
通通巻巻４４６６３３号号

2星空ガイド（１０‐１１月）

4企画展「鉱物の魅力」

12天文の話題「ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は伊達じゃない！」

14ジュニア科学クラブ「月食と月の満ち欠け」

15コレクション「電離真空計」

16窮理の部屋「ぽこぽこ、もくもく、雲の発達 ～その２～」

18天体と元素の物語（４）

22インフォメーション

26友の会

28展示場へ行こう「古代の宇宙観（古代の歯車式天体計算機）」

22002222年年1100月月1100日日発発行行（（毎毎月月11回回1100日日発発行行））
IISSSSNN11334466－－22338855

22002222／／OOcctt..
VVooll.. 3399 NNoo.. 77

1100
ああああああああああああああ

ああああああああああああああ

大阪市立科学館 来館者２,０００万人達成！

大阪市立科学館大阪市立科学館



星空ガイド １０月１６日～１１月１５日

※惑星は２０２２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 曜 日の出 日の入 月の出 月の入 月齢

１０ １６ 日 ６：０３ １７：２２ ２１：４１ １２：０６ ２０.２

２１ 金 ６：０８ １７：１６ １：３２ １５：１８ ２５.２

２６ 水 ６：１２ １７：１１ ６：４６ １７：３８ ０.７

１１ １ 火 ６：１７ １７：０４ １３：１３ ２３：１７ ６.７

６ 日 ６：２２ １７：００ １５：５３ ３：４６ １１.７

１１ 金 ６：２７ １６：５６ １８：４３ ８：５９ １６.７

１５ 火 ６：３１ １６：５３ ２２：２０ １２：１３ ２０.７

星空ガイド
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１１月８日 食・しょく・ショック！皆既月食＆天王星食

１１月８日は今年のメインイベン

ト、Ｗ天体ショーです。

太陽―地球―月―天王星が一

直線にならび、皆既月食と天王星

食がほぼ同時に起こります。

（１） 皆既月食

欠け始め１８：０８

皆既１９：１６～２０：４２

月食終了２１：４９

次に起きる皆既月食は２０２５

年９月８日。３年間、皆既月食

とはご無沙汰です。

（２） 天王星食 ２０：３１～２１：２０

皆既月食がそろそろ終わろうという

２０：３１から、部分月食も後半の

２１：２０、天王星の前を月が通過

します。天王星の明るさは５.６等で

すから、普通なら満月の日には見

えません。ですがこの日は月食

中。赤黒くなった月に“吸い込まれ

ていく”天王星が確認しやすいはず

です。

石坂 千春（科学館学芸員）

［こよみと天文現象］

月 日 曜 主な天文現象など

１０ １７ 月 月が最遠（４０４,３２８㎞）

１８ 火 下弦（２時）

２０ 木 土用の入

２１ 金 金星が外合

２２ 土 オリオン座流星群が極大のころ

２３ 日 霜降（太陽黄経２１０°）

２４ 月 水星食（日本では見えない）

２５ 火 ●新月（２０時）／部分日食・金星

食（どちらも日本では見えない）

２９ 土 月が最近（３６８,２９１㎞）

月 日 曜 主な天文現象など

１１ １ 火 上弦（１６時）

３ 木 文化の日

７ 月 立冬（太陽黄経２２５°）

８ 火 ○満月（２０時）／皆既月食／天王

星食

９ 水 天王星が衝／水星が外合／月とす

ばるが接近

１１ 金 月と火星が接近

１３ 日 月とポルックス・カストルがならぶ

１４ 月 月が最遠（４０４,９２１㎞）

星空ガイド
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企画展「鉱物の魅力」

割った方解石
方解石を割ると、６枚の平行四辺形に囲ま
れた立体の形に割れる。
（所蔵：玄武洞ミュージアム）

割った方解石
方解石を割ると、６枚の平行四辺形に囲ま
れた立体の形に割れる。
（所蔵：玄武洞ミュージアム）

ルネ＝ジュスト・アユイ
（１７４３～１８２２）

ルネ＝ジュスト・アユイ
（１７４３～１８２２）

飯山 青海

１．２０２２年は世界鉱物年

今年２０２２年はユネスコが定めた「世

界鉱物年」です。これは、「鉱物学の父」と

も呼ばれるフランスの科学者ルネ＝ジュス

ト・アユイ（１７４３‐１８２２）の没後２００年

を記念したものです。

大阪市立科学館では、この世界鉱物

年にちなんで、企画展「鉱物の魅力」を開

催しています。この企画展では、大阪市立

自然史博物館、大阪大学総合学術博物

館、京都大学総合博物館、玄武洞ミュー

ジアム（順不同）の各博物館の協力をいた

だき、普段は大阪市立科学館で展示して

いない魅力的な鉱物標本を展示していま

す。この企画展を通じて、鉱物の魅力を

感じていただくとともに、結晶と結晶格子、

そして原子の実在性について考えてみてく

ださい。

２．アユイの発見

アユイは、方解石を床に落として割って

しまったときに、方解石の割れた破片が、

大小さまざまな大きさの違いはあっても、

全て同じ形になっていることに気づきまし

た。この観察事実から、アユイは、方解石

には目に見えないほど小さいサイズの、方

解石の形を決めている「単位」が存在し、

その「単位」が繰り返し並ぶことで目に見え

るサイズの方解石を作っているのだ、と考

えました。鉱物の結晶とは、決まった単位

（パターン）の繰り返しである、と見抜いた

ＭＩＮＥＲＡＬＳ
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のです。

そして方解石以外の鉱物でも、同じよう

に鉱物ごとに決まった形の「単位」があると

考えられることを確かめました。現代の考

え方で言えば、原子が決まったパターンを

繰り返すように配列しているものが結晶で

ある、と言うことになります。

アユイがこのような考察をした時代は、

原子という概念が発表されてはいましたが

まだ本当に原子が存在するのか懐疑的に

思われていた時代です。アユイが考えた

「結晶は小さな結晶の単位が繰り返しのパ

ターンを作っている」という考え方は、原子

の存在を支持する考え方であり、現代で

は、アユイの考えた結晶の「単位」は、「結

晶格子」という概念として理解されていま

す。

３．鉱物とは？結晶とは？

鉱物とは岩石を構成する粒子のこと

で、一般的に岩石はたくさんの鉱物が集ま

ってできたものです。例えば、花崗岩は、

主に石英・斜長石・黒雲母という３種類の

鉱物からできています。石英は透明（写真

では灰色っぽく見えます）な粒子で、斜長

石は白い粒子、黒雲母は黒い粒子です。

多くの岩石のなかで、鉱物一粒の大き

さは１ｍｍからせいぜい数ｍｍ程度のこと

が多いです。しかし、鉱物ができるときの

環境によっては、一粒が数ｃｍやそれ以

上に大きな鉱物ができることもあります。

鉱物にはそれぞれ決まった形がありま

す。その鉱物特有の形のことを「自形」と

言います。普通の岩石の中では、鉱物と

鉱物は隣り合ってくっついているので、自

形の鉱物が見つかることはほとんどありま

アユイの考えた結晶の構造アユイの考えた結晶の構造

花崗岩を構成する鉱物花崗岩を構成する鉱物

鉄バンザクロ石
結晶の自形がよく表れている
（所蔵：大阪市立自然史博物館）

鉄バンザクロ石
結晶の自形がよく表れている
（所蔵：大阪市立自然史博物館）
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せんが、岩の割れ目や空洞などで成長し

た鉱物の結晶は、空間で自由に成長でき

るために、自形になった結晶が形成され

ます。

鉱物の多くは結晶しています。結晶と、

結晶していないもの（非結晶）との違いは、

結晶には方向による性質の違いがある、と

いうことです。例えば、方解石の結晶は、

決まった方向にしか割れません。非結晶

の代表であるガラスの場合、ガラスの塊は

割り方次第でどのような方向にも割れま

す。鉱物の結晶が決まった方向に割れる
へきかい

現象を「劈開」と呼びます。

結晶には自形がある、ということも結晶

の持つ方向性の表れです。結晶が成長す

るときに、成長の速い方向と、成長の遅い

方向が存在するために、結晶には決まっ

た形が存在するのです。

また、方解石で特に顕著ですが、結晶

内の方向によって光（偏光）の速度が異な

る、という現象があります。このため、結晶

内を進む光が偏光面の向きによって２つ

の方向に分かれてしまい、結晶を通して

結晶の向こう側を観察すると、像が二重に

見えるという現象（複屈折）も、結晶に方

向性があることの表れです。ガラスではこ

のようなことは起こりません。

また、鉱物用の顕微鏡で観察すると、結晶の向きによって色が違って見える鉱物

もあります。これも結晶が方向によって違った性質を持つことの表れです。

ただし、これらの結晶に特有な性質は、どの鉱物結晶にも全て備わっているわけで

はありません。結晶をしているけれども、どのような方向にも割れる鉱物もありますし、

複屈折は全く示さない鉱物結晶もあります。しかし、結晶している物質は、何かしらの

方向による性質の違い（異方性）を持っています。

この異方性の原因をたどると、結晶格子の存在にたどり着きます。方向によって原

子の並び方が違って見えるということが、方向による性質の違いを生むのです。

方解石の複屈折
方解石の結晶を通して見ると、下に書か
れた文字が２重に見える

方解石の複屈折
方解石の結晶を通して見ると、下に書か
れた文字が２重に見える

ピンク色の方解石
もともと１つだった標本が２つに割れている
が、割れた面がきれいな平面になってい
ることが良くわかる
（所蔵：京都大学総合博物館）

ピンク色の方解石
もともと１つだった標本が２つに割れている
が、割れた面がきれいな平面になってい
ることが良くわかる
（所蔵：京都大学総合博物館）
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４．方解石

方解石は、アユイが結晶格子の考え方

を発見した鉱物です。強い劈開性（割れ

やすい面（劈開面）以外ではほとんど割れ

ない性質）があるために、割った方解石の

破片はすべて同じ形になることで有名で

す。他にも複屈折が大きいために方解石

を通して物を見ると二重に見える性質も

有名です。結晶の特徴である異方性が分

かりやすい鉱物の代表と言えます。

方解石は割った時の形が非常に有名

ですが、天然に産出する方解石の結晶

は、逆に様々な形の結晶を見ることができ

ます。結晶が成長するときの環境（周囲の

温度や圧力など）により様々な形の方解

石ができます。また、純粋な方解石は無

色透明の結晶ですが、不純物が混じるこ

とで様々に色のついた方解石も産出しま

す。

方解石の結晶は様々な形（自形）を持

ちます。しかし、どんな形の方解石であっ

ても、割った時の形は同じ形になります。

つまり、方解石の結晶が成長してできる形

と、方解石を割ってできる形は違う形なの

です。

アユイは、方解石を割った時の形が決

まっている、ということに注目して、方解石

は「方解石の基本の形」をもった非常に小

さい方解石の単位があると考えました。そ

してその「単位」がたくさん集まって目に見

えるサイズの方解石の結晶を作っていると

考えました。ここまでは比較的単純な発想

ですから、他にも同じことを思いつく人はい

方解石
三角柱型の結晶が集まっている
（所蔵：玄武洞ミュージアム）

方解石
三角柱型の結晶が集まっている
（所蔵：玄武洞ミュージアム）

犬牙状方解石
方解石の自形結晶の中で三角錐型の形
が特徴的で「犬牙状」と呼ばれる
（所蔵：大阪大学総合学術博物館）

犬牙状方解石
方解石の自形結晶の中で三角錐型の形
が特徴的で「犬牙状」と呼ばれる
（所蔵：大阪大学総合学術博物館）

方解石
透明度の高い細長い結晶
（所蔵：大阪市立自然史博物館）

方解石
透明度の高い細長い結晶
（所蔵：大阪市立自然史博物館）
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たでしょう。しかし、アユイが素晴らしかった

のは、方解石の最小単位の形と、実際に

結晶が成長してできる形とが一致しない

場合のことを説明したことです。そして同じ

結晶格子であっても複数の自形が存在す

ることを説明したことです。

この企画展の方解石の標本を観察し

て、様々な形の方解石がすべて同じ結晶

格子からできている不思議を感じてくださ

い。

５．水晶

石英の結晶のうち大きなものを水晶と

呼びます。水晶の結晶は、六角柱の両端

に六角錐がくっついたような独特の形をし

ています。水晶の自形結晶は細長く成長

したものや、六角柱部分が短くて太くずん

ぐりした印象に成長したものなど多少のバ

ラエティがありますが、六角錐と六角柱の

組み合わせという形はすべて共通してい

ます。これは方解石のように複数の自形

を持つ鉱物とは違った特徴です。

水晶の自形結晶の形は、本来は、六角

柱部分は、太さが均一になるのですが、

標本によっては、六角柱部分の太さが先

端に向かって細くなるような形の水晶も見

かけます。これは、水晶の結晶が成長す

る際に、結晶の長さが長くなる方向への成

長が早くて結晶が太くなる方向への成長

がゆっくりになるような環境であった場合

に、このような形の結晶ができあがります。

この時、六角柱部分の面に、結晶成長の

跡となる平行な縞模様（成長線）が観察

できる標本になることもよくあります。

水晶の標本の中には、２つの水晶の結晶が約８５°の角度でくっついて成長してい

る標本があります。２つの結晶が、結晶の特定の面を共有してお互いに決まった角度

アユイの考えた結晶格子と自形の関係
結晶格子の形と、自形結晶の形は一致し
なくてもよい

アユイの考えた結晶格子と自形の関係
結晶格子の形と、自形結晶の形は一致し
なくてもよい

水晶
この標本では、六角柱部分の太さが一定
になっていない
（所蔵：京都大学総合博物館）

水晶
この標本では、六角柱部分の太さが一定
になっていない
（所蔵：京都大学総合博物館）
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で接合する現象を「双晶」と呼びます。水

晶が約８５°の角度で接合する双晶は「日

本式双晶」と呼ばれる双晶です。「日本式

双晶」という名前は、このような標本が日

本の水晶鉱山からよく見つかったことに由

来します。２つの結晶が特定の面を共有し

て結晶が成長する、ということも結晶の持

つ異方性の一つです。

純粋な水晶は無色透明で、化学組成

はＳｉＯ２です。水晶の結晶の中で、ケイ素

と酸素は共有結合によって結びついてい

ますが、このケイ素がごくわずかに他の元

素と置き換えられることにより、色のついた

水晶ができます。紫水晶はケイ素の代わり

に４価の鉄イオンがわずかに取り込まれる

ことで紫色を発色します。煙水晶はケイ素

の代わりにアルミニウムイオンがわずかに

取り込まれることで、黒い色になります。黄

水晶では、３価の鉄イオンがケイ素の代わ

りにわずかに取り込まれています。これら

の色のついた水晶を化学分析しても着色

の原因となっている物質はごく微量なため、

色のついた水晶の化学式を書く場合は、

無色の水晶と同じくＳｉＯ２と書かれます。

紫水晶
水晶の結晶の先端部分だけ紫色に着色し
ている（所蔵：玄武洞ミュージアム）

紫水晶
水晶の結晶の先端部分だけ紫色に着色し
ている（所蔵：玄武洞ミュージアム）

紫水晶
岩の内側の空間に結晶が成長している
（所蔵：京都大学総合博物館）

紫水晶
岩の内側の空間に結晶が成長している
（所蔵：京都大学総合博物館）

水晶（日本式双晶）
２つの水晶の結晶が決まった角度で接合
している
（所蔵：京都大学総合博物館）

水晶（日本式双晶）
２つの水晶の結晶が決まった角度で接合
している
（所蔵：京都大学総合博物館）

煙水晶
（所蔵：大阪大学総合学術博物館）

煙水晶
（所蔵：大阪大学総合学術博物館）
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黄鉄鉱五角十二面体型結晶
（所蔵：京都大学総合博物館）

黄鉄鉱五角十二面体型結晶
（所蔵：京都大学総合博物館）

アユイが考えた黄鉄鉱の五角形の面
立方体の結晶格子で五角形の面が表れ
ている（赤線は筆者加筆）

アユイが考えた黄鉄鉱の五角形の面
立方体の結晶格子で五角形の面が表れ
ている（赤線は筆者加筆）

ごく微量な不純物が鉱物の見た目の色を大きく変化させるという例は水晶以外の

鉱物でも多く見られる現象です。有名なところでは、宝石のルビーとサファイアは化学

式は同じＡｌ２Ｏ３で、不純物として含まれるごく微量な元素が宝石の色を決めていま

す。

６．黄鉄鉱

黄鉄鉱は、鉄の硫化物の結晶です。金

色の光沢が美しいだけでなく、結晶の形が

分かりやすい標本が多くあり、知名度の高

い鉱物です。黄鉄鉱の結晶は、六面体

型、八面体型、五角十二面体型の３種類

の自形があり、結晶ができるときの周囲の

温度や圧力などの環境の違いで、形の違

う黄鉄鉱の結晶ができます。

黄鉄鉱は、条件によっては五角十二面

体型の結晶を作ります。「結晶は決まった

パターンの繰り返しである」というアユイの

考え方に従うと、五角形を平行移動させ

て繰り返しても平面を埋め尽くせないの

で、結晶の「決まったパターン」の形に五

角形は入っていないはずです。五角形と

は関係ない「決まったパターン」の集合で

五角形の結晶を作るのは難しそうに見え

ますが、アユイは立方体を規則正しく積み

重ねて五角十二面体型の結晶ができるこ

ともきちんと説明しています。

六面体型の黄鉄鉱は、完全なさいころ

型の結晶が産出されます。結晶が成長す

るときというのは、普通は、何かしらの岩石

の表面に小さな結晶ができて、その結晶

がだんだん大きく成長するのが一般的です。最初の小さな結晶がくっついていた岩の

方向へは岩が邪魔で結晶は成長できないため、ほとんどの鉱物の結晶は完全に自

形になることはほとんどなく、どこかに岩にくっついていた跡（自形ではない面）を持っ

ていることが普通です。ところが、さいころ型の黄鉄鉱の標本は、６つの面のすべてが

自形の面です。このような結晶はどこでどうやって結晶成長したのでしょうか？このよ

うな六面体型黄鉄鉱は、火山灰の地層から掘り出されます。火山が噴火するとき

ＭＩＮＥＲＡＬＳ
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に、その高温の噴煙の中で黄鉄鉱の結晶が成長したと考えられます。積乱雲の中で
ひょう

雹が大きく成長するのと同じように、火山の噴気の作り出す上昇気流の中で、黄鉄

鉱の結晶がすぐに落下せずに大きな結晶に成長したのだろうと考えられます。

７．様々な鉱物

鉱物は、その鉱物種ごとに、結晶の形や色に独自の性質を持っています。今回の

企画展「鉱物の魅力」では、結晶の形が分かりやすい標本を集めました。さまざまな

鉱物の結晶を観察して、アユイが感じたような鉱物・結晶の不思議さ面白さを感じ取

ってください。

いいやま おおみ（科学館学芸員）

蛍石六面体型結晶
蛍石も何種類も自形がある鉱物である
（所蔵：京都大学総合博物館）

蛍石六面体型結晶
蛍石も何種類も自形がある鉱物である
（所蔵：京都大学総合博物館）

菱マンガン鉱
ピンク色の鮮やかな結晶
（所蔵：大阪大学総合学術博物館）

菱マンガン鉱
ピンク色の鮮やかな結晶
（所蔵：大阪大学総合学術博物館）

黄鉄鉱六面体型結晶
六面全てが自形面になっている標本
（所蔵：大阪市立自然史博物館）

黄鉄鉱六面体型結晶
六面全てが自形面になっている標本
（所蔵：大阪市立自然史博物館）

黄鉄鉱六面体型結晶
六面体型の結晶が、いくつもくっついてい
る（所蔵：玄武洞ミュージアム）

黄鉄鉱六面体型結晶
六面体型の結晶が、いくつもくっついてい
る（所蔵：玄武洞ミュージアム）

Ｏ．ＩＩＹＡＭＡ
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ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡は伊達じゃない！

１．ジェームズ・ウェッブ行きまーす！

２０２１年１２月に打ち上げられたジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡（ウェッブ望遠

鏡）が、「こんなの見たことないよ」という“深い”宇宙画像を公開しています。

ウェッブ望遠鏡は、波長０.６～２９μｍの赤外線を捉えます。地球から放出される

膨大な赤外線を避ける

ため、ウェッブ望遠鏡は

地球から１５０万ｋｍ（月

までの距離の約４倍）の

第２ラグランジュ点に位

置しています（サイド３と

同じですね）。

集光力はハッブル宇

宙望遠鏡の７倍となる口

径６.５ｍ、１８枚の複 合

鏡 で す（月 刊 う ち ゅ う

２０２１年１２月号の記事

を参照ください）。

そのデビューで自己

紹介替わりにお披露目し

た画像はまさに「圧倒的

じゃないか！」でした。で

は、「見せてもらおうか、

ウェッブ望遠鏡の性能と

やらを。」

２．時が見える…

図１はＳＭＡＣＳ０７２３という銀河団を撮影したものですが、注目すべきは背後に

映りこんでいる、はるかに遠い、つまり生まれたての銀河たちです。

なんと、１３１億年前（距離に換算すると２９０億光年）の銀河（の赤ちゃん）が確認

されたというのです。宇宙開闢からたった７億年後です。

私たちの天の川銀河も今は立派な渦巻銀河ですが、 初はずっと小さなガスのか

たまりだったはずです。生まれたばかりの銀河の赤ちゃんを多数観測できれば、私た

ちの天の川銀河がどのように生まれ、成熟してきたのかを知ることができます。

図１；銀河団ＳＭＡＣＳ０７２３

天文の話題
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銀河が成長する際は、銀河同士の合体も重要なプロセスだと考えられています。

銀河が合体すると何が起きるのか、まさに４つの銀河が重力相互作用をしあっている

“ステファンの五つ子”（図２）がヒントを与えてくれます。

銀河の合体時には、星間ガスが圧縮され、その濃い星雲から爆発的に恒星が誕

生します。星雲の中の恒星の卵は赤外線を放つので、ウェッブ望遠鏡の格好のター

ゲットです。カリーナ星雲（図４）にも無数の“星の赤ちゃん”が映っています。

恒星が生まれる時、惑星も一緒に作られます。その惑星がどんな環境なのか、生

命が存在できるかどうか、重要な情報が大気の成分です。ウェッブ望遠鏡はＷＡＳＰ

-９６ｂという系外惑星の大気にＨ２Ｏが含まれていることを見出しました（図３）。

ウェッブ望遠鏡は宇宙の歴史「時の流れを観る」ことができます。まさに「こいつ見

えるぞ」からの「天文学者が熱中するわけだ…」です。今後が楽しみです！

★原典：ｈｔｔｐｓ：//ｗｗｗ.ｎａｓａ.ｇｏｖ/ｗｅｂｂｆｉｒｓｔｉｍａｇｅｓ

石坂 千春（科学館学芸員）

↑図３ ; 系外惑星ＷＡＳＰ-９６ｂの大気成分
←図２ ; ステファンの五つ子（ＨＣＧ９２）
図は全て、ⒸＮＡＳＡ, ＥＳＡ, ＣＳＡ, ａｎｄ ＳＴＳｃＩ

図４；カリーナ星雲

Ｃ．ＩＳＨＩＺＡＫＡ
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月食と月の満ち欠け

２０１４年１０月８日の月食

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

来月１１月８日に月食が起

きるよ（３ページを見てね）。月

食では満月なのに月が欠けて

いくんだ。今回を見のがすと次

は２０２５年まで見られないよ。

え？月はいつも欠けている

じゃないか、って？

月食と、いつもの月の満ち

欠けは全然ちがうんだ。

今月のジュニア科学クラブでは、それを実験でたしかめてみよう。

いしざか ちはる（科学館学芸員）

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

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

■１０月のクラブ■

１０月１６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

てんじ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」１０月号・筆記用具
実験教室に必要なもの（うちゅう９月号を見てね！）

◆内 容： ９：４５～１０：３０ 「月食と月の満ち欠け」見学（全員）
１０：３０～１１：３０ 実験教室（会員番号２６～５０）

てん じ かい せつ

１０：３０～１１：３０ 学芸員の展示解説（会員番号１～２５）
・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。

・「学芸員の展示解説」は展示場で行います。自由解散です。展示場出口付近での待ち合わせは混雑

するためご遠慮ください。※変更等がある場合があります。最新の情報は、科学館公式ホームページ

（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ.ｓｃｉ‐ｍｕｓｅｕｍ.ｊｐ／）をご覧ください。

前半のプログラム
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電離真空計

科学館の

コレクション

１１５

写真 電離真空計。真ん中の黒い筒がコレクタ。右側に電極が伸びている。真空管は通常
真空に封じられているが、この真空計は、左側のガラス管が開いていることに注意。

先日、ネットを見ていたら宇宙飛行士の山崎さんとｙｏｕｔｕｂｅｒのヨビノリさんが対談

しているのを見つけました。宇宙（高度４００キロ）には、においがあるというお話でした

が、どんなにおいがするのでしょうか。

さて、空気は５０００ｍ上がる毎に半分の薄さになりますから、国際宇宙ステーショ

ンのある辺りでは、１０００億分の１気圧くらいです。こんな薄さでは、気圧を測ることは

とてもできないのですが、１００万分の１気圧程度ならこの電離真空計を使えば測れ

ます。

構造は三極真空管に似ていて、中央に電子を放出するヒーター、そのまわりにグリ

ッド、外側にアースされた（あるいはわずかにマイナスの）コレクタがあります。ヒーター

は通常２０Ｖ程度、グリッドは２００Ｖ程度に印加されています。ヒーターを飛び出した

電子はグリッドに引かれますが、グリッドの目は粗いのですり抜けてコレクタに向かいま

す。しかしすぐにまたグリッドに引き戻されます。そして、グリッドの前後を何度か往復し

てグリッドに入りますが、その間にガラス管内のガスと衝突し、イオン対を発生させます。

生成するイオンは管内のガス濃度に比例し、コレクタに集められ、イオン電流として

計測されますが、ガス濃度は圧力に比例するため、イオン電流を測れば、管内圧力

が分かるというしくみです。

大倉 宏（科学館学芸員）

コレクション

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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ぽこぽこ、もくもく、雲の発達 ～その２～
窮理の部屋１９２

写真１．積雲写真１．積雲

うちゅう２０２２年５月号でご紹介した雲の発達について、今回はその補足も含め、

もう少し詳しくご紹介したいと思います。

雲の形を見てみると ～雲の発達グラフより～

上の写真の雲の形を見ると、底は平ら、上はもこもこしています。実はこの形にはちゃ

んと理由があって、５月号でご紹介したグラフ（図１）から読み解くことができるんです！

図１．雲の発達グラフ図１．雲の発達グラフ

窮理の部屋
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図２．大気の安定・不安定イメージ図（空気塊をAからBへ持ち上げたとき）図２．大気の安定・不安定イメージ図（空気塊をAからBへ持ち上げたとき）

空気塊が、①→②→③→④→⑤と上昇するときを考えます。②の高さまで上昇し

て飽和すると、水蒸気が水滴となり雲として見えるようになります。ここが雲の底で

す。一方、基本的に②より高いところでは飽和しており、空気塊が上昇すると、雲は

上方向に発達します。そのため、⑤の高さまでは、底は平ら、上はもこもこしています。

大気の安定・不安定

天気予報やニュースで「大気が不安定となり…」というフレーズを聞いたことがある

と思います。雲の発達において、大気が安定か、それとも不安定か、ということは大き

なポイントです。では、大気の安定、不安定とはどういうことでしょうか？

まず、大気が安定しているとは、空気塊の温度が周囲の空気よりも低く、持ち上げ

られても、もとに戻る状態です（図２左、図１①～③）。このとき、空気塊が何らかの上

昇気流で持ち上げられたとしても、周囲の空気よりも温度が低いため、もとの位置に

戻ろうとします。そのため、外からの力がなければ雲は発達しません。一方、大気が

不安定とは、空気塊の温度が周囲の空気よりも高く、何かのきっかけで持ち上げられ

ると、勝手にそのまま上昇していく状態です（図２右、図１③～⑤）。そのため、最初に

持ち上がるきっかけさえあれば、それ以降は外からの力がなくとも空気塊は上昇し、

雲がもくもく発達します。「大気が不安定」になると、背の高い雲が発達しやすく雷雨

になりやすい…という訳です。ちなみに、上空に冷たい空気が入ると、周囲の温度は

下がり大気は不安定になります。また、上昇気流による空気塊の持ち上げが大気の

安定内であれば、雲は発達せず、ぽこぽことした雲が浮かびます。

西岡 里織（科学館学芸員）

Ｓ．ＮＩＳＨＩＯＫＡ
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太陽系の小惑星の名前に由来する元素の名前
はなんでしょう？

―天体と元素の物語（４）－

京都薬科大学 名誉教授 桜井 弘

元素の周期表を見ると、ほぼ中央に

ルテニウム（Ｒｕ）、ロジウム（Ｒｈ）、パラ

ジウム（Ｐｄ）、オスミウム（Ｏｓ）、イリジウ

ム（Ｉｒ）と白金（Ｐｔ）の６つの元素が長方

形にならんでいる部分があります（図

１）。これら６元素の物理化学的性質は

互いによく似ていて、自然界にも同時に

よく見いだされるため、まとめて「白金族

元素」とよばれています。

白金は古代から知られていた元素で

したが、ロジウムとパラジウムはイギリスの

化学者・物理学者であったウィリアム・ハイ

ド・ウォラストン（１７６６‐１８２８）（図２）が発

見し、オスミウムとイリジウムはウォラストン

の 友 人 の ス ミ ソ ン・テ ナ ン ト（１７６１‐

１８１５）が発見しました。残るルテニウムは

ドイツの化学者・物理学者のゴットフリード・

ウィルヘルム・オサン（１７９７‐１８６６）によ

り発見され、ドイツとロシアの化学者カー

ル・クラウス（１７９６‐１８６４）により単離さ

れ、元素として認められました。

この６つの元素のうち、太陽系の小惑星

の名前に由来して初めて名づけられた元

素名が一つあります。今回は、それについ

て紹介しましょう。

図２．ウィリアム・ハイド・ウォラストン
ｈｔｔｐｓ：／／ｅｎ.ｗｉｋｉｐｅｄｉａ.ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／
Ｗｉｌｌｉａｍ_Ｈｙｄｅ_Ｗｏｌｌａｓｔｏｎ

図１．白金族元素
（『一家に１枚周期表』第１３版、文部科学省、
化学同人より）

天体と元素の物語
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図３．科学館展示のパラジウム

１．白金鉱石から見つかった新金属

ブラジルの鉱山で、１７００年頃、「銀」、「価値のない金」、「できそこないの金」ある

いは「白い金」とよばれていた白金の合金と思われる鉱物が知られていましたが、長

い間研究はされていませんでした。

イギリス生まれのウォラストンは、ケンブリッジで科学を学び、続いてケンブリッジ大

学で医学博士となり、しばらくは医師として働いていました。しだいに化学や物理学に

興味を持つようになり、１７９７年にロンドンへ移りました。１８００年に、化学物質を合

成・販売するためケンブリッジ時代の友人のテナントと共同で事業を開始しました。特

に、白金鉱石に力を入れました。たとえば、海綿状の白金を圧縮して展性を持つよう

に改良したり、焼き戻して鋳造できるようにしたり、また白金るつぼなどの実験器具な

どをつくり広く知られるようになりました。

こうして白金について広く研究する

過程で、白金を王水に溶かして、過

剰の酸を蒸発させてシアン化水銀

（ＩＩ）を溶液に加えると黄色い沈殿が

できることがわかりました。これを洗っ

て焼くと白い金属が残りました。また、

黄色の沈殿を硫黄とホウ砂とともに

熱すると金属の粒が得られました。ウ

ォラストンはこの粒を新金属と考え

て、１８０２年に発見された小惑星パ

ラスを記念して、１８０３年にパラジウ

ム（Ｐｄ）と名づけました。よく似た方法

を用いて、彼は１８０４年に新元素ロジウム（Ｒｈ）も発見しました。ロジウムという名前

は、この金属の塩の水溶液がバラ色をしていたため、ギリシャ語のバラ色ｒｈｏｄｅｏｓに

由来しています。

ウォラストンが元素発見に用いた化学的方法は、これまで誰もが思いつかなかった

ものであり、ヴォークランやベルセリウムは最大の賛辞を示しています。ウォラストンは

二つの元素発見だけでなく、広く物理学、医学、光学などにも優れた業績を残しました。

２．アマチュア天文学者が新惑星を発見

１８世紀後半、太陽系の惑星の太陽からの距離は簡単な数列で表せるという「テ

ィティウス・ボーデの法則」が提唱されていました。この法則によれば火星と木星の間

にも惑星が存在することが予想されました。このため、火星と木星の間に新しい惑星

を見つけようとして、多くの天文学者が夜ごと空に目を向けていました。現在、火星と

木星の公転軌道の間にある多数の小惑星が存在する領域はアステロイドベルト（小

ＨＩＲＯＭＵ ＳＡＫＵＲＡＩ
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図４．ハインリヒ・ヴィルヘルム・マティア
ス・オルバース
ｈｔｔｐｓ：／／ｅｎ.ｗｉｋｉｐｅｄｉａ.ｏｒｇ／ｗｉｋｉ／
Ｈｅｉｎｒｉｃｈ_Ｗｉｌｈｅｌｍ_Ｍａｔｔｈｉａｓ_Ｏｌｂｅｒｓ

図５．小惑星パラス（２００７年にハッブ
ル宇宙望遠鏡で撮影された。）
Ｉｍａｇｅ Ｃｒｅｄｉｔ：ＥＳＯ／Ｖｅｒｎａｚｚａ ｅｔ ａｌ.

惑星帯、ａｓｔｅｒｏｉｄ ｂｅｌｔ）とよばれています。

前回紹介しましたように、１８０１年１月１

日、つまり１９世紀の第１日目にジュゼッペ・

ピアッツイ（１７４６‐１８２６）が「ケレス」を発見

しました。一時は望遠鏡から消えてしまった

ケレスを、ドイツの数学者のカール・フリードリ

ヒ・ガウス（１７７７‐１８５５）が新天体の軌道

を表わす新しい計算法を提案しました。しば

らくすると、天体が再び現れて、その再発見

に成功したのは、ドイツの天文学者フランツ・

フォン・ツァハ（１７５４‐１８３２）とハインリヒ・ヴ

ィルヘルム・マティアス・オルバース（１７５８‐

１８４０）（図４）でした。『うちゅう』の読者の皆

さんは、オルバースの名前はよくご存じでは

ないかと思います。

オルバースは、天文台などに属さないアマ

チュア天文学者でしたが、本業の医業のか

たわら時間を惜しんで毎夜観測を続け、

１８０２年に新天体パラス（Ｐａｌｌａｓ）を発見し

ました。２０２２年は、パラスの発見後２２０年

の記念の年です。さらに１８０７年にはベスタ

（Ｖｅｓｔａ）を発見しました。１９世紀の初めに

相次いで発見された４つの小惑星のうちの２

つを発見したのです。他の二つは、１８０４年

に「ジュノー」と１８０７年に「ベスタ」が発見さ

れました。オルバースはこれらの惑星は単一

の惑星が破壊されたものではないかという面

白い考え方を唱えていたそうです。その後

も、６つの彗星を発見しました。１８１５年に発

見された彗星はおよそ７０年の公転周期をも

つ周期彗星であり、オルバース彗星（１３Ｐ／

Ｏｌｂｅｒｓ）としてよく知られています。さらに、

彗星の軌道を割り出す方法を編み出したこ

とでも有名です。

パラスの大きさは直径５００～６００ｋｍほ

どで、小惑星帯の中の最大の天体です。オ

天体と元素の物語
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ルバースがつけた「パラス」という名前は、ギリシャ神話の海の神・トリトンの娘パラスに

由来しています。なお、トリトンの方は海王星の衛星の名前の由来になっています。ト

リトンは、海王星で発見された初めての衛星であり、海王星最大の衛星です。

ケレスやパラスは新しい「惑星（ｐｌａｎｅｔ）」とみなされていましたが、「ジュノー」と「ベ

スタ」も同じような天体が発見されたことで、次第に惑星とは別の天体と考えられるよ

うになりました。これらの天体をまとめて、１８５０年ごろから「小惑星（ａｓｔｅｒｏｉｄ）」とい

う分類方が用いられるようになりました。

さらに、２００６年には、惑星より小さく小惑星より大きい「準惑星（ｄｗａｒｆ

ｐｌａｎｅｔ）」という分類が決められたことにより、「小惑星帯で最大の天体」ケレスは準

惑星に「昇格」しました。パラスやベスタも今後、小惑星から準惑星に分類しなおされ

る可能性があるそうです。

［文献］

１） ウィークス／レスター著、大沼正則監訳：『元素発見の歴史２』、朝倉書店、

１９８８年．

２） Ｄ.Ｎ.トリフォノフ・Ｖ.Ｄ.トリフォノフ著、阪上正信、日吉芳朗訳：『化学元素 発見の

みち』、内田老鶴圃、１９９４年．

３） 桜井 弘編：『元素１１８の新知識』、講談社ブルーバックス、２０１７年．

桜井 弘

お詫びと訂正
２０２２年８月号２０ページ（１１行目）に以下の誤りがございました。お詫び申し上げますと

ともに、以下の通り訂正させていただきます。

【誤】原子番号５２のセリウム → 【正】原子番号５８のセリウム

ＨＩＲＯＭＵ ＳＡＫＵＲＡＩ
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科学館行事予定１１月末までの

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

おうちで科学とものづくり！オンライン教室⑦（ホームページで申込・
１１／５締切）日２７

中之島科学研究所コロキウム木１０
オンライン天体観望会「皆既月食と天王星食」火８

１１

楽しいお天気講座「空気のふしぎな実験」（１０／２６必着）
こどものためのジオ・カーニバル（自然史博物館にて開催・～６日）土５

おうちで科学とものづくり！オンライン教室⑥（申込終了）日３０
天体観望会「木星と土星を見よう」（申込終了）土２２

プラネタリウム「宇宙美術館２０２２」（～１１／２７）
プラネタリウム「星の誕生」（～１１／２７）
プラネタリウム「ファミリータイム」
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「なが～い分子！ポリマーであそぼう」（～１１／２７）
企画展「鉱物の魅力」（～１１／２７）

１０

行 事曜日月

※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。

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
－○－－平 日

１５：００１４：００１３：００１１：００

サイエンスショー 開演時刻

開催中

２２
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※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

宇宙美術館星の誕生宇宙美術館星の誕生学習投影ファミリー学習投影
平 日

１６：００１５：００１４：００１３：００１１：５５１１：００９：５０

学芸員ＳＰ宇宙美術館星の誕生宇宙美術館ファミリー星の誕生宇宙美術館ファミリー
土日祝休日

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

プラネタリウム 開演時刻

● 宇宙美術館：宇宙美術館２０２２ ● 星の誕生：星の誕生
● 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（幼児とその保護者を対象にしたプラネタリウム・約３５分間）
● 学習投影：事前予約の学校団体専用（約５０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。

企画展「鉱物の魅力」

２０２２年は世界鉱物年です。「鉱物学の父」とも呼

ばれる、フランスの科学者ルネ＝ジュスト・アユイの

没後２００年を記念しています。この企画展では、美

しく、形のはっきりとした様々な鉱物標本を展示しま

す。アユイが発見した鉱物・結晶の性質について、

標本の観察を通して気づくことができるでしょう。そし

て、様々な鉱物が持つ個性や魅力を楽しんでください。

■日時：９月１５日（木）～１１月２７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：当日、直接会場へお越しください。

【プラネタリウム「学芸員スペシャル」】 土日祝休日

大阪市立科学館にはプラネタリウムを投影する天
文担当学芸員が７人います。同じ天文担当学芸員
といっても、専門分野は流星、太陽、恒星、銀河・宇
宙論、観測、歴史、気象など多岐にわたります。１７
時の追加投影は通常のプログラム内容ではなく、各
天文担当学芸員が、それぞれの個性・分野・時事に
応じた内容で投影解説します。学芸員の「おまかせ」
投影をお楽しみください。担当学芸員・テーマは、科
学館公式ホームページをご覧ください。

２３
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楽しいお天気講座「空気のふしぎな実験」

空気には重さがあるかな？？空気のふしぎな実験をやってみよう！天気予報でよく使われる

気圧とは何か、実験を中心に気象予報士がお話しします。

■日時：１１月５日（土） １３：３０～１５：３０

■場所：工作室 ■参加費：５００円（１組につき）

■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）※ペアの２名１組で実験を行います。また、新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため、講座中の講師のサポートを控えさせていただく場合があります。

■申込締切：１０月２６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「空気のふしぎな実験」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

オンライン天体観望会「皆既月食と天王星食」

月食は、地球の陰に月が入ることで、月が欠けて見える現象です。月がすっぽりと地球の陰

に入ってしまう月食を皆既月食と言いますが、皆既月食の時の月は、全く見えなくなるのでは

なく、全体に赤っぽい色を帯びて観察することができます。さらに今年１１月８日に起きる月食

では、その最中に月が天王星を隠す「天王星食」が起こります。これらの天文現象を科学館

からのネット配信を見ながら観察してみてください

■日時：１１月８日（火） １８：００～２１：５０

■ＹｏｕＴｕｂｅ Ｌｉｖｅを利用したオンライン配信 大阪市立科学館プラネタリウムチャンネル

■参加費：無料（視聴に伴う通信料などは参加者の負担となります）

第２２回こどものためのジオ・カーニバル

私たちが暮らしている地球・宇宙のことをもっともっと知りたい人は「こどものためのジオ・カー

ニバル」に集合！様々な工作や実験を通じて、自然のふしぎにふれてみませんか。

■日時：１１月５日（土）、６日（日） 各日１０：００～１６：３０（入場は１６：００まで）

■場所：大阪市立自然史博物館ネイチャーホール ■事前申し込み制

※申し込み方法など詳細は、決定しだい専用ホームページ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｇｅｏｃａ.ｏｒｇ／ にて

お知らせします。

中之島科学研究所 第１３３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：１１月１０日（木） １５：００～１６：４５ ■場所：多目的室 ■申込：不要 ■参加費：無料

■テーマ：江戸幕府の天文方たちの図書利用

■講演者：嘉数 次人（研究員）

■概要：江戸幕府には、将軍の御文庫である紅葉山文庫が置かれ、幕臣は業務上必要な

時に所蔵書籍を利用できました。その中で、幕府天文方の人々は、どんな本を借りていた

でしょうか。文庫を管理した書物方の記録などから探ります。

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：毎週月曜日

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

■編集後記■

コロナ禍ではありますが、みなさまのおかげをもちまして、大阪市立科学館の開館以来の来

館者数が ２,０００万人を突破しました。引き続き、多くのお客様にお越しいただける科学館

を目指していきたいと思います。（江越）

天体観望会「月と火星を見よう」

火星は１２月１日に地球に最接近して、観察のチャ

ンスを迎えています。大気の状態が安定していれ

ば、火星表面の模様を観察することができるでしょ

う。月は望遠鏡で観察すると、表面の「クレーター」を

見ることができます。科学館の大型望遠鏡を通し

て、自分の目で月や火星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：１２月３日（土） １９：００～２０：３０

■場所：屋上他 ■対象：小学１年生以上★

■定員：２４名（応募多数の場合は抽選）

■参加費：無料 ■申込締切：１１月２２日（火）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）と希望日を記入して、大阪市立科学館「天体観望会１２月３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。

※新型コロナウイルス感染症の状況によっては定員を縮小したり、中止する場合があります。

※友の会の会員は、友の会事務局への電話で応募できます（抽選は行います）。

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。

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
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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

１２：１０～１３：４５ 英語の本の読書会 工作室＋Ｚｏｏｍ

１５ 土 １４：００～１６：００ 友の会例会 多目的室＋Ｚｏｏｍ

１９：００～２０：３０ 友の会会員専用観望会 ９月号参照

１０
１６ 日 １４：００～１６：００ りろん物理（場の理論） 工作室

２２ 土 １４：００～１６：００ うちゅう☆彡むちゅう 工作室＋Ｚｏｏｍ

２３ 日
１０：００～１２：００ 天文学習 工作室＋Ｚｏｏｍ

１４：００～１６：３０ 科学実験 工作室

２９ 土 １８：００集合 星楽（せいら） ９月号参照

１２ 土 １１：００～１６：３０ りろん物理 多目的室

１３ 日
１４：００～１５：３０ 化学 多目的室

１６：００～１７：００ 光のふしぎ Ｚｏｏｍ

１９ 土
１５：００～１６：３０ 英語の本の読書会 工作室＋Ｚｏｏｍ

１１
１８：００～１９：３０ 友の会ナイト プラネタリウム

２０ 日 １４：００～１６：００ りろん物理（場の理論） 工作室

２６ 土
１４：００～１６：００ うちゅう☆彡むちゅう 工作室＋Ｚｏｏｍ

１８：００集合 星楽（せいら） 次ページ記事参照

２７ 日
１０：００～１２：００ 天文学習 工作室＋Ｚｏｏｍ

１４：００～１６：３０ 科学実験 工作室

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。

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。

１０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。Ｚｏｏｍを利用し
たオンライン参加のほか、科学館多目的室での参加も可能です。
■日時：１０月１５日（土）１４：００～１６：００ ■会場：Ｚｏｏｍ、科学館多目的室
■今月のお話：「なが～い分子のおはなし」宮丸学芸スタッフ
単位構造の繰り返しで長く連なった分子、ポリマーは私たちの暮らしと深い関わりがありま

す。上演中のサイエンスショー「なが～い分子！ポリマーであそぼう」の内容も掘り下げつつ、
色々お話したいと思います。

友の会

２６



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

１１月の友の会の例会は、普段の月とは時間も場所も変えて、プラネタリウムで開催します。

会員さんご本人様だけでなく、ご家族の皆様もご一緒に参加ください。

■日時：１１月１９日（土） １８：００～１９：３０ ■会場：科学館プラネタリウム

■定員：２５０名（申し込み先着順）

■内容：「まだ見ぬ宇宙へ」ナレーション無し版

「火星を歩く」製作中映像紹介、他（予定）

■申し込み方法：右のＱＲコード か 下のＵＲＬから、

申込フォームに必要事項を記載してください。

ｈｔｔｐｓ：／／ｆｏｒｍｓ.ｇｌｅ／ＴＱｍｐｓＶＶ３ＺＬａｄＥＱｒ８Ａ

■備考：ご家族の方は会員本人と同居の方に限ります

友の会ナイト

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：１１月２６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：１０月２６日（水） ■申込締切：１１月１６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。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）

９月の友の会の例会は１７日に開催しました。メイン

のお話は、嘉数学芸員から「１９３０年代の家電製品と

電気科学館」のお話がありました。休憩を挟んで、飯山

学芸員から、科学館で開催中の企画展「鉱物の魅力」

の紹介があり、山田さん（Ｎｏ.２７６０）から、ガリレオの手

稿が贋作と判明したニュースの紹介がありました。参加

者は科学館多目的室で１９名とＺｏｏｍで２４名の合計

４３名でした。

友の会例会報告

■友の会行事の参加申し込みについて

友の会の例会等、申し込みの必要な行事への参加は、ｇｏｏｇｌｅフォームから申し込みをお

願いしています。友の会会員専用ページで申込先をご確認ください。

友の会

２７



古代の宇宙観（古代の歯車式天体計算機）

図１．古代の歯車式天体計算機

展示場４階の「古代の宇宙観」の展示

ケースには、様々な宇宙観に関する模型

や写真パネルを展示しています。その中

に、錆び付いた何かの断片の展示パネル

があります（図１）。

このパネルの写真は、ギリシャのアテネ

考古博物館から提供してもらったもので

す。「古代の歯車式天体計算機（紀元前

８７年）」というキャプションがあります。この

年代については、もうちょっと前が正しいと

いう説が有力なのですが、いずれにせよ

２０００年ほど前に作られた機器の断片で、ギリシャのアンティキティラ島の沈没船か

ら１００年ほど前に引き上げられたものであるのは確かです。

この機器は、その後ＣＴスキャンなど近代的な方法で解析され、天体の名前と年

月が書かれ、ハンドルをまわすと前面の渦巻きのような部分の指針が動き、ある年の

惑星などが何座にあるのかを表す、アナログ天体計算機であると明らかになってきま

した。人によっては世界最古の機械式計算機といいます。その当時に、天体の運行

についてかなり正確にわかっていたことの

証拠でもあります。惑星の運動を機械で

示す惑星儀なので、プラネタリウム（惑星

儀）の元祖とも言えます。

非常に興味深いこの機械は、多角的に

研究され、復元されており、そのレプリカが

入手できましたので、最近このパネルの近

くに展示を始めました（図２）。サイズは当

時のものと同じで、渦巻き型の目盛りが印

象的です。２０００年前の技術や天文知識

に想いをはせながらご覧下さい。

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２．復元された計算機（レプリカ）

展示場へ行こう


