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定款抜粋

第 3条京都大学花山天文台は、創立当時からアマチュア天文家にも施設を公開

して、その育成に貢献すると共に、広く市民にも親しまれてきている。

この法人は、この伝統と精神を継承し、花山天文台および飛騨天文台の施設と知

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、研究

し、普及活動を行うことの出来る事業を展開する。また、その結果として、青少

年の理科教育やより多くの市民の生涯学習に寄与することを目的とする。

第5条 この法人は、第 3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)特定非営利活動に係る事業

1)天体観望会の開催

2)天文・宇宙科学に関する講演会の開催

3)花山・飛騨天文台施設，設備・研究成果公開の支援

4)教育関係者研修・理科教育教材開発の支援

5)小・中・高校・大学などの天体観測研究実習の支援

6)市民の天文・宇宙科学に関する研究活動の支援

7)太陽エネルギーの効率的利用普及活動の支援

8)宇宙天気予報の研究・学習の支援

助その他本法人の目的を達成するために必要な事業。
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脅目と金星の太接近会員による写真撮影圃脅

月と金星の大接近
会員による写真揖影

編集子

去る 5月 1613の夕方から夜にかけてH本中の天文ファンを魅了した天文

現象が起こりました。読者の中にご覧になった方も多いと思いますが月と

金星の大接近です。お天気が気になりましたが、当日は運よく晴れて Hの

入りのころは雲ひとつない、正確に言うと飛行機雲がありましたが、快晴

でした。月齢は2で金星は-3.8等なので、昼間から見えていたはず、昼間

観望会をやっていた天文台もあり、ツイッターには見えたぞという書き込

みがたくさんありました。
日が暮れて西の空に輝く月と金星は普段星空に興味のない人の自にも鮮

やかに映ったことでしょう。 7時、 7時半、 8時と時が経っとともに近づき

ながら沈んでいきましたね。西に行くほど大接近が眺められ、東南アジア

では金昼食(金星が月に隠される)が見られたはずです。

皆さんはこんな見事な星空を今までご覧になりましたか?私は記憶あり

ませんし、実際昨年も一昨年にも起こっていません。ステラナピゲータで

調べてみると前回起こったのは 2005年8月8日の日没後だったはず、でも

覚えてないですよね。実はそんなに珍しい現象ではなく来年にも 6月初日

(木)に起こります。しかしその最接近時は日本標準時で 18時ころ、日の入

り前です。その時の金星は明けの明星ですから日が暮れるより先に沈みま

す。夜明け前では当日も翌日も離れすぎです。それを観るには白昼に望遠

鏡を覗くしかない。でも 1年待てば再来年 8月 14日3:00ころチャンスは

やってきます。しかもこのときは両者は今年よりももっと接近するはずで

す。ぜひとも早起き、または夜更かしして月の船に乗る明けの明星を眺め

ましょう。

その金星に向けて日本の探脊機、その名も「あかつき」が 5月21日に打

ち上げられました今到着予定の今年 12月には金星は暁の東天で輝いてい

ます。

今回多数の会員の皆さまから送っていただいた写真を p2~p6およびp37

~p39 に掲載します。裏表紙には日没前に撮られた写真もあります。できる

だけそのままを載せましたが、印刷がうまくいかなかったらごめんなさい。
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女・月と金星の大接近会員による写真撮影・女

秋田勲さん 奈良斑鳩にて

夕暮れは、古都の夜空を美しく飾って

くれました。

斑鳩の法起寺にて

E08 K188X3 180400 

上 35mm F5.6 
19:37 7s 

左 500mm ボーグ ED77mm

直焦点

19:32 112 s 

表紙は

135mm F5.6 
19:34 3s、
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*.月と金星の大接近会員による写真撮影・女

前原裕之さん 花山天文台にて

カメラ RICHO GX200 f=1O.5mm F 4.4 
上 19:37 4s 下 19:51 ls 双眼鏡付き
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女・月と金星の大接近会員による写真撮影・女

茶木恵子さん高槻にて

カメラ:Canon E08 Kiss X2 

レンズ:Nikkor 180mm F2.8 

→ F3.5 +テレコン 2 倍

trimming 

日日寺 : 2010/5/16 20:22 

ベース画像(地球照と背景)

No3113露出 2秒

月の明部分 No3112，14，15
露出 1/30，1113，1秒の 3枚

金星:No3115露出 1/30

以上 4枚をコンポジット

もうじき電線にかかりそう

でした(笑)地球照が写ると 2
日月と金星が白とびしてしま

うので、露出の異なる 4枚を

コンポジットしてみましたが、ちょっと苦しかったでしょうか?下は

Canon EF70・200mmF4 106mm 180400露出 3.2秒時刻は 20:50です。
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女・月と金星の大接近会員による写真撮影・女

的場裕治さん野洲にて

機材及び撮影データ

カメラ:キャノン EOS20D

レンズ:キャノン 400mmズームレンズ

撮影時刻 20時 23分 露出 0.6秒

絞り f5.6 
露出補正 -2.0 1 S 0 感度:800 

撮影場所 : 野洲市小篠原

コメント

5月 16日の 20時頃自宅を出発して上高地へ写真を撮りに行く予定をしおり

ました都合で自宅の近くでと思い最接近の写真は撮れませんでしたけれど送

らせていただきます。これからはもう少し下調べをしてここでという場所で撮

影しようと思います。

p37ヘ続く



直株式会社西村製作所

代表取締役 西村有二

〒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 

【事業内容】望遠鏡・天体観測機器製造

熱い情熱で夢を形にしています。
株式会社ヒューマンエンジニアリングアンドロボティックス
代表取締役 岡村勝
干532-0011
大阪市淀川区西中島 3-8-15 新大阪松島ビル 601
TEL 06-6309-5265 / FAX 06-6309-5285 
http: //ww~herojp.co・ jp!

[事業紹介1
・ソフ トワェア開発及び コンサルティング

-情報統合 生産 ・受発注管理、ロジスティック業務管理

・制御通信 函像処理、製造 ・FA、マノレチメディア

・アミューズメント コンシューマーゲーム、機帯ゲーム

設計/製作

豊かな想像力と確かな技術力

有限会社中央光学

干491-0827愛知県一宮市三ツ井 8-5-1
TEL: 0586-81-3517 FAX: 0586-81-3518 

http://www.chuo-opt.com 
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女-京 1000年の天文街道1(概論)・女

連載

京 1000年の天文学街道 1 (概論)

小山勝二(京都大学)

重い星は大爆発でその生涯を遂げる。これを超新星という。宮廷歌人、

藤原定家は明月記に 1000程前の超新星の記録を 3件残した。これらは世界

的にも貴重な一級の天文資料である。実際に観測したのは有名な陰陽師

安倍晴明の子孫だ、ったと思われる。彼らは宮廷の役人「陰陽頭」あるいは

「天文博士」として職業天文観測家だ、ったからだ。

1230年の冬、はくちょう座近くに琴星が出現したようだ。不吉なことで

もあるのかと心配した定家は安倍晴明の 8代目、泰俊朝臣に宮廷に残され

た過去の記録を報告させ、それを明月記に記した(実際には、メモを貼り

付けた)。このなかに 3件の超新星の記録があった。これらは爆発の痕跡(超

新星残骸)を現在にのこし、 X線を放射している。偶然か否か、これら 3

つの超新星残骸は現代天文学で、も最も注目をあび、る天体になっている。

「一条院の寛弘 3年 4月2日(西暦 1006年 5月 1日)Jの超新星(SN1006)

では、 2006年にその生誕 1000年の記念写真を「すざく」衛星で、撮った。

解析の結果、SN1006は史上最も明るかったことや宇宙線加速現場であるこ

とが解明された。宇宙線は湯川|秀樹の中間子理論を実証し、彼のノーベル

賞受賞に貢献した粒子である。

「後冷泉院の天喜 2年 4月中旬(西暦 1054)の超新星」の痕跡は現在「か

に星雲」とよばれ、中心にできた中性

子星の物理など現代宇宙物理の諸問

題解明にもっとも重要な研究対象に

なっている。この記録は戦前に日本の

アマチャー天文家(射場保昭氏)によ

り米国の天文雑誌に紹介され、歴史文

献にのこされた初めての超新星の例

としても世界的に有名になった。かに

星雲の超新星記録は東洋とアラピヤ

地方にはあるが、西洋には全くその記

録がない。何か宗教的、あるいは、世

界観を反映しているのだろうか?

図 1 超新星の生誕 1000年記念 X線写真
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女・京 10∞年の天文街道1(概論)・脅

「高倉院治承5年 6月 25日(西暦 1181)の超新星J(SN1181=3C58)は

上の2つに比べると地味な超新星であるロしかし現在宇宙物理での重要性

は勝るとも劣らない。かに星雲と同様に中性子星を残したが、 X線観測か

ら、その表面温度が予想より低いことが分かった(冷却速度が余りにも速

い)。早い冷却を説明するには、第三、第三世代のニュートリノを発生させ

ればよい。そこでクオーク昼が作られたという説がでた。最近の小林、益

川のノーベル賞の理論と関係しているともいえる。このように安借家と藤

原定家が記録した 1000年前の3個の超新星は最先端の宇宙物理学に重要

な情報を提供したのだ。

安倍晴明の屋敷は土御門通り(一条通りの南)、堀川付近にあった。ここ

は応仁の乱の洛中最初の合戦地だったそうだ(一条戻り橋の東に碑がある)。

あたり一面は焼け野原になってしまっただろう。安倍晴明の屋敷跡には現

在、晴明神社が建っているロ

晴明神社、定家の子孫の冷泉家と定家の墓(相国寺の湯殿の裏)、現代天

文学の拠点京都大学は今出川通りでほぼ一本に結ぼれる。私はこれを「京

1000年の天文学街道」と名づけた。 NHKの「爆笑問題の日本の教養」で

話題にしたのだが、漫才師、爆笑問題の田中、大岡両氏はあまり乗ってこ

なかったロ精華大学の牧野、堂野両先生がこの話に乗り気になられ、急逮

京都府の観光マンガマップに書き入れられることになった。

その後「京 1000年の天文学街道」の道路延長の陳情が各界から来た。事

業費は零だから民主党政権の事業仕分けに抵触する心配はない。早速実行

に移ろうと考えたロ京都には天文学ゆかりの地は多いが、市内に広く分散

しているので、ブロック別して、それらを結ぶ街道を作ることにしよう。

1 .花山フロック

元慶寺(花山天皇が出家、それを安倍晴明が天体観測に基づいて予言した)、

清閑寺(比翼塚、小替局供養塔)、高倉陵(明月記の超新星「高倉院治承五

年六月廿五日庚午成時客星見北方近王良守伝舎星」 ゆかりの人物)、京

大花山天文台、将軍塚

2. 京大フロック
京大理学研究科、京大総合博物館 (4次元シアター)、真如堂(土御門の墓)

3.妖怪ストリートブロック

冷泉家(藤原定家の明月記ゆかりの地)、相国寺(定家の墓所)、安倍晴明神

社、一条戻り橋、大将軍人神社(土御門に仕えた皆川家の古天文資料あり)、

妖怪ストリート

4.梅小路(土御門)フロック

梅林寺(土御門家=安倍家の菩提寺)、大表土台(日時計)の作者安倍泰邦

の墓、士御門藤子(和宮の名代として江戸無血開城に尽力.安倍朝臣邦子)
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女・京 10∞年の天文街道1(概論)・脅

の墓など、円光寺(土御門家の天文台。揮天儀台=天体観測機器)、 稲住

神社(安倍晴明ゆかりの神社)

5. 西三億天文台ブロック

月光稲荷(この付近に江戸時代の西三条天文台)、本所初の子午線(伊能忠

敬は彼が制作した日本地図の経度Oをここにおいた)

6. 嵯峨野ブロック

藤原定家の時雨亭、 安倍晴明の墓、小督局隠匠の庵(平家物語「峰の嵐か

松風か、たずぬる人の琴の音かJ)、琴聞き橋、小替塚

それぞれのブロックの歴史、文学、天文学的な意義と、天文街道延長の

事業計画の詳細は続編に譲るとして、そのさわりのみをここでは述べる。

応仁の乱の激戦地になった士御門の自宅を放棄して、安倍家は若狭の名田

庄上村(福井県大飯町)に疎開した。信長の天下統ーと同時に安倍有情(彼

から正式に土御門を称する)は、京都へ帰ったと推定されるが、文禄4年

(1595)秀次事件に連座し秀吉の怒りにふれて若狭へ塾居した。家康が事

実上天下を手中にした関ヶ原合戦のあと慶長5年 (1600)、再び京都へ帰り

梅小路に屋敷を構えた。現在この付近にある梅林寺は士御門家の菩提寺で

ある。また晴明をまつる稲住神社もある。

江戸時代に、 t工戸と京都の暦のどちらが正しいかを競うため、京都梅小

路で天体観測がなされた。これは江戸方が勝利し、溢川春海の「貞享暦」

が発行された。次の「宝暦暦」の策定に江戸

方の役人に加え陰陽頭の土御門泰邦が関わ

った。紅戸方に先を越された土御門側は巻き

返しにつとめた。士御門泰邦は梅小路の自宅

に大表土台(日時計)と揮天儀台(天体観測

機器)をおいた。それらの台石はそれぞれ、

梅林寺と円光寺に残っている。また泰邦は私

塾「斉政館」をひらき、その分室を四条堺町

におき塾頭を皆川家に任せたロ江戸方は西三

条に改暦所(天文台)を作った。これは後に

浅草に移転した。

図2: ;太将軍八神社に残る国産最古の天球儀のひとつ(溢川春海作)

明治維新になり、迷信的要素はありながらも天文観測に貢献した土御門

家はその任(陰陽頭)を解かれた。陰陽寮は廃止され、土御門家は東京へ

移った。この時の当主士御門晴雄の妹が士御門藤子である。彼女は和宮の

名代として江戸無血開城に尽力した。京都に残って土御門家の後片づけを

まかされたのが若杉家と皆川家であるロ土御門家が残した貴重な資料は、

それぞれ京都府資料館(若杉家の史料)と大将軍人神社(皆)11家の史料)



10

大・京 1000年の天文街道1(概論)・女

に保存されている。この神社には櫨川春海による天球儀の一つもある。

用語説明

超新星: 星は原子核融合反応で熱を発生させ輝く。燃料になる軽元素が消

費つくされと、星は「死jぬ。太陽の 8倍以上の重さの星は最期に大爆発

を起こす。これを超新星という。東洋では客星、大客星と呼ばれていた。

超新星の名称は SN(SuperNova=超新星)のあと発見年、その順番をアル

ファベットでつける。例えば SN1987Aは 1987年の最初にみつかった超

新星である。

超新星残骸:超新星の爆発エネルギーはあまりにも巨大なため、爆発後数

万年にわたって痕跡を残す。これを超新星残骸という。超高温ガスがある

ため、強いX線を放射する。

宇宙線:宇宙空間を飛び回る超高速の微粒子。主成分は陽子である。これ

が地球大気と衝突すると 2次的な粒子を生成する。その中からパイ中間子

(湯川粒子)が見つかった。

すざく衛星: 国産第5番目のX線観測用天文衛星。 2005年 7月に打ち上

げられ、現在も観測に従事している。

かに星雲 :1054年の超新星の残骸。みかけが蟹に似ているので、かに星雲

と名づけられた。中'性子星が超新星で、つくられることを実証したもっとも

重要な天体である。

中性子星:ある種の超新星は中心に中性子が凝縮した天体を残す。これを

中性子星という。半径はlOkmほどだが、質量は太陽より大きい。そのた

め平均比重は 1ccあたり 10億トンにもなる。

クオーク星:中性子星をさらに圧縮するとできると想定されている天体。

中性子星と異なり、存在が実証されているわけで、はない。

ニュートリノ:最小単位粒子(素粒子)の一種。超新星のときに大量に生

成され、宇宙空間に放出される。相互作用が弱いので地球すら通りぬける。

1987年小柴らが初めて測定した。ニュートリノも三世代あるということは

益川、小林理論の三世代 (6個の)クオークモデ、ルの枠組内で、ある。
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*:.第 6回講演会報告・*:

第6回講演会報告

西村昌能(京都府立洛東高等学校)

2010年 6月 6日(日)13: 30、もうすぐ梅雨に入ろうとするような暖か

さのなか、新しく作られた京都大学理学研究科セミナーハウスで総会に先

立ち、第 6回講演会が開催されました。

まず、副理事長の柴田天文台長からプログラムについて、その中でも特

にということで全国同時七夕講演会について紹介されました。続いて、黒

河理事長からスライドを利用して NPO法人の活動紹介がなされました。私

たちの NPO法人は花山天文台、飛騨天文台の施設を活用して、理科教育や

市民のみなさんに星空を楽しんでいただくことを目的にしている会である

ということを強調されました。

最初の講演は柴田先生の司会で京都大学大学院理

学研究科宇宙物理学教室教授、太田耕司先生にお願

いしました。

「銀河の誕生と宇宙の一番星」

太田耕司先生
百忌

柴田先生には過分な紹介をしていただきました。私は、若いほうですが

それでも今朝の地域の清掃活動で腕が痛くなり、ポインターをちゃんと向

けられるか心配です。

さて、宇宙にはいろいろな銀河がありますが、渦巻き銀河のような渦を

巻いたものもあります。この写真の銀河の赤いところには、電離したガス

の星雲があり新しい星が生まれていること

を示しています。星がどんどん生まれてい

るわけですね。このように、銀河もいわば

生きて進化しているのですね。恒星や銀河

のこのような変化を進化と呼んでいます。

夜空に見える天の川は、我々の住む銀河を

内部から横向きにみている姿で、横向きの

渦巻き銀河と同じように見えます。これは、

オーストラリアで撮影した天の川の写真で

すが、天の川の膨らんだ部分がいて座にあり、これは我々の住む銀河の中
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心方向です.我々の住む飴可を上から見た想憧図では渦巻きをしています固
ところが、中心部分には禍がありませんね。そのかわり中心には樟があり
ます.よその輯何でも樟を持つものがあります.これを樟禍巻き銀河とい

いますが、棒のような構造がどうやってできたのか、その原因ははっきり
わかっていません。のっペらぼうみたいな楕円銀河もあります.この銀河

では畠が今はあまり生まれていないようです.このように宇宙には、色々
な銀河あるのです.
鉛可の大きさは直径10万光年、畠の数は1000億個だと言われています.

10万光年と言われても想憧しにくいので、まずは太陽系の姿から見て行き
ましょう.

まず、太陽を 3'"四くらいのすいか玉としまLょう.すると水星は太陽か
ら12mのところにある大きさ 1m血の離になります。地球は 30m旧ど離れ

たところにある 8皿 E ほEのエンドワ豆みたいなもの.最大の惑星である木
星でも、距離 168mで30mくらいのピンポン玉、海王星は 1km位先の 1cm
白球という事になります.このスケールで一番太闘に近い恒星は地球の反

対側の 90叩 'kmの距離になります.慣星Eうしはかなり、すかすかな状態
なのがわかります.
まだ、銀何の大きさに遣しないので、今度は太陽を O.lmmにしてみまし

ょう回すると銀荷町大きさは地球半径の 10倍位になりますE これも想睡し

にくいので、太陽系を 500円玉サイズにしてみると、銀河町大きさは北海
道から鹿児島位になります.

今桂、いちいち日本列島色思い拝かべるのも大変なので、もっと小さい

スケールにして、鑑討可をピザ (3Ocm)サイズに縮めてみます.すると隣の蝿
何は6-7m先のピザになります.つまり、この師屋町中にピザが何枚もあ

ることになります.宜外と混み合っていますね。だから銀河Eうしはとき
どきぶつかることがあります.
実際、 M31(アンドロメダ銀何)は我々の住む銀阿に近づいています。

数十億年先にはぶつかるという話もありますE しかし、心配はご無用ですE

星と星の間隔はすかすかですので、星同士がぶつかる可能性は極めて小さ

く、もっとほかのことを心配した方がよいです.太陽系内天体の衝突の可
能性白方がずっと商いです。
この写真のように銀阿部た〈さんむれて集まっているものを輯阿固といい

ます.この画憧は銀荷がぶつかっているところです。この函瞳では、青い
どころで星出生まれています.水素ガスが衝突によって圧縮されて星にな

っているのです.量部守はこのようにして成長するようです。
さて、現在見つかっている一番遣い組河は、 100kmOJ先にあるピザです。

宇宙の中にあるピザの数はあまりよくわかっていませんが、 1000億はある
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と考えられます.

観珂の恒生と成長田シナリオ

宇宙初期は、ガスのみでした.ガス分布はほとんr一様だったのですが
わずかに密度揺らぎがありました.密度の高いところは重力的に引き合っ

てますます密度前上がります。そこで星が形成されていくわけです'.(実際
にはダークマターの密度ゆらぎがまず成長します.)

銀河由静成シミュレーション
ここに示すのは、許草機の中で、このような密度揺らぎの成長ど銀河の

成長を許草したものです。
宇宙年齢 10億年町時はま

だむらむらはあまりはっき
りしませんが、既に銀河が

誕生しているという結果に
なっています。これらがだ

んだん成長して、 137億年
たつと銀河がいっぱいにな

るのがわかります. 郁に
は銀河団もできています.

との許算では、宇宙の非
常に広い範囲を計算してい

るので、個々の畢何の聾は
よくわかりません.もっとスケールの小さなシミュレーションの例をみて

みましょう。宇宙誕生櫨 10億年頃の聾を見ると、いくつかの釦可部衝突し
て育っているととが見てとれます.そしてzの場合はやがて楕円銀河に成

長していくのがわかります.
私の研究はこういった生まれたての銀河を実際に探すことです.遺くの

銀河を見ることは昔の宇宙を見ることです.遠くの銀河を見れば銀河の誕
生と進化がわかります.しかし、そう簡単なことではありません.この空
白非常に狭い範囲に2似目個から 30曲個の銀河があります.これらの鑑問

までの距離を調べるにはスベクトルをとって事方偏帯を調べることです。
しかし、銀河はたいへん暗いのでスペクトルをとっていると日が暮れる(お

や、観測では在があける)のです.とても時聞がかかるので実際には別の
方法を使って大普のつまり遠方町銀何を探しています.

私は、すばる望遠鏡を使って、このような誕生聞もない銀河を探して調
べています。すばる望遠鏡のあるのはハワイ島です。しかし、これはハワ



14

安第6目前潰会報告*

イ諸島のオアフ島ではありません。みなさんはハワイというと、いいなと

いわれますが、観測地はハワイ島です。そのハワイ島の中心地はヒロで、
そこはハワイ第 2の都市ですが、ホノルノレの人口が 100万人を越えるのを

考えると大変さびしい町です。更に、すばる望遠鏡のサイトがあるマウナ

ケア山は標高が 4200mで空気が薄く高山病で頭が痛くなります。マウナケ

アは天体観測条件としては大変いいのですが、観測者にとってはなかなか

厳しい環境です。

普は人聞が望遠鏡に取り付いて寒
い思いをして観測していましたが、

現在の観測は、別室でぬくぬくとし

かし薄い空気と戦いながら軒算機の

前で行うのです。人聞が熱源となっ

て観測のじゃまになるからです。
そのような観測の結果、こんなシ

ミみたいな銀河がたくさん見つかり

ました。宇宙が始まって 10億年の頃

の宇宙にある銀河です。つまり 125
億光年彼方の銀河というわけです。

このシミみたいな銀河をハップノレ望遠鏡で見るとしつぼが見えます。これ

は衝突しているところだろうと恩われます。
スヒ'ッツアー望遠鏡という宇宙望遠鏡を用いた観測から、この銀河達は、

星の数では 60億個位、つまり、我々の銀河の 1000億に比べると 20分の l

位ということがわかりました。また、大きさは現在の銀河の 5分の 1とか

その位。そして、すごい勢いで星を作っていることがわかってきました。

人間でいうと、ちょうど赤ちゃんの体重、サイズで、急即lに成長している

点も同じですね。こうやって生まれたての銀河はたくさん見つかってきた
のですが、この若い銀河が今後どのような銀何に成長するのかは、まだあ

まりよくわかっていませんe

今後の課題

10億年前の時代の銀河の性質を明らかになりました。しかしその前はど

うなっているのでしょうか。それを調べるために世界中で望遠鏡の建設が

始まっています。 ALMA、30皿望遠鏡、スペース 6.5m、スペース 3.5m遠
赤外線望遠鏡などがそうです。このような装置によって今後、謎がとかれ

ていくと期待されます。
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宇宙の一番星を探せ
宇宙の本当の最初の星(一番星)は理論的には赤方偏移 60、宇宙誕生後

4000万年のものだといわれています。そこまでいかなくても、普通の初代
の星は宇宙誕生後 2億年位という話もあります固普通の初代の星という言

い方は変ですが。生きているうちに、こういったもっとはるかに遠くの星

を見つけることが可能かもしれません。それはガンマ一線パースト(GRB.)
です。 GRBsは一種の超新星爆発です。超新星爆発の際に超高速ジヱツトを
出すものがあり、そのジェットを正面から見ると大変明るいのです。ガン

マ線だけでなく、 E線や可視光でも残光が見え、これもとても明るいので

す。 75億光年の彼方の GRBの残光が肉眼で見ることができるほどまでに

明るくなったという例もあります。 75億光年の量尉可から出た光が目で見え

るということで、びっくりします。もうひとつの例として、 128億光年彼方

の GRB残光を、わずか 250皿の望遠鏡で撮像できたというのもあります。

すばる望遠鏡による 125億光年の銀河の諦と比べてみてください。わずか

250皿の望遠鏡です。ただし、爆発して 3-10分後位までに素早く見ないと

いけません。 GRB残光はEんどん暗くなっていきますので。

GRBsは、宇宙誕生後わずか 300万年の宇宙にもし出現したとしても、

観測可能だと考えられています。ただ、銀河までの距離を出すためには、

現曜のところ可視や近赤外線の観測が必要なので、実際には赤方偏移 20つ

まり宇宙誕生後2億年頃より最近の宇宙に発生しないと観測は困難です。

現時点での最遠方天体である GRBは 131億光年ですが、岡山天体物理観測

所でも観測できました。

私は、今、岡山天体物理観測所で、 50cm望遠鏡による可視3色同時撮影

装置と 91cm望遠鏡による超広視野赤外線撮像装置を作って、このような

非常に遠方の GRBを探査するというプロジェクトにかかわっています。こ

れによってすごく遠方のGRBが見つかれば、すばる望遠鏡と連携して、よ

り詳細な情報を引き出せるよう

な分光観測も実施しようとして

います。さらに 3.8m岡山新技術

望遠鏡計画も推進しており、完成

の暁には、日本でGRBを検出し、

即時分光観測も可能になると期

待しています。

最後の図です。横軸は時間、縦

軸は銀河の成長率です。最初は成

長率が上がっていきます。やがて

ピークを迎え、その後、だんだん
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下がってくるということがわかってきました。人の成長と似ています。

星の形成進化と銀河の形成進化は惑星と生命の誕生と密接に関連してい

ます。というのは、銀河成長率と重元素の生成率は関連しているからです。

生物の進化の話はこの後に講演がありますが、ひょっとすると、より進化

の進んだ銀河(楕円銀河)には高等生物がいるのかもしれませんね。

講演後、質問をされる次の講演者の

大野先生

休憩後、作花理事の司会で次の講演が始まりました。

「地球以外にも知的生命は存在するか?一地球生命史からの考察ー」

京都大学総合博物館館長太野照文先生

ご紹介していただきました大野です。

生命の誕生は宇宙の歴史とは切り離せな

いと最近の研究でわかってきています。

さらに生命は宇宙で何度か誕生している

かもしれません。しかし、知的生命の進

化する可能性は極めて小さいと私は思い

ます。そのことを本日はお話しようと思

っています。

生命は 38年億年前に発生しましたが、

宇宙の進化と密接な関係がありました。また生命の進化も呆たして現在の

ような姿に進化する必然はあったのでしょうか?

広辞苑を調べると
知性とは「広義には知的な働きの総称。狭義には、感覚により得られた素

材を整理・統一して認識に至る精神機能」とあります。

チンパンジーなら少しはありますが、未来のことは考えられるのでしょう
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か。また、 138億年前に何が起こったのか考えられるのでしょうか。

人類はそんなどうでもよいことを調べるために大学という組織を作り巨大

な望遠鏡まで作って宇宙の果てまで調べているのです。

これが人類と他の生命と違うこところでしょう。では、知性への道のり

を調べてみましょう。

知的生命の道のり

先ず生命を誕生させてあげなければいけませんが、これは未だわかって

いません。地球では、生命の誕生に月の影響が大きかったと考えられてい

ます。地球の生命の歴史で一級の出来事は酸素の発生が重要です。光合成

ですね。これは高いエネルギーを生み出せるからです。眼を手に入れた生

命も重要です。生命に必要な条件は、適当な元素(複雑な分子の骨組みと

なる強い結合を持った元素、触媒作用を助ける元素)と適当な溶媒として

の液体の水が重要です。宇宙にある生命は全て水が必要でしょう。水は蒸

気でもなく、氷でもない水です。それと位置です。太陽からの距離が重要

で温度調節が今までゆっくり進化する時聞が保証できる温度の変化のなさ

と場所が大事なのです。

地球に生命が誕生してお億年たちますが、その問、条件が一定でないと

困るのです。たとえば、太陽(恒星)の明るさの変化や、隙石の衝突、大

気の宇宙への散逸、白転車曲の変化、近くで起こる超新星爆発などは生命に

とって大きな出来事です。

生命が必要とする元素
さて、生命という者は抽象的なものではありません。実体のあるもので

す。つまり、元素なしに生命はできないのです。すべての生物に必要な元

素は、 H，C，N，O，K，Na，Ca，S，Mg，Cl，Pです。酵素として利用するために

V，Cr，Mn，Fe，Co，Ni，Cu，Zn，Mo，W，B，Si，F，I，As，Br，Snを必要とする生物が存在

します。フレッド・ホイノレは、恒星の進化と元素合成の歴史を明らかにし

ました。ただし、彼はビッグ・パンには反対の立場でした。

元素の形成と宇宙の歴史

このような元素の形成は次のようなシナリオが書かれています。宇宙誕

生から 3分でプラズマから核と電子が誕生しました。 138，000年後、最初の

原子 (HとHe)が生まれました。水素とヘリワムは宇宙の始まりの時にで

きたのです。その他の元素は昼の中で合成されたのです。

10億年後、最初の星(第一世代の星)ができ、太陽質量の 8倍程度まで

の恒星内部でヘリワムから炭素までの元素の合成ができました。 8倍以上の
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星の内部電核反応で Mgや位、 Fe等が合成され、その後の超新星爆搭で、
鉄より重い元棄の合成が行われたのです。太陽は第三世代田恒星で2回の

超新昼爆発を経験しています。このようにして太陽系の材料の隠し味がで

きたのです.
さて、中国の人たちは急に現れて明るく輝く超新星を「客星」と呼びま

した。藤原定家の「明月記jに1006年の客星の記事があります。観測をし
た人は定家ではなく、他の人です。これも超新星で、その残骸は京都大学

の小山先生たちによって X線衛星「すぎく」で観測されました。スベクト
ルをみるとその中に鉄なEの元素成分が見っかりますから実際の元素の合
成の現場が見えているわけです.
材料を作る現場というのは、足を踏み入れるというのが大変危険な所で

す.超新星でも同様です.超新星が爆発するところでは有害な電磁波や粒

子が飛んできます。そのような見方をしますと銀河の中心部分は星の密度
が高く超新星爆発が多いところだと言えます。生命発生にとって、いくら
材料が多くても、このような超新星爆発の多い銀河中心からいくらか離れ
ないといけません。つまり銀河中心は危険なのです。一方、銀河の外側は

安全ですが、生命の材料がすくないのです。
この両極端の聞を銀何生存圏 (GHZ) といいます。銀河系の 10%程度の

昼しかこの範囲にありません。ま士、常に GHZにとどまれる肩平串の小さ
な星は 5%しかないのです。ところで、 46億年間太陽系は円軌道を保って

います。たいへん安定な環境だといえます。

生命の恒生
生命の起源の考えにはたくさんあります。

地球外起源説には、パンスメJレミア説、地球内起源説として、 RNAワーJレ

ドやオパーリンなどの説が代表です。
RNAが生命の始まりという考えを RNA'7ール}ぞといいます。 RNAは遺

伝情報も持つし、また最近酵素としての役割を果たすことが分かつてきた
ので、「設計図にもとづいて、自分と同じモノをつくる能力」をもっ生命の
始まりとして注目されています.ただし、 RNAを構成する糖類は地球環境

では作りにくいのです。肝心の DNA、RNAを作るのはたいへん難しいの

です。
パンスメルミアとは、最初の生命が宇宙で作られて地球に持ち込まれた

という考えですがその最初の生命はどこでEのように作られたか不明です。
生命の材料は比較的ありふれています。フラスコに地球にある物質をい

れて紫外線や放電をさせるとたくさんのアミノ酸ができました.この人工
的なアミノ酸のパターンは落ちてすぐ見つかって地球の生命物質に汚染さ
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れていないと考えられるマーチソン闘石中のアミノ酸のパターンと非常に
よく似ていることがわかったのです.生命の材料となる分子や単純な重合

対は原始地球で合成可能でしょう。

生命誕生のアルカリ温泉脱
Hz+COz→ [CH，O]生命+HzO

このような化学式で海洋底の中央海嶺で

の熱水吹き出し口で鉄ー=ッケル硫化物
とベプチドが共進化しました。実際、この
ような環境でグレイライトというは鉱物

が見つかりますがこれは脱水素酵素の反
応中心の構造ときわめてよく似た構造を

もっています。ここまでは地球で必然的に
できたと思われます。
一番ふるい生命はオーストラリアで 35

億年前の層状チャートの下にシリカ岩脈
(温泉町鉱脈)があり、最下部に枕状溶岩

あっそのシリカ岩脈には、メタン生物がみ

つかりました。現在の温泉湧きだし口にも
同様な生物が見られます。

30億年前に生命が陸上へ進出したがそ
のときに紫外線よけの色素が酸素発生型
光合成につながったと考えられています。

月田役割
しかし、生物は臆病で陸には簡単にあがれ
ません.そこで当時、月は地球に近く、干

満の差が大きかったと考えられています。満潮時はNaCl漉度が低下し電荷
による反発で分離、いっぽう干潮時は水素結合が起こると考えられていま
す。潮汐の記録は貝殻のしま模様に見つかります.ただし化石では 6億年

までのものしかわかりません。堆積物ではもっと古いことがわかります。
堆積物のしま模様から復元した月の軌道半径の変遷は現在の月と地球の距
離の変化量と少し違います。
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酸素

23億年前に急劇に増加しました。酸素発生するシアノバクテリア、これ

は日本人も食べています。川海苔の一種で、水前寺ノリと呼ばれています。

オーストラリアのハメリンプールにはストロマトライトがいます。これも

シアノバクテリアですね。

酸素発生型光合成と真核生物の誕生

酸素呼吸するバクテリアなどが共進化して真核生物ができたと思われて

います。真核生物と多細胞生物の出現まで 10億年間空白があります。この

時代、宇宙から隙石などの影響を受けていない、つまり落ち着いていたと

思われています。その後、スノーボールアースの時代になりました。地球

が完全に氷で覆われてしまったのです。このような悪条件が生命の進化を

眼の進化

週師団軒E ア士、 E 一r- • 促すのですね。

最初の多細胞生物?ヨル

ギア(約5億 6千年前)

最初の動物は口も目工門もありませんでした。しかし、行動様式はありま

した。餌をとるために同じところを通りませんでした。それは、化石から

わかります。しかし、密には通らない。今から 5.6億年前に色のついた動物

化石がでてきます。それは見てもらうためでしょうか。三葉虫には複眼が

ありました。何か見ていたのでしょうね。

三葉虫の眼の化石(約4億年前)
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人類の出現前夜

中生代の終わりは慣石落下で起こりましたが、ほ乳類の敵である大型走

鳥類が滅びるまで安泰ではありませんでした。

アルデピテクス・ラミダス
この人類の先祖にはまだ、その足に母指対抗性があります。足が手のよ

うにものをつかめたので、す。つまり、木に登れたかもしれないのです。

その後の人類は樹上の食物が食べられなくなったのです。この時代まで

は温暖でしたがその後、寒冷化し、樹林が減少し、草原へ出現するように

なりました。草原は敵が多く、それで知恵がついたので、しよう。その後の

時代の足跡化石からは 2匹のオーストラロピテクスが手をつないで、いった

様子がわかります。

昨年、基礎研究所の建物の下から 2600年前の縄文時代の材ができてきま

した。その時代には鋸はなかっ

たので石器で模を入れて木を

割っています。その上では宇宙

の研究を湯川さんや益川さん

達が議論していました。

生命は地球で生まれ育った

という私の考え、あるいは知的

生命は地球以外に存在しない

とする私の考えはハヤブサの

到着で終わるかもしれません。

はやぶさの帰還がとても楽し

みです。

講演者の皆さんと理事長、司会のみなさん
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総会の報告

上善恒雄(大阪電気通信大学)

新しく京大理学部構内に新築されたばかりの木作りのセミナーハウスで

第 3回通常総会が 6月6日，講演会終了後に 17時から行われました。そこ

だけ避暑地にいる錯覚をおぼえるような落ち着いた 1階建てのセミナーハ

ウスです。今回、筆者は議事進行役を仰せつかりましたので、総会の概要

をご報告致します。

おかげさまで、 NPO法人花山星空ネットワークの登録会員数は正会員

324名(一般 267名、学生 57名)ほか、総計 408名を数えるほどになりま

した。あらかじめ委任状を 155通お送り頂き、当日の参加者は 51名ありま

したので正会員の過半数で総会が成立しました。総会の開会の挨拶の中で、

黒河理事長が昨年度の活動について、記録写真をプロジェクタで投影しな

がら 1年を振り返り、引き続いて 3つの議案について審議がなされました。

第 1号議案では、開会の挨拶で報告された NPOの活動に加えて「あすとろ

ん」の発行やWebでの情報公開なども含めて改めて総括し、 21年度事業の

決算内容について説明があり、西川監事からも決算内容の監査について丁

寧に報告がなされ、満場一致で承認されました。

第2号議案では、 22年度事業(すでに始まってはいますが)の活動計画と

予算計画について説明がありました。昨年度のように大きな予算が動くツ

アーなどは予定されていませんが、これまで通りの多彩な活動予定が盛り

込まれています。

これについても

満場一致で承認

を頂きました。

第 3号議案で

は、準会員と学生

会員の会費を年

間 1，500円から

2，000円へ改訂す

る案が起案され

ました。
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『あすとろん』にかかる経費が14島あたり会費の"田0円をこえていたた
め以前から問題になっており、今回の起案になりました.なお、司開会員に

は総会の薗決権がありませんが、.望会や韓被会への優先的参加や綱引な

2には正会員k同じ特典があります.総会会場からは特に反対意見は無〈

承認を頂きましたが、質疑の中で、二人以上のお子さんがいらっしゃる家

庭もあるととだし、 NPOの活動に子供たちゃ学生さんが診却しやすい制度

づ〈りをoCn)tげ、天文や自然に闘して次の世代の人たちiζ広〈興味を持っ

てもらうことが肝要であるという主旨のロメントを頂きました.現在でも
家族の韓かが入会して貰えれば『あす1-ろん」も送られてき去すし、必要

な情報は待られる状祝ではありますが、総会の後で行われた鋸親会でも家

族会員といった新しい会員種別を作るなどのアイデアを頂きました.今後

もより良い制度を理事会で暢酬をして行きたいと恩います.

縮会終了後に陪栂親会が開催され 8噺昼ぎまで歓濃の輸が続いていまし

た.下は最後に撮られた集合写真です.
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惑星直列は怖くない

作花一志(京都情報大学院大学)
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惑星直列という言葉は本来の天文学用語ではなく、全惑星がほぼ直線状

に並ぶ状態というだけで、はっきりとした定義はありません。しかし 1970
年代後半から一般に使われるようになり、インターネットでググれば多数

のサイトが検出されます。惑星直列は何年何月何日に起こるとか、その周

期は何年とか、どんな災害が起こるかとか。。。この場合、地球から見て外

惑星(火星・木星・土星・・)は集合して見えます。そしてその反対側に内

惑星(水星・金星)も集合していますが、太陽と同じ方向なのでほとんど見

ることはできません。外惑星は衝、内惑星は内合として集合するわけです。

では実際に惑星が水金地火木・・の順に並ぶことはどのくらい起こるので

しょうか?今までそんなことがあったのでしょうか?シミュレーションソ

フトを起動させて BC3000年から AD3000年までの 6000年間で調べてみ

ると惑星が「水金地火木土天海」の順に直線状に並ぶことは非常に稀なこ
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とがわかります。望遠鏡で発見された天王星以遠を除いて、水星から土星

までの6惑星が最も直線状に並ぶのは1504年の年初前後に起こっています。

6惑星が全体としてよくまとまる 1503年 12月 24日(グレゴリオ暦値)

ー誕生事庄司j;J.圃 15031224 の惑星配置で、中央は太陽、
' 内側から水星・金星・地球・火

星・木星・土星の軌道です。金

星がやや外れているのが気に

なるかもしれませんが、これ

が 6000年間で最良の日なの

です。火星・木星・土星はふた

ご座のカストルのすぐ側、真

夜中にほぼ天頂に見えます。

太陽と水星はいて座に、そし

て金星はその東隣のやぎ座に

て、日没後 1時間くらいは宵

の明星として見えたでしょう。

この時何が起こったのか、

どんな事件が起こったのでし

ょうか?この日に生まれた有

名人としては大予言者ノストラダムス、その誕生日は 12月 14日です。た

だしこれは当時使われていたユリウス暦の値で、グレゴリオ暦に変換する

と12月24日です。「さすがは大予言者、やはり誕生日からして何かありそ

うJと思わないでください。同年同月同日に生まれた人は世界中に何万人

もいたはずです。まだみんな天動説を信じていたのでこの夜空を見ても火

星・木星・土星の集いとしか思えなかったでしょう。

BC2747年8月中旬にもこのような惑星配置がありましたが、火星・木星・

土星は深夜うお座に、水星・金星・太陽はスピカの近くにいました。その他

に BC266年 11月末、 BC2230年 1月中旬にも起こっていますが、上記 2

件に比べると相互の位置はややずれています。惑星直列といえる現象は

6000年間に 4回しか起こっていません。

それに対し、惑星集合(会合)とは惑星が天空上の狭い範囲に集まって見え

る現象を指します。惑星たちはやはり直線状に並びますが、太陽がこの直

線から外れた場合に眺めることができます。地球は全惑星の端になります。

5惑星集合はこの 6000年間で61回そのうち観望可能なものが 36回起こっ

ていますが、最もコンパクトにまとまるのは BC1953年2月28日(グレゴ

リオ暦では 2月 11日)です。 5惑星がみずがめ座に、木星はやや東に離れ

ているが他4星は 0.50
の範囲にひしめき合っていますロ日の出前の6時半
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ころ、東南の高度約 5。という低い空に起こったイベントを眺めたのはどん

な人々だ、ったでしょう?中国では五星集合は吉兆とされていましたが、西

ヨーロッパで、は凶兆と信じられていました。 16世紀には 1524年 2月末に

BC1953211 

;~苦'Æ:'7インアyプ

、、

/ ¥ 

¥¥//  

みずがめ座に、 1564年 7月中

旬にはしし座に 1584年5月初

旬にはうお座にと 3回も起こ

りました。その都度、大洪水な

ど天災が起こると予言され、多

数の人々がパニックに陥りま

したが、もちろん何も起こりま

せんでした。すでにコベルニク

スの地動説は世に出ていまし

たが、ガリレオやケプラーが科

学的根拠を与える少し前の頃

です。ところが科学技術の成果

を利用している 20世紀後半に

なってからも似たような恐怖

の予言がなされました。予言者

の言う通りなら人類は何度も

滅びているはずです。記憶に新しいのは 1999年 7月でした。幸運にも大予

言は外れ、天体の落下も大地震も大津波も起こりませんでした。

では実際、各惑星の引力の累計は地球にどんな影響を与えるのでしょう

か?2つの物体聞に働く万有引力はそれらの質量の積に比例し、その距離の

2乗に逆比例します。すなわち元の距離から 2倍離れると 114、3倍離れる

と119、10倍離れると 1/100となります。2物体としてある天体Aと地球B、

地球上の 2点 PとQを考えます。ただし PはAに近いほうで、 QはAに

遠いほうとします。 P、Qでの引力はそれぞれ，

GM/(d -r)2 GM/(d+r)2 で当然前者のほうが大きい。記号は

d:両天体の距離 r:地球の半径 M:天体Aの質量 G:重力定数

を表します。地球の

中心から見ると Pは

Aの方向へQはその

逆方向へ、すなわち

地球は左右両側に引

かれることになりま

す。その力は潮汐力

といわれるもので P
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あるいはQと地球中心の引力の差GMr/d3で、距離 dの3乗に反比例しま

すから、万有引力に比べ、離れると急速に弱まります。すなわち元の距離

から 2倍離れると 118、3倍離れると 1/27、10倍離れると 111000となりま

す。潮汐力は文字通り 1日2回起こる海水の干満を起こす力です。 2つの天

体が近接している時には天体Bを引き裂く力にもなります。特に天体Aが

白色嬢星や中性子星で近接連星系の場合には非常に重要な恐ろしい力とな

ります。太陽・月・5惑星が地球に及ぼす万有引力・潮汐力を計算したものが

下表です。
天体 質量 距離 万有引力 潮汐力

水星 0.055 0.6170 0.0000754 0.0000003 

金星 0.820 0.2770 0.0055747 0.0000510 

火星 0.110 0.5240 0.0002090 0.0000010 

木星 318 4.2030 0.0093902 0.0000057 

土星 95 8.5550 0.0006771 0.0000002 

太陽 333400 1.0000 173.9125262 0.4405204 

月 0.012 0.0025 1.0000000 1.0000000 

天体の質量は地球の質量を 1として、また距離はその惑星が最も地球に

近づいたときの距離を天文単位で表してあります(そのとき万有引力と潮

汐力は最大)。万有引力や潮汐力の値は平均距離にある月からの力を 1とし

ています。太陽の質量は飛びぬけて大きいので地球におよぼす引力は群を

抜いていますが、潮汐力源としては月の半分もありません。全惑星の潮汐

力を合計しても、わずか 10万分の 1ほど変化するだけで、月による潮汐力

の足元にもおよびません。いわば体重 100kgの人がその 10万分の 1であ

る19ほど減量してダイエットに成功したと吹聴するようなものです。した

がって惑星直列による潮汐力の変動とそれに伴って洪水や地震の誘発など

は全く心配ありません。

5惑星の会合は 2040年 9月 9日まで見られませんが、来年 5月 12日に

は木星・火星・金星・水星・地球・土星の順に並びます。土星以外の 4惑星は日

の出前の東天うお座の方向に、土星はその反対のおとめ座に見えます。

惑星たちの集いを眺めて惑星直列なんて怖くないことを実感しましょう。
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*職女星の謎2010・女

織女星の謎2010

長田哲也(京都大学理学研究科宇宙物理学教室)

赤外線天文学をやっています。昨年も日本天文学会の全国同時七夕講演

会で織女星ベガについて話しました。・・・と書くと、ああなるほど、赤外

線で見つかったベガのまわりのダストの話についての記事ですね、と思わ

れるかも知れませんが、実はそれだけではありません。素直にそういう話

をせずに、七夕講演会でもちょっとひねってやろうと、ベガだけじゃなく

て、牽牛星アルタイルも赤外線で探ると面白いのですよ、と悪ノリして、

いろいろなところに話題の飛ぶ講演を今年もしようと思っています。とは

言え、まずはベガを回っているダストの環について書きましょう。

ペガのまわりを回る固体微粒子

ベガは日本のような北半球の温帯でほぼ真上に来る星(赤緯が 39。なの

で、北緯 390 の地点では天頂を通る)であり、さらに全天でシリウス・カ

ノープス・アークトワルス・アルファケンタウリに次いで5番目に明るく

(理科年表による)、いろいろな観測がさかんに行なわれて来た天体ですロ

距離25光年という、私たちの「すぐそば」にあります。また、 1953年に

星の明るさが定義された際には、似たようなスベクトル (AO型)の星6個

の中に含まれて、測光バンドの U(紫外)、 B育)、 v(黄)での色指数を

ゼロにする標準星としても使われました。つまり、こういうスペクトル型

の昼を平均してやると、 Uバンドの等級と Bバンドの等級、 Vバンドの等

級は等しいと言うことにしよう、というものさしの役割を果たしたわけで

す。しかもベガの場合は見かけのVバンド等級がほぼ0等であるというこ

ともあいまって、近赤外線の波長ではベガを O等として基準にする、とい

うようなことも行なわれました。

それだけに、ベガと言う星はごく普通の星ではない、そのまわりに固体

微粒子(ダスト)が存在して遠赤外線を放射しているという発見はショッ

キングなニュースでした。 1983年に観測をした、初めての赤外線天文衛星

lRASの成果です。 lRAS衛星は全天を中心波長 12μm、25μm、60μm、
100μmの4つのバンドでサーベイ観測しました。そして、ベガに対しては、

25μm以上の波長で赤外線の超過を発見したのです。その後の観測も合わ

せると、ベガのまわりには O.lmm以下の大きさのダストが円盤状に分布し

て公転しており、その円盤は少なくとも太陽園地球の距離の数百倍程度はあ
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ると考えられていますロベガに近いところのダストは少ない(つまり円盤

には「穴」が空いていて、環になっている)ょうです。そして、ベガ自身

の自転もそうですが、このダストの公転も、その軸がだいたい私たちの視

線方向と偶然一致していて、ダストの円盤をちょうど真上から見ているよ

うなのです。さらには、この円盤が一様ではないように見えることから、

ひょっとするとダストを重力でかき乱す、惑星も回っているのかもしれま

せん。

このようなダスト円盤を持つ星は「ベガ型星」と呼ばれるようになって

おり、数百個以上が知られています。秋の 1等星フォーマルハウトや、が

か座のベータ星などが有名です。私たちの太陽系でも、火星と木星の問の

小惑星帯や梅王星軌道以遠のカイパーベルトなど、小さな天体が数多く存

在する場所はありますが、ベガ型星ほどダストが濃いわけではありません。

ベガの位置から太陽系を赤外線観測したとしても、イ可も検出することはで

きないでしょう。ベガのまわりで何が多量のダストを生み出しているのか、

そして惑星は存在するのか、興味がつきません。

ベガと私たちのあいだの空間にある固

体微粒子?

赤外線で見えるべガのディスクはこ

のように面白い現象なのですが、今年は

さらに、新しい話題が出てきました。新

しいテクノロジーで観測の精度を上げ

ていくと想像もつかなかった現象が見

えてくるという例ですロ

遠方の星が少しだけ偏光していると

いうことがわかったのは 1947年以降の

ことです。星関空間にはベガのまわりに

あるようなダストよりももっと小さい

ダストがわずかに存在しているという

証拠が、 1930年頃から出てきていま

した。その結呆、遠方の星は距離に応

じて(正確に言うと、距離の 2乗に反

比例して)暗くなるだけではなくて、

光がそういう星問ダストに吸収され

たり散乱されたりすることによって

も暗くなるのだとわかってきましたロ

極端な例で言うと、私たちの銀河系の

制.
- 町

t …加

2~~;~ 

一 …"剛一
図.私たちの周辺 1600光年に

わたる昼間物質の分布。太陽

系近傍にはダストが少ない。

ベガは太陽(中心の×印)の

ごくわずか右側にある。

http://chview.nova.orglsolco 
rnJx-objectsllchimney.jpg 
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中心の星からの可視光線は、2万数千光年という距離のために暗く見えるの

に加えて、 1兆分の 1にも吸収散乱されてしまっていると考えられています。

さらに、こういうダストの吸収散乱は等方的ではなくて、偏光を生み出す

ことがわかってきました。非常に大ざっぱに言って、光が星間ダストの濃

いところを銀河系の円盤方向に 1000光年ほど進むと、星が 1%弱ほど偏光

して見えるというような経験則も見出されました。この偏光の原因は、ダ

ストが球対称な形はしておらず多少は細長かったり偏平だったりして、そ

れに加えて、偏平なダストが星関空間の磁場によって方向がそろっている

ためだと考えられています。

しかし、ベガのように近い星では、こういう偏光は検出されてきません

でした。しかも、太陽系のあたりの 100光年、 200光年の空間にはこうい

う星間ダストや低温の星間雲はあまりなくて、もっぱらごくごく薄い高温

プラズマが存在するのだという観測データもあります(前頁の図)。

ところが、テクノロジーの進歩で、光のうち 100分の 1だけが偏光して

いる (1%の偏光)とか 1万分の 1だけが偏光している (0.01%の偏光)と

かいうレベルではなく、 100万分の 1の偏光までも観測することができる

ようになったのです。その結果、今年の 4月に発表された論文によると、

ベガは 100万分の 17程度偏光していることがわかりました。これは、薄い

高温プラズマによってわずか25光年の距離を岡てた星からの偏光としては

かなり高い値です。しかし、星間ダストがあるのならこの値はおかしくあ

りませんし、偏光の角度(東西南北のどちらを向いているか)も、この視

線方向の星間ダストによる偏光の角度とほぼ一致します。ベガの方向には、

たまたまかなり濃い星間ダストがあるのかも知れません。

一方、この偏光は、そういう、ベガと私たちのあいだにある昼間ダスト

によるものではなくて、ベガのダスト円盤に光が当たって生み出されたも

のかも知れません。高精度の偏光観測によって、ダスト円盤の詳しい構造

が見えてきた可能性があります。

ベガのまわりのダスト円盤か、ベガの方向にある星間ダストか、いずれ

にせよ 2010年発表の新しい観測結果が、織女星にもう一つの解くべき謎を

加えてくれたことに間違いありません。
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星空プロムナード 暦惑星七夕よもやま話

作花一志(京都情報大学院大学)

北斗七星が西に傾き、天の川が東空に見える頃となりました。惑星も木星以外は

よく見えます。梅雨が終わればこのような夏の星空が期待できます。

0満月 .新月
日 月|火|水|木

7月 July
金 土

| 11 1.日食 12

雇諾杭百;

6 七夕小暑 7

13 I 14 

20 I 21 

27 I 2B 

1 I 2 

B I 9 

15 I 16 

22 大暑 23

29 I 30 

3-m一口一
μ
一泊

8月 August 
l 2 3 4 5 6 立秋7

8 9 • 10 11 12 13 14 

15 旧七夕 16 17 lB 19 20 21 

22 処暑 23 24 u 25 26 27 2哩

29 30 31 

9月 September 
-百十日 l 2 3 4 

5 6 7 . 白露8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 名月 22 3秋分23 24 25 

26 27 28 29 30 

金星

宵の明星として西空に輝いています。 7月 1013レグルスと接近し 8月の惑星

集合(金星火星土星)に向かっています。

火星

しし座からおとめ座へ進んでいます9月 1113にスピカと並びます。

木星

南天のみずがめ座・うお座あたりに見られます。 9月 18日に天王星と 1度弱ま

で接近します。
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土星

レグ、ルスとスヒ。カの間にあり、日没後しばらくは眺められます。

太陽

7月 6日に地球は遠日点を通過します。 7月 12日の新月には皆既日食が

起こりますが、南太平洋でないと見られません。

下図は 7月21日における 5惑星と 3小惑星の配置です。(ステラナピゲ寸 8)

7月後半から 8月前半にかけて火星・金星・土星が西の空に集合します。特

に8月 12日前後には水星から天王星まで、ほぼ一直線に並びます。詳しく

はp24を。後半夜にはペルセウス流星群が見られるかも知れません。

梅雨入り

気象庁はその年の梅雨の時期を予測し、梅雨入り・梅雨明け宣言を行っ

ています。実際には ro月A日頃、口口地方が梅雨入りした模様です。Jと

やや暖昧な表現となっていますね。梅雨明けのときも同様で、祇園祭りの

山鉾巡行が行われるかどうか気になります。ところが実は暦の上で入梅と

は「太陽の視黄経が 80度となる日」と確定しているのです。毎年 6月 10
日頃になりますが、と言ってもこの日から実際に梅雨に入るわけではあり

ません。大暑(7月 23日)も同じことですね。

七夕と和歌

七夕は天の川をはさんで離ればなれに暮らしている織姫と牽牛が年に一

度出会える夜といわれ、中国では漢の時代から、日本では奈良時代から朝

廷の伝統行事でした。「星」を含む和歌は少ないですが、七夕について詠ん

だ歌はたくさんあります。

かささぎの渡せる橋におく霜の 白きを見れば夜ぞ更けにける

大伴家持
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彦星の行き逢ひを待つかささぎの わたせる橋を我にかさなむ

菅原道異

朝戸あけて眺めやすらむ七夕の あかぬ別れの空をこひつつ

紀貫之

思ひやる心もすずし彦星の つままつ宵のあまの川風

藤原清輔

天河なかれてとふる七夕の 涙なるらし秋のしら露

詠み人知らず(後撰和歌集)

このような歌が詠まれた季節はむしろ秋にように思えます。 7月7日は梅

雨の末期で、集中豪雨の季節ですからなかなか星は見えません。なぜこん

な時にやるのか?と思いますね。実際 1ヶ月遅れの 8月7日に行っていると

ころが多く、仙台七夕祭りは特に有名です。七夕祭は本来旧暦で行われる

もので、旧暦の七夕については昨年No7p37で詳しく述べたので繰り返し

ませんが、通常は 8月上~中旬となります。その頃には、梅雨も上がって

天候も安定しているし、織姫も牽牛も天高く眺めやすいところにやってき

ます。

今年は大文字送り火の夜と重なるので観る楽しみが増えますね。

地上の天の川

枚方市に天野川があるのはご存じでしょう。生駒山麓を水源とし淀川に

注ぐ一級河川で中流には七夕に関する地名があります。 1200年前のプレイ

ボーイである在原業平もここを訪れて歌を詠んでいます。

狩り暮らしたなばたつめに宿借らむ天の河原に我は来にけり

ところが滋賀県米原市にも天野川があります。伊吹山麓から西へ流れ琵

琶湖に注ぐ一級河川で、蛍の名所としても有名です。ここに伝わる七夕伝

説については滋賀県民にもあまり知られていませんが、ホテルレイククラ

ンド彦根のサイト http://lakeland.jugem.jpl?eid=94から引用します。

米原市には天野川(息長川とも呼ばれています)というロマンチックな名

前の川が流れていて、世継(よつぎ)と朝妻(あさづま)の境界で琵琶湖に

注いでいます。この天野川をはさんで北の世継には蛭子(ひるこ)神社、南

の朝妻に朝妻神社があります。

蛭子神社に伝わっている古文書『世継神社縁起之皇(えんぎのこと)~に
よりますと、七夕伝説の天河のニ星、彦星は雄略(ゅうりゃく)天皇の第四

皇子の星河稚宮皇子(ほしのかわのわかみやおうじ)、織姫星は仁賢(にんけ

ん)天皇の第二皇女の朝嬬皇女(あさづまのひめみこ)とあります。古墳時
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代中期、天野川を隔てて仏道の修行を積んでいた二人はいつしか恋に落ち

ましたが、そもそも仁賢天皇のお妃は雄略天皇の娘で、その娘の朝嬬皇女

と星河推宮皇子との間柄は叔父と姪にあたることもあり、会うこともまま
ならぬ悲しい恋だったようです。その後の桓武天皇の延暦年間(782-806)
に、奈良奥福寺の仁秀という僧が、この地に伽藍(がらん)を建てる際に、

二人のことを知り、二人を牽牛織女に見立ててともに担ったのが、七夕伝

説のはじまりだそうです。
現在、その二人の墓が天野川を挟んで残っています。蛭子神社には、本

殿の横に高さ 1メートルばかりの自然石(朝嬬皇女の墓は元々天野川の上

流に円墳の立派な古墳があったのですが、天野川の洪水で流れてしまい、

残った自然石をここに杷ったそうです)があり、地元人は昔から『七夕石』

とか『七夕塚」と呼ばれていた朝嬬皇女の墓が、対岸の朝妻神社境肉には、

「彦星塚』と呼ばれている石塔が竹薮の中に建っていて星河稚宮皇子が把ら

れています。

実栂寺
Pビ

仏教伝来は 538年欽明天皇の時代と日本史で習いました。雄略天皇の時

代はそれより数十年も前で、当時まだ日本人は誰も仏教を知らなかったは

ずだ・・・まあそう言わずに。仏教は公に伝わる前に、大陸の文化に詳しい一

部の知識人はすでに知っていて修業していたのかもしれませんね。そして

当時の北近江は先進地帯だったのかも??

天の川を見上げた翌日にはどちらかの天野川を訪ねてみませんか
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小惑星Yoshidayama

作花一志(京都情報太学院太学)

1995年 12月15日

小林隆男さん(群馬

県大泉観測所)によ

って発見された小惑

星 9220はこのたび

Yoshidayamaと命名

されました。

火昼と木昼の聞を

周期 3.73年で公転

しています。左図は 6

月6日の惑星配置で

軌道線は内側から水

星・金星・地球・火星-

Yoshidayama.木星・

土星のものです。現

在すばるの近くにい

るはずです。サイズ

は多分 1km足らず、

吉田山程度でしょう。
小惑星観測は 21世紀になって非常

に進み、太陽系全体に分布しているこ

が確認されましたロその数は確定番号

が付いているものが約 23万個、未確定

のものを含めると数十万個にも達し、

今日も増え続けています。左図には木

星までの軌道が描かれていますが、火

星と木星の聞に小惑星がびっしり詰ま

っているように見えます。果してぶつ

からないものでしょうか?これらは

も shidayamaも含め数年の周期で太

陽の周りをほぼ円軌道を描いています。

/
 

http://www.cfa.harvard.eduliaulAni 
血 ationslAnima包ons.html
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海王星の彼方にあるのは TNO(太陽系外縁天体)とか KBO(カイパー

ベルト天体)と呼ばれ 1992年以降続々と発見され、現在約 1400個登録さ

れています。この中には直径 1000kmを越す大型のものがいくつかあり冥

王星もそのひとつです。また地球の軌道近くにいるものは NEO(近地球天

体)と呼ばれ約 7000個登録されています。その軌道が地球軌道と交わり、

時には月の軌道内すなわち地球の敷地内に閑入して来るものもいます。実

は 2~3 年に一度はニアミスもどき事件を起しているのです。

吉田山とはもちろん京都大学の東にある丘で

神楽岡とも呼ばれています。南北 800m、東西

300m、最高点は 125m。この丘は今も優れた自

然環境を維持していて、緑地保全地区に指定さ

れています。吉田山緑地の中に入れば、郊外の

森の中にいるような錯覚を起こすことでしょう。

山中および周辺にはいくつかの寺社があり，その

中で特に有名なのは平安初期創建の吉田神社で、

節分祭には非常に賑わいます。春は若葉の秋は

紅葉がきれいで、また三高寮歌「紅萌ゆる丘の

花」の歌碑があり、京大生をはじめ学生の散歩

道として 100年間親しまれてきています。筆者

の世代にとっては懐かしいところです。以前は

頂上からは西に京都市内が、東に大文字山が展望できましたが、先日久し

ぶりに登ってみたら木が茂って見えなかったのには残念でした。

京都にちなむ名前の付いた小惑星はKyoto Kwasan Nijo Kamogawa 
Hieizanなどがあります。歴史上の人物として空海Kukai 安倍晴明

Seimei 藤原定家Teikaなどが、また平家物語の登場人物は多数登録され

ています。花山天文台関係者では山本一清Yamamoω宮本正太郎 Shotaro
中村要Kanameなどの名前が登録されています。

小惑星命名登録は IAU小惑星センターで行われます。かつては惑星と同

じくギリシア・ローマの神々の名前(それも女神優先)が付けられていま

したが、それでは足りなくなり、世界中の神々・物語の主人公・科学者芸

術家が駆り出されています。最近は生存者の名前もつけられるようになり

ましたが、多いのはやはり発見者ゆかりの地名のようです。しかし長すぎ

たり発音しにくい名前、企業や政治家の名前などは原則として許可されま

せん。また、意外と知られていないことですが、発見者が自分の名前をつ

けることもだめです。もっとも天文家にはそんな厚かましい人はいないで

しょう。

このニュースは6月 16日京都新聞朝刊に掲載されました。
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*月と金星の太接近会員による写真撮影・*

石原ゆき子さん 山科にて

日時 :5月 16日19時41分

カメラ:PENTAX K100D 
レンズ:SIGMADG 28・300mm

ズーム

撮影条件:F4.5 露出時間 6秒

ISO 200 

花山天文台との 3ショットです

武田栄夫さん大津にて

撮影日時 20:20 
撮影場所:大津市朝日が

丘

撮影器具:デジタル一眼

カメラ、ニコン D70
(28・200mmズーム)

撮影方法:固定撮影

あまりにも見事な天体

ショーで、しばらく見と

れていました。

独り占めはもったいない

ので、妻やお隣の夫婦と一緒に西空を仰ぎ、携帯電話で息子夫婦にも連絡

したほどです。画像を注意深く見ると、地球照のほか、金星の右上方にカ

ベラ、左下方にベテルギウスが写っていました。
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女-月と金星の大接近会員による写真撮影・女

坂田肇さん 守山にて

月と金星の接近、大変締麗に見えました。細い月と金星が肉眼で見える

様になる前に、 4筋の大きな飛行機雲が、丁度西の空を覆いました(1の写

真)。肉眼では見えませんでしたが、右上方に微かに細い月も金星も写って

いました。撮影機材:カメラ オリンパス E-520

各写真の撮影時刻は、

上. 18h 59m ズーム 34mm、絞り 5.6 露出 1/25秒 180100

下. 19h30m ズーム 88mm、絞り 3.5 露出 1秒 180200
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女-月と金星の大接近会員による写真撮影・女

坂上さん宇治にて

キャノン E08 kiss Digital + EF818・55(デ、ジタル一眼レフ)

撮影条件は、 180100 1150 F5.6です。

夕方、「月が金星をかじるところを見に行こう!Jと、カメラ片手に妻

と散歩にでた時に撮影したものです。撮影時は 19時前、撮影地は宇治・小

倉です。三脚を使わずに撮ったので少しブレ気味ですが・・・飛行機雲と

金星、月のコラボレーション写真です。

徳永大作さん北大路通りにて

機材 sonyデジカメ

子供が、「すごい飛行機

雲だよ」というので見

上げたら、まだ青い空

に美しく光る飛行機雲

の隣に、月と金星をみ

つけました。



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 029-855-2014/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

SlIall Satellite Training Kit-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。

新刊書のご案内 轡 ・主孟ま;副島事司・

EINSTEIN SERIES 9 

活きている銀河たち-銀河天文学入門
富田晃彦著

A5判・ 184頁・口絵7頁・定価 3465円

星の集合体としてみた銀河を中心に、銀河の誕生から

進化までを、天文学の見方・考え方から詳述する。

lr;;255f新設課ぷビ品川知…∞ml 恒星社厚生閣|

コ=力三ノルヲプラネ9リウむ株武芸社
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 



事務局からのお知らせ

梅雨空に田んぼの稲も勢いを得て、いつのまにか夏至を越えましたが、

花山天文台では、鴛と不如帰の競演が今も続いています。

西村さん (p11)と上善さん (p22)の報告にもありますように、先日

の第6回講演会と第 3回通常総会・懇親会はいずれも盛会の中で無事に

終了しました。参加していただいた方々、それぞれの会の進行にご協力い

ただいたボランティアの方々には、ありがとうございました。

直近のイベントとしては、

女 第2回花山天体観望会 :7月 25日(日) I太陽と金星」

がありますので、梅雨が正常に開けることを祈っています。 また、

女 子ども飛騨天文台天体観測教室 :8月 6日(金)"'8日(日)は、定

員を超える応募をいただきましたので、締め切りました。 引き続いて、

大第3回花山天体観望会 :9月 20(月) (祝日) I名月と名曲」

大飛騨天文台自然体験ツアー(大人向け): 10月9日(土)"'11日(月)

の募集は、いずれも 8月中旬に開始しますので、お楽しみにお待ち下さい。

編集後記

去る 5月 16日に天文ファンを魅了するイベント「二日月と金星の大接近j が起

こりました。会員の皆さんからたくさんの画像投稿がありましたので、今回はそれ

らをまとめて載せました。また新たに「京 1000年天文街道」が連載されます。

「あすとろん」は本NPOの活動を紹介し、また会員間の理解を深めるために発行

されている季刊誌です。会員の皆様から天文ニュース、普及活動報告、思い出の星

空、天文書・ソフト、和歌・俳句・川柳、天体写真・イラストなど投稿、また掲載され

た記事へのご意見などをお寄せくださるようお願いします。

原稿締め切り日は 3の倍数月の 15日で、投稿に関しては、なるべくテンプレー

ト(Word)をhttp://www.kwasan.kyoto-u.ac.jplhosizoralastron.htmlからダウンロ

ードして、エディタに書いたテキスト文をそこにコピー貼り付けして作成してくだ

さるようお願いします。原稿作成のお問い合わせや送付先は

astron@kwasan.kyoto-u.ac.jpです。 編集子



月と金星

場所 :城陽市鴻巣山(海抜118メートル)展望台
時刻 :5月16日18時51分 日没直前

器具 :ミニポーグ60+カシオEX-P505

重光史郎氏撮影提供

NPO法人花山星空ネットワークへの入会方法
住所と氏名をhosizora@kwasan.kyoto-u.ac.jpまでメールでお知らせください。
入会申込書と会費の振込用紙を郵送いたします。

(1 )正会員(一般) ・入会金 2，000円・年会費 3，000円 (学生) ・入会金 1，000円・年会費 2，000円
(2)準会員・入会金 1，000円・年会費2，000円
(3)賛助会員年額1日以上 ( 1口30，000円)

NPO法人花山星空ネットワーク事務局
干607・8471京都市山科区北花山大峰町京都大学花山天文台内
1el 075・581-1461 URL http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jpfー'hosizora

NPO法人花山星空ネットワーク会報「あすとろん」 第刊号 2010年6月30日発行

定価:300円
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