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星空ガイド ３月１６日～４月１５日

※惑星は２０２１年４月１日の位置です。

よいの星空
３月１６日２２時頃

４月 １日２１時頃

１５日２０時頃

あけの星空
３月１６日 ４時頃

４月 １日 ３時頃

１５日 ２時頃

［太陽と月の出入り（大阪）］

月 日 曜 日の出 日の入 月の出 月の入 月齢

３ １６ 火 ６：０７ １８：０６ ７：４２ ２０：４０ ２.７

２１ 日 ６：００ １８：１０ １０：２７ ０：２７ ７.７

２６ 金 ５：５３ １８：１４ １５：２２ ４：３０ １２.７

４ １ 木 ５：４５ １８：１９ ２２：３０ ８：０１ １８.７

６ 火 ５：３８ １８：２２ ２：３５ １２：３７ ２３.７

１１ 日 ５：３１ １８：２６ ５：２０ １７：３７ ２８.７

１５ 木 ５：２６ １８：３０ ７：１０ ２１：２２ ３.０
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やまねこ座にチャレンジ

この季節は、宵の北の空の高い位置にやまねこ座

が昇ってくる季節です。ぎょしゃ座やふたご座とおおぐま

座との間には、目立つ星がほとんどない広い空間があり

ますが、そこにやまねこ座が位置しています。もっとも

明るい星でも３.１等級という、暗い星ばかりの星座です。

やまねこ座を作った天文学者へべリウスは、「この星

座を見つけるためにはやまねこのような鋭い目が必要

だ」と言ったそうです。

（右の星図はステラナビゲータ１０（アストロアーツ）で製作しました）

［こよみと天文現象］

月 日 曜 主な天文現象など

３ １９ 金 夜、西の空で月と火星が約４°離れ

て並ぶ

２０ 土 春分（太陽黄経０°）

２１ 日 上弦（２４時）

２６ 金 金星が外合（地球から見えない）

２９ 月 ○満月（４時）

３０ 火 月が最近（３６０,３００ｋｍ）

月 日 曜 主な天文現象など

４ ４ 日 下弦（１９時）

清明（太陽黄経１５°）

７ 水 明け方の南東の低空で、月と土星

が約７°離れて並ぶ。木星も近い

８ 木 明け方の東の低空で月と木星が約

７°離れて並ぶ

１２ 月 ●新月（１２時）

１５ 木 月が最遠（４０６,１００ｋｍ）

４月１日２１時大阪から見た北の空
飯山 青海（科学館学芸員）
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ブラックホールを見た日
〜ＥＨＴプロジェクトの舞台裏〜

図１．イベント・ホライズン・テレスコープ （ＥＨＴ） で撮影された Ｍ８７ の巨大ブラックホー
ルの画像。 ⒸＥｖｅｎｔ Ｈｏｒｉｚｏｎ Ｔｅｌｅｓｃｏｐｅ

国立天文台 水沢ＶＬＢＩ観測所 田崎 文得

１．ブラックホール・シャドウの撮影に成功！

２０１９年４月１０日、ブラックホールの撮影に成功したというニュースが世界中を

駆け巡りました （図１）。撮影されたのは、おとめ座にある楕円銀河Ｍ８７の中心に位

置する巨大ブラックホールで、その質量は太陽の６５億倍にもなります。イベント・ホラ

イズン・テレスコープ （ＥＨＴ） プロジェクトによる、この成果発表から２年が経とうとし

ている今、プロジェクトがどのように撮影に至ったのかを振り返ると共に、この成果を皮

切りに今後ブラックホールがどのように発展していくのか、展望を述べていきます。

２．ＥＨＴは何を撮影したのか？

「何を撮影したって？もちろんブラックホールでしょう」と思われるかもしれません。

そもそもブラックホールとは何でしょうか。宇宙空間にぽっかりと空いた黒い穴…？

実は、星と同じく宇宙に浮かんでいる天体です。ごく狭い領域内に大きな質量を詰

め込んでいるため、周囲にとても強い重力を及ぼしています。あまりにも重力が強いた

めに事象の地平面という境界領域が存在し、一旦その中に入ってしまうと光さえも抜

け出すことができません。光が出ないため真っ黒な天体となるわけです。私たちは目

に光が入ることで物を見るので、光が出ないブラックホール自体を見ることは決してで

きません。一方で、ブラックホールの近くには、ブラックホールに吸い込まれるか吸い
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図２．ブラックホールの事象の地平面と光子球の概念図（左）。光子球から外れた光を観測
することで、リング構造を撮影する（右）。

込まれないかの瀬戸際にある光が周回する領域 （光子球） があります （図２）。こ

の光子球から外れてたまたま地球の方に飛んできた光を観測することで、図１のリン

グ構造を撮影することができます。リングの内側の黒い領域をブラックホール・シャド

ウと呼びます。

ＥＨＴで撮影したのはブラックホールそのものではなく『シャドウ』で、これこそがブラ

ックホールの強い重力によって光の軌道が大きく曲げられている証拠なのです。

３．ブラックホールの大きさ

理論的研究から、ブラックホールを撮影するとリング構造が見つかるということはわ

かっていました。しかしながらブラックホールがあまりにも『小さい』ため、これまでは撮

影できませんでした。

ブラックホールの大きさは質量

で決まります。Ｍ８７ブラックホー

ルの質量は太陽の６５億倍なの

で、観測されるリングの大きさは

直径９００億キロメートルと計算

されます。これは太陽系もすっ

ぽり入ってしまうほどの大きさで

す。ところが、地球からＭ８７まで

は５５００万光年 （１光年はおよ

そ９．５兆キロメートル） 離れて

いるので、大きなリングも小さく

見えます。見た目のサイズは角

度の単位で表しますが、Ｍ８７ブ

ラックホールのサイズはおよそ

図３．ＥＨＴの望遠鏡配置図 （２０１７年現在）。

Ｆ．ＴＡＺＡＫＩ

５



４０マイクロ秒角 （１億分の１度） です。これは月面におかれたテニスボールを地球

から撮影するくらいの小ささです。これほど『小さな』ブラックホールの撮影を実現でき

るのが、イベント・ホライズン・テレスコープ （ＥＨＴ） です。ＥＨＴは地球上に配置され

た電波望遠鏡を組み合わせて、仮想的に巨大な地球サイズの望遠鏡を構成しま

す （図３）。この遠く離れた電波望遠鏡を組み合わせるシステムは、超長基線電波

干渉計 （ＶＬＢＩ）と呼ばれています。ＥＨＴの角度分解能は２５マイクロ秒角、視力が１

の人と比べるとその３００万倍もの視力に相当します。ＥＨＴであれば４０マイクロ秒角

のブラックホールを撮影することができるのです。ところが一口に『撮影』と言っても、

携帯のカメラで写真を撮るかのように簡単には画像を得ることはできません。ＥＨＴで

どのようにブラックホールを撮影したのでしょうか。

４．プロジェクトの軌跡① 〜観測から相関処理〜

たくさんの実験や試験観測を経て、２０１７年４月、ついにブラックホール撮影を目

的にしたＥＨＴの本格観測が行われました。ＥＨＴメンバーがそれぞれの電波望遠鏡

に滞在し、２週間以上にわたって観測準備や実際の望遠鏡運用を行いました。一

方、アメリカのマサチューセッツ州に設置された中央司令室にもプロジェクトのディレク

ターを始め多くのメンバーが集まり、各望遠鏡サイトの気象条件や装置の状態を確認

しながら、いつどの天体を観測するか決定し、各望遠鏡を運用するメンバーへ指示を

出しました。こうして観測された電波は、それぞれの場所でハードディスクに記録さ

れ、アメリカのマサチューセッツ州とドイツのボンに空輸されました。そこでは相関処理

と呼ばれるデータ処理が行われます。一つの望遠鏡の記録データはノイズ （雑

音） だらけですが、相関処理することでようやく天体からの信号を見つけることができ

ます。つまり、観測時には天体をきちんと観測できているかどうかがわからず、相関処

理をして初めて観測が成功したかどうかがわかるのです。

５．プロジェクトの軌跡② 〜観測データからの画像化〜

相関処理したデータに誤差を補正する作

業 （較正作業） を施したのち、ようやく画像

化に取りかかります。ただし画像からは程遠

い姿をした観測データ （図４） から画像化

するのは難しい問題です。さらにブラックホー

ルの画像化の場合には、次のような２つの問

題がありました。一つは、予測される構造が

ＥＨＴで解像できる限界に近いくらい小さいこ

とです。この画像化を達成するためには、

ＥＨＴの能力を最大限に活かすことのできる、

図４．ＥＨＴのＭ８７観測データ。
ⒸＥＨＴ Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ
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高性能な画像化手法を導入する必要がありました。もう一つは、ブラックホールがど

のように見えるか理論的には予測されていたものの、これまで実際にその画像を見た

人は誰もいないということです。理論予測でもたらされた事前知識に左右されない公

平中立な画像を、細心の注意を払って復元する必要がありました。これらの問題を

克服するために、著者を含む画像化チームのメンバーは、新しいＶＬＢＩ画像化手法

の開発に取り組み、さらに２段階の画像化プロセスを取り入れました。

＜画像化ツールの開発＞

チームは、日本主導とアメリカ主導で新しい画像化ツールを開発してきました。著

者も２０１４年から、日本主導ツール ＳＭＩＬＩ の開発や試験に携わってきました。

２０１６年にはこれら２つのツールに携わる研究者が集まって、画像化チャレンジを開

始しました。開発ツールが ＥＨＴ の画像化を達成できるかどうかを評価するために、

ＥＨＴの観測データを模した擬似データを作成し、そこから画像化を行います。

この時正解画像を知らない状態から画像を復元することで、答えがわからない問

題でも、きちんと正解画像に辿り着けるかどうかを評価します。画像化チャレンジで

は、自分たちのツールで足りない機能を実装しながら、擬似データからの画像化に挑

戦し、結果を他のチームと共有し答え合わせ、さらに必要な機能を議論する、という

ことを何度も繰り返しました。

本物のＥＨＴデータではありませんが、世界中の若手研究者と画像化方法や擬似

データの扱いについて議論を繰り返した画像化チャレンジは、とても大変であったもの

の、楽しく興奮する経験でした。

＜ＥＨＴデータの画像化＞

２０１７年にＥＨＴで観測したＭ８７のデータが、２０１８年６月にいよいよ画像化チー

ムに配布されました。日本の画像化メンバーは水沢ＶＬＢＩ観測所の会議室に集まり、

初めての画像化に取り組みました （表紙写真）。

作業を始めて３０分ほどで最初のリング構造が見えた時には、この瞬間に立ち会う

ことができた喜びと同時に、それまでの苦労が報われてホッとしたというのも、著者の

正直な感想です。

その後、日米欧のメンバーで構成されたチーム （チーム２） で議論を重ね、

２０１８年７月に画像化メンバーがアメリカに集結、他の３チームとそれぞれの結果を

見せ合いました。実はこの時までは、４チームの間での情報共有は一切行わず、

チーム外からの影響が全くない状態で、画像化を行いました。これが２段階画像化

プロセスの一つ目です。この工程により、独立なチームでも同じ構造が復元できるか

どうか確かめたのです。その結果、全チームで南側の明るい非対称なリング構造が

得られた （図５） ことで、会議室は大きな興奮に包まれました。

Ｆ．ＴＡＺＡＫＩ
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図５．２０１８年７月に各チームが出した Ｍ８７ ブラックホール・シャドウの画像。
ⒸＥＨＴ Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ

一方、４チームの画像は少しずつ異なります。その理由は、それぞれのチームで使

った画像化ツールが異なること、またそのツールで適用した設定値も違うからです。

そこで、画像化チームは正解のわかっている擬似観測データを使って、画像化方法

を評価することにしました。ツールや画像化の設定値を変えながら、延べ５万通りの

画像化方法を用意し、擬似観測データから画像を復元しました。これが２つ目の画

像化プロセスです。この工程は本当に大変な作業となりました。

著者自身も、朝昼夜問わずアメリカの同僚と連絡を取りながら、画像化設定値の

調整や画像化プログラムの実行に注力しました。そして最終的には、正解画像をよく

再現する画像化方法を２千通り選ぶことができました。この２千通りの画像化方法

を、ＥＨＴのＭ８７ブラックホール・シャドウを正しく復元する方法として採用し、実際の

観測データに適用することで、２千枚の“正解画像”を得ることができました。

ただし、２千枚全てをみなさんにお見せすることは難しいので、あくまでも広報用と

して、１枚の代表画像 （図１） を公開しています。この広報用画像は、３つツールそ

れぞれから代表となる１枚の画像を選び、それらを平均することで作られています。

６．プロジェクトの軌跡③ 〜論文執筆から成果発表〜

得られた画像からどのようなことがわかるか、物理に基づいたシミュレーション結果

と観測結果が一致するか、などの議論を経て論文を整え、最終的には全部で６編

２０４ページにおよぶ大作論文となりました。

内部審査ののちに論文雑誌へ投稿し、外部の審査を経て、論文を出版できるか

どうかが決まります。つまり外部審査員こそが、プロジェクト外で初めてＥＨＴの成果を

目にする人となるのです。その外部審査員のレポートに『Ｃｏｎｇｒａｔｕｌａｔｉｏｎｓ!』と書い

てあるのを見た時、「あぁ本当に私たちが成し遂げたんだ」と心から嬉しく思ったのを

今でも覚えています。

論文執筆前から少しずつ進めていた記者会見の準備も、論文投稿後は急ピッチ

で進み、２０１９年４月１０日に世界同時記者発表となりました。著者はプロジェクトの

広報活動の取りまとめ役も務めているため、世界中の研究機関との記者会見の調

ＢＡＣＫＳＴＡＧＥ ＯＦ ＥＨＴ
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整、発表内容の準備、プロジェクト

メンバーやその他の論文著者たち

との調整に追われました。アメリ

カ、チリ、ヨーロッパ、台湾、中国、

日本で同時に記者会見を行った

ため、時差の関係から日本時間で

は夜１０時開始となりましたが、東

京の会見会場には多くのメディア

が集まり、盛大な記者会見となりま

した （図６）。

７．ブラックホール研究の今後

ＥＨＴプロジェクトは、Ｍ８７のブラックホール・シャドウの画像を公開して終わりでは

ありません。ブラックホール研究は、画像という新しい武器を手に入れ、新時代に突

入したばかりです。

２０１９年４月以降ＥＨＴプロジェクトからは、３Ｃ２７９という巨大ブラックホールから

噴出するジェットの根本が折れ曲がっていることを発見した成果や、２０１７年よりも前

の試験観測データを使ってＭ８７のリング構造が長期で揺らいでいる様子を報告する

成果など、ブラックホールの周りで何が起こっているのかを知る手がかりとなる、ワクワ

クする結果がたくさん出ています。また、見た目のサイズが大きいもう一つのブラック

ホールで、私たちの住む天の川銀河の中心にある「いて座Ａスター」を撮影した成果

もまもなく公開です。

ブラックホール周辺の強重力場ではどのような物理が働いているのか、どのように

ガスがブラックホールに吸い込まれるのか、どうやってジェットが噴出しているのか、こ

のようなブラックホールの謎に迫る研究成果に、今後もご期待ください！

著者紹介 田崎 文得（たざき ふみえ）

国立天文台水沢ＶＬＢＩ観測所特別客員研究員。研究対象は

巨大ブラックホール周辺の活動現象。イベント・ホライズン・

テレスコープ （ＥＨＴ） のメンバーとして、画像化ツールの開発

や画像化解析を担うほか、広報の取りまとめも担当している。

現在は企業でデータサイエンティストとしても勤務し、天文学者

との二足のわらじで奮闘中。
Ⓒ国立天文台

図６．日本での記者会見の様子。ＥＨＴ日本メン
バーが集結。著者は前列左から４番目。

Ⓒ国立天文台

Ｆ．ＴＡＺＡＫＩ
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レオナード彗星、発見

レオナード彗星

今年の１月初めに、新彗星発見のニュースが流れました。新彗星の名前はレオ

ナード彗星、符号はＣ／２０２１ Ａ１です。今年の１２月にひょっとすると立派な彗星に

なるかもしれません。

レオナード彗星が太陽に一番近づくのは、２０２２年の１月３日と計算されていま

す。そして、地球から一番明るく見えるのは、２０２１年の１２月１４日頃と予想され、４

等級くらいになりそうです。小型望遠鏡で観測可能になるのは１１月頃からでしょう。

１１月から１２月のはじめにかけては、明け方の東の空で観察しやすい位置にありま

す。１２月に入ると、見かけの位置が次第に太陽に近づいていきます。明け方の東の

図１：明け方のレオナード彗星の動き。それぞれの日の薄明開始時の方位と高度。背景の

星空は１２月１０日のもの。それ以外の日は、星空の位置と彗星の位置は一致しません。彗星

の尾は、あえて大げさに表現しています。この星図はステラナビゲータ１０で作成しました。

天文の話題
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図２：夕方のレオナード彗星の動き。それぞれの日の日没６０分後の方位と高度。背景の星

空は１２月１６日のもの。それ以外の日は、星空の位置と彗星の位置は一致しません。彗星

の尾は、あえて大げさに表現しています。この星図はステラナビゲータ１０で作成しました。

空に見えることは変わりませんが、次第に地平線上に上る時刻が遅くなり、夜明けま

での観測可能時間が短くなっていきます。１２月１０日になると、薄明開始時で、地平

高度が２０度を切るようになり、見晴らしの良い観測地で、限られた時間内での観測

となってきます。１２月１２日には、日の出１時間前の地平高度が８°となり、かなり天

候条件が良くないと、観察は難しくなります。

１２月１４日以降は、明け方に観測することは不可能になり、夕方の方が観測条件

が良くなります。しかし、日の入り１時間後でも、地平高度は数度に過ぎず、１２月２０

日まで待っても、日の入り１時間後の高度は９°までにしかなりません。

彗星の移動の状況を見渡すと、１２月上旬から１２日ころまでの明け方での観察

が、一番有望でしょう。ちょうど明け方に月が出ない巡り合わせになるので、東の見晴

らしがよく、街明かりの無い観察場所があれば、尾の観察や写真撮影にも良いでしょ

う。

彗星の明るさの予測は難しいです。彗星の明るさの変化を大きく支配しているの

は、彗星からどのくらいの水（Ｈ２Ｏ）が蒸発するか、という要素なのですが、特に新発

見の彗星では、水がどのくらい含まれているのか知ることができません。さらに、現在

のレオナード彗星は、太陽から４.８天文単位離れており（木星の軌道が約５.２天文単

位）、この位置では、太陽からの熱が少なくて水がほとんど蒸発しないため、太陽に近

づいたときにどの位水が放出されるかの予想がより困難な状況です。

尾の伸び方も、水の蒸発の具合や、彗星そのもののダストと水の構成比によって、

違う伸び方になりますので、予想がとても困難です。これらは、１１月以降、彗星が十

分に太陽に近づいてからの情報を待つ方が良いでしょう。期待通りに明るくなれば、

郊外では肉眼でも見つけることができるようになるかもしれません。

飯山 青海（科学館学芸員）

Ｏ．ＩＩＹＡＭＡ
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重曹のあれこれ

図１．ホットケーキを作りました。
りんごのコンポートを添えておしゃれに…

炭酸水素ナトリウムの熱分解の化学反応式

この記事を書いている１月下旬。新

型コロナウイルス感染症の拡大防止の

ため外出自粛が再び要請されました。

おうち時間を楽しもうということで、自宅

でホットケーキを作ってみました（図１）。

ホットケーキをふわふわにするために

欠かせない材料といえば、ベーキング

パウダーです。市販のホットケーキミック

スの中にも入っています。

今回はベーキングパウダーの主成分

である、重曹についてのお話です。

ホットケーキをふわふわにする魔法の粉
じゅうたんさん ソ ー ダ

重曹という名前は「重炭酸曹達」の略であり、ソーダとはナトリウム化合物のことを

指します。重曹は、炭酸水素ナトリウムという物質です。炭酸水素ナトリウムは加熱し

たり、酸と反応したりすることで二酸化炭素を発生します。

炭酸水のことをソーダと呼ぶことがありますね。これは、炭酸水を作るのに重曹を

使っていた名残だといわれています。昔はレモンなどを用いて酸性にした水に重曹を

加えて二酸化炭素を発生させ、炭酸水を作っていたようです。

ホットケーキを焼くとき、フライパンに生地を流し込んでからしばらく加熱すると表面

にぷつぷつと気泡が出てきます。ひっくり返す合図だと表現されることもありますね。

あの気泡の正体は、生地に含まれている重曹が反応して発生した二酸化炭素で

す。生地の中で二酸化炭素の小さな気泡がたくさん発生するため、ホットケーキがふ

くらむのです。

化学のこばなし
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図２．とある入浴剤の成分表示
炭酸水素Ｎａ（ナトリウム）が含まれてい
ます。

図３．手作りバスボム
食紅を使って色をつけています。

お掃除の強い味方

重曹と聞くと、掃除のときに使うイメージがあるかもしれません。重曹を水に溶かし

た液体は弱いアルカリ性を示します。酸性のものを中和することができるため、キッチ

ンの油汚れや水回りのぬめりを取る際に重宝されます。また、炭酸水素ナトリウムの

結晶はとても小さく細かいため、研磨剤として利用することもできます。とても便利で、

お掃除の時に役立つ強い味方です。

※アルミ製品や木材などに使うと変色してしまうことがあります。使用する前に素材を

確認してください。

入浴剤のしゅわしゅわのもと

みなさんはお風呂でリラックスしたい時、

入浴剤を使うことがありませんか。花や柑橘

類などのいろいろな香りがついていて、泡を

出しながらゆっくりお湯に溶けていく様子を見

るのは楽しいですよね。入浴剤にも重曹が含

まれています。市販のとある入浴剤の裏面

の成分表示を見てみましょう（図２）。確かに

炭酸水素ナトリウムの表記があります。あの

泡の正体も、二酸化炭素です。

重曹とクエン酸、片栗粉、水を用いて手軽に作

れる「手作り入浴剤（バスボム）」が子どもたちの自

由研究のテーマとして最近話題になっているよう

です。気になったので、実際に作ってみました（図

３）。水の中に入れると、激しく泡を出しながら溶け

ていく様子が観察できました。（２月のジュニア科

学クラブの会員向けの動画でご紹介しています。

大阪市立科学館の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルか

らご覧いただけます。）

私たちの生活を豊かにしてくれる重曹。現在販

売されている重曹は、純度によって医療用、食

用、工業用に分類されています。料理や掃除等

の用途に合ったものを正しく使うことが大切です。

宮丸 晶（科学館学芸スタッフ）

Ａ．ＭＩＹＡＭＡＲＵ
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ほ く としちせい

北斗七星を見つけよう

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

夕方暗くなって、北東の空に北斗七星

を見つけられる季節になりました。

北斗七星は、「ひしゃく」の形に並んだ７

つの星です。すごく明るい星、というわけで

はありませんが、形に特徴があるので、覚

えやすい星だと思います。ひしゃくの水を

すくう口の部分の２つの星を結んで、その

間隔を北へ約５倍伸ばすと、北極星を見

つけることができます。

７つの星は、大体同じくらいの明るさで

すが、４つ目の星だけ、他の６つよりも少し

暗いことに注意してください。街灯がとても

多い場所では、４つ目の星は見つけづら

いかもしれません。

いいやま おおみ（科学館学芸員）

ここから２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。

ジュニア科学クラブ 3ジジュュニニアア科科学学ククララブブ 33

■３月の動画配信■

３月２１日（日）１０時～「雨の量をはかる方法」

「大阪市立科学館」ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル（下記ＵＲＬ、２次元コード）にて、

ジュニア科学クラブ向けの動画配信を行います。

→ ｈｔｔｐｓ：//ｙｏｕｔｕｂｅ.ｃｏｍ/ｃｈａｎｎｅｌ/ＵＣｄ６ＥＧｄｄ７Ｈ６ＫＲ‐ｃＧＥ_ＨｌｒＦｕＡ

ライブ配信の予定ですが、後日ご覧いただくことも可能です。

らん

詳しくは、９月に送付しています、お知らせをご覧ください。

※最新の情報は、科学館公式ホームページ（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ.ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ.ｊｐ／）をご覧ください。

おうちでサイエンス
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重くなるキャラメルの箱

おうちで実験してみよう

はこ

キャラメルの箱３つを、テーブルに積み上げます。３つまとめて持ち

上げるより、１つだけ持ち上げたほうが、重たい…？

用意するもの

キャラメルの箱 ３つ（そのうち１つは中身の入っているもの）

じゅんび

① まず、３つの箱のうち、２箱は空っぽにしま

す。１つは中身がつまったままにします。

② ３つの箱を積み上げます。このとき、中身の

入った箱をいちばん上にします。

あそびかた

① まず、いちばん下の箱をつまんで、３つまと

めて持ち上げます。この重さをおぼえておい

てください。

② 次に、いちばん上の（中身の入った）箱１つ

だけをつまんで、持ち上げてみましょう。こっ

ちの方が、重く感じませんか？

どうしてそうなるの？

下の２つは空箱とはいえ、少しは重さがある

ので、箱３つの方が、箱１つだけときよりも、絶対

に重たいはずですね。それでも逆に箱１つの方が重たく感じてしまいま

す。人間はどうやら、体積の大きなものほどより軽く、小さなものほどより

重く感じてしまうらしいのです。同じ重さの発泡スチロールと鉄のたかま

りでは、体積の大きい発泡スチロールの方が軽く感じてしまうということ
さっ か く

です。この錯覚には「シャルパンティエ錯覚」という名前があります。

うえば たかひろ（科学館学芸員）

おうちでサイエンス
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天王星発見２４０年

Ｃｒｅｄｉｔ：ＮＡＳＡ／ＪＰＬ-Ｃａｌｔｅｃｈ

ブラックホールを見た日～人類１００年の挑戦～

天王星は太陽系の惑星の一つです。

木星・土星についで３番目に大きな惑星

ですが、太陽から遠い所にあるため、望遠

鏡が発明された近代になって発見されま

した。発見したのはイギリスの天文学者ウ

イリアム・ハーシェルで、１７８１年のことで

した。今年はハーシェルが天王星を発見

してから、ちょうど２４０年目にあたります。

天王星は地球に比べ、太陽から２０倍

も遠いところを周っている天体です。その

ため望遠鏡でも青い点にしか見えず、詳し

い姿は分かりません。それでも地道な観測で、地球の４倍ほどの大きさをもつ、氷の

惑星であることが分かってきました。また恒星の掩蔽から、土星と同じく環があること

も分かりました。しかし発見後２００年もの間、多くが謎に包まれたままでした。

詳細な天王星の姿は、１９８６年に惑星探査機「ボイジャー」が接近したことで明ら

かになりました。天王星は間近から見ても水色一色で、雲一つない不思議な天体で

した。近年はさらにハッブル宇宙望遠鏡などでも天王星の観測が行われ、星の素性

を解明しようとしています。今回の番組では、私たちの太陽系の中でも謎の多い惑

星・天王星について紹介します。

企画・制作：江越 航（学芸員）

２０１９年４月、ブラックホールの直接撮影の成功が世界同時に発表されました。

ブラックホールを撮影したのは、イベント・ホライズン・テレスコープＥＨＴ。２００名以上

の世界中の科学者たちが、手を携えて世紀の撮影に挑んだのです（今月号のメイン

記事ｐ.４～を参照ください）。

１００年前、アインシュタインの一般相対性理論から予言された謎の天体ブラック

ホール。強力な重力が時空をゆがめ、光すら出てこられないブラックホール。

間接的な存在証拠は数多く観測され、その存在は疑いのないものになりましたが、

光を出さない、という性質上、直接観測は物理学者たちの１００年の夢でした。

ブラックホールを直接撮影するため世界８つの電波望遠鏡を連動させたＥＨＴ。地

球規模の仮想的なアンテナを作り上げ、成功に至るまでの様子を、ＥＨＴ日本チーム

を率いた国立天文台の本間希樹先生監修のもと、迫力の映像で振り返ります。 �

写真：ＫＡＧＡＹＡ

３月からのプラネタリウム
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光の三原色ＲＧＢのヒミツをさぐれ！

ナレーションは

「進撃の巨人」エ

レン・イェーガー

役等、数多くのキ

ャラクターを演じ

ていらっしゃる梶

裕貴さんです。

さわやかな声

がブラックホール

の真の姿に誘い

ます。

企画・制作：石坂 千春（学芸員）、飯山 青海（学芸員）

�

ＲＧＢとは、Ｒｅｄ（レッド、赤）・Ｇｒｅｅｎ

（グリーン、緑）・Ｂｌｕｅ（ブルー、青）の頭

文字です。これらを「光の三原色」と言

い、この３色の光の組み合わせで、さま

ざまな色をつくれるのです。例えば、赤

色と青色の光をまぜると、赤紫色がつく

れます。それでは、ほかの２色をまぜる

と、あるいは、３色ぜんぶをまぜると、ど

んな色ができるでしょう？ じつは、スマ

ホやテレビ、パソコンなどの画面で、いろ

いろな色を映し出せるのは、「光の三原色」のおかげなのです。

「光の三原色」が赤青緑なのは、誰かがこの色を好きでそう決めたのではありませ

ん。それは、わたしたち人間の目に深い関係があります。目が色を感じることができる

のは、目の中に、色を感じる役割をもつパーツ「錐体細胞」があるからです。錐体細

胞には３種類あり、それぞれ赤、緑、青の色に強く反応するようにできています。それ

以外の色は、これら３種類の錐体細胞がそれぞれどのくらい反応しているかによっ

て、さまざまな色として感じています。これこそが、ＲＧＢが「光の三原色」となる理由

なのです。「光の三原色」をテーマにしたカラフルなこのショーの陰の主役は、みなさ

んの目の中にある錐体細胞です。

企画・制作：長谷川能三（学芸員）、上羽貴大（学芸員）

Ⓒブラックホールを見た日製作委員会

３月からのサイエンスショー
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この夏、木星と土星を見よう！ 西野藍子 ７‐２

まだまだ、木星と土星を楽しも
う！そして火星も…

西野藍子 ８‐２

１０月６日、火星が最接近 西野藍子 ９‐２

火星が見ごろ 江越航 １０‐２

月と惑星の接近 江越航 １１‐２

木星と土星が接近 江越航 １２‐２

すばるを見よう 飯山青海 １‐２

水星と木星と土星が明け方の
低空に集まる

飯山青海 ２‐２

やまねこ座にチャレンジ 飯山青海 ３‐２

天文の話題

銀河の渦にうずうずする… 石坂千春 ４‐１２

うるう月 江越航 ５‐１０

６月２１日、大阪で２０２０年代最後の日食 渡部義弥 ６‐１０

アトラス彗星が分裂 飯山青海 ６‐２０

「衛星の数」金メダルの惑星は？ 西野藍子 ７‐１０

天文学の貴重書を展示中 嘉数次人 ８‐１２

千葉県習志野市に隕石が落下 飯山青海 ９‐１０

宇宙規模の拡大鏡～重力レンズ～の威力 石坂千春 １０‐１０

Ｇｏ Ｔｏ 皆既日食 江越航 １１‐１０

冬の星はスーパースター 渡部義弥 １２‐１０

生まれゆく星々 西野藍子 １‐１０

中国星座の恒星名 嘉数次人 ２‐１０

レオナード彗星、発見 飯山青海 ３‐１０

窮理の部屋

熱気球 西岡里織 ４‐１６

ウラシマ効果と双子のパラドックス１ 大倉宏 ４‐１８

ウラシマ効果と双子のパラドックス２ 大倉宏 ６‐１２

対数グラフ 長谷川能三 ７‐１２

熱気球 ～構造編～ 西岡里織 ９‐１２

ウラシマ効果と双子のパラドックス３ 大倉宏 １１‐１２

対数的なものの見方 長谷川能三 １２‐１２

物理学者が発明した楽器 上羽貴大 １‐１２

熱気球 ～歴史編～ 西岡里織 ２‐１２

化学のこばなし

桜の香り 小野昌弘 ５‐１２

蘭引にのこる錬金術の香り 上羽貴大 ８‐１６

ジャムのひみつ 宮丸晶 １０‐１２

重曹のあれこれ 宮丸晶 ３‐１２

企画展紹介

企画展「はやぶさ帰還１０周年」 飯山青海 ５‐１８

企画展示「ほがらかに」 南部
陽一郎の人生と研究

齋藤吉彦 １‐１６

科学館のコレクション

貯水型雨量計 西岡里織 ４‐３

タイガー計算器 長谷川能三 ５‐２８

シャープ ＰＣ‐ＭＴ１‐Ｈ１Ｓ 西野藍子 ６‐２８

プラスチックシンチレーター 大倉宏 ７‐１８

ヘアードライヤー 渡部義弥 ８‐１１

２０２０ ＩＮＤＥＸ
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核磁気共鳴装置（ＮＭＲ） 江越航 ９‐２０

尺時計 嘉数次人 １０‐２０

孔雀石 Ｍａｌａｃｈｉｔｅ 飯山青海 １１‐２０

デザグリエ「実験哲学講義」 石坂千春 １２‐２０

ラジオゾンデ 西岡里織 ２‐２１

展示場へ行こう

家庭用ビデオテープレコーダー 嘉数次人 ４‐２８

展示場しりとり！ 石坂千春 ７‐２８

展示クロスワード 石坂千春 ８‐２８

天然磁石・磁石利用の今昔 飯山青海 ９‐２８

（新）月の満ち欠け 西岡里織 １０‐２８

「光の三原色」と「色の三原色」 長谷川能三 １１‐２８

浮かぶ地球 渡部義弥 １２‐２８

振り子時計 江越航 １‐２８

惑星体重計と重力くらべ 西野藍子 ２‐２８

世界最大級のウィルソン霧箱 大倉宏 ３‐２８

ジュニア科学クラブ

プラネタリウムで星をさがそう 江越航 ４‐１４

いろいろな色 長谷川能三 ４‐１５

太陽系の惑星模型を作ってはかろう 渡部義弥 ５‐１４

日食観察そうちを作ろう 石坂千春 ６‐１４

２色焼きそば 長谷川能三 ６‐１５

流れ星を見つけよう 飯山青海 ７‐１４

炭酸フルーツ 宮丸晶 ７‐１５

おりひめ、ひこぼしを見よう 西岡里織 ８‐１４

絶対に勝てるゲーム 上羽貴大 ８‐１５

月を見よう 江越航 ９‐１４

葡萄の潜水艦 大倉宏 ９‐１５

火星を見よう 西野藍子 １０‐１４

あわあわビールゼリー？ 宮丸晶 １０‐１５

ならんだ月と惑星を見よう 嘉数次人 １１‐１４

アヒルさんを沈めよう 大倉宏 １１‐１５

夕方の空でくっつく木星と土星を見よう 渡部義弥 １２‐１４

紙を半分に何回折れるかな 長谷川能三 １２‐１５

オリオン座とすばるを見よう 西野藍子 １‐１４

ストローでつくるブーブー笛 上羽貴大 １‐１５

オリオン座を目印に、『冬のダイ
ヤモンド』を見よう

西岡里織 ２‐１４

２層ドリンクをつくろう 宮丸晶 ２‐１５

北斗七星を見つけよう 飯山青海 ３‐１４

重くなるキャラメルの箱 上羽貴大 ３‐１５

科学館の新プログラム

太陽系のメダリスト 渡部義弥 ６‐１６

宇宙ヒストリア～１３８億年、原子の旅～ 石坂千春 ６‐１６

電気 ふるえる きこえる 上羽貴大 ６‐１７

火星ふたたび接近中！ 西岡里織 ９‐１８

眠れなくなる宇宙のはなし 渡部義弥 ９‐１８

ふしぎな形にだまされるな！ 長谷川能三
上羽貴大

９‐１９

冬の天の川 西野藍子 １２‐１８

ＨＡＹＡＢＵＳＡ２ ～ＲＥＢＯＲＮ 飯山青海 １２‐１８

ビリッとびっくり静電気 上羽貴大
大倉宏

１２‐１９

天王星発見２４０年 江越航 ３‐１６

ブラックホールを見た日～人類
１００年の挑戦～

石坂千春
飯山青海

３‐１６

光の三原色ＲＧＢのヒミツをさぐ
れ！

長谷川能三
上羽貴大

３‐１７

その他の科学の話題

海外研修に行ってきました その１ 上羽貴大 ５‐１６

アトラス彗星を見よう 飯山青海 ５‐２０

海外研修に行ってきました その２ 上羽貴大 ６‐１８

数学が人類を救う？ 江越航 ７‐１６

ネオワイズ彗星が見えそう 飯山青海 ７‐１９

新型コロナウイルスと統計学 江越航 ８‐１８

お手軽！キレイ！Ｍｉｔａｋａで宇
宙動画の作り方

渡部義弥 ９‐１６

宮本正太郎先生と火星観測 吉岡克己 １０‐１６

はやぶさ２地球帰還へ 飯山青海 １１‐１６

大阪管区気象台より感謝状を
いただきました！

西岡里織 １１‐１８

江戸時代の仕掛け本 嘉数次人 １２‐１６

２０２１年注目の天文現象 藤原正人 １‐１８

プラネタリウムでリモート観望会をやってみた 石坂千春 ２‐１６

はやぶさ２、無事地球へ帰還 飯山青海 ２‐１８

その他の記事

館長よりご挨拶 齋藤吉彦 ４‐２

新スタッフ紹介 宮丸晶 ７‐２０

学芸員補助スタッフ紹介 加守田優 ８‐２０

謹賀新年 １‐２１

最近の研究発表など

２‐２０、３‐２２

科学館アルバム 西野藍子

４‐２０、７‐２１、８‐２１、９‐２１、１０‐２１、１１‐２１、
１２‐２１、１‐２０、３‐２０

インフォメーション 西野藍子

４‐２２、５‐２２、６‐２２、７‐２２、８‐２２、９‐２２、
１０‐２２、１１‐２２、１２‐２２、１‐２２、２‐２２、３‐２３

友の会

４‐２６、５‐２６、６‐２６、７‐２６、８‐２６、９‐２６、
１０‐２６、１１‐２６、１２‐２６、１‐２６、２‐２６、３‐２６

２０２０年度 もくじ
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科学館アルバム
今月は２０２０年１２月～２０２１年１月のできごとをレポートします。年明け早々に緊

急事態宣言が発令され、科学館としても夜間行事については中止せざるを得なくな

りました(急遽、オンラインに切り替えられて開催できたイベントもありました)。

１２月２７日（日）まで 自然科学の基礎を

訪ねる ～おうちで楽しむ身近な科学～

中・高・大学生が中心の科学館大好きクラブのメ

ンバーが作成した実験動画や解説パネルを期間

限定で展示しました。「水中シャボン玉」など、お

家で試してみたくなる実験を楽しく紹介しました。

１２月１日（火）～１２月２５日（金）

クリスマスツリーの設置

今年も科学館にクリスマスツリーが登場しました。

このツリーのオーナメントは何と惑星たち！科学

館のミュージアムショップで販売されている「天体

マグネット」を、職員が一工夫して飾りました。

１２月１０日（木）

中之島科学研究所コロキウム

嘉数次人研究員と小野昌弘研究員が、江戸時

代の書籍『庭花火』に登場する当時の花火のい

ろいろや科学的な特徴をお話し、花火に関する

科学について、実験を交えて紹介しました。

１２月２０日（日）

ジュニア科学クラブ配信

渡部学芸員が天体望遠鏡について紹介する動

画を配信しました。望遠鏡を操作しながらそのし

くみを紹介し、科学館の５０ｃｍ大型望遠鏡でとら

えた惑星や二重星などについても紹介しました。

こんなことがありました

２０



大阪市立科学館
広報 Twitter

大阪市立科学館
学芸 Twitter

大阪市立科学館
YOU TUBE

１月１３日（水）～ 企画展示「ほがらかに」

―南部陽一郎の人生と研究―

１月１４日（木）

中之島科学研究所コロキウム

南部陽一郎博士の生誕１００周年を記念し、

南部博士の生い立ちや研究について、パネル

や写真、資料などで紹介しています。本企画展

示は３/２８までですので、ぜひお見逃しなく！

江越航研究員が「天文普及のためのＰｙｔｈｏｎの

活用」と題し、Ｐｙｔｈｏｎを用いて日の出・日の入り

等の暦や、国際宇宙ステーションの観測予報な

どの天文計算を行う方法について紹介しました。

１月１７日（日）

ジュニア科学クラブ配信

１月２３日（土） スペシャルナイト

「物理学者・南部陽一郎と宇宙」

上羽学芸員が「数学マジック！」と題して、なら

べかえるだけで面積が増えたり減ったりする、ふ

しぎなパズルを紹介しました。なぜ面積が変わ

るように見えるのか？そのしくみを解説しました。

オンライン開催となりました。科学館の斎藤館

長、元国立天文台の伊東氏、大阪市大南部

陽一郎物理学研究所の糸山所長から、それ

ぞれ南部博士についてのお話がありました。

日々のできごとはホームページから。いつでもどこでも科学館とつながれます。

こんなことがありました
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学芸員の研究発表など

事例報告「『ブラックホールを見た日～人類１００年の挑戦～』の製作」

石坂千春（学芸員）、ブラックホールを見た日製作委員会

日本プラネタリウム協議会 全国研修会（２０２０年１０月２０日）

アインシュタインの一般相対性理論による予言から、ブラックホールの直接撮影成

功までの人類１００年の挑戦を描く全天周作品を製作していることを報告した。

２０１９年４月、世界一斉に発表されたブラックホールの直接撮影成功は、２００名

以上の世界中の科学者たちが結集したイベント・ホライズン・テレスコープＥＨＴの成

果であった。この作品には、ＥＨＴの日本チームを率いた本間希樹・国立天文台・水

沢ＶＬＢＩ観測所所長にもインタビュー出演していただいた。

研究論文 自然現象と対話するサイエンスショー
斎藤吉彦（館長）、吉岡亜紀子（科学デモンストレーター）、上羽貴大（学芸員）

博物館学雑誌 第４６巻第１号（２０２０年１０月３１日）)

サイエンスショーは、科学ネタを用いたエンターテイメントで派手な演出で喜びを与

えるのが主流である。遊園地やびっくりショーなどの喜びと大同小異である。あるい

は、教示形式で退屈なものも少なくない。本稿では、これらとは本質的に異なるもの

として、科学者と同質の感動を与えるサイエンスショーを提唱した。見学者が、自らの

思考の下に自然現象を観察することで、発見の感動を味わう、そのようなサイエンス

ショーが可能であることを、著者の実践に基づいて論じた。

依頼論文「科学館における歴史的実験機器の活用」

吉岡 克己（総務企画課）

日本物理学会誌 Ｖｏｌ.７５, Ｎｏ.１１, ２０２０ （２０２０年１１月５日）

本稿は、日本物理学会から、地域にゆかりのある物理の歴史的遺産を現代の教

育普及に活かす試みとして事例紹介を依頼され執筆したものである。内容は、吉岡

が２０１７年から取り組んだ旧制姫路高等学校物理実験機器資料群の調査研究を

もとに、当該資料群の概要と価値及びその科学館での活用事例である。

特に、地域の歴史的科学資源の公開意義について、歴史的資料を地域住民の

記憶に残すことの重要性並びに、そのために果たすべき科学館の役割及びその方

法を論じた。また、歴史的実験機器が持つ、当時の研究者の工夫を伝える力の価

値についても提案した。

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

研究発表

２２



科学館行事予定４月末までの

天体観望会「月を見よう」（４／１４必着）土２４
中之島科学研究所コロキウム木８

４

‐２０２１年電気記念日共催事業‐電気記念日スペシャルイベント２０２１土２７
天体観望会「月を見よう」（申込終了）土２０
蔵出しコレクション展２０２１（～５／３０）
サイエンスショー「光の三原色ＲＧＢのヒミツをさぐれ！」（～５／３０）
プラネタリウム「学芸員スペシャル」（土日祝休日）

３

プラネタリウム「ファミリータイム」
プラネタリウム「ブラックホールを見た日 ～人類１００年の挑戦～」（～５／３０）
プラネタリウム「天王星発見２４０年」（～５／３０）

開催中

行 事曜日月

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、開館状況、プラネタリウムホールの定
員、サイエンスショーや行事開催などに変更がある場合がございます。

最新の情報は、科学館公式ホームページ（https : //www.sci-museum.jp/）をご覧ください。

開館・行事開催などについて

※エキストラ実験ショーは、しばらくの間、休止の予定です。
※新型コロナウイルス感染症の防止対策のため、サイエンスショーの観覧人数を制限しております。

先着順のため、満席の場合にはご覧いただけませんので、予めご了承ください。

※サイエンスショーをライブ配信しています！くわしくは科学館公式ホームページをご覧ください。

所要時間：各約３０分間、会場：展示場３階サイエンスショーコーナー

○－○○
土・日・祝休日、
３／２３～４／９

－○－－
平 日

（３／２３～４／９を除く）

１５：００１４：００１３：００１１：００

サイエンスショー 開演時刻

２３
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蔵出しコレクション展２０２１

大阪市立科学館で最近収集した資料や、未公開の資料を展示します。あわせて、科学館の
学芸員が携わっている仕事をパネルで紹介します。
■日時：開催中～５月３０日（日） ９：３０～１７：００
■場所：地下１階アトリウム ■観覧料：無料 ■申込：不要（当日会場へお越しください）

-２０２１年電気記念日共催事業- 電気記念日スペシャルイベント２０２１

電気に関する２つのイベントです。ひとつは展示場とインターネットを交えた「学芸員の展示解
説―電気編」です。もう一つは大倉学芸員による「電気記念日ＴＶ」で、「学芸員の展示解
説」の楽しみ方や、ミニレクチャー「アーク灯と灯りの歴史」をネット上でご覧いただけます。
■日時：３月２７日（土） ■対象：どなたでも
■内容：くわしくは科学館公式ホームページをご覧ください。
■主催：大阪市立科学館 ■共催：電気記念日行事関西実行委員会（日本電気協会）

● 天王星：天王星発見２４０年 ● ＢＨ：ブラックホールを見た日 ～人類１００年の挑戦～
● 学習投影：事前予約の学校団体専用（約５０分間） ● 学芸員ＳＰ：学芸員スペシャル
● 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）
☆プラネタリウム投影中、静かに観覧いただけない場合はプラネタリウムホールから退出していただきます。
観覧券の返金・交換はできませんのでご了承ください。

（※） ３／２３～２６、３／３０～４／２、４／６～９は、１７：００からの「学芸員スペシャル」はありません。

※スケジュールは変更する場合があります。最新の情報は科学館公式ホームページをご覧ください。

所要時間：各約４５分間、途中入退場不可

天王星ＢＨ天王星ＢＨ学習ファミリー学習

平 日
（３／２３～４／９

を除く）

１６：００１５：００１４：００１３：００１１：５５１１：００９：５０

学芸員
ＳＰ（※）天王星ＢＨ天王星ファミリーＢＨ天王星ファミリー

土日祝休日、
３／２３～４／９

１７：００１６：００１５：００１４：００１３：００１２：００１１：００１０：１０

プラネタリウムホール 開演時刻

２４
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大阪市立科学館 ｈｔｔｐｓ：／／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）
開館時間：９：３０～１７：００ （プラネタリウム最終投影は１６：００から）
所在地：〒５３０‐０００５ 大阪市北区中之島４‐２‐１

中之島科学研究所 第１２２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：４月８日（木） １５：００～１６：４５ ■場所：多目的室 ■申込：不要 ■参加費：無料

■テーマ：気象をテーマとした科学教育と普及

■講演者：西岡 里織 （研究員）

■概要：日々の生活に身近なお天気や気象現象には、科学的要素も多く含まれています。

実物の気象測器や実験装置を用いながら、お天気の科学や、気象をテーマとした科学教

育と普及について、その取り組みを紹介します。

天体観望会「月を見よう」

月を望遠鏡で観察すると、「クレーター」と呼ばれる丸い穴のような地形を観察することができ

ます。その他にも、月には山も平地もあり、変化にとんだ月の表面の様子を知ることができま

す。科学館の大型望遠鏡を使って、月を観察してみましょう。

※天候不良時は、科学館の望遠鏡の設備見学のみになります。

■日時：４月２４日（土） １９：３０～２１：００ ■場所：屋上他 ■参加費：無料

■対象：小学１年生以上 ■定員：１５名（応募多数の場合は抽選）

■申込締切：４月１４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「天体観望会４月２４日」係へ

※小学生の方は、必ず保護者の方と一緒にお申し込みください。

★友の会の会員は、友の会事務局への電話でお申し込みできます。

２５
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友の会 行事予定

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

１３ 土
１１：００～１６：３０ りろん物理 多目的室

１４：００～１６：００ うちゅう☆彡むちゅう （調整中）

１４ 日 １６：００～１７：００ 光のふしぎ ライブ配信

３
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 Ｚｏｏｍ＋多目的室

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

１１：００～１６：３０ りろん物理 多目的室

１０ 土 １４：００～１６：００ うちゅう☆彡むちゅう （調整中）

１９：００集合 星楽（せいら） 次ページ記事参照

１１ 日 １６：００～１７：００ 光のふしぎ ライブ配信

４
１２：１５～１３：５０ 英語の本の読書会 工作室

１７ 土 １４：００～１６：００ 友の会例会 Ｚｏｏｍ＋多目的室

１９：００～２０：２５ 友の会天体観望会 屋上

１８ 日 １４：００～１６：００ りろん物理（場の理論） 工作室

２５ 日
１０：００～１２：００ 天文学習 工作室

１４：００～１６：３０ 科学実験 工作室

友の会の例会は、Ｚｏｏｍを利用したオンライン開催を行います。また、Ｚｏｏｍの環境がな

い方などに向けて、科学館多目的室からの参加も可能です。

■日時：３月２０日（土）１４：００～１６：００ ■会場：多目的室（定員３０名）

■今月のお話：「天王星の発見・その後」江越学芸員

今年は１７８１年にウイリアム・ハーシェルが天王星を発見してから、ちょうど２４０年目にあ

たります。プラネタリウムで投影中の「天王星発見２４０年」に関連して、天王星の発見の経緯

と、その後に続く海王星・冥王星発見の歴史についてお話します。

３月の例会のご案内（要事前申込）

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。

新型コロナウイルス感染症の状況により、急な予定変更の可能性があります。
新情報は、科学館ホームページ・友の会会員専用ページでご確認ください。

科学実験サークルは３月まで、化学サークルは４月までの休止が決定しています。

友の会のサークルや例会で科学館に来館される場合も、必ず正面玄関からお入
りください。

友の会
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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

郵便振替：００９５０‐３‐３１６０８２ 加入者名：大阪市立科学館友の会

２月の例会は２０日に開催いたしました。今
月のお話は、宮丸さんで「コロナ時代の科学館」
のお話をいただきました。休憩をはさんだ後、飯
山学芸員から「火星にパーシヴィアランスが着
陸」のお話と、乾さん（Ｎｏ．４１５１）から「ＰＣＲ
法について」の紹介がありました。参加者は科
学館多目的室が２４名、Ｚｏｏｍでの接続が１９
名で、合計４３名でした。

友の会例会報告

科学館の屋上で、望遠鏡を使って月を観察しましょう。
■日時：４月１７日（土）①１９：００～１９：２５ ②１９：３０～１９：５５ ③２０：００～２０：２５
■会場：科学館屋上 ■対象：友の会の会員とそのご家族
■定員：３０名（各回１０名、申込先着順） ■持ち物：会員証
※天候が悪く、星が見えそうにない場合は中止します（天候判断は１６：００）
科学館閉館後の行事です。建物南西側の職員通用口から入館してください。
密集を避けるため、各観察時間の３０分前～観察時間にご来館ください。
受付や、館内誘導をお手伝いいただける方は、友の会事務局までお申し出ください。

友の会 会員専用天体観望会（要事前申込）

サークル星楽は、電車で奈良県宇陀市まで向かい、天体観望を行います。
■日時：４月１０日（土）～４月１１日（日） ■集合：１０日１９：００ 近鉄三本松駅前
■申込：サークル星楽のホームページ ｈｔｔｐｓ：／／ｃｉｒｃｌｅｓｅｉｒａ.ｗｅｂ.ｆｃ２.ｃｏｍ／ （推奨）

または、世話人さんへ電子メール（ｃｉｒｃｌｅ_ｓｅｉｒａ＠ｙａｈｏｏ.ｃｏ.ｊｐ）にて。
■申し込み開始：３月１０日（水） ■申込締切：４月７日（水）
■備考：大阪コロナシグナルが緑色の場合のみ開催します。
宿泊施設はありません。集合時間に遅れての参加も可能です。詳しくは、サークル星楽ホー
ムページをご覧ください。参加費は不要（無料）です。

サークル星楽（せいら）

■友の会行事（例会・観望会）への申し込み方法

友の会事務局まで、電子メール（ｔｏｍｏ＠ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ.ｊｐ）かお電話（０６‐６４４４‐５１８４）

にて、会員番号と行事への参加人数をお伝えください。また、電子メールでお申し込みの方

は、ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ.ｊｐからの電子メールを受け取れるように設定をお願いします。

友の会
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世界最大級のウィルソン霧箱

霧箱は、宇宙線や放射線の通り道を可視化する装置です。１８９７年、イギリスの

キャベンディッシュ研究所の若き研究者ウィルソンによって発明されました。

箱を高圧にしてから孔を開くと、中の空気は外に広がるときに仕事をするのでエネ

ルギーを失い温度が下がります。すると空気中に溶けていた水蒸気が凝結して霧が

できます。ところが水蒸気は空気中の塵などの微粒子を凝結核にして凝結するの

で、塵がないと温度が十分冷えても気体のまま過冷却状態になります。ウィルソンは

霧のできる条件を探していて、塵がなくとも空気中に僅かにイオンがあれば霧ができ

ることを発見されたばかりのＸ線を使って突き止めたのでした。

霧箱は、陽電子やミュー粒子の発

見など素粒子物理学に大きく貢献し

ました。宇宙のどこかで宇宙線が作ら

れ（エネルギーの高い宇宙線は超新

星残骸からやってくると想定されてま

すが、最高エネルギーの宇宙線の起

源は未だに謎です）、地球に降り注ぎ

ます。この１次宇宙線は大気と衝突し

て２次宇宙線を作り出します。地表に

到達する２次宇宙線のほとんどが光

速に近いミュー粒子ですが、地上１０

キロ程度で作られ、光速でも７００ｍ

程度しか飛べないミュー粒子が相対論的効果で寿命が伸び、地上に降り注ぐので

す。その頻度は手のひらを上に向けると１秒間に１個ほどです。

ミュー粒子は通り道にある物質の（あなたの手も）電子を弾き飛ばし、電離させて

少しづつエネルギーを失いながら、止まるか電子に崩壊するまで突き進みます。エネ

ルギーの高いミュー粒子は、地表どころか地中深くまで突き進みます。

展示場４階に展示されている大型霧箱は世界最大級の大きさのものです。大阪

市立大学理学部宇宙線研究所が山陽本線の兵庫と岡山の県境にある廃線になっ

たトンネルの中に余計な雑音信号を避けるために設置しました。中に何枚もの鉄板

が置かれていますが、エネルギーの高いミュー粒子はこの鉄板をも貫きます。

大倉 宏（科学館学芸員）
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「学芸員の展示場ガイド」では、サイエンスガイドの方といろんな展示を動画で
紹介しています。ホームページからアクセスできますので、ぜひご覧ください！

展示場４階 世界最大級のウィルソン霧箱

展示場へ行こう


