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星空ガイド

星空ガイド ６月１６日～７月１５日
よいの星空
６月１６日２２時頃
７月 １日２１時頃
１５日２０時頃

あけの星空
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星空ガイド
６月２１～２４日、今晩は熒惑が鬼宿に来る
こう書くと、怖い印象になりますが、こ
れは要するに、熒惑＝火星が鬼宿＝か
に座の甲羅の中にある、ことです。殊に
２３日は、火星がかに 座 の（Ｍ４４）プ レ
セペ星団の中にありますので、これは見
逃せ ま せ ん。こ こ で 言 葉 の こ だ わ り を
…。「熒 惑」も「火 星」も「か に 座」も「鬼
宿」も「甲羅」も頭文字は「Ｋ」ですね。こ
れは「怪奇」現象…？
なお７月３日には今度は「金星」がプレ
セペ星団に立ち寄ります。
７月１２日、夕方西の低空で三日月と金星と火星が集合
新 月２日 後 の 細 い 月（本 家 本 元 の
「三日月」）と金星「よいの明星」、そして
だいぶ暗くなってし ま っ た 火 星 が、夕
方、西の低空に集合します。範囲はた
ったの５°！もし、写真が撮れれば、イン
スタ映え間違いない！（インスタグラム
をしていないので、インスタ映え、って何
なのか、よく分からないのですが…）。火
星を視認できるほぼ最後の機会です。

石坂 千春（科学館学芸員）
［こよみと天文現象］
月 日 曜
６ １８
２１
２２
２３

主な天文現象など

金
上弦（１３時）
月 夏至(太陽黄経９０°)
火 金星とポルックスが接近
水 月が最近（３６００００ｋｍ）
水星とアルデバランが接近
火星とプレセペ星団が接近
２５ 金 ○満月（４時）

月 日 曜
７

主な天文現象など

２ 金
下弦（６時）／半夏生
３ 土 金星とプレセペ星団が非常に接近
５ 月 月が最遠（４０５３００ｋｍ）
水星が西方最大離角
６ 火 地球が遠日点通過
７ 水 小暑（太陽黄経１０５°）
８ 木 月と水星がならぶ
１０ 土 ●新月（１０時）
１２ 月 月と金星と火星が集まる

３
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数の表記法で遊ぶ
九州大学マス・フォア・インダストリ研究所

石塚 裕大

数学は数や図形を研究する学問とよく聞きます。しかし何を研究するのかと聞か
れることもたまにあります。今回は、数の表し方＝記数法の話題を通じて、たとえばど
んな題材があるのか、そしてそれが研究となりうる話題へとどう発展するのか、その様
子をお見せできればと思います。
１．数の表し方いろいろ
数を表すとき、普通は１０進法を使っているかと思います。１０ごとに１くり上がるあ
の方法です。たとえば２０２１なら、
2021=2×1000+0×100+2×10+1×1 (*)
です。１, １０, １００, １０００と順番に大きくなるブロックを使って、大きな数を分解して
いるわけです。下図のように天秤とおもりとして考えると、ちょっと理解しやすくなるかも
しれません。
ちょっとだけこの方法の特徴を考え
てみます。ま ず 各 ブ ロ ッ ク は、１０倍
１０倍で増えていきます。１０を底（て
! !
い）としたべきというやつです。
1=1
10=1×10
100=1×10×10
1000=1×10×10×10
図 １ １０進法の天秤
次に各ブロックは一個も使わない
ことができます。変わった言いかたをすれば、ゼロ個使うということです。また、どのブ
ロックも九個あれば十分で、０, １, ２, ……といった数を、一通りに表すことができま
す。一通りに表すことができると、「この数とこの数は同じなのか？」という疑問が見た
まま判断できるので、ちょっとだけ計算の手間が減りますし、最後にどっちで答えにす
ればいいか考える必要もありません。
１０進法以外に使われている数の表し方というと、どういうものがあるでしょうか。ま
ずコンピューターで使われているのが、２進法です。１０進法ではブロックの増え方が
１０のべきでしたが、２進法では２のべきになります。

４
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1=1
2=1×2
4=1×2×2
8=1×2×2×2
また、各ブロックは使うか使わないかの二択しかありません。つまり一個使うか、ゼ
ロ個使うかです。この二択しかないという点が、電気回路のオンオフにちょうどうまく対
応して、コンピューターでの数の取り扱いに向いているというわけです。
試しに２０２１を表してみましょう。まずそれぞれ何個必要かを計算してみると、
2021=1×1024+1×512+1×256+1×128
+1×64+1×32+0×16+0×8+1×4+0×2+1×1
となります。１０２４は２を１０回掛けたものですが、だいぶ大きいですよね。そして１０
進法のように、この「１０２４」とか「１２８」とかを省略します。
2021=11111100101
ただしこのままだと、右側も１０進法のよう
に見えてしまうので、右下に(２)をつけて２
進法であることを表示したりします。
2021(10)=11111100101(2)
この方法も、０, １, ２, ……のような数を
一通りに表すことができます。同様に、場
面によっては８進法や１６進法なども使わ
れています。
図 ２ ２進法の天秤

ブロックはべきで増えるとは限りません。
昔の数の表しかただったローマ数字は、ブロックがべきではない例の一つです。
Ｉ =1
Ｖ =1×5
Ｘ =1×5×2
Ｌ =1×5×2×5
ＩやＸは 四 つ、ＶやＬは 一 つ ま で
使っていいことにすれば、９９ま
での数を表すことができます。た
だし ４ を表すのにはＩＩＩＩではなく、
ＩＶのように表すことも多いことに
注目しましょう。この場合は、Ｖ
図 ３ ローマ数字の天秤
の左側にＩを置くことで、「Ｉをマイ
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ナス一個使っている」と考えることができます！ 天秤のたとえで言うと、反対側のお
皿におもりを載せている状態です。
ほかにブロックの増え方が一定ではない例もあります。数というよりは量を表す方法
になりますが、時間は１分が６０秒、１時間が６０分なのに、１日は２４時間ですよね。
距離を測る単位でもキロメートル、メートル、センチメートル、ミリメートルで違います。
ヤードポンド法や尺貫法だとさらに難しくなっています。

図 ４ ５０００ = ２０００×２ + １０００

日本のお金はまた別の変わったことが
起きています。１０００円札まではローマ数
字と同様、５倍と２倍で増えていくのです
が、２０００円札と５０００円札があるおかげ
で、ブロックの倍率が２.５倍と、小数が出
てきてしまうのです。このおかげで、５０００
円を表すのに二通りの方法が出てきてし
まったりします。

２．数の表記をいろいろ試してみる
さて、我々が使っているのは １０ 進法です。また計算機の世界では ２ 進法、 ８
進法などが使われている話をしました。これらはべきでブロックが増え、また各ブロック
が使える範囲は決まっています。表でまとめてみましょう。
１０ 進法

２ 進法

８ 進法

１６ 進法

べきの底

１０

２

８

１６

使える数字

０ から ９

０ から １

０ から ７

０ から １５

この表の規則性から、３ 進法や ７ 進法を考えることができます。底をそれぞれ ３,
７ とし、数字はそれぞれ ０ から ３-１=２ まで、および ０ から ７-１=６ までとすれば
いいのです。
式でまとめておきましょう。 ｎ を ２,３,４,５,６,... のような ２ 以上の整数としたとき、 ｎ
進法は次のような特徴を持ちます：
!
!
!
!
!

６

べきの底が ｎ.
使える数字は ０ から ｎ-１.
０ 以上の整数をすべて表すことができる。
その表示は（小数点を使わなければ）たった一通り。
ケタが大きければ数は大きくなる。
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では……ここから必要なのは好奇心です。使える数字の範囲を変えたらどうなるで
しょうか？ あるいは ｎ に １ やマイナスの数、あるいは分数や小数を入れてみた
ら？ ここで起こることのすべてを書くことはできませんが、いくつかの例を紹介して、
それぞれで上の「ふつうの」記数法の性質がどう崩れるかを見てみましょう。
(１) １進法
まず ｎ=１ です。上のルールそのままだと、使えるブロックが １-１=０ しかないの
で、ゼロしか表すことができません。これではあんまりなので、各ブロックを一個まで使
っていいことにしましょう。

図 ５ 「１進法」の天秤

しかし使えるブロックは
１=１
１=１×１
１=１×１×１
１=１×１×１×１
とどこまでいっても１なのです。つまりおもり
は全部同じ重さなので、おもりの個数を数
えるだけとなります。なので、たとえば

３(１０)=１１１(１)=１１００１００(１)=０.１００１０１(１)
はすべて ３ を表すことになり、表し方はまったく一通りではありません。ケタが増えれ
ば数が大きくなるなんて性質もなくなってしまいます。 ２０２１ を表そうとはしない方が
良さそうですね（図５）。
(２) -１０進法
今度は思い切って、n=-１０とする
とどうでしょうか。各ブロックを何個使
えるかが問題ですが、ここでは九個と
してみましょう。使えるブロックは、
１=１
-１０=１×(-１０)
１００=１×(-１０)×(-１０)
-１０００=１×(-１０)×(-１０)
×(-１０)
図 ６ 「-１０進法」の天秤
のようになります。「重さが-１０のおも
りとは？」と疑問に思うかもしれませんが、この場合は空に浮く風船だと思えます。
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すると、なんとマイナス記号を使わなくてもマイナスの数を表示できます！ ためし
に１から順番に-１０進法で表示してみると（下付きの(-１０)を省略）、
１,２,３,４,５,６,７,８,９,１９０,１９１,１９２,１９３,１９４,１９５,１９６,１９７,１９８,１９９,１８０,...
と、なんと１０を表すために三桁必要になります。さらに２０が１８０と表示され、１０が
１９０と表示されるので、見かけ上減っているように見えてしまいます。
０, -１, -２, ……を表示してみましょう。すると、
０,１９,１８,１７,１６,１５,１４,１３,１２,１１,１０,２９,２８,２７,...
となって、かなり見慣れない列になります。１９９６９５ と ３２９７４８ を比べればわかる
ように、見かけだけでどちらが大きいのかを判定するのはちょっと大変です。しかし１０
進法と同じように０以上の整数を一通りに表すことのできる記数法です。
(３) ３/２進法
３
今度は ｎ= としてみましょう。ブロックの重さは以下の通りです：
２
１=１
３/２=１×３/２
９/４=１×３/２×３/２
２７/８=１×３/２×３/２×３/２
各ブロックの個数はいろいろありますが、ここでは １, ０, -１ を使っていい場合を考
えてみましょう。前にも書いたとおり、 -１ は天秤の反対側におもりを置くことと考えら
れることに注意してください。-１ は二文字使うので、ここでは １ のように上線で表す
ことにします。
この場合は数を表すのが一苦労です。
まず ２ を表すのに無限小数を使わなくて
はいけません：
２(１０)=０.１１１１１１１...(３２).

図 ７ 「３/２ 進法」の天秤

１
４

ところが、１/２ を表そうとすると有限で
済みます。-１ があるおかげです。
１
３
=１× +(-１)×１=１１(３)
２
２ (１０)
２
さらに、１/４, １/８ なども同様です：

９
３
=(-１)× +１× +１×１=１１１(３),
２
４
２
１
２７
９
３
+(-１)× +０× +(-１)×１=１１ ０１(３).
=１×
２
８ (１０)
８
４
２

８

(１０)
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１/４ を見ればわかるように、てっぺんの数字が １ だからといって、数がマイナスにな
るわけでもありません。またケタが増えれば数が大きくなるわけでもなく、どんどん細か
い数を表すことができてしまいます。さらにどんな数を表すことができるのかもかなり難
しい問題です（５/１６ を実際に表してみてください）。１０進法の特徴の多くが成り立た
ない、変わった表記法だといえるでしょう。
３．おわりに
さて、変わった記数法を考えて、それぞれが１０進法とどのくらい変わってしまうか
を眺めてきました。一方で、１０進法にはなかった特徴も出ています。
「知っているものをよく観察し、実験的に少し変えて、何が成り立たなくなり、どんな
性質が新しく成り立つかを調べる」という方法は、数学の研究でよく用いられる手段の
一つです（数学に限りませんが）。記数法という題材で、我々はこれを追体験したわ
けです。また何のどこに注目し、どう変化させるかは、その実験をする人の興味本位
で構いません。実際それが思いもよらないところに結び付くことがあります。
筆者が今回の意味での ３/２ 進法を考えたのも興味本位です。ところが調べてみ
ると、どうもピゾ数とよばれる特殊な数との関連があるとわかってきました。たとえば、
有名なフィボナッチ数列で出てくる黄金比
τ= １+!５ =１.６１８０３３９８９...
２
はピゾ数の一例です。n が黄金比のときは ０ を何通りにも表すことができる一方、０
と ０.５ の間の数を表すことはできません。黄金比以外のピゾ数も似た現象が起きる
ようです。
ピゾ数は他分野との関わりが深い数で、たとえばフラクタルや準結晶などとの関連
もあります。ご興味のある方はぜひ秋山茂樹さんの解説記事をご覧ください。
参考：秋山茂樹「Ｐｉｓｏｔ数」、数理科学 Ｎｏ.８ （２００８） ４０-４５.

著者紹介

石塚 裕大（いしつか やすひろ）
１９８８年茨城県生まれ。京都大学で数学を学び、現在は九
州大学マス・フォア・イノベーション卓越大学院特定プロジェ
クト助教。整数やその周辺の現象について考える整数論を専
門としています。
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天文の話題

史上初！火星でヘリコプターが飛んだ！
火星にも空気はある。でも地球の１００分の１
火星は、地球の半分ほどの大きさの惑
星です。大気はあるものの地球の１００分
の１の濃さ。二酸化炭素が主成分ですし、
息はもちろんできません。さらに、オゾン層
を形成することもできず、太陽からの紫外
線が容赦なく降り注ぐ、細菌も生きていけ
ない、ある意味清潔な世界です。
しかし、その薄い大気 で も、雲 が 発 生
し、風が吹き、砂嵐を起こすこともあります 図１：火星探査機スピリッツが捉えた旋風
ⒸＮＡＳＡ
（図１）。大気があるから「気」象現象が起
こるわけです。また、火星探査機によって大気を調べる観測も活発に行われており、
大気がどのようにできたのか？その組成からかつての火山活動の影響がどれくらいあ
るのか？など、大気に関する研究もおこなわれています。
また、実用的には月などとちがって大気がゼロではないので、宇宙探査機を着陸さ
せるさいに「パラシュートを使える」という利点があります。逆噴射の燃料が節約できる
ので、より大型の探査機を着陸させることが可能です。それを利用して移動する機能
分重い探査機＝ローバーが活動しているわけです。
風をつかんで飛べ～火星ヘリコプター
さて探査機が移動する方法はこれまでは自動車でした。現在活動しているのはア
メリカのキュリオシティとパーサヴィアランスです。重さは１トンといいますから乗用車く
らいですね。１０年前の２０１２年から活動しているキュリオシティはこれまでに２５ｋｍ
を動きまわり、８０万枚もの写真を撮影しています。イメージとしては、大阪の梅田に
着陸した探査機が、移動しながら、大阪城、心斎橋、難波、大和川、堺の古墳群を
探査するという感じです。移動の力を感じさせます。タイヤの破損や険しい地形の対
応など問題もみえ、２０２１年に着陸した
パーサヴィアランス（図２）では、そこが
改良されています。
そして、さらに移動しようとしたら、そ
う、風をつかんで飛ぶ。飛行機です。火
星には舗装された道路などありません
し、水面がないので船は使えません。し
かし、飛行機であれば自由に高速度で
図２：最新火星探査ローバー、
飛び回れます。ただ、酸素を使うエンジ
パーサヴィアランス ⒸＮＡＳＡ
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ンは使えません。火星の大気は薄いだけでなくその成分がほとんど二酸化炭素だか
らです。使えるのは電気モーターということになります。これと羽を組み合わせた電動
グライダーのようなものがかつて構想されました。しかし、滑走しないといけません。そ
うした検討を経て考えられたのが、ヘリコプターです。
火星ヘリコプター インジェニュイティ（創意工夫）
火星ヘリコプター インジェニュイティ
は、ヘリコプターというよりドローンといっ
た方がピンとくる機材です（図３）。重さ
は２ｋｇとラジコンなみですが、プロペラ
は２ｍ近くあります。これほど羽が大きい
の は、火 星 の 薄 い 大 気 を か き あ つ め
て、十分な推進力と上昇力を生むため
です。二重反転プロペラになっていて調
整することで、上下だけでなく水平の移 図３：開発中の火星ヘリコプター
インジェニュイティ 電池で飛ぶ ⒸＮＡＳＡ
動も可能になっています。上にある太
陽電池はバッテリーの充電に使われ、十分充電すると飛行ができるようになります。
なお、最初は親機であるパーサヴィアランスから充電していました。余談ですが、この
ヘリコプターの下面には小さな布が張り付けられています。これは１９０３年に地球上
で初めて動力飛行に成功したライト兄弟の飛行機の羽の一部を博物館で切り取った
ものをはりつけたものです。
火星の空にヘリコプター飛ぶ ４月１９日
さて、このヘリコプターですが、４月１９日に初飛行に成功しました（図４）。３ｍ上昇
して下降するという小さな一歩でしたが、火星の薄い大気、そしてマイナスの極低温
環境下でも、飛行させることに成功したのです。その後、この記事を執筆している４月
末までに２回の飛行に成功、高度を５ｍまであげ、水平方向の飛行も成功し、元の地
点にもどって着陸することにも成功しました。
火星ヘリコプターのテストはまもなく
終 わ り ま す。親 機 と な る 火 星 探 査
ローバーが移動しての探査を始めて
いくためです。
今回は「まずは飛んでみた」という
ところですが、この成果により、将来
の火星探査の幅が広がります。楽し
みですね。

渡部 義弥（科学館学芸員）

図４：飛行する火星ヘリコプター 火星
探査ローバーからとらえた映像 ⒸＮＡＳＡ
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窮理の部屋

数学の大工道具：さしがね
窮理の部屋 １８２

「さしがね」という道具を知っていますか。さしがねと
は、図の１のような、くの字に折れ曲がったものさしで
す。ふつうステンレス製で、たいていのホームセンター
で売っています。さしがねのくの字はちょうど直角に折
れ曲がっていて、直角を正確にはかることができます。
とても単純な道具に見えますが、使い方はそれだけで
はありません。さしがねは、驚くほどさまざまなものをは
かる力を持った道具なのです。

写真１．科学館工作室のさしがね。

さしがねの不思議な目盛り
さしがねをよく観察してみると、奇妙なことに気がつきます。さしがねの表側（表目
おもてめという）にはミリメートルの目盛りが書かれていますが、裏側（裏目うらめとい
う）には、明らかにミリメートルではない間隔の２種類の目盛りが書かれています（図
２）。これはどういうことでしょうか。
これらは、インチとか尺寸をはかる目盛り、というわけではありません。これらの目盛
りにはそれぞれ名前があり、さしがねの長い方の目盛りには「角目（かくめ）」、短い方
には「丸目（まるめ）」とあります。角目は、その長さを２の平方根、つまり１.４１…倍し
た目盛りになっていて、正方形の対角線を角目ではかると、正方形の辺の長さがわ
かるようになっているのです。一方の丸目は、円の直径をはかると、その円周の長さ
が求まるように、目盛りがふられています。
作図問題というと、コンパスとものさしを使ったものが定番ですが、さしがねの表目
（ふつうのミリメートル目盛り）と角目を使うだけで、正方形から正八角形を正確にはか
り出すことができます（図２右）。まず正方形の一辺の長さaを、角目をつかってはかり
ます。この値が３０だったとします。次に表目をつかって、正方形の角からはかったb
の長さが、表目で３０になるように印をつけると、正八角形をはかり出すことができるの
です。
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図２．（左）表目、角目、丸目の目盛りの関係。丸目をこの
ように直径に合わせると、円周が１１ｍｍであることがわ
かる。（右）正方形から正八角形をはかりとる方法。

寸法をはかる方法：規矩術
建築において、寸法をはかりとる技術のことは「規矩術（きくじゅつ）」と呼ばれます。
読みづらいこの言葉は、「規」とは円そして円を描くコンパス、「矩」とは直角でさしがね
を意味します。
規矩術は、仏教などとともに大陸から伝来し、大工による一子相伝の術でさまざま
な技法が開発されていき、鎌倉時代には規矩術が高度に発展したものになりました
が、その後、廃れてしまいました。大工たちの口伝による技術であったものが、一般に
知られるようになったのは、江戸時代以降だそうです。
木材もオーダーメイドで、建物に合わせて切り出していたのが、時代が下るにつれ
て、木材の規格化がすすみ、規矩術で工夫する必要がなくなっていったそうです。
規矩術は、日本独自の数学体系である「和算」によっても研究されました。さしが
ねを使って平方根を計算する方法（開平法）なども江戸時代には編み出されたそう
です。
【参考文献】
１. 玉木豊次郎監修『実用図解 大工さしがね術』、オーム社
２. 松留慎一郎編著『大工技術を学ぶI』、市谷出版社
３. 小川束著『江戸時代の大工の数学』

上羽 貴大（科学館学芸員）
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前半のプログラム

ジ
ュニア科 学クラブ
ジュニア科学クラブ
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

カーブが曲がればヒコーキは飛ぶ
球技をする人は、ボールに回転をかけて相手に打ち返されにくくす
ることがあると思います。回転させるとどうしてボールが曲がるのでしょ
うか。
実 は、ボ ー ル を
曲げている力と飛
行機を飛ばせてい
る力には関係が あ
ったのです。
６月のジュニア科
学クラブでは、その
なぞをさぐってみま
しょう。
おおくら ひろし（科学館学芸員）

■６月のクラブ■ ※オンラインで実施します。
６月２０日（日） ９：４５ ～ １１：３０ごろ
◆集

合：サイエンスショーコーナー（展示場３階）
９：３０～９：４５の間に来てください
展示場入口で会員手帳を見せてください。

◆もちもの：会員手帳・会員バッジ・月刊「うちゅう」６月号・筆記用具
◆内 容： ９：４５～１０：３０ サイエンスショー見学
１０：３０～１１：３０ てんじ場たんけん（自由解散）
・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。
※変更等がある場合があります。
クラブ当日についての最新情報は、『ジュニア科学クラブ会員専用ページ』（会員手帳最後のページ
参照）もご覧ください。

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。
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後半のプログラム
６月のてんじ場たんけん

太陽
太陽
てんじ場に入るとすぐ、大きな
太陽が見えます。太陽の表面
温度は６０００度もあり、熱く光り
かがやいています。この光と熱
が地球にとどき、地球をあたた
め、生命のエネルギーのみなも
とになっています。
よく見ると、太陽の右側のか
べのところに、地球もあります。太陽の大きさに比べると、地球はとても
小さいことが分かります。
計算してみよう！
太陽の大きさは、地球の何倍あるでしょうか？ 計算してみましょう。
けい
わくせい
太陽と地球の大きさは、てんじ場４階の「太陽」、「太陽系の惑星」の
解説を見るとわかります。また、インターネットで調べてみてもいいです。
太陽の直径
地球の直径（赤道直径）

万ｋｍ
ｋｍ

太陽の直径を、地球の直径でわり算してみましょう。すると、太陽が
地球の何倍であるかわかります。
太陽の直径 ÷ 地球の直径 ＝

倍

（単位に注意しましょう。１万ｋｍ ＝ １００００ｋｍ とする必要があります。）
えごし わたる（科学館学芸員）
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６月からのプラネタリウム

天の川銀河
夏の夜、街明かりの少ないところでは、白く
ぼんやり光る天の川を見ることができます。
夏は、天の川が最も濃く見られる時期なので
す。そ の 正 体 は 約２,０００億 個 も の 星 の 集
団、「天の川銀河」。地球も太陽も、夜空に
輝く星や星雲・星団なども、ほぼ全て天の川
銀河の中にあります。
これまでの観測・研究によって、天の川銀
写真：ＫＡＧＡＹＡ
河のすがたは円盤状の薄っぺらい構造をし
ていることが分かっており、円盤の中心にいくほど星が大量に存在します。日本では
夏の夜空に天の川銀河の中心方向があるため、冬よりも夏の方がより濃い天の川を
楽しむことができるのです。でも、そんな夏の天の川をよく見ると･･･。白くぼんやりとし
た中に何やら黒い部分が細長く連なっていることが分かります。元々は、ここに星が
ないから真っ暗だと考えられていましたが、近年の研究では電波観測などによって、
たくさんの水素ガスが集まっているということが分かっています。水素ガスは私たちの
目では見えないため、また、遠くの星の光をさえぎるため、まるで黒い帯のように見え
るのです。
さらに銀河の中心には、超大質量ブラックホールがあることも分かっています。近
年の研究で明らかになってきた、天の川銀河のすがたをご紹介します。
企画・制作：西野 藍子（学芸員）

ブラックホールを見た日～人類１００年の挑戦～
３月から引き続いて８月２２日（日）まで、「ブラックホールを見た日～人類１００年
の挑戦～」を投影しています。
２０１９年４月、イベント・ホライズン・テレスコープEHTによるブラックホールの直接
撮影の成功のニュースが世界同時に発表されました。この「ブラックホール・シャ
ドー」の画像は、発表から１０日で、世界４０億人超の人が目にしたと言われていま
す。とてもインパクトのある快挙でした。
ＥＨＴは２００名を超える世界中の科学者たちが、手を携えて挑戦した国際プロジェ
クトです（月刊うちゅう２０２１年３月号のメイン記事も参照ください）。
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、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。
"
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６月からのサイエンスショー

マイナス１９６℃の世界
今年の夏は、液体窒素を使ったとっても冷たいサイエンスショーをお送りします！
液体窒素は、無色透明な液体です。デュ
ワー瓶（まほうびんの仲間）に入れて保存さ
れますが、容器の外に出すと沸騰状態にな
ります。水は１００℃で沸騰しますが、窒素は
とても冷たいマイナス１９６℃で沸騰するので
す。このとても冷たい液体窒素に花やゴム
ボール、風船などを入れたらどうなるでしょ
う？
また、液体窒素をステンレスのヤカンの中に入れると、ヤカンから白い煙が噴き出
します。ヤカンの中の水蒸気が冷えてできた小さな氷の粒です。あまりの冷たさにみ
るみるヤカンが凍りつき、ヤカンの表面にも白い霜がついてきます。ところが、まだ液
体窒素がヤカンの中にあるのに、この霜が融けていき、ヤカンの下の方が濡れてくる
のです。これはどういうことなのでしょうか？ ショーをお楽しみに。
液体窒素は、空気から作られます。気体には、圧縮すると温度が上がり、膨張さ
せると温度が下がるという性質があります。空気を一度圧縮させて出てきた熱を逃が
して、次に膨張させると温度が下がります。空気の大部分は窒素と酸素ですが、空気
を冷やしていくと先に酸素の方が液体になるので、温度差を利用して酸素を分離し
液体窒素が製造されます。
企画・制作：上羽 貴大、大倉 宏（学芸員）
!

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。
Ⓒブラックホールを見た日製作委員会

企画・制作：石坂 千春（学芸員）、飯山 青海（学芸員）
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企画展紹介

企画展「もっと知りたい！アインシュタイン」
展示場４階、天文関連の展示エリアを過
ぎ る と、何 や ら レ ト ロ な 雰 囲 気 に…。８/２２
（日）まで開催する企画展「もっと知りたい！
アインシュタイン」のコーナーです。このレトロ
な雰囲気は、アインシュタインが来日した大
正時代の日本をイメージして制作しました。
※本企画展は、この夏、大阪市立自然史博物館で
開催される、ノーベル賞受賞１００年記念「アインシュタ
イン展」との連動企画展です。（アインシュタイン展につ
いては、右ページ下部をご覧ください）。

企画展「もっと知りたい！アインシュタイン」

アインシュタインの生涯と理論
１９０５年、アインシュタインはスイスの特許庁に勤めていた時、何と５つもの論文を
次々と発表します。中でも、①光は波でもあり粒子の性質も持ち合わせているとする
「光量子仮説」、②物質が分子や原子でできていることを裏付ける「ブラウン運動の
理論」、③光速度不変の原理から時間と空間は相対的なものであるとする「特殊相
対性理論」、この３つはアインシュタインの三大業績とよばれています。
それから１０年後、１９１５年にアインシュタインは特殊相対性理論をさらに発展さ
せ、重力の新しい理論「一般相対性理論」を発表します。これらの理論についても、
アインシュタインの生い立ちとともにご紹介していますので、ぜひご覧ください。
アインシュタイン、一躍有名人に
アインシュタインの名が科学界だけで
なく、一般に広く知られるようになったき
っかけは、１９１９年の皆既日食の観測
でした。この観測は、一般相対性理論
を確かめるために行われたのですが、
結果はみごとアインシュタインの理論が
正しいことを証明するものでした。１９１９
年１１月７日のロンドン・タイムズ 紙 に、
「科学の革命、宇宙の新理論、ニュート
「天文月報」１９２０年１月号
ンの考えが覆される」という記事が掲載 皆既日食観測の結果がアインシュタインの予
されました。この時、アインシュタインは 言値とほぼ一致することを伝えている。（大阪
ヨーロッパにおいて、一躍有名人となっ 市立科学館所像）
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たのです。その情報は日本にも伝えられ、日本天文学会の学会誌には、１９２０年１
月号に初めてアインシュタインの名が記されることになるのです。
日本人科学者とのかかわり
今回の企画展では、アインシュタインと関
わりのあった日本人科学者の中で特に、石
原純博士、桑木或雄博士、荒木俊馬博士
を取り上げています。石原博士と桑木博士
はいずれもドイツでの留学時代にアインシュタ
インから学んでいます。桑木博士はアインシ
ュタインが初めて会った日本人であり、石原
博士はアインシュタインが日本で講演した際
桑木、石原両博士の展示エリア
に通訳を務めた人物です。荒木博士はアイ
ンシュタインが京都帝国大学で講演した際の学生挨拶を務めました。いずれも、当
時の資料とともにご紹介しています。
アインシュタインが大阪にやってきた
１９２２年、アインシュタインはついに日本
へやってきます。その際、実はここ大阪・中
之島も訪れているのです。大阪駅に到着し
たアインシュタインを、当時の新聞記事や大
阪の絵葉書、大正時代の地図なども合わせ
て展示しています。アインシュタインがやって
来た大正時代の中之島の様子も、ぜひ、ご
覧になってみてください。

西野 藍子、上羽 貴大
（科学館学芸員）

アインシュタイン来阪時の新聞記事
写真中央にアインシュタイン、後ろに２代
目大阪駅舎が写っている。
（１９２２年１２月１２日付 大阪朝日新聞
夕刊１ページより）

ノーベル賞受賞１００年記念「アインシュタイン展」開催！
２０２１年７月１７日（土）～１０月１０日（日）、大阪市立自然史博物館にて開催します！
西野・上羽が企画制作に携わりました。楽しく学べる体験展示が
たくさんありますので、ぜひ、本企画展と合わせてご覧ください。
「アインシュタイン展」公式ＨＰ： ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ.ｋｔｖ.ｊｐ／ｅｖｅｎｔ／ｅｉｎｓｔｅｉｎ／
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コレクション

受入番号 ２０２０‐２

ワンボードマイコン ＳＨＡＲＰ ＳＭ‐Ｂ‐８０ＴＥ
みなさんは、ワンボードマイコンをご存じでしょうか？ワンボードとは、文字通り１つの
基盤（ボード）、マイコンとはマイクロコンピュータの略です。これはマイクロプロセッサを
搭載したコンピュータのことで、現在では一般的にパソコン（パーソナルコンピュータ）と
よぶ製品の創成期の呼び名といえます。
１９７１年、世界初のマイクロプロセッサ４００４が登場し、１９７４年にはマイクロプロ
セッサ８０８０を搭載した世界初のパソコン「Ａｌｔａｉｒ（アルテア）」が発売されました。し
かし当時の日本ではマイクロプロセッサに対する理解は進んでおらず、またパソコン自
体が非常に高価で、一般家庭ではまず入手できないものでした。そこで、ＮＥＣがマイ
クロプロセッサの教育用キットとして、より安価なワンボードマイコンＴＫ‐８０を発売した
のです。このキットは１０万円を切る価格だったため、個人でもコンピュータを所有する
ことが可能になりました。このキットの販売がきっかけとなり、日本でもコンピュータの個
人向けの市場が成立し、いまのパソコンへとつながっていったのです。
ＴＫ‐８０が大ヒットしたことを受け、
各社が競ってワンボードマイコンを発
売するようになりまし た。ＳＨＡＲＰの
ＳＭ‐Ｂ‐８０ＴＥ（右 写 真）も そ の 一 つ
で、アメリカのザイログ社製の８ビット・
マイクロプロセッサ―Ｚ８０が搭載され
ています。し か し１９７０年 代 の 後 半
から８０年代にかけて、パソコンがより
安価に量産できるようになり、以降は
マイコンキットが販売されることは少な
写真．ＳＨＡＲＰ ＳＭ‐Ｂ‐８０ＴＥ
くなっていきます。
こうして基盤がむき出しのコンピュータは一時姿を消したのですが、実は最近にな
って、より小型化したワンボードマイコン（ＡｒｄｕｉｎｏやＲａｓｐｂｅｒｒｙ Ｐｉ、ＩｃｈｉｇｏＪａｍな
ど） が販売されるようになりました。現在では、プログラミング学習や趣味など様々な
用途で、多くの人々が楽しんでいるようです。
※当館ではいくつかのワンボードマイコンを所蔵しており、他にＴＫ‐８０の後継機であるＴＫ‐８５、
東芝ＥＸ‐８０などがあります。ＴＫ‐８５については、うちゅう２０１８年３月号の記事も合わせて
ご覧ください（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ.ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ.ｊｐ／ｕｐｌｏａｄｓ／ｐｕｂｌｉｃａｔｉｏｎ／１０３_ｐｄｆ.ｐｄｆ）。

西野 藍子（科学館学芸員）
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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７月末までの

科学館行事予定

開館・行事開催などについて
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。

月 日 曜

行
事
プラネタリウム「天の川銀河」（～８／２２）
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～」（～８／２２）
プラネタリウム「ファミリータイム」
開催中
プラネタリウム「学芸員スペシャル」（土日祝休日）
サイエンスショー「マイナス１９６℃の世界」（～８／２２）
６
企画展「もっと知りたい！アインシュタイン」（～８／２２）
１３ 日 天文学者大集合！宇宙を学ぶ大学の紹介イベント（オンライン）
２０ 日
大人の化学クラブ２０２１「ジュエリーの化学」（申込終了）
２６ 土
２７ 日 元素検定（申込終了）
３ 土 楽しいお天気講座「いろんな雲を観察しよう」（６／２３必着）
８ 木 中之島科学研究所コロキウム
１７ 土 天体観望会「月を見よう」（７／７必着）
２２ 木 夏休み自由研究教室①「クロマトグラフィーで色分けにチャレンジ！」
７
２３ 金 （７／９必着）
２５ 日 ファミリー電波教室（６／２５必着）
２７ 火 小中学生のための電気教室（６／３０締切）
２９ 木
夏休み自由研究教室②「木星儀と土星儀を作ろう」（７／１９必着）
３０ 金

サイエンスショー 開演時刻
１０：００
１１：００
１３：００
平日
予約団体専用 予約団体専用 予約団体専用
土・日・祝休日
－
○
○

１４：００
○
－

１５：００
－
○

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
※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。
※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。
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１０：１０
土日祝休日
ファミリー
９：５０
平 日
学習

プラネタリウムホール
１１：００ １２：００ １３：００
天の川
ＢＨ ファミリー
１１：００ １１：５５ １３：００
ＢＨ
ファミリー 学習

開演時刻
１４：００ １５：００
天の川
ＢＨ
１４：００ １５：００
天の川
ＢＨ

１６：００ １７：００
天の川 学芸員ＳＰ
１６：００
天の川

所要時間：各約４５分間、途中入退場不可
※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。
● 天の川：天の川銀河
● 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。

オンライン科学実験工作教室「身近な科学、再発見！おうちの科学を探して遊ぼう！」
５月から毎月１回、実験と工作のオンライン教室を開催します。おうちの中にはどんな科学が
隠れているでしょうか。探して遊んで、離れていても一緒に科学を楽しみましょう！材料は科
学館からおうちにお届けします。※この教室は２０２１年度全国科学博物館活動等助成事業
の助成を受けて行います。
■日時：５月より月１回、全１０回 各回４０分程度。 ■定員：各回４０名（応募多数の場合、抽選）
■場所：Ｚｏｏｍで行います。オンライン通話ができる環境が必要となります。
■対象：小学生以上 （大人の方もご参加いただけます）
■申込方法：各回、Ｇｏｏｇｌｅフォームにて申し込みを受け付けます。
各回のテーマなど詳細は、科学館公式ホームページをご覧ください。

企画展「もっと知りたい！アインシュタイン」
ノーベル賞受賞１００年記念「アインシュタイン展」（※）の開催にあわせ、「アインシュタイン
展」の中で語りつくせなかったアインシュタインのさまざまな魅力をご紹介します。
アインシュタインは１９２２年に来日し、実はここ大阪・中之島にも訪れたことがあります。この
企画展では、当時の大阪の様子や、アインシュタインの新理論「相対性理論」に対する人々
の熱狂ぶり、またアインシュタインとかかわりのあった日本人科学者について、当時の写真や
実物資料でたどります。さらに、アインシュタインの理論から１００年後のいま、ブラックホール
の直接観測など最先端の研究成果をご紹介します。
■日時：開催中～８月２２日（日） ９：３０～１７：００ （展示場の入場は１６：３０まで）
■場所：展示場４階
■定員：なし
■申込：不要
■対象：どなたでも
■参加費：無料（展示場観覧料が必要です）
■参加方法：直接会場へお越しください。
（※）会期：２０２１年７月１７日（土）～１０月１０日（日）、会場：大阪市立自然史博物館
主催：大阪市立科学館、大阪市立自然史博物館、読売新聞社、関西テレビ放送
くわしくは、「アインシュタイン展」公式ホームページをご覧ください。
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楽しいお天気講座「いろんな雲を観察しよう」
空に浮かぶ雲にはどんな種類があるのでしょうか？雲のパネルを作って、いろいろな雲を学
びましょう。実際に外に出て、雲を観察してみましょう。気象予報士がお話しします。
■日時：７月３日（土） １３：３０～１５：３０
■場所：工作室
■参加費：５００円
■対象：小学３年生～中学３年生と保護者の２名ペア（３年生以上の小学生と中学生のペ
アでも可）※雲パネルの作成は１組につき１つです。
■申込締切：６月２３日（水）必着
■定員：９組（応募多数の場合は抽選）※会場にお入りいただけるのは、参加される２名のみ
■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「いろんな雲を観察しよう」係へ
■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

中之島科学研究所 第１２５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：７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：２０２２年５月３１日に流星雨？
■講演者：飯山 青海 （研究員）
■概要：７３Ｐ/シュワスマン・ワハマン第３彗星は、現在崩壊の過程にあります。この７３Ｐに
由来するダストが２０２２年５月３１日に地球に衝突する可能性があり、活発な流星群とし
て観測されるかもしれません。この流星群の予測について解説します。

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の見学のみになります。
■日時：７月１７日（土） １９：３０～２１：００ ■場所：屋上他 ■対象：小学１年生以上
■定員：１５名（応募多数の場合は抽選） ■参加費：無料 ■申込締切：７月７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７月１７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。
★友の会会員は、友の会事務局への電話でお申し込みできます。
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夏休み自由研究教室①「クロマトグラフィーで色分けにチャレンジ！」
私たちの身の回りにあるペンは、一色に見えても実はさまざまな色が混ざってできています。
クロマトグラフィーという方法を使って、ペンのインクに使われている色を分けてみましょう。思
いがけない色と出会えるかも？
■日時：７月２２日（木・祝）、７月２３日（金・祝） 各日１４：００～１５：３０ ■場所：工作室
■対象：小学３年生～６年生
■定員：各回１２名（応募多数の場合は抽選）
■参加費：５００円
■申込締切：７月９日（金）必着
■申込方法：往復ハガキに希望日、参加希望本人の住所・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「クロマトグラフィー」係へ

ファミリー電波教室
ラジオを組み立て完成したラジオを使って、電波ってどのようなものか、実験してみましょう。
完成したラジオは、お持ち帰りいただけます。
■日時：７月２５日（日） １３：００～１６：３０
■場所：工作室
■参加費：無料
■対象：小学５年生～６年生と保護者の２人組（こどもだけ１名の参加も可）
■定員：８組（応募多数の場合は抽選）
■申込締切：６月２５日（金）必着
■申込方法：往復ハガキに、住所・氏名・年齢（学年）・電話番号を記入して、大阪市立科
学館「ファミリー電波教室」係へ ※１通の往復ハガキで１組のみの応募。

小・中学生のための電気教室「さわってつくって楽しもう！なぜなにでんき？」
電気は私たちの毎日の生活の中で、いろいろな形で使われています。電気ってどんなものな
のか学び、ＬＥＤあんどんの工作をしましょう。
■日時：７月２７日（火） １３：３０～１５：４０ ■場所：多目的室 ■対象：小学４年生～中学３年生
■定員：３０名（申し込み多数の場合、抽選） ■申込期間：６月２３日（水）～６月３０日（水）
■申込方法：往復ハガキに住所、氏名、学校名、学年、保護者の方の氏名、電話番号を明
記、返信面の宛先に保護者の方の住所・氏名を記入してください。
■申込先：〒５３０‐０００４ 大阪市北区堂島浜２‐１‐２５ 中央電気倶楽部内
電気学会 関西支部電気教室係
■問合せ：最新の情報は、電気学会関西支部ＨＰ（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｉｅｅ．ｊｐ／ｋａｎｓａｉ／）に掲載します。
関西電気関連学会事務センター 電話番号 ０６‐６３４１‐２５２９
※問い合わせ可能日、可能時間（平日 １０時～１７時 ）
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夏休み自由研究教室②「木星儀と土星儀を作ろう」
地球の模型を地球儀といいますが、同じように、木星の模型を木星儀、土星の模型を土星
儀といいます。今年の夏の夜空に見える木星と土星の模型を作って、木星や土星がどんな
星なのか想像してみましょう。
■日時：７月２９日（木）、３０日（金） 各日１４：００～１６：００
■場所：工作室
■対象：小学３年生～中学３年生
■定員：各日１２名（申込多数の場合、抽選）
■参加費：５００円
■申込締切：７月１９日（月）必着
■申込方法：往復ハガキに、希望日、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「木星儀と土星儀を作ろう〇月〇日」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。

館内改修等に伴う休館のお知らせ
大阪市立科学館は、２０２１年度に館内改修、プラネタリウムホール改修などを予定し
ています。それに伴い８月２３日よりプラネタリウムを含む全館を休館します。リニューアル
オープンは２０２２年２月の予定です。その間、みなさまにご不便をおかけすることをお詫
び申しあげます。

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
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。

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
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友の会

友の会 行事予定
新型コロナウイルス感染症の状況により、科学館が休館になっている可能性
があります。科学館が休館の場合、科学館でのサークル活動も休止になります。
最新情報を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。
月 日
１２
１３
１９
６
２０
２６
２７
１０
１１

曜
土
日
土
日
土
日
土
日

１７ 土
７

１８ 日
２４ 土
２５ 日
３１ 土

時間
１１：００～１６：３０
１６：００～１７：００
１３：００～１７：００
１４：００～１６：００
１４：００～１６：００
１０：００～１２：００
１１：００～１６：３０
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科学実験サークルは６月まで、化学サークルは７月までの休止が決定していま
す。６月の英語の本の読書会は、総会開催のためお休みです。うちゅう☆彡むちゅう
サークルは、６月２６日から第４土曜日１４：００～１６：００に変更します。
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。

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。
■友の会行事（総会・交流会）への申し込み方法
友の会総会のＺｏｏｍ接続先情報は、ｈｔｔｐｓ：//ｆｏｒｍｓ.ｇｌｅ/ＪＫｎＧＧｍｄＨＨＸＫＲａＧ８ｅ７ か
ら、総会後の交流会のＺｏｏｍ接続先情報は、ｈｔｔｐｓ：//ｆｏｒｍｓ.ｇｌｅ/Ｓ５４ＹｋｔＵＮ３６ｘ１ｇｋ７Ｄ７
から取得できます。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。
友の会の総会に科学館の会場での参加をご希望の方は、友の会事務局まで、電子メール
（ｔｏｍｏ@ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ.ｊｐ）かお電話（０６-６４４４-５１８４）にてお申し込みください。会員番号
と総会への参加人数をお伝えください。科学館の開館情報にもご注意ください。

２６

友の会

友の会 総会のご案内（要事前申込）
６月１９日（土）は友の会の総会を開催いたします。特別講演会や、友の会の予算決算の
審議などを行います。今年度は、Ｚｏｏｍ接続によるオンライン開催となります。科学館が開
館していれば、科学館の多目的室・工作室での参加も可能といたします。
例年総会の後に開催している懇親会は開催できませんが、総会終了後に、Ｚｏｏｍでの交
流会を開催いたします。多くの会員の皆様のご参加をお待ちいたします。
■日時：６月１９日（土）１３：００～１７：００
■会場：Ｚｏｏｍによるオンライン開催、多目的室（定員３０名）、工作室（定員２０名）
■プログラム
◆特別講演会：「はやぶさ２、帰還」田中 智 先生（ＪＡＸＡ宇宙科学研究所 教授）
※講演もオンライン講演になります。田中先生は科学館にご来場されません。
◆総会：２０２０年度決算報告、２０２１年度予算案等
◆役員紹介、サークル紹介
◆優秀会員表彰：昨年１年間に友の会行事に１０回以上参加された会員さんを表彰します。

サークル星楽（せいら）
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：７月３１日（土）～８月１日（日）
■集合：３１日１９：３０ 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：６月３０日（水）
■申込締切：７月２１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。

友の会例会報告
５月の友の会の例会は、１５日（土）に開催いたしました。大阪府に緊急事態宣言が発出さ
れており、科学館が休館中だったため、Ｚｏｏｍのみでの開催となりました。
メインのお話は上羽学芸員から「今年はアインシュタインのノーベル賞受賞１００年記
念！」のお話がありました。また、今年５月から来年２月まで毎月開催する「オンライン科学
実験・工作教室」の案内もありました。
休憩をはさんだ後、乾さん（Ｎｏ．４１５１）から「５月２６日皆既月食」についてのお話があり、
飯山学芸員から「オンライン月食観望会」の紹介がありました。参加者は３９名でした。

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
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展示場へ行こう
発行所

（展示場４階）

うちゅう

アーク放電

Vol.
,No.（通巻

大阪市立科学館
〒
‐

号）
年 月
日発行

大阪市北区中之島 − −
電話
−

「アーク放電」（学芸員の展示場ガイドより１コマ）

−

石坂 千春（科学館学芸員）

「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！

印刷所 東洋紙業高速印刷株式会社
大阪市浪速区芦原 − −

展示場４階には新しいきれいな展示に交じって年代物の展示がいくつか置かれて
います。その一つが１９９４年の第一次展示改装で導入された「アーク放電」です。
２７年経っても、まだ現役です。
月刊うちゅう２０１０年５月号で大倉学芸員が紹介している古い展示ですが、このた
び、新たに「学芸員の展示場ガイド」を作成し、ＹｏｕＴｕｂｅで公開しました。
アーク放電は単発の火花放電とも、低圧下での微弱なグロー放電とも違い、大き
な電流が連続的に空中を流れます。高い熱と強い光が発生するので、電気溶接や
「アーク灯」に使われました。アーク灯は１８７８年３月２５日、日本で初めて灯った電
灯で「電気記念日」の由来にもなりました。ちなみに１８７８年は、イギリスでスワン卿が
白熱電球に関する特許を取った年です。以後、白熱電球の方が照明の主役になっ
ていきます。動画を見ながら、古き良きアーク灯の光を感じてください。
※動画のＵＲＬはこちら→ｈｔｔｐs：//ｙｏｕｔｕ.ｂｅ/ＯＷ６ｊｖ_ＲｔＭｐ０

