回転し動き回る銀河
Moving , rotating Galaxies

図はhttp://contest.japias.jp/tqj13/130460/main/hosi.html
Sirius シリウス おおいぬ座のα星 8.6 光年
アルファケンタウリは、正しくはリギルケンタウルス リゲル、リギルは足を意味する
ベテルギウスの距離は、最近643光年ち改められた

Moving , rotating Galaxies
Galaxies move on around the cosmos as a rotating top. Our galaxy, Milky Way which diameter
is some 100,000 light-years, is moving on at a speed of 600km/s. After four billion years, Milky
Way will collide with another galaxy, Andromeda located in 2.54 million light-years away. How do
you feel the destiny of our world? The probability that stars in each galaxy collide directly, would
be low even if galaxy collision occurs. However, it is still early to feel secure, concerning such a
big story. Because huge changes of gravities will obviously destroy the environment of life
system. Further more, after 1.4 billion years, the sun has been to burn out the explosion, and
earth will be able to function.
Anyway, the accompany galaxy, Magellan mica galaxy is rotating around Milky way at the speed
approximately 378km / s - 480km / s in Hubble's observation. It is also said the speed is not so
fast in aroma's observation in Chile
About 200 million years to the solar system, which is one of the star of the Milky Way is one
round in the galaxy, and is moving towards a point of Hercules constellation.
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Orbital speed of the Sun is 217km/s which is much faster compared with the revolution speed of
the planet. If so, you can verify the rotation times of the Sun that goes around the inside of the
galaxy more than 20 rotations. Life span such as Human indeed small... .
Spaceship Earth, i.e., movement of the third planet of in the solar system also let us calculate.
Revolution speed of the earth is 29.8 km/s definitely, because
distance 150 million km up to the sun x 2π / 365 days ≒ 29.8 km/s
It is not a big deal, the speed of the Hayabusa-2 also a equivalent.
It is a round journey up to 5 billion km position takes six years.
Earth's spinning direction is the same as the revolution direction due to the gyro stem effect.
The angle between the rotation axis and the orbit plane degrees 66.5.
Earth's rotation speed is 465m/s in the equator.
In latitude of the vicinity of Japan, it is 360m/s, 1,674km/h.
It's nearly the speed of sound, however nobody feel the speed due the inertial system.
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
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254万光年離れたアンドロメダ銀河と衝突するらしい. 地球の運命はいかに！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/s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.

Tonight, we have a fun of sky watching.
今夜は、星の観察を楽しもう

Constellation
Poler

星座、Star 恒星、Planet

惑星

北極星

Celestial navigation with Polaris

北極星と天文航法

The origin of name:
The closest star from earth is
Rigil Kentaurus is located at 4.39 light-years which is the closest start from earth.
Stem from Arabian name, Latin name, English name
Distance from earth

名前の起源、多くはアラビア語が起源、ラテン語名(学名)、英語名

Constellation from season to season 四季の星座
First-magnitude stars that compose the constellation 星座を構成する一等星
α、β、γ . . . 、
Greek mythology concerning Constellations ギリシャ神話の紹介
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黄道12宮
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Aries

おひつじ座

5

Taurus

おうし座

6

Gemini

ふたご座

7

Cancer

かに座

8

Leo

しし座

9

Virgo

おとめ座

10

Libra

てんびん座

11

Scorpio

さそり座

12

Sagittarius

いて座

1

Capricorn

やぎ座

2

Aquarius

みずがめ座

3

Pisces

うお座

星座には、アラビア語が由来の星の名前が多い
春の星座から冬の星座へとたどりながら、その名前を紹介する

こぐま座
星の名前
アラビア語

コカブ（こぐま座)
（カウカブ）
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こぐま座の星。アラビア語で「星」。もともとは「アル・カウカブ･アル・シャマリー」(極の
星)という名前だったのが前半部分だけが残ってなまったもの。北極星は2万6000年の周期で変
わり、この星は紀元前1500年から紀元前300年のころまで北極星だったといわれています。現
在（げんざい）の北極星は、しっぽの先にあるポラリスです。
しし座
星の名前

デネボラ（しし座）

アラビア語

（ダナブ・アル・アサド）

「獅子の尾」という意味から付けられた名前。しし座の白く輝く二等星。
からす座
星の名前

アルゴラブ（からす座）

アラビア語

（アル・ゴラーブ）

太陽神アポロンの使いだったカラスをかたどるからす座の星。道草のいいわけにウソをついた
カラスを罰して、アポロンが美しい声と銀の羽根を奪い、見せしめのために天空にあげたとい
う伝説があります。
うみへび座
星の名前

アルファルド（うみへび座）

アラビア語

（アル・ファールド）

うみへびの心臓のところで輝く赤い二等星が目立ちます。名前をアルファルドといい、アラビ
ア語で「孤独なもの」という意味です。このあたりには明るい星が少なく、アルファルドがぽ
つんとひとつだけ輝いていることから名付けられたのでしょう。うみへび座は全天で最も大き
く、頭の先からしっぽの先まで昇りきるのに6 時間もかかります。
こと座
星の名前

ヴェガ、ベガ（こと座）

アラビア語

（アン・ナスル・アル・ワーキウ）

「降下するワシ、降り立つワシ」を意味する「アン・ナスル・アル・ワーキウ」の「ワーキウ」
が「ヴェガ」に転じたもの。夏の夜空で最も明るく輝いていること座の一等星。日本では七夕
の「織姫星」、北欧では「夏の夜の女王」とも呼ばれます。
はくちょう座
星の名前
アラビア語

デネブ（はくちょう座）
（ダナブ・アッ・ダジャージャ）

5

デネブはアラビア語で「めんどりの尾」。はくちょう座の尾っぽの部分に一等星として輝いて
います。
わし座
星の名前
アラビア語

アルタイル（わし座）
（アン・ナスル・アッ・ターイル）

「アン・ナスル・アッ・ターイル」＝「飛翔するワシ」というアラビア語の後半部分だけをとっ
たもの。ベガと天の川をはさんで向かい合う一等星。わし座の目印。日本では古くから「彦星」
「牽牛星」として親しまれてきました。
さそり座
星の名前
アラビア語

カルブ・アル・アクラブ（さそり座）
（カルブ・アル・アクラブ）

さそり座の星。アラビア語で「さそりの心臓」という意味。もともとは星座全体に対する名前
がこの星に与えられたものだと考えられています。
やぎ座
星の名前
アラビア語

アルゲジ（やぎ座）
（アル・ジャディ）

アラビア語で「al-jadi」は、やぎの意味。ちなみにヘブライ時代、十二宮の星座のことを
「Gedi」といいました。この星は二重星です。
ペガスス座
星の名前
アラビア語

アルゲニブ（ぺガスス座）
（アル・ジャンブ）

アラビア語の「アル・ジャンブ」(わきばら)から。

星の名前
アラビア語

マルカブ（ぺガスス座）
（マルカブ）

アラビア語の「マルカブ」(乗り物)。ペガスス座の主星。
アンドロメダ座
星の名前

アルフェラツ（アンドロメダ座）
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アラビア語

（スラト・アル・ファラス）

アラビア語の「アル・スラト・アル・ファラス」(馬のへそ)。ペガススの四辺形の一番左側に見
えている星です。アンドロメダ姫の頭に輝く星であるとともに、ペガススのへそに輝く星でも
あります。現在はアンドロメダ座の星になっています。
みなみのうお座
星の名前

フォーマルハウト（みなみのうお座）

アラビア語

（ファム・アル・フート）

みなみのうお座。秋の南天低くに見える小さい星座。ファムン「口」、ハウト「くじら」＝く
じらの口。口を大きくあけて､みずがめ座のみずがめから流れ落ちる水を飲んでいるような姿（す
がた）をしています。
ペルセウス座
星の名前

アルゴル（ペルセウス座）

アラビア語

（アル・グール）

アラビア語のラス・アルグル「悪魔の頭」からきています。ギリシア神話のペルセウスが退治
したメドゥーサの首をあらわしています。アルゴルはペルセウスにある全天で最も有名な変光
星の一つ。二つの星がお互いの周りを回っており、一方がもう一方の星を隠すことによって明
るさが変わって見えています。
おうし座
星の名前

アルデバラン（おうし座）

アラビア語

（アッ・ダバラーン）

おうし座の中にあるだいだい色をした一等星。プレイアデスの「後に続く、後にやってくる」
ため、このように命名されました。プレイアデス星団は日本では「すばる」と呼ばれ、親しま
れています。
エリダヌス座
星の名前
アラビア語

アケルナル（エリダヌス座）
（アル・アーハル･アン・ナハル）

アケルナルはエリダヌス座の南の端にあり、アラビア語で「河の果て」という意味。エリダヌ
スはギリシア神話に出てくる川です。エジプト人はナイル川、ペルシャ人はユーフラテス川、ロー
マ人はポー川と、それぞれ身近な川の名前で呼んでいました。
オリオン座
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星の名前
アラビア語

アルゲバル（オリオン座）
（アル・ジャッバール）

アラビア語の「巨人」。もともとはオリオン座全体の名前でした。

星の名前
アラビア語

ベテルギウス（オリオン座）
（マンキブ・アル・ジャウザー）

ベテルギウスは「巨人のわきの下」という意味です。オリオン座の鼓（つづみ）の形の左上に
位置する一等星です。表面温度は３０００度しかないので赤色に見えています。

星の名前
アラビア語

リゲル（オリオン座）
（リジル・アル・ジャウザ）

リゲルとは「巨人（きょじん）の左足」という意味です。オリオン座の鼓形（つづみがた）の
一番右下、ちょうどオリオンの足元に位置している一等星で青白く明るく輝（かがや）いてい
ます

参考資料:アラブイスラーム学院

アラビア語カフェ

アラビア語由来の星の名前

http://www.aii-t.org/j/maqha/thaqafa/star.htm
参考文献:沼澤茂美他著、星座ポケット図鑑(1995)、㈱主婦の友社

8

