「被造物管理の神学」の講演集 2 冊目の刊行にあたって
大野キリスト教会宣教牧師 中澤啓介
これまで、三冊の講演集を発刊した。一冊目のタイトルは、「聞きたかった、聖書の本当の教え」である。キリスト
者が豊かな信仰生活を送る秘訣を扱ったもので、4 つの講演が含まれている。それはいずれも、大野キリスト教会
の教育セミナーで語ったものである。人間理解のための OS 理論、御心症候群からの解放、教派の違いの受け止
め方、枝葉末節にこだわらない思考方法など、興味深いテーマを扱った。
二冊目は、東日本大震災をきっかけに講演したものである。いずれも、大野キリスト教会の教育セミナーで語っ
たものであるが、その後福音派の神学校や超教派の講演会で話したものである。タイトルは「聞きたかった、隠さ
れていた聖書の奥義」で、やはり 4 つの講演が含まれている。ヘブル人への手紙 2 章の新しい解釈やリスボン大
震災をめぐる啓蒙主義者たちの論争を紹介しながら、神学のパラダイムシフトの必要性を訴えた。福音派の神学
によって起こっている多くの認知的不協和を解消したかったからである。
三冊目は、「被造物管理の神学（自然１,２,３編）」である。二冊目の講演集で、私は「現代のキリスト教はパラダ
イムシフトが必要である」と問題提起をした。そう提唱した以上、新パラダイムの神学を明らかにする責任がある。
そこで、その新しい神学を「被造物管理の神学」と名づけ、八つの分野におけるさまざまな問題を神学的に展開
することにした。その一冊目として、古代、中世、近代までの宇宙観を概観し、現代科学が到達した「ビッグバン理
論」について解説した。
これらの講演の中には、これまでキリスト教神学が取り扱ってこなかったテーマや切り口がたくさん含まれている。
というより、ほとんどが目新しいといってもよい。いわゆる神学の教科書で扱われている内容とは、かなり異なって
いる。仮に同じようなテーマを扱っているように見えても、その取り上げ方、方向性、結論は、相当違うはずである。
神学は、個人的な信仰体験、聖書の知識、教派的な背景が深く関わっている。加えて、時代の流れや人々の意
識、生活環境や生き方そのものの変化に大きく左右される。
ただ、神学は個人のものであるが、といっても独りよがりのものであっていい、というわけではない。神の国共同
体を豊かにする神学でなければならない。一人のキリスト者としての神学であれば、個人的なもので終わるのが普
通である。しかし、牧師が提唱している神学となれば、個人的なものでは済まされない。牧師とは公人である。教
会の将来に大きな影響を与える。牧師の神学は、普遍的であることを求められ、神の国の共有財産となることが期
待されている。そのためには、牧師の神学は公開されねばならない。新しいものは、どのような神学であれ、厳し
い論争のテーブルに載せられねばならない。当然のことである。
戦後の日本の福音派は、正統的な教義を継承することで精いっぱいだった。教義に付随する問題、時代の流
れの中で生じた課題、宣教学的なテーマは扱われたが、パラダイムを転換させねばならないほどの危機意識は
なかった。これには、二つの理由がある。一つは、神学を信仰や教義から切り離すという考えが出来なかったから
である。もう一つは、護教的な姿勢が染みついており、神学的なディベートに慣れていなかったからである。
私は、福音主義神学会の創立時からメンバーだった。学会にはほとんど出席してきたし、話す機会もたくさんあ
った。しかし、神学的なディベートをしたという記憶はほとんどない。否、一度だけあったが、それは後味の悪いも
のとなってしまった。それは、福音主義神学会の性格上やむを得ない面もあった。だが、学会としては寂しい限り
である。世の中全体も冷戦構造の中にあり、福音派も対立構造において力をつけた時代である。仕方がなかった
のかもしれない。しかし今や、時代も共存共栄の時代である。すべての分野でグローバルな視点を求められてい
る。日本の福音派にも、過去にとらわれない新しい世代が台頭してきている。彼らは、とても優秀である。日本社
会の中で切磋琢磨して、世界のキリスト教界に大きな貢献を果たせる人々である。
神学の貧しさは、教会の貧しさである。教会の貧しさは神の国の貧しさとなる。教会は必ず、20 年後、30 年後に
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その実を刈り取る。教会は、神学によって立ちもするし、倒れもする。今や、キリスト教村社会（カトリックからカリス
マまで）を根底から問い直す神学が求められている。福音派よ、立ち上がれ。日本福音同盟よ、日本福音主義神
学会よ、福音派の牧師や神学者たちよ、立ち上がってこの責務を果していただきたい。
そんなことを思いめぐらしながら、昨年暮れ、私の講演集を同労の先生方、友人牧師たちに送らせていただい
た。私は、ただの一介の牧師に過ぎないが、恥を忍んで自分の考えを公表した。新しい時代を切り開いていただ
くための、捨て石にでもしていただきたかったからである。
送らせていただいた主にある多くの同労者から、数多くのレスポンスをいただいた。とてもうれしかった。特に、
問題点を鋭く指摘してくださった友には、心から感謝している。指摘された一つ一つの問題点については、今後
の講演の中で対応させていただきたいと思っている。神学の構築は、多くのキリスト者の共同作業でもあるのだか
ら。といっても、現時点ではっきりさせておかねばならないこともある。特に、次の 4 点である。既に講演でふれて
はいるが、説明が不十分だったかもしれない。重要なことばかりなので、繰り返しを恐れず、コメントしておきたい。
一つは、｢信仰｣と｢教理｣と｢神学｣とを区別することに関してである。この三つはいずれも、多かれ少なかれ、理
性的な働きを含んでいる。従って、三つを区別することは、実際問題として不可能なことではないか、との疑問で
ある。鋭い指摘である。確かにこの三つは、簡単に区別できるわけではない。それゆえキリスト教神学は、伝統的
に区別してこなかった。まさに、ご指摘のとおりである。
言うまでもなく、人間理性は、信仰と教理と神学の三つのいずれにおいても、深く関わっている。しかし、その量
と意味合いは、かなり異なる。「信仰」においては、信じることが優先される。理性は信じたことを整理するために関
わってくる。その信仰とは、イエスへの信仰である。神の啓示や聖霊のお働きがあって、イエスを信じることができ
る。イエスを信じた途端、そのイエスを理性で理解しなければならないのが人間である。「信仰」といえども、宗教
的体験や感情の満足で終わらない。最低の理性的な認識は不可避である。私の言う「信仰」の中には、2 世紀半
ばには普及していた「使徒信条」程度の信仰告白は含まれる、と考えていただければよいと思っている。
次に「教理」では、人間理性は、聖書をどのように解釈したらよいのか、それをどのように体系化したらよいのか、
ということに関係する。その際、自分の所属する教会や教派の聖書解釈や体系化は、そのキリスト者の教理形成
に決定的な影響を与える。教会では、その教会（教派）が受け継いできた信仰告白、あるいは教理問答などを用
いて信徒教育をするのが普通である。その教理は、キリスト者がその教会に所属して信仰生活を送っている限り、
問題にしなければならないようなことは起こらない。
しかし、ほとんどのキリスト者は、自分の所属する教会内でだけ生活しているわけではない。それ以外の場で生
活することを余儀なくされている。そこでは、教会が説く教理だけでは間に合わない。そのようなとき、その問題に
ついて聖書はどのように教えているのか、神はその問題に対しどのように考えておられるのか、そういう問がキリス
ト者の頭の中を駆け巡る。自分の責任で、待ったなしに対応せざるを得ない。牧師が正確な答えを聖書から出し
てくれるわけではない。キリスト者個人が、自分の理性を働かせ、問題を解決していく以外にないのである。私は、
それをその人の神学と考えている。
自分には、この三つはどうしても区別できない、そう言われるキリスト者もおられるだろう。そういう方は、それで
一向にかまわない。どちらの神学理解が正しいのか、そんなことを争う必要はない。それは真理の問題ではない。
どちらが、信仰生活により役立つか、という問題である。私自身は、三つは区別した方が便利だ、そう考えている。
そう区別すると不都合が生じる、そういうことも何一つない。
実際は反対だ。もし区別するなら、一人一人のキリスト者は、もっともっと自由になる。教派や教会に縛られずに、
自由な精神で神にお仕えできる。信仰の認知的不協和の解消にもつながる。クリスチャンではない人々とのコミュ
ニケーションも道が開かれる。教会内で起こる諍いも、かなりの部分は避けることができる。エキュメニズム運動も
大きく進展させることができる。その論理的根拠をすっきりさせることができるからだ。社会問題に対する対応能力
も格段と進歩する。
従って、この三つを区別する方が、一緒くたに扱うよりはるかによい。ただ、こういう考え方をすると、伝統的な神
学を標榜する人々からは、神学的相対主義とか、神学的多元主義などという批判を受けるだろう。批判されたくな
い、そう思うと、新しいことは何もできない。神学は神がしていることではない。キリスト者お互いが、人間としてして
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いることである。相対的で、多元的なのは当たり前のことである。以前、中澤神学はポストモダン的だと批判された
ことがある。現代に生きるとは、ポストモダンの社会に生きることである。ポストモダンの神学でない限り、現代人に
は通じない。そのような批判は、福音派のごく一部の村社会でのみ起こることである。気にする必要など、全くない。
神学の絶対主義や画一主義こそ、教会がこの世界に切り込んでいく活力を失わせているものだからである。
二つ目の疑問は、ヘブル人への手紙 2 章を、「キリストの死は、人間の創造時に与えられ、堕落によって失われ
た被造物の管理権を回復した」と理解することに対してである。多くの友人が、自分もそのように考えていた、その
ように述べている書物は他にもあると思う、と指摘してくださった。
まず、これまでそのように考えてこられたというのであれば、これほどうれしいことはない。被造物管理の神学と
は、実はコロンブスの卵のような話である。キリスト者であれば、そう考えるのが当然だし、それ以外に考えようがな
いことを言っただけである。言われてみれば全くそのとおりで、誰でも、自分もそう思っていたと感じるような考え方
である。ただ、従来の贖罪論、キリスト論、福音論、被造物論、キリスト者の生活論などおいて、この当たり前のこと
が論じられてこなかった、ということは確かだと思う。
むろん、キリストが復活後に全被造物の主権性（王権）を確立されたことは、誰でも信じている。また、やがて全
被造物が贖われる時が来ることも、誰でも同じように信じている。ただし、ここでの論点は、そのようなことではない。
現に生きているキリスト者が、現在の被造物に対する管理権を回復されているのか、ということを問題にしているの
である。それは、キリスト者が現在受けている救いの中身、あるいはキリストの福音の中身に関わることである。もし
その点を述べている書物があるなら、ぜひ教えていただきたい、私はそう言っているだけである。もしそのような書
物を指摘してくださるなら、私は喜んで、この講演集で公開したい。学者であれば、オリジナリティーに喜びを感じ
るかもしれないが、私は牧師である。オリジナリティーには何の興味もない。価値を見出してもいない。
三つ目は、自然災害に対しての私の説明では、納得できないという批判である。たぶん、この批判は多くの
方々が抱かれているものだと思う。残念だが、今の私には、そのように感じる方々を満足させるような説明ができな
い。しかし、もう一度、問題点を整理してみよう。
神は、被造物のすべてを、自由と法則性の両方を備えるものとして創造された。それは、自然界、人間社会、
霊的世界、そのいずれにおいても言い得る。例外はない。（我々人間にとって自然災害に見える）現象は、自然
界という複雑系のメカニズムの中で、二律背反とも言うべき「自由と法則性」の中で生じる。宇宙は、創生以来今日
まで、そのような「自由と法則性」の中で生成過程を繰り返してきている。従って、（今日の我々にとって）自然災害
と言われる現象が起こらなければ、この宇宙も、今のような地球も、存在し得ないわけである。
問題は、人間が、そのような自然的な現象に直面せざるを得ない状況に置かれているという現実にある。人間
がそこに存在しなければ、地震が起ころうと、火山が噴火しようと、雷が落ちようと、ハリケーンや台風が来ようと、
山火事が起ころうと、大雨が降ろうと、干ばつが続こうと、温暖化になろうと、冷却期に入ろうと、そのようなことは何
の問題にもならない。そのようなことは、地球 46 億年の歴史の中で、繰り返し起こってきたことである。特筆すべき
ことでも何でもない。問題は、人間が住んでいるその場所に、そのような人間にとって不都合な現象がどうして起こ
るのかということにある。神を信じない人にとっては、このことは問題にならない。そういう現象に出会った人たちは
運が悪かっただけの話である。しかし、キリスト者にとってはそういうだけでは済まされない。自分が住んでいる場
所に導かれたのは神であると信じているし、神が愛であるなら、キリスト者の住んでいるところに、その生存を脅か
すような自然災害をどうして起こされたのか、留めてくださらなかったのか、そういう疑問が起こるのは当然なので
ある。
正直に言おう。私もそう思う。いろいろ説明をしてみても、自分で納得できているわけではない。神はもっと祈り
に答えてくださったらいいのに、と思う。不公平だとも、理不尽だとも感じる。すべては自分中心からの発想だと分
かっているが、神はどうして自然法則に干渉されないのだろうか、そういう気持ちは消えない。あるいは神は、我々
の知らないところでたくさん干渉されている、と言う人もいよう。実際神は、我々が想像できないほどの微調整を、
この地球に施している。我々は、その事実をよく知っている。その上でなお、Why God ? と叫びたくなる。
ここまでくると、人間の考えの限界を認めざるを得ない。神の絶対主権に服して歩む以外にない。人間の理性
や論理では間に合わない。軽々しく言うことは避けなければならないが、それらは神の神秘の世界に属する。そ
れはごまかしだ、そんな主張には満足できない、そう反論されたら、返す言葉はない。ただ、このように考える以外
に、他の説明方法はあるだろうか、逆に問い返さざるを得ない。
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四つ目は、人間に対する評価が高すぎるのではないか、という批判である。人間は、神に対して反逆した結果、
「神のかたち」は完全に失われてしまった、よきものはもはや何もない、多くのキリスト者はそう考えている。実は、
私もそう教わってきたし、そう説いてきた。
しかし、信仰生活を送っていく中で、このような人間理解は本当に正しいのだろうか、そんな疑問が次第次第に
大きくなってきた。目を覆いたくなるような悪の現実が覆いかぶさってくる。でも、人間って捨てたものではない、そ
う思える時もしばしばである。人は、神の救いを受けるには全く無価値な存在である。しかし、「神のかたち」をす
べて失い、被造物の管理責任を全く果しえない者になってしまったというのは、間違いではないだろうか、そんな
風に感じてきたのである。学問に、教育に、芸術に、スポーツに価値を見出すことと、全的堕落の教理の間に認
知的不協和を感じたということである。
もし私の人間に対する評価が高すぎるというのであれば、私の感じる認知的不協和をどのように解決したらよい
のか、教えていただければと思う。私には、多くのキリスト者が、神学的には全的堕落を標榜しながら、現実的に
は人間を肯定して生きているように見える。
以上で、私の応答は終わりたいと思う。どのような方々であっても、引き続き、遠慮なく対話を試みてくださるよう
にと願っている。私自身は、自分の考えや神学に固執する気持ちは全くない。多くの不十分なところがあると思う
ので、ぜひ教えていただきたい。対話がなければ、発展はない。ご指導をよろしくお願いしたい。
さてここに、四冊目（被造物管理の神学としては二冊目）の講演集を発刊でき、主に心より感謝する。この冊子
には、四つの講演が含まれている。いずれも、毎週水曜日東京のお茶の水クリスチャンセンターで開かれているＪ
ＷＴＣというクラスにおいて講演したものである。
一つ目は、太陽系の話である。我々が住む地球を取り巻いている太陽系は、実にうまくできている。この様相を
じっくり考え、我々の考えや気持ちを大きく広げてもらいたい、そんな風に願って講演したものである。
二つ目は、太陽系からさらに銀河系へ、そこから銀河群へ、銀河団へ、超銀河団へ、そして最後に宇宙の大規
模構造にまで広げてみた。太陽系でさえ宇宙のほんの一部に過ぎないことを知り、神が創造された宇宙の広大さ
に目をとめていただこうと、講演したものである。
三つ目の講演は、現代の天文学及び物理学が取り組んでいる解決困難な問題を扱った。暗黒物質、暗黒エ
ネルギー、ブラックホールなどである。被造物管理の神学は、管理という言葉が使われている以上、未解決の問
題にも真剣に取り組まねばならない。そのようなことを知っていただこうと、講演したものである。
四つ目は、現代の量子力学が模索している超ひも理論、多宇宙、人間原理などという問題を紹介してみた。こ
のへんの話になると、科学というよりかなりＳＦ的で、宗教的な問題意識が入り込んでくる。キリスト者にとっては、
聖書の世界への入り口になるテーマである。そんな確信を基にして、講演したものである。
私の講演スケジュールでは、これらの自然に関する講演はすべて、この次に講演する「神はなぜ人を造られた
のか―創世記 1 章を読む」の序論に過ぎない。
私は、高校 1 年の時にキリスト者になった。3 代目のキリスト者家庭である。以来この 55 年間、神の恵みに圧倒
される日々を過ごしてきた。キリスト者であるとは、教会とは、本当に素晴らしいところである。掛け値なしに、私は
そう告白できる。と同時にその間ずっと、キリスト教への認知的不協和を感じてきた。私の科学的思考パターンが
キリスト教の聖書理解と、なかなかマッチしないのである。神の存在、神による万物の創造、イエスの奇跡、贖いの
死、復活、神性、神の御霊のお働き、聖書の啓示性、そういう事柄については、私にとって全く抵抗はない。不協
和を感じてきたのは、そういうことではなく、これまでキリスト教が説いてきた聖書の解釈に関してである。
考えてみれば、これまでの信仰の旅は、聖書が本当に言いたいことは何なのか、それを知りたい、本当のことを
信じて歩みたい、そのことに尽きるように思う。
この次の講演は、大野キリスト教会の新会堂完成記念の感謝講演会（2014 年 4 月 16 日）に予定されている。
広く一般公開されるので、ご出席いただければと思う。そこで私は、正統的、福音的、聖書信仰的な立場を明確
にしながら、科学的研究の成果、聖書批評学、ユダヤ教の解釈、古代オリエントの文献を駆使した「創造論」を展
開する。誰も語らなかったような解釈ではあるが、お聞きになれば、誰でも納得していただける解釈になると思う。
ぜひ、期待してお出かけいただきたいと思う。
（本冊子中の図、写真、表などの多くは、インターネット上に公開されているものから引用させていただいた。）
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被造物管理の神学講演 ４ （Ａ－４）
2014 年 1 月 8 日
JWTC 春の特別セミナー（１）

Ａ．自然

４．太陽系
（太陽、惑星、系外惑星）
はじめに
本日の JWTC 春の特別セミナーにご出席くださり、たいへんうれしく思う。これから 4 回にわたり、このお茶の水
クリスチャンセンターにおいて、「被造物管理の神学」の自然篇について講演する予定である。広大な宇宙の話
ではあるが、楽しみながらお聞きいただきたいと思う。
ところで、この講演の準備をしているときに、朝日新聞 2013 年 8 月 3 日の夕刊が届けられた。そこには、とても
興味深い 2 枚の写真が掲載されていた。一枚は、1990 年に探査機「ボイジャー」が海王星のかなた、地球から約
46 億ｋｍ離れたところより写した「地球」である。たくさんの天の川のような星の中に、白い１点の星が浮かんでいる。
もう一枚は、土星を周回観測している探査機「カッシーニ」が、約 15 億ｋｍ離れた場所から、最近撮った「地球」で
ある。そこでも、同じような白い 1 点の星として写っている。
この 1 点の上に、72 億人の人間が住んでいる。喜んだり、悲しんだり、悩んだり、争ったり、愛し合ったりしながら
生きている。この宇宙に浮かぶ小さな小さな星、何の変哲もない、ごく普通のありふれた天体の一つに。
だが、それだけではない。近づいてみると、不思議に満ちている。人が地球上で暮らせるのは、決して当たり前
のことではない。太陽はちょうど良い場所で輝いている。だから適度な温度を注いでいる。適度な大気もあるので、
生命が生存可能となっている。明るい昼があるのは、地球が自転し、太陽と大気がほどよい関係を保っているから
である。もし月であれば、昼でも暗い。大気が太陽の光を適度に散らばしてくれないからである。地球が夜暗いの
は、星の光がほとんど届いてこない位置にあるからである。もし太陽系が、星のたくさん集まる「星団」に置かれて
いたなら、我々が夜眠れる環境にはならなかった。
すべては偶然である、そう考える人もいよう。こういう地球環境だからそれにあった生命や人類が誕生した、た
だそれだけのことである、そう思う人もいよう。私も長い間そう考えてきた。しかし今はそのようには思っていない。
そういう考えも皆、一種の信仰である。そのように信じるには、創造者を信じるより大きな信仰を要する。私には、
神が預言者イザヤを通して語られた言葉を、そのまま受けとめる方がぴったりくる。
このわたしが地を造り、その上に人間を創造した。わたしはわたしの手で天を引き延べ、その万象に命じ
た。・・・天を創造した方、すなわち神、地を形造り、これを仕上げた方、すなわちこれを堅く立てた方、これを
茫漠としたものに創造せず、人の住みかにこれを形造った方、まことに、この主がこう仰せられる。「わたしが
主である。ほかにはいない。」（イザヤ 45:12、18）

Ⅰ．太陽系の世界
我々の住む地球はこの宇宙の中心にある。そして、遠い空のかなたにまで空は広がり、たくさんの星が輝いて
いる。長い間人類は、そんな風に考えてきた。いわゆる天動説の世界である。ところが、近代の科学はそのような
宇宙観を打ち砕いた。この地球は、太陽の周りを回っている多くの惑星の一つに過ぎない。ごくありふれた天体の
一つで、特別変わったものではない。それが近代以降の科学が説く地球である。
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そのような理解は、ある意味で間違いではない。そこから出発するのがよいとも思う。だが、本当にそう割り切っ
てしまっていいのだろうか。私には、どうしてもそうは思えない。やはり、地球には何か特別なものがあるのではな
いだろうか。そのへんのところは、次の「生命」に関する講演シリーズで取り上げる。現在の一連の講演では、宇宙
にフォーカスをあてているので、本格的な論議は、もう少しお待ちいただきたい。
ではまず、太陽系の全体像、その形成過程と形成時期などについて考えてみよう。

１．太陽系の全体像
太陽系とは、太陽がその重力で拘束している天体群、あるいはそれらの天体が存在する範囲を指す。それは、
太陽を中心に、惑星、惑星になりかけたもののそこまで成長できなかった準惑星、小天体群、衛星、それに広大
な空間に存在する惑星間塵や主に太陽から放出されるプラズマ、
高エネルギー粒子などによって構成されている。その質量の 99％
は、太陽が担っている。惑星を含めた他の天体すべてを合わせ
ても太陽の質量の 100 分の 1 にも満たない。
太陽系の果てとはどこになるのか。ひと言でいえば、太陽がそ
の重力の影響を保ち得る範囲ということになる。ある天体を、他の
恒星の重力に打ち勝って自分の重力圏内に留めておける領域で
ある。惑星が存在する黄道面付近の延長線上で考えてみよう。海
太陽系
王星の軌道を超えた付近に 1,000 個を上回る小天体がある。それ
らは、「太陽系外縁天体（ＴＮＯ）」と呼ばれている。さらにその外
側に、「オールトの雲」と呼ばれる、太陽系全体を球殻のように覆っている一段の天体があると予測されている。未
だその存在は観測によって確認されてはいないが、その「オールトの雲」あたりまでが太陽系に含まれる。
太陽系の中では、自分で光を出す「恒星」は太陽のみである。「恒星」とは、地球から見て、星の位置関係が変
わらないところから「恒にある星」という意味が込められ、命名された。これに対し「惑星」は、地球からはその動向
が「惑っているように見える星」ということで、命名された。地球にとって、太陽の次に近い恒星は「ケンタウルス座
プロキシマ星」で、4.2 光年離れている。太陽から約 30 光年の範囲内には、太陽ぐらいの星は 20 個ほど、太陽よ
りずっと軽い星を含めると 300 個ほどある。
昔から人類が楽しんできた星座を形づくっている明るい星は、皆数光年から約 1,000 光年ほどの距離にある。
人の眼に見えるのは、せいぜいその程度の範囲である。なお、現在我々が確認できている太陽系の中で一番大
太陽系の主要天体比較
名 前

直径（㎞）

大きさ
比較

太陽

1,392,038.0

大玉

1.989×10 30
3.302×10

23

7.004

3.70

4.869×10

24

3.39471

8.87

5.974×10

24

0.00005

9.78

6.419×10

23

1.85061

3.71

1.899×10

27

1.30530 24.79

11.86

0.4135 63 （4）

1

水星

4,879.4

仁丹

2

金星

12,103.6

ビー玉

3

地球

12,756.3

ビー玉

4

火星

6,794.4

ＢＢ弾
砲丸

軌道傾斜角 表面 公転周期
（度）
重力
(年）

質量（㎏）

―

274

自転周期
（日）

衛星
（個）

27.275 （２）

―

0

58.65

0

0.615

（3）

0

1.000

0.997271

1

1.881

1.02595

2

―

243.0187

5

木星

142,984.0

6

土星

120,536.0 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ

5.688×10 26

2.48446

8.96

29.48

0.4264 （2） 64 （4）

7 天王星

51,118.0 ﾋﾟﾝﾎﾟﾝ玉

8.683×10

25

0.774

7.77

84.01

0.7181 （3）

27

8 海王星

49,572.0 ﾋﾟﾝﾎﾟﾝ玉

1.024×10

26

164.79

0.6712

13

1.76917 11.0

きな恒星は、「アルニラム」という星である。それは、太陽質量の 40 倍もあり、太陽の何十万倍も明るく輝いている。
ただし、1,300 光年も離れているので、全天で明るさ第 30 位の星とされている。
太陽を回っている「惑星」は 8 つある。太陽系内の天体の距離は、太陽と地球との距離を「1 天文単位」として考
える。すると、水星の軌道半径は 0.387 天文単位となる。金星は 0.728、地球は 1.0、火星は 1.522、木星は 5.2、
土星は 9.6、天王星は 19.2、海王星は 30.1 となる。惑星間の軌道間隔は外側ほど大きい。また、地球の軌道面を
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黄道面と呼ぶ。ほとんどの惑星の軌道面は、黄道面からの傾きが 10 度未満になっている。このような構造になっ
たのは、太陽系の形成シナリオを反映している。
惑星の中には「衛星」をもつものもある。「衛星」は惑星や小天体の周りを回っている。その母天体に対しては小
さいため、その重力圏を離れるだけのエネルギーをもたない。太陽系には、小さな砂塵やチリが黄道面を中心に
多数存在する。それは「惑星間塵」と呼ばれ、太陽のまわりを公転している。「惑星間塵」はとても小さく、重力以外
の太陽からの放射圧（光の圧力）や電磁気的な力の影響を強く受ける。その結果、軌道は次第に小さくなり、太陽
に近づき、最終的には溶けてしまう。なお、惑星、恒星、銀河などの天体においては、電子が回転活動をしており、
天体内部で電気が起こって磁石のように振舞う。この現象を電磁気的な力という。
太陽系空間には、常に太陽から吹きつける太陽風と呼ばれるプラズマの嵐が吹いている。「プラズマ」とは、気
体をつくる分子が高温状態のため陽イオンと電子とに分かれ、それぞれが電荷を帯びて飛び交っている状態を
いう。物質は普通、気体・液体・固体の三態に分けられるが、プラズマは電離しているために、気体とは性質が異
なり、「物質の第四態」とも呼ばれている。身近な例としては、蛍光灯の中に水銀のガスがプラズマ状になっている
ものを挙げることができる。このようなプラズマ状の太陽風が星間空間の電磁気的な風（星間風）とせめぎ合う範囲
を「太陽圏」と呼ぶ。その境界面は「ヘリオポーズ」と呼ばれ、太陽の活動状況によって変動する。通常は、太陽か
らおよそ 90 億ｋｍから 150 億ｋｍあたりになる。

２．太陽系の形成過程
20 世紀半ばまでは、太陽系の惑星は太陽から噴出されたガスによってできたと考えられていた。しかし、1960
年代から 80 年代にかけ惑星の観測が進み、そのような考えは修正を迫られた。今日では、太陽系は次のような過
程を経て形成された、と考えられている。
まず、我々が住む銀河系にたくさんの星間ガスやチリが漂って
いた。その中心部の密度の高い部分が、自らの重力で収縮し始
め、原始太陽ができた。その時、原始太陽になりきれなかったガ
スやチリが残っていた。これらの残された巨大なガスやチリは、次
第に原始太陽の周りを回転し始めた。そのガス雲全体の回転運
動の遠心力が回転軸に垂直に働き、回転軸に垂直な円盤状にな
っていった。これは「原始惑星系円盤」と呼ばれ、その組成成分
は基本的に太陽と同じだった。つまり、水素とヘリウムがおよそ
98％、炭素、窒素、酸素などのより重い揮発性の元素は約 1.5％、岩石をつくるケイ素やマグネシウム、鉄などの
いわゆる重元素は約 0.5％だった。
太陽ではこれらすべての成分がガス化していた。太陽から少し離れたところでは、凝結温度（ガスから鉱物粒子
が析出する温度）の高い岩石をつくる鉱物粒子がたくさん集まった。その結果、ケイ酸塩、鉄、氷などの成分が凝
縮して次第に小さな個体の微粒子として増えていった。微粒子はさらに成長・合体して、ついに直径 1ｋｍ～10ｋ
ｍほどの「微惑星」を形成する。この微惑星は太陽の近くでは多数できるが、密度の低い外側では少なかった。通
常、少しでも大きな微惑星は小さな微惑星をどんどん吸収していく。そのような微惑星同士の衝突・合体が繰り返
され、「原始惑星」が形作られた。以上のようようなプロセスを経ながら、「地球型惑星」、つまり水星、金星、地球、
火星などが形成された。
一方、太陽から 3 天文単位以上離れた場所では、円盤の温度はさらに低くなった。その結果、円盤ガスからの
水分が氷として凝縮してダスト量が急速に増え、微惑星量も増えた。その結果、質量が地球の 10 倍以上にもなる
「氷惑星」ができあがった。そうなると重力が大きくなり、周囲の円盤ガスを取り込み、氷惑星が「巨大ガス惑星」へ
と変身した。以上が木星や土星の形成過程である。
太陽からさらに遠いところでは、温度はさらに低くなり、微惑星も少なくなっていた。回転運動もゆっくりとなり、
衝突頻度は落ちてきた。質量が地球の 10 倍になる頃には、円盤ガスのかなりの部分は拡散によって中心星に流
れ込み、100 万年から 1,000 万年も経つと消えてしまうのが普通だった。その結果、この領域では「巨大ガス惑星」
は形成されず、氷の微惑星が集まる「巨大氷惑星」が誕生した。これが天王星や海王星の形成プロセスである。
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以上が、現在の科学者が描いている太陽と惑星の形成過程である。むろん、未だ仮説の域を出ない。しかし、
このように考えると、太陽系の次のような特徴のすべてを矛盾なく説明できる。その特徴とは、①太陽系の惑星が
内側から地球型惑星、巨大ガス惑星、巨大氷惑星の順に並んでいること、②最大の惑星である木星も太陽の
1,000 分の 1 の質量しかなく、円盤全体の質量も太陽の 100 分の 1 にしかならないこと、③惑星の組成成分が太
陽と同じであること、④惑星の軌道面はほぼ同一平面内にあること、⑤すべての惑星の公転軸は太陽の自転軸
の向きと一致していること、⑥惑星軌道がほぼ円軌道であること、⑦惑星軌道の間隔が外側にいくほど広くなるこ
と、の 7 つである。
提唱されている仮設は 7 つのすべての点を矛盾なく説明できると述べたが、これは厳密な言い方ではない。正
確に言えば、7 つのすべての点を満足させることができるような仮説を考え出した、ということである。従って、この
種の仮説は、一つ一つ実験・観測によって裏打ちされねばならない。このようにして、天文学は発展していく。

３．太陽系の形成時期
では、この太陽系はいつ頃誕生したのか。現代のほとんどの学者は、今から 46 億年ほど前と推定している。む
ろんこれも仮説ではあるが、かなりの証拠がそろっている。
その一つは、太陽系の惑星にたくさん残されている隕石跡である。それは地球にも降ってきている。そのような
隕石は、45 億年ほど前のものまではたくさん見つかっているが、それ以前のものは見つかっていない。例えば、
1969 年、メキシコ北部のチワワ州アエンデ村付近一帯に、隕石シャワー（隕石雨）と呼ばれる無数の隕石片が落
ちた。そこからある一定の方向に、隕石のサイズが大きいものから小さくなるような形で、長さ 100ｋｍ、幅 10ｋｍに
わたってほぼ一直線に分布している。一番大きな隕石片の重さは約 12 キロもあった。このアエンデ隕石に含まれ
ている化学元素の量は太陽の大気に含まれる化学元素の量に一致している（むろん、水素とかヘリウムというガス
が隕石には少量しか含まれていないのは当然である）。ということは、アエンデ隕石は、太陽大気が冷やされた結
果生じた天体の一部だったことを示唆する。この隕石は 45 億年前のものであることが確認されている。
もし、この太陽系の中に、46 億年以上昔の隕石、もしくは物質が一つでも見つかるなら、太陽系の天体の形成
年代はそれより遡らなければならない。これを学問における「反証の論理」という。ときどき、反証の事実には目を
つむり、賛成意見をたくさん集めて物事が証明されたかのように吹聴する人がいる。宗教の世界であれば、それ
でも通用しよう。しかし、科学の仮説ではそうはいかない。一つでも明らかな反証の事実が指摘されれば、その仮
説は放棄されねばならない。科学とは、そういうものなのである。
太陽系は、これまで見てきたとおり、「原始惑星系円盤」と呼ばれる「ガス円盤」から形成されたと思われる。それ
が固体天体になるまでには 1 億年近くかかったことだろう。すると、太陽系の誕生は 46 億年ぐらい前と考えられる。
月や地球の形成年代も、この年代を想定すると、すべての話のつじつまがあう。この宇宙が誕生したのは、137 億
年前だった。それから 90 億年程経過してからこの太陽系ができたことになる。我々の太陽系は、宇宙創生以来 3
分の 2 の間は存在しなかった。

Ⅱ．太陽、地球、月
以上で、太陽系全体のイメージをつかんでいただけただろうか。では次に、太陽系の中でも、我々にとって最も
重要な太陽、地球、そして月を取り上げよう。地球はむろん、我々にとって特別な存在である。従って別の機会に
詳しく取りあげる。ここでは、太陽系の一つの惑星として紹介するにとどめておく。

1．太陽
太陽系の中心は太陽である。太陽系内の天体はすべて、太陽の影響下で存在している。地球もその一つであ
る。地球上の生命エネルギーのすべてを、太陽から受けている。太陽の恵みなくして、我々は、一瞬たりとも存在
し得ない。多くの人々が、太陽を信仰の対象にしてきたのも理解できる。目に見えない神を別にすれば、太陽は
人間にとって最大の存在なのだから。
地球から見ると、太陽は特別な存在である。しかし、この宇宙全体を眺めるなら、太陽はたくさんある恒星の一
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つに過ぎない。とはいえ、太陽の次に近い恒星は、太陽より 27 万倍ほども遠
いところに存在する。もし太陽を地球から 50 光年離れたところから見るなら、肉
眼でかろうじて見えるほどの小さな暗い星である。50 光年というのは、現在より
320 万倍ほども遠く離れた位置になる。ところが天文学の世界では、比較的短
い距離で、太陽のご近所と言ってよい。もしその 1,000 倍の 5 万光年離れると、
大型望遠鏡を使ってやっと見える程度である。5 万光年になるとさすがに遠い
が、それでもまだ銀河系内の話である。もし 200 万光年離れると、太陽は暗す
ぎてとても探知できない。200 万光年とは、隣の大型銀河までの距離である。
太陽は、宇宙にあるたくさんの星の中で特別な星である、というわけではない。
太陽が我々にとって特別な存在であるのは、地球の近くにあるという点にあ
る。

皆既日食

太陽は、時折月に隠され、光を失うことがある。いわゆる皆既日食である。古代の人々の中には、太陽が消滅し
たと勘違いし、恐怖に襲われる人もいた。世の終わりを予感した人々もいた。というわけで、皆既日食や金環日食、
部分日食などは、正確に記述・保存されるようになった。その結果、月・地球・太陽の位置関係が理解され、日食
や月食の起こる周期（サロス周期）は約 18 年 10 日と 1/3 日であることも、次第に知られるようになった。この点に
ついて、今日記録文書として辿れるのは紀元前 7 世紀頃までである。しかし、それ以前から農耕民族の間でこの
種の記録が伝承されていたことは間違いない。
星は暗黒星雲の中で生まれる。太陽もまた、かつて 46 億年前に暗黒星雲の中で生まれた。生まれたばかりの
太陽（原始太陽）は、現在の 10 倍以上も明るく輝いていた。この段階の太陽は
単に明るいだけでなく、巨大なフレアなどの激しい爆発現象を頻繁に起こし、
原始惑星系円盤や惑星形成に大きな影響を与えた。
原始太陽はゆっくり光度を下げ、Ｔ Ｔauri 型星という段階（1,000 万年程度）
を経て、主系列星となった。主系列星になりたての太陽は現在より少し（数十％
程度）暗く、当時の地球は全球凍結するくらい寒かったはずである。ただし、そ
のような痕跡は、地学的には現在のところ確証されていない。
太陽の半径は約 70 万ｋｍ、地球の 100 倍以上もある。その大きさは、月の軌
道が 2 つくらい入るほど巨大である。体積は 100×100×100＝100 万倍ほどに
太陽の内部
なる。質量は地球の 33 万倍。太陽は、自分自身の重力と内部のガス圧力との
バランスがとれていて、このような大きさを保つことができている。密度は水よりちょっと大きいくらいで、1 立方セン
チメートルあたり 1.5 グラム。重力は地球の 28 倍。表面気圧は約 10 分の 1 気圧である。
太陽は、中心から「中心核（コア）」、「放射層」、「対流層」、「光球（太陽表面）」、「彩層」、「コロナ」と 6 つの層か
らできている。中心温度は 1,000 万から 1,500 万Ｋにもなっている（K はケルビンの略で、絶対温度を表わす。絶
対零度は 273.15 度Ｃ）。内部の平均は 100 万Ｋぐらいであるが、光球表面は約 6,000Ｋになる。彩層では 4,000Ｋ
から 3 万Ｋ，コロナ層最下部では 100 万Ｋとなり、太陽半径の 200 倍の位置でもまだ 20 万Ｋある。このように太陽
の温度が高いのは、太陽が重いことにある。もし温度が下がると、太陽は重さに耐えられなくなり、小さく潰れてし
まう。なお、圧力分布は、中心は 2,500 億気圧もあり、中心核の表面は 10 万気圧、放射層と対流層の境界線あた
りで 1 万気圧、光球表面は 0.1 気圧、彩層からコロナ層では 0.002 気圧である。
「中心核」は、太陽の中心から半径 10％から 30％程度の領域を指す。その温度は 1,000 万Ｋを超え、主に水素
とヘリウムガスからできている。そこでは水素原子核の陽子が 4 個結合してヘリウム原子核をつくる。4 個の水素原
子核の質量は 1 個のヘリウム原子核より少し大きい。この核融合反応の結果、減少した質量の分だけエネルギー
が中心部から外側に向かって放たれる。それが太陽の明るさの源になっている。
太陽は秒あたり 420 万トンの割合で水素を消費している。1 グラムの水素からは石炭 20 トンを燃やした場合と
同等のエネルギーが得られる。まさに想像を絶するものである。太陽の中心における核融合によって生じたエネ
ルギーが太陽表面にまで届くのに、何と 10 万年～100 万年以上の時間を要する。太陽の半径が約 70 万 km な
ので、光の速さなら 2 秒ぐらいしかかからないはずなのに、なぜそれほどの時間を要するのか？ それは、「放射
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層」及び「対流層」の中で次のようなプロセスが繰り返されるからである。
①太陽中心部で水素の核融合により、放射線の一種であるガンマ線が発生する。
②ガンマ線は真空中では直進するが、太陽内部のように約 1,000 万度という高温では、電子や陽子によって行く
手が阻まれる。
③直進できないガンマ線は、近くのガスに吸収され、X 線として放出される。
④放出された X 線は、ガスへの吸収と放出を繰り返し、温度が低くなる。
⑤その温度が直進できるほどまで下がると、Ｘ線は表面付近に到着し、可視光線や赤外線、紫外線になる。
⑥これらの可視光線・赤外線・紫外線が太陽光として放射される。
太陽の元素組成（質量比）は、光球では水素が 73％、ヘリウムが 25％である。中心部では水素が約 33％、ヘリ
ウムが 65％と推定される。約 46 億年前、太陽の誕生時には、水素は全体の 70％を占めていた。とすれば、現在
までに半分の水素が消費されたことになる。太陽は、核反応を起こす陽子のある限り輝き続ける。残りの水素の質
量全部がヘリウムに変換されるのに、同じだけの約 50 億年かかる。すると、太陽の寿命は 100 億年。誕生から既
に 50 億年が経過し、今後 50 億年ほどで消滅する、と予測される。
太陽の中心核の外側は、「放射層」と呼ばれている。それは、中心核の外側から太陽半径 70％ぐらいまでであ
る。ここでは核融合で生じたエネルギーが放射で運ばれるところから「放射層」と名づけられた。
さらに、その「放射層」の外側から太陽表面までの 30％の部分は、「対流層」と呼ばれる。そこではガスなどが対
流している。また、先のエネルギーも対流で太陽表面の光球まで運ばれるところから「対流層」と名づけられた。な
おそこは、乱流状態で音波を発生し、太陽全体をいつも振動させている。1960 年代後半にロバート・レイトンは、
この音波を解析し、太陽内部の物質分布、温度分布、回転角度分布などを明らかにした。このような研究は「日震
学」と呼ばれている。この研究がさらに進めば、太陽内部の磁場分布も検出されるだろう。
対流層の外側は、順に「光球」、「彩層」、「コロナ」と呼ばれる層に分けられる。我々が普通「太陽」と呼んでいる
のは太陽の表面で「光球」と呼んでいる部分のことである。この光球は、対流層の上を覆っている大気のことであ
る。今日、さまざまな観測結果と理論の組み合わせにより、太陽大気の温度や密度の構造が明らかになってきて
いる。太陽大気の温度は、光球では約 6,000Ｋ。高度が上がるにつれ、その温度は下がる。光球から 500ｋｍほど
の領域では、約 4,000Ｋになる。そのあたりが太陽大気の中で最も温度が低く、分子が存在できる唯一の場所で
ある。この箇所以外の領域では、物質はすべてプラズマ状態で存在する。
（原子核はプラスの電気をもち、電子はマイナスの電気をもっている。従って、通常であれば両者はくっついて
存在している。ところが、温度が高い時は、原子核は電子とくっつかず、それぞれが自由に飛び交っている。この
ような状態を「プラズマ状態」という。）
太陽の光球の表面には、「黒点」と呼ばれる暗い斑点状の模様が観測されている。大きな黒点ほど、磁場の強
い傾向がある。黒点は、白色光で見た形や大きさ、磁場の配置、成長や消滅過程などによって分類される。いず
れの黒点も中心部は暗いが、その周辺はやや明るく、放射状に明暗の筋状構造が並び、半暗部となっている。
黒点が暗く見えるのは、周囲の光球の温度が約 6,000Ｋであるのに比べ、約 4,000Ｋと低いためである。
太陽黒点の数は約 11 年の周期で増減を繰り返す。ただしその増減は一定ではない。例えば 1645 年から 1715
年ごろは、太陽黒点が極端に少ない時期だった。同じ頃地球全体は寒冷化している（ミニ氷河期や小氷河期）。
このことから、太陽活動と地球気候とには相関関係があると考えられている。
光球からさらに高度を上げ、2,000ｋｍほどの領域あたりを「彩層」と呼んでいる。この彩層では、温度は 4,000Ｋ
から約 3 万Ｋに上がっていく。なぜこのように高温になるのか、その理由は未だ分かっていない。
彩層からさらに高度を上げると「コロナ」につながる。「コロナ」は、光球と彩層の上に広がるうすい高温のガス層
のことである。コロナ層最下部の温度は 100 万Ｋもあり、高度を上げると 200 万Ｋまで上昇する。「コロナ」が 200 万
Ｋもの高温状態になっている理由はいまだ分からない。
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コロナは、皆既日食のときにしか見えない太陽の周りの広い光の輪である。その光度は、光球の光度の 100 万
分の 1 ほどで、外に行くにつれて暗くなる。放射される光は大気の温度によって大きく異なる。かくしてその光は、
地球にも届けられる。そのエネルギーは、全人類が一日に消費する総量の 80 兆倍にも及ぶ。太陽コロナの先端
は 30 天文単位先、海王星あたりまで達している。
人工衛星のＸ線による太陽観測は 1960 年代に始まった。その結果、「コロナ」に関して多くのことが明らかにさ
れた。Ｘ線画像によれば、「コロナ」はループ状構造をしている。明るさは一様ではなく、磁場が強い活動領域で
は明るいが、弱い領域では暗い。黒点の見られる活動領域周辺では特に明るく、北極と南極付近では特に暗い。
この北極と南極付近の暗い領域は「コロナホール」と呼ばれる。「コロナホール」は磁力線が惑星空間に開いてい
るため、プラズマが太陽風として逃げ出しており、密度が周囲より低くなっている。またコロナホールは、極域だけ
でなく、低緯度域にもしばしば現れる。
100 万Ｋから 200 万Ｋとなる高温のコロナプラズマは、太陽重力を振り切り、毎秒 300～800ｋｍもの超高速で、
惑星間空間へと噴出されている。このプラズマの流れは「太陽風」と呼ばれ、有害である。地球は、地磁気などに
よって太陽風から守られている。しかし、太陽風がないと、地球は「銀河宇宙線」や「星間物質」に取り巻かれ、そ
の害を受ける。「銀河宇宙線」は超新星爆発などによって発生する。それは、太陽風よりも中性子や重粒子が多
い。従って、生物がたくさん浴びると癌や遺伝子異常が起こり、死に至る危険がある。
太陽風は、地球の磁場や大気と共に、銀河宇宙線や星間物質が地球に降り注ぐのを防ぐ役目を果たしている。
ここまで太陽活動が活発だと太陽系全体の磁場のバリアーが強くなり、宇宙線が地上に届くのを妨げる。逆に太
陽活動が静穏だと、地上に到達する宇宙線は増加する。宇宙線は地球大気と衝突する際に炭素 14（炭素の放
射性同位体）を生み出し、それが樹木に取り込まれて木の中に記録として残る。つまり大気の年輪中に含まれる
炭素 14 の量を測定すると、年ごとの宇宙線の量、すなわち太陽活動（黒点数）をおおよそ知ることができる。太陽
活動が活発な時期の地球の気温は上昇する。
太陽の表面では様々な規模の活動現象が起きている。その中で最大のものが「太陽フレア（太陽面爆発）」で
ある。フレアが発生すると、電波からガンマ線に至るあらゆる波長域で、電磁波の強度が突発的に増加する。フレ
アは黒点の近くで発生することが多い。このことから、フレアのエネルギー源は黒点近くの太陽大気中に蓄えられ
た磁気エネルギーであることが明らかになった。
太陽フレアの大きさは大小さまざまである。大きいものでは、10 万ｋｍ四方もの巨大な空間で発生する。大きな
フレアが発生すると、1～3 日後に地球で磁気嵐が発生する。フレアにともなう大量のプラズマや磁場が惑星間空
間に放出され、地球方向に飛来し、それらが地球周辺の地場・プラズマ環境を大きく乱す。
なお、これまで述べてきた「彩層」、「コロナ」、「黒点」、「太陽風」、「太陽フレア」、「太陽の活動周期」、「磁場活
動」などの現象は、太陽に限られるものではない。このような現象は、基本的には、太陽と同じような恒星であれば、
どこででも見られるはずである。
最後に、この太陽は今後どのような歩みをするのか。中心核の核融合の
水素の残存量から、今後 50 億年ほどで消滅すると予測されることは既に
述べた。その後どうなるのかは誰も分からないが、おそらく超新星爆発など
の例から、次のようなストーリーになると予測される。
太陽は、今後 50 億年ぐらい経つと半径を増し、巨星となる。巨星の半径
は、最大に見積もると、現在の太陽半径の 100 倍以上にもなる。この段階
を「赤色超巨星」という。この時点で、地球は太陽に飲み込まれ、蒸発して
消滅するだろう。赤色超巨星となった太陽はその後、膨れ上がった外装を
すべて放出し、惑星状星雲となる。そして最後に、赤色超巨星の中心部分
が残り「白色矮星」になる。白色矮星は熱く、密度も高い。直径は 1 万ｋｍから 1.2 万ｋｍと地球とほぼ同じ大きさに
なるが、質量は 30 万倍にもなる。その後はゆっくり冷え、「暗黒矮星」となる。
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２．地球
我々の住むこの地球は、太陽から数えて 3 番目に位置する惑星である。
地球は、他の惑星同様、太陽系の天体が形成されていく過程で、「原始惑
星系円盤」から生まれた。地球形成学とか地球物理学などの学問は、最近
ではとても盛んになっている。宇宙からの連携プレーもあり、調査方法の研
究や観測技術も驚くほど発達している。その結果、地球の内部構造や周
囲の環境、さまざまの特徴については、他の惑星に比べかなり詳しく分か
るようになってきた。
地球は、太陽から光の速度で 8 分 20 秒ほどの所にある。距離にすると
地球 アポロ 17 号
約 1 億 5,000 万 km である。地球は、1 年かけ太陽の周りを回っている。そ
の軌道は完全な円ではなく、円からのゆがみ具合（離心率）が 0.017 という
楕円軌道を描いている。従って、太陽から一番離れているときと近いときとでは約 500 万ｋｍの差がある。通常、地
球が最も太陽に近づくのは新年の 1 月 4 日ごろ、遠くなるのは 7 月 6 日ごろである。
地球の直径は約 12,756ｋｍ。地球の公転周期は、365.2422 日である。端数の 0.2422 を 4 倍すると 1 に近くな
るので、4 年に 1 度「うるう年」を設け、2 月 29 日を挿入して調整している。しかし、厳密には 1 にはならず 0.9644
となるので、端数を積算すると、100 年で 1 日程度ずれる。これを調整するため、400 年に 3 回うるう年を抜いてい
る。つまり、400 で割り切れる 1600 年とか 2,000 年をうるう年とし、残りの 100 で割り切れる年はうるう年にしない
（1700 年、1800 年、1900 年、2100 年はうるう年ではない）。
地球は 1 日かけて自転している。地球の自転はわずかづつ減速している。海が「潮汐（ちょうせき―潮の満ち干
のこと）」で盛り上がると大陸にぶつかり、一種の抵抗力になって地球の自転を遅らせるからである。この遅れを放
置すると基準になる時刻と昼夜とが次第に合わなくなる。そこで、ときどき「うるう秒」を入れ、調整している。自転方
向は、他の惑星同様（金星だけは例外）、北極から見て反時計回りである。この自転方向は、その惑星の最終段
階における様子によって決まる。地球の場合は、10 個ほどの小型惑星の衝突・合体を繰り返し、最後に月が衝突
して弾き飛ばされ、自転方向が決まった。
地球の現在の自転軸は、公転軌道面（赤道面）に対して 23.4 度傾いている。自転軸の傾き角度がそれほど大
きくないのは、地球と衝突・合体した小型惑星の多くが「原始惑星円盤」の流れの中でできたものだったからであ
る。緯度による太陽光を受ける量の違いは、この地軸の傾きによる。この傾きが四季をもたらし、我々を楽しませて
くれている。
地球が自転する際、自転軸自身もゆっくり首を振っている。それは、コマがゆっくり回っているとき、中心の軸棒
そのものも首を振っている状態に似ている。このような軸の首ふり運動は、自転する物体では必ず起こる。地球も
例外ではない。この首ふり運動は「歳差（さいさ）」と呼ばれ、地球ではおよそ 2 万 6,000 年周期となっている。
地球の内部は、外側から軽い岩石成分でできた「地殻」、やや重い岩石成分ででき流動している「マントル」、
高温で溶けている鉄分などを含んだ金属質の「核（コア）」の三つに大別される。「地殻」の一部は、大陸をつくる
「プレート」と呼ばれる板状のものに分かれている。その「プレート」は、下部の「マン
トル」の対流などによって少しずつ動いている。これが「プレート運動」と呼ばれてい
地球の構造
るもので、大陸の移動の原因になっている。
このような地質学的な活動は、地球内部の放射性元素の崩壊による熱に基づい
ている。この内部流動によって地球の大気の成分は、窒素が火山活動や地震が起
こる。それだけでなく、地球に磁場が生まれ（地表での強さは 0.5 ガウス）、その磁場
によって地球の周囲に磁気圏を生み出し（これは上空何万キロもの宇宙空間にま
で及んでいる）、太陽風や高エネルギーの宇宙線などが直接地上に到達するのを
防いでいる。南極や北極のオーロラも、この地磁気によって生じる。
78％で酸素が 21％である。これは生命活動にとっては最適の状態である。この大
気成分のうち、酸素は活性が強く、通常は岩石などと容易に結びつく。ところがこの
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１：内核、2：外核
３：下部マントル
４：上部マントル
５：地殻、６：地表

地球では、酸素は生命活動のために絶えず供給され、大気として
の主要な役割を果たしている。
地球の表面の 70％は、海に覆われている。ところが、地球は太
陽から程よい距離にあるため、水の温度は①気体としての水蒸気、
②液体としての水、③固体としての氷、という三つの状態を実現さ
せる。そのため、水が蒸発して水蒸気となり、大気中で雨となって
月の表
月の裏
陸地に降り注ぎ、それが川になって海に流れるという見事な循環
が見られる。これらの気象現象が起こる領域は、地表から十数ｋｍ
までで、これを「対流圏」と呼ぶ。その上に、薄い大気が層状に流れている「成層圏」、そして「中間圏」、「熱圏」と
続いている。ちなみにオーロラや流星は「中間圏」で起こる現象である。
ここでちょっと遊び心を出し、オーロラの世界に足を踏み込んでみよう。
我々は、オーロラはある時突然現れ、すぐに消えてしまうというイメージをもっている。ところが実は、北極と南極
を取り巻くように輪のような形で常に存在している。オーロラは地球上で起こる現象であるが、地球だけで引き起こ
しているわけではなく、太陽がないとできない。太陽の周りには、希薄な大気が彩層とコロナ層を取り巻いている。
一番外側にあるコロナ層は、太陽半径の数倍の距離にまで達している。その中身はプラズマ粒子のガスである。
太陽から離れるほど、太陽の重力や磁場の影響は弱くなる。従って、コロナの外側にあるプラズマガスは、太陽か
ら離れて宇宙空間に放出される。このガスは、太陽風と呼ばれる。
太陽風としてやって来たプラズマ粒子が地球の磁力線の近くを流れるとき、その一部がプラズマシートと呼ば
れる部分に溜め込まれ、北極や南極周辺にやってくる。プラズマ粒子は、電荷を帯びているので、地球大気と衝
突したときに、緑、ピンクなどの色を発生させる。オーロラがカーテンのような形をしているのは、プラズマ粒子が磁
力線に沿って流れてきて大気を光らせるからである。磁力線は、直接目に見えないが、地球の大気と太陽風のお
かげで、オーロラとして見ることができる。
オーロラへの寄り道はこれぐらいにして元に戻ろう。
この地球は、永遠に存在するわけではない。太陽は、そのエネルギー源の水素が足りなくなると膨張が始まり
「赤色巨星」になる。すると地球もその影響を受け、次第にスピードを失い、太陽に飲み込まれていく。あるいは
「黒色矮星」となった太陽の周りを、岩石の塊として回るようになるかもしれない。むろん、太陽が「赤色巨星」にな
るのは今から 50 億年後である。というわけで、地球の寿命の話も 50 億年後のことである。それよりずっと前、今より
10 億年後には、太陽光度は 10％ほど強くなることが予測される。すると地球の海は蒸発し始め、水のない天体に
なってしまう。そうなると、生命は生きることはできない。
地球について言わなければならないことが山ほどある。「地を支配せよ」という命令を基盤にしている被造物管
理の神学においては、地球に関わるすべてがその対象になる。従って、地球については、改めて講演することに
する。今は、この辺で留めておこう。

３．月
月は地球の周りを回っている唯一の「衛星」である。日本人にとって、月ほどロマンをかきたてられた天体はな
い。月にウサギを見たり、かぐや姫の話など、・・・。このことは日本に限らない。ローマ神話では「ルナ」、ギリシャ神
話では「セレーネ」とか「アルテミス」と呼ばれ、信仰の対象でもあった。だが、アポロ宇宙船の月探査以降、月のイ
メージはすっかり変わった。科学的調査にとって興味の尽きない天体になった。
月の直径は、地球の約 3.7 分の 1 で 3475km。重力はおよそ 6 分の 1、大気はほとんどなく、気圧はゼロ。最高
表面温度は 123 度Ｃ、最低はマイナス 233 度Ｃと差が激しく、平均はマイナス 23 度 C である。月は、地球から平
均して 38 万ｋｍのところを、約 27 日かけて公転している。自転周期は公転周期に一致している（自転と公転が同
期している）。月の表側は裏側よりやや重い。そのため、月は常に表側を地球に引っ張られている。地球上の
我々は、常に月の表側を見ているわけである。1959 年 10 月に打ち上げられたロシアのルナ 3 号が月の裏側を始
めて我々に知らせてくれた。
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月の表側は、高地あるいは山岳地帯と呼ばれる、天体との衝突による破片に覆われた明るい領域が多い。そこ
には無数のクレーターがあり、大きなクレーターでは、衝突時に飛び出した噴出物が再び月面に落下し、副次的
なクレーターをつくっている。満月が近づくと、そのクレーターの列が四方八方に光の筋として伸びているのが見
える。また、巨大なクレーターの底には、内部から溶岩が流れ出た「海」と呼ばれるところがある。この滑らかな海
のように見える部分は暗く見える。こうした明暗の地形が肉眼でも見え、日本ではウサギの餅つきに見立てられて
きた。一方、月の裏側は海が少なく、白っぽく見える「高地」が多い。アポロの探査により、この高地と言われる部
分の方が海より年齢の古いことが明らかになった。
月はほとんどが岩石でできている。その密度は内部に行くほど高い。マントルと地殻の存在は確認されている
が、核（コア）の存在については長い間分からなかった。しかし、1998 年に打ち上げられたアメリカの月探査機ル
ナ・プロスペクターの観測によって、月の核は全質量の 2％ほどであることが判明した（地球の場合は、核の質量
は全質量の 30％）。なお、月の極地には氷の形で水が存在しているが、液体の水や風はない。従って、浸食作用
は見られない。
天文学者たちは月の生成過程を究明するため、①ロシアのルナ計画が持ち帰った 300 グラムの岩石、②アメリ
カのアポロ計画が持ち帰った 400 キログラムの岩石（今日では、月の特殊な位置から採取されたものと分かり、月
全体について論じるには慎重さが求められている）、③月から地球に飛来した 100 個ほどの総重量 38 キログラム
の隕石（月の 56 か所の異なる地点から飛来したことが判明している）などを分析した。
その結果、これらの岩石は、①「鉄に富む斜長岩（45-44 億年前）」、②「マグネシウムに富む岩石（44-40 億年
前）」、③「アルカリに富む岩石（44-40 億年前）」、④「カリウム、希土類元素、リンが高濃度で集まっている岩石
（39 億年前）」の 4 種類に分けられる。そこから、かつての月の表面はマグマの大洋に覆われていたが、そこにカリ
ウムやリン、希土類元素が集まって固化し、現在のような月が形成された、と推測される。
これらのデータは、月の誕生が地球と同じ 45 億年ほど前であることを示している。たぶん、誕生間もない原始
地球に、地球の 10 分の 1（火星サイズ）ほどの天体が衝突し、地球のマントルが吹き飛ばされてバラバラになった
物質が合わさって月が形成された（ジャイアント・インパクト説）と思われる。このように考えると、①月の平均密度が
地球に比べて低いこと（5.515 対 3.340）、②地球と月が同じ酸素同位体比をもつこと（酸素には 16、17、18 の三つ
質量数があり、その存在比が同じであること）、③月の岩石はカルシウムやアルミニウムのような蒸発しにくい物質
を多く含んでいる一方、蒸発しやすい元素の量は少ないこと（衝突時の特別な高温・高圧のエネルギーにより揮
発性の高い物質は蒸発してしまったと考えられる）など、すべてのことがうまく説明できる。
一方、月の岩石に含まれるガラス（丸い溶融ガラスの粒）は、「アルゴンーアルゴン年代測定法（アルゴン元素
の同位体を比較して岩石の年代を明らかにする方法）」によって、そのほとんどが 39 億年前のものと分かった。月
には多くのクレーターがあり、それらの年代も 39 億年前を示している。これらのことから月が形成されて 6 億年後
（約 39 億年前）に太陽系に大変動（隕石の重爆撃期）があり、無数の天体が月に衝突したと考えられている。
人は月に住むことができるのか。もし水、空気、食料、適温の四つが確保されるなら、それは可能である。短期
間ということであれば、それらは何とかなるだろう。しかし長期になると、その一つ一つがネックになってくる。むろ
ん、何のために定住するのかということは、より根本的な問題である。月面天文台でも組み立て、安定した宇宙ス
テーションをつくりたいというような目的でもあれば、定住する意味もある。そうでもない限り、月は地球から眺めて
いた方がずっとよい。

アポロ 11 号 月面着陸
14

Ⅲ．太陽系の惑星
太陽の周りを回っている惑星は、地球を入れて 8 つある。しかし、太陽系の惑星を「水・金・地・火・木・土・天・
海・冥」と覚えた人は多いだろう。とすると、惑星は 9 つあったことになる。ところが最近、最後の「冥王星」は惑星と
しては数えられなくなった。その辺のいきさつから話を進めていこう。
惑星とは、恒星（核融合のエネルギーで自ら光り輝いている星）の
周りを回る「光を発しない天体」と、一般には理解されてきた。太陽系
で言えば、太陽の周りを回っている天体である。ごく最近まで、その定
義について議論されることはなかった。太陽系の惑星のうち、土星ま
での 6 つは古代からよく知られていた。そして、観測技術の発達と共
に、1781 年に天王星が、1846 年に海王星が発見された。冥王星は、
海王星や天王星の軌道の乱れから、1913 年にローウェルによってそ
の存在が予測された。実際には、1930 年に彼の助手だったトンボー
が観測によって発見し、第 9 番目の惑星とされた。
冥王星は、発見された当初は地球ぐらいの大きさがあると推測されていた。ところがその後の観測により、直径
は月の 3 分の 2 ほどしかなく、内部構造も厚い氷の層が岩石の核を取り巻いていることが分かった。さらに、他の
惑星の公転軌道はほぼ円形であるのに、冥王星は楕円形で、軌道自体が他の惑星の軌道平面上から 17 度傾い
ていた。このように、冥王星の姿が詳しく分かってくると、冥王星をこのまま惑星に数えておいてよいのかという議
論が湧き上がった。しかし、惑星の一つに認められたという歴史的な経緯が尊重され、ごく最近まで惑星として位
置づけられてきた。
20 世紀後半の光学機械は、驚くほどの進歩を遂げた。太陽系の調査はかってないほどのスピードで進んだ。
特に 1992 年に発見された小惑星 1992ＱＢ1 は、海王星の外側を回っており、冥王星とよく似た特徴をもっていた。
そのとき以降、海王星よりも遠い太陽系の外縁部に、たくさんの小天体が次々発見されるようになった。現在では、
その数は 1,000 個以上に及んでいる。特に、冥王星のサイズに近い「エリス」や「セドナ」、「クワオア」のような天体
も見つかり、「惑星としての資質は何か」という問題が、改めて持ち上がった。
国際天文学連合は、冥王星を惑星として、70 年以上も認めてきた。それをいきなり惑星から外してもいいものか
という声もあり、簡単には答えを出せなかった。1998 年には、冥王星は惑星としたままで、小惑星としての番号を
も割り振ってはどうか、という妥協案が提出された。しかし、それは理解が得られず、頓挫した。そこで、2 つの委員
会が招集された。そこで 3 年間にわたって慎重に検討され、2006 年の総会で決定されることになった。
2006 年 8 月、第 26 回国際天文学連合総会がチェコのプラハで開かれた。そこで、それまで曖昧だった惑星の
定義を次の条件を満たすもの、と決められた。①太陽の周りを回っている、②質量が大きいため自己の万有引力
で強くまとまり、ほぼ球形になっている、③その軌道の領域で他の天体を力学的に一掃している、の三つである。
続いて、冥王星を惑星として残すかどうかが審議された。そして会員の投票の結果、冥王星は惑星ではなく、「準
惑星」と決定された。天王星は、準惑星の通し番号 134340 が割り振られ、第二の人生を歩み出すことになった。
そのとき「ケレス（小惑星帯にある）」及び「エリス（冥王星の近くにある）」も「準惑星」として認められた。さらに、2
年後の 2008 年 7 月には「マケマケ（冥王星の近くにある）」が、9 月には「ハウメア（冥王星の近くにある）」が追加さ
れた。従って、現在は 5 つが「準惑星」に登録されている。なお、「準惑星」の定義はあいまいで、類似した天体が
現在多数発見されている。今後さらに多くの準惑星が追加されることが予想される。
以上のような歴史的経緯より、冥王星は、次項の「惑星未満の小天体」において扱う。ここでは、8 つの惑星のう
ち、既に述べた地球を除いた 7 つの惑星について解説しよう。
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1．水星
水星は太陽に最も近い軌道（0.39 天文単位）を回っている。ローマ神話では、
商業と盗賊の守護神「マーキュリー」の名がつけられた。ギリシャ神話では、
神々の伝令者「ヘルメス」の名で呼ばれている。
地球より内側を巡る水星や金星を「内惑星」、外側を巡る火星以遠の惑星を
「外惑星」という。外惑星は、適切な時期になると、太陽と反対方向の夜空に輝
く。しかし内惑星は、地球から見ると太陽の傍から大きく離れることはない。従っ
て、夕方か明け方しか見えない。
水星
水星は太陽系の惑星では最も小さく、直径は 4,870km。月より少々大きく、地
球の 5 分の 2 ほどである。重力は地球の 3 分の 1 程度。質量の約 70％が金属で、特に鉄が多く、中心部には鉄
とニッケルの合金の核（コア）がある。そのコアが直径の 4 分の 3 近くを占め、残りは岩石である。普通コアができる
ときは、重いものが中に沈み、熱が発生して膨張する。ところが水星の場合は、その期間は短く、誕生直後から冷
却され、収縮が起こった。公転周期は太陽に近いので大変早く、約 88 日。自転周期は比較的ゆっくりでおよそ 59
日、公転周期の 3 分の 2 である。
水星は、他の惑星同様、太陽を焦点とする楕円軌道を描いている。この楕円軌道で最も太陽に近くなるところ
を近日点という。よく観察すると、水星の近日点は少しづつずれていくことが分かった。他の惑星からの影響をす
べて考慮しても、この水星の近日点のずれを説明することはできなかった。ところがアインシュタインは、一般相対
性理論により、この未知の影響を「太陽の重力によって時空が歪んだ結果であ
る」と説明した。水星は太陽系の中で最も小さな惑星だが、アインシュタインの相
対性理論を実証する偉大な立役者になったわけである。
水星は太陽に近いので観測がとても難しい。長い間詳しい情報は得られなか
った。しかし、アメリカの探査機マリナー10 号（1973 年～75 年）とメッセンジャー
（2004 年～12 年）が水星に接近し、これまで分からなかった情報を数多く届けて
くれた。また、2015 年以降ではあるが、日本とヨーロッパの共同で、探査機ベピ・
コロンボが打ち上げられる予定である。
これまでの調査結果によると、地表には、月同様、クレーターが浸食作用を受
けずに残っている。大小のクレーターに混じって、巨大なカロリス盆地（直径
1300ｋｍ）がある。それは、小惑星の衝突による溶岩流出によって形成された。
その盆地の正反対の部分（対極点）には、多くの直線状の丘陵が複雑に錯綜し
ている。これは、衝突の衝撃が水星の内部を伝わって、ちょうど正反対の場所に
集中したことを示している。またところどころに「リンクル・リッジ」と呼ばれる崖のよ
うな地形が見られる。水星が収縮した時にできたものであろう。
水星の表面には、「エンスタタイト（酸化マグネシウムとケイ酸からできている
輝石）」という物質が存在する。水星には磁場はあるが、衛星や環はない。水星
の周囲には希薄なガス層があり、太陽風が強く吹きつけている。その地表から
は酸素やナトリウム、ヘリウム、カリウム、水素、カルシウムなどが吹き上げられ、
漂っている。しかし、気圧は実質的にゼロに近く、大気と言えるほどのものはな
い。表面温度は、太陽に照射されている面は 320 から 450 度Ｃと高いが、夜間はマ
イナス 170 度Ｃまで下がる。平均は 167 度Ｃである。

探査機 マリナ―10 号

水星探査機

水星探査機

マリナ―10 号

メッセンジャー

水星の起源については、三通りの説がある。第一は、微惑星が集まるとき、鉄は集まりやすいので先に集まっ
て核となり、その後岩石に富むものが集まったという「選択的集積説」。第二は、激しい太陽の活動期に、岩石な
どの表面物質が蒸発した結果、鉄が多く残ってその鉄を中心に惑星が生じたという「蒸発説」。第三は、水星のも
とになるような塊に別の天体が衝突し、その中心核同士が合体して大きくなったという「ジャイアント・インパクト説」
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である。最近の多くの科学者は、三番目の説に傾いているが、今のところ決定
的な証拠はない。

２．金星
金星は太陽から二番目に近い惑星で、水星と地球の間を回っている。古くか
ら愛と美の女神「ヴィーナス」の名で呼ばれている。
赤道面での直径は 12,104km、地球よりやや小さい。地球に比べ、質量は
80％、重力は 90％、平均密度は 95％と、地球に近い形態なので、「地球の兄弟
星」と見られることが多い。しかし、地表環境はかなり異なる。

金星

金星の公転周期は 225 日で、他の惑星同様、北極から見ると反時計回りである。それに対し自転の周期は 243
日で、極めてゆっくりである。しかも、太陽系の他の惑星と違い、北極から見て時計回りである。惑星の公転軌道
や速度は、万有引力によって決まる。しかし、自転についてはこのような制約はなく、それぞれの惑星の形成過程
によって決まる。他の惑星がすべて公転運動と同じ方向に自転しているのは、そうなりやすいよう「ガス惑星円盤」
が動いていたからである。それに対し、金星の場合は、その形成の最終段階において、一つの小型惑星がたまた
ま逆回転の向きで衝突し、金星の自転方向を変えてしまったと考えられる。
金星には衛星もなく、磁場もない。地表環境は他の惑星とは大きく違い、厚い雲が全面を覆っている。従って、
表面を観測することはできない。可視光では地表は見えないので、波長が 1
メートルから 10 メートルぐらいのレーダーを使って観察する。大気圧は 92 気
圧もあり、しかも地球のように水や氷ではなく、硫酸でできた分厚い雲に覆わ
れている。その雲の下は灼熱地獄のようで、表面の温度は 753Ｋある。そのた
め、硫酸の雲から落下する硫酸の雨は、途中で蒸発してしまい、金星表面ま
では届かない。これだけ熱いのは、金星の大気の大部分を占める二酸化炭
素が、温暖化ガスとして温室効果現象を引き起こすからである。
この厚い雲は太陽の光を効率よく反射している。この雲の反射率は 0.78
（入ってくる光の 78％を反射している）で、太陽系の惑星の中では天王星に
次いで 2 番目に高い。地球に近いので、金星は太陽と月に次いで 3 番目に
明るく見える。しかし、水星と同じく内惑星なので、せいぜい日の出 3 時間前
探査機 マゼラン
からか、あるいは日没 3 時間後までしか見えない。日の出のときに東に現れる
金星を「明けの明星」、日没の時に西に現れるのを「宵の明星」と呼ぶ。
金星は表面が厚い雲に覆われているため、長い間表面のようすは分からなかった。しかし、1990 年にアメリカ
のマゼラン探査機が金星に到着し、貴重なデータを送ってきた。それによると、金星の地表は非常になめらかで、
平らなところが多い。しかし、広大な高地や火山活動によると思われる火山や溶岩地形も見られる。特に直径
2,200ｋｍもある「アルテミス渓谷」と呼ばれる外堀状の環状地形は、「コロナ」と呼ばれている。高さ 8ｋｍの火山「マ
ート山」には、地球の楯状火山に似た長大な溶岩流の痕跡が認められる。直径が数十ｋｍ程度の小規模の火山
では、ドームと呼ばれる地形や、コーンと呼ばれる小さな噴火口地形もある。金星の火山活動は地球に似ている
が、現在も続いているかどうかは、はっきりしない。
金星には 940 個のクレーターがあり、全域にまんべんなく分布している。月や水星のように大気がないと小さな
クレーターもできるが、大気があるので、小さな隕石は大気との摩擦で燃え尽きてしまう。従って、金星には直径
2km 以下のクレーターはない。しかも金星のクレーターは、月や火星のものに比べ底が浅い。地表付近は風が弱
いので風化せず、水による浸食もない。保存状態がよかったので、最初の構造をほぼそのまま留めている。
クレーター、地殻変動の地形、火山などはまんべんなく分布している。その形成過程において、全マントル規
模の運動が活発に行われ、溶岩が噴出し、全球的に地表を更新するような事態が生じた。その結果、高地と高地
の間はすべて溶岩平原によって埋め尽くされ、標高の高い部分のみ埋もれずにそのまま高地として残った。マン
トル物質が噴き出たところには火山やコロナが生まれ、その周辺の地表には亀裂や地溝帯ができた。その後マン
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トルの活動が落ち着くと、一転して上昇したマントル物質が沈下し、これに伴っ
て圧縮した地形が生まれた。金星ではおそらく、惑星誕生以来このようなプロセ
スが何度も繰り返されたと思われる。

３．火星
火星は、太陽から四番目、地球のすぐ外側を回っている惑星である。肉眼で
は不気味なほど赤く見えるため、血の色を連想させ、ローマ神話の軍神「マルス」
の名前がつけられた。
火星
火星の直径は地球のおよそ半分で 6,787km。重力は 3 分の１。火星の自転周
期は 24 時間でほぼ地球に等しく、自転軸の傾きも約 25 度でほとんど変わらな
い。地球に似て四季もあるが、一年の長さは 687 日とほぼ倍に近く、地表面の環境はそれほど似ていない。火星
は楕円形で、20km 程度極方向に縮んでいる。南半球は高地で玄武岩に覆われているが、北半球は低地で安山
岩が多い。平均すると北極が約 3 キロ低く、南極は約 3 キロ高い。
火星の公転運動は、かなりの楕円軌道を描いている。太陽に近い近日点と太陽から離れている遠日点とでは、
太陽から受けるエネルギー量は大きく違う。地球の場合はほぼ円軌道なので 3％ほどの違いだが、火星の場合は
40％以上の差がある。この差が火星の北半球と南半球の気候に大きな違いをもたらしている。南半球は北半球に
比べ、春と夏は短くて暑く、秋と冬は長くて寒い。最高気温は夏の赤道付近でようやく 20 度 C、冬は南北の極冠
に氷の層ができる。
火星に磁場はない。しかし、南半球の古い形成年代の地殻や古い岩石の中には、強い磁気異常が見られる。
火星が誕生した頃、核は十分に熱く、ダイナモ作用による磁場が発生し、溶岩が噴出して帯磁した岩石になった
のであろう。火星の南半球の高地には、「磁気ベクトルが逆方向を向いているためにできる地磁気の縞模様」が見
られる。これは、地球の海底にも多く見られるもので、地球のプレート・テクトニクスに似た運動がかつての火星に
もあったと推定される。
火星でも、地球と同じような大気の運動が確認されている。しかし、火星の重力が小さいので、大気の相当量が
宇宙に逃げてしまい、地球の 100 分の 1 以下の大気圧しかない。火星の大気の 95％は二酸化炭素であるが、他
に窒素 3％、アルゴン 1.6％、微量の水蒸気などが含まれている。この二酸化炭素を主とする薄い大気は、鉄さび
を含んだ赤い土（このため火星は赤く見える）や砂を巻き上げる砂風を起す。
この砂風は、局地的には年に 100 回ほど起きるが、ときには全球を覆ってしまうほどになる。これは火星の大気
が薄く、水蒸気も極端に少ないために起こる。一度強い砂風が起こると、巻き上げられたチリが太陽の熱を吸収し
て上昇気流を加速し、どんどん大規模になっていく。地球の場合は大量に水蒸気が含まれているので、雨になっ
て上昇気流のエネルギーが吸収される。しかし火星の場合は、水蒸気が 0.1％以下なので、雨は降らない。その
ためいったん砂嵐が大きくなると、とめどなく大規模になる。
火星は地球に近いので多くの探査機が送られ、太陽系の中でも最も調査が進んでいる。経度 250 度の赤道付
近には「タルシス」と呼ばれる火星最大の火山地域（直径数千 km）がある。中でもオリンポス山は、周囲の地表より
27,000 メートルも高く、非常に大きな火山である。さらにその傍には、
アルシア山、パヴォニス山、アレクレウス山などの有名な三山があり、
北方の裾野にはアルパ・パテラ山などがある。また、この「タルシス」
の東側には、赤道に沿って東西に 4,000ｋｍ（火星の 3 分の 1 に及
ぶ）、深さ 7,000 メートル、幅は最大で 200km の「マリネリス渓谷」が
ある。このマリネリス渓谷の北側には、「チャネル」と呼ばれる流水
地形が多くみられる。高地に降った水が流れ、支流が集まって本
流をつくっていくような感じで、地球の川によく似ている。クレータ
ーもたくさん残されている。
火星地表の地質は、「ノアキノン期（41-36 億年前）」、「ヘスペリ
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アン期（33-29 億年期）」、「アマゾニアン期（29 億年以降）の三つの時期を経過して形成された。堆積岩の発見な
どから、火星が湿潤だったのは 40 億年前のノアキノン期で、それ以降は今日のように乾燥した気候に変化したよ
うである。さらに、その頃のクレーターが火星にも多数発見されているので、月に 39 億年ほど前に「隕石の重爆撃
期」があったように、火星にも同じような出来事が起こったと考えられる。
地球と火星は隣同士の惑星で、26 か月ごとに接近する。火星がかなりの楕円軌道を描くため、地球に近いとき
と遠いときとでは距離が倍ほども違う。火星の大きさはかなり違って見える。地球と火星は、15 年か 17 年に一度大
接近する。2003 年には 5,600 万 km と、6 万年に 1 回しか起こらないほど近づいた。
火星に生命は存在していたのか。世界中の学者がこの問題に取り組んでいるが、いまだ答えは出ていない。
生命が存在するためには、有機物、水、エネルギーの 3 つが必要である。まず有機物については、大気中にメタ
ンが存在していることが、最近になって報告されている。地球のメタンの多くは生物活動によって生じるので、火
星にもメタン生成細菌がいるかもしれない。でも、今のところ分からない。
もしアミノ酸など有機化合物が見つかれば、生命存在の直接の証拠になる。今のところは発見されていないが。
米航空宇宙局（NASA）の探査機キュリオシティは、火星の岩石から、生命活動に欠かせない硫黄、窒素、水素、
酸素、リン、炭素の 6 元素を確認している。しかしその試料は、強い紫外線や放射線に絶えず曝されてきた表面
土壌なので、有機物は分解されている。地中数メートル以下の土壌を調査しないと、本当のところは分からない。
次に水はどうか。現在の火星では、表面に海は見当たらない。2001 年に打ち上げられたＮＡＳＡの「マーズ・オ
デッセイ」や 2003 年にヨーロッパ宇宙機構の火星探査機「マーズ・エクスプレス」などの観測により、極冠には氷の
存在が確認されている。さらに 2003 年に打ち上げられた「スピリット」と 2004 年 1 月に火星に着陸した「オポチュ
ニティ」は、火星の岩石や地層構造より、過去に大量の水があった証拠を明らかにした。2007 年 8 月にアメリカが
打ち上げた着陸型火星探査機「フェニックス」は、火星の北極域の地表のすぐ下に水の存在を確認した。
またエネルギーについてであるが、現在の火星ではマグマなどの内部活動はほとんど見られない。しかし、誕
生後間もない頃であれば、活発な活動があり、生命を誕生させるのに十分なエネルギーが供給されていた可能
性はあった。以上のようなことから、今から 30 億年～40 億年昔には、何らかの生命活動が見られた可能性はあろ
う。現時点では、それ以上のことは言えない。
現在 NASA やその周辺では、20 年後に火星に居住する可能性を検討している。現在の火星は大気が少なく、
表面温度はマイナス 60 度 C である。火星の大気中の二酸化炭素を増やして温暖化を図って適温にするとか、地
表近くの凍土を溶かして水を得ることが可能になるなら、移住できる可能性は高くなる。とはいえ、すべてが都合
よく進んだとしても、20 年後は無理だろう。たぶん 50 年か 100 年先の話になろう。

４．木星
木星は、太陽から数えて 5 番目の惑星である。太陽からかなり離れているが、金星に次いで明るく、どっしり輝
いている。風格高い星として、ローマ神話の最高神「ユピテル（ジュピター）」と命名されている。木星は約 12 年か
けて太陽を公転している。地球から見た木星の位置は、黄道上を 1 年に約 30 度ずつ、東へ進んでいる。黄道上
には 12 の星座があり、黄道十二宮と呼ばれていて、ほぼ 30 度ごとに並んでいるため、木星はこれらの星座を 1
年ごとに巡ることになる。
木星から外側の 4 つの惑星（木星、土星、天王星、海王星）は、これまで述べ
てきた内側の岩石質の惑星とは性質が異なっている。固い地面がなく、巨大で、
表面はガスが熱く層をつくっているので、これらはまとめて「木星型惑星」と呼ば
れている。特に木星と土星は水素やヘリウムが多く、太陽の成分と似ていること、
氷や岩石の中心核が比較的小さいことから「巨大ガス惑星」と呼ばれている。
木星は、太陽系最大の惑星である。直径は 142,800km と地球の 11 倍。質量
は太陽のほぼ 1,000 分の 1 であるが、地球の 318 倍もある。木星の成分は水素
が多いので、もし現在の重さの 50 倍から 100 倍ほどの質量があれば、中心部で
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核融合が起こり、もう一つの太陽（恒星）になっていたかもしれな
い。体積は地球の 1,300 倍、重力は 2.36 倍。木星はこれほど巨大
な惑星でありながら、わずか 10 時間ほどで自転している。
木星の中心部には重い鉄と岩石などの成分からなる核（コア）
がある。その周りには、厚い液体金属水素の層がとりまいている。
これらの中心部からは、まだ相当量の熱が発生している。従って、
木星は赤道も極もほとんど温度が変わらない。これは、地球型惑
星の表面温度が太陽光に支配されているのと対照的である。

左からイオ、エウロパ、ガニメデ、カリスト

木星の大気層の底部の気圧は、およそ 1,000 気圧にもなる。気温は、ガス層上空の 1 気圧相当部分の場所で
マイナス 108 度 C。大気の組成成分は、ガス層上部で水素が約 90％、ヘリウムが約 10％、メタン、アンモニア、水
蒸気などが微量成分としてわずかに存在する。水素やヘリウムは無色透明だからその存在は見えない。木星の
写真に複雑な色が見られるのは、大気中のメタン、アンモニア、水がいろいろな色の雲をつくっているからである
（赤っぽい色はリン酸系化合物、白っぽいのは水蒸気）。ガスの雲をつくる温度はその種類によって違うので、色
の違いは温度の違いを反映している。その表面の温度は大気の運動によって引き起こされる。
特に、赤道付近では秒速約 100 メートルの西風が吹き、中緯度になるにつれ西風と東風が交互に吹くようにな
る。それが木星の高速自転によって、木星特有の縞模様（暗く見える部分を「縞」、明るい部分を「帯」と呼ぶ）や
「赤斑」とか「白班」と呼ばれる渦をつくる。このような激しい大気運動の原動力は、太陽から受け取るエネルギーと
いうより、内部から放出されるエネルギーである。そのエネルギーは、木星ができたときの衝突エネルギーが熱とし
て蓄積され、それが今も表面に流れ出ているのではないかと思われる。
特に、木星の南半球には、地球が 2 個すっぽり入るほどの大きな「大赤班」がある。東西 26,000ｋｍ、南北
14,000ｋｍもある巨大な楕円形の模様で、周期約 6 日で回転する大気の渦である。それは、17 世紀に発見されて
以来、色の濃淡や大きさ、形を変化させながら、300 年以上存在し続けている。なおハッブル望遠鏡は、2006 年 4
月に「大赤班」の南に新たな「赤班」が出現したことを突き止めた。その直径は「大赤班」の半分ほど（地球とほぼ
同じ）で、「ジュニア」と名づけられた。
木星は、太陽を除いて太陽系最大の強力な電波源をもっている。その原因は地球より数十倍も強力な磁場に
ある。この磁場がつくる磁気圏の中に、後述する活火山をもつ衛星「イオ」が公転している。イオから放出されるガ
スが磁力線を横切ることによって、巨大な電流が発生している。その発電量は 10 億ＫＷとも推定されている。その
電流が粒子として木星の極地方に衝突し、オーロラが発生する。また同時に、強い電波を発生させている。
木星の極地方には（土星も同じ）、さまざまな色や形をした神秘的なオーロラが観測される。オーロラは、太陽か
らの高エネルギーをもつ荷電粒子（太陽風）が惑星の磁気圏にとらえられ、南北の磁極に向けてらせん状に落ち
ていくときに、大気中の上昇分子と衝突し、発光することによってつくられる。木星のオーロラ発生のメカニズムは、
地球や土星とは違い、イオ、ガニメデ、アウロバの三衛星が関係している。特にイオの活火山から噴出された酸素
や硫黄の影響が大きく、地球のオーロラより千倍も高いエネルギーをもち、複雑な構造をつくり出している。
木星、天王星、海王星などの木星型惑星にも、規模の違いはあるものの、環が存在する。しかし、いずれも土
星の環ほど明るくないので、天体望遠鏡で確認することは難しい。宇宙探査機に頼らざるを得ない。木星の環の
幅は 6,400ｋｍ、木星半径の 1.72 倍から 1.81 倍ほどで狭い。この環の近くには 2 つの小さな衛星（Ｊ15 アドラステ
アとＪ16 メティス）があり、その重力作用によって小さな粒子が広がらないように保たれている。これらの衛星は、環
の粒子を羊に見立て、それが散らばらないように見張っているところから「羊飼い衛星」とも呼ばれている。
木星の衛星は、これまで観測されたものだけでも 65 個確認されている。今後より詳細に観測されれば、さらに
その数は増えるだろう。一般に木星や土星は多数の衛星をもつが、共通の特徴がある。母惑星に近い衛星群は
サイズも大きく、その赤道面付近に軌道面をもち、母惑星の自転方向の向きに公転している。これに対して、母惑
星から離れた衛星群はサイズが小さく、軌道面もバラバラで、逆行しているものが多い。こうしたことから、内側の
衛星群を「規則衛星」、外側を「不規則衛星」と呼ぶことがある。
木星の衛星の中では、「ガリレオ衛星」が有名である。1610 年にガリレオによって発見された 4 つの衛星である。
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「ガニメデ」は、太陽系の中で最大の衛星で水星よりも大きく、氷と岩石が半々ぐらいの割合でできている。「カリス
ト」は、水星と同じぐらいの大きさで、地質活動の痕跡はなく、他の衛星とかなり様相が異なっている。「イオ」は、
月より少し大きく、唯一地球以外にたくさんの活火山をもっている。「エウロバ」は、月より少し小さく、表面の氷層
の下に氷が溶けた状態の海があり、生命の可能性が指摘されている。

５．土星
土星は、木星に次いで太陽系で二番目に大きな惑星である。赤道面での直径は 120,536km で地球のおよそ
9.4 倍。質量は 95 倍もある。平均密度は 0.70（1 ㎤あたり 0.7ｇ）で、太陽系の惑星の中では一番低い。赤道面に
比べ南北方向の極の直径は 10％ほど短いため（土星の扁平率は 0.108）、上下に潰されたように見える。自転は
10 時間 39.4 分と速く、自転軸は 27 度傾いているので、四季がある。公転周期は約 29.5 年である。
大気成分は、水素 96％（質量比 75％）、ヘリウム 3％（質量比 24％）、残りの 1％は水蒸気、メタン、アンモニア
である。大気層の下には液状の金属水素の層があり、中心部には岩石からなる核がある。平均温度はマイナス
140 度 C と低いが、表面は厚い雲が覆っている。そのため、木星に見られるような縞模様は観測できず、土星の輪
郭自体もはっきりしない。それでも木星同様、明るい部分を「ゾーン（帯）」、暗い部分を「ベルト（綿）」と区別できる。
木星は 30 度の低い緯度までしかゾーンとベルトが見られないのに対し、土星ではもう少し高緯度まで見られる。
赤道付近の雲は秒速 480 メートルという猛烈な速さで東に向かって動いている。これは木星の雲の流れの 4 倍
の速さであるが、なぜこのような現象が起きているのかは分からない。大気層の多くを占めているのは分子状の水
素である。内部に向かってその圧力が高くなると、金属水素になる。実は土星内部では、木星同様かなりの熱を
出している。大気中のヘリウムがこの金属水素の中にどんどん取り込まれ、雨のように液滴となり、エネルギーが
解放されるからである。
太陽系が誕生した頃、微惑星（小型の惑星）が太陽の周りをたくさんまわっていた。土星の元になった惑星もそ
の一つだったが、より小さな惑星の中には土星と正面衝突したり、吸収されて土星の一部になっていった。しかし、
中心が少しずれて衝突したものは合体せず、土星のかなり近くを回り始め、「環（リング）」や衛星になった。
土星の最大の特徴は「環」である。数十年前までは「複数の環が存在するようだが、成因は不明」という程度の
知識しかなかった。その後 1980 年頃までに 4 つの「環」が確認され、A 環
から D 環と名づけられた（ＡからＤというのは、発見順による）。1981 年のボ
イジャーの観測により、さらに 3 つの「環」が発見され（E 環から G 環）、合
計 7 つの「環」があることが判明した。その順番は、土星の近くから、D 環、
C 環、B 環、A 環、F 環、G 環、E 環となる。
土星の環は、細かい米粒大から直径 10 メートルぐらいの氷のかたまり
である。環の厚さはわずか数十メートルから 200 メートルぐらいであるが、
直径は 25 万 km 以上ある（最遠の環は 60 万 km）。レコードの溝のように
同心円状になった無数の環は、土星やその衛星の重力が絶妙に働くこと
で保たれている。それがどのようにして出来上がったのかは、個々の環に
土星
よって異なる。2009 年 2 月には、環が一直線上に並び、4 つの衛星とその
影が土星表面に勢ぞろいするという、極めて珍しい現象が観測された。
土星には 60 個以上の衛星がある。これらの衛星のうち 16 個の衛星
は、環の範囲の中で環と共存しながら土星を回っている。その中で、
1665 年天文学者ホイヘンスによって発見された「タイタン」がとくに有
名である。水星より大きく、窒素を主成分とする濃厚な大気があり（気
圧は 1.5 から 2 気圧）、地球と同じように雨が降り、湖や海をつくるという
循環系がある。メタンの分解によってアセチレンと水素が豊富に存在
するので、それらを食料とするメタン菌が存在するのではないかと注目
されている。もう一つ注目されている衛星は、1789 年にハーシェルが
発見した「エンセラダス」である。大きさは月の 8 分の 1 ぐらい。表面の
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土星に接近するカッシーニ

氷殻の下には水の海が存在するので、生命が存在するのではないかと期待されて
いる。

６．天王星
天王星は太陽から数えて 7 番目（約 19.2 天文単位）の惑星である。肉眼では見
えなかったが、1781 年に初めてイギリスの天文学者ウィリアム・ハーシェルによって
発見された。その名前「ウラヌス」は、ギリシャ神話の「ゼウス神」の祖父にあたる。
天王星の直径は 51,118km で地球の 4 倍ほど。木星、土星に次いで、太陽系で
は 3 番目に大きい。地球に比べ質量は約 14 倍、平均密度は 4 分の 1 程度、重力
は少し小さい。惑星内部は元素に富み、岩石のほかに酸素、炭素、窒素から成っ
ウィリアム・ハーシェル
ている。太陽からの平均距離は約 30 億 km と遠く離れているが、反射率は 0.51 で
比較的明るい。
自転周期は 1 日 17 時間 12 分で、逆行自転している。その自転軸は軌道面に対して約 98 度も傾いている。つ
まり、ほぼ横倒しの形で公転していることになる。天王星が形成されて間もないころ、地球ぐらいの大きさの天体が
斜めに衝突し、自転軸が大きく傾いたと思われる。天王星にも磁場があり、その強さは地球とほとんど同じ。普通、
自転軸と磁軸とは一致しているが、天王星の磁軸は自転軸に対して 60 度傾いており、磁軸の方が軌道平面に垂
直に近い。
天王星は 84 年かけて太陽の周りを回っている。自転軸の傾きでほぼ横倒し状態で回っているので、ある時期
には南極、別の時期は北極を太陽に向け続けて周回している。つまり、北極や南極では、昼夜が 42 年間続くこと
になる。それに伴い、環も衛星の軌道も公転面に対してほぼ直角になる。環と本体に近い規則衛星群はどちらも
王星の赤道面に沿っているので、地球から見るとほぼ垂直に回っているように見える。
天王星は、主にガスと多様な氷から成り立っている。大気の組成は水素が約 83％、ヘリウムが 15％、残りの 2％
はメタンである。天王星は、大気に含まれるメタンが赤色光を吸収するため、青緑色に見える。メタン雲は、緯度
の低い場所では相当早い速度で運動している。天王星の内部には熱源がないので、メタン雲は太陽から受け取
るエネルギーによって運動しているはずである。ところが、極付近と赤道付近とではそれほどの温度差はなく、太
陽からのエネルギーは均等に分配されている。従って、どのようなメカニズムでメタン雲が動いているのかは、今
のところはっきりしない。
天王星には、現在 13 本の環が見つかっている。どれも数十メートルと細く、土星と比べ環同士の間隔は広い。
また土星の環は主に氷でできているが、天王星の環は岩石や炭素質の物質が多く、光をあまり反射せず、暗くて
よく見えない。天王星の環も、地球から見える形は、土星同様季節によって変化する。2007 年にはハッブル望遠
鏡によって、環が地球に対して真横を向き、直線状になった現象が撮影された。これは 42 年に一度しか起こらな
い現象である。
環の中でも、天王星の最も外側にあるＥ環はとりわけ細いもので構成
されている。大小の氷や岩のかけらは砂粒ほどの小さな粒子で、長い
年月の間にはお互いに衝突を繰り返し、幅は自然に広がってしまう。と
ころが、Ｅ環のすぐ外側にある「コーデリア」と内側にある「オフェーリア」
という二つのほぼ同じぐらいの大きさの衛星が、その間にある環の粒子
が広がらないよう重力作用を及ぼしている。中間に挟まれた環をこのよ
うに細いまま保つ役割を担っている衛星を「羊飼い衛星」と呼ぶ。それ
は、土星のＦ環でも見られた（「パンドラ」と「プロメテウス」のケース）。こ
の種の衛星は、他にもたくさんあると推定される。
天王星の環と衛星
天王星には、2010 年の時点で 27 個の衛星が発見されている。その
内の「ミランダ」、「アリエル」、「ウンブリエル」、「タイタニア」、「オベロン」などが大きな衛星で、有名である。一つ一
つを紹介する時間的余裕はないが、そのようすは最近かなりよく分かってきたことだけは伝えておこう。
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７．海王星
海王星は、太陽から一番離れた 8 番目の氷惑星（約 30.1 天文単位）である。海王星の名となった「ネプチュー
ン」はローマ神話の「海の神」を指し、ギリシャ神話の「ポセイドン」に相当する。
この海王星には、発見にまつわる興味深い話がある。1781 年に天王星が発見さ
れたが、その天王星の軌道の観測結果を分析したところ、軌道が外側にずれてい
た。1846 年にイギリスのジョン・アダムスとフランスのユルバン・ルヴェリエという二人
の天文学者が、そのずれは他に未知の惑星があり、それが影響を与えているはず
だと考え、計算をした。その計算結果を基に、ベルリン天文台の天文学者ヨハン・
ガレが観測したところ、海王星を発見した。この星の明るさは約 8 等級で、天王星よ
りも暗く、天体望遠鏡でしか見ることができない。
赤道面の直径は 49,528km で地球の約 4 倍、太陽系では 4 番目の大きさである。
質量は 17 倍、平均密度は約 3 分の 1 で、重力は地球より少し大きい。太陽からの
ヨハン・ガレ
距離は約 45 億 km と遠く、164.8 年かけて公転している。ということは、現在は発見
されてからやっと一周したことになる。太陽から遠く、わずかな熱しか受けていないため、季節の変化は少ない。し
かし、海王星では超音速の風が吹き、激しい気象の変化が起きている。自転周期は 16 時間 6 分。磁場は双極子
磁場で、自転軸に対して 46.8 度傾いている。
海王星は、氷に覆われた岩石の核でできており、分厚い大気によって包まれている。大気の組成成分は、水素
約 80％、ヘリウム約 19％、メタンが 1.5％で、他にごく微量のエタンなどが含まれている。大気に含まれているメタ
ンの量は天王星より多く、より多くの赤い光が吸収されるため、全体として天王星より青く見える。
海王星表面の平均温度は、およそマイナス 218 度 C で、天王星とほぼ同じである。地球や金星のように温室効
果はないので、太陽から受ける熱量の約 2 倍の熱を、内部から重力収縮によって発生している。このような現象は
木星や土星にも見られるが、天王星にはない。この内部熱による大気運動は大変活発で、南緯 54 度付近では自
転より速く、南緯 22 度付近では自転より遅い。そのために、海王星の縞模様が生み出されている。南緯 20 度付
近には、木星の大赤班に相当する「大暗班（グレート・ダーク・スポット）」と呼ばれるものがあり、16 日ぐらいの周期
で反時計回りに自転している。
海王星には 13 個の衛星が発見されている。そのほとんどが数十から数百 km の直径である。しかし、衛星「トリ
トン」は例外で、直径 2,700km と群を抜いて大きい。この「トリトン」は、惑星
の自転とは逆の方向に自転する「逆行衛星」である。最新の研究では、
「トリトン」はもともと数千 km の直径の他の天体と共に存在していた。ところ
が、たまたま海王星の近くを通り過ぎたとき、海王星に捕獲されてしまった、
と考えられている。この「トリトン」は海王星の重力の影響を大きく受け、次
第に公転速度が遅くなり、より海王星に近づいている。おそらく 1 億年後
には海王星に近づきすぎてバラバラに破壊され、海王星の環になる運命
にあるだろう。なお、海王星の他の衛星の中には、不規則衛星のものが
多い。そのほとんどは、日本の「すばる望遠鏡」によって発見された。
また、海王星にも薄い 5 本の完全な環があることが明らかになっている。
環はほぼ円形で、粒子はいずれも赤道方向を順行し、惑星と同じ方向に
日本のすばる望遠鏡
回っている。13 個の衛星のうち 4 つの衛星は、この環の中を周回してい
る。

８．未知の惑星が存在？
2008 年 3 月、神戸大学の向井正教授が率いるグループは、太陽系外縁部分に「未知の惑星Ｘ」が存在するか
もしれないと予測した。長年の「冥王星問題」に決着がついて、惑星は 8 つであると決着したばかりの 2 年後のこと
である。水星から海王星までの 8 つの惑星は同じ面を向け、ほぼ円に近い軌道で回っている。一方、ほとんどが
水とチリでできているＴＮＯの天体群は楕円軌道をしており、軌道面も傾いている。向井氏のグループは、この違
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いは惑星系の形成理論からだけでは説明できない、もし未知の惑星Ｘを想定すればＴＮＯの軌道が現在のように
なっている理由をうまく説明できる、と主張している。
このグループによれば、未知の惑星Ｘは、その軌道は太陽に最接近する近日点が 120 億ｋｍよりも遠くあり、軌
道の長半径は 150 億～262 億 5,000 万ｋｍ、軌道面は他の惑星よりも 20～40 度傾いている。質量は地球の 0.3
～0.7 倍ぐらいで、大きさは地球より少々小さいのではないかと推測されている。
もし存在するなら、今後数年以内に発見される可能性がある。

Ⅳ．惑星未満の太陽系天体
太陽系の終わりをどこに定めるのか。これは簡単なように見えるが、意外に難しい。太陽系と言えば、すぐに惑
星を思い出す。従って、一番外側を回る惑星が太陽系の端と考えるのが普通かもしれない。すると、現在では海
王星ということになり、太陽から 45 億ｋｍの距離となる。しかし、そんなふうに簡単に考えて済む話ではない。この
辺から、話を始めていこう。

１．太陽系の範囲とは
1940 年代には、アイルランドのケネス・エッジワースやアメリカのジェラルド・カイパーという天文学者たちが、海
王星よりも遠くに氷でできた小天体のベルトがあり、それが彗星の元になっているという考えを表明していた。そし
て、太陽から見て海王星よりも遠くで、円盤のような形で太陽の公転軌道を回っている天体を「エッジワース・カイ
パーベルト天体（ＥＫＢＯ）」と呼んでいた。ただし、ＥＫＢＯは予言されていたが、実際に観測されたのは 1992 年の
小惑星 1992ＱＢ1 が始めてだった。それ以降、およそ 1,000 個の天体が見つかって
いる。
その後ある天文学者たちは、同じような天体を指すのに「太陽系外縁天体（TNO
―トランス・ネプチュニアン・オブジェクトの略）」という言葉を使っていた。国際天文
学連合は、複数の名前があると混乱を招くので、「太陽系外縁天体」の方を正式名
称に採用した。そして、かつては惑星だった「天王星」を準惑星とし、ＴＮＯの一つに
位置づけた。
冥王星が惑星から外されたので、太陽系の概念が小さくなってしまったという印
象をもつかもしれない。しかし事実は逆である。冥王星がＴＮＯの仲間入りしたことは、
太陽系のイメージは大きく広がった、ということに他ならない。現在、観測されている
ジェラルド・カイパー
太陽系の天体の中で最も遠い場所にある天体は、2003 年に発見された「セドナ」で
ある。このセドナは楕円軌道をしており、太陽から一番離れるときは太陽から地球ま
での距離の約 850 倍（1300 億ｋｍほど）である。
太陽系の範囲は、そこで終わっているわけではない。1960 年ごろ、オランダの天
体物理学者ヤン・オールトは、太陽の重力作用を計算し、ＴＮＯよりさらに遠い場所
に太陽系に関係する天体があると予測した。そして長周期衛星のもととなる氷ででき
た小天体群が、太陽から 1 兆 5,000 億～15 兆ｋｍほど離れた場所で太陽系を取り囲
むように存在している、と推測した。その天体は太陽系を覆うように球状に広がって
いると考えられ、「オールトの雲」と呼ばれている。ただし、今までのところは、実際に
観測されているわけではない。
もし太陽系の端を太陽の影響が及ぶ範囲と考えるのであれば、太陽系の大きさは
太陽から 15 兆ｋｍも離れたところに設定することになる。もう少し観察結果を待ってか
ら決めてもよさそうである。

ヤン・オールト

２．小惑星と小惑星帯
太陽には 8 つの惑星がある。その 4 つ目の火星と 5 つ目の木星の軌道の間（2.1 から 3.3 天文単位）には、たく
さんの小惑星が分布している。そこは、固体を核にもつ「地球型惑星」の存在領域と巨大ガスを構成要素にしてい
る「木星型惑星」の存在領域の中間地帯で、「小惑星帯」と呼ばれている。比較的大きな小惑星は 1800 年代初め
から発見されていた。ところが、普通規模の小惑星の発見は、最近の高性能化した地上望遠鏡や宇宙望遠鏡を
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待たなければならなかった。
国際天文学連合（ＩＡＵ）と小惑星センター（ＭＰＣ）は、発見された小天体
の名前を統括している。発見者は、ＭＰＣが出している「仮符号」という書類
によって、発見年・発見時期・発見時期の中の発見順などを報告する。する
と、まず「天体の仮の名前」がつけられる。そして軌道が確定されると、小惑
星番号あるいは彗星番号などが与えられる。その後さまざまな規則に従って
正式名称が決定される。2008 年 1 月現在、仮符号によって登録された小天
体は約 40 万個、軌道が確定して小惑星番号がつけられている小天体は 17
万個を超えている。命名された小天体は約 14,000 個以上に上っている。
小惑星帯
以下、直径の大きなものから順番に、発見年とともに 10 ほど紹介しておこ
う。一番大きいのはケレス（直径 952ｋｍ、1801 年）、2 番目はパラス（531ｋｍ、
1802 年）、3 番目からはベスタ（529ｋｍ、1807 年）、ヒギエア（407ｋｍ、1849 年）、ダビデ（326ｋｍ、1903 年）、インテ
ラムニア（317ｋｍ、1910 年）、エウロバ（301ｋｍ、1858 年）、シルビア（286ｋｍ、1866 年）、ヘクトール（269ｋｍ、1907
年）、エウフロシネ（256ｋｍ、1854 年）、エウノミア（255ｋｍ、1851 年）と続く。
このような小惑星は、主に岩石質からできている。おそらく、衝突などで飛び散った破片が重力によって引き合
い、集積してできたのだろう。その内部は、隙間がたくさんある「ラブラバイル（瓦礫の寄せ集め）」と言われる構造
をしている。
これらの小惑星は、いずれも小惑星帯に存在している。この小惑星帯以
外にも、小惑星は存在する。例えば、木星の軌道上（5.2 天文単位）の重力
的に安定しているところに群れている小惑星は、「木星のトロヤ群小惑星」と
呼ばれている。同じように海王星の軌道上にも「海王星のトロヤ群小惑星」
がある。さらに、小惑星帯より内側を公転している小惑星もある。それらは地
球に接近するので、「地球近傍小天体（NEO―Near Earth Object の略）とか、
「地球近傍小惑星（NEA―Near Earth Asteroid の略）」などと呼ばれている。
これらは太陽に近い軌道順に、「アポロ群」、「アモール群」、「アテン群」など
に分類されている。
現在小惑星については、探査が急ピッチで進んでいる。地球をはじめと
小惑星探査機 はやぶさ
する他の惑星は、微惑星の衝突・合体によりいったん溶融し、その後今日の
状態に至った。従って、太陽系を形成するに至った元々の物質情報は失わ
れている。ところがこれらの小惑星は溶融されていないので、太陽系形成時のままの状態が保持されている。小
惑星のさまざまな物質や微粒子を分析すれば、太陽系の起源について解明されるかもしれない。
私たちが住む相模原市には、ＪＡＸＡ相模原キャンパスや博物館がある。そこには、2003 年 5 月に打ち上げられ
た「はやぶさ」が 2005 年 11 月に小惑星｢イトカワ｣に軟着陸し、2010 年 6 月に地球に持ち帰った「イトカワ」の表面
のかけらが展示されている。教会の子どもたちは、今年の夏季学校において、そのかけらを顕微鏡でのぞき、宇
宙に思いを寄せていた。彼らは、来年打ち上げられる予定の「はやぶさ 2」の話を真剣なまなざしで聞いていた。
小さなときから科学的な学問方法論をしっかり身につけ、宇宙大の創造者への信仰をもってもらいたいと心から願
っている。

３．冥王星
長い間惑星の一つとされてきた冥王星は、大変遠い位置にあり、21 世紀に入るまで探査機が送り込まれてい
ない唯一の惑星だった。2006 年 1 月、アメリカの NASA はニューホライゾンズ探査機を冥王星に向かって打ち上
げた。それは、冥王星とその衛星の「カロン」、「ニクス」、「ヒドラ」などを観測するためである。2015 年になると冥王
星の大気はすべて氷結し、冬が 62 年間続く。その前に到着するため、平均時速 5.8 万ｋｍの超高速で今も飛行
を続けているのである。
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冥王星の直径は地球の 5 分の 1 で、月よりも小さい。質量は 500 分の 1、重力
は 15 分の 1。約 248 年かけて太陽を公転し、6.4 日で自転している。表面温度は
マイナス 198 度Ｃで寒く、地表は一酸化炭素・メタン・窒素の氷と岩石で構成され
ている。冥王星の大気は窒素とメタンである。冥王星が太陽から離れたときに地
表で凝固した窒素・メタン・一酸化炭素の氷が、太陽に近づくと昇華して希薄な
気体になったと思われる。詳細な点は、現時点では分かっていない。
冥王星の特徴は、その軌道にある。離心率が 0.25 とかなり大きく、細長い軌道
になっている。自転軸の傾きは 120 度と大きく、自転の向きは公転の向きに逆転
している。

冥王星

2005 年ハッブル望遠鏡は新たに冥王星の 2 つの衛星「ニクス」と「ヒドラ」を観測した。これで、冥王星の衛星の
数は 1978 年に見つかった「カロン」と合わせ 3 個になった。冥王星は赤みを帯びているが、観測された 3 つの衛
星の色はいずれもほぼ同じである。そのことは、今から何十億年も前に、冥王星に他の天体が大衝突した際、大
破片（カロン）と小破片（ニクスとヒドラ）が飛び散り、三つの衛星になったことを示唆する。

４．冥王星付近の諸天体
2006 年に国際天文学連合が海王星軌道より外側に位置する天体を「太陽系外縁天体」と呼ぶことを定めた。
その領域には、その前後からたくさんの天体が発見されるようになったからである。ここでは、カリフォルニア州パ
サディナにあるパロマー天文台のサミュエル・オースチン反射望遠鏡によって発見された三つの代表的な天体を
紹介しておこう。
まず、「エリス」である。エリスは 2003 年の 10 月の通常撮影された写真に写っていた。ところが、2005 年の 1 月
の同じ場所の写真を比較すると、背景の星空に対しゆっくり移動していることが判明した。その後追加観測を行い、
おおよその軌道とサイズが見積もられた。その結果、国際天文学連合は 2006 年に「準惑星」に指定した。
エリスは、直径約 3,000ｋｍで冥王星より 25％ほど大きい。黄道面からかなり傾いた楕円軌道を約 560 年かけて
公転している。発見当時は太陽から 97 天文単位離れたところにいた。また、エリスは衛星を持っていることが分か
り、「ディスノミア」と名づけられた。エリスの 10 分の 1 ほどの直径で、2 週間ほどでエリスを周回している。
二番目は「セドナ」である。セドナは、2003 年 11 月に始めて観測された。その後数日内に、チリ、スペイン、アリ
ゾナ、ハワイの望遠鏡などでも確認された。セドナの直径は約 1,700ｋｍで、冥王星の 4 分の 3。軌道は長楕円形
で太陽から最も遠い軌道にある。近日点は 76 天文単位であるが、遠日点は約 900 天文単位で、公転周期は何と
１万年以上になる。前回の近日点到達は紀元前 9,000 年頃だったので、次は 2076 年と言われている。セドナの
名前は、極北地方に住む原住民族「カナダのイヌイットの女神セドナ」にちなんで命名された。その表面温度がマ
イナス 240 度Ｃ以下と低く、極冷の天体と考えられたからである。
「クワオア」は、カリフォルニア工科大学の天文学者チャドウィック・トルヒージョとマイケル・ブラウンによって、
2002 年 6 月の画像から発見された。その名前は、アメリカの先住民に伝わる神話の歌と踊りで神々と生物をつくっ
た「創世神クワオア」にちなんでつけられた。当時、冥王星以降に発見された最大の天体だったが、1 年余りの内
にセドナ、そしてエリスにその座を明け渡した。クワオアは、太陽からおよそ 60 億 km の距離にある。直径は約
1,250km と推定され、ほぼ円軌道で、約 290 年周期で公転している。

５．彗星
太陽系の外側には、無数の暗い氷状の天体があり、ときどき「彗星」として太陽の近くに舞い戻ってきて輝く。た
だし、この彗星の母天体は小さくて暗いため、直接観測できていない。太陽系外の 10 光年の距離にある天体状
況は、現在の世界最大の望遠鏡でも見ることはできない。
「彗星」とは、質量放出の兆候が観測される小天体をさす。つまり彗星は、太陽に近づくにつれ、その周囲にチ
リやガスで構成される「コマ」や、その物質が流出した「尾（テイル）」を生じる。彗星に太陽風が衝突して発生する
熱で彗星物質が昇華してガスやチリが放出され、太陽風で吹き飛ばされたのが、「尾」である。ガスは、太陽風に
よって、太陽の正反対側にほぼ直線状に伸びる。一方チリは、イオンテイルより少し遅れて、たなびくように曲線
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状に伸びている。
彗星と小惑星は、「コマ」や「尾」の有無によって区別される。コマや尾は太陽からおおよそ 3 天文単位以内に
近づいて、初めて観測される。従って、それより遠方にあるうちは区別できない。彗星については、さらに次のよう
な特色がある。①公転の周期がきわめて長いか、太陽系を飛び出して再び戻ってこない、②公転軌道の離心率
が大きい、③軌道が、質量の大きな惑星などの重力による影響を受けやすい、④彗星の構成物質が周回中に失
われ、質量の減少による軌道の変化予測が難しい、などである。
彗星は、公転周期をもつ「周期彗星」と、公転周期を持たない（2 度と戻ってこない）「非周期彗星」とに分けられ
る。周期彗星が太陽の近くに戻ってくることを「回帰」と言い、回帰するかどうかが彗星の一つの指標になる。回帰
する彗星の公転周期は、約 3 年から数百万年以上まで、大きな幅がある。公転周期 200 年以下を「短周期彗星」
と言い、それ以上の場合を「長周期彗星」と言う。短周期彗星の大部分は惑星と同じ黄道面に集中し、惑星の回
る向きに公転しているが、長周期彗星の方は黄道面とは無関係で、ランダムに分布している。周期が数百年以上
の彗星の楕円軌道は、わずかな軌道の変化で周期が大きく変わる。
なお、周期が不安定な彗星も多く、新しい彗星が起こることもある。また、地球に接近する彗星もある。大抵は、
火星軌道の内側に入るまで観測はできない。その後の軌道も、質量を失って他の惑星の質量の影響を受け、軌
道予測がとても難しい。
では、いくつかの代表的な彗星を紹介しておこう。
まずは、よく知られている「ハレー彗星」である。1986 年にハレー彗星が地球に接近したので、日本の「すいせ
い」や「さきがけ」、WSA の「ジオット」、ロシアの「ベガ 1 号」及び「ベガ 2 号」が打
ち上げられ、観測された。ハレー彗星は大きさ 10km ほどで、約 76 年の短周期
彗星である。以前は、分子雲で生まれ、太陽系に遭遇したとき、惑星の引力に
捕獲されて太陽の周りを回り出した、と考えられていた。ところが、この彗星核は
水よりも小さな密度で、氷がスカスカの状態にあり、ケイ酸塩鉱物の固体粒子と、
炭素、窒素、水素、酸素に富む固体粒子からできていること、さらにこの彗星核
の組成成分比は太陽系の惑星のそれとほぼ同じであることが確認された。という
ことは、ハレー彗星は太陽系内に起源があったことになる。
1986 年 3 月 8 日
ハレー彗星
「ヘール・ポップ彗星」は、1995 年 7 月アメリカの天文家アラン・ヘールとトマス・ポップによって発見された。
1997 年には、100 年に一度と言われるほど明るくなり（次に近くにやってくるのは、2,000 年以上先だと言われてい
る）、世界中で広く観測された。自転は約 11 時間、直径は約 40km で、「太陽系外縁天体」か「オールトの雲」あた
りから来ていると思われる。
「ボレリー彗星」は、フランス人アルフォンス・ボレリーによって 1904 年 12 月に発見された。軌道は 3.6 天文単位、
周期は 6.86 年で短周期衛星である。彗星核の大きさは 8×4km で、地形に滑らかな部分とまだら模様に見える部
分がある。滑らかな部分はジェットを吹き出している部分で、その主成分は比較的大きな氷の粒子と思われる。
「ヴィルド第 2 彗星」は、火星と木星の間を楕円形に回っている木星族彗星。中心核の大きさが約 5km、公転周
期は 6.4 年の短周期彗星である。もともと木星と太陽系外縁部の間を周回していた。ところが、1974 年に木星に接
近した際、現在の軌道になった。核全体に 2km 程度の何かに押しつぶされたことによる窪みのようなものが見られ
る。高さ 100 メートル程度の大地や、「ピナクル」と呼ばれる高さ数十メートルから 100 メートルの尖った塔のような
構造をした地形もある。最接近したときには 20 本の水蒸気のジェットが噴出しており、そのいくつかは窪みから放
出されていた。この彗星は、原始太陽系円盤内で 1,750K 以上の高温にさらされ、形成されたことが分かった。
2009 年 8 月にチリの中から新たにグリシンが発見され、生命体との関係に関心がもたれている。
「テンペル第 1 彗星」は 1967 年に発見された短周期彗星である。木星に接近するとその重力によって摂動を起
こしやすい。現在の公転周期は約 5.5 年であるが、変化しやすくなっている。核の大きさは 4.9×7.6ｋｍ。内部物
質には 1,000Ｋ以上の高温にさらされた岩石質の微粒子が含まれており、彗星内部は長周期彗星に似ている。表
面は、溶岩流のように見える地形や大小のクレーター、窪地、滑らかな地域、凸凹の激しい部分など、多様な地
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形を見せている。これらのことから、太陽系外縁部に起源があったと考えられている。

６．流星、隕石
流星は、天体ではなく「流星物質」と呼ばれる。太陽の周りを公転する小さな岩石小片が、秒速数ｋｍから数十
ｋｍで地球または他の天体の大気に突入し、大気との摩擦でプラズマ化して発光する。一般的には「流れ星」と呼
ばれているが、地上より 100～150ｋｍ程度で光り始め、50～70ｋｍの高さで燃え尽きるものが多い。
彗星は「尾」から 0.1mm～数㎝の小さな砂粒などを大量に放出している。これらは彗星の軌道上を公転してい
る。この彗星の通り道を地球が横切ると、たくさんの流れ星が観測される。これが「流星群」である。「しし座流星群」
とか、「ペルセウス座流星群」などがよく知られている。

隕石は、宇宙の岩石小片が地上にまで到達したものをいう。主として小惑星のかけらが大気圏で燃え尽きずに
地上に落ちたか、あるいは地表近くで爆発したものである。今日までに、この地球上にたくさんの隕石が落ちてい
るが、次のようなものが有名である。
今から 6,500 万年前メキシコのユカタン半島付近に落ちた直径約 10km の隕石跡地は、「チクシュルーブ・クレ
ーター」と言われている。その衝撃で、大規模な地殻変動・火山噴火が発生し、大気が微粒子に覆われて気温が
低下した。この隕石によって、恐竜たちをはじめ、多くの生物が滅亡したと考えられている。その破壊力は 80 テラ
トン、広島原爆の 50 億倍とも言われている。
5 万年前に直径 50m ほどの隕石がアメリカのアリゾナ州バリンジャに落ちた。そこには、直径約 1.2km、深さ約
170ｍの隕石孔がある。この隕石は一瞬にして半径 20ｋｍの範囲を荒野に変えたと言われている。
「ツングースカ大爆発」は、1908 年にシベリアに落下し、空中爆発した隕石である。直径 90 メートルだったが、
落下地点の周囲 2,000 平方キロの木々をなぎ倒し、大規模な森林火災を引き起こした。その破壊力は 15 メガトン、
広島の原爆の 750 倍と言われている。
なお、隕石が最も多く発見されているのは南極である。南極の氷の上に落ちた隕石は氷に閉じ込められ、長い
年月の間に氷と共に海岸に向かって移動し、山脈にせきとめられる。この氷が次第に溶け、隕石が露呈し、発見
される。白い氷の上であれば黒い隕石は見つけられやすいし、氷で保護されているので、風化することもない。
今年 2013 年 2 月 15 日、ロシア南部のチェリャビンスク州周辺で、突然隕石が現われた。閃光を放った後、地
上に衝撃波をもたらした。この衝撃によって 4,000 の建物が破損し、1,200 人以上が割れたガラスなどで負傷した。
NASA が、世界中の核爆発を監視するために設置した低周波音検出網がとらえたデータから推定すると、直径お
よそ 18 メートル、質量 11,000 トンという大きさだった。
隕石はたとえ小さくても、人口密集地域に落ちれば被害甚大なものになる。地上に落ちる寸前に空中で爆発し、
破片が広範囲に飛び散る。地上に落ちれば大地震が、海に落ちれば巨大津波が発生し、地球上に大災害が発
生することは間違いない。
この点を踏まえ、1991 年にアメリカ議会は「地球近傍小天体の発見率を大幅に引き上げ、衝突の恐れのある場
合はこれを破壊/軌道変更する方法を定め、国際的に賛同を得るべきだ」という要求を NASA に提示した。また、
1998 年のアメリカ議会は、より具体的なスペースガード・サーベイ計画を発表し、2008 年までに直径 1ｋｍ以上の
地球近傍小天体の 90％を発見するよう、NASA に指示した。
1996 年に国際天文学連合は、「地球に接近する天体の災害危険度を表わす 11 段階の尺度（トリノ・スケール）
を発表した。それによれば、「危険度なし」がトリノ・スケール 0 で、「衝突が確実で地球規模の壊滅的被害の発生」
をトリノ・スケール 10 としている。日本においても、これらの動きに合わせ、1996 年に「日本スペースガード協会」
が設立され、観測が行われるようになった。
しかし、隕石の予測は大変難しい。例えば NASA は、2004 年に同年発見された小惑星「2004 NM4（後日「ア
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ポフィス」と命名）」が 2029 年 4 月 13 日に地球に接近する、と発表した。当初地球への衝突確率は 300 分の 1 と
発表された。しかし、その日のうちにこれが 62 分の 1 に引き上げられた。これは、トリノ・スケールの 2 から 4 に上
がったことになる。アポフィスの衝突確率は、その後 2008 年 5 月の評価では、10 万分の 2.3（トリノスケール 0）と
なり、地表約 3 万ｋｍのほぼ静止衛星軌道付近を通過すると発表された。これは肉眼で十分確認できる距離であ
る。ただし 2008 年 4 月にはこの衝突確率が 450 分の 1 ではないかという指摘もされている。
同じようなことは他にも起こっている。1998 年には、直径 1.5ｋｍの小惑星「1997 ＸＦ１１」が 2028 年に地球から
4.6 万ｋｍまで近づく可能性があると発表された。しかし、翌日「接近距離は 100 万ｋｍ」と訂正された。また 2002
年には、直径 2ｋｍの小惑星「2002NT7」が 2019 年に地球に衝突する可能性がある、と発表された。これも後日、
杞憂と判明した。このように、早期の情報では接近度が正確に判断できない場合が多いので、数多くの天体を精
密に観測し続けることが求められる。
おわりに
この講演を、宇宙探査機から撮った地球の写真を紹介することから始めた。その 10 日後の 2013 年 8 月 13 日
号の朝日新聞朝刊の「天声人語」には、次のような文章が掲載された。それは、科学的な探求が、人間の日々の
歩みを深く振り返る機会となっていることを示している。
ほてりを残す夜の空に、天の川が美しい盆休み、都会を離れた静粛の中で眺める人もおいでだろう。仰ぎつ
つ、宇宙の無限と悠久に我が身の小ささを思えば、逆におおらかな気分がわいてくる。
14 億 4 千万キロの彼方から見た地球を、米航空宇宙局の土星探査機カッシーニが送ってきた。漆墨に浮か
ぶ一粒の点。なるほど、こんなところに住んでいますか、私たちは。水の惑星は、点ながらにうっすらと青い。
・・・
これまでで最も遠くからの地球の写真は、太陽系を去りつつある探査機ボインジャー1 号が、約 60 億キロ先
から振り向いてパチリと撮った。1990 年のことだ。そんな遠方からも、地球は青くとらえられた。
地上に戻れば、昨夜から今日の未明にかけてベルセウス座流星群が見ごろだった。音もなく流れる光の筋
に、ささやかな涼を味わった方もおられよう。このところの猛暑はついに国内最高気温を塗り替えて、青い星
が沸騰するような日が続く。
流星群は明後日頃まで見られるという。星が流れたら、消えないうちに「秋、秋、秋」と願いを三度唱えようか。
宇宙の時は悠久だが、夏から秋へ、冬から春へ、暑さ寒さは地球の時間が連れ去ってくれる。首を長くして。
優しい季節を待ちわびる。
それでは最後に、聖書の中で、この大空について歌われた詩を紹介しておこう。この詩は、大空が神の御手の
わざを示していることを明らかにしている。
天は神の栄光を語り告げ、大空は御手のわざを告げ知らせる。
昼は昼へ、話を伝え、夜は夜へ、知識を示す。
話もなく、ことばもなく、その声も聞かれない。
しかし、その呼び声は全地に響き渡り、そのことばは、地の果てまで届いた。
神はそこに、太陽のために、幕屋を設けられた。
太陽は、部屋から出て来る花婿のようだ。勇士のように、その走路を喜び走る。
その上るのは、天の果てから、行き巡るのは、天の果て果てまで。
その熱を、免れるものは何もない。（詩篇 19:1-6）
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