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星空ガイド １０月１６日～１１月１５日

※惑星は２０２１年１１月１日の位置です。

よいの星空
１０月１６日２２時頃

１１月 １日２１時頃

１５日２０時頃

あけの星空
１０月１６日 ４時頃

１１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

１０ １６ ６：０４ １７：２２ １５：２８ １：２０ ９.７

２１ ６：０８ １７：１６ １７：４６ ６：２２ １４.７

２６ ６：１２ １７：１０ ２０：５２ １１：０７ １９.７

１１ １ ６：１８ １７：０４ １：５０ １５：０８ ２５.７

６ ６：２２ １６：５９ ７：４１ １８：０１ １.２

１１ ６：２７ １６：５６ １２：５４ ２３：１２ ６.２

１５ ６：３１ １６：５３ １４：５８ ２：１９ １０.２
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夕方７時の空は、金星・木星・土星がズラリ

ふだんの秋は１等星が少なくさびしいのですが、今年は違います！

夏ごろからずっと見えていた金星、木星、土星がズラリと横に並び、非常に派手な

空を作り出します。特に金星の移動が速く、１週間ごとに見るくらいでも、１２月にかけ

てぐんぐん木星や土星に接近していき、まさに「惑星」という感じがわかります。

特に、月が金星と接近する１１月８日と木星に接近する１１月１１日の間は見物です。

１１月８日午後２時前後、大阪では９年いや１８年ぶりの金星食 昼間１時４４分～２時２６分

月が金星を隠す、金星食が起こります。前

回大阪の金星食は２０１２年８月１４日の未明

でしたが、天気が悪く、その前は２００３年５月で

したので観察できれば実に１８年ぶりです。

なお、見るのは１時４０分～４５分と、２時２５

分～３０分がベストです（左図）。月食や日食と

違い「食の最中」は金星が見えないだけで、お

もしろくありません。食の直前＆直後がよいので

す。

昼間なので、肉眼で金星を見るのは、できはしますが難しいでしょう。月も見つけに

くいかもしれません。双眼鏡や望遠鏡低倍率（３０倍程度まで）で太陽の左の方にあ

る月をとらえ、月にかくされ、出てくる金星を見つけましょう。なお、うっかり太陽を見な

いよう、十分注意！

１１月１９日夕方は皆既に限りなく近い部分月食、予定よろしく（次号で詳しく書きます！）

月食のはじめ：１６時１８分、最大：１８時３分、終わり：１９時４７分。東の見晴らし確保！

渡部 義弥（科学館学芸員）

月 日 曜 主な天文現象など

１１ ２ 火 水星とスピカが接近／変光星とも座

Ｌ２（２.６～８.０等）の極大

４ 木 明方の低空に月と水星がならぶ

北米で水星食

５ 金 ●新月（６時）／天王星が衝

６ 土 月が最近（３５８８００㎞）

７ 日 立冬

８ 月 金星食（１３時４４分～１４時２６分）

夕空に月と金星がならぶ

１１ 木 上弦（２２時）／明方の低空に水星

と火星が接近

［こよみと天文現象］

月 日 曜 主な天文現象など

１０ １６ 土 金星とアンタレスが接近

１８ 月 後の月

２０ 水 ○満月（２４時）

土用の入

２１ 木 オリオン座流星群が極大のころ

２３ 土 霜降

２５ 月 月が最遠（４０５６００㎞）

水星が西方最大離角

星空ガイド
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宇宙における生命を考える

図１．執筆した「新説 宇宙生命学」と最近う
ちに来た地球生命

自然科学研究機構アストロバイオロジーセンター 日下部 展彦

１．「宇宙人の本を書いてください」

「『新説 宇宙人学』というタイトルで

本を書いてもらえませんか？」という依

頼が舞い込んできたのは２０１９年の終

わりごろでした。私が所属しているところ

は、国立天文台の敷地の中に主な部

署を構える、「アストロバイオロジーセン

ター」（以下、ＡＢＣ）というところです。

文字通り、「アストロノミー（天文学）」と

「バイオロジー（生物学）」を融合させ

た、「宇宙における生命」を科学的に研

究するセンターです。そこだけ聞くと、

「宇宙人の研究をしているところ？」と誤

解されやすい研究所ではあります。その

ような印象もあってか、出版社の方から

冒頭のような依頼が舞い込んでくること

となりました。

ＡＢＣは２０１５年に自然科学研究機構の国立天文台と基礎生物学研究所が融

合し、天文学と生物学の融合的研究をする新しいセンターとして設立されました。

ＡＢＣの研究テーマとしては、太陽系外惑星（太陽以外の恒星を周回する惑星）探

査や、そこでの生命の兆候（バイオシグニチャー）とは何かなどを天文学と生物学の

両方の側面から研究しています。アストロバイオロジーの分野としては、太陽系“内”

の生命探査や、地球における極限生命や地球生命の起源など、実は「天文学」と

「生物学」だけではない、多様な分野が関連している学際的な研究分野になります。

そのため、ＡＢＣでは「宇宙人」の研究はしていません。そもそも、（地球上の生命以

外で）「宇宙人」が見つかり科学的に証明されたことはなく、あくまでまだその存在は

ＳＦや都市伝説等に限られています。そのため、冒頭のように『新説 宇宙人学』とい

う本を書いてほしいと言われた時は、基本的に研究者の立場からは難しいという印象

でしたが、最終的には『新説 宇宙生命学』（図１）というタイトルで執筆することとなり

ました。

Ａｓｔｒｏｎｏｍｙ ｘ Ｂｉｏｌｏｇｙ ｘ Ｈｕｍａｎ
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図２．アストロバイオロジーセンターのロゴとゆるキャラ
（Ａｓｔｒｏｂｉｏｌｏｇｙ Ｃｅｎｔｅｒ／Ｈａｙａｎｏｎ Ｓｃｉｅｎｃｅ Ｍａｎｇａ Ｓｔｕｄｉｏ）

２．宇宙“生命”学ってナニ？

そんな経緯があって決まった本のタイトルでしたが、実は他の候補として、「アストロ

バイオロジー」の直訳にあたる「宇宙生物学」という候補もありました。ただ、この分野

を代表するような本を執筆するというのは、個人的にも荷が重かったので、「宇宙“生

命”学」という造語のタイトルをあえて付けました（それぞれの分野のスペシャリストの

先生が分担執筆した「アストロバイオロジー」という本は他にあります）。それではなぜ

“生命”という単語にしたかというと、もちろん「宇宙における生命」についての本だか

らというのもありますが、まだ新しい分野である学問としてのアストロバイオロジーには、

文化的側面の研究がありません。一方で、人類が私たち以外の世界の生命につい

て考えた歴史・文化的な側面も含めて紹介したいという思いがありました。では、人類

は昔から今まで、どのように宇宙の生命を考えてきたのか、そして最先端の科学では

何を探しているのか、簡単にご紹介しましょう。

私たちが宇宙を科学的に認識する以前から、想像上の人物や神などが神話を通

して語り継がれてきました。これらも、始めはこの世界の成り立ちや自然現象などを理

解しようとする人々の営みの一つで、その地域ごとにどのように世界を認識してきたか

という特色が出ています。私たちとは違う世界やそこに住む人々を想像するということ

は、実は「私たちの知らない惑星に住む人たち」を想像することと近いのかもしれませ

ん。そのため、生物学や天文学を飛び越えて、人類学的な側面をもつことにもなりま

す。

さらに科学が進み、注目されたのは地球の隣の惑星である火星でした。「宇宙人」

と言われてよく連想されるのは、足の長いタコのような姿ですが、これは、Ｈ.Ｇ.ウェル

ズが１８９７年に発表した「宇宙戦争」に出てくる火星人がモデルです。このモデルに

ついても、簡単には、「地球に攻めてくるくらいだから頭は大きいだろう」とか、「火星は

地球より重力が小さいので、手足は貧弱でも構わない」など、なんとなくそれっぽい理

由で想定された姿です。ＳＦ作家だけでなく、当時の天文学者も火星人の有無に関

Ｎｏｂｕｈｉｋｏ Ｋｕｓａｋａｂｅ

５



図３．ローウェルが「観測」した火星の運河（ウィキペディアより）

わらず火星には注目していました。古くはイタリアの天文学者であるスキアパレッリが

１８７７年に火星を観察していたときに、その表面に線状の構造を発見し、イタリア語

で「溝」を意味する“Ｃａｎａｌｉ”（カナーリ）として発表しました。その後、フランスの天文

学者であるフラマリオンが翻訳した際、“ｉ”を見落としたのか、“Ｃａｎａｌ”（カナル）と翻

訳し、それをそのまま英訳した際、同じ単語であり、「運河」を意味する“Ｃａｎａｌ”とな

ってしまいました。「運河があるならそれを作った火星人もいるはずだ」と思ったのか、

それを見たアメリカの大富豪だったローウェルが、私財を投じて火星観測のための天

文台も建設したほどでした。その後、火星の詳細な観測を長年続けましたが、模様が

すべて「運河」としてスケッチしていたので、詳細な火星の運河（？）の地図（図３）とし

て発表し、それがもととなり「宇宙戦争」が描かれたようです。もちろん、その後の火星

探査の結果、運河ではなく自然にできた地形であることがわかっています。余談です

が、このお話はＮＨＫの「チコちゃんに叱られる」でも取り上げられ、「ボーッと生きてん

じゃねぇっ！」と叱られたエピソードでもあります。ちなみに、このときに建設されたロー

ウェル天文台ですが、１９３０年にクライド・トンボーが冥王星を発見するなど、科学的

にもちゃんと（？）活躍しており、火星の運河はともかく、ボーッとしていたわけではない

のでしょう。

３．どんな生命を探してる？

さて、火星には想像していた火星人のような知的生命はいなさそうということがわ

かってきました。さらに、太陽系の惑星探査が進み、他の惑星の環境について少しず

つわかってくる中で、どうやら太陽系内には地球以外にヒトが住める環境はなさそうと

いうことも知ることとなりました。その後しばらく、「宇宙人」はＳＦ作品の中だけのものと

なり、２０世紀末まで科学的な議論の表舞台に立つことはありませんでした。

Ａｓｔｒｏｎｏｍｙ ｘ Ｂｉｏｌｏｇｙ ｘ Ｈｕｍａｎ
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そのような中、１９９５年に初めて太陽に似た恒星の周囲に惑星が発見（２０１９年

ノーベル物理学賞受賞）され、太陽系内の惑星探査も進み、さらに他分野の基礎研

究の積み重ねにより、地球上の極限環境の生命発見や地球生命の起源に関わる研

究の成果が報告されるようになりました。このような研究成果の積み重ねは、「地球と

似たような惑星が他にもあるのでは？」という疑問や、「太陽系内の他の惑星や衛星

といった過酷な環境でも、原始的な生命ならいるのでは？」という疑問を、科学的に

も議論しやすい場を醸成することとなり、このころから生物学と天文学の融合的研究

「アストロバイオロジー」の分野の研究が本格的に始まりました。

それでは、具体的に何を見つけたら「生命」ということができるのでしょうか。そもそ

も、「生命の定義」とはどんなものなのでしょうか？アストロバイオロジーの研究をしてい

ると、必ず聞かれる質問の一つがこの問いです。実はこの定義については、いまだに

世界で共通した認識があるわけではありません。その中で、日本で比較的認識され

ている４つの条件について簡単に説明すると、「自分と他人を区別できる」「簡単な怪

我をしても治る」「子孫を残す」「進化する」というものです。これを定義とすると、宿主

がいないと増殖できないウィルスなどは「生物」とは違うものになります。とはいえ、大

腸菌などの“菌”は生物で、昨今巷を騒がせている“ウィルス”が生物ではない。という

のも悩ましいところではあります。実際、生物学者の中でも、ウィルスを生物とするか

どうかは、立場によって見解が異なるそうです。何が本当の「生命の定義」かに関わ

らず、私たちはまず自分たちが「生命」として認識できるものから探査を開始して、そ

れらの特徴から「生命の定義」をアップデートしていく必要があります。このように、アス

トロバイオロジーという分野の奥には、「地球に限らない普遍的な生命の謎」が隠れて

いるので、さまざまな側面から興味深い研究分野となっています。

このように、「生命の定義」は手探りですが、少しだけ、具体的に太陽系の中で何を

図４．火星探査機フェニックスが撮影した「氷」
がそれぞれの右上の拡大図。火星の時間
で２０日目（Ｓｏｌ ２０）に掘った部分の白い
跡が、４日後（Ｓｏｌ ２４）には消えている。
（ＮＡＳＡ／ＪＰＬ）

Ｎｏｂｕｈｉｋｏ Ｋｕｓａｋａｂｅ
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探しているのかご紹介しましょう。まずはお隣の火星ですが、ここ数年で行っている

ＮＡＳＡの探査機フェニックスでは、火星の表面を少し掘ったところに、水の氷を発見

したとのニュースがありました（図４）。そのため、今後の探査では、火星にいたかもし

れない生物（有機物）の痕跡の探査が注目を浴びています。その他のターゲットとし

ては、少し遠いですが、木星の衛星であるエウロパや土星の衛星であるエンセラダス

（“エンケラドス”とも）です。これらの衛星は、太陽から遠いため、表面では液体の水

が凍っていますが、衛星の表面から水が吹き出ているのが知られています。これらか

ら、有機物や生命の痕跡を探すことで、太陽系の惑星にも、地球とは少し異なる（も

しかしたら共通点もある？）生命がいるかもしれないと、太陽系内の探査が計画され

ています。

４．太陽系を超えて、宇宙に生命をもとめて

最後に、私の専門分野でもある太陽系外惑星探査と、そこで何を探すのかについ

てご紹介したいと思います。太陽系内にもまだ生命の可能性が残っているとはいえ、

どうやら地球とは大きく異なる環境ということははっきりわかってきました。しかし、やは

り「地球と似たような惑星はある？」とか「そこに『知的』生命はいるの？」と思うのは人

情です。「知的」の定義に困るところですが、少なくとも「地球に似た惑星」は天文学

的に調べることができるようになってきました。現在では４,０００個を軽く超える系外惑

星が発見されていますが、これは近年の技術開発無しには成し得ないものでした。発

見の難しさのイメージとしてよく使われる例えとして、「系外惑星からの光を捉えるの

は、１０キロ先の灯台のライトに張り付いた蛍の光を捉えるようなもの」と比喩されるこ

とがあります。今の所、なんとか木星のような巨大惑星を「直接」捉えることはできて

図５．すばる望遠鏡による太陽型の恒
星（ＧＪ ５０４：中央の＋印）の周
囲にある木星の３倍程度の大き
さの系外惑星（ＧＪ ５０４ｂ：右上
の点源） （国立天文台）

Ａｓｔｒｏｎｏｍｙ ｘ Ｂｉｏｌｏｇｙ ｘ Ｈｕｍａｎ
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いますが（図５）、地球型の小さな岩石惑星を「直接」撮像することは不可能で、将来

の超大型望遠鏡が必要になります。

しかし、直接見ることができなくとも、主星（系外惑星にとっての“太陽”）の光を注

意深く調べることにより、地球のような惑星が存在することがわかっています。天文学

者が「地球のような惑星」というときの意味は、「緑があって表面に水を湛えた美しい

惑星」・・・ではなく、「大きさや質量が地球と近い惑星」という意味です。このような惑

星が、主星から程よい距離にあり、ちょうど良い条件が複数重なれば、表面にほどよ

い水を湛えた「地球によく似た惑星」となります。

ただし、太陽近傍には太陽より赤っぽい（＝温度の低い）恒星が多く、詳しく調べる

ことができる系外惑星は、そのような近い恒星の周囲から見つかります。そのため、

最初に発見される「生命の可能性があるかもしれない惑星」の世界は、可視光では

暗く、赤っぽい太陽がある環境なので、「地球と全く異なる景色の第２の地球」となる

でしょう。

どんな景色であれ、もしそこに生命が存在すれば、その生命活動による影響が惑

星の大気組成や、反射光などに影響を及ぼす可能性があります。以前は、酸素と水

があれば「なんかいるのでは？」などと簡単（楽観的？）に考えていましたが、酸素も

水も、無機的に存在できるものなので、それだけで生命の兆候（バイオシグニチャー）

を捉えたということはできません。今では、酸素や水だけでなく、他の元素や兆候など

と合わせて検出することや、これまでにない生命の兆候となるシグナルは何かという

ことを含め、生物や天文の研究者が共同で研究を進めています。この話をすると必

ず、酸素と水がどうしても必要かと聞かれますが、これも生命の定義と同様、まずは

私たちに必要なものから探して、その先に別の可能性が見つかったらそれを探すとい

う流れになります。

このように、「宇宙における生命を探す」と一言で言っても、宇宙人探しやＵＦＯを探

すということではなく、実態は地道な研究の延長線上にあり、その中で科学的に生命

の可能性を見出すことが始まっています。まさに今、「第２の地球の発見」や「生命の

痕跡」などとの研究が進められていますので、今後のニュースなども注目していただ

ければと思います。

著者紹介 日下部 展彦（くさかべ のぶひこ）

自然科学研究機構アストロバイオロジーセンターの特任専門

員。生粋の天文少年あがりの研究者。専門は太陽系外惑星、

アストロバイオロジー、天文教育など。ABCの広報も担当し、コ

ロナ前は公開日などでアストロバイオロジー関連の謎解きイベ

ントなども主催。

Ｎｏｂｕｈｉｋｏ Ｋｕｓａｋａｂｅ
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ブラックホールのエコーロケーション

１．ブラックホールを「見る」もう一つの方法

こうもりは超音波を発して周りの空間を把握します。レーダーは電波を放射して対

象物の大きさや距離を測定します。私たちも手をたたいて反射音を聴けば、暗闇の

中でも部屋の形や広さが推測できます。「エコーロケーション」という方法です。

光を出さないブラックホールについても、同様の方法で周囲の構造が「見える」よう

になってきました。

イベント・ホライズン・テレスコープＥＨＴが観測した「ブラックホール・シャドー」とはま

た違う、もう一つの「ブラックホールを見る」方法です。

２．Ｘ線観測衛星ＸＭＭ‐Ｎｅｗｔｏｎ

ヨーロッパ宇宙局ＥＳＡのＸ線観測衛星ＸＭＭ‐Ｎｅｗｔｏｎは、活動銀河ＩＲＡＳ１３２２４‐

３８０９（距離１０億光年）および渦巻銀河Ｉ Ｚｗｉｃｋｙ１（距離８億光年）の中心ブラッ

クホールからのＸ線エコーを観測しました。

突発的なＸ線フレアをブラックホール周りのガスの渦（降着円盤）が反射する際、

どこで反射されるかによってＸ線スペクトルが変わります。また、ブラックホール周りの

空間のゆがみのせいで、地球に届く時間も変わります。

Ｘ線観測衛星はＥＨＴほどの解像度はありませんが、どこで反射されたＸ線が、いつ

図１ Ｘ線エコーロケーション概念図 ＠ＥＳＡ

天文の話題
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届いたのかを観測することで、ブラックホール周りの空間の様子を知ることができるの

です。

逆にＥＨＴはＭ８７や天の川銀河中心ブラックホールのように、見かけのサイズが大

きなものしか観測ターゲットにできませんが、Ｘ線エコーロケーションは、サイズに関係

なく観測の可能性があります。銀河中心ブラックホール観測の新しい目です。

★原典：

・ ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ.ｅｓａ.ｉｎｔ／Ｓｃｉｅｎｃｅ_Ｅｘｐｌｏｒａｔｉｏｎ／Ｓｐａｃｅ_Ｓｃｉｅｎｃｅ／ＸＭＭ‐

Ｎｅｗｔｏｎ_ｍａｐｓ_ｂｌａｃｋ_ｈｏｌｅ_ｓｕｒｒｏｕｎｄｉｎｇｓ

・ ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ.ｅｓａ.ｉｎｔ／ｅｓｅａｒｃｈ?ｑ＝ＸＭＭ‐Ｎｅｗｔｏｎ+ｓｅｅｓ+ｌｉｇｈｔ+ｅｃｈｏ+

ｆｒｏｍ+ｂｅｈｉｎｄ+ａ+ｂｌａｃｋ+ｈｏｌｅ

※オマケ：数字の数だけ黒く塗りつぶしてください。何の絵が浮かび上がるでしょう？

石坂 千春（科学館学芸員）

Ｃ．ＩＳＨＩＺＡＫＡ
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トリックアートを描いてみよう
窮理の部屋１８５

写真１．方眼紙の上に置いた
ルービックキューブ

トリックアートってご存じでしょうか？平面に描かれた絵なのに、飛び出して見えた

り、穴が開いているように見えたり、他にもいろいろなパターンのものがあります。科学

館でも、お休み中のカプラのコーナーや「もっと知りたい！アインシュタイン展」で、ブラ

ックホールのトリックアートを置いていましたね。こういったトリックアート、フリーハンドで

描ける人もいるのですが、なぜちゃんとした形に見えるかを考えると、誰にでも描くこと

ができるのです。

例えば写真１を見ると、白の面の一番向こ

うの角は空中にあるのであって、方眼紙の左

奥の端から右に８ｃｍ手前に２ｃｍの位置で

紙にくっついている…とは考えませんね。こ

れは、私たちがルービックキューブの立体的

な形を想像してしまうからなのです。でも、も

しこれが立体的なルービックキューブではな

く、方眼紙の上に描かれた絵であればどうで

しょう？それでも私たちは立体的なルービッ

クキューブを想像してしまいます（なにせ、写

真１は紙に印刷された写真なのに、立体的に見てしまっているのですから）。ただしそ

の場合、方眼紙の上に描かれた絵は、普通のルービックキューブとは随分違った形

になっています。では、いったいどのような形をしているのでしょうか？

このルービックキューブが絵であるとすると、一番向

こうの角は、上に書いたように方眼紙の左上の端から

右に８ｃｍ下に２ｃｍの位置に描かれています。同じよう

に、他の角も写真１から方眼紙のどの線の上にあるか

を調べて、元の方眼紙の上に点を打っていき、それを

結ぶと細長い六角形になります（図１）。

これだけではルービックキューブになりませんから、

写真１の方眼紙の線でルービックキューブに隠れてい

る部分も、ルービックキューブの周りに見えている方眼

紙の線をつないで描き込みます（写真２）。すると、

ルービックキューブの外形だけでなく、手前の角やそれ

ぞれの辺の３分の１の場所も位置がわかりますから、そ

れぞれ点を打って結んでいきます（図２）。
図１．方眼紙に写しとった外形

窮理の部屋
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これを、写真１と同じ位置（今回は、紙の

手前の辺のまん中から、手前に２０ｃｍ、高さ

２０ｃｍの位置）から撮影すると、ちゃんと立

方体を写した形になっているはずなのです

が、あまり立体的には感じられません。これ

は、下に敷いてある方眼紙の線が、立方体

より上に見えているからなのです。

そこで、この紙の上にもう一枚紙を重ね

て、点を写しとり、その点を線で結びます

（図３）。あとは色を塗って、

縁を黒くするなど、ルービッ

クキューブらしい絵にしてい

けば、ほぼ完成です。

ただ、より立体感を出す

のに、少しコツがあります。

ひとつは影をつけること。例

えば左上から光があたって

いるとして、ルービックキ

ューブの右側に、少しぼん

やりとした影を描きたすと、

立体感が増します。更に、

このルービックキューブが

紙の中に収まっているより

も、紙からはみ出させることで、紙に描かれている感じが薄れます。今更どうやっては

み出させるのかといえば、周りをカット

してしまえばいいのです。

こうして完成した絵を、写真１と同

じ位置から撮影したのが、写真３で

す。色鉛筆で塗っているので、本物

のルービックキューブと見間違える…

ということはありませんが、なんとなく

紙の上にルービックキューブ形の立

体的なものが乗っているように見える

でしょうか。

長谷川 能三（科学館学芸員） 写真３．完成したトリックアートを写真１と同じ
位置から撮影

写真２．ルービックキューブの上にも
方眼紙の線を引く

図２．方眼紙に写しとった形 図３．白紙に形を写しとる

Ｙ．ＨＡＳＥＧＡＷＡ
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★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

星座早見盤とは？

夜空に見えるあの星は何か

な、と思ったことはありません

か。毎月の「うちゅう」には、星

空ガイドのページがあります。

このページには、星図という、

その月にどんな星が見えるか

をえがいた図がのっています。

でもこの星図は、その月の
じ こく

決まった時刻の星空になって

います。星は時間がたつと、だ

んだんと動いていきます。だから、ちがう時刻やちがう季節の星図は役

に立ちません。そこで、いつでも星空を知ることができるようにした道具

が、星座早見盤です。星座早見盤を使えば、好きな季節の好きな時

刻の星空を知ることができます。今月のジュニア科学クラブでは、オリ

ジナルの星座早見盤を作ってみましょう。

星座早見盤の使い方

星座早見盤は、外側がケースになっていて、内側には円盤が入っ
あな

ています。ケースには少しゆがんだ丸い穴が空いています。中の円盤

を回すと、丸い穴に現れる星空が変化します。
め も

円盤には日付が、ケースには時刻の目盛りが書いてあります。知りた

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 10ジュニア科学クラブ 10ジジュュニニアア科科学学ククララブブ 1100
せ い ざ はやみばん

星座早見盤を作ろう

星座早見盤

Ｚｏｏｍ教室
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い日付を外側にある目盛りから

さがし、内側に書いてある目盛り

の知りたい時刻に合わせます。

すると、その時丸い穴の中に現

れた星が、実際に見える星にな

ります。

穴の近くには、東西南北の方

角が書いてあります。そして穴の

中心は、頭の真上にあたりま

す。

星座早見盤を使うときは、見たい方角に合わせて早見盤の向きを

変えて持ちます。例えば、南の空を見る時には、星座早見盤の「南」と

書いてある文字が下になるように持ちます。逆に、北の空を見るときに

は、星座早見盤の「北」と書いてある文字が下になるように、星座早見

盤を上下逆さまになるようにして持ちます。

星座早見盤を使って、いろんな星を見つけてみましょう。

えごし わたる（科学館学芸員）

■１０月のクラブ（Ｚｏｏｍ教室）■

１０月１７日（日） １０：００ ～ １１：００ごろ
９月、１０月、１２月のジュニア科学クラブは、「Ｚｏｏｍ」を使って行います。
オンライン上で、学芸員とジュニア科学クラブのみなさんが顔を合わせ
て、話を聞いたり、工作や実験を楽しみましょう！
◆用意するもの：のり、はさみ、科学館から届いた材料（１０月１２日～１５日

頃におうちに届きます）
※Ｚｏｏｍが利用できる環境が必要です（通信料が多くなりますので、Ｗｉ‐Ｆｉ環境でない方はご注意ください）。
※科学館での活動はありません。オンラインのみでの実施です。
※クラブ当日やＺｏｏｍの接続など、詳しくは『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）をご覧ください。
※変更等がある場合があります。最新の情報をご確認ください。

１０月１７日２１時の星空を知りたい場合

Ｚｏｏｍ教室
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コロナ禍で思う宮沢賢治（３）

京都薬科大学 名誉教授 桜井 弘

宮沢賢治（１８６９～１９３３）よりも９年後に生まれたロマン派の歌人与謝野晶子

（１８７８～１９４２）は、賢治と同様に多彩な生涯を過ごし、ともに東京の空の下でス

ペインインフルエンザ（スペイン風邪）を経験しています。晶子は１１人の子供たちを

生み育てる中、子どもたちの健康を心配しつつ、スペイン風邪の脅威について印象

深い評論を残しています。賢治は、スペイン風邪に感染した妹トシの病状を父へ詳し

く手紙で報告しながら、自らの予防対策法など、個人的な経験として語りましたが、

晶子は個人的体験とともに社会的発言にまで発展させながら生と死について深く考

察しています。同時代を共有したふたりのスペイン風邪へのスタンスの取り方に興味

が湧いてきます。与謝野晶子の生涯とスペイン風邪を少し振り返り、晶子の発信した

言葉を紹介します。

与謝野晶子の簡単なプロフィール

１８７８（明治１１）年１２月に、大阪府堺市にある和菓子店・駿河屋の三女として生

まれた与謝野晶子（鳳 志やう）は、１０代の初めから、店を手伝いながら古典、歴史

書に親しみ、堺女学校卒業後は文芸誌に詩や短歌を投稿していました。『明星』に

短歌を発表した後、与謝野寛（与謝野鉄幹）に出会い刺激され、初めて歌集『みだ

れ髪』を刊行して注目を浴びました。１９０１年（２３歳）に東京へ移り、寛と結婚し、

『明星』の中心となり小説、詩、評論、古典研究など幅広い活動をするようになりまし

た。二十数冊もの歌集を発表しています。寛の死後は、叙情的表現に独自の境を開

きました。評論活動も積極的に行い、その関心は社会的視野に広がり婦人問題にも

注がれました。

新詩社の会では『源氏物語』の講義を続け、現代語訳を３回発表し、『和泉式部

日記』などの現代語訳や研究も行いました。日露戦争従軍中の弟を思う詩『君死に

たまふことなかれ』（１９０４年）は、国語の教科書などでも広く知られています。また、

文化学院創立にあたって初代学監に就任するなど、教育活動にも熱心で、文学を

通して幅広い活動をしました。１９４２（昭和１７）年５月に亡くなりました。

スペインインフルエンザ（スペイン風邪）

インフルエンザ・パンデミックに関する記録は１８００年代ころから残されています

が、パンデミックの発生の詳しい記録が残されているのは１９００年ころからです。

２０世紀以後は、１９１８～２０年、１９５７～５８年、１９６８～６９年に流行した３回のパ

コロナ禍で思う宮沢賢治（３）
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ンデミックが記録されています。それぞれ、スペインインフルエンザ（原因ウイルスは

Ａ／Ｈ１Ｎ１亜型）、アジアインフルエンザ（Ａ／Ｈ２Ｎ２亜型）、香港インフルエンザ（Ａ／

Ｈ３Ｎ２亜型）とよばれています。これらの中で、スペインインフルエンザ（スペイン風

邪）について簡単に紹介します。

第一次世界大戦中の１９１８年に始まったスペイン風邪は、世界的に大きな被害

をもたらしました。推定されている結果によると、感染者数は世界人口の２５～

３０％、もしくは世界人口の３分の１の６億人、致死率は２．５％以上、死亡者数は全

世界で４,０００～５,０００万人と考えられています。日本の統計では、約２,３００万人

の感染者数と約３８万人の死亡者数が報告されています。

スペイン風邪の第一波は１９１８年の３月に米国とヨーロッパで始まりました。第１波

の感染性は高いものでしたが、致死率はそれほど高いものではありませんでした。

１９１８年の晩秋からフランス、米国などで始まった第２波の致死率は第１波の１０倍

となり、１５～３５歳の健康な若年者層で高く、９９％が６５歳以下の年齢層でありまし

た。さらに１９１９年早々から第３波が起こりました。

スペイン風邪は、広範な出血を伴う一次性のウイルス性肺炎を引き起こしました。

重症でかつ短期間に死に至るため、はじめはインフルエンザとは考えられず、脳脊髄

膜炎あるいは黒死病（ペスト）の再来かと疑われたようです。当時はまだ治療薬は発

見されてなく、ワクチンもありませんでした。インフルエンザウイルスが初めて分離され

たのは、約１０年後の１９３３年でした。したがって、予防対策に重点がおかれ、患者

の隔離、人々の行動制限、個人衛生管理、消毒と集会の延期中止などが求められ

ました。マスクを着用し、一部の学校を含む公共施設は閉鎖され、集会は禁止され

ましたが、感染者数を減らすことはできませんでした。

わが国では、世界の流行から少し遅れて、第１波は１９１８年５月～７月、第２波は

１９１８年１０月～１９１９年５月頃まで、そして第３波は１９１９年１２月～１９２０年５月

頃までと考えられています。

与謝野晶子のスペイン風邪への発信

このような状況下で、晶子が社会的に発信した文章を紹介します。晶子は、『横浜

貿易新報』に１９１８年１１月１０日、１９２０年１月２５日、１９２０年１０月３１日そして

１９２３年２月２１日の４回寄稿しました。晶子は、１９１７年（４０歳）までに１０人の子

供を授かり、スペイン風邪のさなかの１９１９年に最後の女の子を生みました。スペイ

ン風邪の第１波が猛威を振るう中で書かれた第１回の寄稿では、不安な日々と怒り

とを綴っています。また、解熱剤を多くの人々へ安く提供してほしいと提案もしていま

す。
は や

「今度の風邪は世界全体に流行って居るのだと云います。風邪までが交通機関の
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つ

発達に伴れて世界的になりました。この風邪の伝染性の急劇なのには実に驚かれま

す。私の宅などでも一人の子どもが小学から伝染して来ると、家内全体が順々に伝
し ま た この なつ

染して仕舞いました。唯だ此夏備前の海岸へ行って居た二人の男の子だけがま
�
だ
�
今

わずら き き め

日まで煩わずに居るのは、海水浴の効験がこ
�
ん
�
な
�
に著しいものかと感心されます。東

京でも大阪でもこの風邪から急性肺炎を起こして死ぬ人の多いのは、新聞に死亡広
ふ にわか うしな

告が殖えたのでも想像することが出来ます。文壇から俄に島村抱月さんを亡ったの

も、この風邪の与えた大きな損害の一つです。」
いちはや

「政府はな
�
ぜ
�
逸早くこの危険を防止する為に、大呉服店、学校、興行物、大工場、

大展覧会等、多くの人間の密集する場所の一時的休業を命じなかったのでしょう
な

か。そのくせ警視庁の衛生係は新聞を介して、成るべくこの際多人数の集まる場所

へ行かぬがよいと警告し、学校医もまた同様の事を子供達に注意して居るのです。

社会的施設に統一と徹底との欠けて居る為に、国民はど
�
ん
�
な
�
に多くの避らるべき、

わざわい

禍 を避けずに居るか知れません。」

「今度の風邪は高度の熱を起しやすく、熱を放任しておくと肺炎をも誘発しますから、
しか

解熱剤を服して熱の進行を頓挫させる必要があると云います。然るに大抵の町医師
の

は薬価の関係から、最上の解熱剤であるミグレニンを初めピラミドンをも呑ませませ

ん。胃を害しやすい和製のアスピリンを投薬するのが関の山です。一般の下層階級

にあっては売薬の解熱剤をもって間に合わせて居ります。こういう状態ですから患者
なお はげ

も早く癒らず、風邪の流行も一層烈しいのでは無いでしょうか。官公私の衛生機関と
れんばい

富豪とが協力して、ミグレニンとピラミドンを中流以下の患者に廉売するような応急手
よろ

段が、米の廉売と同じ意味から行われたら宜しかろうと思います。」（『感冒の床から』

１９１８年１１月１０日）

ミグレニン、ピラミドンおよびアスピリンは、次のような化学構造式をしています。ミグ

レニンは、古くからある鎮痛処方で、ピリン系鎮痛薬のアンチピリン、鎮痛効果を高め

るカフェインとクエン酸が９０：９：１の割合で配合されています。切れ味のよい作用が

ありますが、アレルギーや血液への副作用がでやすいのが欠点であり、最近は使わ

れません。ピラミドンは、アミノピリンとしてよく知られ、鎮痛、抗炎症、解熱作用を持っ

ています。アミノピリンの効力はアンチピリンの約３倍、鎮痛作用はアンチピリンより強い

のですが、吐き気、頻脈、ヘマトポルフィリン尿症や無顆粒細胞症などの副作用を起

こすことがあるため、現在では用いられていません。アスピリンは歴史の古い薬で、解

熱鎮痛薬や抗炎症薬として長年使われ、今でも用いられています。化学構造的には

サリチル酸の系統に分類されます。名前に“ピリン”が付きますが、いわゆるピリン系の

解熱薬ではありません。近年、抗血小板作用により血管内で血液が固まるのを防ぐ

効果が知られています。

コロナ禍で思う宮沢賢治（３）
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スペイン風邪の第２波の只中に書かれた評論では、“生と死と愛”について内省

的、宗教的、哲学的な思索に入ります。
はげ

「悪性の感冒が近頃のように劇しく流行して、健康であった人が発病後五日や七日
た

で亡くなるのを見ると、平正唯だ『如何に生くべきか』という意識を先にして日を送って
にわ

居る私達も、仏教信者のように無常を感じて、俄かに死の恐怖を意識しないで居ら

れません。」

「今は死が私達を包囲して居ます。東京と横浜とだけでも日毎に四百人の死者を出
あくまで

して居ます。明日は私達がその不幸な番に当たるかも知れませんが、私達は飽迄も
まも

『生』の旗を押立てながら、この不自然な死に対して自己を衛ることに聡明でありたい

と思います。」
う が い

「私は家族と共に幾回も予防注射を実行し、そのほか常に含嗽薬を用い、また子供

達の或者には学校を休ませる等、私たちの境遇で出来るだけの方法を試みて居ま
かか

す。こうした上で病気に罹って死ぬならば、幾分それまでの運命と諦めることが出来
ごと い ば

るでしょう。（中略）死に対する人間の弱さが今更の如くに思われます。人間の威張り
さんじょく

得るのは『生』の世界においてだけの事です。私は近年の産褥に於て死を怖れた時

も、今日の流行感冒に就ても、自分一個のためと云うよりは、子供達の扶養のために

余計に生の欲望が深まって居ることを実感して、人間は親となると否とで生の愛執の

密度または色合いに相異のある事を思わずに居られません。人間の愛が自己という
か

個体の愛に止まって居る間は、単純で且つ幾分か無責任を免れませんが、子孫の

愛より引いて全人類の愛に及ぶので、愛が複雑になると共に社会連帯の責任を生じ

て来るのだと思います。感冒の流行期が早く過ぎて、各人が昨今のような肉体の不

安無しに思想し労働し得ることを祈ります。」（『死の恐怖』１９２０年１月２５日）

ミグレニン（アンチピリン） ピラミドン（アミノピリン） アスピリン
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第３波が峠を越したころ、当時は終息に向かっているかどうかも分からず、寒さに

向う季節となり、うがいの重要性、ワクチンのこと、友人の医師が作った予防注射の

有効性を紹介するともに、科学への過信を戒めるような心の在り方を書いています。

「また恐ろしい流行感冒の人喰鬼が目を覚ます季節となりました。（中略）目前に迫っ
かか

ての予防は、風邪に罹らないことの用心が一つ、併せて、日に幾度も塩水や其他の
う が い

もので含嗽をして病毒素の附着を洗い去ることが一つであろうと思います。」

「私の家庭では、昨年以来一つの予防注射をして居ます。ワクチンの注射の無効は

専門家の間に殆ど決定して居るようですが、私達の実験して居る注射液は、友人
お う み

近江ドクトルの考案されたもので、社会にはまだ知られて居ませんが、今日までの実

験で、近江さんの友人である、私達の間には、その有効性が証明されて居るのです。

この注射のために昨年も此春も近江病院では一人の流行感冒患者を出しませんで
ぎょうこう

した。（中略）併し其れは偶然の僥倖であったのかも知れませんが、私達は今日まで
さんじゅう

の所全く注射の効力であると信じて居ます。（中略） 卅 八九度の熱があっても、一
な い し し ま い

回乃至二回の注射で熱が下がり、屹度二日ほどで回復して仕舞ます。私はこ
�
う
�
云う

予防液のあることを御参考までに書いて置きます。近江氏は（中略）三四年前に偶

然にこの注射液を発見されたのです。」

「注射液のことなどを書くと、私と云う者が全く科学を信仰して居る人間のようにみえ

るでしょうが、私は科学に対する絶対の信者ではありません。科学の実力はまだ浅薄

な程度にあると思い、唯だ其中の或物は信用して好いと思って居ます。（『治療と衛

生』１９２０年１０月３１日）

晶子は、ワクチンは無効、すなわちまだインフルエンザワクチンは見出されていない

と書いています。ワクチンという名称は、ラテン語のＶａｃｃａ（ワッカ ＝ 雌牛）に由来し

ています。世界初のワクチンである天然痘ワクチンは、イギリスの医学者、エドワード・

ジェンナーにより１７９６年に雌牛から取られたため、ジェンナーによってこの名前が付

けられました。

近江ドクトルという名前が出てきましたが、この方は順天堂医院の近江湖雄三医

師ではないかと想像されます。近江医師は、ドイツから持ち帰った最新式の分娩法、

無痛分娩をとり入れていたそうです。晶子は近江医師の施術により、麻酔を使用して

出産した経緯を持っていましたので、その後も近江医師のお世話になっていたようで

す。近江ドクトルが作られた注射液については、詳しいことは分かっていないようで

す。今回の新型コロナウイルス感染の拡大の問題でも科学的判断は必要だとしばし

ば議論されてきましたが、１００年前は現在ほど科学や医学が進歩していなかったに

も関わらず、科学的現象を素直に見る晶子の考え方にはやはり鋭いものを感じます。

最後の寄稿では、スペイン風邪の流行とともに多くの人々が亡くなった状況をきち

コロナ禍で思う宮沢賢治（３）
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んと捉えて、死への心の向き方を考え、子供たちへのいたわりの強い心構えを高らか

に述べています。共感しない人はいないと思われます。

「我我凡人は不安や危険に脅かされる場合が多い。（中略）我我の境遇で、殊に私

のような壮年期にある者で、折折突如として感じるのは死への恐怖である。（中略）生
おい

と死とが私達の前に対立していて、生が喜びであり、死は脅威である。私達に於て生
さかん

を強調する心が盛なれば盛なる程、私達は死を回避し憎悪する心が深い。死を
こ う も う

鴻毛より軽く思うことは、私達の能くしないところである。」
しきり

「新聞を見ると、此春は死者の記事が頻に目につく。医師に聞くと感冒が流行してい
そう

る相である。現に私の家で子供達が次次に咳をして発熱している。併し新聞で見る
ベルリン お っ と

死者には高齢の人が多いようだと思って慰めていると、伯林に留学している良人の甥

が突然肺炎で亡くなったと云う電報が、文部省を経て親族の間に伝えられた。（中
と く が く

略）やっと三十を超したに過ぎない篤学の青年がこうして亡くなるのを思うと、今更の
もろ

如く人間の肉体の脆さが痛難される。現に感冒で寝ている子供達の上にも、どんな

急変が起こるかも知れないと思う。そうして、その私の子供達の扶養の全責任が親
か

二人の肩に掛かっている事を片時も忘れずにいる私は、自分もまた容易に死なれな
い つ

い身だと云うことを、また何時ものように痛感して、他人の死の報道が我上に切迫す
め い

る死の前兆であるかの如くに戦慄される。（中略）併し死に脅かされて滅入った心の

下から、また不思議にそれに対抗しようとする勇気が湧き出して来る。私は死なれな

い。何としても生きなければならない。今の私は狭義の私自身のために死を怖れるの

では決して無い。私の命の大部分には私の十一人の子供が入っている。私の死は其
あやう ほそぼそ

等の子供の命を危くすることだ。子供達が細細ながらにもせよ一人一人独立される

見込のつくまでは、私は扶養者として生きなければならない。」（『死の脅威』１９２３年

２月１２日）

これを読むと、第２回で紹介しました志賀直哉の小説『流行感冒』の中で、「私」の

わが子を思う気持ちが彷彿と思い出されます。与謝野晶子は、スペイン風邪の流行

を契機として、周囲の状況をよく観察して、怒りを表し、外部の状況に対して人々に

訴えつつ、「無常」を感じ「死の脅威」に迫られていきましたが、「死」の怯えの中で

１１人の子どもたちの生への全責任と愛を痛感して「何としても生きなければならな

い。」と力強く宣言しています。さらに、日常性がいかに豊かなものであるかを伝えてく

れています。一つの流行病に対して、現代の私達にこれほど感動と勇気を与えてく

れる宣言はかつてなかったのではないかと思います。

桜井 弘
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ＦＭ ＴＯＷＮＳ
資料登録番号

２０１９‐９

科学館の

コレクション

１０８

写真 ＦＭ ＴＯＷＮＳ

ＦＭ ＴＯＷＮＳは、１９８９年に富士通株式

会社が発表したパーソナルコンピュータです。

日本で初めて、ＣＤ‐ＲＯＭドライブを標準搭載

したことで知られています。また国内のパソコン

で は い ち 早 く、Ｉｎｔｅｌ ８０３８６と 呼 ば れ る

３２ｂｉｔのＣＰＵを搭載していました。

当時としては強力なグラフィックやオーディ

オ機能を備え、写真や音楽などのマルチメディ

アに対応することが可能でした。

発売時期やスペックにより多くの機種がありますが、こちらは１９８９年春に発売さ

れた初代（モデルＳ２）で、俗に文教モデルと呼ばれ学校など教育機関向けに販売さ

れていたものです。ＣＤ‐ＲＯＭを活用して写真や音をふんだんに使ったソフトウェア

は、マルチメディア教育という指向性に合致して、教育現場でも多く活用されました。

現在では、パソコンにＣＤ‐ＲＯＭドライブが付いているのが当たり前、むしろ最新の

ノートパソコンでは、ＣＤ‐ＲＯＭドライブがない方が普通になってきました。しかし当時

のパソコンにハードディスクはまだあまり普及しておらず、記録装置といえばフロッピー

ディスクが標準でした。１枚のＣＤ‐ＲＯＭにフロッピーディスク５４０枚分の情報が収録

できることで、容量の大きい絵や音も収録することができました。

ＦＭ ＴＯＷＮＳは、日本独自のアーキテクチャＰＣの最後となる機種でもあります。

１９７０年代後半から、家庭用のコンピュータが登場し始めました。１９８０年代は家

電メーカー各社がこぞって、工夫を凝らした特色のあるパソコンを発売するようになり

ました。しかし当時のパソコンは、メーカーが違うとソフトウェアの互換性がありませんで

した。世界的に標準となっていたＰＣ／ＡＴ互換機は日本語に対応していなかったこと

から、日本語表示させるために漢字ＲＯＭなどを搭載して、各メーカーが独自仕様の

アーキテクチャ（設計思想）で組み立てていたためです。

しかし１９９０年に日本語表示を可能にするＯＳであるＤＯＳ／Ｖが登場すると、日本

でもＰＣ／ＡＴ互換機が普及し始めます。

そして１９９５年、Ｗｉｎｄｏｗｓ ９５が発売されると、ほとんどのメーカーはＰＣ／ＡＴ互

換機に転換し、日本独自のアーキテクチャＰＣは終わりを迎えました。

江越 航（科学館学芸員）
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科学館アルバム
今月は８月のできごとをレポートします。再び緊急事態宣言が出されたため、制約

を設けながらも、いくつかのイベントを開催しました。リニューアル工事のため８月２２

日で閉館となりましたが、最後までお客さんにご覧いただくことができました。

～８月２２日（日）

企画展「もっと知りたい！アインシュタイン」

８月５日（木） 夏休み“ｍｉｎｉ”ミニ気象台

Ｚｏｏｍオンライン講座

今年の夏休みミニ気象台は、Ｚｏｏｍを使ったオン

ライン講座を実施しました。大阪管区気象台の方

にお越しいただき、ネットで顔をあわせながら、大

雨や地震・津波などのお話をしていただきました。

自然史博物館での特別展に合わせて開催し

ました。アインシュタインが１９２２年に来日し

た当時の大阪の様子や人々の熱狂ぶりを、

多くの写真や実物資料でご紹介しました。

８月６日（金） 夏休み自由研究教室

「トリックアートにちょうせん」

８月２２日（日）

開館最終日

夏休み自由研究教室「トリックアートにちょう

せん」を行いました。四角の形が、鏡の中で

は丸になる針金や、ふしぎな動きをするルー

ビックキューブなど、楽しく工作しました。

リニューアル工事のため、開館最終日となり

ました。また、長年プラネタリウムの投影を担

当いただいた藤原さんは、この日が最終投影

となりました。長い間、お疲れ様でした。

科学館アルバム
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科学館行事予定

オンライン科学実験・工作教室（１１/７締切）（詳細は８月号をご覧くだ
さい）

日２８１１

大阪市立科学館 連続オンライン講座（隔週土曜日・オンラインで開催）土１６
金曜星空トーク（毎週金曜日・オンラインで開催）金１５

１０

行 事曜日月

金曜星空トーク

毎週金曜日の夜、科学館から、星空・天文・宇宙の話題をお届けします。天文担当の学芸

員２名がライブでトークを配信いたします。その日のお天気が良ければ、星空や望遠鏡で撮

影した映像もお届けしたいと計画しています。視聴者の皆さまからの質問なども受け付けます

ので、お気軽にラジオを聞くような気分で星空トークをお楽しみください。

■日時：毎週金曜日 １９：３０～２０：００ に配信中

■視聴方法：ＹｏｕＴｕｂｅ Ｌｉｖｅによる配信 （視聴無料・視聴に伴う通信料等は参加者のご

負担となります）。 配信ＵＲＬなどは、科学館公式ホームページをご覧ください。

館内改修等に伴う休館のお知らせ

大阪市立科学館は２０２２年２月１日（火）まで、プラネタリウムリニューアル第２弾および
施設整備のため長期休館しております。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどお願い
申し上げます。
２０１９年春のリニューアル第１弾ではプラネタリウム投影機を一新しました。続く第２弾で
は、新たな全天周システムを導入し、プラネタリウムの座席もリニューアルします。美しい
星空や臨場感あふれる映像を、よりゆったり快適にお楽しみいただくことが可能になりま
す。２０２２年２月、新たに生まれ変わる科学館にご期待ください。

２４

インフォメーション



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

長期休館中：８／２３～２０２２／２／１

所在地：〒５３０‐０００５ 大阪市北区中之島４‐２‐１

大阪市立科学館 連続オンライン講座

大阪市立科学館の学芸員が、それぞれの専門分野や大阪市立科学館の資料や展示に関
する話、タイムリーな話題など、バラエティ豊かなテーマでお話します。各回のライブ配信終
了後も、チケットご購入者は２０２２年２月１３日（日）まで、何度でもご視聴いただけます。
■日時：９月４日（土） ～ ２０２２年１月２２日（土） 隔週土曜日 １０：３０～（９０分程度の
予定、途中休憩等を含む） ■対象：どなたでも ■定員：なし

■視聴方法：オンラインにて配信
■参加費：１回あたり３００円、全１１回通し券２,０００円（視聴に伴う通信料等は参加者のご
負担となります） ■チケット販売期間：販売中～２０２２年１月３１日（月）

■申し込み方法：科学館公式ホームページからのＷｅｂ販売にて視聴チケットをお求めください。
■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。

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。

広報

Twitter

科学館

YouTube

学芸

Twitter

広報

instagram

郵便法改正に伴う「うちゅう」到着遅れのお知らせ

郵便法改正に伴い、１０月より土曜日の配達が休止されます。また郵便物の配達日数も
１日程度追加されます。そのため、「うちゅう」到着までこれまでより日数を要する場合が
あります。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。

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

１６ 土
１２：１５～１３：５０ 英語の本の読書会 Ｚｏｏｍ

１０
１４：００～１６：００ 友の会例会 Ｚｏｏｍ

２３ 土 １４：００～１６：００ うちゅう☆彡むちゅう Ｚｏｏｍ

２４ 日 １０：００～１２：００ 天文学習 Ｚｏｏｍ

１３ 土 １０：３０～１６：３０ りろん物理 浪速区民センター

１４ 日 １６：００～１７：００ 光のふしぎ Ｚｏｏｍ＋ＹｏｕＴｕｂｅライブ配信

１１ ２０ 土
１２：１５～１３：５０ 英語の本の読書会 Ｚｏｏｍ

１４：００～１６：００ 友の会例会 Ｚｏｏｍ

２７ 土 １４：００～１６：００ うちゅう☆彡むちゅう Ｚｏｏｍ

２８ 日 １０：００～１２：００ 天文学習 Ｚｏｏｍ

友の会の例会では、学芸員による「今月のお話」の他、会員同士での科学に関する話題

の発表があり、科学の話題に触れて会員同士の交流を深めるチャンスです。科学館の休館

中は、Ｚｏｏｍを利用したオンライン開催となります。

また、例会終了後の１９時から、会員同士でおしゃべりができる交流会もＺｏｏｍで開催しま

す。どうぞご参加ください。

■日時：１０月１６日（土）１４：００～１６：００ ■会場：Ｚｏｏｍ

■今月のお話：「月をめぐるよもやま話」江越学芸員

１０月１８日は「後の月」と呼ばれるお月見の日です。この日は、旧暦だと９月１３日にあた

り、十三夜という、満月より少し前の月を鑑賞します。また来月１９日には、今年２回目の月食

も見ることができます。月とこよみに関するよもやま話をいたします。

１０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。

りろん物理サークルの会場は科学館ではありません。また、開始時刻が変更に
なっています。ご注意ください。化学サークル、りろん物理サークル（場の理論）、
科学実験サークルは来年１月までお休みです。

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

友の会の９月の例会は、１８日にオンラインのみで開催

いたしました。メインのお話は石坂学芸員の「ゴッホ『糸杉

と星の道』考」でした。午前中に開催された、科学館の連

続講座の続きともいえるお話でした。

休憩をはさんで、山田さん（Ｎｏ.２７６０）から「ＳＴＥＡＭ

ｌｉｂｒａｒｙの紹介」と、飯山学芸員から「新しいカメラが入りま

した」のお話がありました。参加者は３４名でした。

友の会例会報告

■友の会オリジナルクリアファイル写真募集

友の会でＡ５サイズ（月刊「うちゅう」が入るサイズ）のクリアファイルを製作します。両面に物

理・化学・天文に関する写真を掲載予定です。そこで、会員の皆様からこの写真を募集しま

す。採用された方には粗品と、完成したクリアファイルを１０枚進呈いたします。皆さんの自信

の写真（ひとり３点まで）をお待ちしております。

「会員番号」「お名前」をお書き添えの上、ご応募下さい。

■締切：１１月２４日（水） ■応募先：ｔｏｍｏ＠ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ.ｊｐ

■写真サイズ：１１００×１６００ピクセル以上のＪＰＥＧファイル

■友の会行事のＺｏｏｍ接続先情報について

友の会の例会、交流会、うちゅう☆彡むちゅうサークル、天文学習サークルのＺｏｏｍ接続先

情報は、友の会会員専用ページに接続先情報を取得するフォームへのリンクを掲載していま

す。ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ.ｊｐやｇｍａｉｌ.ｃｏｍからの電子メールを受け取れるように設定をして、フォーム

からお申し込みください。

■友の会会員向け掲示板について

友の会の会員さん同士の交流用のインターネット掲示板を開設

しています。右のＱＲコードからアクセスできます。友の会会員専用

ページにも、リンクを掲載しています。気楽なおしゃべりに、お立ち

寄りください。

友の会
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古代の宇宙観―古代インドの宇宙観？

展示場４階の中程にある「古代の宇宙観」は、近代科学以前の人類が宇宙をどの

ようにとらえてきたかを、模型とパネルで紹介したものです。原型は開館当初にあった

もので、１９９９年の第二次展示改装で再構成しました。

当時それなりに勉強して作り、今では書籍でもよく紹介される、プラネタリウムの原

型とも言われる惑星位置計算機「アンティキシラ・マシン」の実物の写真をアテネ考

古博物館から取り寄せるなど、苦労した展示です。なお、写真代（たしか５０００円くら

い）は「ギリシャのアテネ銀行の口座に払ってね」といわれたのですが、日本に支店が

なく、国際取引に強い東京三菱銀行（当時、今は三菱ＵＦＪ銀行）に相談するも送金

方法が見つからず、悩んだ末、実は世界ネットがある郵便局（当時）の送金でうまくい

ったなんて裏話もあったりします。なおこの話、今は、制度が全く変わっているので参

考になりません。だいたい通貨もドラクマ（世界最古の通貨といわれドルの語源）から

ユーロになっているし。クレジットカードも使えますしね。

さて、古代の宇宙観のなかで最近キャプションをいじったものがあります。それが、

非常に人気が高い「古代インドの宇宙観」です。ＹＯＵＴＵＢＥの学芸員の展示場ガイ

ドでも述べていますが、この展示が示す古代インドの宇宙観は、蛇、亀、象が大地を

支え、その中心に山があるというものです。

まず、インドは多様な国家なので「インドの宇宙観」が一つというのは間違いです。

「地球」を考えた人もいました。また、記

録を遡ると象が支えたとか亀が関係し

ているというのはあるものの、蛇はない

そうです。この図は古代どころか１９世

紀になって欧米の作家の想像で描か

れたもののようです。ということで、キャ

プションのほうも書き直しましたが、そも

そもこの展示をおいておくのがよいの

か、非常に悩んでいます。古代の宇宙

観を間違ってとらえた例としてはおもしろ

いのですが。

渡部 義弥（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！

図．古代インドの宇宙観？

展示場へ行こう


