
星と文学の散歩2
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NASA



Canopus 南極老人星、布良星



前回の内容

柿本人麻呂 (万葉集) 
清少納言 (枕草子) 
松尾芭蕉 (銀河の序、<不易流行>) 
金子みすゞ (星とたんぽぽ、見えない星) 
与謝野晶子 (流れ星) 
宮沢賢治 (銀河鉄道の夜 、よだかの星) 

サン=デグジュベリ(Le Petit Prince) 



今回の内容

星と与謝野晶子 (流星の道) 
遺跡にみる北斗信仰 
神話にみる東西の共通性 (こと座と黄泉の国) 
サン=デグジュベリの世界 (薔薇の回想) 
星新一のショートショート (宇宙からの客) 
ウルトラマンの来た星M78 (間違って書かれた脚本) 
イワン・エフレーモフ (アンドロメダ星雲) 
銀河の衝突という天文学の話題 
 アイザック・アシモフ (Nightfall -<夜來たる>、6連星) 
ディープスカイ写真集 





88星座 (ピアノの鍵盤数と同じ)1.星座の数はいくつ？
星の名前は、アラビア語から 
星座は、ラテン語、ギリシャ神話から

4.ウルトラマンの星は？

2.星座の数は北半球と南半球のどちらが多い？

約2000億個

南半球の48星座 
黄道12星座、北半球の28星座

3.銀河系の恒星の数は？

星座クイズ

M78 (オリオン座)

銀河の数 7兆個以上、14 x 10^23個



文学の中で取り上げる話題は、惑星や星座が中心 
恒星や銀河となると、SFが多い

"百億の昼と千億の夜" (光瀬龍)







M78



M78



与謝野晶子の宇宙



御空より半はつづく明きみち 
半はくらき流星のみち

"流星の道"

1924年
晶子は、鉄幹を"星の子"として見守っていた。 
時晶子は46歳、鉄幹のは亡くなった後7年も生き
たが、この歌文集の発刊により未亡人としての
寂しさと残された人生の暗さを意識したのは間
違いない。 



"流星の道"

きびしくも我のみ見分く 
親うから持ちたる星と旅人の星

「親うから持ちたる星」は恒星、「旅人の星」は惑星、 
「うから」は家族、すなわち星座という意味 
晶子は、恒星と惑星の瞬きの違いを理解していた。 
鉄幹と一緒に夜空を見上げていたのだろうが、 
鉄幹には、恒星と惑星の区別ができていなかった



流星も縄跳びするなる子のように 
やさしき見えて川風ぞ吹く

星といふこびとのなかにうつくしき 
肘のみ. みせて寝たる夕月

人の身はいつ許されて大空の 
星の神秘と程近くある

"流星の道"



大空に新湯の町の灯かげをば 
覗く星あり旅人のごとく

冬の夜に流るる星の白き尾は 
すこし久しく光りたるかな 
歌集「心の遠景」大正14年 1925年 

新湯(しんゆ)の町の灯かげを星座に、 
旅人とは惑星を指しす 
木星か火星、月だったかもしれない



与謝野晶子の名前の付いた金星のクレーター Akiko

瞬くのは恒星、瞬かないのは惑星



星の瞬き



夜の帳(ちやう)にささめき盡きし星の今を 
下界(げかい)の人の鬢のほつれよ

やは肌のあつき血汐にふれも見で 
さびしからずや道を説く君

"みだれ髪"

ささめくとは、耳もとで密かに呟くこと、情事である 
星とは鉄幹をさす



与謝野晶子1878年生まれ、与謝野鉄幹1873年生まれ。 
あきこより5歳年上の鉄幹は、1890年17歳で兄の経営する徳山女子学校
の教師となる。 
徳山女学校では国語教師を4年間勤めるも、女子生徒浅田信子との間に
問題を起こし、1894年21歳で退職。このとき女児が生まれたが、その
子は間もなく死亡。 
次いで別の女子生徒林滝野と同棲して一子を儲けた。 
1892年明治32年秋、最初の夫人浅田信子と離別し林滝野と同棲。 
1900年明治33年明星を創刊。北原白秋、吉井勇、石川啄木らを見出し
日本近代浪漫派を率いた。 
その頃、無名の若手歌人鳳晶子と不倫問題。みだれ髪を発刊。 
1901年明治34年、27歳で滝野と離別し、晶子と結婚、12子を設けた。

与謝野鉄幹のスキャンダラスな女性関係



冬の夜の星君なりき一つをば 
いふにはあらずことごとく皆 白桜集

明星



覗く星あり旅人のごとく







小月 
読み方は、しょうのつき、おずき、こつき、さつき、







この季節にみえる星座たち



木星



水星





火星



火星



深夜から明け方、南南東の空に、 
月とサソリ座と火星がみえる 

西の空には、まだ冬のオリオン座もみえる





Mars











昨夜(4月26日)

星の名前はアラビア語から、星座は、ラテン語 
最近は、英語名が少なくない





















今月は、南の空に、しし座と木星、 
おとめ座の観望会に最適 

西の空には、まだ冬のオリオン座もみえる









宮沢賢治の宇宙

銀河鉄道の夜

シグナルとシグナレス

「雁の童子」とプレアデス星団

双子の星
銀河と農民芸術

まづもろともに 
かがやく宇宙の微塵となりて 
無方の空にちらばらう





まづもろともに 
かがやく宇宙の微塵となりて 
無方の空にちらばらう

一関市東山町









観望会



M57



遺跡にみる古代の宇宙観 北斗信仰



キトラ古墳でみる古代の星座



古代中国の星座







「後ろを振り返ってはならない」
神話にみる東西の共通点

こと座オルフェウスの神話



 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だった。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るが、しかし、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。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う。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ない。
行く先々で冥土の番人たちに道を阻まれるが、その度ごとにオルフェウスは竪琴をかき鳴らす。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だった。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いた。しかし、それでいい筈がない。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った。この音色には冥土の王ハデスさえもが心を動かされるが、そこは冥土
の王、二つ返事で死んだエウリディケを返すことはしない。しかしここにハデスの妻、ペルセポネが現れ
る。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)、オルフェウスの気持ちに何とか報いてやり
たいと、ハデスを説き伏せる。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
のだった。ただし、この約束には条件があった。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」というものだ。オルフェウスは、来た道を一人引き返す。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。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。
　「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った。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。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ない。こうしてオルフェウスは、エウリディケを永遠に失ってしまった。そ
の後、オルフェウスは、二度と琴を奏でることはなかった。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。

こと座



多神教は、どの地域でも、日本の神話でも類似する。
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Celestialから

大航海時代をとおして、世界各地にラテン名での星の名前が広まった。



19:17  彼らがロトたちを町外れへ連れ出したとき、主は言われた。
「命がけで逃れよ。後ろを振り返ってはいけない。低地のどこにもと
どまるな。山へ逃げなさい。さもないと、滅びることになる。」 
19:17  And it came to pass, when they had brought them forth 
abroad, that he said, Escape for thy life; look not behind thee, neither 
stay thou in all the plain; escape to the mountain, lest thou be 
consumed. 

19:26  ロトの妻は後ろを振り向いたので、塩の柱になった。 
19:26  But his wife looked back from behind him, and she became a 
pillar of salt. 

"後ろを振り返ってはならない"

創世記19章

創世記(旧約聖書)にもある



おとめ座
ラテン語で「穀物 Vierge」という名を持つおとめ座 virgoは、手に麦の穂を持つ乙女
の姿を表した大きな星座。黄道十二星座の１つだ。神話では、実は、乙女座の乙女
のことはよくわかっていない。説の一つに、次の神話がある。ギリシャ神話では、大
神ゼウスの姉で収穫の神デメテルの姿と言われている。ある日、デメテルの娘ペルセ
ポネが冥土の神プルートンにさらわれた。デメテルがこれを悲しんでほら穴に閉じこ
もると、草木や花が枯れて大地は寒々とした姿になってしまった。これを見かねたゼ
ウスが、プルートンにペルセポネを帰すように命じ、デメテルは娘に会うためほら穴
から出てくると、大地は緑におおわれ命に満ちあふれた。しかし、プルートンの策略
で二度と地上に戻れなくなるざくろの実を食べたペルセポネは、毎年４ヶ月間はプルー
トンの元に行かなければならず、その間デメテルはほら穴に閉じこもったため、草木
が枯れ、これが冬となり季節の始まりとなったといわれている。ここで、琴座のオル
フェウスの神話につながっていることに気づいたことだろう。
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サン=テグジュペリ

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 

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 comprendras 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



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大切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、この大切なことを忘れてい
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…」



夜になったら、星をながめておくれよ
ぼくんちは、とてもちっぽけだから、どこにぼくの星があるのか、
君に見せるわけにはいかないんだ。だけど、そのほうがいいよ。き
みは、ぼくの星を、星のうちの、どれか一つだと思ってながめるか
らね。すると、きみは、どの星も、ながめるのがすきになるよ。星
がみんな、きみの友だちになるわけさ。 

（『星の王子さま』）



夜空を埋め尽くす無数の星々のどれかに咲くたった一つの花が好き
になれたら、夜空を見上げるだけで、とっても幸せな気持ちになれ
る。 

「僕の花がこの夜空のどこかにあるんだ」と信じられるだけで。

（『星の王子さま』）
冬の夜の星君なりき一つをば 
いふにはあらずことごとく皆



サン=テグジュペリ



サン＝テグジュペリは、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、私はリオンにいてそのニュースを聞いた



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

星と文学と飛行機







高名な作家にして勇敢な飛行士、大戦の空に消息を絶った英雄…、神格化された存在
であったサン＝テグジュペリも、わがままな言動や女性遍歴があったと一部の伝記は
伝えている。そんな知られざる素顔や波乱に満ちた結婚生活を描き出した本書の著者
は、『星の王子さま』のバラのモデルと言われる妻コンスエロ。中米出身で若き未亡
人だった彼女はアルゼンチンでサン＝テグジュペリに出会い、強引とも思えるプロポー
ズを受けて婚約するが、このときからすでに矛盾に満ちた作家の言動に翻弄される妻
の姿が描かれている。  

「私の眠りを妨げることになる夜間飛行」と彼女が形容する結婚生活は、パイロット
の妻として不安と心配に駆られる一方で、賞賛を浴びる作家の妻として感化や誘惑、
取り巻く女性たちに悩まされるというものだった。仲違いと和解を繰り返しながら、
彼女は夫の創作を励まし、不在の夫を待ち続ける。そして最後に夫は、今度はトゲの
あるバラではなく、彼女を星の王女さまにした物語を書くと言い残して戦争へ旅立つ
のである。  
これまでもっぱら悪妻と評されてきた彼女だけに、本書は「死後に果たされた見事な
復讐」（エヴェヌマン紙）という賛辞で迎えられるが、一方でサン＝テグジュペリ擁
護派による誹謗も受けている。そのような思惑は別にしても、「一緒にも、別れても
生きられなかった」2人の愛の物語があった。 



地中海上空を飛ぶ



星新一のショートショート

宇宙からの客

宇宙通信



http://www.educatinghumanity.com/2011/12/ufo-alien-sighting-valensole-incident.html



彼のSF作品は、ファンタジー、ミステリーである。ショートショートという分野
が彼によって打ち立てられた。多くの作品には、「地球人だけが知的なわけがな
い」という宇宙観をもとに、異星人との接触という筋立てが共通している。そし
て、意外な展開でミステリーが解かれる。文章には無駄がなく、洒脱で何度読ん
でも斬新で読者を惹きつける。

「宇宙からの客」もそうだ。ある日、宇宙船がふらふらと地球に不時着する。船
の中には異星人がいて収容される。それがファーストコンタクトだ。彼らの知能
はどうも高いようで、すぐに地球人の言語を話し始める。彼らの提案を受け入れ
て、地球では新たな観光資源だ産業化だと大騒ぎになる。しかし、彼らは誇大妄
想の患者だったと気づく、何故なら彼らが乗ってきた宇宙船は隔離病棟だった。

宇宙モノのSFは、宇宙人とのコンタクトを題材にしたものといってよい。今日
は、紹介しなかったが、カール・セーガンのコンタクトも有名だ。この後に紹介
する「アンドロメダ星雲」もそうだ。(ただし、最後のアイザック・アシモフの
「ナイトフォール」だけは6連星を扱う天文物理学的なストーリーだ。)



その飛行物体は、青空の雲のあいだに、どこからともなく現れた。「おい、あんなものがやってきたぞ」「なにしにきたのだろう」人々は不安と好奇心の入り混じった視線を、空に
向けた。そのなかを、円盤状のものはふらふらと不安定にゆれながら、下降してきた。 「なんだかようすがおかしいそ。どこか 故障 しているのでは...」 しかし、地面に 激突するこ
となく、なんとか都会の郊外に着陸した。たちまち軍隊が出動し、近くの住民 を避難させ、非常線をしいた 。人々は遠巻きにして様子を見ていたが、何の変化もなかった。 「ちっ
とも、攻撃してこないようだ」 「宇宙からやってきたからと言って、侵略しに来たとは限るまい」  望遠鏡をのぞいていた観察係りは、こう報告した。「なかに、乗っているものが
見えます。窓の中で、手を振っているようです」「よし、近寄って調べよ」 厳重な攻撃態勢のなかを、数人がおそるおそる円盤にむかった。そして、窓から覗き込んだ。「いや、内
部は実に豪華なものだな。じゅうたんとベッド。それに、あれは自動調理機らしい」 宇宙人はその装置から飲み物のようなものをコップにつぎ、やわらかそうな椅子にかけてゆっく
りと飲みながら、窓の外に向かって、ニコニコ笑って手を振った。「どうも、敵意を抱いていそうにないな」こちらでも、笑いながら手を振った。すると宇宙人は立ち上がり、妙な
身振りを始めた。「なにかを、頼んでいるようだ」「あのようすから察するに、ドアをあけてくれといっているようだ」 こちらで、そうたずねる身ぶりをすると、宇宙人はうなずい
た。「やはりそうだ。きっと宇宙旅行中に阻石でもぶつかり、開閉装置が壊れたのだろう」 もたらされたこの報告が検討され、ドアを開ける試みが始められた。かなり丈夫な 合金製 
のため、かんたん にはいかなかったが、最新の科学技術の動員により、ついにドアは焼ききられた。なかから緑色の服をスマートに着た宇宙人が、ゆうゆうと歩み出てきた。なにか
二、三の言葉を口にした が、もちろん、その意味を知ることはできなかった。しかし、その身ぶりから、大いに感謝しているらしいと 察することはできた。「喜んでいるらしくて、
よかった。しかし、これから、どうしたものだろう」「なにしろ、遠い星からやってきた人だ。何しにきたのかわからないが、大いに歓迎しよう。歓迎しておけ ば、間違いはない」 
ただちに歓迎委員会が作られ、両側で群衆の沸きかえっている道路を通り、都心に向けて大パレードが行われた。歓声と音楽と紙ふぶきのなかを走る自動車のうえで、宇宙人が笑い
顔で手を振りつづけた。最高のホテルに到着するや、待ち構えていた歓迎委員長が、あいさつの言葉を述べた。「広い宇宙をこえて、このむさくるしい地球に、よくぞおいでくださ
いました。この地球は、あなたが たの星ほど文明が進んではおりませんが、この歓迎の気持ちだけは、お汲み取りください」 宇宙人はそれに応じて、うれしげに何か言った。依然と
して意味はわからなかったが、言語学者たちはその声を録音し、分析にとりかかった。しかし、どうやら、その努力も不要になってきた。地球の文化を示す美術館、地球の生物を集
めた動物園などを案内されているうちに、宇宙人は「すばらしい」とか「おもしろい」とかの言葉を、はさむようになっ たのだ。「さすが宇宙人だ。われわれの言葉を、もう使い始
めた。この調子だと、まもなく自由に意思の疎通ができるようになるだろう。そうなると、われわれは、いままで以上の高度の知識を得ることができるわけだ」「そうだ、たとえば、
あの乗ってきた物体だって、あの動力の原理を教えてもらっただけでも、地球の科学がどれだけ向上するかわからない」「大いに歓迎をつづけよう。機嫌を損じて引き上げられたら、
大変な損失だ」 みなの期待のうちに、さらに歓迎が大がかりになされた。最高級の料理、最高級のさけ、そのほか、すぺ て最高級のものが総動員されたが、それでも歓迎委員たちに
とっては気がかりだった。「どうも、わたくしどもは文明の遅れた星なので、こんなおもてなししかできませんが、お許しいただけま すでしょうか」 先天的に言語能力にすぐれてい
るのか、しだいに言葉がうまくなった宇宙人は、おうようにうなずいて、 こう答えた。 「まあ、いいでしょう」そのうち、宇宙人はさらに言葉をおぼえたようなので、各方面の関係
者が集められ、インターピューが行われた。そのありさまはテレビを通じて、全世界に中継された。 「地球へおいでになってのご感想は、いかがでございましょう」「すばらしい星
です。それに、みなさんのこころのこもった歓迎は、実にうれしく思います。私が帰ってこのことを伝えれば、われわれの星の住民も、どんなに喜ぶでしょう。私も宇宙の旅をつづ
けて、やってきたかいがありました」「ところで、何の目的で、地球へおいでになったのです」「貿易です。星と星との文化の交流は大切ですが、品物の交流も、大いに促進しなけ
ればなりません。そこ で、わたしが選ばれて、出発してきたわけです」 この答えでみなは歓声をあげた。だが、歓迎委員のひとりは、恐縮して言った。「それはありがたいことで
す。しかし、みなさまのお気に召す産物が、この地球にあるでしょうか」「そう 卑下 することはありません。地球の皆さんは、すぐれた技術をお持ちです。われわれ惑星系 には、
千五百億の住民がいますから、いくらでも買いますよ。かわりとして地球に少ない物質、 白金 とか、ダイヤとか、ゲルマニウムでお払いいたしましょう。それとも、放射能物質でも
かまいません。貿易ばかりでなく、地球はこんな美しい自然をお持ちです。これを活用なさらなければ、いけません。私が帰って報告すれば、年 に十億人ぐらいの観光客がおとずれ
るようになるでしょう」 人々の歓声は、絶頂に達した。「これは、すごいことになった。もう地球上で、二大 陣営に分かれて争っている時代ではない。さあ、急こう」 世界の対立
は一変した。生産業者と観光業者の対立になったのだ。おたがいに 土地を奪い合い、工場とホテルの拡張のため、建築業者をうばいあった。気の早い洋服メーカーなどは、宇宙人の
体に合わせて、日産十万着の服の生産を開始した。 この騒ぎの中で、歓迎委員は言語学者の訪問をうけた。「ちょっとお知らせしたいことが...」 「何だ、この忙しいときに」「い
や、気になることがありますから、来てみてください」 と言語学者は委員をひっぱって、宇宙人の乗ってきた円盤状の物体の中に連れ込んだ。 「変ではありませんか。どこにも動力
らしいものが見当たりません」「勝手に中を調べたりして、失礼じゃないか。それに、地球の科学ではわからない機関かもしれない」「そうかもしれませんが、この文字を解読して
みると、どうも気になることなので...」 言語学者は、焼き切ったドアの上の記号を指差してこう説明した。 びょうにんこしつ 「... これはどこからの星から流れてきた、 病人 用の個
室衛星ですよ。ほら、ここに病名が書いてあります。 誇大妄想の患者」  

宇宙からの客









M42. Orion nebula





M78. Orion



M87 Vergo



空想科学の世界 その1

アンドロメダ星雲

イワン・エフレーモフ





アンドロメダ銀河 
学名：Andromeda　アンドロメダ 
英語名：Andromeda　あ 
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

M31





"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。



旧ソ連時代に生きた古代生物学者でありSF作家だった彼の主張は、社会主義・共産主
義というよりも、博愛主義、平和主義、協調主義に近いという評価がある。 
「自由への逃走」を書いき、新フロイト派といわれるエーリッヒ・フロムは、権威主
義とナチズムを、自己実現を阻まれた個人が権威主義に向かう危機に陥るとした。ま
た一方で、「人道主義的な倫理を実践信奉するとき人間は幸せになれる」としたが、
エフレーモフの作品にも、人類の究極の社会体制は、生産的な生活と人間の幸福と成
長を追求する全体協調主義的社会だという主張だ。 

結局、 旧ソ連時代の社会主義体制が消え去り、資本主義が地球上に残ったが、21世
紀になって勝ち残った資本主義が矛盾を抱えて、混乱を招いているのは皮肉だ。 

彼の強力なユートピア描写の中に、胸躍る宇宙探査と冒険、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科学の
空想が、現代も魅力的だ。

解    説









アンドロメダ座 
ギリシャ神話では、ペルセウスとペガススの物語の中にアンドロメダが登場する。古代エ
チオピアの王ケフェウスと王妃カシオペヤの娘アンドロメダ姫はとても美しく、両親から
とても愛されていた。カシオペヤが娘の美しさをあまりにも自慢したために、神々が怒り、
アンドロメダを怪物くじらの生け贄にしようとした。そこへ、魔女メドューサの首をとり、
ペガススに乗って帰る途中のペルセウスが通りかかり、鎖につながれた美しいアンドロメ
ダを救おうと、ペルセウスは怪物くじらと戦い、見事退治した。この時の怪物くじらがく
じら座となり、物語の登場人物が秋の夜空にならんでいる。







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 

"星の船"



銀河の衝突

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.



銀河の衝突



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.

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.



Arcturus アークトゥルース 
光速度星  140km/sで太陽系の太陽に近づいている 
春の大曲線 
牛飼い座 1等星  Bootes ボゥオゥティーズ 

8.3日周期で0.04等とわずかに変光している。 
アークトゥルスは、固有運動が大きい高速度星として知られる。1717
年、ハレー彗星の発見者でもあるエドモンド・ハレーは、自分が観測
したアークトゥルスの位置と、1800年前の古代ギリシャで観測された
位置が、約1度（月の視直径2個分）ずれていることを発見した。これ
が、恒星の固有運動の発見となった。アークトゥルスは、太陽系に対
して秒速140km[6]でおとめ座の方向へ移動している。およそ50000年
後には、アークトゥルスとスピカが非常に接近して輝くという。 



アイザック・アシモフ

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



The civilization on Lagash is cyclic. Every two thousand years, something happens that causes the existing civilization to be 
destroyed by fire, from which a new order has to be rebuilt slowly. The “Book of Revelations” of a religious organization, the 
Cult, claims that periodically a great darkness engulfs Lagash and then things called Stars appear in the sky that cause men 
to go mad. In the current scientific age, this theory is largely discredited, but Aton and other members of Sara Observatory 
have been claiming for the past few months that such an event will occur. They have constructed the Hideout and are now 
preparing to record the coming of the Darkness for the use of the refugees. 
The major difference between Isaac Asimov’s planet Lagash and Earth is that Lagash orbits around a star that is part of a 
complex system of six stars. Regularly alternating nights and days are unknown on Lagash because there is almost always at 
least one sun in the sky. Lagash’s scientists have only recently analyzed this situation, beginning four hundred years 
previously, when Genovi discovered that Lagash orbited the star Alpha, replacing the older geocentric cosmology. Since 
then,... 
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Night Fall



ラガシュでは一般的な暗さを経験したことがない。科学者たちは、闇が人
を傷つけるだろうと、そして、そのために何か準備する必要があるだろう
と結論付ける。日暮れが発生したとき、六星系以外に惑星の残りの部分の
殆どを埋めるこれまで目に見えない星の姿に驚く。空に他の星を見たこと
がないラガシュの住民は、6連星系だけが全ての宇宙だと信じていたから
だ。現実とは、どれだけ広大な宇宙で素晴らしく恐ろしいと感じた瞬間だっ
た。夜空を見つめた誰もが、これまで知られている夜空が、実は、数十億
の星を含んでいることを理解するという現実に直面したのだ。 
この短編小説は夜の始まりと社会の崩壊が発生したことを暗示し「太陽は
輝かず」、市民には混乱が勃発し、都市が破壊される。文明が灰塵に帰す
ことと押しとどめようとするグループが描かれるが、大規模な火災と文明
の崩壊による深紅の輝きで終了する。

夜來たる



アシモフの最高傑作の一つ、この「夜来たる」の根底にある発想はキャンベ
ルによる。キャンベルは、仕事の合間に思いついたアイデアを、アイデアに窮
して困っている若い作家たちに与えて書かせていた。アシモフのロボット工学
三原則は、アシモフが書いた短篇からキャンペルが抽出し提示したものだ。
そして、それをもとに一連のロポット小説が書きつがれていくことになる。
また、ジャック・ウィリアムスンの『ヒューマノイド』、レイモンド・Ｆ・
ジョーンズの「騒音レベル」などいちいち例をあげるまでもなく、アスタウン
ディングに載るかなりの作品が、作家とキャンベルとの徹底的なディスカッショ
ンから生まれた、ほとんど合作だった。荒唐無稽で非科学的なSF作品ではな
く、科学者の眼で描かれたSF作品には多くの読者から支持を得た。



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
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ハッブル宇宙望遠鏡が撮影したさそり座の球状星団NGC6093(M80)









ご清聴ありがとうございました



Thank you


