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星空ガイド

星空ガイド １１月１６日～１２月１５日
よいの星空
１１月１６日２２時頃
１２月 １日２１時頃
１５日２０時頃

あけの星空
１１月１６日 ４時頃
１２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

※惑星は２０２１年１２月１日の位置です。
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星空ガイド
１１月１９日夕方の「ほとんど皆既」月食 出１６時４８分 最大：１８時３分 終：１９時４７分
１１月１９日には今年２度目の月食が見られます。
月食は満月が地球の影に入るできごとで、満月の
時にしか起こりません。
今回は部分月食といって、月は完全に影の中
に入りきらないのですが、１を超えれば皆既月食
にな る 最 大 食 分 が０.９７８！ 「ほ と ん ど 皆 既 月
食」といえ、見応えがあります！
月食の始まりは全世界共通で日本時 １６時１８分
ですが、大阪では月の出が１６時４８分。見えるのはその後で、欠けた状態で昇ります。
最大食分になるのは１８時３分で、その前後は赤黒い不思議な満月が見られるで
しょう。終わるのは１９時４７分で２０時にはいつも通りの満月になっています。左上の
図には１０分ごとの経過と最大食分のころの地球の影の位置をしめしました。
月食は東の低空で見られるので、東の見晴らしを確保してください。校舎やマンションの東向
きの高い階などがおすすめです。安全には気をつけて！
観察は、肉眼でＯＫ！ 双眼鏡、カメラなどでも楽し
めます。双眼鏡ではすばると並んだ様子が見られます
（左下図）、また、右の写真はＧｏＰｒｏというカメラで１分
おきに撮影した月食の様子を合
成したものです。明るさの変化
がわかります。手持ちの道具で
色々試してみてください。カメラのピントが合わないときは、地
上の景色を入れて撮影するのがコツです。
科学館ではオンラインでの月食中継も予定しています。科
学館ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルをチェックしてくださいね。
１２月１４日 ふたご座流星群 極大 月がまぶしいが一晩中見られる。
ふたご座流星群は一晩中見られます。まぶしい月は明け方には沈み条件がよくなります。
［こよみと天文現象］
月 日 曜

主な天文現象など

１１ １６ 火 木星が東矩
１７ 水 しし座流星群が極大のころ
１９ 金 ○満月（１８時）
夕方に月食（記事参照）
２１ 日 月が最遠（４０６３００㎞）
下弦（２１時）
２７ 土
準惑星ケレスが衝（７.０等）

月 日 曜

主な天文現象など

１２ ４ 土 ●新 月（１７時）／月 が 今 年 最 近
（３５６８００㎞）／南極で皆既日食
７ 火 夕空に月と金星がならぶ
８ 水 夕空に月と土星がならぶ
上弦（１１時）
１１ 土
１２ 日 海王星が東矩
１４ 火 ふたご座流星群が極大（１３時）

渡部 義弥（科学館学芸員）
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平塚市博物館 天体観察会流星分科会の紹介
平塚市博物館天文担当学芸員 藤井大地
天体観察会流星分科会会員
１．平塚市博物館のワーキンググループについて
平塚市博物館は、１９７６年５月に「相模川流域の自然と文化」をテーマに開館した、地域
博物館です。人文系（考古・歴史・民俗）と自然系（生物・地質・天文）の合計６分野からなる、
総合博物館でもあります。
その基盤となっているのは、博物館の各分野で実施している、年間会員制のワーキンググ
ループ活動です。それぞれの分野に複数のワーキンググループがあり、市民と学芸員が一体
となって、調査研究や教育普及、展示などの博物館活動に取り組んでいます。各グループに
よる探求の成果は、展示や教育普及活動、刊行物として結実します。

２．天体観察会について
天文分野のワーキンググループには、天体観察会があります。天体観察会の歴史は古く、
過去３０年以上にわたり、望遠鏡による観察や天文学の勉強を続けてきました。会員数は湘
南地域を中心に７０名ほどで、遠くは東京や山梨から参加する方もいらっしゃいます。年齢層
は子どもから後期高齢者まで様々です。活動時間が夜となることが多いため、小学生は親子
同伴で参加いただいています。２０２０年からは新型コロナウイルス対策のため、Ｚｏｏｍによる
オンライン参加も受け付けました。天体観察会の活動の一部を紹介します。
＜定例会＞ 天文現象の説明や博物館からの事務連絡をする会合で、月に１回ほど実施
しています。ここ数年の定例会では、オルビイス製のコルキット望遠鏡を１人１台ずつ作り、月
や太陽、星雲の観察や撮影に挑みました。晴れていれば屋上で、望遠鏡を使った観察や操
作実習を行います。
＜星を見る会＞ 当館では月に１回ほど、望遠鏡を使った星を見る会を開催しています。コ
ロナ前は事前申し込みなしの自由参加制で、会員は受付や望遠鏡の操作、誘導、天体の説
明などを行いました。特に２０１８年の火星大接近の際は、一晩で７００人以上に及ぶ参加者
の観察を補助していただきました。
＜こどもフェスタ＞ ５月のゴールデンウィーク中に、館を挙げて実施する子ども向けのイベ
ント「こどもフェスタ」があります。天文分野では、水ロケットの打ち上げ体験や太陽観察の実演
があり、こちらもお手伝いいただいています。毎年、打ち上げを待つ子どもたちで長蛇の待機列
になり、ベテラン会員による支援がないと実施することができません。
＜文化祭＞ 毎年２月に、各ワーキンググループが学芸員とともに学び、調べ、研究した結
果を、展示・報告会・実演を通して発表します。天体観察会は毎年必ず参加し、１年間の成
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果をまとめています（図１）。
＜分科会＞ 各天文担当学芸員の専
門性を生かし、さらに深く学ぶための会で
す。太陽分科会・天文学分科会・流星分
科会の３つがあり、今回はこのうち流星分
科会を紹介します。

３．天体観察会流星分科会について
２０１４年に、天体観察会会員がしぶん
ぎ座流星群の流星を多く撮影したことをき
っかけに、会員数２０名ほどの天体観察
会流星分科会が発足しました。月１回の 図１ ２０１９年度の博物館文化祭における天体
観察会の展示
定例会で、カメラの作製や解析方法の講
習、データの共有などを行っています。現在はＺｏｏｍによるオンライン会議を中心に開催し、カ
メラの作成や修繕は観測者一人ずつ来館し、個別に対応しています。
発足当初は球面を平面に投影するステレオネットを使い、写真から同時流星を探して、流
星の地上経路を計算しました。ただし測定や計算が難しく、挫折する会員も多かったです。こ
のほかにも、プラネタリウムで疑似流星を眼視観測し、観察した数から流星群のＺＨＲ（流星の
１時間当たりの出現数）を測定することもありました。
２０１５年には、流星像をデジタルカメラ
のレンズ前に設置した羽根で切断し、流
星の角速度を測る回転シャッター（愛称：
流星号、図２）を作成し、会員間での同時
撮影に挑みました。流星号はＵＳＢバッテ
リーでも正確に回転できるように設計し、
分断された流星像から、流星の位置や角
速度を測定しました。これにより流星の軌
道 決 定 が 可 能 に な り ま し た が、一 晩 で
２０００枚以上におよぶ画像の確認が必
要でした。
２０１７年は自作の高感度ビデオカメラ 図２ デジタルカメラに取り付けた初代流星号
（愛称：流星号２）と、フリーウェアの動体
検知ソフトを用いたネットワーク観測を開始し、１２月までに２００個近くの同時流星を得ることが
できました。しかし、動体検知された動画の解析には複数の処理が必要で、軌道決定には多く
の時間を要しました。
２０１８年には、ＳｏｎｏｔａＣｏ氏が開発された動体検知ソフト「ＵＦＯＣａｐｔｕｒｅ」を導入し、さら
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に新センサを使った流星号３でたくさんの
流星を効率的に捉えられるようになりまし
た。表１に、これまでの流星分科会の歴史

表１ 流星分科会のこれまでの歴史
年

を示します。

４．同時流星のネットワーク観測方法

・流星写真とステレオネットを用いて同時流
２０１４

・デジタルスチルカメラに取り付けた羽根で、

る現象であるため、異なる場所で同じ流
２０１５

置が変わります。この視差を利用して流星

地球大気に落下したのかがわかります。

・大島上空に協働観測視野を設け、各家庭
に流星号２を設置
２０１７

ビデオカメラの主力は、暗い流星を狙う

定

す。観測場所によってはその他のカメラも

し、解析作業を効率化
２０１８

ありました。各観測拠点を表２に、各カメラ

２０１９ ・劣化した流星号２の修理と流星号３の増設
・流星号２、３のセンサ交換

ニー製ＣＭＯＳセンサ「ＩＭＸ２２５」を使って

３２７」への交換を進めています。また、初
期の流星号３にはソニー製ＣＣＤセンサの

を作成
家庭に流星号３を設置

を使ってきました。初期の流星号２ではソ

率 が 低 下 し た た め、２０２０年 か ら「ＩＭＸ

・より高感度で広角のビデオカメラ（流星号３）
・御蔵島上空に協働観測視野を追加し、各

の概略を表３に示します。

いましたが、経年劣化により流星の検知

から流星の位置、速度を測定

・動 体 検 知 ソ フ ト に「ＵＦＯＣａｐｔｕｒｅ」を 導 入

同時運用し、中には流星のスペクトル撮

ビデオカメラにはＣＣＤやＣＭＯＳセンサ

・解析ソフト「ＵＦＯＡｎａｌｙｚｅｒ」で、流星の動画
・解析ソフト「ＵＦＯＯｒｂｉｔ」で、流 星 の 軌 道 決

流星号２と、明るい流星を狙う流星号３で

影用に回折格子を取り付けているカメラも

流星号２）を作成し、フリーウェアの動体検
知ソフト「ＣｏｎｔａＣａｍ」で流星動画を収集

の１７か所以上に観測拠点を設け、高感
を構築しました。

星号）を作製し、会員間で同時流星撮影と
・暗い流星が写る望遠のビデオカメラ（愛称：

２０１６

流星分科会では神奈川県と静岡県内
度ビデオカメラによる流星観測ネットワーク

流星像を切断する回転シャッター（愛称：流
軌道決定

の位置や速度を計算すると、流星の元と
なった塵がどこからやってきて、どのように

星を探し、流星の地上経路を計算
・プラネタリウムで投影した疑似流星の眼視
観測とＺＨＲの計算

流星は高度８０ｋｍ～１２０ｋｍ前後で光
星を撮影したとき、背景に映る恒星の位

主な活動

・８月２１日夜、流星号３の視野に大 火 球 を
２０２０

捉え、落下経路の特定に貢献
・ＳＦ作家 宮西健礼さんの短編ＳＦ小説「さ
れど星は流れる」で流星分科会が登場

２０２１ ・ＡＴＯＭ Ｃａｍを使った観測方法の探究

「ＩＣＸ６７２」を使用していましたが、こちらも
劣化が激しく、ＣＣＤの生産中止により入手が難しくなったため、ＩＭＸ３２７への置き換えを進め
ています。センサには焦点距離４～８ｍｍの明るいボード用レンズを取り付け、ＮＴＳＣフォーマ
ットのビデオ信号が出力しています。ＰＣにはＵＳＢビデオキャプチャによって７２０×４８０ピクセ
ルのＳＤ画質の映像として取り込んでいます。
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センサとレンズはタ
ッパーなどを利用した

表２ ２０２０年１２月時点の各観測拠点とカメラの設置台数

ハウジングに格納し、

観測拠
点ＩＤ

各家庭のベランダや

ＫＮ２

藤井 大地

平塚市

１

流星号２（休止中）

軒 下 に設 置 し て い ま

ＫＮ４

秋山 純代

平塚市

２

流星号２、流星号３

す。ビデオカメラの方

ＫＮ５

石井 正一

平塚市

１

流星号２

向は各家庭で向けや

ＫＮ６

岡澤 智

茅ヶ崎市

２

流星号２、流星号３

すい南向きの空とし、

ＫＮ７

清水 紘司

小田原市

２

流星号２、流星号３

ＫＮ８

鈴木 節雄

横浜市

１

ＷＡＴ‐９０２Ｈ２Ｕ
（ｆ＝９mm）

流星号２は伊豆大島
上 空１００ｋｍ、流 星

観測者

場所

カ メ ラ
数

ＫＮ９

永井 和男

茅ヶ崎市

３

流星号２
流星号３（３００本／mm
回折格子）
ＷＡＴ‐９０２Ｈ２Ｕ
（ｆ＝１２mm、２００本／mm
回折格子）

ＫＮＣ

藤木 隆

海老名市

１

流星号２

ＫＮＤ

横関 秀美

平塚市

２

流星号２、流星号３

ＫＮＦ

小林 隆

平塚市

１

流星号３

ＫＮＧ

鳫

大磯町

２

流星号２、流星号３

ＫＮＨ

戸村 比呂子

藤沢市

１

流星号３

ＫＮＩ

萩原 亜香

平塚市

１

流星号３

ＳＺ５

藤井 大地

静岡県富士市

１

流星号２（故障してい
たが１１月に復帰）

号３は や や 仰 角 を 下
げて御蔵島上空１００
ｋｍを協働観測視野と
し て い ま す。大 島 上
空、御 蔵 島 上 空 に そ
れぞれ向けたカメラの
視 野 を、ＫＮ６とＫＮ７
を 例 に 図３に 示 し ま
す。
映像は、動体検 知
ソフト「ＵＦＯＣａｐｔｕｒｅ」
を使って、リアルタイム

運用カメラ

処理 で動 き を検 出 し

宏道

て い ま す。検 出 結 果
に は、雲 や 飛 行 機、
宇宙線、人工衛星を含むた
め、観測終 了 後、各 観 測 者
が映像を確認して流星のみ
を選別しています。なお、ＰＣ
は 時 刻 同 期 サ ー バ ー と５分
間ごとに同 期 し、０.１秒 程 度
の時刻精度を確保 していま
す。
流星の映像は、解析ソフト
ウ ェ ア「ＵＦＯＡｎａｌｙｚｅｒ」を 使
い、各観測者が流星の発光

図３ 御蔵島上空１００ｋｍの視野（ＫＮ６とＫＮ７）（左）
大島上空１００ｋｍの視野（ＫＮ６とＫＮ７）点）（右）
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位 置、発 光 時
間、等 級 な ど 表３ 各カメラの概略
を計測してい
ます。その後、

サイズ

流星号２

ＩＭＸ２２５
または
ＩＭＸ３２７

１／３
インチ

８mm，F１.２

２９度

約４等

伊豆大島上空
１００ｋｍ

流星号３

ＩＣＸ６７２
または
ＩＭＸ３２７

１／３
インチ

４mm，F０.９５
または
６mm，F０.９５

８１度
または
５２度

約３等

御蔵島上空
１００ｋｍ
（一部伊豆大島）

析 ソ フ ト の
を使い、「ＵＦＯ
Ａｎａｌｙｚｅｒ」で
得られた複数

協働観測視野

センサ

同時流星の解
「ＵＦＯＯｒｂｉｔ」

レンズ
画角
流星の
［焦点距
［水平方向］ 限界等級
離，Ｆ値］

カメラ名

地点の観測
データを集計・

計算し、同時流星の検出や流星の放射点、地表経路、軌道要素を求めています。

５．２０２０年の観測結果
２０２０年１月１日夕方～２０２１年１月１日朝
までの観測で、流星分科会のネットワークで、
単地点で検出できた流星の数は２６１０１個で
した。２０２０年を含めた、過去３年間の各月の
観測数を図４に示します。流星群が少ない時
期や、悪天候が続いた梅雨や秋雨の時期は観
測数が減りま
し た が、１０月

図４ ２０１８年～２０２０年の各月の流星
観測数

表４ 軌道計算ソフトＵＦＯＯｒｂｉｔＶ２よる軌道選別条件

から１２月は多

ＵＦＯＯｒｂｉｔＶ２のバージョン

Ｖ２.５４

くの流星を捉

Ｃｏｍｐｕｔａｔｉｏｎ ｍｏｄｅ

ｕｎｉｆｉｅｄ ｒａｄｉａｎｔ、 ｔｉｍｅ ｍｏｄｅ

えることができ

Ｑｕａｌｉｔｙ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ

Ｑ１、ｄｔ＜２.０、ＧＤ＞１５、ｄＤ＜１.０

ています。また

Ｓｈｏｗｅｒ ｃａｔａｌｏｇ

ＵＬＥ_Ｊ５.１.ｃｓｖ

２０１９年 に 比

Ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ

ｐｒｉｏｒｉｔｙ ｍｏｄｅ、ｄｒ＝１００、ｄｖ＝１０、ｄｄａｙｓ １０

べ、１～１０月
の観測数が全体的に少なかったで 表５ ２０１８年～２０２０年の散在流星数と群流星数
す。故障により観測を休止したカメラ
が増えた上、センサの劣化によりノイ
ズが増え、流星が捉えにくくなってい
た可能性があります。
さらに軌道計算ソフトＵＦＯＯｒｂｉｔに
より、表４の条件で観測精度の良い

８

年

散在流星に
同時流星 散在流星 群 流 星
対する群流
数［個］
数［個］
数［個］
星の割合［％］

２０１８

１８２７

１１２６

７０１

３８

２０１９

２９３０

２０５８

８７２

３０

２０２０

２７５１

１８１９

９１６

３４

Ｄ．ＦＵＪＩＩ
流星軌道を選別した結果、２７４９個の軌道を得ることができました。観測精度の良い同時流
星の中で、散在流星は１８２７個、流星群の流星（群流星）は９２２個含まれ、全体の３３％が
群流星でした。過去３年間との比較を表５に示します。
２０２０年の観測で得られた同時流星の
地上軌跡を、図５に示します。白い点とア
ルファベットは観測点を示し、緑色の線は
観測視点から流星の発光点と消失点を
結んだ線を示しています。また、黄色の線
は流星が光った位置で、赤い点は流星の
消失点を示しています。
相模湾の北寄りで流星の密集している
場所が暗い流星を狙っている大島上空
で、狭い視野であるが流星を多く捉えたこ 図５ ２０２０年の観測で得られた同時流星の地
上軌跡 （白い点：観測点、緑色の線：視線方
とがわかります。南寄りで台形に流星が広
向、黄色の線：流星、赤い点：流星の消失点）
がっている場所が明るい流星を狙う御蔵
島上空で、広大な視野をまんべんなく観
測できたことがわかります。
観測で得られた流星の地心速度分布
を図６に示します。群流星はペルセウス座
流 星 群（５９ｋｍ／ｓ）と ふ た ご 座 流 星 群
（３５ｋｍ／ｓ）の数が多いため、その速度付
近にピークが見られています。散在流星 図６ ２０２０年の観測で得られた同時流星の地
は３０～４０ｋｍ／ｓ付 近 と、６０ｋｍ／ｓ付 近 心速度分布
にピークを持っています。散在流星の種類
の う ち、黄 道 流 星 群 な ど のＡｎｔｉ‐ｈｅｌｉｏｎ
ソ ー ス と、地 球 と 正 面 衝 突 す る 南・北
Ａｐｅｘソースが捉えられていると考えられ
ます。
観測で得られた流星の絶対等級分布
を、図７に示します。主に-３等から３等の 図７ ２０２０年の観測で得られた同時流星の絶
対等級の分布
流星を観測していて、０等台の流星を最も
多く観測していたことがわかります。また、期間中に火球クラスの明るい流星をいくつか観測で
きていますが、カメラが白飛びしてしまい、正確な測光ができていないケースがあります。
中でもとくに明るかったのが、２０２０年８月２１日２２時３３分に流れた大火球でした。火球を
狙っている南向きの御蔵島上空のカメラの中心に流れたため、多くの会員のカメラが捉えまし
た。各会員が捉えた映像の比較明合成画像を図８に示します。

９

ＭＥＴＥＯＲ

図８ ２０２０年８月２１日２２時３３分に捉えた大火球の比較明合成画像
（左から右下に、ＫＮ４_０２、ＫＮ６_０２、ＫＮ７_０２、ＫＮ９_０２、ＫＮＤ_０２、ＫＮＢ_Ｓの撮影）
火球は画像の右上から左下に向かって流れ、最も明るい線が火球の本体で、近くに並んで
いる線はゴーストによる虚像です。ＫＮ９の０２カメラでは、火球のスペクトル撮影にも成功し、火
球の左右に並んでいる光は、分光された光です。
この火球の地上経路と日心軌道を図９に示します。どのカメラの映像も位置測定ができたの
は火球の光り始めの部分で、ＫＮ６_０２とＫＮ７_０２の測定結果から、精度の良い軌道を得るこ
とができました。火球は、伊豆大島の南岸の上空の高度８６.３ｋｍから観測速度１４.８ｋｍ／ｓ、
突入角４１.２度で突入し、高度５５.７ｋｍまで光りました。また、この火球は小惑星帯から来まし
た。軌道要素を表６に示します。

図９ 平塚から南東に向けた広角カメラが捉えた火球の地上経路（左）と日心軌道（右）
映像の解析結果は、大気圏内の発光現象の観測情報を交換するインターネット上の任意
団体「ＳｏｎｏｔａＣｏ Ｎｅｔｗｏｒｋ」に送付し、他の観測地点のデータと２０２０年７月に落下した習
志野隕石火球の数倍から１０倍程度の質量の隕石落下の可能性があることがわかりました。
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ただし、落下地点は房総半島沖の海上であることか
ら、回収できないこともわかりました。

観測放射点位置

赤経２７５.９°
赤緯-１４.５°

次に、２０２０年の観測で得られた同時流星の放

観測速度Ｖｏ

１４.８ｋｍ／ｓ

射点分布を、図１０に示します。縦軸を放射点の黄

地心速度Ｖｇ

１０.０ｋｍ／ｓ

緯、横軸を放射点の黄経と観測時の太陽黄経の差

日心速度Ｖｓ

３７.９ｋｍ／ｓ

とし、左手が太陽方向、右手が反太陽方向です。図

軌道長半径ａ

２.８ａｕ

の中心が地球向点となり、黄経の差が２７０度、黄

近日点距離ｑ

０.９７６ａｕ

緯が０度の中心に向かって地球が進んでいます。雨

離心率ｅ

０.６５３

（流星）の中を進む車（地球）に例えると、中心がフロ

近日点引数ｐｅｒｉ

２０４.５°

ントガラスにぶつかる雨粒を見ていて、左右がドアガ

昇交点黄経ｎｏｄｅ

１４８.７°

ラスにぶつかる雨粒を見ています。色の濃さは流星

軌道傾斜角

２.３°

の地心速度を示し、地球向点に近いほど高速で地
球大気に突入しています。左側は太陽方

表６ ２０２０年８月２１日２２時３３分
に捉えた大火球の軌道要素

向のため、明け方や夕方に観測される突
入角の非常に浅い流星以外は観測でき
ていません。濃く集まっている部分は、各
群流星の放射点です。

６．今後に向けて
これからも市民による流星のネットワー
ク観測を継続し、各群流星や散在流星の
軌道を細かく見ていきたいと考えていま

図１０ ２０２０年１月～１２月の観測 で得ら れ た
全流星の放射点分布（黄道座標）

す。また、もっと手軽に流星観測が行えるように、観測機材や解析手順を引き続き追求してい
く予定です。現在は、広く普及している家庭用ＷＥＢカメラ「ＡＴＯＭ Ｃａｍ」を使った明るい流
星の観測に挑んでいます。
流星観測は海岸のビーチコーミングのようなもので、渚に転がる漂着物から遠い外国に思い
をはせるように、宇宙の渚に降る流星から、地球に居ながらにして遠い宇宙を見渡すことがで
きます。あなたもぜひ、流星観測を始めてみませんか？

著者紹介

藤井 大地（ふじい だいち）
平塚市博物館の天文担当学芸員。プラネタリウム生解説や展
示、教育普及活動を行っている。これまで、特別展「知られざ
る平塚のロケット開発」や「火球と隕石」を担当した。また平塚
の自宅と富士の実家を拠点に、流星や月面衝突閃光、人工
衛星の定点観測を続けている。

１１

天文の話題

地球の影の大きさ
部分月食
今月１１月１９日には、今年２回目
の月食が起こります。詳しくは、星空
ガイドのページ（Ｐ２～３）をご覧くださ
い。
今回の月食は、ぎりぎり月が地球
の影（本影）に入りきらない部分月食
です。右図は月がどのように地球の
影を通過するかを示した図です。
古代ギリシアの哲学者アリストテレ
スは、月食の影が丸いことが、地球の
形が球状であることの証拠の１つとし
図１ 地球の影に対する月の動き
ました。月食は、地球の形を感じるこ
とができる天文現象でもあります。
表１ 太陽・月・地球の大きさと地球からの距離
月と地球の実際の大きさは、表
大きさ（半径） 地球からの距離
１の通りです。この表から地球と月
６,４００ｋｍ
－
の大きさの比を求めると、６,４００／ 地球
１,７００＝約３.８となります。地球の 月
１,７００ｋｍ
３８０,０００ｋｍ
大きさは月の大きさの４倍弱になり 太陽
７００,０００ｋｍ １５０,０００,０００ｋｍ
ます。
一方、図１の地球の影（本影）の大きさを見てみると、だいたい月の大きさの３倍ぐ
らいに見えます。地球の影の大きさは、どのようにしたら計算できるでしょうか。
月の見かけの大きさ
地球の影の大きさを計算する前に、月の見かけの大きさを計算してみましょう。月
が実際の空でどれくらいの大きさに見えるか、つまり見かけの大きさは、角度で表すこ
とができます。この値は
（月の大きさ）／（地球からの距離）＝（１,７００×２）／３８０,０００
で計算できます。なお、この式で計算した値の単位はラジアンなので、角度の度の単
位にするには、さらに３６０度／２πを掛ける必要があります。また、半径と直径の違い
にも注意してください。実際、表１の値を入れて計算してみると、月の見かけの大きさ
（直径）は約０.５度になります。
同様に太陽の見かけの大きさ（直径）を計算してみると、偶然にも同じく約０.５度に
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なります。このため地球から見ると、太陽も月も同じぐらいの大きさに見え、ちょうど太
陽と月がピタリと重なる皆既日食や金環日食が起こるわけです。
地球の影の大きさ
では、地球の影の大きさはどうなるでしょう
か。これは、中学校の数学の計算になります。
中学校の図形で、三角形の外角の定理とい
うものがありました。これは、「三角形の１つの外
角は、その隣にない２つの内角の和に等しい」と
いうものです。この定理を２回用います。
また計算には、太陽と月の視差というものが
必要になります。これは地球の中心と地表から
図２ 外角の定理
見た時に見える位置のずれのことで、表１の地
球の大きさと、太陽や月までの距離から求めることができます。
さて、図３で求めたい角度は本影の視半径ｒです。まずは△ＡＢＣに対し、外角の
定理を使います。∠ＡＢＣをθとおけば、
ｒ（本影視半径）＝ｐ（月視差）－θ
で計算できます。
さらに、このθの値は△ＡＢＤに対して外角の定理を用いると
θ＝ｒ（太陽視半径）－ｐ（太陽視差）
で計算できます。この２つの式から、月食の際の地球の影の見かけの大きさは
ｒ（本影視半径）＝ｐ（月視差）－（ｒ（太陽視半径）－ｐ（太陽視差））
で求めることができます。
実際、表１の値をも
とに計算してみる と、
月食の時の地球の影
の見かけの大きさ（直
径）は約１.４度となり、
月の 見 か け の 大 き さ
０.５度の３倍程度であ
ることが分かります。
図３ 地球の本影の大きさの計算
太陽からの光はほ
ぼ平行光線と見なせますが、それでも月は遠く離れた場所にあるため、月食の際の
地球の影の大きさは、実際の地球より少し小さく見えることになります。

江越 航（科学館学芸員）
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月食観察

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

１１月１９日（金）、月食を見よう！
月食とは？
今月のジュニア科学クラブはいつもの日曜日じゃなくて、１９日の金
曜日にします。
なんでか、といえば、この日に月食が起きるから、です。
みんなは月食を見たことがあるかな？今年は５月２６日にも月食が
あったけど、曇ってしまって見えなかったかもしれないね。
１１月１９日の月食は午後４時４８分の月の出の時には、もう始まっ
ていて、午後６時３分に一番大きく欠け、午後７時４７分に終わるよ（３
ページの記事も参考にしてね）。
晴れたら、観察をしてみよう。
月食では満月が欠けていくけど、ふつうの月の満ち欠けとは、どうち
がうんだろう？特にあまり欠けていない時と大きく欠けている時にくらべ
てみよう。

月食の仕組み：月が地球のかげに入るのが月食
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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月食観察
月食の観察
月の欠け方や色の変化を（できれば色えんぴつで）スケッチしてみよう。

①午後

時

分

②午後

時

分

③午後

時

分

④午後

時

分

⑤午後

時

分

⑥午後

時

分

いしざか ちはる（科学館学芸員）

■１１月のクラブ■
１１月１９日（金） １７：３０ ～ １９：５０ごろ
１１月のジュニア科学クラブでは、月食を観察します。月食は月が見え
るところであれば、どこでも観察できます。ぜひ９月に作ったオペラグラ
スも使いながら、観察してみてください。また、オンラインでの配信も予
定していますので、配信を見ながらおうちでゆっくり観察することもできま
す。詳しくは、ジュニア科学クラブ会員専用ページで確認してください。
◆集 合：科学館（建物南西側の職員通用口からお入りください）
１７：１５～１８：００の間に来てください（※天候不良時は中止します）
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」１１月号・筆記用具・
９月に作ったオペラグラス
※夜間行事になるため、保護者の方の付き添いをお願いします。クラブ当日についての詳細や最新
の情報は、『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）にてご確認ください。
※天候不良時の中止など、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。
※オンライン配信をご覧いただく場合、通信料が多くなります。Ｗｉ‐Ｆｉ環境でない方はご注意ください。
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化学のこばなし

１１９

液体窒素アイスクリーム

２０２１年６月から８月まで、サイエンスショー「-１９６℃
の世界」を上演しました。とても冷たい液体窒素（写真１）
を使ったこのショーは、夏の暑い時期にぴったりです。大
阪市立科学館では、数年に一度上演し、たくさんの来館
者にご覧いただいています。
８月２３日から大阪市立科学館は半年間の長期休館に
入りましたが、予備の液体窒素がまだ残っていたため、追
加でいくつかの実験を行い、ＹｏｕＴｕｂｅにアップロードしま
した。ぜひＹｏｕＴｕｂｅでご覧ください。そして、それでもわ
ずかに液体窒素が残っていたので、アイスクリーム作りに
挑戦しました。ここではそのレシピをご紹介します。
写真１. 液体窒素

液体窒素アイスクリームをつくる
材料は次を用意しました：卵黄５個、牛乳６００
ｃｃ、生クリーム１パック、砂糖１５０g、バニラエッ
センス少々（写真２）。レシピはインターネットで調
べたものに従いました［１］。まともでないつくり方をす
るのに、材料までまともでなかったら、それこそ何
ができあがるかわかりませんからね！
写真２. 材料と調理器具
まず生クリームと牛乳、砂糖を鍋に入れ、沸騰
直前まで加熱します。そして、ボウルの中で卵黄をていねいに溶き、そこに加熱した
生クリームと牛乳を加え、ムラのないようにしっかりと混ぜます。そこにバニラエッセン
スを数滴たらして、香りをつけます。これで卵液の完成です。
材料をしっかり混ぜるのは大事です。アイスクリームの材料には、水、脂肪分、たん
ぱく質をはじめとする様々な成分が含まれています。水と油は、放っておくと分離して
しまいます。これをしっかりと混ぜて粒子を細かく均一にする「乳化」を起こすことで、
舌触りのよいアイスクリームができるのです。
この卵液を凍らせればアイスクリームができますが、アイスクリームで大事なのは、
ふんわりとした食感です。それは、材料に空気をよく含ませているからです。溶けてし
まったアイスクリームをもう一度凍らせると、カチカチに固くなってしまうのは、溶けたと
きに空気が抜け、密なかたまりになってしまったのですね。そのためアイスクリームを
手作りするときは、卵液を数時間冷凍庫にいれ、ときどき取り出して空気を含むよう
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によくかき混ぜ、ふたたび冷凍庫に入れて
凍らせていく、という手順が一般的です。
他のつくり方として、氷水に塩を入れた
寒剤を使う方法が有名です。氷水に塩を
加えると、「凝固点降下」という現象によっ
て０℃以下になるので、ここに卵液を入れ
たボウルを浸し、混ぜながら凍らせていき
ます。
上のようなつくり方にくらべると、液体窒
写真３. 料理の様子。食べ物ができあ
素を使った今回のつくり方は、あっという間
がるとはとても思えない
で、しかもかなり過激です！ ここでは、金
属製の鍋に戻した卵液に、液体窒素を直接入れ
て、凍らせていきます（写真３）。プラスチック製の
ボウルなどに液体窒素を入れてしまうと、ボウルが
急激に冷えて、割れてしまうことがあります。
液体窒素はどんどん蒸発し、気体になっていき
ます。このとき、卵液がかなり飛び散るので、液体
窒素は少しずつ、２，３回に分けて入れ、そのたび
に泡だて器でしっかりと混ぜ合わせます。全体的
にもったりとして、白いもやが出なくなったところ
で、できあがり。使った液体窒素の体積は、卵液
１に対し３，４ほどでした。
さて、試食です（写真４）。とてもなめらかな舌
触りで、とてもおいしいアイスクリームに仕上がりま
写真４. できあがった
した！ もちろん、液体窒素の味はしません。窒
液体窒素アイスクリーム
素は空気の主成分なので、臭いも味もありませ
ん。作りはじめてわずか１０分ほどでアイスクリームができるのは驚きます。
ご注意！ この記事は、紹介した方法の安全性を保証するものではありません。液体
窒素が完全に蒸発しないままのアイスクリームを誤って食べてしまうと、大変危険で
す。また、液体窒素の保管場所によっては、有毒な気体が凝集している可能性も考
えられます。
【参考資料】
[１] 白ごはん.ｃｏｍ (ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.ｓｉｒｏｇｏｈａｎ.ｃｏｍ/ｒｅｃｉｐｅ/ａｉｓｕ/)

上羽 貴大（科学館学芸員）
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宮沢賢治とＳＤＧｓ（１）
京都薬科大学

名誉教授

桜井 弘

ここ数年、シカ、イノシシ、サル、クマなどの野生動物による人的被害、作物被害や
植生・環境への影響などが実に多く報道され、その度毎に心を痛めておられる人々
は多いと思います。こんな中、今年（２０２１年）６月１２日の新聞記事が目につきまし
た。
約１年前に、東京都で１頭のシカが捕獲されて、安楽死させると伝えられました。と
ころが区役所に、抗議や批判が寄せられ、区役所は困惑しながら飼育施設を探した
ところ、ようやくある動物園が引き取り、命が助けられました。今年、そのシカが公開さ
れて、愛称がつけられ動物園の人気者になっているそうです。心温まる話であります
が、１頭のシカを保護する一方、全国では年間に数十万頭のシカが駆除されている
ことも伝えられて、「野生生物と社会」との複雑な関係を浮き彫りにしました。
この記事を読んで１週間後、北海道で、体長１.５メートルのクマが現れ、４人の
人々が襲われたため、クマは直ちに駆除されたことが報じられました。同じ命を持つ
シカとクマですが、命への向き合い方がこんな大きな差があることに心が曇りました。
同じ夜に、何気なくＴＶニュースを見ていましたら、１年前にクマに連れ去られて未
だに行方不明となった男性の葬儀が行われたことが報じられました。タケノコ掘に出
かけた北海道の男性が帰宅せず、自宅から５００メートル離れたところにリュックと引
き裂かれた長靴だけが残されていました。男性の長男は、心の整理がつかず、現実
を受け入れることが出来ずにいましたが、１年後に葬儀を行いました。４０年ほど前
は、自宅のまわりには多くの人々が住み、牧場もあり、人と森との間には一定の距離
がありました。しかし、次第に人々の数が減り、人と森との距離がだんだん短くなり、さ
らに１９９０年以後は春クマの駆除が廃止されて、クマが人間の生活圏に入って来た
そうです。この１年間、長男はいろいろと考え、クマへの憎しみや怒りを越えて、野生
生物と人間が共存できるような道を探ろうと決意したと語っていました。
おいノもり

ざる もり

ぬすともり

宮沢賢治の「狼森と笊森、盗森」
このような事件や報道に接するたびに、私は宮沢賢治が著わした作品のいくつか
を思い出し、自然と人間が共存できたであろう原初の姿の重要性を考えるようになり
ました。賢治の作品については、多数の研究者や愛好家が様々な角度や背景から
解説や見解を発表されていますが、ここでは私なりの感想を書かせていただきます。
おいノもり
ざる もり
ぬすともり
今回は、とても面白いタイトルの「狼森と笊森、盗森」を紹介します。この童話は、賢
治が生前に出版した唯一の童話集『注文の多い料理店』（図１）の２番目に収録され
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ています。この童話集に、賢治は広告文に当たるような「新刊案内」を書いています。
イーハトヴは一つの地名である。強て、その地点を求むるならばそれは、大小クラ
ウスたちの耕してゐた、野原や、少女アリスが辿つた鏡の国と同じ世界の中、テパー
ンタール砂漠の遥かな北東、イヴン王国の遠い東と考へられる。
! ! ! ! !
実にこれは著者の心象中に、この様な状景をもって実在したドリームランドとしての
日本岩手県である。
おとぎ話のような名文が書かれています。クラウスは農民のことです。続いて、各
おいノもり
ざる もり
ぬすともり
童話の短い説明をしています。「狼森と笊森、盗森」については、
人と森との原始的な交渉で、自然の順違二面が農民に与へた永い間の印象で
す。森が子供らや農具をかくすたびに、みんなは「探しに行くぞお」と叫び、森は「来
お」と答へました。
人と森の原始的な交渉を愉快に紹介しています。物語が始まります。
おいノもり
小岩井農場の北に、黒い松の森が四つあります。いちばん南が狼森で、その次が
ざる もり
ぬすともり
笊森、次は黒坂森、北のはづれは盗森です。
この森がいつごろどうしてできたのか、どうしてこんな奇体な名前がついたのか、そ
れをいちばんはじめから、すっかり知ってゐるものは、おれ一人だと黒坂森のまんなか
おほ
いは
の巨きな巌が、ある日、威張ってこのおはなしをわたくしに聞かせました。
大昔、岩手山が噴火してやっと静まるとやがて草が生い茂り、木が生え、４つの森
が形成されたところから物語が始まります。ここで森は山をさしています。ドイツ語で森
をＷａｌｔと言いますが、これも森林や山林をさしています。狼森、笊森、黒坂森と盗森
は、ともに地図に書かれている実在の山々で、それぞれの標高は３８０、１３６０、
４００そして４２５メートルです（図２）。よく知られている小岩井農場が開拓されようと
するごく初めのことと想像されます。ずっと北には、雄大な標高２０３８メートルの岩手

図１．宮沢賢治『注文の多い料理店』
角川文庫（１９５６）

図２．狼森、笊森、盗森、黒坂森、
岩手山、小岩井農場の地図
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山が望めます。
ある秋の日、森のはずれの野原に、けらを着た４人の百姓たちがやってきて、入植
地を探します。畑をすぐ起こせる、森に近い、きれいな水が流れている、日あたりがい
い、地味もまあまあの住むのにふさわしい場所へやって来ます。おかみさん３人と子
供たち９人もいます。そこで４人の男たちが、「幻燈のやうなけしき」の美しい山々に向
って声をそろえて叫びます。
「ここへ畑起してもいゝかあ。」
「いゝぞお。」森が一斉にこたへました。
みんなは又叫びました。
「ここに家建ててもいゝかあ。」
「ようし。」森は一ぺんにこたへました。
みんなはまた声をそろへてたづねました。
「ここで火たいてもいいかあ。」
「いゝぞお。」森は一ぺんにこたへました。
みんなはまた叫びました。
きい もら
「すこし木貰ってもいゝかあ。」
「ようし。」森は一斉にこたへました。
男たちはよろこんで手をたゝき、さっきから顔色を変へて、しんとして居た女やこども
けん くわ
らは、にはかにはしやぎだして、子供らはうれしまぎれに喧嘩をしたり、女たちはその子
なぐ
をぽかぽか撲ったりしました。
大自然の中に入っていく人々の自然への尊敬と畏敬の思いと喜びが感じられ、こ
の物語のもっとも感動的な場面ではないかと思います。賢治の自然と人々への思い
が込められています。「畑を起こしていいか、家を建てていいか、火をたいていいか、
すこし木を貰っていいか」と、生活に必要なことをいちいち森に伺い、森はそれらの要
求に対していちいち「いいぞ」や「よおし」と答えて了解します。人々の自然への深い思
いが伝わり、現代の私たちがすっかり忘れていることを蘇らせてくれます。「けら」は、
ひ
方言で「背ミノ」（背中につける雨具）のことで、藁やまだ皮（シナノキ科の樹皮）ででき
ているそうです。
彼らは生活を始めます。やがて冬が来ますが、森は冬のあいだ、一生懸命、北か
らの風を百姓たちのために防いでやり、優しく見守ります。
ひえ
１年目の秋を迎え、彼らは小屋を２つ増やし、蕎麦と稗を収穫し、畑を増やして喜
びました。ところが、土の堅く凍った朝、９人の子供のうち、小さな４人が消えてしまい
ました。みんなはあわてふためき、森に子供たちの居場所を尋ねると、森は「しらな
い。」と答えます。「そんだらさがしに行くぞお」と叫ぶと、「来お」と森はいっせいに応え
て、来るなとは拒否をせず、来いと歓迎します。百姓たちが狼森に入ると、消えた子
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わら

供たちが９疋のオオカミたちと火を囲んでいるところを発見します。「狼どの狼どの、童
け
しやど返して呉ろ。」と皆が叫ぶと、オオカミはびっくりして歌をやめ、火が急に消え、
け
くり
ち そ う
オオカミは「悪く思はないで呉ろ。栗だのきのこだの、うんとご馳走したぞ。」と叫びなが
ら、森の奥へ逃げて行きました。百姓たちは消えた子供たちが、森でもてなしを受け
ていたことを告げられ、お礼として狼森に粟餅を差し出しました。狼森は、自然に感謝
（返礼）してほしいと少し過激な行動で知らせたのでしょう。これも、私たちが日頃忘
れていることかもしれません。粟餅は自然の恵みである粟を使って人の手で心を込
めて作られる餅です。粟の種類のなかでも「もち粟」を使います。古代から米の餅と同
様に作られてきましたので、人々にとって生きていくための貴重な食品であり、その
上、特に焼いたときの香ばしい匂いと味は格別ですので、狼森は本当に食べてみた
かったのでしょう。
春になり、子供が３人産まれ、馬が２頭来て、森の木の葉と馬糞で肥料が完成し、
粟や稗の収穫に恵まれ皆喜んでいました。ところが霜柱が立った朝、仕事に出ようと
すると、農具がすべて消え、畑を広げることが出来なくなってしまいました。困った百
姓たちが森に農具を知らないかと尋ねると、森は再び「知らないぞお。」と答えまし
た。探しに行くぞと叫ぶと、来るなとは言わず「来お。」と言いました。狼森では何も見
つからず、百姓たちは笊森に入りました。すると大木の根元に大きな笊が見つかり、
き ん
開けてみると、消えた９個の農具とともに「黄金色の目をした、顔の真つ赤な山男」が
バアと言いました。百姓たちが、こんないたずらはやめてほしいと頼んで農具を持って
あわ もち
け
帰ろうとすると、山男は「おらさも粟餅持って来て呉れよ」と言って森の奥へ走って行
きました。百姓たちは笑って狼森と笊森に粟餅をこしらえて差し出しました。
３年目の夏となり、野原は全て畑になって、小屋は大きくなり納屋も出来ました。馬
が３頭になり、大豊作となって百姓たちは喜びました。ところが、霜が一面に降りたあ
る朝、納屋の粟が全部消えていました。村は大騒ぎになって、森に粟はどうしたかと
尋ねると、森は「知らないぞお。」と答えました。探しに行くぞと皆が叫ぶと、来るなとは
言わず、「来お。」と言いました。狼森と笊森では粟は見つからなかったので、百姓た
ちがさらに進むと、黒坂森は怪しい影が盗森のある北の方へ飛んで行ったので、北へ
行ってみろと言い、粟餅は要求されませんでした。その話を聞いて百姓たちが盗森に
怒鳴り込むと、「まつくろな手の長い大きな大きな男」が出てきて、自分を盗人だとい
うやつはみんな叩き潰してやると百姓たちを脅しました。
百姓たちがひるんだ時、銀の冠をかぶった岩手山が「いやいや、それはならん。」と
厳かに言い、「ぬすとはたしかに盗森に相違ない。おれはあけがた、たしかにそれを
あわ
見届けた。しかしみんなもう帰ってよかろう。粟はきっと返させよう。盗森は、じぶんで
あわ もち
粟餅をこさえてみたくてたまらなかったのだ。それで粟も盗んで来たのだ。」と仲裁に
入りました。百姓たちが村に帰ると粟が確かに戻っていましたので、４つの森にそれぞ

２１

宮沢賢治とＳＤＧｓ（１）
れ粟餅を差し出しました。
岩手山は、“賢者”のような役割を果たしています。確かに、盛岡市から眺める岩
手山は、威厳があり、人々を包み込むようなおおらかさを感じます。物語の最後はど
うなるだろうかとハラハラしますが、このクライマックスで岩手山がすべてを解決してく
れたのです。
まい ねん
さてそれから森もすつかりみんなの友だちでした。そして毎年、冬のはじめにはきつ
もら
と粟餅を貰ひました。
しかしその粟餅も、時節がら、ずゐぶん小さくなつたが、これもどうも仕方がないと、
おほ
いは
黒坂森のまん中のまつくろな巨きな巌がおしまひに云つてゐました。
こうして、人々は自然からたえず恩恵を貰って、それにたいして感謝の印として粟
餅を差し出し、自然との共生をはかり、平和に暮らしていくのです。自然に抱かれて
生活する人々の貴重な食品である粟餅を、森に差し上げ自然とともにいただく共有
の気持ちの大切さも、ここには感じられます。人は自然の一部であることを決して忘
れないようにと示してくれています。
最後の、粟餅が次第に小さくなっていったのは、また心配の種ですが、月日や年
月が経つにしたがって自然への尊敬が少しずつ忘れ去られていくようです。賢治は未
来の人々に警告しているのかもしれません。黒坂森は「仕方がない」とおおらかに語
り、物語を読む私たちを少しほっとさせてくれます。
ＳＤＧｓと宮沢賢治のこころ
最近、新聞、雑誌やＴＶなどＳＤＧｓという言葉を見かけられると思います。ＳＤＧｓ
は、エス・ディー・ジーズと発音されます。英国で始まった産業革命は人々に様々な
恩恵をもたらし、近代科学の進歩とともに生活は向上しました。しかしその後、産業・
科学の急激な発展に伴って、地球環境がしだいに悪化し、社会や政治も複雑化し
て、暮らしの困難な地域も増えました。人類の活動の結果として、世界の貧困、紛
争、気候変動、感染症などの問題が次々と人類に向けられ、人類はこれまでになか
った数多くの課題に直面しています。
このままでは、人類が安定してこの地球で暮らし続けることができなくなる、次世代
の人々にこの美しい地球を残していけるだろうかと心配されています。このような危機
感から、世界中のさまざまな立場の人々が話し合い、課題を整理し、解決方法を考
え、２０３０年までに達成すべき具体的な目標を立てることにしました。それが「持続
可能な 開 発 目 標（Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ：ＳＤＧｓ）」で す。「持 続 可
能とは、何かをし続けられる」ということです。ＳＤＧｓは、私たちがひとつしかないこの
地球で暮らし続けられる「持続可能な世界」を実現するために進むべき道を整理して
示していると思います。

２２

ＨＩＲＯＭＵ ＳＡＫＵＲＡＩ
詳しく述べますと、持続可能な開発目標は２００１年に策定されたミレニアム開発
目標（ＭＤＧｓ）の後継として，国連加盟１９３国が２０１６年から２０３０年の１５年間で
達成するために掲げた目標です。２０１５年９月の国連サミットで加盟国の全会一致
で採択され「持続可能な開発のための２０３０アジェンダ」として記載されました。
２０３０年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。１７のゴールと１６９
のターゲットから構成され，地球上の「誰一人取り残さない（ｌｅａｖｅ ｎｏ ｏｎｅ ｂｅｈｉｎ
ｄ）」ことを誓っています。（国連本部から出版されている「ＳＤＧｓポスター １７のアイ
コン日本語版」をご参照下さい。）
おいノもり
ざる もり
この１７のゴールを見てみますと、先ほど紹介しました賢治の童話「狼森と笊森、
ぬすともり
盗森」には、いくつかが当てはまる項目があるように思われます。たとえば、「１１ 住
み続けられるまちづくりを」、「１２ つくる責任 つかう責任」、「１５ 陸の豊かさを守ろ
う」、「１６ 平和と公正をすべての人に」などですが、見方によってはまだいくつかが挙
げられるかも知れません。
この童話が掲載されている童話集『注文の多い料理店』は、１９２４年（大正１３
年）１２月、賢治が花巻農学校の教諭をしていた２８歳の時に自費出版されたもので
すが、約１００年も前に、賢治は自らの体験に基づいて自然と人との共存を考え、解
決方法を提示して、人々に語ろうとしていました。あるいは、人間の未来を予測して、
自然を尊敬して、自然を畏敬して、日々を楽しく暮らしていく大切さを訴えたかったか
も知れません。
さらに、ＳＤＧｓでは、地球上の「誰一人取り残さない（ｌｅａｖｅ ｎｏ ｏｎｅ ｂｅｈｉｎｄ）」こ
とを誓っています。この誓いは、賢治が１９２６年（昭和元年）３０歳で教諭を辞めて農
村生活に入り、「羅須地人協会」を立ち上げた時に著わした『農民芸術概論綱要』の
「序論」からの言葉を想い起こさせます。
「世界がぜんたい幸福にならないうちは個人の幸福はあり得ない」
賢治は、１００年も前にＳＤＧｓの世界を目指していたように思われます。賢治の作
品は、今を生きる私たちに明日への示唆を与えてくれるようです。

桜井 弘

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

学芸
Twitter

科学館
YouTube

広報
instagram
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インフォメーション

科学館行事予定
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。

月 日 曜
行
事
１２ 金 金曜星空トーク（毎週金曜日（１１/１９は休み）・オンラインで開催）
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
１３ 土
催）
１１
オンライン科学実験・工作教室（申込終了）（２月まで毎月開催、詳細
２８ 日
は８月号または科学館公式ホームページをご覧ください）
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 （２０２１年１月２８日 ま で。１１月１９
日、１２月３１日はお休みします。）
■視聴方法：ＹｏｕＴｕｂｅ Ｌｉｖｅにて配信 （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。

２４

インフォメーション

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にてご確認ください。
■編集後記■

科学館は休館していますが、館内は毎日リニューアル工事が行われています。現在プラネタ
リウムホールは椅子がすっかり取り払われ、内装工事の真っ最中です。来年の再開館に向け
て、急ピッチで作業が進んでいます。（江越）

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」到着までに、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。

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

２５

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、急な予定変更の可能性があります。
最新情報は、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。
月 日 曜
１３ 土
１４ 日
１１ ２０ 土
２７
２８
４
１１
１２
１２

土
日
土
土
日

１８ 土
２５ 土
２６ 日

時間
１０：３０～１６：３０
１６：００～１７：００
１２：１５～１３：５０
１４：００～１６：００
１４：００～１６：００
１０：００～１２：００
１８：００～２２：００
１０：３０～１６：３０
１６：００～１７：００
１２：１５～１３：５０
１４：００～１６：００
１４：００～１６：００
１０：００～１２：００

例会・サークル・行事
りろん物理
光のふしぎ
英語の本の読書会
友の会例会
うちゅう☆彡むちゅう
天文学習
星楽（せいら）
りろん物理
光のふしぎ
英語の本の読書会
友の会例会
うちゅう☆彡むちゅう
天文学習

場所
浪速区民センター
Ｚｏｏｍ＋ＹｏｕＴｕｂｅライブ配信
Ｚｏｏｍ
Ｚｏｏｍ
Ｚｏｏｍ
Ｚｏｏｍ
次ページ記事参照
大淀コミュニティセンター
Ｚｏｏｍ＋ＹｏｕＴｕｂｅライブ配信
Ｚｏｏｍ
Ｚｏｏｍ
Ｚｏｏｍ
Ｚｏｏｍ

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。

１１月の例会のご案内（要事前申込）
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：１１月２０日（土）１４：００～１６：００
■会場：Ｚｏｏｍ
■今月のお話：「錯視とトリックアート」長谷川学芸員
同じ大きさのものが違って見えたり、平行な線が平行に見えなかったり…と、目の錯覚で本
当の姿とは違って見えるのはどうしてでしょう？また、トリックアートは、どのようにして作られて
いるのでしょうか？
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。

２６

友の会

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、日帰りで天体観望を行います。
■日時：１２月４日（土） １８：００～２２：００ ■集合：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：１１月４日（木）
■申込締切：１１月２４日（水）
■備考：新型コロナ感染防止に、皆さんのご協力をお願いします。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
１０月の例会は１６日にオンライン開催いたしました。
メインのお話しは江越学芸員の「月をめぐるよもやま話」
でした。休憩をはさんで、山田さん（Ｎｏ.２７６０）から「中
東の遺跡が隕石落下で滅んだ？」、「べピコロンボ最初
の水星フライバイ」のお話、上田さん（Ｎｏ.５３５９）から
「尼崎のはやぶさ２の展示」、菅井さん（Ｎｏ.９１９１）から
「岩橋善兵衛って知っていますか？」のお話、乾さん
（Ｎｏ.４１５１）から「サークル星楽の報告」のお話がありま
した。参加者は４０名でした。
■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。

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

２７

コレクション

,No.（通巻

〒
‐

号）
年
月
日発行

大阪市北区中之島 − −
電話
−
−

印刷所 東洋紙業高速印刷株式会社
大阪市浪速区芦原 − −

嘉数 次人（科学館学芸員）

Vol.

今回は、江戸時代の望遠鏡を紹介します。望遠鏡は１６０８年にオランダで発明さ
れ、日本に初めて伝えられたのは記録によると１６１３年のことで、イギリスの公使が
徳川家康に望遠鏡を献上しています。その後は、中国からの輸入品や国産品も出
回るようになり、普及していきました。
さて、科学館の資料は写真１の様
な屈折式望遠鏡です。鏡筒は太さの
異なる４本の筒が組み合わされてい
て、全てを 引 き 出 し た 時（長 さ７４.６
ｃｍ）にちょうど遠方にピントが合いま
す。一方で、筒を短くすれば 長 さ は
２６ｃｍとなり、収納時や持ち運び時
に便利です。
いっ かん ば
鏡筒の作りは「一閑張り」と呼ばれ
写真１：科学館の望遠鏡
る、当時の国産品に最も数多くみら
れるタイプです。作り方は、和紙をにかわなどで幾重にも筒状に貼り重ねて、表面に
漆を塗って仕上げるもので、非常に軽くて丈夫です。
対物レンズが収められた鏡筒の内径は３.６ｃｍありますが、レンズの前には絞り板が
取り付けられているため、有効径はわずか１.８ｃｍしかありません。当時はガラスの質
や研磨技術に限界があったため、レンズの中心部だけを使用して像の質を保ってい
たことが窺えます。実際に覗いてみたところ、倍
率５倍程度の正立像が見えました。
ところで、鏡筒を見て目を引くのが表面に描
かれた模様です（写真２）。これは筒に押し型を
当てて窪みを作り、その上から金泥を塗ったも
のです。模様はそれぞれ望遠鏡製作者によっ
写真２：鏡筒の模様
て異なり、いわばトレードマークの役割を果たし
ていたとされます。この望遠鏡の作者は不明ですが、本品の他にも同じ文様が描か
れた望遠鏡が何点か見つかっており、今後の解明が待たれます。

大阪市立科学館

資料登録番号
１９９３‐２

発行所

１０９

江戸時代の望遠鏡

うちゅう

科学館の
コレクション

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

