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柿本人麻呂

星銀河、星月夜



天(あめ)を詠(よ)む 

　　天の海に　雲の波立ち  月の舟 
星の林に　漕ぎ隠る見ゆ  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
7巻1068

柿本人麻呂

あめ



『万葉集』巻七雑歌冒頭 
広大な天の海、底に浮かぶ雲は立つ白波だ 
月の船がそこを渡って、星の林に隠れてゆく 
『万葉集』にはすぐれた叙景歌が多いが、中での異色作 
「星の林」という見立てかたが面白いが、大陸の教養がうかがえる 

原文の万葉仮名は 
「天海丹　雲之波立　月船　星之林丹　榜隠所見」 

銀河を漕ぎ渡る月船を見ながらとはいうが、夏の上弦の月は銀河を渡たらず西の
地平線へ沈む 
下弦は動きと帆が風を孕む向きが逆になる 
秋か冬なら上弦は夜明け前銀河の左岸にあり渡ると表現してもいいが、果たして
夜明け前に歌を読むだろうか. . .   
歌人の星の知識は画一的だった。歌を詠むには約束事があった。実際の星の動き
とは異なるところがあって、情景を素直に鑑賞しておこう。

解説



星銀河、星月夜







万葉集には、130を超える七夕の歌が恋歌として詠まれている 
月を詠んだ歌は200首を超え、さらに多い

「ひむがしの野にかぎろひの立つ見えて 
かへり見すれば月かたぶきぬ」 

柿本人麻呂  万葉集巻1・48　



春三日月



松尾芭蕉

不易流行



　　荒海や  佐渡に横たふ   天の河 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

元禄2年春(1702年)7月4日

銀河の序から

出雲崎にて





北陸道に行脚して越後の国出雲崎といふ所に泊る 
かの佐渡がしまは海の面十八里、滄波を隔てて、東西三十五里によこほりふしたり 
みねの瞼難谷の隅々(けんなん 谷のクマグマ)までさすがに手にとるばかりあざやか
に見わたさる 
むべ此の島はこがねおほく出でてあまねく世の宝となれば限りなき目出度き島にて
侍るを大罪朝敵のたぐひ遠流せらるるによりてただおそろしき名の聞こえあるも本
意なき事におもひて窓押し開きて暫時の旅愁をいたはらむとするほど 
日既に海に沈んで月ほのくらく銀河半天にかかりて星きらきらと冴えたるに、 
沖のかたより波の音しばしばはこびてたましひけづるがごとく腸ちぎれてそぞろに
かなしびきたれば草の枕も定まらず、墨の袂なにゆえとはなくて、しぼるばかりに
なむ侍る 

「あら海や佐渡に横たふあまの川」

「銀河の序」
P



酒田の余波日を重て、北陸道の雲に望。 遙々のおもひ胸をいたましめ
て、加賀の府まで百丗里と聞。鼠の関をこゆれば、越後の地に歩行を改
て、越中の国一ぶりの関に到る。此間九日、暑湿の労に神(しん)をなや
まし、病おこりて事をしるさず 

文月や六日も常の夜に似ず 
荒海や  佐渡に横たふ   天の河 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
元禄2年春(1702年)7月

おくのほそ道



芭蕉は、佐渡島は金山などがあり、本来は黄金を排出する「めでたき島」であるのに、順徳天皇をは
じめ、日蓮や藤原資朝、藤原為謙、世阿弥、文覚上人など「大罪朝敵のたぐひ」が「遠流」させられ
た悲しく、おそろしい流人の島であるという、ギャップを感じたのであろう 
それを芭蕉は、本意なき事と言う 

本来、自然の恵み豊かな島に人間たちが作り上げた悲しい宿命が、それこそ「横たわっている」ので
ある 

宿の窓を開き、旅愁をいたわろうとすると、日はすでに海に沈んで、月がほのくらくかかり、天の川
が半天にかかっていたのである 
厚い沖のうねり、波の音が聞こえ、その闇の奥に横たわっている佐渡をふたたび憐れんだ 
芭蕉は、その感懐を、たましひけづるがごとく腸ちぎれてそぞろにかなし と述べる 

「魂が削れてはらわたがちぎれるほどに悲しい」と言っているのだ 
そして、いつまでも眠ることができず、なにとはなく、涙をこぼしたのだ 

ありがたく、めでたい自然と、人間のやりきれない宿命、これがこの句の主題だと思う

「銀河の序」解説











金子みすゞ

見えないものの真実



空のおくには何がある 
　　空のおくには星がある 
星のおくには何がある 

　　星のおくにも星がある 
　　眼めには見えない星がある 

見えない星はなんの星 
　　お供ともの多い王様の、 
　　ひとりの好きなたましいと、 
　　みんなに見られたおどり子の、 
　　かくれていたいたましいと

見えない星
P



星とたんぽぽ 

　青いお空のそこふかく、 
　海の小石のそのように 
　夜がくるまでしずんでる、 
　昼のお星はめにみえぬ。 
　　　　見えぬけれどもあるんだよ、 
　　　　見えぬものでもあるんだよ。 

　ちってすがれたたんぽぽの、 
　かわらのすきに、だァまって、 
　春のくるまでかくれてる、 
　つよいその根はめにみえぬ。 
　　　　見えぬけれどもあるんだよ、 
　　　　見えぬものでもあるんだよ。

鈴木みすゞ



Moon

Spica

Marcury

Arctrus



金子 みすゞ1903年（明治36年）4月11日 - 1930年（昭和5年）3月10日は、
大正時代末期から昭和時代初期にかけて活躍した日本の童謡詩人。本名、金
子 テル（かねこ テル） 

大正末期から昭和初期にかけて、26歳の若さでこの世を去るまでに500余編
もの詩を綴ったとされる。1923年（大正12年）9月に『童話』『婦人倶楽
部』『婦人画報』『金の星』の4誌に一斉に詩が掲載され、西條八十からは
「若き童謡詩人の中の巨星」と賞賛された

見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ



「月日貝」 
西のお空は 
あかね色、 
あかいお日さま 
海のなか 

東のお空 
真珠いろ、 
まるい、黄色い 
お月さま 

日ぐれに落ちた 
お日さまと、 
夜あけに沈む 
お月さま、 
逢うたは深い 
海の底 

ある日 
漁夫にひろわれた、 
赤とうす黄の 
月日貝

「月のお舟」 
空いつぱいのうろこ雲 
お空の海は大波だ 

佐渡から戻る千松の 
銀のお舟がみえがくれ 

黄金の櫓さえ流されて 
いつ、ふるさとへ着こうやら 

みえて、かくれて、荒海の 
果から果へ、舟はゆく 

「月の出」  
だまって 
だまって 
ほうら、出ますよ 

お山の 
ふちが 
ぼうっと明るよ 

お空の 
そこと 
海のそことに、 

なにか 
光が 
とけていますよ 

「昼の月」 
しゃぼん玉みたいな 
お月さま 
風吹きゃ、消えそな 
お月さま 

いまごろ 
どっかのお国では、 
砂漠をわたる 
旅びとが、 
暗い、暗いと 
いってましょ 

白いおひるの 
お月さま、 
なぜなぜ 
行ってあげないの 

鈴木みすゞ



宮沢賢治

銀河と農民芸術



「まずもろともに かがやく宇宙の微塵となりて  
無方の 空にちらばろう」

宮澤賢治の世界観

仏教徒だが、キリスト教の世界観にも通ずる

「正しく強く生きるとは銀河系を自らの中に意識してこ
れに応じて行くことである」

農民芸術概論綱要の中に有名な、

風とゆききし雪からエネルギーを取れ



賢治は、銀河の黒い穴を石炭袋といって恐れを、 
一方、銀河系のエロスも描いている

「温かく含んだ南の風が」

詩集 春と修羅



　　　　　　　そんなにぎゅっぎゅっ叫ぶのか…… 

　　　北の十字のまはりから 

　　　三目星(カシオペーア)の座のあたり 

　　　天はまるでいちめん 

　　　青じろい疱瘡にでもかかったやう 

　　　天の川はまたぼんやりと爆発する 

　　　　　……ながれるといふそのことが 

　　　　　　　たゞもう風のこゝろなので 

　　　　　　　稲を吹いては鳴らすと云ひ 

　　　　　　　蛙に来ては鳴かすといふ…… 

　　　天の川の見掛けの燃えを原因した 

　　　高みの風の一列は 

　　　射手のこっちで一つの邪気をそらにはく 

　　　それのみならず蠍座あたり 

　　　西蔵魔神の布呂に似た黒い思想があって 

「温かく含んだ南の風が」
P





シグナルとシグナレス
「そんならいいでしょう。結婚の約束をしてください」
「でも」
「でもなんですか、僕たちは春になったら燕にたのんで、みんなにも知らせて結婚の式をあげ
ましょう。どうか約束してください」
「だってあたしはこんなつまらないんですわ」
「わかってますよ。僕にはそのつまらないところが尊いんです」
　すると、さあ、シグナレスはあらんかぎりの勇気を出して言い出しました。
「でもあなたは金でできてるでしょう。新式でしょう。赤青眼鏡を二組みも持っていらっしゃ
るわ、夜も電燈でしょう。あたしは夜だってランプですわ、眼鏡もただ一つきり、それに木
ですわ」
「わかってますよ。だから僕はすきなんです」
「あら、ほんとう。うれしいわ。あたしお約束するわ」
「え、ありがとう、うれしいなあ、僕もお約束しますよ。あなたはきっと、私の未来の妻だ」

「ええ、そうよ、あたし決っして変らないわ」
「結婚指環(エンゲージリング)をあげますよ、そら、ね、あすこの四つならんだ青い星ね」
「ええ」
「あのいちばん下の脚もとに小さな環が見えるでしょう、環状星雲(フィッシュマウスネビュ
ラ)ですよ。あの光の環ね、あれを受け取ってください。僕のまごころです」





M57



よだかの星

SN1572



ティコ・ブライエの記録

オリオン座のベテルキウス



「ではみなさんは、さういふふうに川だと云はれたり、乳の流れたあとだと云はれたりしてゐた この
ぼんやりと白いものがほんたうは何かご承知ですか。」先生は、黒板に吊した大きな黒い星座 の図
の、上から下へ白くけぶった銀河帯のやうなところを指しながら、みんなに問をかけました。  カムパ
ネルラが手をあげました。それから四五人手をあげました。ジョバンニも手をあげやうと して、急い
でそのまゝやめました。たしかにあれがみんな星だと、いつか雑誌で読んだのでしたが、 このごろは
ジョバンニはまるで毎日教室でもねむく、本を読むひまも読む本もないので、なんだか どんなことも
よくわからないといふ気持ちがするのでした。  ところが先生は早くもそれを見附けたのでした。  
「ジョバンニさん。あなたはわかってゐるのでせう。」  ジョバンニは勢よく立ちあがりましたが、
立って見るともうはっきりとそれを答へることができ ないのでした。ザネリが前の席からふりかへっ
て、ジョバンニを見てくすっとわらひました。ジョ バンニはもうどぎまぎしてまっ赤になってしまひ
ました。 
 先生がまた云ひました。 
 「大きな望遠鏡で銀河をよっく調べると銀河は大体何でせう。」  やっぱり星だとジョバンニは思ひ
ましたがこんどもすぐに答えへることができませんでした。  先生はしばらく困ったやうすでしたが、
眼をカムパネルラの方へ向けて、「ではカムパネルラさ ん。」と名指しました。するとあんなに元気
に手をあげたカムパネルラが、やはりもぢもぢ立ち上っ たまゝやはり答へができませんでした。  先
生は意外なやうにしばらくぢっとカムパネルラを見てゐましたが、急いで「では。よし。」と 云ひな
がら、自分で星図を指しました。  「このぼんやりと白い銀河を大きないゝ望遠鏡で見ますと、もうた
くさんの小さな星に見えるの です。ジョバンニさんさうでせう。」

銀河鉄道の夜
P



銀河のお祭りの夜に、ザネリから冷たい言葉を受けて、ジョバンニはひとり寂しかったことでしょ
う。 

やがて時計屋のショーウィンドーに、いろんな宝石が星のように動くガラス盤や星座早見図を見つ
けて、 ジョバンニは夢中になって見入りました。お店の中には、三脚つきの小さな望遠鏡が置いて
あり、うし ろの壁には獣や蛇や蠍の絵を書いた星座図が飾ってありました。 
またそのうしろには三本の脚のついた小さな望遠鏡が黄いろに光って立ってゐましたしいちばん 
 うしろの壁には空ぢゅうの星座をふしぎな獣や蛇や魚や瓶の形に書いた大きな図がかかってゐまし
た。ほんたうにこんなやうな蝎だの勇士だのそらにぎっしり居るだらうか、あゝぼくはその中をど
こまでも歩いて見たいと思ってたりしてしばらくぼんやり立って居ました。 
それからジョバンニは母のための牛乳のことを思い出して、牛乳屋の黒い門をくぐります。ジョバ
ン ニがあいさつしても返事がないので「、今晩は」と叫ぶと、ようやく年老いた女性がでてきまし
た。しかし、 牛乳を手に入れることはできず、「ではもう少したってから来てください。」という
女の人の返事を聞い て、牛乳屋をあとにします。  十字になった町のかどを曲がろうとしたとき、
ジョバンニは六七人の同級生を見かけました。ジョバ ンニが道を戻ろうとしましたが、思い直して
同級生のいる方へ歩いていきました。 
 「川へ行くの。」ジョバンニが云はうとして、少しのどがつまったやうに思ったとき、  「ジョバ
ンニ、らっこの上着が来るよ。」さっきのザネリがまた叫びました。  「ジョバンニ、らっこの上着
が来るよ。」すぐみんなが、続いて叫びました。ジョバンニはまっ赤 になって、もう歩いてゐるか
もわからず、急いで行きすぎやうとしましたら、そのなかにカムパネ ルラが居たのです。カムパネ
ルラは気の毒さうに、だまって少しわらって、怒らないだらうかとい ふやうにジョバンニの方を見
てゐました。

P



銀河鉄道の夜 
  

クライマックス 
暗黒星雲 

  
そらの散乱反射のなかに 
古ぼけて黒くえぐるもの 
ひかりの微塵系列のそこに 
きたなくしろく澱むもの 

  
  





九、ジョバンニの切符 

「もうここらは白鳥区のおしまいです。ごらんなさい。あれが名高いアルビレオの観測
所です。」窓の外の、まるで花火でいっぱいのような、あまの川のまん中に、黒い大き
な建物が四棟ばかり立って、その一つの平屋根の上に、眼もさめるような、青宝玉と黄
玉の大きな二つのすきとおった球が、輪になってしずかにくるくるとまわっていました。
黄いろのがだんだん向うへまわって行って、青い小さいのがこっちへ進んで来、間もな
く二つのはじは、重なり合って、きれいな緑いろの両面凸レンズのかたちをつくり、そ
れもだんだん、まん中がふくらみ出して、とうとう青いのは、すっかりトパースの正面
に来ましたので、緑の中心と黄いろな明るい環とができました。それがまただんだん横
へ外れて、前のレンズの形を逆に繰り返し、とうとうすっとはなれて、サファイアは向
うへめぐり、黄いろのはこっちへ進み、また丁度さっきのような風になりました。銀
河の、かたちもなく音もない水にかこまれて、ほんとうにその黒い測候所が、睡ってい
るように、しずかによこたわったのです。「あれは、水の速さをはかる器械です。水
も……。」鳥捕りが云いかけたとき、「切符を拝見いたします。」三人の席の横に、赤
い帽子をかぶったせいの高い車掌が、いつかまっすぐに立っていて云いました。

「銀河鉄道の夜」 P



アルビレオ (Albireo) は、はくちょう座β星、
はくちょう座の恒星で3等星

アルビレオは単一の星のように見えるが、望遠鏡で見ると二重星であることがすぐに分
かる。3等星のβ星Aは金色に見え、5等星のβ星Bは青色に見える。球面角で 34.46秒離
れており、この2つの星のペアは色がはっきり異なり、天球上で最もコントラストの鮮
やかな二重星の1つである（その美しさのため「北天の宝石」とも呼ばれる）

賢治は「銀河鉄道の夜」でこの2つの
星を、輪になって回るサファイアとト
パーズになぞらえてい



「銀河鉄道の夜」の主題は、人には死が定まっていてそれから逃れることができない
業（カルマ）があり、避けられない死による愛する人との別れを受け容れて諦めなけ
ればならないということです。親友のカムパネルラと銀河の空を一緒に旅したジョバ
ンニは、物語の最後の部分で夢から覚め、カムパネ ルラはおぼれ死んで、他界に向
かう旅の途上にあったことを知ります。ジョバンニは川のほとりでカムパネルラがお
ぼれたことを知らされ、そこでカムパネルラのお父さんの博士に会うと、博士は「も
う駄目（だめ）です。四十五分たちましたから。」ときっぱりとした口調でいう。こ
れは、息子の死を受け容れ、諦めなければならないと自分に言いきかせているのです。
そして、自分の子供がおぼれてどうなったかまだわからない状況なのに、北の海に出
かけているジョバンニのお父さんのことを気づかい、「あした放課後みなさんと遊び
に来てくださいね。」とジョバンニを元気づける。博士は、自分の息子の死を冷静に
受け容れようと努めているのです。しかしジョバンニに声をかけながら、博士は時計
を握りつぶしそうに固く握りしめているんです。努めて冷静であろうとしながら、心
の中では悲しみがたぎっている。これは、妹の死を受け容れて諦めようとしながら、
心の中では悲痛な想いから逃れられなかった賢治自身の気持ちと同じだと思います。
この部分が「銀河鉄道の夜」で一番好きな所です。  

解説



南十字星を追いかける
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「雁の童子」とプレアデス星団 

空中を飛ぶ七羽の雁の親子づれが、地上からの鉄砲に撃たれて、
つぎつぎと焼け、落ちる 
中で、一番小さい、すなわち孫の雁は、自分だけ撃たれなかっ
たのだが、みんなの後に従って地に落ち、そして情け深い人に
救われる 

物語は、その後の雁の童子をめぐる不思議な運命をめぐってく
りひろげられる















清少納言の著した『枕草子』の一節（第236段）が有名 

星はすばる、ひこぼし、ゆふづつ、よばひ星、すこしをかし 
尾だになからましかば、まいて 

星はすばる、ひこぼし、宵の明星が良い 
流れ星も少し趣がある 

尾を引かなければもっとよいのだけれど



結ぶことができるか。オリオンの綱を解くことができるか。」という文章がある。 

ヨブ記38章31節には「あなたはプレアデスの鎖を

"Can you bind the chains of the Pleiades? Can you loosen Orion's belt?







双子星　－銀河の笛を吹く 
  

天の川の西の岸にすぎなの胞子ほどの小さな二つの星が見えます。 
あれはチュウセ童子とボウセ童子といふ双子のお星さまの住んでゐる

小さな水精のお宮です。 
このすきとおる二つのお宮は、まっすぐに向かひ合ってゐます。 

夜は二人とも、きっとお宮に帰って、きちんと座り、空の星めぐりの
歌に合わせて、一晩銀笛を吹くのです。 
それがこの双子のお星様の役目でした。 

  



双子の星 原文
双子の星 

宮沢賢治 

　　　双子の星　一 

　天あまの川がわの西の岸にすぎなの胞子ほうしほどの小さな二つの星が見えます。あれはチュンセ童子とポウセ童子という双子のお星さまの住んでいる小さな水精すいしょうのお宮です。 
　このすきとおる二つのお宮は、まっすぐに向い合っています。夜は二人とも、きっとお宮に帰って、きちんと座すわり、空の星めぐりの歌に合せて、一晩銀笛ぎんてきを吹ふくのです。それがこの双子のお星様の役目でした。

　ある朝、お日様がカツカツカツと厳おごそかにお身体からだをゆすぶって、東から昇のぼっておいでになった時、チュンセ童子は銀笛を下に置いてポウセ童子に申しました。 
「ポウセさん。もういいでしょう。お日様もお昇りになったし、雲もまっ白に光っています。今日は西の野原の泉へ行きませんか。」 
　ポウセ童子が、まだ夢中むちゅうで、半分眼めをつぶったまま、銀笛を吹いていますので、チュンセ童子はお宮から下りて、沓くつをはいて、ポウセ童子のお宮の段にのぼって、もう一度云いいました。 
「ポウセさん。もういいでしょう。東の空はまるで白く燃えているようですし、下では小さな鳥なんかもう目をさましている様子です。今日は西の野原の泉へ行きませんか。そして、風車かざぐるまで霧きりをこしらえて、小
さな虹にじを飛ばして遊ぼうではありませんか。」 
　ポウセ童子はやっと気がついて、びっくりして笛を置いて云いました。 
「あ、チュンセさん。失礼いたしました。もうすっかり明るくなったんですね。僕ぼく今すぐ沓をはきますから。」 
　そしてポウセ童子は、白い貝殻かいがらの沓をはき、二人は連れだって空の銀の芝原しばはらを仲よく歌いながら行きました。 
「お日さまの、 
　お通りみちを　はき浄きよめ、 
　ひかりをちらせ　あまの白雲。 
　お日さまの、 
　お通りみちの　石かけを 
　深くうずめよ、あまの青雲。」 
　そしてもういつか空の泉に来ました。 
　この泉は霽はれた晩には、下からはっきり見えます。天の川の西の岸から、よほど離はなれた処ところに、青い小さな星で円くかこまれてあります。底は青い小さなつぶ石でたいらにうずめられ、石の間から奇麗きれいな水
が、ころころころころ湧わき出して泉の一方のふちから天の川へ小さな流れになって走って行きます。私共の世界が旱ひでりの時、瘠やせてしまった夜鷹よだかやほととぎすなどが、それをだまって見上げて、残念そうに咽喉
のどをくびくびさせているのを時々見ることがあるではありませんか。どんな鳥でもとてもあそこまでは行けません。けれども、天てんの大烏おおがらすの星や蠍さそりの星や兎うさぎの星ならもちろんすぐ行けます。 
「ポウセさんまずここへ滝たきをこしらえましょうか。」 
「ええ、こしらえましょう。僕石を運びますから。」 
　チュンセ童子が沓をぬいで小流れの中に入り、ポウセ童子は岸から手ごろの石を集めはじめました。 
　今は、空は、りんごのいい匂においいで一杯いっぱいです。西の空に消え残った銀色のお月様が吐はいたのです。 
　ふと野原の向うから大きな声で歌うのが聞えます。 
「あまのがわの　にしのきしを、 
　すこしはなれたそらの井戸。 
　みずはころろ、そこもきらら、 
　まわりをかこむあおいほし。 
　夜鷹ふくろう、ちどり、かけす、 
　来よとすれども、できもせぬ。」 
「あ、大烏の星だ。」童子たちは一緒いっしょに云いました。 
　もう空のすすきをざわざわと分けて大烏が向うから肩かたをふって、のっしのっしと大股おおまたにやって参りました。まっくろなびろうどのマントを着て、まっくろなびろうどの股引ももひきをはいて居おります。 
　大烏は二人を見て立ちどまって丁寧ていねいにお辞儀じぎしました。 
「いや、今日は。チュンセ童子とポウセ童子。よく晴れて結構ですな。しかしどうも晴れると咽喉が乾かわいていけません。それに昨夜ゆうべは少し高く歌い過ぎましてな。ご免下さい。」と云いながら大烏は泉に頭をつき込
こみました。 
「どうか構わないで沢山たくさん呑のんで下さい。」とポウセ童子が云いました。 
　大烏は息もつかずに三分ばかり咽喉を鳴らして呑んでからやっと顔をあげて一寸ちょっと眼をパチパチ云わせてそれからブルルッと頭をふって水を払はらいました。 
　その時向うから暴あらい声の歌が又また聞えて参りました。大烏は見る見る顔色を変えて身体からだを烈はげしくふるわせました。 
「みなみのそらの、赤眼のさそり 
　毒ある鉤かぎと　大きなはさみを 
　知らない者は　阿呆鳥あほうどり。」 
　そこで大烏が怒って云いました。 

P





神話と古代中国の星座観

神話



星とギリシャ神話

日本の神話との共通点



琴座 Lyra



オルフェウスは、ギリシャ一の竪琴の名手。オルフェウスの奏でる美しい琴の音色には、森の木々や動物たちさえうっとりと聞きほれ
るほどでした。 
オルフェウスはやがて美しい森のニンフ（妖精）エウリディケを妻に迎え、幸せな毎日を送ります…が、しかーし！結婚してまもな
く、エウリディケは毒蛇に脚をかまれ、あっけなく命を落としてしまったのです。 

オルフェウスは、エウリディケの早すぎる死を受け入れることが出来ず、なんとか妻を取り戻そうと一人冥土へ向かいます。もちろん、
死者ではないオルフェウスに冥土に立ち入る資格はありません。行く先々で冥土の番人たちに道を阻まれるのですが、その度ごとにオ
ルフェウスは竪琴をかき鳴らします。すると、誰もがその音色に心を打たれ、オルフェウスのために道を開けるのでした。 

こうしてオルフェウスは、冥土の王ハデスの元へたどり着きました。（しかし、そんなんでいいのか？！ハデス！）　妻を思いながら
奏でるオルフェウスの琴の音が、冥土に切なく響き渡ります。この音色にはハデスさえもが心を動かされますが、そこは冥土の王、二
つ返事で死んだエウリディケを返すわけには行きません。 
しかしここに思わぬ援軍が！ハデスの妻、ペルセポネです。ペルセポネは自身も愛する母と引き離された身（ おとめ座参照）、オル
フェウスの気持ちに何とか報いてやりたいと、ハデスを説き伏せます。そしてついにオルフェウスは、エウリディケを地上に戻す約束
を取り付けたのです。 

しかしこの約束には条件がありました。それは「地上にたどり着くまでの間、絶対に後ろを振り返ってはならない」というものでした。

オルフェウスは、来た道を一人引き返します。そしてその後ろには、エウリディケがついて来ているはず…。しかし背後からは、足音
も、人の気配さえも感じられないのです。地上が近づいてくるにしたがって、オルフェウスは不安にかられるようになりました。そして
地上の光が見えたそのとき、ついに我慢しきれず後ろを振り返ってしまったのです。 

　「どうして振り返ってしまったの？」 

そこには悲しみに満ちたエウリディケの姿がありました。ハデスとの約束どおり、エウリディケは、あっという間に冥土に引き戻され
てしまったのです。 
オルフェウスは再び冥土に戻り、狂ったように琴をかき鳴らしますが、もう相手にしてくれる者はありません。 

こうしてオルフェウスは、エウリディケを永遠に失ったのです…。 

オルフェウスは以後、二度と琴を奏でることはありませんでした。オルフェウスの死後、その琴だけが天に上げられ、星座になったと
いうことです。



キトラ古墳でみる古代の星座















アラビア語由来の恒星名

1 ドウベー（北斗七星） 大熊座のα（1番目の）星です。北斗七星の一つ。熊の背という意味です。

2 メラク（北斗七星） 大熊座のβ（2番目の）星です。北斗七星の一つ。尾の付け根という意味です。

3 フェクダ（北斗七星） 大熊座のγ（3番目の）星です。北斗七星の一つ。太股という意味です。

4 メグレズ（北斗七星） 大熊座のδ（4番目の）星です。北斗七星の一つ。尾の付け根という意味です。

5 アリオト 大熊座のε（5番目の）星です。北斗七星の一つ。意味はよくわかっていません。

6 ミザール（北斗七星） 大熊座のζ（6番目の）星です。北斗七星の一つ。帯という意味です。

7 ベナトナシュ（北斗七星） 大熊座のη（７番目の）星です。北斗七星の一つ。泣き女の長という意味です。

8 アルコル（北斗七星） 大熊座のg（30番目の）星。アラビア語で微かなものという意味のアル・カワールが語源。古くから視
力検査にもこの星が使われました。北斗七星のミザールとくっついたように見える二重星で有名です。

9 アルクトゥールス 牛飼座のα（1番目の）星です。ギリシャ語で熊の番人という意味のアルクトウロスが語源。

10 スピカ 乙女座のα（1番目の）星。ラテン語でとげとげした穀物の穂を意味します。和名では純白に輝くことか
ら、真珠星と呼ばれています。

11 カストル 双子座でα（1番目の）星星です。ギリシャ語のカストルをラテン語化したもの。双子の兄にあたりま
す。

12 ポルックス 双子座のβ（２番目の）星でギリシア語のポリュデウケスをラテン語化したもので双子の弟にあたりま
す。

13 レグルス 獅子座のα（1番目の）星で、小さい王という意味があります。ラテン語で王という意味のレックスから
きたもので、地動説で有名なコペルニクスが名づけました。

14 デネボラ 獅子座のβ（2番目）に明るい星。獅子の尾という意味のアル・ダナブ・アル・アサドが語源です。

15 アルファルド 海蛇座のα（1番目の）星です。アラビア語で蛇の孤独な星という意味のアル・ファルド・シュジャーか
らきていて、孤独を意味します。周囲に明るい星がないのでこのような名前がつきました。

16 プレセペ 蟹座の甲羅の四星の中心に見える星の群れのことです。ラテン名でかいば桶の意味です。

17 アルキバ 烏座のα（1番目の）星。アラビア語でテントという意味のアルキバが語源です。烏座の4つの星をテン
トに見立てたところから。

18 コールサック 南十字星のすぐ南東にある暗黒星雲で、石炭袋とも呼ばれています。白鳥座にも同名のものがありま
す。

19

20 ベガ 琴座のα（1番目の）星で、日本で言う七夕の織姫のことです。アラビア語のアル・ナルス・アル・ワー
キ（落ちる鷲）が語源で、ベガとその両脇の２つの星のでつくる『＞』の形を翼をたたんで急降下する
鷲の姿に見立てたものです。

21 デネブ 白鳥座のα（1番目の）星。アラビア語でめんどりの尾という意味のアル・ダナブ・アル・ダジャジャー
からきた名前です。

22 アルビレオ 白鳥座のβ（2番目の）星。アラビア語のアビレオ（くちばし）からきていると言われていますがはっき
りとはしていないそうです。同じくアラビア語でめんどりのくちばしという意味のアル・ミンハル・ア
ル・ダジャジャーが語源のメンカルと言う名前もあります。アルビレオは有名な二重星で望遠鏡から覗
いてみると金色の星のそばに青色の星がくっついているのがわかります。

23 アルタイル 鷲座でα（1番目の）星です。アラビア語で飛ぶ鷲という意味のアル・ナスル・アル・タイル、an-nasr 
aṭ-ṭā’ir （アン＝ナスル・ッ＝ターイルが語源。日本でいう彦星のことです。

24 ポラリス 小熊座のα（1番目の）星。北極星のこと。ラテン名で、ステラ・ポラリス（極の星）が省略されたも
の。



多神教、日本の神話に近い、
同じような神話では、同じような死生観になっているのかもしれない

アラビアから、星の詳しい観察、命名、航海技術、農業技術、暦が開発されてきた
一神教になって、星と神話が切り離されてきた

星の名前はアラビア語から、天文航法は、中国語の天上celestrialから

大航海時代をとおして、星の名前が広まった



サン=テグジュペリ

また、見えないものの真実



心で見なくちゃ、ものごとはよく見えないってことさ 
かんじんなことは、目に見えないんだよ

P



サン=テグジュペリ



サン=テグジュペリ 

「さっきの秘密をいおうかね。なに、なんでもないことだよ。心で見な
くちゃ、ものごとはよく見えないってことさ。かんじんなことは、目に
見えないんだよ」 

     このことばは、『星の王子さま』に登場するキツネが王子さまに伝える、この物語の中で最も有名   
かつ重要といえるメッセージである 
      これに続いてキツネは次のようにも言う。 

「あんたが、あんたのバラの花をとてもたいせつに思っているのはね、そのバラの花
のために、ひまつぶししたからだよ。…人間っていうものは、このたいせつなことを
忘れているんだよ。だけど、あんたは、このことを忘れちゃいけない。めんどうみた
あいてには、いつまでも責任があるんだ。まもらなけりゃならないんだよ、バラの花
との約束をね…」



サン＝テグジュペリ 

On ne voit bien qu'avec le coeur. L'essentiel est 
invisible pour les yeux. 

心で見なくちゃ、ものごとはよく見えないってことさ
かんじんなことは、目に見えないんだよ 

Va revoir les roses. 
Tu compren dras que la tienne est unique au monde. 

もう一度、バラの花を見に行ってごらんよ 
あんたの花が世の中で一つしかないことがわかるんだ
から 

Le Petit Prince 
Saint-Exupéry

ベルクール広場(リヨン)のサン＝テグジュペリと王子様



It is only with the heart that one can see rightly; what is 
essential is invisible to the eye."

It is the time you have wasted for your rose that 
makes your rose so important."

原典に近い英語訳



タルファヤ：サンテグジュペリの郵便飛行機モニュメント





文学を学ぶ。その後、兵役に志願して陸軍飛行連隊に所属。異例の経歴で軍用機操縦士となる。 

退役後に民間航空界に入り、26歳のときに作家としてデビュー。自分の飛行士としての体験に基づいた作品を
発表。著作は世界中で読まれ、有名パイロットの仲間入りをする。後に敵となるドイツ空軍にも彼の信奉者が
おり、サン＝テグジュペリが所属する部隊とは戦いたくないと語った兵士もいたという。 

1939年、第二次世界大戦に召集され、飛行教官を務める。彼は、前線への配属を希望し、周囲の反対を押し切
る形で転属。戦闘隊や爆撃隊は希望せず、偵察隊に配属された。 

1940年6月、ドイツ軍のフランス侵攻でフランスは敗北。サン＝テグジュペリはアメリカへ亡命する。亡命先の
ニューヨークから志願して北アフリカ戦線へ赴き、1943年6月に偵察飛行隊に着任。その後、部隊はコルシカ島
に進出。 

1944年7月31日、フランス内陸部の写真偵察のため、サン＝テグジュペリは単機で出撃。地中海上空で行方不明
となる。 

1998年、地中海マルセイユ沖にあるリュウ島近くの海域で、サン＝テグジュペリの名が刻まれたブレスレットが
トロール船によって発見される。その後の広範囲な探索の結果、2000年に同海域でサン＝テグジュペリの偵察
機の残骸が確認された。

星と文学と飛行機

彼の遭難機が発見された時、リオンにいてそのニュースを聞いた



SFの世界

⑦空想科学の世界 その1



アンドロメダ座 
学名：Andromeda　アンドロメダ 
英語名：Andromeda　アンドラマダ 
英語名：the Chained Lady　ザ・チェインド・レイディ 
トレミーの48星座の1つ。肉眼でも見ることのできる「アンドロメダ銀河」
が有名。20時に子午線を通過する月日は11月27日。ギリシャ神話の古代エ
チオピア王女アンドロメダーを象徴している





「星の船」 

中篇 

古代の地層から発見された大量の恐竜の化石に頭骨に銃で撃たれたような
穴があった 

銀河系がらせん状に回転し太陽系も銀河の中心に接近した時期があったが、
そのときにエイリアンが地球に来ていたのではないかと学者は考え、その
証拠を探す 

一種の平行進化説をベースにしたアイデアストーリー 
古生物学者の作者らしい作品だ 

アンドロメダ



「アンドロメダ星雲」 
イワン・エフレーモフ、1957年発表の遠未来ユートピア＆宇宙小説 

臆面もない共同体主義的価値観によって統合された未来の人類賛歌 
ストーリーは、突然連絡を絶った地球外生命の発信源星系に派遣された探査船が遭難する
話と、地球上で資本主義時代の遺跡を発掘する学者、重力と電磁波を移行させゼロ空間を
作って地軸を動かす大規模実験を行う学者などの話が交互に進行 
世界は共産主義的ユートピアとして統合されている 
探査船は鉄の星をめぐる惑星上に不時着、謎の円盤型宇宙船を発見するが、現地の奇妙な生
物に襲われる 
宇宙船の材質サンプルを採取し、生物を捕獲して何とか地球へ帰還 
他方、地軸移動の実験は失敗し人工衛星崩壊 
委員会が開かれ、事故の件は＜人類の進歩＞のための英断であるとして責任不問となったほ
か、複数の宇宙探査計画が可決される 
隣の銀河に発見された人類居住可能で知的生物のいない双子惑星が見つかったというエイ
リアンからの情報が入ったので１隻はそこへ向かう 
もう１隻は円盤型宇宙船の星系へ再調査に向かう 
３席の宇宙船出発直後、アンドロメダ星雲からメッセージ受信、その発信源が円盤型宇宙
船の送り主であることを示す内容だった 
飛び立った探査船にこのメッセージを伝えるところで終了する



とにかく一貫した社会主義的ユートピアを臆面もなくディテールまで描述しているのが
きわめて新鮮である 
世界情勢を見ると社会主義は資本主義に敗北したのが歴史的事実だが、マルクスが意図
したような理想的社会主義、共産主義体制は未だかつて地球上に存在したことはないか
ら、政治経済システムとして劣っていることが証明されたわけでもなく、単にその体制
を運営する人間が不完全な存在だから失敗したに過ぎないとも言える 
一般的に、有能な善人＞無能な善人＞無能な悪人＞有能な悪人という不等式（序列）が
成り立つので、システムがどれだけ合理的であってもそれを運営する人間のモラルが低
ければ逆効果ということになる 
崩壊した社会主義体制の大半は運営者のモラルが低かったり内実が専制主義・独裁主義
であったりその体制下で働く人々のよって立つべき倫理観・価値観が遅れていたりした
（個人主義、利己主義を脱却できない）ために機能しなくだけだったと思われる 
逆に言うとその政治・経済機械を運営する人間側の質が、それに見合うレベルになれば、
よりすぐれた制度であるのかもしれない 

解説



そういう観点からすると、本書で詳しく開陳されるエフレーモフのユートピア理論は興
味深く読めるし、資本主義批判も痛烈で面白い 
言っていることは社会主義・共産主義というよりも、博愛主義、平和主義、協調主義に
近い。そもそも博愛・平和・協調主義が貫かれることのほうが、資本主義・社会主義の
選択あるいはその混合という問題よりも重要であるから、 
このエフレーモフの主張はイデオロギー対立を超えて一般的に妥当するというかそれら
を止揚する視点に立っている感じがする 
フロムなどが人間の悪性攻撃性を解消する手法として主張していることともあまり差異
はない 
この強力なユートピア描写の中に、胸の躍るような宇宙探査と冒険、地球外生命との接
触、メタ物理学的アイデアに基づくスケールの大きな実験、古代遺跡の発掘といった魅
力的なネタが満載であり、読み応え満点 



銀河の運動 
銀河は回転しながら宇宙空間を独楽のように動き回る.  直径約10万光年の大きさを持つ我々の天
の川銀河(Milky Way)は、約600km/s位の速さで動いている.  しかも40億年後、天の川銀河は254
万光年離れたアンドロメダ銀河と衝突するらしい.   

もし衝突しても、それぞれの恒星惑星がぶつかる確率は低いし、14億年後には太陽は巨大に膨張し、地球を
灼熱の'世界に変え、そして飲み込んでしまう.  太陽はいずれ燃え尽き爆発して太陽系が消滅はする.
マゼラン雲も銀河系を回っている.  その速度はハッブルの測定では378km/szから480km/s、(チリのアロマで
はそんなに速くないとも言っているようだが...).  天の川銀河の恒星の一つである太陽系が我々の天の川銀河
を1周するのに約2億年、ヘルクルス座(Hercules)の1点に向けて動いている.   太陽系の公転速度は217km/s、
惑星の公転速度に比べると遥かに速い速度で公転していて、既に銀河の中を20周以上回っている計算だ.  人
間など実に小ちゃい. . . ..



.
太陽系の第3惑星(宇宙船地球号)の動きも計算しておこう.
地球の公転速度は、太陽までの距離1.5億km x 2π / 365日 ≒ 29.8 km/ s
これは大したことはない、はやぶさ2の速度も同等だ.
50億km位の距離なら6年位で戻れる.

地球の自転はジャイロ効果から公転方向と同じく方向、自転軸と公転軌道面との
角度は66.5度. 
自転速度は赤道 465m/s.  日本付近で360m/sとほぼ音速だが、地表では速度感は
無い.

四季の星座、構成する一等星、α、β、γ . . . 、ギリシャ神話の紹介



アイザック・アシモフ

⑧空想科学の世界 その2



アイザック・アシモフ 

6重太陽の惑星・ラガッシュを舞台に、日食によって2000年振りの「夜」
の到来を迎えた人々の姿を描いている 

本作の基本アイデアは、アシモフのSF作家としての師であるジョン・W・
キャンベルによるものである 

当時『アスタウンディング』誌の編集長だったキャンベルは、アシモフに
ラルフ・ワルド・エマーソンの随筆「Nature」の一節「もし星々が千年に
一夜のみ輝くなら、人々はいかにして神の都の存在を信じ、後世に語り継
ぐ事が出来ようか」を読み聞かせ、これをモチーフにした短編を書くよう
に薦めた



Isaac Asimov
If the stars should appear one night in a thousand years, how  would 
men believe and adore, and preserve for many generations that 
remembrance of city of God? EMERSON  

その生涯で飛行機を利用したのは2度のみである 
そのため遠くへ行くことは少なかったが、東海岸の各地で講演を行った 
自宅近辺で開催される世界SF大会にはよく参加し、他の作家やファンと陽気に交流を楽しんだ 
また、ハーラン・エリスンなどとは過激なやりとりを楽しんだ 
狭くて閉ざされた空間をこよなく愛する閉所愛好家（閉所恐怖症の逆）でもあり]、地下室や屋根裏部
屋でタイプライターに向かう時間が無上の喜びだったと自ら語っている。

アシモフは人道主義者で、アメリカ人道主義協会の会長を務めた 
かつ合理主義者だった 
純粋な信仰心に反対することはなかったが、超常現象や根拠のない思想に対しては断固とした態度を貫いた 
アシモフは疑似科学の科学的な調査・批判を行う団体、サイコップの創立者の一人である






