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��星星空空ガガイイドド（（１１‐‐２２月月））

��昭昭和和レレトトロロ家家電電

��人人工工衛衛星星のの位位置置をを計計算算ししたたいい！！

��無無量量大大数数

��ジジュュニニアア科科学学ククララブブ

「「オオリリオオンン座座でで見見るる星星のの一一生生」」

��展展示示場場へへ行行ここうう

「「世世界界初初ののトトラランンジジススタタテテレレビビ」」

��新新年年ののごご挨挨拶拶

		学学芸芸員員のの活活動動（（長長谷谷川川））



２２００１１６６年年注注目目のの天天文文現現象象

��科科学学館館アアルルババムム（（１１１１月月））

��イインンフフォォメメーーシショョンン

友友のの会会

��ココレレククシショョンン

「「エエジジススワワンン電電球球」」
１１２２月月２２２２日日、、３３階階展展示示「「鉱鉱物物いいろろいいろろ」」がが

リリニニュューーアアルルししままししたた
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１月１６日～２月１５日の星空

※惑星は２０１６年２月１日の位置です。

よいの星空
１月１６日２２時頃

２月 １日２１時頃

１５日２０時頃

あけの星空
１月１６日 ４時頃

２月 １日 ３時頃

１５日 ２時頃

［太陽と月の出入り（大阪）］

月 日 日の出 日の入 月の出 月の入 月齢

１ １６ ７：０４ １７：１０ １１：０２ ２３：５３ ６.１

２１ ７：０３ １７：１５ １４：４８ ４：０５ １１.１

２６ ７：００ １７：２０ １９：３４ ８：０２ １６.１

２ １ ６：５６ １７：２６ ０：０４ １１：２０ ２２.１

６ ６：５３ １７：３１ ４：３４ １５：１０ ２７.１

１１ ６：４８ １７：３６ ８：２２ ２０：３６ ２.５

１５ ６：４４ １７：４０ １１：０８ － ６.５

星空ガイド
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冬のダイヤモンドをさがそう

冬の星座には明るい１等星が多く、夜空をあざ

やかに彩っています。冬の星座の代表、オリオン

座には明るい１等星が２つも輝いていて、とても豪

華な星座です。オリオンの右肩に輝く赤い星がベ

テルギウス、そして左足に輝く青白い星がリゲルで

す。オリオンの足元でひときわ明るく輝く星は、お

おいぬ座の１等星シリウスです。シリウスには「焼き

こがすもの」という意味があり、星座をつくる星の中

では最も明るい星です。オリオン座のベテルギウ

ス、おおいぬ座のシリウス、こいぬ座のプロキオン

を線でつないでできる三角形を、「冬の大三角」といいます。オリオンが見つめる方向

に輝くのは、おうし座の赤い１等星アルデバランです。さらに南の空高いところ、ほぼ

頭の真上に輝く星は、ぎょしゃ座のカペラです。南東の空には、ふたご座の１等星ポ

ルックスが輝いており、ベテルギウスをのぞく６つの１等星をつなぐと、空に大きな六角

形ができあがります。これを、「冬のダイヤモンド」といいます。

見えるか⁉カノープス

全天で１番明るい星は、おおいぬ座のシリウスですが、全天で２番目に明るい星が、

南の空低いところで輝いています。りゅうこつ座の１等星、カノープスといいます。カノー

プスは大阪ではかなり地平線近く低いところで輝くため、２番目に明るいというわりにとて

も見えづらい星なのです。中国では昔から「南極老人星」とも呼ばれていて、この星を見

ることができた人は長生きできる、という言い伝えがあります。カノープスが１年で一番見

やすい時期はちょうど今頃（２月～３月中旬）です。地平線近くまですっきり晴れた日、

南の空低いところまで見通しが良い場所を選んで、ぜひ、さがしてみてくださいね☆

［こよみと天文現象］

月 日 曜 主な天文現象など

１ １７ 日 上弦（８時）

２０ 水 月とアルデバランがならぶ

２１ 木 大寒

２４ 日 ○満月（１１時）

２６ 火 月とレグルスがならぶ

２７ 水 月と木星がならぶ

３０ 土 月が最遠（４０４５５３km）

月とスピカがならぶ

月 日 曜 主な天文現象など

２ １ 月 下弦（１２時）

３ 水 節分

４ 木 立春

明け方に月と土星がならぶ

６ 土 明け方に月と金星がならぶ

７ 日 明け方に月と水星がならぶ

８ 月 ●新月（２４時）

１１ 木 建国記念日

１５ 月 上弦（１７時）

西野 藍子（天文担当学芸員）

星空ガイド
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昭和レトロ家電

増田 健一

昭和３０年代は、戦後の混乱がひと段落して日本が大きく伸びていった時代です。

とりわけ電化製品は、「三種の神器」といわれた（テレビ・冷蔵庫・洗濯機）を中心にさ

まざまな製品が登場し、人々の暮らしは大きく変わりました。それまでは、ご飯は自動

では炊けませんでした。お母さんは、１時間早く起きてご飯を炊く準備です。洗濯機は

多くの家にはありませんでした。夏の炎天下、また冬の冷たい水でタライにしゃがみ洗

濯板でゴシゴシ。そしてテレビや冷蔵庫もないのですから、扇風機で涼みながらナイ

ター中継を見て、冷えたビールで一杯というわけにいきませんでした。

その頃のメーカーの姿勢は、お客さんの要望があったらとりあえず作ってみよう。電

気でできるものは製品にしてみよう…だったようです。それは時として勇み足だった

り、アイデア倒れに終わったものもありますが、それが後年、世界を席巻するテレビや

ビデオなどの礎になったんだと思います。

私はそんな昭和３０年代の色んな製品を見ると、むしろヒットしなかったモノにこそ

「よくがんばったねぇ～」といとおしさを感じます。「どんな思いで作らはったのかなぁ」

「買った人は使ってみて便利と思ったんやろか」当時の人たちに思いを馳せてみま

す。

これから私の昭和レトロ家電コレクションの中から、そんな製品たちをご紹介しま

す。先人の工夫、またその頃の日本の元気や勢いのようなものを感じてもらえればと

思います。

東芝 スナック３ ＨＴＳ-６２ （昭和３９年 ３,５００円）

あわただしい朝に、トース

ト、ホットミルク、目玉焼が

一度に調理ができるという

東芝の「スナック３」。当時

は洋食の朝食に憧れがあ

ったのかもしれません。使

い方は見ての通り、トース

ター・ミルクポット・ホットプ

レートでそれぞれを調理し

ます。取扱説明書によると

「２つまたは３つの調理を同

時になさるときには所要時 （写真提供 山川出版社）

ＨＯＭＥ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ
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間の長くなるものからセットしてくだ

さい。まずミルクを入れ、２～３分

たったら次にプレートに卵を落とし、

最後にトースターにパンを入れる」

とのこと。まさしく同時進行で３品

完成ってところです。宣伝文句は

「スナック３をスピーディーな朝食

などにフルにご活用ください」。でも

調理の間は、朝の忙しい時にこの

スナック３の前にずっと居なければ

いけないわけで…。段取りがいいの

か、いささか微妙～ではあります。

早川（現 シャープ） 自動ハサミ「クイッキー」 （ＥＶ-９９０ 昭和３６年 １,７５０円）

シャープがお台所の電化の次に考えたのが“お裁縫の電化”でした。「ハサミが電

化されました。かるく握ったままで、滑るように切れる…、シャープ自動ハサミは、日

本で初めてシャープがおおくりする画期的な新製品です。

自動ハサミ「クイッキー」（写真は後継のＥＶ-９９１） （写真提供 山川出版社）

ＫＥＮ‐ＩＣＨＩ ＭＡＳＵＤＡ
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クイッキーは素晴らしい

性能の持主で、特に刃は

毎秒６０回微振動しますか

ら複雑な曲線切りはまさに

“クイッキー”の独壇場で

す」。牛乳１本１２円の時代

に１,７５０円。牛 乳 約１５０

本分。かなり高価ですが、

縫製業者やデザイナーさ

んに発売当初は結構売れ

たようです。

両面ダイヤル式電話機「ボースホーン」

製造：岩崎通信機、発売：日東通信機 （昭和３８年 ９,７００円）

ひとつの電話機にダイヤルが２個付いていて、机をはさんで両方からダイヤル出来

るという「夢のテレホン！ペアーダイヤル方式ボースホーン」。もちろん電話をかける

先は１回線だけです。当時は電話回線が少なく、また回線を申し込んでもすぐに引く

両面ダイヤル式電話機「ボースホーン」

ＨＯＭＥ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ
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ことができなかったことから、このようなアイデア商品が生まれ

ました。主に新聞社やテレビ局で使われたとのこと。しかし使う

際に、一方の人は右手で受話器を持ち、左手でダイヤル…と

いう図になってしまうので少々使い難くそうです。発想はとても

面白いのですが、そんな理由からかヒット商品とはならなかっ

たようです。

早川（現 シャープ） テレビ型ラジオ「シネマスーパー」５Ｓ-８５ （昭和３１年 １０,９００円）

昭和２８年、テレビの本放送が始まりました。しかし、当時のテレビ受像機は非常に

高価。高卒の国家公務員初任給が５,４００円の時代に２０万円前後…。そこで気分

だけでもテレビを味わおうと、外観がテレビの形をしたラジオが早川電機から発売され

テレビ型ラジオ「シネマスーパー」５Ｓ-８５

ＫＥＮ‐ＩＣＨＩ ＭＡＳＵＤＡ
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ました。「テレビを形どったラジオのニューモード」（『シャープニュース』昭和３１年８

月）という触れ込みでした。価格は１０,９００円。その頃のテレビは１４型で８万円。たし

かにテレビよりは安いとはいえ、けっして安い買い物ではなかったはずです。

「お父さん、けったいな（変な）ラジオ買うてこんといて！」。このラジオをめぐってそ

んな夫婦ゲンカもあったかもしれません。

松下（現 パナソニック） 電気自動皿洗機 ＮＲ-５００ （昭和３５年 ５９,０００円）

一見すると洗濯機のようですが、実はこれ電気自動皿洗機。今でいうところの食

洗機です。発売は意外と早く昭和３５年。松下電器曰く、これが日本初だそうです。し

かし高卒の国家公務員初任給が７,４００円の時代に、５９,０００円と高価なこと。５～

７人の家庭用にしては場所をとること。また一回洗うと１００Ｌと、水を大量に使うこと。

そして「食器を機械に洗ってもらうなんて」という当時の常識。残念ながら普及しませ

んでした。しかし工夫を重ねて５０年、節水や小型化が進み、また主婦もどんどん外

で働く世の中の到来もあり、ようやく食洗機の時代が訪れました。

東芝 自動式電気釜 ＥＲ-４ (昭和３０年 ３,２００円)

この一品で、日本の台所の電化は幕を開けたといっても言い過ぎではないでしょ

う。昭和３０年に東芝から発売された自動式電気釜。スイッチひとつで失敗なく自動

電気自動皿洗機 ＮＲ-５００ （写真提供：山川出版社）

ＨＯＭＥ ＥＬＥＣＴＲＯＮＩＣＳ
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的にご飯の炊ける電気釜の誕生です。今ではスイッチ一つで簡単にご飯を炊くことが

できますが、当時は途中の炊き具合、また炊く量や季節により、火加減・水加減を人

間が勘を頼りに調節する必要がありました。焦げたり芯があったりと失敗も結構あった

ようです。

『家電今昔物語』（山田正吾・著 三省堂）によると「ご飯の炊き方ひとつで、お姑

さんからやかましく言われていた私たちの苦労を、娘にはさせたくなかったがこれで解

決しました」、「家事見習なしですぐ花嫁になれる」など、東芝には多くの感謝の言葉

が寄せられたそうです。

いかがでしたか。昭和３０年代に発売されたアイデア豊かな製品、意外と早くに実

用化されていた製品、そして暮らしを大きく変えた製品のいくつかをご紹介しました。

当時の人たちは、こんなに便利になるのなら「お母さんのために洗濯機を買おう」、頑

張って働いて次は「テレビを買おう」、「冷蔵庫を買おう」。今度はどんな製品が出てく

るのかと期待し、またメーカー側も「こんな製品ができました、これで暮らしが便利に

なります」と、さまざまな製品を発売したのだと思います。そんな当時の雰囲気が伝わ

りましたでしょうか。

さて、私のコレクション展「お正月だよ！今年もよろしく 昭和レトロ家電～マスダコレ

クション展～」が２月１４日まで、天六にある大阪くらしの今昔館で開催されます。さき

ほど紹介したような製品のほかに、今回は昭和３０年代の食品や薬などのポスター

約４０点を展示します。こちらへもどうぞお越しください。

ますだ・けんいち：大阪くらしの今昔館 特別研究員

自動電気釜（写真は翌年発売のＥＲ-５）

ＫＥＮ‐ＩＣＨＩ ＭＡＳＵＤＡ
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人工衛星の位置を計算したい！

石坂 千春（天文担当主任学芸員）

２０１５年１２月３日、小惑星探査機

はやぶさ２が地球スイングバイをして、

目 的 地 で あ る 小 惑 星「り ゅ う ぐ う」

（１９９９ＪＵ３）に向かう軌道にのりました

（図１）。

はやぶさ２は、地球スイングバイの最

接近の時、地上３０００ｋｍあまりを飛行

するので、もしかしたら観測できるかも、

という期待も高まりました。

それに備えて、はやぶさ２が大阪か

ら、いつ、どの方向に見えるか、を計算

してみました。

数式ばかりで恐縮ですが、どんな計

算をしたのか忘れてしまわないように書

き残しておきたいと思います。

１．はやぶさ２の軌道データ

公開されたデータは、地球中心の赤

道座標系（２０００年基準）の（Ｘ、Ｙ、Ｚ）

３方向の距離（ｋｍ）情報でした（図２）。

天体の場合には距離ではなく、角度

（赤経・赤緯など）で位置を表すのが一

般的ですが、はやぶさ２や人工衛星な

ど、地球のすぐ近くを飛行する物体の場

合、運用上、角度データより距離データ

の方が便利なのだそうです。

でも、地上から観測するには、赤経・

赤緯もしくは高度・方位データでないと

不便です。

そこで、公開されたＸＹＺデータを公

式を使って角度データ（赤経α、赤緯δ）

に変換します。

図１．地球スイングバイする小惑星探査機
はやぶさ２（想像図）
［©ライブ／ＨＡＹＡＢＵＳＡ２製作委員会］

図２．赤道座標系の直交座標

天文の話題
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表．２０１５年１２月３日１８：３０のはやぶさ２の位置

…①

２．大阪市立科学館からは・・・？

上の計算で得られた赤経α、赤緯δは地球中心に対するものなので、大阪で見

たときの数値とは違います。自転によって赤道座標系に対する大阪の位置は移動し

ますから、自転の効果（グリニッジ恒星時Θｇ）を考慮して、科学館の位置（東経λ=

１３５．４９３３３°、北緯φ=+３４．６８８３３°、標高０ｍ）での、はやぶさ２の赤経αｏ、赤

緯δｏを求めます。

式①に代入するのは、原点を地球中心から科学館に移動させた（Ｘｇ，Ｙｇ，Ｚｇ）です。

Ｘｇ＝Ｘ－Ｘｏｓａｋａ，Ｙｇ＝Ｙ－Ｙｏｓａｋａ，Ｚｇ＝Ｚ－Ｚｏｓａｋａ

ここでＸｏｓａｋａ，Ｙｏｓａｋａ，Ｚｏｓａｋａは、自転する地球（回転楕円体）上にある大阪の赤道座

標系での位置で、次の計算によって求めます（Ｒは地球中心から大阪までの距離）。

最後に、赤経αo、赤緯δoを、地平座標（高度ｈ・方位ａ）に変換します。

３．はやぶさ２は見えたのか？

こうして計算した位置と、ステラナビゲータ１０の予報値を比べてみると、まあまあ、

いい線をいっていました。たとえば、１８：３０の値で比べたのが下の表です。

※残念ながら当日、まさにそのタイミングで雲がきてしまい、観測することはでき

ませんでした。というわけで、心の目でスイングバイを見守りました。いってらっしゃい、

はやぶさ２！

天文の話題
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無量大数

長谷川 能三（物理担当主任学芸員）

１９８０年に放送された「ＣＯＳＭＯＳ（宇宙）」という番組をご存じでしょうか？中学生

だった私は、かじりつくようにしてテレビを見て、さらに本も買い…と大きな影響を受け

たのですが、番組の合間に流れていた日本ＩＢＭのＣＭも興味深いものでした。

そのＣＭとは、ロケットの打ち上げ映像を背景に、文字とナレーションで「一」「十」

「百」「千」「万」「億」「兆」「京（けい）」…と数を表わす言葉が続くというだけのものでし

た。ただ、このあたりまでは知っていたのですが、これがまだまだ続くのです。「垓（が

い）」「�（じょ）」「穣（じょう）」「溝（こう）」「澗（かん）」「正（せい）」「載（さい）」「極（ご

く）」「恒河沙（こうがしゃ）」「阿僧祇（あそうぎ）」「那由他（なゆた）」「不可思議（ふかし

ぎ）」「無量（むりょう）」「大数（たいすう）」と。このような数を表わす言葉を数詞といっ

て、「万」から先は「十万」「百万」「千万」があって「億」、「十億」「百億」「千億」があっ

て「兆」ですから、こうしていくと

「大数」は「１」の後ろに「０」が７２

個もつく数、つまり１０７２であり、

「千大数」は桁数でいうと７６桁

もある数ということになります。

これらの数詞は中国から日本

に伝わったものが元になってい

ますが、どの数詞がどれだけの

数を表わすのかについては、時

代や書物によって多少の違いが

あります。また、ＣＭでは「無量」

と「大数」を別の数詞として紹介

していましたが、「無量大数」と

いうひとつの数詞とする方が一

般的なのだそうです。すると「無

量大数」は１０６８となるのです

が、「極」から先は１億倍ごとだと

しているものもあり、その場合の

「無量大数」は１０８８ということに

なります。どちらにしろ、非常に

大きな数であることに変わりはな

いのですが、いったいどのくらい 吉田光由「新編塵劫記首書増補改算法指南車」より

窮理の部屋
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大きな数なのでしょうか。

ものの数が多いことを「星の数ほど」と言いますが、では星の数ってどのくらいでしょ

う。いわゆる満天の星という状況でも、肉眼で見えている星の数は３０００個くらいしか

ありません。でも、私たちの銀河系には、恒星（太陽のように自ら光る星）が２０００億

～４０００億個あります…が全然足りませんね。太陽の周りを回る惑星は８個ですが、

その惑星の周りを回る衛星が計２００個弱、小惑星は数十万個もあります。ですか

ら、銀河系を構成する恒星それぞれの周りに数十万個の星が回っている…としても、

全部で１０京（１０１７）個くらいでしょう。さらに、宇宙には私たちの銀河系のような銀河

が１０００億個以上もあります。ということは、星の数はざっと１穣（１０２８）個くらいでしょ

うか。まぁ、太陽の周りを回る天体もまだまだこれから見つかっていきますし、超巨大

な銀河もありますので、星の数はもっと多いかもしれません。仮に、星の数がさらにこ

の１万倍とか１億倍とかだとしたら、１溝（１０３２）個とか１澗（１０３６）個。…まだまだ足り

ませんね。

では、ちょっと違う方向から考えてみましょう。私たちの体や身の周りのものは原子

や分子がたくさん集まってできています。例えばコップ１杯（１８０ｍＬ）の水には、水の

分子が６×１０２３（６０００垓）個あります。地球上には約１４億ｋｍ３（１４垓Ｌ）の水があ

りますので、地球上にある水分子は全部で約４．７×１０４５個ということになりますが、

まだたかだか４７載個です。そこで、地球を構成している原子の数…といいたいところ

ですが、いろいろな元素があってややこしいので、陽子と中性子で考えてみましょう。

原子は真ん中に原子核があって、その周りを電子が回っていますが、電子は軽いの

で、原子の質量のほとんどは原子核の質量です。さらに原子核は陽子と中性子とい

うものでできていますが、陽子と中性子はだいたい同じ質量で、１個あたり約１．７×

１０－２７ｋｇです。で、地球の質量が約６×１０２４ｋｇですので、地球を構成する陽子と中

性子は合わせて３．６×１０５１（３６００極）個くらいということになります。太陽は質量が

約２×１０３０ｋｇですので、陽子と中性子あわせて１．２×１０５７（１２阿僧祇）個というこ

とになります。では太陽系全体では…と言いたいところですが、太陽系の質量のほと

んどは太陽の質量であって、惑星や衛星、小惑星などを合わせてもほとんど変わりま

せん。それでは、私たちの銀河系ではどうでしょうか。仮に銀河系の恒星が３０００億

個で、その平均質量が太陽と同じだとすると、銀河系にある恒星の陽子と中性子は

合わせて３．６×１０６８（３無量大数６０００不可思議）個となり、ようやく「無量大数」が

出てきました。

しかし、「極」から先は１億倍ごとだとした「無量大数」であれば、１０００億個以上あ

るといわれている銀河全てにある陽子と中性子を合わせても、まだ「無量大数」には

届きません。

こんな現代の科学でも出てくることがないような数に、昔の人はどんな想像をして

名前をつけていたんでしょうね。

窮理の部屋
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オリオン座で見る星の一生

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

冬の星座の代表、オリオン

座。ギリシア神話に登場する狩り

の名人オリオンを描いた星座で

す。オリオンの右肩には、赤い

星の１等星ベテルギウスが輝い

ています。実はこの星は、もうま

もなく星の一生のさいごをむかえ

ると考えられています。そう、星

にも一生があって、生まれては

やがて死を迎えます。一方で、

オリオン座にはオリオン大星雲といって、星がたくさん生まれているとこ

ろもあります。今回のプラネタリウムでは、オリオン座をテーマに星の一

生のようすを見ていくことにしましょう。

にしの あいこ（天文担当学芸員)

このページはジュニア科学クラブ（小学校５・６年生を対象とした会員制）のページです。
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■１月のクラブ■

１月２３日（土） ９：４５ ～ １１：４０ころ
◆集 合：プラネタリウム・ホール（地下１階）

９：３０～９：４５の間に来てください
◆もちもの：会員手帳・会員バッジ・月刊「うちゅう」１月号・筆記用具
◆内 容： ９：４５～１０：３５ プラネタリウム（全員）

１０：４０～１１：４０ 実験教室（会員番号７８～１５４）
１２月号
１５ページ

１０：４０～１１：４０ てんじ場たんけん（会員番号１～７７）
・途中からは、入れません。ちこくしないように来てください。
・展示場の見学は自由解散です。実験教室の内容は１２月号をごらんください。

オリオン座と冬の大三角
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世界初のトランジスタテレビ

嘉数 次人（天文担当主任学芸員）

私たちの生活に溶け込んでいるテレビは、

日々技術が進歩している家電の一つです。そ

んな中、ここで紹介するのは１９６０年に発売さ

れたテレビ、ソニーのＴＶ８-３０１です。

このテレビは、世界初のトランジスタ式のテレ

ビとして発売されました。それまでのテレビは真

空管式であったことや、家族みんなで見る使い

方が主流であったため、サイズは大きいもので

した。そこに登場したのが、このＴＶ８-３０１で

す。ブラウン管は８インチと小さく、さらにテレビ

全体のサイズも当時としては驚くほどコンパクト

になっています。よく見ると、上部には取っ手が

付けられていることから、持ち運びを前提とした設計になっています。これは大きな真

空管を使わずに、トランジスタを使ったことにより、回路の小型化に成功して実現した

ものです。

小型化は、居間に置いて家族揃って見るのではなく、自分の好きな場所に持ち運

んで見るという新しい使い方の提唱にもつながります。写真２は当時の広告ですが、

充電池内臓なのでピクニックに持参できると紹介し

ています。ただ、６９,８００円という販売価格は当時

の大卒者初任給の４か月分ほどに相当し、安くはあ

りませんでした。テレビの価格が下がって個人ユース

が浸透するのには、その後２０年ほどの歳月が必要

でした。

ちなみに、科学館に展示中のＴＶ８-３０１は数年

前に整備が行われていて、現在でも電源を入れると

ちゃんと作動します。２０１１年に地上アナログ放送

が終了しているため放送は見ることはできませんが、

外部入力を通じてＤＶＤやビデオなどの視聴が可能

です。

このテレビが置かれた「家庭の電力消費とエネル

ギー」コーナーには、他にも新旧のテレビを展示してい

ます。大きさやデザインなども見比べてみて下さい。

写真１：ソニーのＴＶ８-３０１

写真２：１９６１年のＴＶ８-３０１の
雑誌広告。(科学館所蔵)

展示場へ行こう
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★科学館の使命「科学を楽しむ文化の振興」実現に向けて邁進。今年は電

車の中でも科学館を楽しめるはず。齋藤吉彦（館長・物理担当学芸員） ★エ

ビデンスに基づく合理的なプロセスにより、お客様に喜んで頂ける大阪らしい

科学館を目指したいと思います。圓尾敏之（事務局長） ★星空のファンタ

ジーで“やすらぎ”を！科学のミラクルで“ときめき”を！みなさまのご来館を心よ

りお待ちしております！塚本宏生（副館長） ★大阪市立科学館をフル活用

し、大阪をｓｃｉｅｎｃｅ-ｏｒｉｅｎｔｅｄ ｃｉｔｙに！大倉敏弘（総務担当課長） ★神

戸の絵師、青山大介さん作った大阪梅田の鳥瞰図がお気に入り。今年は俯

瞰の視点も重視しようかな。渡部義弥（企画広報担当課長・天文担当学芸

員） ★今年も科学館が魅力ある施設になるように頑張ります。今は館蔵の

貴重資料のクローズアップに取り組み中です。嘉数次人（天文担当主任学芸

員） ★今年で生まれて半世紀、科学館に勤めて四半世紀。残り時間が

…。科学館のためにできる事考えて、行動あるのみ！小野昌弘（化学担当

主任学芸員） ★Ｑ：朝４つ夜３つずつ餌をもらっていたサルが「今日から朝

３つ、夜４つにする」と言われて喜んだ。それはなぜ？石坂千春（天文担当主

任学芸員） ★世界結晶年、国際光年と続きましたが、今年は科学に関す

る国際年ではなさそう。残念ですが、充電もしていかないと…。長谷川能三

（物理担当主任学芸員） ★今年は断捨離をしたいなと思います。でもなか

なか難しそうです。とりあえず部屋の掃除からでしょうか。大倉宏（物理担当

学芸員） ★広報という新しい仕事が刺激的な１年だった去年。今年もお客

様のことをたくさん想像して、学芸員的立場で楽しいお役立ち情報の発信が

んばります！岳川有紀子（化学担当学芸員） ★今年はお天気に恵まれ

て、たくさん楽しく星が見られる年になりますように。ペルセウス座流星群も期

待。飯山青海（天文担当学芸員） ★昨年は、ＣＴ・ＭＲＩ・バリウム・エコー…

いろんな検査を体験。期せずして科学の成果を実感しました。江越航（天文

担当学芸員） ★昨年は皆既月食を撮影しにフランスへ行き、今年は皆既

日食のためインドネシアへ！満地球照の撮影が目標です☆西野藍子（天文

担当学芸員）

謹賀新年 201６年新春
みなさまへ、科学館より新年のご挨拶を申しあげます。
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学芸員の活動

長谷川 能三（物理担当主任学芸員）

大阪湾で発生する蜃気楼の調査や、企画展「色の彩（さ

い）えんす」（２０１３年）の実施、スペクトルや偏光を扱った

サイエンスショーの企画、友の会・光のふしぎサークルのメ

ンバーと毎月光について勉強会など、物理の中でも特に

光についていろいろなことを行なっています。虹などの気

象光学現象についても詳しく、よく写真も撮っています。

Ｑ．最近の研究テーマは？

Ａ．大阪湾でも蜃気楼が発生していることを

調べています。蜃気楼というと、存在しないも

のが見える幻？…と思うかもしれませんが、温

度の違う空気の層で光が屈折し、遠くの景色

が変形して見える光学現象です。蜃気楼

が見えるのは富山県が有名ですが、大阪

湾でも春の晴れた見えることがあるのです。

Ｑ．どうして学芸員になったんですか？

Ａ．自分が面白いと思うことを人に話して、

一緒に面白いと思ってもらえるとうれしいで

すよね。そういう気持ちが一番のきっかけ。た

だ、科学や実験で面白いというと、意外な現

象や派手なものが取り上げられやすいですが、

考えたり、理解したり、謎を解明していくのも面

白いこと。そういうことも伝えていきたいです。

Ｑ．学芸員として大切にしたいことは？

Ａ．だんだん歳をとっていっていますが、好

奇心を失わずに、これからもいろんなことに

興味をもっていくこと。それから、いろんな人

と面白さを共有して伝えていくために、慣れ

てしまわないこと。私が１００回やったサイエ

ンスショーでも、見に来てくれた人には初め

てのサイエンスショーなのですから。

Ｑ．理科（科学）が好きになった理由は？

Ａ．好きになった理由はよくわかりません

が、小学生のころに大きな影響を受けたの

は、ＮＨＫ教育テレビの「できるかな」でいろ

んなものを作るのっぽさん、学研の○年の

科学の付録、ダイヤブロック（基本形のブロ

ックばかり）、学研まんがひみつシリーズの

本といったところでした。

Ｑ．学芸員として自慢できること、あります？

Ａ．１９９７年にトランジスタ発明５０年を記

念して特別展「半導体・半世紀」を行ない

ました。それまで大阪市立科学館ではやっ

ていなかった規模の企画展で、スペースも

予算もない中でやりくりしての開催でした。

最近では毎年のように企画展を行なってい

ますが、その先駆けになったと思っています。

Ｑ．これから、どんな仕事をしたい？

Ａ．光の中でも偏光や分光についてはサイ

エンスショーや展示にしてきましたが、幾何

光学についてはあまりできていません。蜃気

楼や気象光学現象なども含め、幾何光学

についてや、最新の光研究について、展示

やサイエンスショーなどのまとまった形にし

ていきたいですね。

ＭＹ ＭＩＳＳＩＯＮ

大阪市立科学館は、「科学を楽しむ文化の振興」を使命として活動しています。
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２０１６年注目の天文現象

鈴木 裕司（学芸員補助スタッフ）

皆さん、昨年は天文現象を楽しまれたでしょうか？今年はどんな天文現象があるのでしょう

か？「一年の計は元旦にあり」といいますが、年の初め天文現象を先取りして、今年の観測の

予定を立てるのもよいですね。まずは道具がなくても楽しめる現象を２つご紹介します。

【３月９日（水） 部分日食】

今年１番の天文現象は、部分日食で

す。日食というと、２０１２年の金環日食

を思い出しますが、今回の日食は太陽

は１割ほど隠されるだけです。それでも、

普段見ている太陽が欠ける様子は注目

です。ちなみに、今回はインドネシアなど

では、皆既日食が見られます。なお、太

陽をそのまま見るのは大変危険ですの

で、日食メガネを使うか、木漏れ日を観

察するなど、安全に観測するようにして下さい。

【８月１２日（金） ペルセウス座流星群が極大】

普段より多くの流れ星が見られる流星群。今年、条件がよく見られるのはペルセウス座流星

群です。上弦過ぎの月は、ペルセウス座が高く昇る１３

日０時過ぎに沈んでしまいます。極大は１２日２１時と

予想されており、一晩中見やすい状態が続きます。

次の２つは望遠鏡やカメラがあるとよいでしょう。

【９月１７日（土） 半影月食】

月に当たる太陽の光が、地球によって遮られるのが

月食です。完全に遮られると月が欠けて見えますが、

今年は一部だけ遮られる半影月食が２回起こります。

条件がよいのは９月１７日で、この時は午前４時前に月

の一部が薄暗くなるように見えます。肉眼では変化をと

らえにくいため、写真を撮影した方が分かりやすいで

す。

【１１月１６日（水） アルデバラン食】

おうし座の１等星アルデバランが月に隠される、アル

デバラン食が今年５回起こります。一番見やすいのは

１１月１６日です。この日は月に隠される時（２時１７分）

と、月の後ろから出てくる時（３時２０分）の両方が見ら

れます。ただし、月がまぶしいので望遠鏡が必要になり

ます。

２０１６年注目の天文現象
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★惑星の動き★

（水星） 太陽から一番離れる最大離角の前後１週間くらいが見頃です。４月１８日、８月１７

日、１２月１１日の明け方、２月７日、６月５日、９月２９日の夕方に最大離角となります。

（金星） 今年は５月まで明け方、７月からは夕方に見られます。年の半ばは高度が低く、年初

と年末の方が高く昇り、見やすくなります。

（火星） ５月３１日に、火星が２年２ヶ月ぶりに地球に最接近します。その時の火星は-２.１等

と、木星と同じくらいまで明るくなります。最接近のたびに地球と火星の距離は変わり、今回の

接近は、ここ１０年の中では一番近付くものです。

（木星） ３月９日に太陽と反対方向へやってきて（衝）、この頃が見やすい時期です。８月上

旬まではしし座にあり、その後はおとめ座へと進んでいきます。

（土星） へびつかい座に見えていて、６月３日に衝となります。現在は土星を真横ではなく、斜

めから見ていて、その傾きが大きいため、環が観測しやすい年といえます。

★惑星と他の天体の接近★

惑星は、日が経つにつれ、各々星座の星々の中を動い

ていくため、時折他の天体との共演を見せてくれます。残

念ながら、今年は低空に見えるものが多いです。

【７月１７日（日） 水星と金星の接近】

日が沈んですぐに、西の低空に金星が見えてきます。

そこから１°も離れないすぐ上に、水星が並びます。

【８月２４日（水） 火星とアンタレスの接近】

火星とさそり座の１等星アンタレス、２つの赤い星が並び

ます。アンタレスは「火星の敵」という意味です。火星とどち

らが赤いのか競っている、のですが今年は火星が地球に

接近する年。火星の方が目立ち、どうやら火星に軍配が

上がりそうです。なお、火星の上には土星が見えていま

す。

【８月２８日（日） 木星と金星の接近】

これも日が沈んですぐの西の低空です。金星と木星が、

月１個分ほどの距離を隔てて並んで見えます。どちらも飛

びぬけて明るい星ですので、とても目を引きます。

【９月３日（土） 月と金星の接近】

日が沈んですぐの西の低空に、明るい金星と細い月が

並ぶのが見られます。

いかがでしたでしょうか？天文現象を見るには天気が重

要です。この１年、よい天気に恵まれてほしいですね。

※使用した図はステラナビゲータで作成しています。

ＹＵＪＩ ＳＵＺＵＫＩ
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科学館アルバム

今回は１１月のできごとをレポートします。「文化の秋」とよく言いますが、「科学を楽

しむ文化の振興」を使命としている当館でも、さまざまなイベント・活動を行ないまし

た。冬もさまざまなイベントを予定していますので、ぜひご来館ください。

１１月３日（火・祝）

Ｗｅ ａｒｅ，科学デモンストレーターズ

１１月７日（土），８日（日）

ジオ・カーニバル

学芸員の１年間の研修を受けて、実験ショー

の演示で活動しているボランティア「科学デ

モンストレーターズ」が１日中、実験ショーを

するイベント。大いに盛り上がりました！

様々な工作や実験で地球や宇宙の理解を

深めるイベント。鉱物の立体模型を作るブー

スでは、鉄球と磁石のついたカラフルな棒な

どで、結晶構造の模型を作りました。

１１月１２日（木）

毎日放送「おとな会」取材

１１月１３日（金）

幼児教育セミナー・ケーススタディ

プラネタリウムの特集をする毎日放送の深夜

番組の取材。嘉数学芸員が電気科学館の

国内１号プラネタリウムについて解説を行い

ました。放送は１月下旬の予定です。

６～７月の「博物館における幼児期の科学教

育」の実践編として、「おやこで科学」フロアで

ケーススタディを行いました。遊びながら学ぶ子

供の特性を理解して改善を行なっていきます。

こんなことがありました

２０



１１月１４日（土），１５日（日）

関西文化の日・「自然科学の基礎を訪ねる」

１１月２０日（金）

ＮＨＫＢＳ「コズミックフロント☆ＮＥＸＴ」取材

展示場が無料開放となった２日間。中・高・大

学生が中心の科学館大好きクラブが展示をガ

イドする「自然科学の基礎を訪ねる」などで、

楽しく展示の理解を深めていただきました。

ＮＨＫ ＢＳの宇宙チャンネル「コズミックフロント

☆ＮＥＸＴ」で小惑星探査機はやぶさ帰還観

測をした飯山学芸員が取材を受けました。

１２月２４日に放送されました。

１１月２２日（日）

プラネタリウム「ブラックホール」でミニブック

１１月２３日（月・祝）

大人の化学クラブ２０１５

プラネタリウム「ブラックホール」の企画・制作を担当

し、ミニブック「ブラックホールの秘密」を執筆した石

坂学芸員が、自身の投影後にミニブックを販売。た

くさんのお客様から声をかけていただきました。

小野学芸員による大人のための化学実験教

室。参加者１６名が銀を使った鏡を作り、その化

学反応を学びました。大人になると化学実験す

る機会がないので、貴重な実験教室です。

日々のできごとをツイートしています

館長がつぶやいてます

館長の散歩@科学館

@yoshi_saito

学芸員がつぶやいてます

学芸員＠大阪市立科学館

@gakugei_osm

広報担当がつぶやいてます

大阪市立科学館広報

@osaka_kagakukan

こんなことがありました
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科学館行事予定

プラネタリウムホール開演時刻

土日祝日
１０：１０ １１：１０ １２：００ １３：００ １４：００ １５：００ １６：００

ロゼッタ
※１

ファミリー ＨＡＹＡＢＵＳＡ２ オーロラ ロゼッタ オーロラ ロゼッタ

平 日
１０：３０ １２：００ １３：００ １４：００ １５：００ １６：００

学習投影 ロゼッタ※２ オーロラ ロゼッタ オーロラ ロゼッタ

所要時間：各約４５分、途中入場不可、各回先着３００席

月 日 曜 行 事

１

開催中

プラネタリウム「ロゼッタ、彗星を探査せよ」（～２/２８）

プラネタリウム「オーロラ」（～２/２８）

サイエンスショー「あかりのひみつ」（～２/２８）

プラネタリウム ファミリータイム（土日祝日）

全天周映像「ＨＡＹＡＢＵＳＡ２」（～Ｈ２８/３/２７の土日祝日）

国際光年協賛 企画展「光とあかり」（～１２/２７）

１４ 木 中之島科学研究所コロキウム

２３ 土 楽しいお天気講座「雪の結晶を作ろう」（１/１３必着）

２

１１ 木 科学実験大会２０１６

１８ 木 中之島科学研究所コロキウム

２７ 土 ファミリー電波教室（１/２７消印有効）

サイエンスショー「あかりのひみつ」開演時刻

１０：００ １１：００ １３：００ １４：００ １５：００

土日祝日 － ○ ○ ○ ○

平 日 予約団体専用 予約団体専用 予約団体専用 ○ －

所要時間：約３０分、会場：展示場３階サイエンスショーコーナー

● ロゼッタ：「ロゼッタ、彗星を探査せよ」
● ＨＡＹＡＢＵＳＡ２：全天周映像「ＨＡＹＡＢＵＳＡ２ ‐ＲＥＴＵＲＮ ＴＯ ＴＨＥ ＵＮＩＶＥＲＳＥ‐」（約４０分間）
● ファミリー：ファミリータイム（幼児とその家族を対象にしたプラネタリウム・約３５分間）
● 学習投影：事前予約の学校団体専用
★１月の日曜日と１/１１、２/１１は１７ : ００から「オーロラ」を追加投影します。
※１ １/２３はジュニア科学クラブのため、通常の投影はございません。
※２ １/１９（火）、１/２９（金）は１２ : ００「ロゼッタ」の投影はございません。

科学館の研修を修了した科学デモンストレーターが、ボランティアで実験ショー

を行なっています。テーマと日時はホームページでご確認ください。

２月下旬までの

インフォメーション
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科学実験大会２０１６

実験ショーが得意な市民のみなさんに、おもしろい科学実験を披露していただきます。１グ

ループの持ち時間は１５分。次から次へと繰り出す楽しい実験をお楽しみください。ショーの内

容など当日のプログラムはホームページをご覧ください。

■日時：２月１１日（木･祝）１３：００～１５：３５（予定）

■対象：どなたでも ■場所：展示場３階サイエンスショーコーナー

■申し込み：当日会場にお越しください ■観覧料：展示場観覧券が必要です

■備考：通常のサイエンスショー「あかりのひみつ」は休止します

楽しいお天気講座「雪の結晶を作ろう」

日本の冬の代表的な気象現象である雪について、どのようにして降るのか学び、ペットボトル

の中で雪の結晶を作る実験を行います。気象予報士がお話しします。

※主催：一般社団法人 日本気象予報士会関西支部、大阪市立科学館

■日時：１月２３日（土）１３：３０～１５：３０ ■場所：工作室 ■対象：小学３年生～中学生

■定員：３０人（申し込み多数時は抽選） ■参加費：３００円（主としてドライアイス代）

■申込締切：１月１３日（水）必着 ■申込方法：往復ハガキに、住所・氏名・年齢（学年）・

電話番号・一緒に参加希望の方の氏名と年齢（学年）を記入して、大阪市立科学館「雪

の結晶を作ろう」係へ

申し込みの往復ハガキは、１イベントにつき１通のみ有効です。

インフォメーション
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ファミリー電波教室

ラジオ・キットを組立て、完成したラジオを使って電波の発見を実験で確かめてみよう（完成

したラジオは持ち帰れます）。

※主催：大阪府電波適正利用推進員協議会、共催：大阪市立科学館

■日時：２月２７日（土）１３：００～１６：３０ ■場所：工作室 ■参加費：無料

■対象：小学４年生～６年生（保護者同伴可） ■定員：２４名（応募多数の場合は抽選）

■申込締切：１月２７日（水）消印有効

■申込方法：往復ハガキに、参加希望イベント名、お名前(ふりがな)・学校名・学年・性別・

郵便番号・住所・電話番号・保護者同伴の有無をご記入のうえ、

〒５４０‐００１２ 大阪市中央区谷町１‐３‐１２ 天満橋リーフビル５階 全国陸上無線協会内

電波適正利用推進員協議会事務局「ファミリー電波教室」係へ（１通の往復ハガキで１名

のみ応募可）

■問い合わせ：大阪府電波適正利用推進員協議会事務局（社団法人全国陸上無線協会

近畿支部内）電話：０６‐６９４１‐５１８８

中之島科学研究所 第７０回コロキウム

中之島科学研究所の研究員による科学の話題を提供するコロキウムを開催します。

■日時：２月１８日（木）１５：００～１６：４５ ■場所：研修室 ■申込：不要 ■参加費：無料

■テーマ：ジュール・ヴェルヌと１９世紀科学 ■講演者：渡部義弥研究員

■概要：１９世紀フランスの作家ジュール・ヴェルヌ。「海底二万マイル」、「十五少年漂流

記」、「月世界旅行」などの作品で有名です。彼は、勃興していた科学知識を作品に取り

入れ、多くの読者を獲得しました。法学生だった彼が、なぜＳＦの父といわれるまでになっ

たのか？ 彼と当時の科学の関わりについてさぐります。

インフォメーション
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公益財団法人大阪科学振興協会 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｋａｇａｋｕ‐ｓｈｉｎｋｏ.ｏｒｇ／
電 話：０６‐６４４４‐５６５６（９：００～１７：３０）

大阪市立科学館 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ.ｊｐ／
電 話：０６‐６４４４‐５６５６ （９：００～１７：３０）

休館日：月曜日（休日の場合は翌平日）、このほか臨時休館

開館時間：９：３０～１７：００ （プラネタリウム最終投影は１６：００から、展示場入場は１６：３０まで）

所在地：〒５３０‐０００５ 大阪市北区中之島４‐２‐１

インフォメーション
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１２月の友の会の例会は、１９日に開催
いたしました。
メインのお話しは、石坂学芸員の「ゴッ

ホの足跡をたずねて・・・」で、ゴッホの
「ローヌ川の星月夜」などの絵に描かれた
星がなんなのか、実際に南フランスを訪
問した石坂学芸員による現地での調査報
告がありました。
休憩をはさんで、大倉学芸員から「コッ

ククロフト・ウォルトン型加速器」、渡部学芸
員から「某有名映画の惑星」の紹介があり
ました。また、会員の藤田さんから「エジン
バラの旅」のお話、土生さんからハイキングサークルの報告、会長の山田さんより太陽系外
惑星の命名キャンペーンの結果報告がありました。最後に長谷川学芸員より「ノーベル賞の
お酒」のお話があり、参加者は５１名でした。

友の会 行事予定

友の会例会報告

友の会サークルは、会員が自主的に学習し合う集まりです。
科学館内が会場のサークルは、参加申込は不要です。記載の日時に会場にお越しのう
え、世話人に見学の旨お伝えください。テキスト代など実費が必要なものもあります。初めて
参加される場合は、まずは見学をおすすめします。

月 日 曜 時間 例会・サークル・行事 場所

１２：１５～１３：５０ 英語の本の読書会 工作室

１６ 土 １４：００～１６：００ 友の会例会 研修室

１
１８：００～１９：３０ 友の会天体観望会 屋上

１７ 日 １４：００～１６：００ りろん物理（場の理論） 工作室

２４ 日
１０：００～１２：００ 天文学習 工作室

１４：００～１６：３０ 科学実験 工作室

１３ 土
１１：００～１６：３０ りろん物理 研修室

１４：００～１６：００ うちゅう☆彡むちゅう 工作室

１４ 日
１４：００～１５：３０ 化学 工作室

１６：００～１７：００ 光のふしぎ 工作室

２
２０ 土

１２：１５～１３：５０ 英語の本の読書会 工作室

１４：００～１６：００ 友の会例会 研修室

２１ 日 １４：００～１６：００ りろん物理（場の理論） 工作室

２８ 日
１０：００～１２：００ 天文学習 工作室

１４：００～１６：３０ 科学実験 工作室

開催日・時間は変更されることがあります。最新情報は友の会ホームページでご確認ください。

友の会

２６



科学館の屋上で、望遠鏡を使って月やすばるなどの天体を観察しましょう。
■日時：１月１６日（土）１８：００～１９：３０ ■開催場所：科学館屋上
■対象：友の会の会員とそのご家族、ジュニア科学クラブの会員とそのご家族
■申込：不要 ■定員：なし ■持ち物：会員証（ジュニア科学クラブ会員手帳）
■当日の日程
１６：００ 天候判断（雲が多くて星が見えなさそうな場合は中止します）
１７：３０～１８：００ 望遠鏡の組み立て

（手伝いたい人、見学したい人は１７：３０にお集まりください）
１８：００～１９：３０ 天体観察（入館は１９：００までです。自由解散です。）
１９：３０～ 片付け、終了

■入館方法：閉館後の行事のた
め、正面玄関は閉まっています。
科学館の建物南西側にある、職
員通用口より入館してください。
１８：００～１９：００の自由な時間に
おいで下さい。
※天候が悪い場合は中止いたしま
す。雲が多い天候の場合は、当日
１６時以降、友の会ホームページ
や、科学館友の会事務局へのお
電話にてご確認ください。

友の会入会は随時受け付けています。年会費３０００円、入会資格は中学生以上です。
詳しくは科学館ホームページ、友の会ホームページをご覧ください。

大阪市立科学館 友の会事務局

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ.ｋｉｔａ.ｏｓａｋａ.ｊｐ／～ｔｏｍｏｎｏｋａｉ／

電 話：０６‐６４４４‐５１８４ （開館日の９：３０～１７：００）

メール：ｔｏｍｏ＠ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ.ｊｐ

１月の例会のご案内

友の会の例会では、科学館の学芸員による「今月のお話し」の他にも、会員からの科学の
話題の発表などがあり、会員同士での交流の機会です。どうぞご参加ください。
■日時：１月１６日（土）１４：００～１６：００ ■会場：研修室
■今月のお話：「磁力はすごい！」斎藤館長
「磁力」と言えば、磁石が鉄にくっつく力だけではありません。いろんな現象を観察しなが

ら、「磁力」を考えます。目には見えない「磁力」が心の目で見えるかも。

友の会 会員専用天体観望会

友の会
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エジスワン電球

大倉 宏（物理担当学芸員）

白熱電球の発明者はエジソンだと一般

には言われています。しかしエジソンより前

に電球を研究し、作っていた人が何人もい

て、本当の発明者は誰なのか答えるのは

難しいのです。発明者として、よく上げられ

るのがイギリスの発明家・科学者のスワン

です。スワンはエジソンより３０年も前から

研究を始め、１８７８年には炭素フィラメン

トを使って４０時間点灯させることのできる電球を作り上げています。

一方のエジソンは最初白金製のフィラメントなどを試しますが、スワン同様炭素が

良いことが分かり、１８７９年の１０月に４０時間の点灯に成功したとされています。電

球の発明者というより改良者と言った方が当たっているでしょう。エジソンはイギリスで

は特許をとることはできず、スワンと共同で会社を設立しました。

その電球がエジスワン電球で、写真は、齋藤館長がロンドンの骨董店で見つけた

電球です。ディスプレイ用でしょうか、３つの電球が木製の台に取り付けられていま

す。

正面中央の電球には、ＣＡＲＢＯＮと書かれた紙が貼られています。規格は不明で

す。これにだけチップトップがないので、１９２０年以降に製造されたものだと思われま

す。チップトップというのは、電球の上に付いた排気した跡で、元の方から排気するよ

うになってこれが無くなるのが１９２０年頃以降ですが、実際には１９３０年代に作られ

たものにも付いているものがあるかもしれません。

右の小さい電球には、ＥＤＩＳＷＡＮ ２２０-１６-Ａと書かれています。２２０Ｖで点灯

させ１６燭の明るさ（１燭はほぼロウソクひとつ分の明るさ）で点灯させたものと思われ

ます。最後のAは何の省略なのか分かりません。左の電球にはＲＯＢＥＲＴＳＯＮと書

かれてますから、エジスワンではないのでしょう２２０－１６と書かれています。

３本とも口金がスワンベースです。イギリスに多い口金で左右に出っ張りが２つあ

り、ソケットに押し込んで１/４回転させて差し込みます。日本に多くみられるスクリュー

式の差し込みはエジソンベースといい、これは間違いなくエジソンの発明です。直径

が２６ミリでＥ２６と言われます。１インチ（２５.４ミリ）ではなく、２６ミリとしたところがエジ

ソンの面白いところです。
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コレクション 受入番号 ２０００-９７

大阪市立科学館では、化学・物理・天文学・科学技術に関連した資料を収集しています
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