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双望会紀行
H29.11.17( 金 ) ～ 11.19( 日 ) に か け て、
愛知県のスターフォーレスト御園で開かれる
スターパーティ「双望会」に参加してきまし
た。
「双望会」は眼視派のための日本有数の
スターパーティですが、今回この「双望会」
が開催１０年目を迎え最後回だということ
で、てつにぃさん、レインボーさん、T# さん、
六甲山さん、私（Hawk）の５名で参加して
きました。本稿では、この「双望会」の概要
についてレポートしたいと思います。

○双望会とは

「双望会」は主催 HP の言葉を借りれば、
「双
眼鏡、望遠鏡をこよなく愛する観望派のため
のスターパーティーです。メーカー製、自作、
口径の大小を問わず、自慢の機材、お気に入
りの機材を持ち寄って、満天の星空を楽しみ
ながら相互の交流を深め、豊かな時間を過ご
していただくのがこの集まりの趣旨です。
」
という言葉のとおり、眼視派のためのスター
パーティーです。
「スターパーティー」と聞くと、
「星まつり」
を想像しますが、一般的な星まつりが、一般
客参加可能／家族向けのいろんなイベント有
りというふうに、まさに「お祭り」の様子を
呈しているのに比べると、「双望会」はいろ
んな意味でハードな集まりです。まず、参加
には事前予約が必要で、２泊３日の宿泊制、
申し込んだ者しか参加できません（１泊２日
でも参加できます）。また、参加者の交流や
観望に重点を置いているため、主なイベント
は「フリーマーケット」と、「機材紹介」の
２つのみです。その他の時間は、皆、観望や
交流を楽しみます。ちょうど、OAC でも合

宿を行いますが、まさに、全国からいろんな
人が、特に眼視にのめり込んだ人が集まる壮
大な合宿のようなものだと思うと良いでしょ
う。
星まつりも大きなものは、
「胎内星まつり」
や「原村星まつり」等ありますが、
「双望会」
はこれらに並ぶくらいの、有名な星まつりで
す。他の星まつりもいろんなイベント等が
あって面白いですが、
「双望会」が特に面白
いのは、宿泊制でもあるので、参加者同士で
十分な交流ができ、また参加するメンバーも
ホームページでしか見たことのないような有
名な人がいて、機材のほうも、普通の観望会
では見れないような特別な機材を見ることが
できます。日本有数の、ここでしか出会えな
い人／ここでしか見れない機材等に存分に出
会えるのが「双望会」の最大の特徴ではない
かと思います。

○開会式

「双望会」の開会式は、初日 ( 金曜日 ) の
17:00 に始まります。17:00 開始なので、皆
17:00 ちょっと前に集まるのかと思いきや、
そうではありません。コアな人はすでに昼過
ぎから現地に乗り込んでおり、太陽観望会等
をしています。
そして、17:00 になると、食堂に皆集まり
開会式の始まりです。実行委員長の服部さん
が開会の挨拶をされ、
「双望会」が開催され
ます。開催後は、まず皆さん、食堂で食事を
とります。
そして食事が終われば、さあ観望だとなる
のですが、しかし今回初日は、夕方から天気
が崩れ雨になってしまい、皆、機材を出せな
くなってしまいました。しかし、こういう時
は、皆で宴会です。食事を食べつつ、ビール
も飲みつつ、食堂で大宴会の始まりです。皆
さん、持ち寄ったお酒やつまみを食べながら、
仲の良いメンバーで宴会が進んでいきます。
今回、あいにく我々は仕事の都合で開催式
には間に合わなかったのですが、この日の深

夜 11 時頃に、まず私（Hawk）が宮崎の星仲
間の「べんべん」さんと一緒に現地入りしまし
た。到着後、すでに食堂はあらかた宴が終わっ
ていましたが、食堂に残っていた仲の良いメン
バーと酒盛りを始め、2 時くらいに終了しまし
た。そしてその後は、お風呂に入ります。
双望会の特徴のひとつに、宿泊施設を借り
切って開催しているので、宿泊施設付属のお風
呂が利用できることがあげられます。また、食
事も事前に頼めば、朝／晩を食堂で食べること
フリマは、例年は屋外で行うのですが、今年
ができ、食事を作る心配もしなくて良いです。 は雨なので室内で開催です。ここのフリマは特
特に、お風呂は天体観測をしている人ならわか 徴的なのが、皆さん、すごい機材を持たれてい
りますが、お風呂に入って寝れるかどうかで翌 るので、結構、高価なものが出品されます。ま
日の疲れ度合いがずいぶん違います。今回は初
日が雨だったこともあり、皆さん、翌日のため

に体力を温存すべく、食事＋宴会をした後は、
お風呂に入られたようです。
そして、宿泊は、施設保有のバンガローに泊
まります。１１月のこの時期、バンガローは結
構寒いのですが、布団が薄い、寒い～～と思い
ながら、なんとか我慢して眠りにつきます。

○フリーマーケット

翌朝は目が覚めると、まずは食堂で食事をし
て、いつもなら、その後は皆さんの機材を見学
…となるところですが、この日はまだ雨が降っ
ておりました。相変わらず、皆さん、機材を出
すことはできず、施設の中で集まって、皆さん

た出品物も特徴的なのが「双望会」の名のとお
り、
「双眼」用の機材が出品されることも多く、
アイピースも２本組みで出品されることが多い
です。実は私も、初めて参加した双望会（９年
前）で、双眼望遠鏡を譲ってもらいました。こ
んなふうに、このフリマでは、単眼だけでなく、
双眼に関するいろんなものが出品されるのが魅
力です。今回のフリマの写真を以下に示します
ので、皆さんの盛り上がりっぷりを見てくださ
い。私も、
フリマで「20cm 反射望遠鏡研磨キッ
ト」
（反射鏡を磨くための、ガラスや研磨剤の
キットです。
）を購入しました。

○機材紹介

フリマが終わると、お昼の食事です。お昼は
おしゃべりタイムです。
食堂がないので、お弁当が準備されます。こ
そうこうしてると、岡山発のてつにぃさん、 のお弁当、地元 東栄町の名物 鶏などの食材を
レインボーさん、T# さんが到着しました。そ 使った弁当で、毎年思うのですが、結構美味し
の後、兵庫から六甲山さんも合流。皆で集まっ いのですよ。
て話をしてると、いよいよ双望会の最初のイベ
ント「フリーマーケット」の開催です。

そして、食事の後はいよいよ機材紹介です。
この機材紹介タイムがあるのも双望会の特徴

で、一人３分くらいの時間で、自分の持ってき
た機材の紹介 ＆ 自己紹介を行います。自己紹

いです。自分で HP も立ち上げており、もう将
来の有名天文家になること間違いなしといった

介という意味では、実は双望会では、参加する
１ヶ月くらい前に参加者用の ML（メーリング

感じです。双望会も世代代わりしたな～～と感
じるひと時でした。

リスト）を立ち上げており、参加前に、事前に
ML で自己紹介をしておくという仕組みもあり
ます。
こうして参加前にも自己紹介をした上で、当
日は機材を前にして自己紹介という仕組みに
なっており、皆で交流を楽しむという意味で、
実によく考えられたシステムになっています。
機材紹介は、一人３分で、トータル 80 名く
らいの参加者全員を紹介しますので、まともに
やると３～４時間かかるのですが、13:00 頃か
ら始めて、ちょうど夕方頃に終わるスケジュー
ルになっており、双望会のメインイベントのひ
とつです。
この機材紹介は聞いているだけで楽しく、皆
さんが機材にどんな工夫を凝らしているのか勉
強になるのですが、今年はあいにくの雨・・・
機材紹介はどうなるのだろうと思ってたら、今
年は室内で開催することになりました。室内な
ので大型の機材は持ち込むことができず、いつ
もなら全員参加の機材紹介が、今回は有志の方
のみの紹介です。
今回の機材紹介では、全部で 10 数名の方が
機材紹介をされました。その中でも、面白い紹
介をいくつか紹介しましょう。まずは１件目
ですが、なんとびっくり、小学５年生の「ふ
く」くんによる機材紹介です。こんな小さな子

２件目は、昭和一桁台の、当時の学研が出し
た、ハーシェル・ニュートン望遠鏡を紹介して
くれた方（すいません。名前忘れてしまいまし
た。
）なんでも、骨董品屋さんで半年前くらい
に見かけて、延々売れのこっていたので買った
とのこと。ハーシェル・ニュートンって何？と
いうふうに思われるかも知れませんが、軸外し
光学系と呼ばれる特殊な光学系の望遠鏡なので
すが、こんな望遠鏡が昭和一桁台に、学研から
発売されていたとは驚きです。
しかし、
ハーシェ
ル・ニュートンを考えたのは日本人ということ
なので、その辺が国内で製造・販売されてた理
由なのかも知れません。
望遠鏡のコンディションは、あいにく反射鏡
のメッキが剥がれて、像はまともに見えないよ

がしっかりと機材紹介をするなんて、双望会始

うですが、それにしても、実物をみると、こん

まって以来の快挙ではないでしょうか。しかも、 な変わった光学系のものが当時発売されていた
紹介内容もしっかりとしております。愛機はタ とは驚きです。
カハシ TS-100、好きな天体の話しもしてくれ
最後は、双眼鏡をたくさん持ち込まれてた
ましたが、なんか私よりもよっぽど天体に詳し 「石石石」さん。何でも、家には数十台の双眼

鏡があるそうで、ツアィスやライカの双眼鏡等
も持って来られてましたが、他にも驚いたの

とはないので
すが…、両目

は、先日発売されたばかりの Nikon の WX 双
眼鏡を持ってこられたこと。口径 50mm の双

で見るために

眼鏡ですが、隅々まで像がきれいでものすごく
よく見えます。１台 60 万円以上する双眼鏡で

眼の認識力が
上がるのかも
知れません）
、

すが、双望会には今回、この WX 双眼鏡を持ち
込まれていた方が、計４人もいたようで、たぶ

25cm の 口 径
だけあって

ん、WX 双眼鏡ユーザーの８割くらいがここに
集まってるんじゃないかと錯覚しそうになりま
した。改めて濃い集まりなのを実感します。機

光 量 も あ り、
ディープスカ

材紹介も、雨でなければ、もっとすごい機材が、
屋外で、皆さんに紹介してもらって見れたこと
でしょう。

○観望

イを存分に楽
しむことがで
きます。
次は「きたかる」さんの 20cmF10 反射望遠
鏡。究極の惑星観望用望遠鏡を作ろうと思われ

て作ったそうで、高倍率を出すためにはまずは
機材紹介が終わる頃には、雨も上がりつつあ 長焦点と決め、20cmF10 のスペックが決まり、
り、
観望ができそうな雰囲気になってきました。 副鏡を限界まで小さくしようと、副鏡サイズは
天気予報では、20 時くらいから雲もなくなり 22mm。中央遮蔽率 11% です。さらに鏡筒を
晴れ間が広がる予定でした。
皆、外に出て様子を見ながら、ぼちぼちと機
材の準備を始めます。先ほどの機材紹介では紹
介されなかった皆さんの大きな機材が広場に出
されます。どの機材も、皆、ここでしか見れな
いくらい特徴的なのですが、その中からいくつ
か紹介しましょう。

軽くするために、カーボンを巻いて作った軽量
鏡筒で、重量は 10kg ちょっとかなり軽いです。
実際に像を見せてもらいましたが、反射特有の
色収差のないきれいな像で、スパイダーもチタ
ン製で非常に薄く作っているため、スパイダー
の光条も見えません。まるで、大口径アポクロ
まずは、双望会では代表的な、岡本さんの
25cmEMS 双眼望遠鏡。レンズは Nikon に特注
した 25cm アクロマートレンズです。しかも、
望遠鏡本体と架台は自作です。総重量はかなり
あるでしょうが、車の荷台から専用のリフター
で出し入れします。俗に、双眼望遠鏡は、単
眼に比べ、口径の２倍相当の単眼に匹敵する
と言われており（もちろん計算上はそんなこ

マート屈折のような見え味でした。惑星観測
の際には、1200 倍くらいかけても像が破綻し
ないそうで、これで見る月のクレーターなん
かはすばらしくよく見えるそうです。そして、
この方、アイピースも特別で、視界は狭いも
のの収差の一切ない Lavendura アイピースと
いうのを、設計・製作・販売されており、こ
のアイピースで観望をされています。

○閉会式

翌朝、眼を覚まし食事をして、広場に出ると、
皆さん、太陽観望会などやっております。太陽
観望も、PST 双眼望遠鏡で観測です。何事も双
眼で良いですね～～。

そして次は、K.Nebura さんの 25 インチ反
射望遠鏡。25cm じゃありません、25 インチ
（63.5cm）です。さすがにここまでの口径には
お眼にかかったことがなく、おそらく双望会

そして、10 時になると、いよいよ閉会式で
す。名残惜しいですが、実行委員長の服部さん
が最後の挨拶をされました。双望会は、その前
身は「望遠鏡・双眼鏡サミット」というイベン
トだったのですが、そこから数えると、計で
20 年、20 回の開催です。こうやって長く実施

史上、最大口径ではないでしょうか。ちなみに、 してもらったおかげで、皆、ずいぶんと交流が
双望会では、
50cm クラスのドブ（Ninja500 等） できたのではないかと思います。
「双望会」の
がゴロゴロしており、もはや、口径インフレ 「会」は、
「一期一会」の「会」と、昔、服部さ
状態です。そして、夜にこの 63.5cm 反射を
見させてもらいましたが、なんと眼視で馬頭
星雲が見れました。圧巻でした。
その他にも、いろんな機材がありますが、
そうこうしてると夜も更けてきて、皆、まち
まちに観望が始まります。我々もいろんな人
のところで望遠鏡を覗かせてもらい、また自
分の機材で星も見つつ、楽しい時を過ごしま
した。

んが挨拶されたことがありましたが、まさにそ
んな感じで、
ここの「双望会」で知り合いが増え、
交流が始まり、
「人生変わった」という人も多く、
今後ももっとこのつながりを広げていければ良
いなと思います。

○おわりに

～帰路にて～

閉会式の後は、皆に挨拶をして、一路帰路へ。
帰りは岡山組のてつにぃさん達と、下関組の私
達の２台で、一緒に連なり、伊勢湾岸道路を爆
走します。閉会式の挨拶でいつも言われる言葉
ですが「家を出てから、帰るまでが双望会」と
いう言葉を思い出しつつ、安全運転で爆走して

かげさまで夕方には無事岡山を超え、夜には
下関にもたどり着きました。

帰ります。
そして、途中でご飯も食べつつ、適宜休憩を

こんな感じで、双望会はもう終了してしま
いましたが、私は双望会に計９回参加してい

しながら、写真のようなエナジードリンクを皆
で飲みつつ、眠気を飛ばしながら帰ります。こ
のエナジードリンク、名前は怪しいですが、
至っ
て普通の味で、眠気覚ましにはちょうど良いで
す。名古屋近辺の高速道度ＳＡ等で売ってます

るのですが、ここで知り得たこと、また参加
した人とのつながりは非常に貴重だと思いま
す。天文は、趣味人口も少ないので一人では
なかなか進まないことも多いですが、こうし
た会合があるといろんな人と知り合え、趣味

ので、皆さんも名古屋方面に車で行かれる際に
は、ぜひ購入してエネルギー補給をどうぞ。お

の幅が広がるのを実感します。大きな星祭り
に行くと、似たような体験も出来ると思いま
すし、また他の星祭りは一般向けのいろんな
イベントがあり、良い家族サービスになると
思うので、皆さんも、興味のある方は、ぜひ
星まつり等のイベントにお出かけください。
執筆：hawk
( 見出し画像は双望会 HP よりお借りしました。）
イベント案内

天体写真・星景写真展「星降る空へ ようこそ」
好評開催中！１月 日まで
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連載小説

「おい美作、黒瀬さんが……と？」
「はん？」

第３話
written by オーモリ
約一か月後。五月最初の土日にかけて、イン
ターハイ予選を兼ねた大会が開催された。場所
は県立総合グラウンド。各校の代表が集まり、
培ってきた力をぶつけ合う。投擲競技や跳躍競
技ならまだしも、短距離走や長距離走は一発勝
負だ。百メートル走など、高校生なら十一秒程
度で全てが決まるシビアな世界なのだ。当然皆
ピリピリしており、独特の張りつめた空気が立
ち込めていた。
貴重品やその他の荷物は観客席に置き、出場
しない下級生が荷物番をする。選手達はスパイ
クや必要品だけを手にグラウンドへと向かい、
学校ごとに陣取り入念なアップに努める。グラ
ウンド内をジョグで流し、一周ごとにストレッ
チを繰り返して体を伸ばす。体がほぐれていく
のと反比例して、テンションが上がっていくの
が分かる。
これが緊張に繋がらないよう、キャプテン・
木口が皆に声をかけながらアップを続けていっ
た。キャプテンらしい配慮だ。健吾はと言うと
自分の事で頭が一杯という有様だった。余裕の
ない表情、全く周囲に届かない目線。それを見
てとった木口が話しかけて張りつめた心をほぐ
しにいった。気合いが入るのはいいが、それが
空回りするようでは元も子もないのだ。
「今日は黒瀬さんの応援は無いのか？ GW なん
だから来れるだろ？」
「ああ、来るとは言ってたが……時間なんかは聞
いてないな。そのうち来るんじゃないか？」
健吾も身体を伸ばしながら答えはするが、ま
だ視線が広がらない。木口が――こりゃイカン、
別の話題でも振るか――と観客席に視線を飛ば
してネタを探すと、丁度階段からくるみが姿を
現した。（絶好のタイミングじゃないか！ 偉い
ぞ黒瀬さん！）と内心で褒めちぎりながら健吾
の肩を叩く。

マヌケな答えを返しながら振り向いた健吾の
眼に、観客席に入って来たくるみの姿があった。
それはいい。問題はくるみに続いて入って来た
ヌアサ＝沙綾だった。二人して健吾を見つける
や声援を送り、手を振ってくる。
くるみはオレンジのタンクトップにデニムの
ミニスカートと白のパーカー、パステルカラー
のスニーカー、沙綾は体のラインが分かるタイ
トな白シャツと、七分袖のデニムジャケットと
揃いのデニムのショートパンツ、そしてアンク
ルカットのブーツという出で立ちだった。
二人とも活動的な服装なだけのはずが、どう
も沙綾に限っては抜群のスタイルのせいか、周
囲の目を集めてしまう。
いや、それだけではない。沙綾は発するオー
ラの様なものが根本的に違う。少なくとも健吾
にはそう思えた。単純に考えれば異星人である
上に、桁違いの年齢なのだから当然と言えよう。
事情を知っている健吾ならば「さすが六百歳オー
バー！」となる話だが、どうもそれだけでは無
いような気がしてきた。ヌアサには他にも何か
――何かは分らないが、まだ自分には分らない
何かがあるように思えた。
が、そんな疑問は木口のヘッドロックで吹き
飛ばされてしまった。
「おい、美作。な・ん・で黒瀬さんだけじゃなく
湯浅さんまでお前の応援に来てるんだ？」
「あだだだだ！ 痛ってぇ！ 俺は知らん！ 知
らんって！」
嘘である。本当は知っている。が、それは言
うわけにはいかない。そしてご丁寧にもくるみ
と共に自分に声援を送ってくれているこの状況。
知らぬ存ぜぬで通す以外に方法は無かった。
それでも周りからは健吾が「公認の二股」を
かけているようにしか見えないのも事実だ。彼
と同様、やや古いタイプである木口も御立腹の
様子である。プロレスファンなら知っている「細
かい技」を使って攻めてくるのだ。
ヘッドロックの状態で、手首の関節を相手の
こめかみに当ててグリグリとやりながら締め上
げるのである。これは一見地味だが実はかなり
効く。
「キャプテン、やっちゃって下さい」

「これは人道に対する罪です。きちんと裁かなけ
れば」
普段は仲のいい後輩達にまで散々な言われよう
だ。黙々とアップを続ける者も居る事はいるが圧
倒的少数派で、同学年の連中に至っては笑いなが
らけしかける始末だ。
「いやーこれはあれだな、うん。一度ナニした方
がいいな」
「いや、お前は何を言ってるのか分らん。言いた
い事は分かるが」
「要するにだ。女ったらしはやってしまえって事
だろ？」
「そう言う事だ。と言うワケで木口！ 部員の総
意って事でやっちまえ！」
こうなると木口も悪乗り炸裂である。ヘッド
ロックからフェイスロックに移行するやいなや、
またしても細かい技が繰り出された。手首の骨を
頬骨に引っ掛けて締めるのである。これまた地味
だが、強烈に痛い。
「……！！」
痛みのあまり声もだせず、木口の腕を叩いてギ
ブアップのサインを出すのがやっとだ。顧問の寺
坂が止めに入って来て、ようやくブレイクである。
「お前ら無駄なところで消耗するなよ……」
寺坂に呆れ顔で言われても、健吾としては被害
者なのだからたまったものではない。皆に「まぁ
このぐらいにしておいてやろう」等と言われても、
納得できようはずもない。だが今は大会中なのだ。
競技に集中しなければならない。気を取り直して
アップを再開し始めた。
観客席では沙綾とくるみが並んで座っている
が、グラウンドでの騒ぎを見て「うわちゃー」と
なっていた。
「……くるみちゃん、これって？」
「ちょっと誤解されたみたいね」
「そうみたいね、私としては『観戦』と『応援』
のつもりだったんだけど……」
ヌアサ＝沙綾は既にくるみと打ち解けており、
今日の応援に付いて来たという形をとっていた。
沙綾が健吾に対して恋愛感情を抱いていない事が

確認されてから、女同士の友情を成立させていた
のだ。
ケータイ番号の交換は、沙綾が架空の番号を作
り、適当に作り上げた端末（海外物と言う事にし
ている）でキャッチするという方法をとっていた。
システム上の細かい方法は沙綾にしか分らない。
そんな女性陣の心情をよそに、開会式が始まっ
た。偉そうな肩書きを持った人物達のスピーチと
いう厄介物は、例外なくダラダラと続く。せっか
く温まった体が冷えてしまう前に式が終わったの
はラッキーと言ってよかろう。
フィールドでは複数の競技が同時に進む。ト
ラック競技と跳躍競技など、同時にやれるものは
一気にやっておかないと時間がかかり過ぎるの
だ。
そして健吾がでる百メートル走は、最初に行わ
れるのだった。
この男子百メートル走は、陸上競技でもトップ
クラスの知名度と人気を誇る。二百メートル走や
四百メートルリレーの世界記録は知らなくても、
男子百メートル走の記録なら大抵の人は知ってい
るものだ。
そしてその分だけ厳しいのも事実である。ほん
の十秒と少しで全てが決まるのだから。コンマ一
秒の差でも、体の厚み一つ分でも着順の違いは明
白になる。そして常にベストの力を出すべく毎日
の練習に励むのがアスリートだ。コンディション
さえ保てば、タイムのばらつきは驚くほどに少な
い。せいぜいコンマ一秒からコンマ二秒というと
ころだ。
そんな中で選手たちはは競い合う。日々の練習
の成果を出し切れるのか？ 不安は当然ある。だ
が思いの外緊張していなかった。開会前の騒ぎの
所為か、リラックスとまではいかないが筋肉もメ
ンタルもかなりほぐれてきている。
―― これならやれる――
ジャージを脱ぎ、ゼッケンのついた濃いブルー
のユニフォーム姿になり係員の誘導に従ってト
ラックに向かう。他校の選手達と合流し、順番通
りに並ぶ。一次予選の第二レース、
第三レーンだっ
た。
順調に競技は進み、ついに健吾の出番が来た。
スターティングブロックを調整し、少し下がって
体をほぐしていると、アナウンスで各選手が紹介
されていく。ゼッケン番号、校名、名前が読み上
げられ、選手は手を揚げて答える。
全員がアナウンスされると、皆位置に着く。ク
ラウチングスタートの姿勢だ。審判員の「用意」
の声で一斉に腰を上げる。一気に緊張が高まる瞬
間だ。そして号砲が響くと同時にダッシュ。

が、すぐさま二度目の号砲が鳴った。誰かがフ
ライングをしたのだ。どうやら第一レーンの選手
のようだった。だが、いちいち咎める者はいない。
どうしても避けられない事なのは皆が分かってい
るし、二度繰り返せば失格だ。何よりもそんな事
を気にするよりも、自分の集中力を切らさない事
と、テンションを保つ事に集中しているのだった。
再び位置に着く。
「用意」の声。
号砲。
ダッシュ。
健吾の手足が力の限り動く。筋肉が躍動し、ス
パイクを履いた両足が地面を蹴り続け、体が風を
切って進む。全身が連動し、ただひたすら前に向
けて走る力を生み出し続ける。体内の血液が沸騰
したかのように熱を帯び、細胞に酸素を送り続け
る。
同時にスタートした六人の選手が、ほぼ前後一
メートルの間にかたまってゴール。接戦もいいと
ころだった。
すぐにアナウンスが流れ、健吾は二位だった事
が分かった。上位二選手が二次予選への出場切符
を手にできるルールだ。何とか次に繋がった事が
分かり、小さなガッツポーズで喜びを噛みしめた。
観客席で応援していたくるみが沙綾の肩を揺す
り、おおはしゃぎしながら声援を送っている。

「うん、私も後でちょっと。野暮な事はしたくな
いから、少しずらすわね」
「ありがとう」
くるみが階段に向けて走り出す。それを見送る
沙綾の顔には、混じりっ気無しの笑顔が浮かんで
いた。

くるみは連絡通路の片隅で健吾を見つけた。健
吾は壁に額を押しつけたまま動かない。拳は固く
握り締められ、壁面で震えている。くるみは少し
躊躇った後、そっと語りかけた。
「……残念だったね」
「……そうだな」
くるみが来たのを、とうに気付いていたのだろ
う、振り向きもせずに答えた。消え入りそうな声
で。くるみはここに来るまでに、どう接すればい
いのか考えていた。だが容易に結論が出る問題で
もなかった。
「自分もインターハイにに出られな
かったし、おあいこだよ」とでも言うのか？ そ
ういう問題では無い。では優しく慰めるのか？
ならばどんな言葉で？ それに女に慰められて喜
ぶタイプでもない。そしてくるみが選んだ答えは
――

「ほらほら沙綾ちゃん、一次予選突破だよ！ こ
の調子で決勝レースまで行っちゃえ！」
「外で待ってるね」
「ねぇくるみちゃん、何回勝ったら優勝なの？」
「確か……二次予選各レースの上位二位までの選
背中から健吾をそっと抱きしめて告げた。
手で決勝レースをやるはず。それで勝てば……」
「つまり、後二回勝てばいいのね？」
「……かっこ悪いな、俺」
「そう！ 頑張れー！！」
「そんな事は考えないで。……じゃ、後でね」
多少の時間をおいて二次予選が始まった。そし
振り向かずに歩いて行くくるみに、そっと視線
て――そこで健吾の最後の大会は終わった。
観客席の沙綾とくるみは、重苦しい沈黙の中に を送りながら呟いた。
いた。
「……こんなんじゃ、まるでダメ亭主だな」
「……残念だったわね」
確かに善戦はした。だがそれだけだった。全力
「……そうだね。あんなに頑張ってたのに。もっ
を尽くしたが結果は出せず、彼女にまで気を遣わ
と……走らせてあげたかったな」
せてしまっている。情けない男だ自分は――そん
どちらからともいう事無く立ち上がり、階段に な気分になっていた時、新たな声が健吾を振り向
かせた。
向かって歩き出す。
「私、ちょっと健吾君の様子を見てくるね……」
くるみが告げると、沙綾も頷いて返す。

「残念だったわね」
沙綾だった。いつの間に来たのか、全く気付か

なかった。
「そうだな」
突然の事に驚いたせいか、くるみに反したのと
同じ言葉が、やや固く響いた。
「もう一つ勝てば、決勝だったのにね」
「ああ、そうだな」
――異星人に何が分かる――
「全力が出せなかった？」
「いいや、タイムは自己ベストだった」
――開会前にあんな騒ぎになって全力が出せるは
ずが無い――
「私が来たせい？」
「いいや。スタートラインに立てば、どんな事も
頭から消える」
――そうだ、お前のせいだ――
「私は来なければ良かった？」
「そんな事はないよ」
――お前さえ来なければ――
「悔いは無い？」
「もういい！」
壁を殴る音が通路に響いた。荒い呼吸音。そし
て、少しの時間が流れた。

出すのみで終った。
「全滅しなかっただけマシ」
という見方も出来る。進学校はやはり、こういっ
た方面は弱いのだから。しかしそれを言い訳にし
ていたら、三年間頑張る事に何の意味がある？
高校生活最後の年を迎えて、健吾はそう考えるよ
うになっていた。奮起するのが遅かった事は否定
できないが、それでも結果を出そうと必死にやっ
て来た。それでも力が及ばなかった時、どうすれ
ばいいのだろう。なにが残るのだろう。
顧問の寺坂とキャプテンの木口からの言葉も終
わり、三々五々家路についた。健吾はくるみと沙
綾に「もう少し気持ちの整理をしたい」と伝え、
一人で帰る事にした。無人の家に帰りベッドに転
がって天井を眺め――少し眠った。

目を覚ますと、もう日が暮れていた。いつの
間にか家族も揃っており、健吾の好物である鶏の
から揚げがテーブルの中央で山盛りになってい
た。早速夕食の中で結果を報告する。意外な程あっ
さりと言えた事に自分で驚いた。少しは気持ちの
整理が出来たのだろう。
「そうか、いいとこまで行ったのに残念だったな
……悔いは無いか？」
「ああ、やれるだけの事はやったしな」
「ならいい、胸を張っていろ」
父の健介が頷きながら語る。

「最初は、お前がそこまで行くなんて想像もしな
「――悪い、少し一人にしてくれ」
「分かったわ、ご免なさい。ただ……知りたかっ かったなぁ」
たの、どうしても。許してくれるならいつでもい 「なんだよ、息子に期待しなかったって？」
「……今だから明かすがな、お前は小児喘息があっ
い、あの場所へ来て」
たんだ。そりゃぁインターハイなんか夢にも思わ
「……分かった」
んだろう」
健吾は歩いて行く沙綾の方を見る事が出来な 「はぁ！？」
かった。
健吾と弟の健治が目を丸くして驚く。
「なんで隠してたんだよ！」
「……最低だ、俺は」
「隠すつもりは……あった。なぁ母さん」
思うような結果を出せなかった事を、心の奥で 「そうねぇ、隠しておこうって」
沙綾のせいにしようとしていた自分。それを偽っ 「いやいや、自分の事なんだから！」
て「いい人」を演じようとしていた自分。そんな
幾らなんでも平静ではいられない。しかし、健
自分に対しての苛立ちを隠せず、声を荒げてし
まった自分。自分自身の未熟さが腹立たしかった。 介は茶碗と箸を置いて息子の目を真っ直ぐに見
た。
大会はその後も順調に進み、閉会式も無事終わ
り――部員の中からはインターハイ出場者を一人 「まぁ聞け。まず小さい頃の自分を思い出せ。お

前は外で遊ぶ事も稀だったはずだ」
「……確かに」
「喘息のせいで近所の子と駆けっこさえまともに
出来なかった。そこへ持ってきて病気を意識させ
過ぎてもいけない。ならいっその事、知らせない
でおこうと結論したんだ」
「そうだったのか……」
何故か弟の健治が納得しているが、健吾はそれ
どころではなかった。
「じゃぁ、なんで親父は陸上部に入るよう勧めた
んだ？ そう、中学に入った時だ。俺は美術部に
入ろうと思ってたのに」
「小児喘息は大きくなったら治る事が多いと聞く
が、お前はその兆候がなかった。とは言え、少し
でも体を強くしておく方がいいのは間違いない。
じゃぁ走るだけでも……と言うわけだ。体を鍛え
るならまずそこからだしな。その判断は間違って
いたか？」
「……いや、正解だと思う。今の自分で良かった
と思う」

くて人見知りで引っ込み思案で。いつも部屋で本
を読んでいたように記憶している。外で遊べな
かった分、空想の世界で遊んでいたのだ。その名
残か、体育会系の部活に励んでいる割に読書家だ。
頭でっかちでは無く、かといって脳味噌まで筋肉
なわけでもない。このバランスは両親のおかげな
のだろう。感謝しなくては……。
珍しく殊勝な事を考えていたが、ふと時計を見
るとランニングの時間が近づいていた。ケータイ
を取り出し、くるみにメールをうつ。
『気持ちの整理はついた。で……走るのは止めな
い事にした。それと……今日はごめん』

何が『ごめん』なのかは、自分でもよく分から
ない。途中で敗退した事なのか、
或いは一人で帰っ
てしまった事なのか。それとも自分の未熟さにつ
いてなのか。ハッキリしないが、
それでも
『ごめん』
を伝えずにはいられなかった。そして伝える事に
よって、胸の中のモヤモヤがまた少し晴れたのも
間違いない。
手早く準備を整えて、夜の街を走って行く。も
う一人の『ごめん』を伝えなければいけない相手
振り返ってみれば体が強くなった事で自分に自 に会うために。ヌアサに会うために。
いつものルートで作山古墳を目指して走って
信がついたのは事実だ。くるみと言う彼女が出来
たのもそのお陰だろう。性格も明るくなり、友人 いた。本来なら「途中での寄り道」でしかない筈
も増えた。これはきっと一生の財産になるだろう。 だが、今日ばかりはここが目的地だ。きちんと謝
そして異星人ヌアサにも臆する事無く接する事が らなければスッキリしない。もう練習ではないの
出来ている。あの頃の自分が美術部に入っていた だからタイムは気にする必要はない筈だ。ゆっく
りと走ればいいのだが、それでも普段よりも遅く
ら、きっとこうはなれなかった事だろう。
は走れなかった。陸上選手としての――いや、も
「ならいいじゃないか。生れついてのハンデを克 う「元」がつくのだが――プライドがそれを許さ
服して、インターハイ予選でいい所までいった。 ない。
結局いつも通りのペースで到着してしまった。
この実績と経験はお前の将来を支える事になるだ
ろう。この先、少々の困難ではへこたれる事もあ 人目が無い事を確認して斜面を登って行く。周囲
からは見えにくい中央部に進んで行くと、程無く
るまい。それだけでも十分だ」
細長い小型船『アールマティ』が降りてきて――
何故か今日は健吾の目の前に着陸した。いつもは
父の言葉に頷いて一気に食事を平らげると
少し離れた場所に着陸していたのだが、何か心境
の変化でもあるのだろうか。
「後でひとっ走り行って来る」
健吾が見ていると、どういうメカニズムなのか
「はぁ？ もう部活は引退なんだろ？ なんでま
船腹をすり抜けるようにしてヌアサが降り立っ
だ練習するんだよ」
た。いつもは幾分離れた場所で見ていたので気付
かなかったのだろう。一体どうなっているのか想
健治が当然とも言える疑問をぶつける。
像もつかなかった。
「練習じゃぁない。なんつーか……日課だな」
「来てくれたのね。今日は来ないかと思っていた
さらっと言い残して自室に戻って行った。ベッ わ」
ドに転がって天井を見上げ、今しがた父から聞い
た事を思い返す。確かに幼い頃の自分は、大人し

ゆっくりと歩きながら――少しだけ伏し目気味
「マルクト人なら、自分が一位から程遠いと分かっ
に言う。
ている事は決してやらないわ、初めから。だって
効率が悪い上に大した成果も望めないもの。なの
「そこまで子供じゃないよ」
に貴方達は皆――どうしてあんなに頑張るの？
健吾はやや自嘲気味に言う。妙に対照的な二人 そしてどうしてそれを見ている私達の……」
だった。
ヌアサが言葉を選んでいる。戸惑っているのか
もしれない。そんな彼女の姿を目にするのは初め
「今日は……ご免なさい」
てだった。ヌアサはいつも聡明で、自分のように
少し視線を逸らして、ヌアサが今日の事を詫び 逡巡したり戸惑ったりする事はないだろうと勝手
た。謝りに来た筈の健吾よりも先に。謝る側と謝 に思い込んでいた。それがこんな姿を見せようと
られる側。いきなり逆転してしまい、うろたえて は、信じられなかった。
しまう。経験不足が露呈していた。
「……そう、貴方達の報われない筈の努力は何故、
「いやいや、ヌアサが謝る事はないって！ 今日 私の感情――いいえ、心を揺さぶるの？」
の事は俺が……その……」
感情。心。考えてみればヌアサが初めて口にし
上手く言葉が繋げない。格好のいい言葉を並べ た言葉かもしれない。少なくとも自分の前では。
るには抵抗がある性質だし、こんな時に論理的な そしてその言葉を口にするのを、彼女はひどく躊
説明をするのは幾らなんでも野暮が過ぎる。逡巡 躇っているようだった。きっと論理が全ての惑星
では、感情や心といった物を低く見る傾向があ
しているうちに、ヌアサが言葉を紡いでいく。
るのかもしれない――そんな事を漠然と考えてい
「いつか言ったわよね、私の星では論理が全てだっ た。
て」
「何故とか聞かれても困るな、それが目的じゃな
「あ……ああ、確かに」
いんだし。強いて言えば……」
納得している場合ではない、早く本題に戻さな 「言えば？」
ければ。しかし本題に戻したとしてどう言えばい
ヌアサが僅かに踏み出して聞き返す。それも珍
い？ やっぱりここは……と、まごまごしている
しい事だった。今夜の彼女は異例尽くしだ。
うちにヌアサが続けてしまう。
「健吾君も今回の結果は予想してはいたのよね」
「そうだな」
間違いなく予想していた。いや、確信していた
といってもいい。事実として周りにもそう言って
いたのだ。
「一位になれそうもない、インターハイにも出ら
れそうもない。でも全力を尽くし、本気で悔しが
る。私達の基準で言えば愚かな筈のその姿がなに
か……そう、何かを感じさせたの」

「強いて言えば、それが『感動』ってやつじゃな
いのか？ ちょっと……照れ臭いけどな」
「感動……これが……？」
ヌアサが自身の両肩を抱いて繰り返す。動揺し
ているのだろう。その姿が妙に人間らしく思えた。
これまではどこか超然とした態度で、自分を観察
している事が伝わって来ていたのだが、今日のヌ
アサは自分と同じステージにいる。そう感じた。
そして――この分ならきっと言える。今日は自分
が悪かったと。自分の未熟さを認める事ができる
と、素直に思えた。

ヌアサが健吾の瞳をまっすぐに見ながら語る。
論理的に考えるなら確かに愚かな行為なのだろ 「まぁそのうち分かるんじゃないか？ もっと地
う、健吾や他の選手達の行いは。しかし決して愚 球に馴染めば」
かな行為ではない。地球人なら多くの人がそう思 「そうね……もっと馴染めればきっと」
う事だろう。だが論理が全てのマルクト人は、そ
ヌアサが肩を抱いていた両手を下ろし、腰の後
うではないのだった。

ろで組んだ。そしてスッと夜空を見上げた。
「いつまで居られるか分からないけど、もっと理
解したいわね。この星の事を。貴方達の事を」

なのだから恋愛関係のトラブルも無かろう。人間
がコオロギに惚れたりしないのと同じようなもの
かも知れない。
それに知能も相当なものだろうから、同性とも
上手くやれるだろう。それ等は現在進行形で証明
されている。

そう言われて健吾は改めて気付いた。彼女がい
つか――そう遠くない未来に――居なくなってし
まう事を。残された時間は、決して多くはないの 「まぁいいや。兎に角だ、今日は一言謝りたかっ
ただけだ。これでスッキリしたよ」
だ。
「そう。じゃ、お役に立てたのかしら」
「それは……少し違うんじゃないか？」
「ああ……ヌアサ。その……」
「あら、そうなの？」
「？ どうしたの、そんな顔をして」

キョトンとした沙綾の顔に、数瞬見とれてし
また口ごもってしまった。ただ謝るだけなのに、
面と向かってしまうと何故こんなに言いだし難い まった。かりそめの姿とはとても思えない、自然
のだろう。だがここで言えなければいつ言えるか で美しい表情だったのだ。
分からないのだ。手遅れになる前に――
「あぁ、まぁ……それはそれとして。部活は引退
「その……ああ、今日はすまなかった」
するけど、走る事はやめない。だから今までと同
じようにここへ顔を出すよ、いいだろ？」
「なにが？」
「もちろんよ、私は貴方を観察しなきゃいけない
真顔で聞かれてしまった。拍子抜けと言うか空 んだし。来てもらわないと困るわ」
回りと言うか、健吾の中から意気込みと決意が抜 「そういやそうだったな。忘れてた」
けていく。それも急速に。そして謝る理由を説明
いつの間にか観察されていると言う事を意識し
しなければならないという、実にばつが悪い事態
なくなっていた。良い事なのだろうか？ それと
に陥った事に気付いた。
も洗脳か、それに近い事でもされたのだろうか？
自分で意識しないうちに、友達に会うような感
「なにがって……ほら、通路で俺が怒鳴っただろ。
覚になっている。それはもしかしたら、自分の方
あの事だよ、忘れたのか？」
「ああ、あれが『怒る』という現象なのよね。あ が馴染んでいっているのだろうか。ヌアサが異星
あいった場合もあるのね。ありがとう、良く解っ 人であるという意識は依然としてあるのだが、彼
女はそれ等も含めて観察しているのだろうか。
たわ」
問い質せば答えてくれるかも知れない。が、何
まさか怒って感謝されようとは。今日は自分が 故かこの時はそうしたくはなかった。答えを聞い
ひどく空回りしているような気がしてきた。相手 たら最後、今までのようにはいかなくなる。そん
にされていない訳ではない。むしろ彼女は本気で な気がしたのだった。
自分の相手をして、本当に言葉通りに思っている
「じゃ、そろそろ帰るわ」
のだった。
「気をつけてね」
「ああ……そうか、そりゃ良かった。つーか、今
軽く手を挙げて答え、斜面を下りていく。気分
まで誰も怒ったりしなかったのか？」
「そうね……記憶に無いわね。もしかしたら皆、 が軽くなっただけ、足取りも軽くなったような気
がする。夜道を駆け抜けていく姿は、力に満ちた
私に気をつかってくれていたのかもね」
ものだった。
ほどなく母艦アムルタートに戻ったヌアサに、
そうかも知れない。今までに調査で訪れた所で
も、こうして事前に容姿を変えていたのであろう 中枢母艦ハルワタートから緊急連絡が入った。そ
事は容易に想像できる。当然その姿はメディア等 れは風雲急を告げるものだった。
に登場するモデルやタレントを参考にしていよう
母艦アムルタートの内部にある居住区。ひたす
から、相当な美女だったのだろう。ならば男は当
然のようにちやほやしようし、本来の姿は異星人 ら広く、そして白い空間。その中でヌアサは光の

リクライニングチェアに横たわり、緊急通信を受 「そうですね……実力行使でくるのは目に見えて
います」
けていた。
「実際、アンガスが被害に遭っている。なんとか
「……では、デミウルゴス人の介入は間違い無い 一命は取り留めたが、もう調査活動は不可能だ。
ハルワタートに収容して、本格的な治療を開始し
のですね？ ゴーバン隊長」
「そうだ。実際には介入と言うよりも……武力を た」
背景にした恫喝になろうな、間違い無く」
ヌアサは少し安堵した表情を浮かべた。その顔
デミウルゴス人はマルクト人と対立関係にあ を見た隊長・ゴーバンは、彼女達が変わったと実
る。と言うよりも、殆どの星間種族と対立関係に 感するのだった。この惑星に来るまでは感情を表
ある。これは彼らデミウルゴス人が単純に武力の に出す事が無かった調査員達が、実に様々な表情
を見せるようになったのだ。特に一番若いヌアサ
信奉者である事に起因している。
他天体への移住を可能にした惑星の住人に対し はそれが顕著だった。
ては、すぐに銀河系内の秩序を守る「銀河連盟」
からの接触が行われる。そして銀河系内での種族 「では隊長、マナナンやルフは？」
間の紛争における調停・調整機関である銀河連盟 「彼らは無事だ。まだデミウルゴス人とは遭遇し
の存在を知らされ、加盟するかどうかの選択を求 ていない。兎に角、調査対象の安全を最優先して
められるのだ。殆どの場合は加盟を選択する。自 くれ。いざとなれば……対抗手段も止むを得ない」
分達よりもずっと進んだ種族との交流は、大きな
対抗手段と言っても、調査員の持つ装備――個
プラスになるのだから。侵略される可能性を云々
しても、もうこちらの存在は知られているのだか 人用母艦や小型艇――に武装は無い。武装がある
ら無意味だ。ならば加盟した方が良いのは明白だ のは中枢母艦ハルワタートだけだ。つまり何かが
あってもハルワタートが到着するまでは自力で何
――となる。
だが、稀に加盟を拒むケースがあり、デミウル とかするしかないのだ。
連盟憲章にも個々の自衛権は保障されている。
ゴス人がその一例だ。彼らの住むソフィア星系第
二惑星デミウルゴスは、マルクト人が住むネツァ だが、自衛権行使後に連盟評議会で正当防衛であ
ク星系と程近い――といっても宇宙規模での話だ る事を立証しなければならない為、どの種族も基
が――エリアにある。その為に他星系へ進出して 本的にトラブルを避ける傾向が強い。事前に準備
活動するとなると、どうしても活動範囲が重なる でもしていない限り、証拠を揃える事など不可能
事が多い。そうなると、どうしても大小様々なト に近いのだから。
活動記録を詳細に残していたとしても、攻撃や
ラブルが発生してしまう。
本来ならここで銀河連盟の出番となるのだが、 反撃に至るまでの経緯が分からなければ意味が無
未加盟の種族に対しては銀河連盟は強制力を持た いのだ。車の衝突事故などとは次元の違う話なの
ないのだ。これは連盟が独裁・独善に走る事を懸 だった。
念して作られた銀河連盟憲章で、設立当初から定
「了解しました。調査対象の安全確保を最優先し
められていた事だ。
マルクト人は連盟憲章に従い、自分達からは決 ます」
して攻撃を仕掛けたりはしない。が、デミウルゴ 「うむ。では通信を終了する」
ス人は邪魔者は力で排除にかかる。それが原因で 「了解。終了します」
何度も星間戦争を繰り返し、そして勝利してきた
のだった。文明発展の方向を戦闘に特化してきた
虚空のディスプレイを消したヌアサは、目を閉
のが勝因だと見られている。
じて健吾の姿を思い浮かべた。あの気のいい少年
そして今、デミウルゴス人がこの地球にやって を危険に晒してはならない。自分のせいで巻き込
来ており、マルクト人の調査を妨害し始めたとの んはならない。決意を新たにするのだった…。
報告が入ってきたのだ。
「では隊長、デミウルゴス人もこの惑星への移住
を望んでいると？」
「移住かどうかは分からん。単に侵略かも知れん。
何れにせよ、我々は邪魔な存在だろうな」

アストロ随想
「今まで算数を学んできた中で、実生活にお
いて算数の考え方が活かされて感動したり、面
白いと感じた出来事について簡潔に説明しない
さい。」
（某私立中学校入試問題・某進学塾広告
から）通勤電車の車内広告で目が覚めました。
こんな入試問題が有りかよ！という反発心と合
格点をもらえる解答をつくりたいという虚栄心
が入り交じって、つり革を強く握りました。
足し算や引き算はお買い物をするときに役
立っているので、いつも算数に感謝しています。
時計を見て「今何時？」と読んだり、「あと何
分かかるの？」と計算したりできるのも算数を
勉強したおかげです。しかし、その程度では
「感

ただし同情してあげたいのは子供たちに対して
だけです。
さて、興味本位に天文に関する中学校入試問
題を検索してみました。解いてみてください。
【問題】
（問題文は面倒くさいので省略します。
）
月のクレーターＡＢＣＤで、できた順にいいな
さい。
こういう問題はいかにも試験問題らしくて安心
するものです。落ち着いて問題に立ち向かうこ
とができます。しかし、問題文を読むとたいへ
ん面倒くさいのです。地質学の「地層累重の法
則」を長々と説明され、それと関連させて、月
のクレーターのできた順番を考えなさいという
問題だからです。

本当に最近の受験生はご苦労様です。
動・面白い」と感じるレベルではないような気
それでは、私も問題を作ってみました。解いて
がします。「夜空の星を座標軸で表すことがで
みてください。
きる」なんていうのは「実生活」ではないから
【問題】月を観察しました。どんな形でしたか。
ダメでしょうね。競馬新聞でアタリ馬券を確率
①夕方６時頃、東の方に月を見ました。
の考えで予想‥‥なんていうのは却下です。
②夜明け前の４時頃、西の方に月を見ました。
どこの中学校か知りませんが、こんな問題を
③夜中の１２時頃、頭の上に月を見ました。
解いている子供たちがかわいそうですね。入学
④昔の暦で１２月１５日に月を見ました。
試験のために一生懸命に勉強してきたのに、そ
⑤次の俳句を詠んだ人はどんな形の月を見たで
の入学試験中に「勉強は試験のためにするもん
しょうか「菜の花や月は東に日は西に」
じゃない」とお説教されているようなものです
⑥次の短歌を詠んだ人はどんな形の月を見たで
から、受験生は大変だなぁと思ったのでした。
しょうか。
「東の 野にかぎろひの 立つ見え
同時に問題を作る先生方も「大変だなぁ」と
て かへり見すれば 月かたぶきぬ」
思いましたが、きっとネタ切れなのでしょう。
この問題は教員採用試
験で出題されていたもの
をパクりました。ＯＡＣ
の皆さんにとっては、日
常見上げている月なの
で、簡単にお答えできる
問題だと思います。しか
し、 新 暦 を 使 う よ う に
な っ て 100 年 以 上 た つ
一般市民にとっては、月
は遠～い宇宙の彼方にあ
る天体で、日常生活のカ
レンダーに使われていた

ような身近な存在ではありません。
一日を「ついたち」、二日を「ふつか」
、三

いま子供たちが勉強している
「算数の考え方」
も「月の形」も、
昔の人が生活の中から発見し、

日を「みっか」、四日、五日、六日という読み
方について、なぜ一日だけ「ひとか」と読ま

整理されてきたものだといえます。それらの勉
強している内容を、もう一度生活の中に戻して

ずに「ついたち」かという理由を調べてみると、 「感動」したり「面白い」と思ったりするのは、
月の形の変化が生活の中に深く溶け込んでい
とても大切なことだと思いますが、とても難し
たことが分かります。
いことだと思いました。
執筆：もぐ

冬が到来したばかりの宵、北東の空にひと その山羊にあたる星がカペラです。雌の子山羊
きわ明るく、少しオレンジっぽく見える星が （ラテン語）という意味があります。
昇っています。へしゃげた五角の形をした星 京都や兵庫などの日本海側では、昇った姿が目
座、ぎょしゃ座の一等星カペラです。
立つカペラを、漁師たちが能登半島（石川県）
今回はこのカペラと、五角形のほぼ対角に の方角を示す星として「能登星」と呼んでいた
あるエルナトを紹介します。
ともあります。
（日本星名辞典より）
★カペラ（Capella）
ぎょしゃ座は、山羊を抱く人を描いた星座と
して現在定着しています。

★エルナト (Elnath）
エルナトは、ぎょしゃの五角形を描くには欠か
せない二等星ですが、正式にはぎょしゃ座に属
する星ではありません。
かつては確かに、ぎょしゃ座のγ
星でした。ところが、1922 年、
国際天文学連合によって星座境
界線が整理されたとき、星座の
ほぼ境界線上にあるエルナトは、
おうし座に属することととなり、
現在正式には「おうし座β星」と
なっています。
おうし座の顔にあたる V 字を描
く ヒ ア デ ス 星 団 か ら ツ ノ（ 角 ）
を延ばすと、その一方は確かに
エルナトにたどり着きます。固
有名エルナトは、おうし座から
の流れで描くとおり、アラビア
語由来で「角で突くこと」を意
味しています。
執筆：Sirius

２００７年９月２日の宵、半信半疑でカメ
ラを南の低空に向けて待っていると、いきな
り深紅のベールのような光が空の一点からわ
き出して急速に広がりました。光る雲は形を

第４回

宇宙花火実験

変えながら急速に暗くなっていき、夜空に溶
け込んでいきました。この間２分くらいでしょ

うか。赤色のさらに暗いような不思議な雰囲気
古の写真と天文現象をご紹介するこのシリー
の雲でした。自分はオーロラを見たことがない
ズ、しばらく昭和時代の写真が続きましたが、
のですが、もしかしたらこんなかんじかなとお
ここで少し新しい写真をご紹介したいとおもい
もいました。この実験、２０１２年（下右）と
ます。新しいといっても、10 年前・２００７
２０１３年にも行われましたが、いずれもこの
年の写真（下左）です。
ような形には見えなかったようです。
これは、宇宙花火実験（ＷＩＮＤ計画）を写
なかなか実験されませんが、もし実験される
したもので、この実験は鹿児島県内之浦から打
のであれば次回も楽しみにしたいと思っており
ち上げられたＳ５２０ロケットによって高度
ます。
１５０から２５０キロでリチウムイオンを何回
か放出し、その形を観測して高層大気の動きを
探るものです。

イベント案内
ニコンＤ 50
ＳＯ 800

AiNikkor50mmF1.8 をＦ 4

固定

露出 4 秒

中央部トリミング

イベント報告
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公開観望会

（吉備中央町 加茂川スポーツパーク駐車場）
2017 年 12 月 23 日（土） 20 時から
催行状況は、OAC ホームページにてご確認下
さい。

公開観望会「冬ごもり前の星空散策」 太陽観望会

（六番川水の公園・岡山市東区）
2017 年 11 月 25 日（土）実施
会員 24 名、 ゲスト 4 名
計 28 名 参加

ライフパーク
倉敷
2018 年
1 月 21 日
10 時から
12 時

催 行 状 況 は、OAC
ホームページにて
ご確認下さい。

★★

★★★★★★

天文クロスワードクイズ

まずは前回の答え。「曇っていたのに、グン
グンハレル」でした。
Gumbo さんが、会報発行して速攻回答にて正
解の栄誉に輝きました。

★★

★★★★★★

名のついた星座もある
＜タテのカギ＞
2. 冬場屋外、コタツで流星群観望もいいが、

そのクロスワー
ドの正答をまずは

これをしながら天体観望するのが至高の夢で
あるのは私だけかも

どうぞ。
では、今回も数
字の枠から始まる

3. 日周運動に合わせて恒星などを一軸のみで
容易に追尾させることのできる架台の一種
4. 天頂を通って南北を結ぶ天球上の線

タテ・ヨコのカギ

6. 今やメール以上に欠かすことのできないイ

をヒントに、単語
をカナで埋めてみ
て く だ さ い。 ヤ・

ンターネット基本サービス。専用アプリでの
通信も多い昨今ですが、○○○ブラウザーは
パソコンでもスマホでも大活躍ですね

ユ・ヨ・ツなど小さい字になる場合は、普通の
字として扱ってください。
青で塗りつぶしたマス以外がカナで埋まった
ら、最後にマス内に書かれたアルファベット順
にカナを並べることである文章になります。そ
れを最終の答案とします。
今回の設問は割と簡単ですので、ぜひチャレ
ンジを！
もし読者が OAC 会員なら、OAC メーリング
リストにて、最終の答案を声高らかに名乗りと
ともに投稿してください。もしかしたらいいこ
とが将来起きるかもしれませんよ～
＜ヨコのカギ＞
1. 望遠鏡にくっ付いてる星をザックリ導入す
るための装置や小さな望遠鏡のことを○○○
ンダーという
5. 地球の日周運動によって恒星が 1 時間で天
球上を見かけ上移動する角距離は何度？
7. 星の高度測定を行うための昔の器具。外洋
船の天測航行などに使用され、円弧が 60 度
のアーチ形をした器具で、しし座の隣にその

岡山アストロクラブ
会員募集中

＜最後の答案＞
AB 本番の CDEF 座流星群
執筆：Sirius
発行元：岡山アストロクラブ
発行日：平成２９年１２月１７日
次号発行予定：平成３０年３月
ホームページアドレス
http://oac.d2.r-cms.jp/
編集後記
今年もあと少し。今年後半はぐずつき気味の天
候でしたが、ふたご群はきれいに見えてよかっ
たです。来年は、皆既月食に火星大接近に肉眼
彗星と期待できる天文現象があるので、晴れて
きれいに見えてほしいですね。

