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よみもの
常に多くの種類販売されている海外サイトで
す。

第３回
初歩のアストロ電子工作 ３回目は、前回
の予告どおり、電子部品等が豊富に売られて
いる海外通販の話をしたいと思います。本連
載３回目にして、いきなり脱線して海外通販
ネタかい！と思わないでもないですが、そこ
はそれ、電子部品購入もいまは通販に頼る時
代、ユニークな電子部品を安価に購入できる
仕入先情報として、あたたか～い目で読んで
いただければと思います。
それで本題に入りますが、海外通販と聞く
とまだまだ敷居が高いように感じるかもし
れませんが、インターネットの普及した現
在、ちょっとした英語が使えて、クレジット
カードを持っていれば、海外通販は容易にで
きます。今回は、海外通販サイトの中でもユ
ニークな電子部品や機械部品を購入できる
Aliexpress（アリエクスプレス）というサイ
トを紹介したいと思います。
Aliexpress は、中国の Alibaba（アリババ）
というサイトの小型版のようなものですが、
Alibaba が比較的、業者向けで注文数のまと
まったもの（10 個注文とか）を扱うのに対
して、Aliexpress は個人向けで、１個から小
額で販売してくれます。しかも小型のもので
あれば、送料は国際郵便で送料も安く、送料
込みで 100 円（1$）とかの商品も販売され
ています。とはいえ良いことばかりでもなく、
海外通販なので納期は３週間程度かかるのが
普通ですし（送料を多く払えばもっと早く来
ます）、またトラブルがあった時は英語で対
応せねばなりません。しかし、そのようなデ
メリットを考慮しても、とにかく安価で、ま
た用途を考えればそこそこ使える商品が、非

ではさっそく、Aliexpress にて電子部品を
購入する方法を紹介しましょう。Aliexpress
は、下記のアドレスから入ります。
https://www.aliexpress.com/
Aliexpress には、日本語版のサイトである
https://ja.aliexpress.com/ も あ り ま す が、
日本語サイトは検索キーワードが必ずしも日
本語でうまくヒットするとは限りませんし、
日本語訳も少し変なところもあるので、でき
れば上記の、本家の英語版サイトから入るこ
とをお勧めします。
次に Aliexpress のサイトに入ったら、まず
はユーザー登録をします。ユーザー登録は、
E-mail やパスワード等を登録することで、登
録したメールアドレス宛に案内メールが来ま
すので、案内メールのリンクを押すとユー
ザー登録は完了です。このあたりはインター
ネットを検索すると、ユーザー登録方法等を
詳しく書いてる HP もあるため割愛しますの
で、そちらを参照してください。
では、ユーザー登録が済んだら、実際に
買い物をしてみることにします。サイトの
検索キーワード入力部分に、自分の探した
いものを入力します（英語で・・）
。たとえ
ば、前回の昇圧電源モジュールなら「step-up
power supply」等と入れてみましょう。下記
のように、検索結果が表示されますが、右上
に前回購入した昇圧電源モジュールが表示さ
れているのがわかりますでしょうか（１個
＄３。
。安っ！）
。
良いものを見つけるには、適切なキーワー
ドを入力することが重要です。電子部品や機
械部品が英語表記でどういう語になるのか、
いろいろ調べて入力しましょう。
（英語の勉
強にもなりますね。
）

そして購入するショップが決まったら、次は
配送方法の選択に移ります。配送方法は、商品
説異名画面の配送方法の部分を選択すると、他
の配送方法を選ぶことができます。
配送方法は、
Free Shipping という表記であれば無料配送と
いう意味ですが、無料配送は非常に時間のかか
で、欲しいものが見つかったら、その商品
の詳細を見ます。ここで重要なのは価格・・
ではなくて、ショップの評価と配送方法です。
ショップの評価は、下記の画面左上の Positive
Feedback という項目に現れてますが、この数
値は私の経験から言うと、少なくとも 96% 程
度 以 上 は 欲 し い で す ね。 で き れ ば 98% と か
99% 以上がベストです。98% とかそれくらい
のショップは、発送も１週間以内くらいには発
送しますし、100% くらいであれば、もっと早
く発送するショップもあります。あ、商品を間
違って購入しないように、商品の詳細（Product
Description）を十分チェックするのもお忘れ
なく。

る配送であることが多く、そのためまずは配送
会社をチェックします。配送日数があまりにか
かりそうであれば、送料の追加分を少し払って
でも、別の配送会社を選ぶのが良いです。お
すめは China post Air Mail や、Hongkong post
Air Mail、Shingapole post 等です。これらの
会社は Air Mail を使うので、荷物も比較的早
く届き（だいたい発送してから２週間くらい）
、
また荷物番号で商品を追跡することも可能で
す。追跡ができないと、ちゃんと発送したのか
不明で怖いですもんね。また荷物が大きくなれ
ば、他にも Fedex や DHL を選ぶこともでき、
これらはさすがに値段が高いだけあり、概ね発
送から１週間程度で日本に届きます。

そして配送方法を選べば、次は決済です。商品
をシッピングカートに入れ、シッピングカート
画面から Buy from this Seller（この販売店か
ら買う）か Buy All（すべて買う）を押します。

その後は、配送先住所の入力（もちろん英語で
入力します）、クレジットカード番号の入力を
すれば、
購入は完了です。配送先住所やクレジッ
トカード番号は、一度購入して決済すれば情報
が保存されますので、次のログインからは、住
所／クレジットカード番号の入力を省くことが
できます。

そして商品到着後は、開封の儀となるわけで
すが、まだやることが残っています。商品の検
品です。購入した商品は間違ったものが来てい
ないか、また正常に動くかというのをテスト
しなければなりません。これは何故かという
と、Aliexpres で は、Buyer Protection（ 購 入
者保護）のひとつとして、商品到着後に購入
者が Comfirm Goods Recived（商品受取確認）
のボタンを押さないと、クレジットカード代金
が引き落とされないという仕組みがあるためで
す。ですので、購入後は速やかに商品確認をし
て、できれば正常動作するかどうかも確認し
て Comfirm Goods Recived ボタンを押します。

このボタンは、
ずっと押さなくても最終的には、
です。どうです？簡単でしょ？ 自分の買いた 自動でボタンが押されたようになって決済が完
いものの英語表記を知っていれば、かなりの 了するのですが、それでも検品が完了するまで
数の電子部品や機械部品を購入することがで の数日の間は、決済を待ってもらうことができ
きます。たとえば私のいままで買ったものは ます。その間に検品を完了して、問題がない時
Digital Oscilloscope、Green Laser pointer、 に、Comfirm Goods Recived ボ タ ン を 押 し ま
R J 1 1 t e l e p h o n e j a c k 、 P G A 2 3 1 1 P r e - しょう。
amplifier、
Motor cycle bike cover（これは安物
だった）
、0-30V/0-5A DC power supply、CNC
3040 Router などなど。。何を購入したかわか
りますでしょうか。どれも概ね、国内で同等品
を買うより２～３割以上は安く買えたような感
じです。
以上で、Aliexpress での購入方法紹介は終了

で、購入方法は以上のような感じですが、話
はまだまだ続きます。購入が終わったら、購入
品が到着するのを待ちます。購入品の追跡は、
販売店が発送後に荷物番号を教えてきますの
で、配送会社のサイトから追跡します。前述し
ましたが、China post Air Mail 等では、発送後
概ね２週間程度、Fedex や DHL なら発送後概
ね１週間程度で到着という感じでしょうか。こ
れに加えて、販売店が注文を受けて発送するま
でに数日～１週間程度かかりますので、トータ

そして、もうひとつの Buyer Protection（購
ルではおよそ３週間（China post Air Mail 等）
～２週間（Fedex 等）くらいで手元に届きます。 入者保護）として Open dispute（公開討論）
商品に問題があった時に、
まあこれくらいなら許容できる範囲ですし、逆 があります。これは、
にあまり急ぐものは買わないほうが良いです。 販売元がきちんと対応してくれれば良いのです
また、高価なもの（概ね１万円以上）を買うと、 が、そうでない場合は Open dispute（公開討
論）
ボタンを押すと、
販売元とのやりとりのメッ
関税がかかることもあります。

セージをサイト上で公開して、販売元と交渉す
ることができます。この機能は強力で、私はま

以上のような形で、Aliexpress での買い物が

だあまり使ったことはないですが、販売元はト
ラブルが公開されることを嫌がるので、Open

完了します。どうです？楽しそうでしょう。実
際に Aliexpress で欲しいものを検索してみて

dispute はしないでくれと頼んでくることもあ
るようです。ですので、最初は普通のメッセー

ください。こんなものまであるのか！というく
らいいろんなものがあります。中国では深セン

ジ（公開されない）で販売元とやりとりし、販
売元の対応が悪いときは「Open dispute（公

というところが、電子部品や機械部品の製造・
組み立てを行う工業地帯となっており、この深

開討論）するぞ！」とメッセージを送ると、販
売元の対応を軟化させることもできるようで
す。

センからの部品・製品を小売店が売り、もしく
は直販で販売されるのが Aliexpress というサ
イトのようで、そのせいか電子部品・機械部品

以上２つの Comfirm Goods Recived と Open
dispute の購入者保護機能をうまく使って、売

も本当にいろんなものが揃います。国内で買う
とちょっと高価なのだな・・というような部品

買をすることができるのが Aliexpress の特徴
であり、この機能により購入する側も比較的安

は、Aliexpress で検索すると、同等品が安く買
えることが多いので、ぜひ検索してみることを

心して購入することができます。これに加え お勧めします。
て、前述した、「商品を選ぶ際のショップの選
あ と Aliexpress で は、 年 に １ 度、 １ １ 月
択（Positive Feedback 等 を 参 考 に ）」 を う ま １１日
（中国では
「独身の日」
らしいです）
にスー
くやることと、配送に追跡のついたものを使う パーセールという１０％～３０％くらいの割引
ことで、購入時のトラブルを比較的少なくす をするセール日があります。高価なものを買う
ることができます。実際に私も Aliexpress で 時は、この時に買うのも良いでしょう。非常に
２０個以上の商品を購入しましたが、トラブル お得な買い物をしたという気分になります。
のあったのは１件のみで、その内容は、商品は
さあ、皆さんもぜひ Aliexpress で海外通販
間違ってないものの商品の一部（電源ユニッ デビューと行きましょう。
ト）が動作しないというもので、いわゆる初期
不良でしたが、この時は販売店と交渉し、不良 【次回予告】
の電源ユニットを交換してもらう（ただし、日
次回のネタは・・・う～～ん、ありません。
本からの返送料はこちらもち）ことで対応して 初歩のアストロ電子工作がテーマですが、そろ
もらいました。中国製品は品質管理が十分でな そろ電線２本の結線というネタからは卒業し
いので、こういうことは有り得るかと思います て、もう一段レベルの高いものを・・と考えて
が、その際でもあわてずに交渉すれば（時には

ますが、なかなかこれは！という題材に巡り合

Open dispute を使って）、対応はしてくれるか
と思います。まあ返送送料をこちらが持たねば
ならないのは、海外通販につきまとうリスクの

わないので、こんなの作って欲しい～～という
話がありましたら、どしどし希望をお寄せくだ
さい。
希望がこなかったら原稿落ちるかも
（嘘）
。

ひとつみたいなものですね。

連載小説

Change?

第3話
writtend by オーモリ

友保が放つ殺気で、蛇に睨まれた蛙のよう
に身動き出来ない――と思われた中村がじわ
じわと距離を取り始めた。危機回避を本能が
命じたのだろうか。ゆっくりと弧を描いて移
動し、ドアまで後一歩まできた。
「 じ ゃ ぁ …… 二 人 の 邪 魔 を し ち ゃ 悪 い か ら
……」

二人とも相手の言い分を全く聞きもせず、
謝っては言い訳を繰り返す。
やっと互いの言葉が通じ、顔を見合わせたの
は五分も経った頃だった。
「さっきはやり過ぎた、ごめん！」
「セクハラ状態でごめん！」

「待て！」
息を飲んだ中村の顔をズイっと覗き込む。
「もし！

「ごめん！」

またふざけた事をほざいたら……

分かってるな？」
「そりゃぁもう！

じゃ、また！」

シュタっと手を上げて作り笑いを浮かべる

普通なら笑い出すところだが、異性に不慣
れな二人は余計にドギマギしてしまう。な
んとか話を切り出そうとしたところで予鈴が
聞こえた。校医にお礼を告げて教室に向かう
道すがら、北村がもう何を言われても気にし
ない方がいいと告げた。だがそうするつもり
だった友保は眉間の皺を隠そうともしない。

や、
脱兎の如く走り去る中村。その後姿を「ふ

ん！」で見送った友保が北村に向き直った。 「ムカつくのはさ、こっちをチラチラ見てヒ
ソヒソ話をしてる奴等なんだよ」
だがどうも様子がおかしい。微妙に視線を逸
らしているのだ。
「ああ……その……」
「あ、いや……僕も……」
会話の歯車が僅かにズレて噛み合わない。
歯痒い思いが苛立たせる。
「ごめん！」

それは北村にも理解できた。それをする者
達は、最初から「そんな事は言っていない」
という言い訳を用意している。その卑劣さが
怒りを掻き立てるのだ。言いたい事があるな
らハッキリと言ってくれた方がまだマシだ―
―友保の気持ちが良く分かる。とは言っても
一人ずつ捕まえて『尋問』する訳にもいかな
い。

「そういう時こそ！
しまうんだよ！

星空を眺めて全部忘れて

業をを終えた。

何かで見たんだけどさ……

今、この瞬間にも宇宙の何処かで互いの星の命
運を懸けて、壮大な宇宙戦争が行われている筈
なんだ。それに比べれば、たかが噂話！

取る

に足らないさ、なぁ宇宙よ！」

ベッドに寝転がって鬱々としていると、いつ
の間にか眠ってしまったのだろう、窓の外は夜
のヴェールに覆われていた。カーテンの隙間か
ら明るく輝くが見える。ベガだ。

芝居がかった台詞に呆れたものか笑ったもの
か、判断に迷ってしまう。だが北村が自分を励

北村が語った荒唐無稽な励ましの言葉が頭に
浮かんだ。

ましてくれている事だけは分かる。
「あいつ、バカな事を言ってたな……。乗せら
「そりゃ宇宙戦争に比べたら、大抵の事は『た

れてみるか」

かが』で済むよな」
母が夕飯に呼ぶ声が聞こえる。食べ終わった
やっと友保の眉間から皺が消えた。僅かなが
ら笑顔も浮かんだように見えた。
教室のドアを開けると一気に視線が集中す

らお風呂に入って外に出てみよう。夏の大三角
が南中の頃になっていそうだ。母が「女の子な
んだから少しは手伝って……」とこぼす愚痴を

る。焦点に火が点くかと思われる程、好奇心・ 聞き流しながらきれいに平らげ、お風呂の準備
悪意という燃料は熱を生む。だが友保が睨みつ

だけはやっておいた。さすがに何もしないのは

けると視線は全て教卓前の教師と机の教科書へ

気が引ける。

と逃走してしまった。

着替えを出すついでに双眼鏡も出しておい
た。これだけはもっているのだ。

――これならケンカの方がまだマシだ――

一番風呂に入ると、どうしても今日の事を思
い出してしまう。なんでこんな事になってし

それはそれで褒められた事ではないのだが、 まったのか。自分の普段の行動にも問題はあろ
好奇心や悪意という実体のない物を相手取る不

う。でもそれだけではない筈だ。ではどうする

毛さに嫌気がさしていた。こういった物は腕力

ればいい？

で消し去る事は出来ない。ますます膨張させて

でも考えてしまう。

幾ら考えても答えは出ない。それ

しまうだけだ。それに比べれば相手を殴り倒せ
ば終わるケンカの方が、余程スッキリしている 「全部忘れたくなるよな……」
と思えた。
しかし、それもまた新たな悪意を生み出して

豊かな胸を反らし、湯気で曇る天井を見上げ

しまう。悪意の循環こそが人間の本質なのかも

ながら呟くと、冷たい滴が額に落ちてきた。普

知れない。自分はそれと戦い続けないといけな

段から長湯の方だが、更に長くなったようだ。

いのか。柄にもなくそんな事まで頭をよぎる。

早々にお風呂を出て身支度を整えると、双眼
鏡を掴んで庭へ出た。幸い雲も僅かで、夏の大

――女らしさなんて、あたしには無縁の物なの

三角が輝いている。早速双眼鏡を向けると、キ

かもな――

ラキラとした星が目に飛び込んできた。夏のヒ
ロイン、ベガだ。まだ自分では明るい星を探す

そんな事を考えながら過ごした友保は、北村
の心配そうな視線に気付かないままその日の授

のがせいぜいだが、時間を忘れ――今日の出来
事を忘れて星空散歩を楽しんでいた。

暗い夜空で見ると格別に美しいペルセウ
ス座。Ｗを描くカシオペア座からプレアデ
ス星団へと弧を描く星々の並びは、天の川
をバックにまるで散りばめた宝石のように
も見えます。
そんなペルセウス座で特に押さえておき
たい星を２つ紹介します。
★ミルファク（Mirfak / Algenib）
ペルセウス座の中で最も明るくて目立つ星
がα星のミルファクです。
アラビア語由来で「プレアデスのひじ」という
意味を持っています。プレアデス星団を中心と
してカシオペア座の方向と、くじら座の方向に
広がる「プレアデスの両手」というアラビア独
自の星の観方からきているようです。
また、ミルファクには、わき腹の意味を持つア
ルゲニブという名前もあります。時折、そちら
の名前で記載されている星図を目にしますが、
ややこしいことに、ペガススの四辺形で一番
暗い星ペガスス座γ星にも同じ名が付いていま
す。
★アルゴル（Algol）
ペルセウス座のβ星で、その名は食変光星とし
て超有名です。

アルゴルにはアラビア語で「悪魔の頭」という
意味があり、星座でもペルセウスが持つ怪物メ
デューサの頭の位置にありますから連想しやす
い由来です。
さて、恒星の命名は国際天文学連合によって行
われますが、事実上その固有名自体は、国際的
に統一・標準化されているわけではありません。
スペルがいろいろだったり、複数の名前が使わ
れていたり、同じ名前を持つ恒星があるなど問
題点も多いようです。
とはいえ、星々には、それに注目してきた様々
な国や民族の伝統的な名前が付けられています
ので、これからもそのあたりを気軽に楽しんで
いきましょう。

酉年の「酉」って、
どんな鳥？

座は９個ありました。からす座、わし座、はく
ちょう座、はと座、ほうおう座、つる座、くじゃ

今年は酉年です。星好きのみなさんが作る今

く座、ふうちょう座、きょしちょう座。日本で
見られるのは６個のようです。しかし私は３つ

年の年賀状には、オリオン座のＭ４２やはく
ちょう座、わし座の天体写真が輝いているか
も知れませんね。そこで「鳥」の名前がつい
ている星座を調べてみました。酉年に因んで
キジ座やニワトリ座を探してみましたが、見
当たりませんでした。当たり前ですよね。
８８個の星座の中で「鳥」の名前がついた星

しか分かりませんでした。
今年は酉年に因んで、
日本で見られる「鳥の名前がついている星座」
の６個を見てみるのも良いかもしれません。ま
たは海外遠征をして、９個全～ぶ制覇するとい
うのもいいですね。
さて、桃太郎さんの家来になったのはキジです
が、イオンモールへ行って、縁起物の置物を見

てみると、み～んな鶏冠（トサカ）が赤くて羽
が白いニワトリです。いくつか茶色い羽をして

に、そばから離れないことです。ニワトリは闘
鶏でも知られるように、闘争心が強いところも

いる地鶏っぽいヤツも混じっていますが、キジ
のように身体の引き締まった感じのものは見当

ありますが、たいへん夫婦愛も強いのです。キ
ジが家族を守るために敵の前に飛び出して行っ

たりませんでした。
そもそも
「酉」
は何の種類を指すのでしょうか？

て、敵の目を逸らせるという話を聞いたことが
あると思います。すごいですよねぇ。酉年に因

まあ、ニワトリさんのご先祖様をたどってみれ
ば、野生のキジが縄文人か弥生人に飼い慣らさ

んだお話でした。
（文責：もぐじい）

れたものに行き当たるのでしょうから、ニワト
リもキジも同じ仲間と言うことでよいのかも知
れません。カラスやハクチョウではなく、桃太
郎さんの家来のキジということです。
この写真は獣医さんが学校で、ニワトリを抱っ
こする仕方を教えているところです。（４年生
の理科の学習）ニワトリはあったかくて、心臓
の鼓動がドドドドドっと、人間よりすご～く速
いことを体験してもらっています。そこで注意
して見て欲しいのは、鶏冠の赤いオスが獣医さ
んに抱っこされているメスを守ってあげるため

天文趣味に関するあるあるや想いを４つの文字
に詰め込む天文四字熟語のコーナー。
今回は魂が抜けてゆくような様を表現した５つ

よみ：つつさきくもをみちびく
解説：望遠鏡を向けた方向にだけ常に雲がある
さま。
作者：たぬき
望遠鏡を動かさずに待っても、動かしてやって
もそうなるから不思議。

の熟語をご紹介します。

よみ：まんせいしんうん
解説：満月期は快晴なのに、新月期になると曇っ
てしまう様子。
作者：IXE
期待するほどそうなる気がします。

よみ：じんすいききゅう
解説：寒さと睡魔に惨敗し、ちょっと休もうと
思って仮眠したら、
シャッター開け忘れや、
バー
ティノフマスクを取外し忘れ、雲が来てガイド
星がなくなったとか、人が休んでいる間、機材
もずる休み。
作者：HAN
目覚めた後にアレー！って聞こえてきそうで
す。

天文年鑑を読んで
毎年この時期に
なると買ってし
よみ：ゆうやくちょうはい
解説：晴天の夕方、喜び勇んで出撃、そのまま
徹夜して、朝は疲労困憊。充実した疲労であり
ますように！
作者：チーム N
字のチョイスが格好いいですね。希望的な解説
も。

ま う こ の 本、 天
文 年 鑑。 さ て 来
年 は、 と 期 待 し
ながら読んでみ
ると…。
来年も今年と
おなじようなト
ピックスの少な
い年のようです。
目立つのは７月
の水星食、８月の部分月食くらいで、北米ま

よみ：ちょうさんぼし
解説：徹夜出撃で、朝の解散となり日暮れまで
死んだよう状態になること。
作者：sugiyama
こちらの熟語は疲れを通り越して死んでるよう
です。歳のせいか実は私も復調に二日くらいか
かります。
ということで、今回は魂がどうやって抜けてい
くかを語った熟語でした。
私たちの趣味はたいがい難儀ですね。
執筆：Sirius

で行ける人は８月の皆既日食を楽しむことが
できるようです。
ほかにはアルデバランやレグルスなど一等
星の星食がいくらかあります。
流星群は、四分儀群良、ペルセウス群悪、
ふたご群やや良といったところでしょうか。
彗星は、６月上旬に５等まで明るくなると
予測されているジョンソン彗星が一番の期待
株です。楽しみですね。
総じて、来年も今年と同じく大現象はない
ようです。大イベントがなくても、晴れた夜
空がたくさん見えてくれればいいですね。
追伸：序文の中には太陽系外惑星系命名で岡
山アストロクラブの名前が載っておりまし
た。
（執筆：T#)
この会報は、会員の皆さんの言いたいこ
と書きたいことで成り立っています。
会員の皆さんの原稿、お待ちしておりま
す。どしどしご投稿ください。

発行元：岡山アストロクラブ
発行日：平成２８年１２月２０日
次号発行予定：平成２９年３月
ホームページアドレス
http://oac.d2.r-cms.jp/
編集後記
残念ながら今号も発行が遅れ
てしましました。お詫び申し
上げます。

