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は相関関係を示していません。さらにこの「も
やっ」を詳しく観測すると、その形や大きさが
周囲の銀河の密度によって変わってくることが
示唆されています (Matsuda et al. 2011)。周
辺の環境によって LAB の性質が変わってくる
ということです。

何が起こっているか
　さてこの LAB ですが、その正体を突き止め
るべく、世界中の研究者が様々な研究をしてき
ました。有力な説は、降ってくるガスが重力
エネルギーで光っているという「冷却降着説」
(Fardal et al. 2001 など )、激しい勢いで星を
作っている銀河が周りにガスを吹き出してい
る「銀河風説」(Taniguchi & Shioya 2000 な
ど )、などです。また、周囲の水素原子が Ly α
を吸収して再放射することで Ly αだけ広がっ
て見える「共鳴散乱説」も、昔からいわれてい
ました。実際、Ly αを出す遠くの銀河は一般に、
Ly αで見ると広がっています ( 古くは Møller 
& Warren 1998 など )。最近の研究でも、こ

うした広がりの原因が主に共鳴散乱だといわれ
ています (Kusakabe et al. 2018)。
　実は最初の冷却降着説は、証明するのが極め
て困難です。なぜなら「隠れた活動源の不在」
を証明しないといけないためです。逆に活動源
を見つければ、それが LAB を光らせる原因と
いうことが出来ます。そこで遠赤外線に着目す
ると、LAB 内部には、塵に埋もれた星形成銀河
が高い確率で観測されています (Geach et al. 
2005; Geach et al. 2016; Ao et al. 2017：
図２)。内部で大量の星が生まれ、それが銀河
風で塵に「穴」を開けながら周りのガスを光ら
せているのです。銀河風は、宇宙全体の化学組
成に銀河の進化が大きく影響する現象で、宇宙
の歴史を知るのに重要な鍵となります。
　銀河風説を支持するもう一つの観測結果を紹
介しましょう。Steidel らが見つけた LAB の一
つについて、Hayes らが偏光の観測を行いま
した (Hayes et al. 2011: 図 3)。光はいわゆる
横波で、進行方向と垂直な振動が伝わっていく
波です。進行方向に垂直な面に沿った振動なの
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図 2：遠赤外線の観測結果。
　　　左の背景は Ly αの画像で、等高線で遠赤外線の強度が重ねてある。広がった Ly αの中に、塵に
　　　埋もれた星形成銀河が写っている。右は四角で囲った領域の遠赤外線写真。
　　　（Geach et al. 2016 より 一部加筆）
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( 約 13 万光年 )
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( ともに Hayes et al. 2011 より一部編集 )

図 3：LAB の偏光観測結果。
　　　（左） LAB 上の各位置での偏光の様子。赤丸の位置で測った偏光度を線の長さで表している。
　　　　　 100% のときの長さが右上に示してある。線の向きは偏光の向き。
　　　（右）中心からの距離ごとの偏光度。Ly αの明るさ ( マゼンタ ) は周辺ほど弱くなるが、偏
　　　　　  光度 ( 青 ) は逆に大きくなる。

で、色んな方向の振動があります。通常の光は
あらゆる方向の振動が均等に混ざっています。
しかし、塵に散乱された光は、その混ざり具合
に偏りが生じることがあります。この偏った光
( 偏光 ) を観測すると、中心から離れるにつれ
て偏りの度合い ( 偏光度 ) が増えていたのです。
冷却降着説では偏光は起こらないはずなので、
これは銀河風が塵を押しやって穴を開けている
ことを支持しているといえます。
　これらは一例に過ぎませんが、確かなことは、
LAB が周囲と相互作用をしているということ
です。またここでは紹介しきれませんが、銀河
風以外の寄与を示す観測結果も出てきていま
す。新たな技術を用いた観測装置も登場してき
ています。こうした相互作用の現場の観測に新
たな装置を投入することで、これまで見えてい
なかった「銀河周辺物質」の解明を進めていき
たいと思っています。

（さいとう　ともき／天文科学研究員）

参考文献：
Ao et al. 2017, ApJ，850, 170
Fardal et al. 2001, ApJ, 562, 605
Geach et al. 2005, MNRAS, 363, 1398
Geach et al. 2016, ApJ, 832, 37
Hayes et al. 2011, Nature, 476, 304
Kusakabe et a l .  2018, submitted to PASJ 
(arXiv:1803.10265)
Matsuda et al. 2011, MNRAS, 410, L13
Møller & Warren 1998, MNRAS, 299, 661
Saito et al. 2008, ApJ, 675, 1076
Steidel et al. 2000, ApJ, 532, 170
Taniguchi & Shioya 2000, ApJ, 532, L13
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　ベトナムにあるナチャン天文台 (Nha Trang 
Observatory) はベトナム国立宇宙センター 
(Vietnam National Space Center) がナチャ
ンという都市に設置した新しい天文台です。
50 cm 望遠鏡とプラネタリウムを備え、アウ
トリーチから研究観測まで幅広いミッションを
持ちます。しかし、天文台のスタッフは観測や
天文学研究の経験がないとのこと。状況を知っ
た国立天文台国際連携室からの依頼で、ナチャ
ン天文台の支援をすることになりました。
　まず、1 月中旬にナチャン天文台のホアン・
アンさんが西はりま天文台を訪れ、短時間の観
測体験などをしてもらいました。
　次に、3 月初旬、伊藤センター長と私が、国
立天文台の関口和寛教授とともに、ナチャン天
文台に行きました。驚いたことに、海岸からわ
ずか 100 メートル程度という立地。塩を含ん
だ海風の影響が気になります。街からも近く、
というより街の中にあり、ドームのスリットか
らサーチライトが見えました。アクセスはよい
ですが、観測環境はお世辞にもよいとは言えま
せん。望遠鏡には冷却 CCD カメラが取り付け

られています。測光フィルターがない等の不足
はありますが、基本的な観測システムは整って
いる印象を受けました。しかし、スタッフはア
ンさんを含めて 3 人だけ。プラネタリウムの
投影、施設や装置の維持管理、種々の事務作業
…。これらに加えて、研究観測までこなすこと
ができるのか？ その点が一番心配です。
　さて、3 月中下旬には、アンさんが再び西は
りま天文台に滞在しました。今度は約 10 日間
にわたって、観測と解析の実習を受けてもらい
ました。「小惑星の光度変化観測」をテーマと
して、観測計画の立案・準備、60 cm 望遠鏡
を使った観測、画像解析、議論、発表まで一連
の研究プロセスを経験してもらいました。初め
てのことばかりでしたが、ひとつひとつ確認し
ながら作業を進めていく姿が印象的でした。観
測中にはこれまでの苦労や天文台にかける熱
意を語ってくれたアンさん。少人数での天文台
運営は大変だと思いますが、ぜひがんばって軌
道に乗せてもらいたいです。西はりま天文台と
ナチャン天文台で共同観測ができるようにな
ればいいですね。

（たかはし じゅん・特任助教）

From 西はりま to ベトナム
　from ベトナム to 西はりま 髙橋　隼

西はりま天文台での歓迎会。左から 2 番目が
アンさん。たこ焼き vs 生春巻。ドームスリットから海が見える。ナチャン天文台の外観
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　初めまして、4 月 1 日より事務員として、天文科学センターに配
属されました長舩豊子と申します。
　中学校まで佐用に住んでいました。3 年前に帰郷し母と暮らして
います。以前より自然が大好きで、自然は時として人間を困らせる
事もありますが、自然を大切にしていきたいと思っています。
　この度、面接時に、六角レンチを使った事があるかとの思いもよ
らない質問に少々戸惑いましたが、入ってみて何故その質問をされ
たかが解りました。私は、ネジ位は締めた事はありますが、機械に
はあまり強いわけではありません。ご迷惑をおかけすることもある
かも知れませんが、早く仕事に慣れ貢献出来るよう努めて参りたい
と思っています。
　皆様、ご指導の程よろしくお願いいたします。

（おさふね とよこ・事務員）

よろしくお願いします

　小山田涼香と申します。４月から西はりま天文台の専門員として勤務させていただいております。
生まれは滋賀県の甲賀市です。山と川に囲まれた佐用町の景色を見ていると、故郷と同じだなぁと親
しみを感じております。第二の故郷である長野県の信州大学で、観測天文学を勉強しておりました。
星や銀河などの光るものを相手にしている天文研究者が大多数かと思いますが、私の研究テーマは一
風変わっていまして、遠方銀河の光らないガスでした。ガスよりもっと奥にある天体を光源にして、
ガスを影絵として捉えることで、ガスの性質を調べることができます。光っていないガスをずっと見

小山田 涼香

よろしくお願いします
長舩 豊子

てきたせいでしょうか、天文台の観望会でお客様に
ピカピカ光るお星様を案内していると、「やっぱり
光って見えるって素晴らしいなぁ」と毎回こっそり
感動しております。大学で培った天文学の知識をお
客様に分かりやすく解説できるようにがんばります。
これからよろしくお願いします。

（こやまだ すずか・天文科学専門員）
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　宇宙を漂うチリが地球の大気にぶつかると明
るく光り、流れ星として私たちを楽しませてく
れます。そのチリはどこから来たのでしょう？
たいていは「彗星から放出されたのです」と説
明されます。例えば、8 月に流れるペルセウス
座流星群の母天体（その流星群のチリを放出し
た天体）は Swift-Tuttle 彗星です。
　ところが、12 月に流れるふたご座流星群の
母天体は (3200) Phaethon という「小惑星」
だと考えられています。彗星のように尾をつく
る揮発性物質が少ないと考えられる小惑星か
ら、どのようにチリが放出されるのかはよく分
かっていません。
　また、Phaethon とよく似た軌道を持つ小惑
星が見つかっていて、この小惑星は Phaethon
から分裂したのではないかと言われています 
(Ohtsuka et al., 2006, A&A)。小惑星の分裂
とチリの放出が関連している可能性も考えられ
ます。

注目の話題を解説！

FOCUSAstro 

　昨年 2017 年の 11-12 月、Phaethon が地
球から約 1000 万 km( 約 0.07 天文単位 ) の距
離まで接近したことから、世界各地で精力的な
観測が行われました。アレシボ天文台によるレ
ーダー観測で得られた Phaethon の空間分解
画像から、小惑星の直径が約 6km であり、赤
道付近に少なくとも数 100m にわたる陥没が
あることが分かりました。陥没がチリの放出や
小惑星の分裂と関連があるかはまだ分かりませ
んが、興味深い観測結果です。
　Phaethon は、JAXA と千葉工大が共同で計
画中の DESTINY+ というミッションのフライ
バイ目標天体になっています。Phaethon に関
する研究が盛り上がりを見せそうな気配です。

（たかはし じゅん・特任助教）

ふたご座流星群の母天体
「小惑星 Phaethon」に
大きな陥没を発見

髙橋 隼

アレシボ天文台のレーダー観測で得られた Phaethon の画像。
印が陥没地形とみられる場所。
出典 :Arecibo/NASA/NSF（一部加筆）

情報、画像出典
https://www.nasa.gov/feature/jpl/arecibo-radar-
returns-with-asteroid-phaethon-images

DESTINY+ ミッションのロゴ
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髙山 正輝スタッフ活動日記　 ４月

★２日（月）年度始めの顔合わせ。今年度から
新たに天文科学専門員の小山田さん、事務の長
舩さんがスタッフに加わった。また学生では修
士１年生の井上さん、学部３年生の八木さんを
加え、研究室もパワーアップ。
★ 4 日（水）ハンガリー・コンコイ天文台の
ナスプル（Janos Nuspl）氏が来台し、天文台
でレクチャー。変光星・連星の理論＆観測的研
究の貴重なレビューをしてくれた。
★７日（土）季節外れの雪化粧。大気の状態が
不安定になり、夕方にはあられが降った。「宇
宙 now の写真に使える！」と逆に高揚する筆
者たち。十分積もったところで撮った貴重な記
録写真が下の画像。
★９日（月）４月最初の休園日。
この日は本田さん、バールさ
ん、戸塚さんの 3 名がなゆた
望遠鏡の主鏡の掃除を行った。
黄砂が舞う時期とあって鏡も
汚れがひどかった。３人とも
作業でヘトヘト。
★ 10 日（火）東大の森谷氏が共同利用観測の
ためこの日から天文台で観測。また 11 日には、
ハワイにあるすばる望遠鏡に取り付け予定の次
世代観測装置「PFS」の最新情報について講義
していただいた。新しい装置への期待が高まる。
★ 12 日（木）四天王寺学園高校が天文台に
宿泊し、今年度最初の高校実習を行った。約
100 名の大所帯のため、その日観望会解説担
当の戸塚さんも一苦労。その後のなゆた観測見
学は斎藤さんが一手に引き受けた。
★ 16 日（月）黄砂大発生。遠くの山から徐々
に霞んで見えなくなって来た。本田さんが過去
のデータと照らし合わせ夜の観測の可否に頭を
抱える。幸い観測可能との判断。
★ 17 日（火）分光装置 MALLS の開腹。なゆ

た望遠鏡設置の MALLS の筐体はバスタブよ
りずっと大きい。そのため重い蓋

ふた
はクレーンで

釣り上げて開ける。クレーン操作は高橋さんが
行った。伊藤センター長はじめ、石田副センター
長、スタッフの本田さん、加藤さん、大島さん、
斎藤さん、学生の杉江君と山下さん、そして筆
者が固唾を飲んで見守った。
★ 20 日（金）新天文科学専門員の小山田さん、
観望会解説員として独り立ち。２週間の研修期
間を終え、小山田さんはこの日初めて一人で夜
間観望会の解説員を担当。デビュー戦はナント
80 名も宿泊者の利用がある大入りの日。しか
しとてもスムーズな進行。伊藤センター長も太
鼓判。

★ 22 日（日）60 cm 望遠鏡
のドームスリット故障。昼間
の星の観望会の最中に、ドー
ムスリットが開かないトラブ
ル発生。解説をしていた石田
副センター長慌てる。伊藤セ
ンター長はじめその日勤務の

スタッフで確認するが復旧には至らず。修理に
は 1 ヶ月を要することが後日判明。
★ 24 日（火）桃山高校が実習で来台。実習メ
ニューは天文講義で筆者が対応。85 名の大所
帯であった。はたしてこの中から未来の天文学
者が育ってくれるか。
★ 25 日（水）兵庫県立大学附属中学校のガイ
ダンスキャンプ。毎年行われるこの行事では、
なゆた望遠鏡の前で記念撮影をするのが恒例。
この日偶然にもなゆたの主鏡の清掃をしたばか
り。きれいな主鏡と一緒にみんなでパチリッ！
★ 28 日（土） 60 cm 望遠鏡のミラーカバー故
障。ここのところなぜか 60 cm 望遠鏡周辺の
故障が続く。
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　宇宙 NOW 編集部では友の会会員様からの投稿記事と投
稿画像を募集中です。

募集の対象となるコーナーは次の４つです。

・パーセク
　星や自然、友の会のことなどを綴るエッセイ
　［文字数 800 字程度。関連する画像、イラストなど２枚］

・from 西はりま
　友の会行事や個人活動の報告や紹介
　［文字数 800 字程度。関連する画像、イラストなど２枚］

・Come on ! 西はりま
　会員企画の会合や参画イベントの宣伝
　［文字数 400 字程度。関連する画像、イラストなど１枚］

・投稿画像
　天体写真や当施設を含む風景写真など
　［JPEG。文字数 400 字以内のコメントと撮影データ］

投稿要件：
　原稿は「テキストファイル」を電子メールに添付してく
ださい。字数制限厳守でお願いします。
　画像やイラストは 1000×1000 ピクセル以上の JPEG。
電子メールにファイルを添付してご投稿ください。
　掲載号にご希望がある場合は、その旨をメールにお書き
添えの上、掲載希望月の１ヶ月前の 15 日までにご投稿願い
ます。ただし記事の掲載に際しては必ずしもご希望に添え
ない場合もございます。原稿の訂正やページレイアウトは
メールにて投稿者に送付し事前に確認をしていただきます。

＃採用された原稿は宇宙 NOW への掲載１回のみ使用いた
します。
＃バックナンバーは PDF 化され Web 上で公開されます。
＃採用された方には記念品を贈呈します。

投稿は「氏名（よみがな）、会員番号」をお書き添えの上、
下記のアドレスまでお願いいたします。
　宇宙 NOW 編集部（メール）　now@nhao.jp
　電話によるお問い合わせ　　  0790-82-3886

宇宙 NOW では友の会会員からの投稿記事を募集中です！

　
　今更ですが、西はりま天文台友の会では奇数月の第
２土曜日の夜から「例会」がおこなれます。研究員に
よるミニ講演会やテーマ別観望会、クイズ大会、交流
会などなど、夜が更けるまで行われます。
　交流会の中では、写真の撮り方、カメラや望遠鏡の
機種についてなど様々なお悩み相談に発展すること
も。こんなことをやって見たいと思ったらテーマ別観
望会で提案することもできますし、会員向け観望会で
はなゆた望遠鏡でコリメート撮影も出来ちゃいます。
会員ならではのお楽しみが盛り沢山な友の会例会。あ
なたも参加してみませんか！？
　あなたの提案が例会を作るかもしれません。詳細は
隣のページをどうぞ。

3 月例会ではシリウス B で盛り上がりました。
分かりますか？撮影はスマホです。

スマホですばる

プチ講演会
スマホで M42
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７/12 第 169 回 友の会例会　　※友の会会員限定
日時：７月 14 日（土）18：30 受付開始、19：15 ～ 24：00
内容：天体観望会、テーマ別観望会、クイズ、交流会など
テーマ別観望会：　未　定
費用：宿泊 大人 500 円、小人 300 円
　　※今年度は友の会から宿泊料金の助成があり、シーツ代込の料金です。

　　　朝食 500 円  （希望者）

申込：申込表（右表）を参考に、下記の方法でご連絡下さい。
　電話：0790-82-3886　FAX：0790-82-2258
　e-mail：reikai@nhao.jp（件名を「Jul」に）

締切：グループ棟宿泊、日帰り　　７月 ７日（土）　
　　　家族棟宿泊　　　　　　　　６月 16 日（土）

直前のお申し込みや、キャンセルは控えていただくようお願いいたします。
お食事のお申し込みについては、３日前までは無料、２日前 20％、前日 50％、当日 100％のキャ
ンセル料が発生します。

例会参加申込表
会員 No.　　（　　 ）　氏名 （ ）
宿泊棟 家族棟ロッジ ／ グループ用ロッジ
 大人 小人 合計
参加人数 （　） （　） （　）
宿泊人数 （　） （　） （　）
シーツ数 （　） （　） （　）
朝食数 （　） （　） （　）
 男性 女性
部屋割り （　） （　）
グループ別観望会の希望 （　）

6/9 友の会観測デー　　※友の会会員限定

日時：6 月 9 日（土）19：00 受付
内容： 60cm 望遠鏡を使って様々な観測体験をします。技術や知識を身につけ、サイエンス
　　　ティーチャーとして活躍する方も誕生しています。天体写真を撮ることもできます。
費用：宿泊 大人 500 円、小人 300 円　※朝食の申し込みは不可
　　※今年度は友の会から宿泊料金の助成があり、シーツ代込の料金です。

場所：天文台北館 4 階観測室
定員：20 名
申込：申込表（右表）を参考に、下記の方法でご連絡下さい。
　電話：0790-82-3886　FAX：0790-82-2258
　e-mail：tomoobs@nhao.jp（件名を「Jun」に）
締切：6 月 2 日（土）

観測デー参加申込表
会員 No.　　  （　　 ）　氏名　（　　　　　）
参加人数 大人（　） 小人（　）
宿泊人数 男性（　） 女性（　）
当日連絡先 （　               　　　　）

＃友の会会員の特典のお知らせ
       友の会の方は来園時に会員カードご提示で
　　　☆　『喫茶　カノープス』の飲食代　10％ OFF
　　　☆　ミュージアムショップ『twinkle』でのお買い物 1000 円以上で　10％ OFF
       になります。ぜひご活用ください。
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　土星がスタンバイ完了です。
　金星が冬の星たちを追い立てるように沈めば、土
星が夏の星たち、さらには火星を引き連れ上がって
きます。木星は春の星座たちと夜更け過ぎまで舞踏
会。主役を土星に譲って退場です。BGM には幻想交
響曲なんて楽しいかもしれません。6 月も下旬に入
れば梅雨の足音。星降る夜を楽しみましょう！

星
ほしぞら

空

「オリオン大星雲 M42」
　ややもすれば、すでに真夏日の今日この頃ですが、
日も暮れたばかりの空は西には冬の、東には春の、
それぞれの三角が楽しめます。とはいえ、冬の星た
ちはそろそろさようならです。
撮影者：シュテファン・バール
望遠鏡：18cm アストロカメラ（サテライト B）
カメラ : Nikon d600（ISO6400，30 秒 × 30)　

金星

木星
土星


