

ったからです。そのため「コロエウム」という新元素があるのではないか、考えられ

たこともありました。グロトリアンとエドレンは、コロナ輝線が高階に電離した鉄やカ

ノレシウムから放射される、いわゆる「禁制線」であることを発見しました(1941年}。

ところが、彼らはコロナの温度が 100万度なのか 10万度なのか正確には示すこ

とができませんでした。コロナのEしい電離理論を知らなかったからです。宮本E

太郎博士は、コロナのプラズマの電離状態を正しく計算することができる理論を

世界で初めて定式化するのに成功し、コロナの温度が 100万度-200万度であ

ることを世界で最初に示したのです。 1943年のことでした。当時は第2次世界大

戦の真っただ中で論文は日本語で書かざるを得ず、宮本博士の功績は長らく欧

米社会にしられることはありませんでした。しかし、戦後の 1949年、英語の論文と

して再発表されることによって、ミヤモトの名は世界に広く知られるようになりました。

京都賞受賞で著名なパーヵー博士の 1994年に出版された著書rSpontaneoUB

Current Sheete皿 MagneticFieldaJ (Oxford出版社)にも、この 1949年の英

語論文が引用されているのを見つけて、「知る人ぞ知る」かと、驚いたことがありま

す。この宮本博士の研究は、戦前の日本が成し遂げた数少ない世界的な研究業

績として、後世に残る金字塔と言えるでしょう。

さて、太陽では中心の核融合反応でエネルギーが発生し、これが最初は放射、

途中から対流に変わりまして、最後は表面の光球から光となって放射されます。

その外側に、 Haで良く見える彩層があり、さらにその外側にコロナが広がってい

るのです。温度分布を書きますと、図4のようになります。縦軸は温度、横軸は表
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面からの高さです。最初は温度が下がるのです。これはもっともな話で、要するに

エネルギーは太陽の中心で発生しますから、だんだん熱は温度の高いところから

低いところへ伝わっていくわけで、それは自然の習わしです。ところが、温度がど

んどん下がってしてのが自然のはずが、なぜか彩層では温度が下がらなくなりま

す。さらに上空に行くと温度が一気に 100万度に上昇するのですね。そこがコロ

ナです。このような振る舞い、本来ならば温度が下がっていくべきところが、温度

が逆に上昇し、ついには 100万度もの超高温に至る、このような驚くべきことがど

うして起きているのか? これを「コロナ加熱問題」と言います。実はひので衛星と

いうのは、このようなコロナ加熱問題を解明しよう、ということで打ち上げられたの

です。

106 

温

度
105

5 

104 

103 

0 

遷移層--lJ

度 (km)

彩層

1000 
高

コロナ

3000 

図4太陽大気中の温度の高さ方向の変化

(次号に続く)
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平安の天文家 空海・晴明・定家をめぐって

作花一志(京都情報大学院大学)

先ほど柴田先生はアカデ、ミックなお話をされましたのが，私の話はかなりのまゆ

っばもので， 100%信じていただいても，その責任は負えませんので，よろしくお

願いいたします。

京都大学で、天文学が始まってから 100年，花山天文台がオープンしてから 80

年ですが，京都の天文学は実は 1，000年の歴史があるということを知っていただ、

きたいと思います。平安時代の京都は世界有数の文化都市で，源氏物語や枕草

子など文学だけでなく，多数の天文の記録が残っています。その中には琴星，超

新星出現も含まれています。これからのお話では，常識ではおよそ天文学とは関

係ないと思われている空海，清明，定家の 3人を取り上げてみます。

空海(774-835) (イラスト提供:西岡季美)

弘法大師あるいはお大師さんとして親しまれています。真言宗の開祖で，東寺・

高野山を創建し，書の達人として嵯峨上皇のお友達，諸国を回って土木工事の

指導をしたり温泉も見つけるという平安初期の快僧(怪僧)ですね。とにかくすご

い天才で，唐へ留学しましたが 20年の留学期間を 2年ですべて学び取り，多数

の経文を持って帰国したそうで、す。彼が持ち帰ったものは真言密教だ、けで、はなく，

曜日や星占いも含まれています。わが国に曜日をもたらした者は明治のヨーロツ

パ人でも，戦国時代のキリシタン宣教師でもなく，実は 1，200年前の留学僧空海

なのです。曜日が記載されている有名な例は藤原道長の日記『御堂関白記』で，
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長保六年二月十九日(ユリウス暦で 1004年 3月 12日)に道長は 84歳の安倍

晴明を伴って新しく作る法華三昧堂の土地探しに宇治木幡に行きますが，その

日は葵画の日曜日ということが記載され，実際計算で確かめられます[1]。これに

ついて詳しい解説や星古いについての記事があすとろん第 2号包]に載っていま

すのでぜひお読みください。

安倍晴明(921-1∞5)

平安中期の陰陽師，安倍晴明は陰陽寮に務める天文博士で，決して妖術師で

はありません。紫式部や清少納言と同時代ですから，どこかで会っていたかもし

れません。彼の役職である天文博士とは太政官のれっきとした役職で，彼は政府

の中級官僚なのです。もちろん占いもしますが，主な任務は天変の観測とその記

録です。なぜ天変を観測するかといいますと，当時は天文現象は天の普告である

と考えられていたからです。例えば日食が起こる，これは今の政治がうまくいって

いないから天が怒って，そのような警告をしているのだ』というのです。日食による

恩赦や馨星出現による改元などは実際に行われています。

『大鏡』には寛和三年六月三十三日(986年7月 31日)の

深夜，彼が花山天皇の退位を暗示する天変を見たと書かれ

ています。右は高校の国語の教科書に載っている有名な文

章です.この短い文章から当日の天変の実歯を探ってみると，

木星がてんびん座α星へ異常接近したこと，またはすばるが

月に隠されたこと，という 2つの可能性が考えられます。ベテ

ラン観測家である晴明は前もって知っていたのではないかと

も推測でき，さらにそこから藤原兼家・道長父子に密着した晴

明の姿が浮かび土がって来ます[3].

また 989年の夏の馨星出現については非常に客観的な報告書が朝廷に提出

されています。実はこの馨星はハレー葺星で，軌道要素はわかっていますから

PCで再現できて.8月 16日の早朝，金昼とハレー蓉星が東の空に見えたことに

なります。この時の記録は中固と日本だけで，ヨーロッパにはありません。

晴明について2つの事件は講演会では詳しく話しましたが.p25の記事と重複

するので，そちらをお読みください。
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麗圃童家 (1162-1241)

平安末期の源平時代か

ら蝿倉初期の歌人で『百人

首』や『新古今和歌嘩』の

理者として有名ですが.r明
月記』という日記風のエッセ

イを著しています。その中に

は日常的な記事が多いで

すが，天文記障がたくさん

集められています.特に客

星，不意に現Uれるお客さん

昼左いう宜味ですが，の出

現記輯についての記事は

重要?す.7世紀から 12世

紀まで全部で 8回あります

が，すべて陰腸師・安倍泰

憧からきいた古い配晶を書きとめたもので，定家自身の観測ではありません園

天喜二年(1064年)の互に急に明るい星が現れ，木星くらいに輝いたそうです

[4]園実はこの現象は重量級の星が最後に自爆を起して死ぬときに一夜にして数

万倍も明る〈なる「超新星爆発」なのです.現在，私たちはこの爆発町名堕を「か

に星雲止して見ています。この星雲は電波赤外線可視光線紫外線X蝿γ線さ

らにニュートpノとあらゆるエネルギーを放出しB パルサー(中性子星)を含み，毎

秒 1田 Okmの超高速で膨張してし唱 20世紀後半の革曙天体です。

とれは爆発当時の配障で，非常に貴重な天文費料です。 20世紀になってこの

配量がクローズアップされ定家は王文研究者の聞で有名になりました。中国(jt
宋)にはもっ~詳しい記載がありますが，ヨーロッパにはありません.ヨーロッパに

は当時まだ紙が信わって来ていなく，記晶量術が量れていたせいではないかと

思われます.まさかず~と曇っていたということはないでしょうから。

また寛弘三年(1006年)の春，南の低い空に出現した大客星は，半月くらい明

るく聞いたそうで，日月を惜けば人類観剖史上最も明るい天体です.r明月配』の

他にも檀教の公家の日記に記載されていて，またエジプトやスイスにも記晶があ

るそうです.今日，おおかみ座超新星と言われるもので可担光では非常に槙いで

客
星
古
現
例

亀
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元
堂
一
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「 逆転

「 天動説

2008年 3月22日の

惑星E置

中心は太陽で軌道は

内側から水星・金星

地球・火星 Teika.木星
。

座に，またTeikaはみずがめ座にいるはずで， 2005年7月には「かに星雲」のそ

ばを通りましTこ。大望遠鏡でないと見えませんが，ご覧になった時には 3人を偲

んでほしいと，思います。

以上は講演内容を抜粋編集したものです。

参考文献

[1]作花一志 ht旬:lIwww.kcg.ac.jplkcg/sakkalkoyomiJyoubi.ht:血

包]臼井正 『あすとろん.1NO.2 p.24， 2008 

[3]作花一志 http://www.kcg.ac.jplkcg/sakka/sei皿 eilseimeil.ht皿

[4]福江純 『歴史を揺るがした星々~ p.43， 恒星社厚生閣， 2006

[5]小山勝二『天文教育~ Vo1.18， No.5， p.6，2006 
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地球温暖化の太陽活動原因説

松田卓也(神戸大学名誉教授)

要約

近年メディアなどで盛んに話題になっている地球温暖化現象が、人間活

動による二酸化炭素のせいであるとする立場を、正統派とよぶとすると、

それに賛成しない懐疑派や否定派が無視できない程度に存在する。本稿で

は地球の気候は、太陽活動と銀河宇宙線によって決まるとするスベンスマ

ークの説を紹介する。この立場を彼は宇宙気候学と名付けた。地球史的に

は 6千万年ほど前から気温は低下し続けており、現在が特に高温ではない

ことを述べる。そして地球温暖化問題の政治的意味についての私見を述べ

る。さらに 2008年 5月に幕張メッセで開催された「地球温暖化の真相」と

題するシンポジワムの報告もする。

はじめに

地球温暖化問題が科学的のみならず、政治的にも大きな問題になってい

る。国連の主催する「気候変動に関する政府間パネルJ(IPCC)では、世界

中の多くの科学者を集めて地球温暖化問題を研究し、近年の地球温暖化の

原因は人間の活動に伴って排出される温暖化ガス、とりわけ二酸化炭素で

あるとしている。その結論に基づき、西欧、日本を中心とする政府は、二

酸化炭素削減に取り組む計画を立てている。またメディアの報道も、この

立場一色である。

ところが IPCCの結論に賛成しない人々もいる。たとえばアメリカのブ

ッシュ政権は、 IPCCの結論に賛成せず、従って京都議定書も批准していな

い。もっともブッシュ政権は科学的な理由と言うよりは、政治・経済的な

理由に基づいて反対しているのであり、アメリカでも科学者やメディアの

多くは IPCCの結論に同意している。地球温暖化問題はアメリカのアル・

ゴア元副大統領が推進してきたものであり、民主党の路線でもある。アメ

リカでもブッシュ政権が異常なのであり、近い将来にアメリカは民主党政

権になるとすれば、ヨーロッパと共同歩調を取る路線に戻るであろう。ち

なみに二酸化炭素を今後は大量に排出するであろう中国もインドも京都議

定書を批准していない。これが発展途上国の立場である。
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地球温暖化問題に関する懐疑派、否定派

科学者の中にも IPCCの結論に疑問を唱える人々が、無視できない程度

に存在することをご存じであろうか。ここで地球温暖化問題を次の 3点か

ら考えてみよう。

1) この 100年程度で地球の平均気温は大幅に上昇しているか。つまり地

球温暖化現象は本当に存在しているか。

2) 地球が近年、温暖化しているとしても、その原因は、人間活動に基づ

いて発生した二酸化炭素などの温暖化ガスか?

3) 地球が今後 100年程度で数度 C温暖化したとして、それが人類に取っ

て有害か?

この 3つの質問すべてに対してイエスと答える人々を地球温暖化問題の

肯定派あるいは正統派とよぶことにする。それに対して、この 3つの質問

のいずれかに疑問を呈する人たちを懐疑派左呼ぶことにする。またこの 3
つの質問のいずれかに、完全にノーと答える人たちを否定派とよぶことに
する 1，2，S)。

まず私の立場を明らかにしておけば、私は懐疑派である。地球狙暖化は

起きているであろうが、その原因は後に述べるように太陽などの宇宙現象

と関係しているのではないかと推測している。しかし確証はない。メディ

アでは「地球温暖化の原因は人間起源の二酸化炭素であることは科学的に

確証された、いまは議論の時ではなく行動の時である」といった論調が主

流である。私は「それは本当なの?J と問うているのである。

正統派からは、懐疑派は石油産業から金をもらっているとか、プッ、ンュ

の犬であるとか、疑似科学者であるとか、不正義であるとか見られること

が多い。今や地球温暖化問題は科学的な議論より、国益か否かという政治

的基準、儲かるか損をするかという経済的基準、信じるカ吋言じないかとい

う宗教的基準、正義か不正義かという倫理的基準で語られることが多い。

私の立場は、地球温暖化の原因はまだよく分からないので、まだまだ科学

的議論が必要だというものである。

この問題を調べ始めると、日本のマスメディアが喧伝するほどには、議

論は決着がついていないことが分かる。欧米のネットを調べると、激しい

論争が延々と続いている。懐疑派、否定派が結構多いこと、それも結構著

名な学者にも多いことが分かつた。例えば、後で紹介するのだが、日本の

有力な地球物理学者、宇宙物理学者に懐疑派、否定派がいる。オーロラ研

究で有名なアラスカ大学名誉教授の赤祖父とか、日本気象学会の元理事長

の康凶とか、そうそうたる人物もその中に含まれる。次の章で、私がどの

ようにして、この泥沼のような問題に足を踏み入れたかを述べよう。
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私の地琢温暖化問題

私がこの問題に関心を持ったのは、国際政治ウオッチャーの田中宇(たな

かさかい)氏のホームベージを読んだときである。田中氏は公刊された情報

から世界政治の裏側を読むというスタンスで毎週、興味あるニュースを配

信している。そのなかで問中氏は場違いとも思える「地球温暖化のエセ科

学」というタイトノレで、地球温暖化の正統派を批判する記事を書いた(2007

年 2月初日号)ぺ調べてみると、問中氏はすでに 10年ほども前から同様

の主張を繰り返している町。田中氏の地球温暖化正統派への疑問は、主とし

て西欧の政治的動機への疑問から来ているのだが、その記事の中で私はマ

ンのホッケーースティ yタ図とかスペンスマークの理論を始めて知った。

マンのホッケー・スティック図とは、過去 1000年間の地球の平均気温を

樹木の年輪などから割り出したグラフである。この図では 1000年から 1900

年までは、気温はほぼ一定であるが、 20世紀になって急に気温は上昇して

いると読み取れる。この図を IPCCは、その報告において地球温暖化の有

力な証拠として採用した。しかし、歴史的に明らかな中世温暖期や江戸時

代初期の小氷期などの存在が無視されているとして批判もされている九

つぎに私の目を引いたのは、物理学会誌に掲載された槌回敦氏の論文で

ある。そこでは近年の平均気温と一酸化炭素の変化の関係を示したキーリ

ングのグラフを示し、まず気ILilが k昇してから二酸化炭素量が増えている

ことを主張した。つまり三酸化炭素が気温上昇の原因ではなく結果だとい

うのである九槌田氏は個性の強い研究渚として毅誉褒販があり、氏の主張

をそのまま信ずるわけにはいかないが、私は正直、ヘエーそんな考えもあ

るのだと思ってしまった。

天文学者ならだれでもその名前を聞いたことがあるであろう、英国のマ

ーティン・リースはその著書の中の「いまだに不明な気候要因の変動」と

題した章の中で、中世温暖期にはグリーンランドで農耕が行われ、小氷期

にはテムズ川が凍ったことを例に挙げて、その原因を太陽活動に求めてい

る。彼は次のように記しているぺ

『黒点やフレア活動の有無が気候になぜこれほどの影響を与えるのか、

本当のところ誰も知らない白黒点は太陽の磁気活動とフレアに関連してい

る。フレアは地球に衝突する高速度の粒子を発牛A させているが、粒子自体

が選ぶ太陽エネルギ}はごくわずかにすぎない。しかし、大気圏上層部に

「増幅器」のようなものがあり、その作用で粒子が雲量に大きな変化を与

える、という可能性を考えてみても良いのではないか。

いまは説明が付かないからと自の前の証拠を退け、科学者はこれまでさ
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んざん墓穴を掘ってきたのだ。この最たる例が大陸移動説である。ジグソ

ーパズノレのごとく、ヨーロツノ対ミらアフリカにかけての海岸線と南北アメ

リカの海岸線がぴたりと合い、その様はかつてそれぞれの大陸がひとつに

つながっていて、それがのちに分裂して移動していったかのように見える。

1960年代までは、だれひとりとして移動のメカニズムが分からず、地球物

理学界の大御所陣も目の前の証拠を無視し、洞察力がないため思いっかな

い何かが作用して、大陸が移動したとは認めようとしなかった)0 ~ 

スペンスマークの地球温暖化太陽原因説

昨年2月に英国王立天文学会の会誌である A&Gに、デンマークの太陽気

候センター所長の H.スベンスマークの解説論文が現れたヘスペンスマー

クの説の重要点は次のようなものだ。

太陽活動に伴って作られる太陽表面の磁場が太陽風によって地球に運ば

れる。その磁場は、銀河宇宙線を跳ね返す作用がある。銀河宇宙線は地球

大気をイオン化する。イオン化された大気は雲の凝結核を作る。雲が出来

ると太陽光に対する反射能(アノレベド)が増大する。すると気温が低下する。

つまり太陽活動が増加すると、地球近辺の磁場が強くなり、地球に到達す

る銀河宇宙線が減少し、雲が少なくなり、気温が上昇する。実際20世紀は

太陽活動が盛んな世紀であった。

太陽活動と気候の関係を示唆したのはスペンスマークが初めてではない。

彼の論文の新しい点は、銀河宇宙線強度と低層の雲量に相闘があるという

観測結果を示したこと、また放射線が雲の凝結核をつくるという実験結果

を示したことにある白

スベンスマークの論文は、長い間、気象関係の学界からは冷遇され、リ

ジェクトされてきた。しかし、英国のある雑誌で掲載決定になってから、

とくに天文学者の注意を引いた巴それが、地球温暖化問題が英国王立天文

学会誌という一見場違いな雑誌に、彼の解説論文が掲載された理由である

ようだ。

従来の気候学の立場は、地球の気候は地球内部の要因によって決まると

する内因説であると規定するなら、スベンスマークの説は外因説といえる。

外因説をさらに推し進めた天文学者がいる。全球凍結のような大氷河期は

太陽系が銀河の渦状腕に突入すると発生するとシャピプは主張した問。銀

河の腕の中は星生成が盛んで、銀河宇宙線も多いからである。さらに、わ

れわれの銀河の伴銀河である大小マゼラン雲の接近も、地球の気候に影響

を与えるのではないかと推測している。
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スベンスマークの実験は小規模なものであった。ジュネープにある

CERNの研究者たちは、その加速器を利用してスベンスマークの仮設を確

かめるために、 CLOUDという大々的な国際的共同研究を計画している。

もし地球気候の内因説が正しいなら、われわれ天文学者、宇宙物理学者

の出る幕はない。しかし、恐竜絶滅が内因説から隔石衝突による外因説に

変わったことを見ても、地球温暖化の宇宙起源説は捨てがたい。そうすれ

ば我々の出番なのである。

太陽活動と気候の関係

地球の気候が太陽に支配されていることは疑いようがない。しかしその

ことと、近年の地球温暖化が、近年の太陽活動の増大によるとはすぐには

いえない。しかし、太陽活動と気候が密接に関係しているという間接的な

証拠は多い。太陽黒点はガリレオが発見した。それ以後、黒点の数は詳細

に記録されている。それによると 17世紀にマワンダ一極小期とよばれる、

太陽総点がほとんど無い時期があった 11，回。それと小氷期とよばれる寒冷

期が一致している。

黒点、が増えると、太陽からの可視光の放射は、常識に反して増える。黒

点周辺の温度が上昇するからである。しかし放射の変化量はわずかであり、

これが気視に大幅な影響を及ぼすとは考えにくい。このことが、地球気候

に対する太陽の影響を無視する有力な理由とされてきた。スベンスマーク

の説は、太陽放射ではなく、太陽磁場の重要性を指摘した点で新しい。研

究者の中には、太陽紫外線の変化が重要な役割を果たすと主張するものも

いる。

地球史的な温度変化

最近、地球温暖化問題がかまびすしいので、現在はとてつもなく高温期

であるか、それに向かっていると思われるかもしれない。しかし、歴史的

に凡でも、先に述べた中世1日暖期は現在と同様、あるいはそれ以とに高温

であった可能性もある。

歴史時代からさらに遡ってみると、過去1.1万年前に地球は氷河期から

脱して閑氷期に突入した。今から 5-9千年前は気候最適期とよばれ、現在

より高温であった可能性がある叫。この時期にはサハラ砂漠に湖があり、

ワニやカパが住んでいた証拠がある。

さらに遡ると、過去数百万年前に地球は氷河期に突入して、十万年前後

続く氷河期と、その間に一万年程度続く関氷期を数十回も繰り返してきた
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国。現在の我々は間氷期の終わり近くにいると考えられる。この数百万年は

氷河期が常態なのであり、間氷期にいるわれわれはきわめて幸せな時期に

住んでいるといえるロというか、そんな高温期であったからこそ、人類は

栄えたのだといえるであろう。

これらの気候変動は、ミランコピッチ・サイクルとして知られる地球軌

道の変化によって起こされたと考えられている 16)。間氷期はすでに 1万年

を超えたので、時期的に考えれば、いつ氷河期に突入してもおかしくない

し、実際に 21世紀半ばには小氷期が再来すると主張する学者もいる問。ま

た人類による農業活動に伴った二酸化炭素ガスの放出が、氷河期の再来を

妨げているとする説すらある同。

もっと長期的な視点でみるなら、地球は温暖化しているどころか寒冷化

しているのである叫。 5億年前から現在に至る温度変化を概観すると、気

温は大きく変動してきた。その問、全地球が凍結するというとてつもない

氷河時代、全球凍結の時代が数度あったとされる叫。いっぽう過去5千万

年前の始新世高温期には現在の気温よりはるかに高く、シベリアの平均気

温は 18皮 Cもあり、極地方には氷はなかった。現在の気温上昇など目では

ないのである。ではその当時は死の世界であったかというと、まったく逆

で、生命に満ちあふれた時代であった。一酸化炭素も現在の 10倍近くあっ

たのではないかと言われている。二酸化炭素の多さと高温は植物にとって

好適なので、植物は繁茂した。するとその植物を食べる生物が繁栄し、さ

らにそれらをエサにする肉食動物も繁栄した。生命一般にとっても人類に

とっても、 「温暖化は善、寒冷化は悪Jなのである。

今まで見たように地球史的に見て現在はとくに高温ではなく、長い目で

見れば、ほぽ一貫して寒冷化が続いているロしかし、もっと短い時間スケ

ールで見ると、ここ面年程度で温度上昇が起きていると言うことだ。

私の考える地球温暖化問題の真相

それではなぜ、地球狙暖化の危機が叫ばれるのか。それは人類、とくに

温帯地方に住んで、その温和な気候を利用して発展した先進国は、現在の

気候に適応しているからである。現在の気温上昇は地質学的な悠長なもの

ではなく、 100年程度の時間で起きる変動である。つまり、そのような気候

変動に先進国は適応できないのではないかという危機感が、地球温暖化問

題の真の原因であると私は考える。つまり先進国の人聞にとっては、現在

の温度、環境が最適であり、それを壊して欲しくないと考えているのだ。

田中宇流に言ってみよう。中国やインドなどの発展途上国は、これから

18 



化石燃料をもやして発展して、西欧先進悶並の生活をしたいと考えている。

しかし、先進国にとって見れば、これ以上、一酸化炭素を増やして現在の

環境を彼壊して欲しくないと考える。だから地球温暖化問題とは、政治的

に見るならば、ヨーロッパを中心とする先進国の既得権擁護運動であると

私は考えている。それに政治的正義の衣をかぶせたのが地球温暖化防止運

動である。田中字は、地球温暖化問題とは、西欧とくにイギリスの陰謀で

あるとさえ主張する。

つぎにこれらの主張は特に特異なものではなく、日本の著名な学者たち

によっても語られていることを次に紹介する。

『地球温暖化問題の真相Jシンポジウム

私は以上に紹介したような地球温暖化問題に関する私の疑問を、花山星

空ネットワークのメーリングリストで紹介した。すると、それを読んだ人

からの紹介で、東工大地球惑星科学教室の丸山茂徳教授が同様な考えの持

ち主だと言うことを知った。正直なところ、このメーリングリストの威力

に驚いた次第である。そこで丸山教授に連絡を取ったところ、教授は 2008
年 5月に幕張メ yセで聞かれる地球惑星科学合同大会で「地球温暖化問題

の真相Jと題するシンポジウムを計画しているので、私にも講演しないか

と勧められた。

そのシンボジウムの主催者とその講演者を見て驚いた。主催者には惑星

科学で有名な東大の松井孝典、天文学者で旧知の戎崎俊一、草野完也、寺

沢敏夫、評論家の桜井よし子などが名を連ねている。講演者の人選も度肝

を抜くものであった。科学者は当然として、鳩山法相や前原民主党元代表

を始めとする政治家、ジャーナリスト、官僚などが名を連ねている。もっ

とも正直なところ、政治家の二名(自民党の村上誠一郎と小野晋也)を除い

ては、普通の正統派の立場を述べるか、おざなりな話をしただけであった。

それより私が驚いたのは、これらの人々を駆り出した主催者の政治力であ

る。私が講演したのは、これら政治家やマスメディアの人たちが登場した

「世界の環境変動と 21世紀の国策Jと題したシンポジウムであったa

丸山の主張叫

丸山の基本的な主張は次のようなものだ。現在の地球温暖化の原因は、

三酸化炭素ではなく、自然的要因である。その有力な候補として太陽活動

が考えられ、そのメカニズムはスベンスマークの説が有力である。 20世紀

の太陽活動は非常に盛んであったが、現時点では黒点の数は極めて少ない。
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次の太陽サイクノレからは、太陽活動が弱まる可能性があり、 21世紀は温暖

化というよりは、寒冷化の可能性が高い。

人類の歴史をひもとくと、温暖化は善、寒冷化は悪である。中国の王朝

の崩壊は、寒冷化と軌をーにしている。寒冷化すると飢越になり、農民は

食べられなくなり、王朝に対して反乱を起こす。ロ}マ帝国の崩壊もそう

である。中央アジアが特に寒冷化に敏感である。地球が寒冷化すると、ま

ず中央アジアで食えなくなり、遊牧民が移動を始める。フン族が西進して

ゲノレマンを追いはらい、ゲノレマンはローマに入り込んで、ローマは滅んだ。

蒙古帝国の興隆も寒冷化が原因である。

21世紀の我々にとって真の脅威は瓶暖化ではない。地球人口の爆発的増

加である。 70年代にローマクラブがマサチュセッツ工科大学のメドウスた

ちに依頼して計算した、人類の未来予想図がある。この計算では、人口、

資源、工業生産、農業生産、汚染などの変数聞の関係を仮定して、これら

の変数が将来どうなるかを求める、システム工学的手法による未来予測で

ある。その結果、驚くべき事に、ほとんどの計算例において、人類の人口

は爆発的増加をして、資源を食いつぶし、汚染を増大させ、農業生産はや

がて減少する。そのため 2050年あたりに人口が 90億人程度に達し、それ

をピークとして、人口は年間 4000万人程度のわりで激減していく。それに

対して未来学者のトアラーたちは、そのシミュレーションを批判して、人

類は賢明だから、そのような事態にはならないと主張した。しかしほぽ40

年後の現在、人口増加はローマクラブの予想とほとんど違わない。 トアラ

ーの主張は誤りである。

人類の今後の歴史は 2020年あたりが転換点で、資源と食料の減少が顕著

になり、 2035年を経て、 2050年のカタストロフィーIこいたる。温暖化は食

料生産の増加を通じて、その時期を少し遅らせるが、寒冷化は促進する。

化石燃料が枯渇した段階で、日本が維持できる人口は江戸時代と同様な 3

千万人である。西欧先進国では 2020年問題を真剣jに見据えて対策を取って

いるが、日本は危機感が少ない。少子高齢化対策で人口を増やす政策をと

っているが、本来は逆で、いかに穏やかに人口を 3せ千万人に軟着陸させる

かである。その危機感に基づき丸山は「百年生存学会」の設立を提言する。

私は丸山の言う 2020年問題の萌芽がすでに見えていると忠弘昨今の石

油、資源と食料の値上がりである。もちろんこれには様々な複雑な要因が

絡んでいる。しかし、最終的には人口増加による需要の増大と、資源枯渇

による供給の減少から、かならず資源と食料の値段は上がる。先進国はそ

れでも、しばらくはその富で、これらを買い続けるこ kは可能かもしれな
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い。真っ先に食えなくなるのは発展途上国である。すでに食糧暴動が出始

めている。その先にあるのは、大量の民族移動である。現在の国際関係か

らそれが難しいとしたら、必然的に戦争が起きる。 21世紀は戦争の世紀で

あると丸山は主張する。

その他の興味ある講演

私は残念ながら、初日に行われた科学セッションには参加することが出

来なかった。しかしその後の分野横断的なセッションは極めて興味深い物

であった。講演の中から私が興味を持ったものについて簡単に解説しよう。

科学技術文明研究所所長の米本昌平は脅威一定の法則を提案する。冷戦

時代には戦争の脅威があったが、冷戦の終駕とともに、別の脅威が必要と

なり、地球温暖化問題がそれであるという。冷戦は悪性の脅威であるが、

地球温暖化問題は良性の脅威である。冷戦に対して科学技術を動員した結

果は、膨大な核兵器の山という負の遺産である。しかし地球温暖化研究は

その予測が誤りであっても、省エネや公害防止のノウハウが残る。

富山大学の清家彰敏の「温暖化と寒冷化の経済現象の史的分析・-地球

経済の2つの未来予想図」という講演で、清家は温暖化が進むと利用可能

な資源が豊富になり、リーダーシyプの分散化が起きるが、寒冷化が進む

と資源が不足して、リーダーシップの集中化がおきて、例えば欧州におけ

る絶対王政が登場する、と述べた。

宮山大学の大藤茂は「組織の本能と現代」と題して、機能体(ゲゼノレシャ

フト)と共同体(ゲマインシャフト)について論じた。機能体とは大学、会社、

役所、軍隊のように、何かある目的に向かつて仕事をする組織である。共

同体とは家族、町内会のように構成員の幸せを第ーに追求して、楽しく暮

らすことが目的の組織である。堺展太ーの組織論では、日本が第三次大戦

に敗れた原因のーっとして、日本軍の共同体化があるという。本来機能体

であるべき組織が共同体化すると、相互不干渉、官僚化、権力化、安定志

向、相互批判無し、成功体験への埋没、外部の介入を嫌う、年功人事、情

報の内部秘匿、総花主義、集中の不能、不適材不適所人事、私の話に怒り

出す、などが生じる。大学もその例に漏れないのではないか。気象学界が

温暖化二酸化炭素犯人説に固執するのは、気象学界の共同体化にあると、

著者は述ベたいのであろう。

東大の磯崎茂雄は「文明の盛衰と気候変動レピュー」と題して講演した。

1万年前に氷河期が終わり、異常に安定で温暖な気候が始まり、そのピ}ク

は6千年前で、気温は現在より 2度 C高かった。そのときに農業、牧畜が
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始まり、人類は始めて豊かな食料と共に生活できるようになった。 5千年前

にエジプトとメソポタミア地方は緑に満ちた農耕地帯であり、都市革命が

始まった。貨幣、文字の発明、法律の整備、経済の発明、職業の分化が始

まり、今日の文明の基礎が作られた。 2500年前に寒冷化が始まり、民族移

動、戦争、貧困と病気が蔓延して、宗教や思想が発達した。過去 300年の

産業革命と 21世紀の情報革命で、人間活動は限界にまで進んだ。文明の興

隆のためには豊かな物質供給が必要で、そのためにも温暖化が必要である。

しかしときどき起きる寒冷化は、中央アジアの半砂漠地帯からの遊牧民の

民族移動を促し、戦争の原因となった。地球の気温は過去に上下z度程度

の変動は普遍的であり、寒冷化から瓶暖化への変化が文明誕生の主要閣で

ある。地球環境は今後も変動を繰り返すであろう。恐れるべきは温暖化で

はなく寒冷化であるロ

磯崎と丸山は「科学論争としての地球温暖化問題Jと題して、プレート

テクトニクスによる科学革命と、現在の地球温暖化論争を比較している。

1960年代のプレートテタトェクスの提唱は、既存の地質学界が依拠する地

向斜、造山運動論を根本的に否定するパラダイム転換であったがゆえに、

地質学界の反発を招いた。地球温暖化論争においても、気象学界は地球気

候を地球内に閉じた現象として理解しようとするのに対して、宇宙物理学

者は地球の気候を宇宙の中で捉えようとしている。そのために気象学者共

同体とそれに属する学者が一丸となって反対しているのである。恐竜が滅

んだ原因は、それまでは地球に内在する原因e考えられていたが、アノレパ

レスにより巨大限石の衝突が原因であることが明らかにされた。これは内

因説対外因説の対立で、外因説の勝った例である。地球温暖化論争が特別

な点は、科学の問題にとどまらず、マスメディアや政治を巻き込んだ争い

になっている点であるロその重要性を考えると、ガリレオの地動説やダー

ウィンの進化論に匹敵するかもしれない。マスメディアの本来の役割は権

力の監視にあったのだが、現在ではマスメディア自体が権力になっている。

とはいえ、メディアを味方につけなければ戦いに勝てないことも事実であ

る。

終わりに

始めにも述べたように、地球温暖化の原因が二酸化炭素ではないなどと

主張することは、変人か、悪人か、ブッシュの犬であるというごとき風潮

である。丸山は私に向かって「自分は命をかけている」といったa 私が「そ

んなにたいそうなことですか?Jと聞くと、 「だって、地球温暖化で食って
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いる人々がいるからJ!::答えた。

しかし、最近そういった風潮も少しずつ変わり始めている。日本でも懐

疑派、否定派の本がいろいろと出版されるようになった。それらを紹介し

て本稿を閉じよう 21200
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横軸は時間で、右端が現代。単位は 100万年、ただし右では 1000年。右に

行くに従って時間のスケールが引き延ばされていることに注意。地球は基

本的には寒冷化し続けている。出典[19]
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京都の天文学【3】
安倍晴明が出会った天変

白井正(京都学園大学)

1 陰陽道と陰陽寮

陰陽道は、中国の陰陽・五行説をもとに日本で成立した呪術と占いの体

系です。陰陽寮という官庁名が最初にみえるのは、『日本書紀』の天武天皇

四 (675)年正月の記事ですが、陰陽道という言葉は中国には無く、日本で

も平安時代中期から一般化した言葉です。陰陽道は陰陽・五行説の他に道

教(中国の民間信仰)、密教、風水思想など色々な要素が融合して成立しま

した。そこで、陰陽寮は陰陽道をするために設けられた、というより、陰

陽寮は陰陽道の成立の場だ、った、という方が実情に近いようです[1]。

陰陽寮は中務省(なかっかさしよう)に属し、陰陽博士、暦博士、天文

博士、漏刻博士などで構成されていて、彼らはいってみれば技術系の国家

公務員でした。平安時代中期までは、陰陽寮にも家柄を問わず優秀な人材

が集められましたが、藤原氏の専制によって社会が停滞してくると、賀茂

氏・安倍氏が台頭し、しだいに天皇や公家に対して私的な奉仕もするよう

もなりました。

今回は、こうした陰陽師の第一人

者である安倍晴明と天文との関わり

についてお話します。

2.花山天皇の退位事件

晴明が活躍した平安時代中期に政

治権力を独占していたのは藤原氏で

した。その支配のパターンは、自分

「伊苧

師輔-←兼家

ト尋禅

」安子

卜1

村上ム

冷泉】

|ト一一花山4

懐子

道隆一JE
道兼

道長ィff
円融3 11 
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の娘を天皇や皇太子に嫁がせ、そこ 図 1天皇家と藤原氏の関係系図。

に生まれた子が天皇になったときに、 ゴシック文字が天皇で、数字は即

天皇が幼いときには摂政、長じてか 位の順番を示しています。
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らは関白として政治の実権を

握る、というものです。しか

し、同時に藤原氏内部で肉親

どうしの権力闘争が激しさを

増していきました。

第 65代花山天皇は第 64代

冷泉天皇の第一皇子で、永観

二年(984)に十七才(以下、年

令は全て数え年)で即位しま

した。花山天皇は寵愛してい

た女御(にょうご)が即位の

翌年、懐妊から 7か月のちに

I↓ 

2km 
」一--L一一」

図2京都の関係地図。グレーの文字は現

在のもの。

十七才の若さで亡くなってからは、悲嘆にくれて出家さえ考えるようにな

りました。そこに目をつけたのが藤原兼家とその子の道兼らで、彼らは花

山天皇を退位させ、兼家の娘と円融天皇の聞に生まれた皇太子を天皇にし

ようとしていました(後の一条天皇;図1)。ついに、寛和(かんな)二年

六月二十二日(以下、漢数字は当時の暦。ユリウス暦では 986年 7月 31日

に当たります)の深夜、父親の意をうけた道兼は、自分も一緒に出家する

からといって花山天皇を御所から誘い出しました。そして、花山のふもと

の花山寺(元慶寺(がんぎょうじ)の別名)に向かい(図 2)、そこで天皇

が髪をおろすのを見とどけた道兼は口実をもうけて引き返してしまいます。

こうして陰謀は成功して、新たに一条天皇が即位したのでした。その後、

一条天皇の后妃である彰子(しようし)には紫式部が、定子(ていし)に

は清少納言が仕え、宮廷文学が花開くことになります。

『大鏡』には、この出来事を安倍晴明が天文観測によって知った、とい

う話があります。この夜、花山天皇は有明の月が明るいので目立つのでは

なし、かと鴎賭していましたが、道兼は既に宝玉と宝剣(三種の神器のうち

の2つ)を皇太子に渡してしまった、と言ってせかしました。やがて月に

雲がかかってきたので、天皇は「自分の出家もこれで成就するのか」と思

って歩き出しました。

こうして道兼公と天皇が土御門通を東へ向かっていた時、安倍晴明

の家の前を通り過ぎましたが、晴明自身の声がして手を激しくばちば
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ちと打ち、「天皇がご退位されたようだ。ご退位を示す天変が現われた

が、もはや事は定まってしまったらしい。すぐに参内し奏上しよう。

早く車の支度をせよ。」と言う声がしました。それをお聞きになった天

皇は、たとえ覚悟の上とはいえ胸を打たれたことでありましょう。晴

明が、「とりあえず、すぐに式神一人、宮中へ参上せよ。」と命じたと

ころ、人の目には見えぬ何物かが、戸を押し開けて天皇の後ろ姿を見

たのでしょう、「ただ今ここをお通りになったようです。」と答えた、

ということです。晴明の家は土御門町口(まちぐち)でありますから、

ちょうど道筋に当たっていたのです ([2]を一部改変)。

この夜、安倍晴明が見たという天変の正体についてはいくつかの考察が

あります。斎藤[3]は天文計算の結果、この夜、歳星(木星)と民宿の距星

(てんひ、ん座アルファ星)が 0.5度まで接近していたことに気づきました。

古来、 2天体が 7寸 (0.7度)以内に接近することを「犯」とよんで凶事の

予兆としていたことから、数日前から木星がてんびん座アルファ星に近づ

きつつあるのを見て天皇の退位を予想していたのだ、としました。一方、

栗田[4]は、天皇が出発した時には木星は既に西に沈んでいることと、この

夜に昂の星々が月に隠される別の天変があったことから、木星とてんびん

座アルファ星の接近で得た天皇退位の予想、が、昂の食で、確信に変わった、

と考えました。

作花[5]は、晴明は慎重な天文博士だ、ったという栗田と同様の解釈の他に、

晴明はこのクーデターの加担者だ、ったかも知れないと推理しています。つ

まり、ベテラン観測家の晴明はすでに数日前から木星の犯が起こることも

昂の食が起こることも予知していた。彼はこの 2つの天変が二十二日の夜

起こることを天皇に奏上すべきなのに、藤原兼家・道兼父子に密告した。

彼らは大喜びで、帝に退位を強く勧めた。帝も星のお告げならやむなしと

しぶしぶ出家を決意した。晴明は予報が両方とも当たったのを確認して、

帝がすでに退位してしまってから役職上の義務として内裏へ報告に行こう

とした、というものです。ただ、花山天皇退位の事件そのものは色々な歴

史書に記されているものの、晴明が登場するのは『大鏡』のみで、真相は

歴史の闇につつまれています。

天変の正体と晴明の関与はともかく、退位した花山上皇は、風流三昧の

生活を送り、寛弘五年(1008)、四十一才でその生涯を閉じました。花山上皇
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は、藤原伊芦(これただ:図 1参照)の娘が住んでいた花山院(現在の京

都御所の中:図 2参照)に通ったことから、こう呼ばれることになったも

ので、現在天文台のある花山とは関係ないようです。平安時代中期以前の

天皇号は、生前の天皇の業績をたたえた誼号(しごう)ですが、律令政治

が崩れてからは、譲位後の御在所な

どが追号として用いられるようにな

りました。花山天皇もかつては花山

院天皇と呼ばれ、現在の呼び名にな

ったのは大正時代以降のことです。

また、元慶寺は中世には表微しまし

たが、江戸時代に再興されて今に到

っています(図 3。現在は「げんけ

いじ」と読んでいます)。

3. 安倍晴明はハレー善星を見たか?

図 3現在の元慶寺。右奥が本堂。

永延三年(98ωの六月に突然、琴星が現われました。現在ハレー普星と呼

ばれているこの普星の記録は日本や中国に残っていて、『日本紀略』には「六

月一日庚成、其日普星東西天に見(あら)はるJ(六月一日はユリウス暦で

7月 6日にあたります)、「七月中旬、連夜曹星東西天に見はる」とあり、別

の記録では尾の「長さ 5尺 (5度)ばかり」とあります[6]。

天変が起きると大赦や寺社でのお祈りが行われましたが、その中でも聾

星の出現は特に恐れられていました。この時も六月七日に「伊勢以下十一

社奉幣」とありますが、それだけでは済まず、『扶桑略記』に「永延三年己

丑八月八日、改めて永昨(えいそ)元年と為す、雪星天変に依るなり」と

あるように、何と改元が行われたのです (W日本紀略』には「琴星天変地震

の災異を棲(はら)う」とあるように、改元理由は史料によって異なる場

合があります)。当時は一年の途中で改元された場合でも、遡ってその年の

はじめから年号が変わるので、正式には永昨元年六月にハレー琴星が出現

したことになります。

飛鳥時代から平安時代初期にかけては、めでたい雲が見えた(慶雲:704 

"'708年)、白い亀が現われた(宝亀:770"'780年)というように瑞兆に

よって改元する、という例もありましたが、平安時代中期からは天変や地
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災(地震や洪水など)を理由にして改元する場合が多くなります。当時は 2

""--3年で改元を繰り返していて、永昨二年には再び改元され正暦(しょうり

やく)元年となったように、改元自体は珍しくないものの、「琴星出現によ

り」と明記されている点が注目されます。

安倍晴明は、ハレー琴星による永昨改元の時には 69才でした。『日本紀

略』には、この年の二月十一日に皇太后詮子(せんし)の気分がすぐれな

いので、円融法皇が天台座主尋禅に尊勝法を、安倍晴明に泰山府君祭を行

わせた、とあるように、晴明はこの年も陰陽道の第一人者として活躍して

いました。ただ、晴明とハレー聾星を直接結びつける史料は残されていま

せん。しかし、普星の出現というような重大な天変について、晴明が無関

係でいたとは考えにくいでしょう。もちろん改元そのものを決めたのは道

長をはじめとする有力者でしたが、晴明は果たしてハレー琴星を見たか、

見たとすれば何か占いをしたか、そしてその占いが改元に何らかの影響を

与えたのか、と想像するだけでも楽しいです。

琴星出現によって改元した例は、他にも承徳(じようとく;1097-1099)、

嘉承(かしよう;1106""--1108年)、天永(てんえい;1110""--1113年)、久

安(きゅうあん;1145""--1151年)などがあります(主に[6]によった)。久

安の曹星もハレー琴星で、永昨改元の時から 2回後の回帰です。又、鎌倉

時代の土御門天皇が承元四年(1210)に譲位したきっかけは普星出現だ、った、

という記録も残されています。この時代には琴星の出現が何度も朝廷を揺

るがし、それが改元や天皇譲位という形となって歴史に残されているので

す。

この項は、「陰陽道が恐れた星々J(作花・福江編、 2006、『歴史を揺るが

した星々』、恒星社厚生閣に所収)に加筆修正を加えたものです。

参考文献
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[6]神田茂、 1935、『日本天文史料』、原書房

29 



第一回観望会ボランティア参加して
清水湧三(放送大学)

第一回観望会のスタップの皆様、ご苦労様でした。

今回、私自身、雨天で帰りの最終電車の時刻が気になってしまい、観望会終了

後の後片付け、反省会には中座する仕儀となり、ボランティア活動としては不完

全燃焼で、皆様には大変申し訳なく思っております。以下のような感想拙文でご

了承願います。

「雨の観望会Jなるものは一体どのような仕儀になるだろうかと、初めて「雨天」と

いう条件下で参加する私にとって興味半分、不安半分です。それは雨でも参加し

てくる人たちの思いは、またそれを迎えるボランティア側の受け入れはどのように

すれば良いかでした。スタyフミーティングの前に、集まりだした部屋での出来事

です。 r3日に 1sでも晴れれば良いというのが観望会というものJという柴田台長

の言葉で、妙に納得した自分がありました。考えて見ればごく当たり前のことなの

ですが、登山をよくする私にとって、雨があって曇りがある、そして晴れがある111々

はごく普通の出来事なのに「星空を見る」ということ目的意識を強くしていた結果

なのでしょう。まさに、コレすべて自然現象で己も自然体で居ればよいのだと改め

て思い直しました。

花山天文台の歴史的な経緯などの話が始まるとはなしにいろいろな話題が披

露され原子核物理学の分野で用いられる長さの単位の諸に及んで、湯川|秀樹博

土に闘んだ「ユカワ単位Jが存在したというお話は初めて聞く内容で興味深かっ

たです。 1ブエノレミ=1ユカワ=1ブェムトメートノレ(SI単位系)ということなのでしょ

う。雑談風に、このような興味深い話が聴ける雰開気が、ことさら好ましく楽しく感

じられ、これがこの観望会ボランティア冥利というものです。毎週でも観望会を開

きたいという話も星空を望める機会を増やすことにつながる事、そして以前に、黒

河先生の講義で将来構想としてプラネタリウムの設置左いう話も、星空が望めない

今Hの様な状況下にでこそ有効な取り組みの一環である事も納得できた次第で

す。この事を紹介された当初、天文台とプラネタリウムとが即座に概念的に結び

付かなかったのですe 実物が観られる施設になぜ虚像を見る機械が要るのかとい

う単純な疑問でした。
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さて、私の今回のボランティア役割担当は引率最終組のD純でしたが、キャン

セノレ状況や参加者が少ないこともあって、前の組に吸収させることとなり実質はC

組サポート役でした。その状況を少し説明しますと、受付スタッフの情報から、キャ

ンセル連絡が無い参加者として数名まだあること、さらに蹴上で数名、時間待ち

状態である事をシャトノレパスの運転手さんから聞き出した事から始まりました。こ

れら小人数でバラバラ状況と、受付スタップのこの時点での新たな参加ないとの

判断とで、少ない参加者をまとめる方向で行こうということになりました。最終組の

待ち合わせ時間を繰り1::げ、ンャトルパスを出発してもらうように、もう一台、蹴 tで
待機中の運転手さんへ電話連絡を依頼しました。結果として、引率役割業務とし

ては上手く臨機応変に対応できたかなと思っております。

ボランティア参加者が多くあれば、蹴上での要員配置もあってよいのではない

か、そうすれば待ち合わせ現場での参加者へ不安感払拭や、的確な状況把握も

出来るかなとの思いもあります。また、雨でも参加した人へのフォローとして、次回

の観望会には優先的に無抽選で参加できる仕組みもなんかも、募集記事に明記

すれば、レピータ}の増加も期待できるかなとも思います。

ところでボランティア参加の恩恵とも言うべきこととして今回も幾っか得ることが

ありました。大村先生から観望会なのに思いかけず天体物理というか電気関係分

野のオーロラ現象、ホイッスラーモード、コーラス放射の話が聴けたことです。具

体的に可聴周波数が録音されたものを聞くことが出来感激しました。残念ながら

VLF帯の発生機構など詳しく聞くには時聞が綬すぎました。私自身以前から興

味を持っていた分野であっただけに、これだけでも今日参加した価値は十分あり

と感じた次第です。「ザートリウスjなるものを初めて紹介して頂き、太陽観測の研

究現場を垣間見ることも出来ました。いつか、昼間の晴天時における太陽観測も

是非とも体験したいものです。

1日中降り続く「雨の花山天文台」にはまた別の趣がありました。ぜひ次回の観

望会が晴れますように!
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NPO入会から思うこと

堀川博由(京都大学理学部4回生)

この文を書いている 2008年8月現在、私は京都大学理学部で超伝導理論

を主に専攻しています。一見すると天文台には全くの無関係の様に感じる

方がいらっしゃるかもしれませんa

私は NPO設立以前から花山天文台の観望会を何度かお手伝いさせて頂

いています。観望会にいらっしゃる方々は老若男女間わず星や天文に対し

て強い興味を持った方々が多く、ご案内をする合聞にお話をする際には知

識の深さに驚かされることがあります。特に小学生の参加者の中には星や

衛星の名前などを本当に好きで覚えているお子さんもいらっしゃいます。

小学生なので勿論頭も柔らかく、そんな子が私の知らない知識をさも当た

り前の事の様にありありと語る姿を見ていると、自分もまだまだ勉強不足

だと改めて教えられます。このように色々と刺激を受けるので、観望会に

参加することは案内する私にとっても大変有意義な経験となっています。

また別の機会には、 NPOの活動の一環として洛東高校の西村昌能先生が

率先して行われた、月のクレーターの深さを観測によって求めるという観

測実習の TAも務めさせて頂きました。あいにく天気に恵まれない事もあり

ましたが、少し雲閣が差し数分だけ月が望遠鏡で見えた時の格東高校の生

徒さん違の熱狂具合はとても印象的でした。高校生の時期から夜間の天体

観測を体験出来ることはやはり他では得がたい経験だろうと息いますし、

NPOの活動による「教育」の意義深さをその時痛感致しました。

さてここで私と花山天文台との繋がりを少し語らせて頂きます。そもそ

も私と花山天文台との出逢いは私が大学に入学した時にまで遡ります。

京都大学理学部には少人数クラスという制度があり、私のクラス担任が

偶然にも花山天文台の現台長である柴田一成先生でした。大学に入学する

以前までは宇宙に対して殆ど興味がなかった私ですが、入学直後の柴田先

生との面談で太陽や宇宙物理学に対して非常に多くの事をお話し頂き、途

端に宇宙への興味が沸いてきました。柴田先生のお話がお上手という事も

あってか私もついつい話し込んでしまい、面談が予定の時間よりもかなり

延びて終わる頃にはすっかり日が暮れていた事を今でも覚えています。

それをきっかけとして、柴田先生の1回生向けのポケットぜミへ参加し宇

宙物理学について色々とご教授頂きました。太陽フレアや磁気リコネクシ

ヨン、昼形成や林トラッ夕、降着円盤や宇宙ジェットなど枚挙に暇が無い
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程、様々な事を大学に入学して初めて知りました。そして同時に、高校ま

で自分がしてきた勉強はなんとつまらなく灰色の無味乾燥としたものであ

ったのだろうと思いました。私はその時初めて自分は今まで宇宙に興味を

持たなかったのではなく、持つ機会さえもなかったのだと自覚しました。

観望会というものはそんな入学前の私の様に真剣に宇宙について勉強し

てこなかった人、もしくはその機会に恵まれなかった人にとってはまさに

絶好の機会ではないか? と思います。晴れていれば45c血屈折望遠鏡を

使ってその日のテー?となる天体を見ることが出来ますし、天気に関わり

なく講演会は毎回必ず聴講することが出来ます。特にこの講演会は大学生

にとっても知らない事が多いですし、興味深い内容が随所に散りばめられ

た大変価値のある講演です。このような話は高校までのごく一般的な授

業・教育を受けていただけでは決して聞く事が出来ないことでしょう。

残念ながら授業が苦手な幼いお子さんが退屈そうに暇を持て余してしま

う場面も時折見受けられます。しかし一方でそのようなお子さんの保護者

の方々は非常に熱心に聴いてらっしゃる場合が多い様な気が致します。そ

んな保護者の方々の姿を見る度、夜、と同じ様にこの時間を大変かけがえの

ないものとして捉えていらっしゃるのかな?と少し嬉しい気持ちになりま

す。そんな光景を見るのも観望会に参加する私の楽しみのひとつです。

~ËI1i天文台は非常にユニークな天文台だと思います。 80年近くに渡る長
い歴史の中でアマチュア天文学会の草分け的存在であった時期もある一方

で、現在に至っては「日本一夜景が美しい天文台J となり、来る方々の目

を楽しませています。夜景が美しいという事実は一見天文台として矛盾し

ている様にも思えますが、現在花山天文台においての観測は太陽観測が主

である様なので天文台の価値そのものが失われた訳ではありません。それ

どころか、観望会当日がたとえ空一面の快雲であったとしても夜景は山科

全体が停電しない限り必ず見られるので、「どんな天気でも何かしら見られ

る」という風に観望会を行う上では利点にまでなっていますe 観望会の案

内役は天文以外に京都周辺の地理にも詳しくあるべきなのかもしれません。

この花山昼空ネットワークは、星が好きだというただそれだけで本当に

様々な方々が集まっていらっしゃる様に思います。観望会に集まるボラン

ティアの面々を見てみても、純粋に「星を、宇宙を、見たい! 知りたい!J 

と思う気持ちの下では誰しもが平等なのだと改めて思います。

私も何かしらの真理を探究する端くれとして、このような知識と経験の

得られる場が提供される事は大変喜ばしいと思っています。これから次第

にNPOの活動がより多くの方々に認知され、真に市民の方々へ、ひいては

日本全国の天文好きの方々へ親しまれる存在へと発展して欲しいと思いま

す。
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星空プロムナ-e暦感星夏の星座車両

作'"ー志〈京都情報文学院文学}

7月に入り宵の明星>して日没後に鼠いてきました次第に太臨から雌れ!か

に虚しL盛おkめ座と妙。ても噌ます.

火星
秋までは日没後闘の空に見えます.7月初こはしし座レグルスの近〈で土屋ど

並rJ， 9j聞にはおとめ虚スぜカ吻下で金量.'"昼b竣近しますが，日投開"，

い酉¢滑勧ち皇なので見づらいでしょう.
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木星

天の川の東岸，南の低い空に剖き，ゆっ〈砂といて座からやぎ座に向かってい

きます.との夏金天の優甥昼です

主星

しし盛レグルスのそばで!日没後しばら〈は属められますが!次第に太陽と岡

方向どなり8月中旬からは明け方に移ります.

中敏@名月

間膚で'"1邑日忙なる日で今年も溜月の前日です.

ペルセウス塵寵星野

J1i814ですが杭昼楊の見える早刷8時ころには月は胃に傾いています.

土用量@目

夏の士周>は太陽貧盤が 117・-185・である期間で，その聞に干支が丑>

なる日は今年は7J/2HI，8Jl6fH:2困あります.

いて塵どへぴっかい塵

夏の夜空には天の川!が南北に涜れ・・・というのは普厳になってしま

いました.甫の空!天の川が最も.いところにいて座が.その北には，、

ぴっかい座がさらに，、ルタレス座左続きますが，これらの星々を近犠で

" 

イラスト値供中酉久拠
(19ω-，∞7) 



見ることはもはや絶望的です。せめてこの物語を読んで天空の師弟の姿

を思い浮かべてください

へびつかいといってもインドの蛇使いとは大違いで，ギリシアでは医

師を表します。なぜなら再生不死の象徴である蛇を扱うからです。へび

つかい座は医師の祖アスクレピウスの姿です。彼はアポロンの子で，実

は生まれる前に一度死んでいるのです。アポロンは何番目かの妻コロニ

スの不貞を許すことが出来ず(なんと身勝手な!)，彼女を弓で射殺して

しまいますが，コロニスのおなかの中には彼らの赤ん坊がいたのです。

アポロンはその子だけは助けたいと思い，ケンタウロス族のケイロンに

託しました。ケンタウロス族とは上半身は人間で，下半身は馬という化

け物で， しばしばギリシアを襲つては略奪を繰り返すので，人々は恐れ

ていました。きっと馬を知らなかったころのギリシア人は北方騎馬民族

を恐れてこのような動物を考え出したのでしょう。しかしその中でケイ

ロンだけは文武両道に秀でたケンタウロスとして，神々からも人々から

も尊敬されていました。彼は弓の名手で，アスクレピウスの他にも，ヘ

ルクレス(ヘルクレス座)，カストノレ(ふたご座:あすとろん第 2号p37参

照)，イアソン(アルゴ船)などの若者を育てています。

ケイロンはその胎児を蘇生させ，養育し，そして学問特に医術を授け

ました。やがて成人したアスクレピウスはギリシア随一の名医になりま

した。彼に治せない病はなく，戦いで怪我をした兵士や瀕死の病人をた

くさん救います。やがてこの名医は死者をも蘇らせる治療をするように

なりました。しかしこれは自然の摂理に違うことで，人聞がしてはなら

ないことだ、ったのです。死者が来なくなった死の国の王ハデスは激怒し，

ゼウスに訴えます。ゼウスもアスクレピウスを許しておくわけにはいか

ず，しかたなく彼の頭上に雷を落して致命傷を与えます。さすがの名医

も自分自身を治すことはできませんでした。これは筆者の好きなギリシ

ア星物語のひとつです。

なお，アスクレピウスの息子や娘たちはいずれも医術に関わっており，

その子孫には医学の父と称されるヒポクラテス(紀元前 400年ころ実在)

がし、るそうです。
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技術・若さ・バイタリティをモットーに

SSTK-l 

さまざまな分野で広く社会に貢献します。

株式会社エイ・イー・エス
~ 干305-0032

茨城県つくば市竹園 1-6-1
TEL 029-855-20 14/FAX 029-855-9815 

http://www.aes.co.jp/ 
【事業紹介】
・宇宙開発で培った技術をベースにハイテク技術、天文・光、飛行船、

バイオサイエンスなどの分野で活躍するマルチエンジニアリング

集団です0

SlIallSatelliteTrainingKit-l 

・近年では、飛行払中小型人工衛星の開発で広く社会に貢献しています。

株式会社 恒星社厚生閣
代表取締役社長片岡 一成

干160-0008

東京都新宿区三栄町 8

TEL 03-3359-7371 
FAX 03-3359-7375 

http://www.kouseisha.com/ 

【事業内容】図書出版業
好奇心が羅針盤 知識はエンジン

コ=力三ノルヲプラネ9リウむ株式芸社
東京事業所干173-0003東京都板橋区加賀1-6-1 TEL (03) 5248-7051 

大阪事業所干550-0005大阪府大阪市西区西本町2-3-10西本町インテス11階 TEL(06) 611 0-0570 

東海事業所干442-0067愛知県豊川市金屋西町1-8 TEL (0533) 89-3570 



第 1回通常総会から夏の盛りヘ
黒河宏企(花山星空ネットワーク)

第 1回通常総会が聞かれてから早くも4ヶ月が過ぎましたが、末尾に総会の議

事録を掲載しましたのでご覧下さい。

さて、今年度の活動も 5月 10日の 20年度第 1回花山天体観望会「土星j、6

月 7日の第 2回講演会にの内容については次号で詳しく紹介される予定です)

を終えて、いよいよ夏の盛りを迎えようとしています。この「あすとろん」第 3号が発

刊される 7月 26日(土)の第2回花山天体観望会「星雲と星団」を皮切りに、 8月

1日(金)"-'3日(日)の「第2回子ども飛騨天文台自然体験教室j、8月5日(火)

と6日(水)の「第 2回理数科教員指導力向上研修会(小望遠鏡を用いた昼間の

天体観測教室)J、8月 7日(木)の第 2因子ども夏休み天体観測教室(A組)、 8

月 9日(土)の第 3回花山天体観望会「木星と月」、 8月 17日(日)の第2因子ど

も夏休み天体観測教室(B組)と目白押しで、まさに 8月はフル回転の月と云えま

す。小笠原高気圧が鯨の尻尾型になって日本列島を覆い、安定した晴天が続く

ことを祈りながら、これらのイベントの準備状況をお知らせします。

1)第 2因子ども飛騨天文台自然体験教室

昨年の参加者は 7人でしたが、今年はその 2.5倍の 18名となりました。 7月6

日(日)に京大理学部4tlm gども
館地下講義室をお借り

司bE&さま3③③録時噂諸富て、保護者説明会を終え

ました。今年は飛騨天文

台だけではなく、国立天文

台乗鞍コロナ観測所も見

学します。 また、 1日目の

r!j邑ぴぷろ弱震@霊も
感じぷろ a<>>.t:本竜~J

「満天の星空教室」には上宝の本郷小学校の子ども達も招待して、交流すること

を計画しています。なおこの事業は(独)青少年教育振興機構の「子どもゆめ基

金」の助成を受けています。
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2)小望遠鏡を用いた昼間の天体観測研修会

これは京都大学大学院理学研究科附属天文台が(独)科学技術振興機靖の

サイエンス・パートナーシップ・プログラム/理数科教員指導力向上研修の助成金

を受けて行うものですが、 NPOが全面的に協力しています。京都府教育委員会、

京都市教育委員会の協力を得て、 6月に募集を行いましたが、 7月初旬には既に

8月 5日(火)、 6日(水)両日とも、定員10名の参加者が集まりました。

3)第2因子ども夏休み天体観測教室

これも「子どもゆめ基金」の助成を受けて行うものですが、非常に人気が高く、 8

月7日、 17日とも直ぐに20名の定 l ーーー『日宜

員を超えました。結局各 30名計 院軍i重体制実体観潤教室
60名まで受け入れることにしまし

たが、それ以後もキャンセル待ち

を希望する応募が数件続いてい

ます。望遠鏡の使い方を習いたい

とし、う子どもや保護者が結構多い

ことが分かりました。

『望遍輯を憎い己申老う」
事耐開~安帥菅岨田明・間四日司e
帽と帽輔副醐日輔晴制叫...

恒国
日時..，日(*) 1:当時'0分-"鴎

S月 17E!(自 〉 咽3鴎30分~町時
対象 小学高字年・中学生の男女

和時官民在理組自主，'/1
ol組 問、企人事乏"，星富山りータ一一一…一一併とをゆ恥温盆，.宝竹前黒人M邑笠岡少年

町 山 町 .

特定非曽事l活動法人 花山星空ネットワ-'7通常総会議事録

1.開催日時 平成 20 年 3 月 22 日 16:30~17:50 

2.開催場所 京都市左京区吉田本町京都大学百周年時計台記念館

3.出席者数 102名(うち書面表決者数60名)

4.議案

第 1号議案:平成 19年の事業報告及び会計報告書承認の件

第2号議案:平成 20年度の事業計画及び予算計画書承認の件

第3号議案:準会員(友の会会員)の会費改定承認の件

5.議事の経過及び結果

①理事長の挨拶の後、議長及び議事録署名人の選出について出席者に誇

り議長には西村昌能氏を、議事録署名人は議長に加えて柴田一成氏と

安達誠氏を満場一致で選出した。

②議長は出席者数の確認を行い書面表決者数を含めて、正会員数の1/2

を十分に超えていたので、有効に成立している旨を告げて開会。
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第 1号議案:平成 19年の事業報告及び会計報告書承認の件

NPO法人設立総会を開催した 19年 1月 29日から法人発足前日の 6月

19日まで(19年前期)と、法人発足の 6月 20日から 20年 2月 29日(19

年後期)までに分けて、理事長より事業報告書と会計報告書などの説明があ

った。まず 19年前期について、西川宝監事から監査の結果についての報

告があり、「問題は無かったことを証明する」との発言があった。これを受けて、

挙手により承認を求めたところ満場一致で承認した。次に、 19年後期の報

告書については、 3月 31日の年度末後に集計し、 4月以降に再度総会を開

催して承認を得るべきであるが、経費と時聞を節約するためにそれを省略し

て、その承認については 5月に開く役員会に一任してもらいたい旨理事長

から提案された。西川宝監事からは 19年後期の中、 6月 20日から20年 2

月 29日までの期間についての監査結果については「問題がなかった」旨の

報告があった。これを受けて、 19年度後期の報告書承認を役員会に一任す

る件について挙手により承認を求めたところ満場一致で承認した。

第2号議案:平成 20年度の事業計画及び予算計画書承認の件

理事長から平成 20年度の事業計画書及び予算計画書について説明があっ

た。若干の質疑の後、これらの承認を求めたところ、満場異議無くこの原案

を承認可決した。

第3号議案:準会員(友の会会員)の会費改定承認の件

理事長より改定理由について次のような説明があった。 20年度より会報を季

刊とすることが理事会で決まった。これに伴い、会員には300円X4=1200円

の特典が生ずるが、これは現在の準会員(友の会会員)の会費を上回るという

矛盾が生ずる。また、準会員は総会の議決権を持たないが、その他の特典は

正会員と現状では差がない。以上のことから準会員の会費を現行の 1000円

から2000円に値上げする案が出された。これに対して、出席者より、「準会員

に含まれる子どもの会費が学生の正会員より高くなるのはどうか?Jとの指摘

があった。議長はこの件について意見を求めたところ、「準会員の会費を

1500円にする」との動議が出され、賛成意見もあったので、議長はこの動議

についての賛否を挙手で問うたところ、賛成多数で動議が認められ、準会員

(友の会会員)の会費を 1500円に改定することに決まった。

その他の議案及び意見について募ったところ、出なかったので、議長は以上を

もって本日の議事を終了した旨を述べ、閉会を宣言した。
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事務局桃般紙脆jを

当面の主なイベントは次のようになっています。

女 8月9日(土)第a回花山天体観望会 「木星と月」

*: 9月14日(土)第4回花山天体観望会 「名月と名曲」

邦楽の演奏を聴きながら名月を鑑賞します。

女 10月11日(土)花山天文台一般公開

女 11月1日(士)第5回花山天体観望会 「太陽」

昼間に太陽黒点やプロミネンスさらに分光器で七色のスベクトノレを

観察します。

観望会の参加申し込みは，事務局宛に，往復はがきか電子メールでお寄せ下

さい。参加料など詳細については，約1ヶ月前に NPO法人花山星空ネットワ

ークのホームベージなどでお知らせします。

編集後記

蒸し暑い梅雨のさなかですが，会員の皆さまいかにお過ごしですか。

この第3号がお手元に届くころには，梅雨も明けて夜空には七夕の星々

が輝いていることでしょう。今回掲載の松田先生の力作長文では全地球

的問題が太陽活動から論じられていて非常に読み応えがあります。

「あすとろん」は本NPOの活動を紹介するものであり，また会員聞

の理解を深めるものです。去る a月の総会で年間 4回発行が決まりまし

たが，今後さらに内容を充実していくためには会員各位のご理解ご協力

が必要です。皆さまから天文ニュース，普及活動報告，思い出の星空，

和歌・俳句・川柳，天体写真・イラストなど投稿をお待ちしています。

どうぞよろしくお願いいたします。 編集子
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