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〈研究紹介〉

赤外線で見た銀河系の星間物質

宇宙科学研究所芝井 広

「銀河系」というのはわが太陽系が所属する銀河の

ことで，夜空に浮かぶ天の川のこと。都会では滅多に

美しい天の川を見ることはできないが.受気の澄んだ

ZE のH音い場所にいくと.それこそこぼれるような落ち

るような見事な天の川に心を奪われてしまうことがあ

る(図 1 )。オーストラリアの無人の砂漠で見た天の川

がそうだった。全天 2 7T ステラジアンに広がる漆巣の

キャンパスの上を.時にはゆらゆらと蛇行し，時には

ほとんどとぎれそうになりながら，地平線から真上を

図 1 南半球的天の川(外山保宏氏撮影)

通って反対 lP.1J の地平線まで，白〈流れていた。これこ

そ自然の造形美を代表するものの一つに違いない。

しかしこの天の川を見て，これが銀河系を横から眺

めている姿であると想像できる人は少ないだろう。銀

河系のお隣りにある兄弟分，アンドロメダ大星雲(和 131 ，

図 2 )を見ても円盤部に渦巻はあるものの，横から見

たらもっと単調な形に見えそうである。この遠いはど

うして起きたのだろうか@

銀河系は代表的な渦巻銀河に分類されている(最近

は体渦巻銀河だという説もある L 一般に渦巻銀河は.

「パノレジ J と呼ばれる中 'L、部の筒円体状の部分と「円

盤(ディスク )J と呼ばれる部分とでできているように

見える。この「見える J ということの意味は，自にみ

える屯磁波，つまり可悦光線を出しているものがそこ

にあるということを意味している。この可視光線を出

しているものは「恒星 J である。近くの恒.w.は一個一

個織別できるが，天の川やアンドロメダ大星雲では識

~IJ できない。それは遠くに恒 111 が-t不集まっているか

らで，解像度の高い大望遠鋭で見れば一個ー側識別で
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図 2 アンド口メダ大豪雪(東大・木曽観測所撮影)

きるようになる。

では，どうして天の川!には複雑な桜燥があるのだろ

うか。この疑問に答えるために初めて「昼間物質J が

受場する。天の川の微妙な形は「暗黒星雲」という昼

間物質のかたまりが，背後の償援を隠していることで

つくられる。宇宙には「恒星J があるだけではない。

たまたま地球の人類が自で見える可視光線を出せるか

ら恒星が目立っているだけである。目に見える物しか

信じないのは人間社会では立派な態度かも知れないが.

11:い宇宙では大間違いである。宇宙には何でも，ほん

とうに何でもある。宇宙という極限の自然に謙虚に帰

依して，裕一綜想像力を働かせなければ宇宙の本当の

寝解ができないと最近つくづく感じてしまう。笑際，

戦後の天文学，天体物理学の急速な広がりは噌可視光

線以外の電磁波への進出が最大の原動力であったとい

える。電波望遠鏡による昼間ガス，バノレサー， QSO,

宇宙背景放射などの発見 x線観測によるブラックホ

ール候補の発見，赤外線観測による原始星の発見など

枚挙にいとまがない。

話がそれたので主題である「星間物質」に戻そう。

!iwn物質とは文字どおり，.ll\ではない空間領域(塁間

空間)にある物質のことで，てっとリ早〈理解するに

は空気のようなものだと恩えばよい。自にはなかなか

見えないが，ガス(昼間ガス)や閲体の微粒子(星間

11J!:)が空気にも昼間空間にも浮いている。

「昼間ガス」とは気体成分のことで，いろんな鰻類

の原子や分子，イオンやラジカノレが磯認されている。

この気体の濃度はガスの原子分子の個数に換算して空

気の場合Iccあたりぎっと 10 19個であるが，昼間空間で

は Iccあたり平均 l個，非常に濃いところでも 100万個

しかない。一方 r.ll¥I間接」とは国体成分のことである。

固体の場合はいろんな組成や大きさを連続的に持ちう

るので本当のところはよくわかっていない。いろんな

観測 l事実から r グラファイト J r ンリケイト J r 微小11J!: J

の 3 種類ありそうである@この笠間11J!:の濃度はおそら

く 1 メートル立 11 にわずか i 粒以下という希薄きであ

る。

こんなに薄い患部 J~ 間だが，なにしろ宇宙は大きい

ので総量としては大変な訟になる。銀河系の場合.恒

星になっている物質の量と比べて約 1/10 程度に達する

し，また昼間 JJlJiが背後にある憶皐の出す可視光線を遮

ってしまう.この星間際に irl 淡があると，巡りかたに

濃淡ができるので，かりに fJ'!長が一機な集聞になって

いてもむらがあるように見える。これが.天の川がく

ねくね蛇行したり途切れたりしているようにみえるメ

カニズムである。

宇宙で可視光線を遮る物が昼間 j塵であれば.可視光

線より波長の長い赤外線は遮りにくい，従って速くの

物も見えやすいはずである。天の川だってもっと巡っ

た形に(おそらくアンドロメダ大星雲のような単調な

かたちに)見えるはずである。 1970 年代に名古屋大学

や京都大学の赤外線グノレープが精力的に行った気球観

測は.天の川がまさに円盤 22 銀河を横から見たように

「近赤外線で見える J ことを証明した。このときの観

測波長 l :t Z .4ミクロンで.可視光線(波長 0.4-0.7 ミク

ロン桜 J立)に比べて星間態による遮られかたは 1 /1 0で

あったので，銀河系の恒星の分布を初めて正確に観測

することができた。最近の COSE 衛星の観測からもほ

とんど同じ結果が得られている(図 3 )。

見えるものについての解釈はこれて ψ終わったが r可

視光線を遮るもの J としての塁間物質は何らかの方法

で見えてこないのだろうか。理論的には.ll1 間際が可視

光線を遮るときに，その可視光線のエネノレギーの約半

分をJlJiが吸収するはずである。この吸収されたエネル

ギーは昼間盛の温度を上げる。そのままだとどんどん

温度が上がってしまうので，遠赤外線の熱放射て"エネ

ルギーを放出すると推定された。そうだとすると遠赤

外線を観測すれば「可視光線を遮るもの」のほうが直

接見えてくるはずである。

1978 年に京都大学の赤外線グループが行った遠赤外

線の気球観測がやはり初めてこの事を観測的に明らか

にした。人間の Bには「遮蔽物質 J としてしか認識で

きなかった「暗黒星雲」の分布がはっきり「見える」

ようになったのである。その後， 1983 年に打上げられ

たlR AS 衛星は非常に高い精度で遠赤外線の観測を行

い，図 4 のような全天の遠赤外線像を作った。このよ

うにして，銀河系の中における可視光線や近赤外線で

見える恒星の分布と，遠赤外線で見える皇陥 1物質の分

布が， 日本の赤外線グループの気球続測の結果をもと
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図 3 co日E/OIRBEの近赤外マップ (NASA捜供)

図 4 IRASの遠赤外マ y プ (NASA提供)

に明らかにされてきたのである。

「遠赤外線J は最初は「逮捕E物質を~る目」として

の役割を来たしたが.その後次のような屯援な意味を

持っと 4-えられるようになった。 f百星には明るい恒星

も1l1jい恒星もあるが.夜空の光のエヰノレギーの大半l .t.

明るい恒星が出していて.さらにこのエネルギーの半

分程度かそれ以上は星IUJ践が吸収して遠亦外線に変換

しているらしい。したがって，遠赤外線を観測すると

その場所で明るいfuji!.が出している光の総長がおよそ

推定できることになる。

一方，明るい恒星は多iEの光エネルギーを:J-\すため

に「燃料」を多量tに消費するのに.手持ちの燃料はそ

れほど多くないので.すぐに燃料がな〈なって存命を

終えてしまう。仰lえば太陽は 100 fn年の l善命があリ現

住はちょうどその半分が過ぎたところだが，最も明る

い fa.阜の寿命はせいぜい数百万年経J3rである。この

寿命は宇宙や銀河系の寿命に比べてずっと短い。数百

万年では恒星が生まれた場所からあまり速くに移動で

きない.従って，ある場所に明るい恒星があるという

ことは「最近」その場所で明るい恒星が生まれたこと

を意味する。

上に述べたこつの論理をつなげると r遠赤外線の量

は，その場所でfik近数百万年の悶iに生まれた明るい恒

星のII司数を表している」と考えることができる。

日本の出生率が急激に低下しているように.恒星も

図 5 IRIS想像図(絵池松均氏)

必ずしも平均的に生まれているわけではないらしい。

銀河系や他の銀河でふ一時に多量の恒星が生まれた

と与えられる現象が見られる。この現象は「爆発的星

生成J あるいは「スタ ・パースト J と呼ばれ.この

ような領焼からは例外なく強い遠赤外線が放射されて

いる。特に一つの銀河全体で爆発的に恒星が生まれて

いる場合は「スターパースト銀河J と呼ばれる。 IRAS

l~j肢が発見した逮亦外線が民常に強い銀河(亦外線銀

伊J)はほとんどすべてこれであると考えられている。

さらに，明るい亦外科i銀河のほとんどは，持過の銀河

のような単調な形ではなく不定形をしていて.波数の

銀河同士が衝突したり合体したりしているように見え

ることもわかってきた。

このような観j]l)'jJ:突から.銀河同士の衝突 合体が

引き金となって銀河全体で明るい恒星が大量に生まれ，

その大危の光エネルギーが星間墜によって遠赤外線に

変換され.赤外線銀河として観測されるという解釈が

認められつつある。このような銀河同士の相互作用は.

現在でも宇宙・のあちらこちらで起こっている。では時

代をさかのぼった背はどうだったのだろう。宇宙は現

イFよりずっと小きかった L.tTIJ是の材料であるJjl. HI!物

質も多かったのではないだろうか。すると.銀河同士

の衝突・合体現象は現イt より頻繁に起きていたと考え

られる。そしてこのメカニズムが銀河の形成や進化に

とって.重要なメカニズムであっても不思議はない。

現イEi民倫中の次期Ji~外科l衛星IRIS( In fraIでd Imaging

Surveyo r)計画では.赤外線銀河の高精度のサーベイ

が柱のーっとなっている(図 5 l.IRIS によって宇宙の

初期 iに銀河や QSO が生まれ成長したメカニズムを明ら

かにするのが私のここ当分の研究目標である.

ここ 10 年来，気球赤外線望遠鏡や SFU 搭載赤外線望

遠鏡 IRTS などを用いて行ってきた.炭素イオンや般

家 1，，(チの遠赤外スペクトノレ線の観測も，混|問物質研究

のもう一つの重要な柱だが，今回は字数の凶係で ~~fIJ 愛

させていただく。(しばい・ひろし)
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‘はい、これからレ ルガン

在発射します'

企宇宙で大きなアンテナ在拡げるんです'

オーロラが修

見えますか?

さあ、お立ち合い。砂

マストが伸びていき

ますョ'

般公開見て

企お店(7)が沢山

月に地震計在打ち込んで砂

内部在探るのか

‘質問'宇宙研に入るには
どうしたらいいのですか?

(ミニミ二宇宙学綬)

企来年打上げの

新型M-Vロケット



歩る記

...M-3S lIロケットをパックに

記念燭影りてチリ"

企ワーイy

4・え 、ロケットは

このようにして飛，3'んです。

パソコンゲーム砂

は大人気。

ペンシルロケットから，

d日年なのか F

‘インターネット

も登湯'

‘みなさん、今毘は

ご苦労僚でした。

おこ人の黄門様。砂

こちらは、広報係砂

の二人。

‘みんな回ると
鰻昂がもらえます。

えっY何のラリー。砂

スヲンブラυ_f

今年はTシャツも登場。砂
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*こども宇宙教室並びに 司F

宇宙科学講演と映画の会(札幌)

。こども宇宙教室

日時平成 7 年 11 月 3 日ω 9P寺-11時45分

場所札幌市青少年科学館

講義 「宇宙をさぐる科学衛星たちJ

字宙科学研究所教授平林

「池球の生き物と霊 tJ J

宇宙科学研究所助手泉谷明美

「ロケ y トの話J

宇宙科学研究所教授的川泰宣

お知らせ

*人事異動

発令年月日 氏名 異動事項 現(I日)職等

(配置換)

7.8. J 高野雅弘 宇宙推進研究果教 システム研究系教

授 授

(転 出)

i.9. I 伊藤真之 神戸大学尭連科学 宇宙幽研究呆助手

部助教授

*シンポジウム開催予定

宇宙放射線シンポジウム

IJfjfit 臼 平成 7 年 10 月 26 日附-27 臼ω

場所国民生活センター講堂

相模原市弥栄3ート1

聞い合せ先ー宇宙科学研究所研究協力諌共同利用係

TEL0427-5 ト3911 (内線 2234 ， 2235)

画
*イン 9ーネット・ホームページ完成

インターネ y トカヴ 10速しています。世

界の情報が.即座に，ネ y トワ クを i面

じて手に取れるようになリました。 WWW と呼ばれる

技術が 111'今悲し〈進歩し，視覚的に情報を表示出来る

ようになっています。

この度，宇宙科学研究所では，このインターネン卜

WWW を利用して，宇宙に関する研究者，技術者，宇

宙開係のジャーナリストの皆機をはじめ， J:L;<宇宙に

関心をお持ちの皆様に，最新の研究成栄や，現:t Ell 主行

中のプロジェクト，今後の宇宙科学研究の計画等を.

l亙際的な情勢を踏まえて.紹介する事になリました。

ホームページのアドレス CURL) は， http:ffwww

lsaS.ac·1P です。右図に，このホームページのレイアウ

トを示しています。 ISAS ニュ スのネ y トワ 7版も，

試験的に品~ ，I在しています。特 3をすべきは， リン 7の立 1

b.~きで， ISAS 内や所外の多数の WWW サーバにつな

がっています。

ISAS のホームページの作成につきましては， ISAS

の情報ネットワ-;;'業務についての運用の ft 任主体で

ある，宇宙科学企画情報解析センターがあたりました。

さる 7 月初日の一般公開日には， WS (ワークステー

ンョン)， PC(ノマーソナノレコンピュータ)を‘合計 8

台揃えて，見学の皆様にテスト版を楽しんで mきまし

た。その後，いくつかの修正，英語版の追加の作業を

行い，この度の公開にいたりました。

ISAS のホームページは，今，生まれたばかりです。

これから，更に充実させていかねばなりません。是非.

久

質疑

プラネタリウム

。講演と映画の会

日時 平成 7 年11 月 3 日住節 目縛 30分 -17時30分

場所 京五プラザホテノレ札幌

講話( rペンシノレ ， M-V , H也 II ， それから .....J

ロケット推進技術の潮流ー

宇宙科学研究所長 秋葉銀二郎

rfS星の索産自と生い立ち」

北梅道大学教授 山本哲生

時央臨 rWelcometoISASJ

,..
A剛輔副・ 楠岡

111・.

S
「

返... 8'除 宮内. E時9h:lt、

..., ，岨B酬 ，T..，刷1II，r...:

畑省宇宙科学研究所へょうこそ !I

昆E

!SAS H岨'£，.，.，交....字郁酬明開閉掌宙制象企画備・副長セ w-/

g聖誕組..，盟主島監忽 J陸

皆様のご:I!.見乞宇宙科学金顕情報解析センター宛に

お寄せ頂きたしお願いいたします@

f且当者は，三浦昭， 1壬木明成，そして小原隆博です。

(小!料金博)

-6 ー



も\a訟必7ケ
ーー ・~_'J/. 〆〆

--~，~ザ1

'>..-T ノ~ ，tttし

宇宙のはじまり

東京大学理学部佐藤勝彦

宇宙は‘無・から五i子論的対J来によって生まれた。

そのミクロな宇宙は直ちにインプレーションと呼ばれ

る急激な膨獲をおこし巨大な宇宙となった。インフレ

ーンヨンが終わるとき 212Eの相語、移によって熱エネノレ

ギーが解放され宇宙は火の玉宇宙になった。インフレ

ーション中に仕込まれた物質密I主の繰らぎは火の玉宇

宙の膨張とともに成長 L. 銀河や銀河悶.グレイトウ,
オーノレなどとなリ今日の12かな構造をもった宇宙が形

成された。これがS.Hawkingに代表される我々迎論家

が描き出した現代のjjl) i!tilcである。

ものごとすべて.世界のはじまりを問うのが宇宙論

である。「そんなこと，科学的にわかるはずもないし，

理論家が理屈をこねるのは勝手だろうが，実誌のしょ

うもない4 実際保守的な科学者ーからは，笑験的に再現

できない理論など科学ではないという批判を受ける。

確かに我々の住む宇宙は一つであり.宇宙右11.'主の笑

験を繰り返し行い;理論が再現性のあるものかどうか証

明することは不可能である。これは「はじまり」の研

究すべてに対する一般的批判でもある。「人郊の起源j，

r生命の起源j ， r地球の起源J・「太陽系の起減j. r銀河

系め起源J いずれをとっても繰り.返し実験不可能で

あるばかりでなく 一回しかおこらなかったその現場

の写真も織ることはできない。

r太陽系の起減J・「銀河系の起1m、」などは，他の惑

星系，銀河形成の現場を観測することで一般論は展開

することができる。しかし生命の起源や人類の起源は

宇宙でのその生成確率が緩めて低ければ「地球外の生

命J など観測できない。分子進化の中立説てψ高名な木

村資生先生は地球製惑星があってもそこでの生命誕生

の碓寧';1: 10- 100 より小さくても不思議でないとおっし

ゃる。偶然性の要素が大きく影響する一回しか起こら

なかったことを，もしくはー聞のデータしか得られな

い事象を一般論，理論ですべてを説明できるはずはな

い。実際この宇宙が多機で泣かであることは必然性の

縦糸と偶然性の横糸によって織られたからこそであろ

う。確かに一回しかなかった宇宙の誕生進化を必然の

縦糸のもとにすべて説明することはできないけれど，

それがどのようにはじまったかは，生命の進化の場合

と問じように‘化石'を調べることによって.また現

在の生命体の“遺伝子"を見ることで解きほぐすこと

ができる。

1992年，米国NASAの宇宙背景放射観測衛長 (C 0

BE) は宇宙開閥から 30万年ころの字mの姿を描き出

すことに成功した。わずか 10方分の l という凸凹では

あるが，そこには宇宙の鱗造の電F.が観測されそれはま

さにイン 7 レーション理論が予言するものであった。

インフレ-/'ョン~J，命は鋭 ill肋B ら大きな支持を得たの

である。この COBE1街皐の成来に代表されるように，

観測的宇宙論は今日爆発的にi並んでいる。観測の結柴

は決して線準理論を支持するものばかりではない。む

しろ窃立つのはそれに矛盾するように思われるもので

ある。「ピングパンの危機ム「ビッグパン危うし J. 最

近7スコミ関係や通俗解説むなどにこのような記事や

本がよくみられるようになった。 1980年代後半から C

CD(荷電結合繁子)に代表されるような光屯技術の

急激な進歩によって観測的宇宙 E識は爆発的に進んだ。

細かな点で単純なビ y グパン理論と矛盾する観 ml) ，ビ

ッグパンの枠組みでは説明が困難な発見が多〈現れるよ

うになった。これらの中でも最も深刻な問題は宇宙の

年齢の問題である。ヰー衡の年齢は古いIi!.の集団である

球状 f童図の年紛が ISO HH1iU主であることから，これ以

上と考えられている。-1jビ y グパン環論では宇宙の

年齢は現夜の宇宙'の膨張の速さから i差算して宇宙の大

きさがゼロになるまでの時間として求めることができ

る。ところが歳近めハ y プJレ宇宙製法鋭による宇宙膨

張の観測から宇宙の年齢を求めると，なんと合い裂の

よ長まリである球状 lil 団の年紛より短いことになってし

まうのである。

宇宙の一部分である恩の年齢が宇宙より年寄りなど

ということはもちろんありえないことだ。鋭 illl) 的宇宙

論の爆発的な進歩により，観 illl) テ事 タが洪水のように

出てくる時代となった。私はこの文 iljj に示した現在の

際準思議は本質をついたものであると維信してはいる

が.新たな観測によって寝論との矛盾が生じてくるこ

とはたいへん歓迎すべきことだと思っている。これら

の謎を解くことによって新たな幻世紀の新たなパラダ

イムが生まれてくるのであろう。

先日京都で宇宙論の研究会が 1m かれた。 100 余人を

越える出席者のほとんどは 30歳前後の表者である。 50

歳にもならない私であるが，若さに圧倒された。宇宙

論は今や若者の学問になった。(さとう・かつひこ)
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“Go Ga!Jiα" 超人，日本人にみる伝統芸能

)I I 口淳一郎

8 月も 128. かつ土 Rl. 日ときているから .EEi巷がru

雑するのも当然である。近年は笠宮司の給側 i も見事なも

ので.私のようにはるばる成田まで'itt車を釆り継いで

いくには， トレーナが必需品である。一歩外にでれば

「宮古砦 J であって体調を崩さないでいられるのは，趨

人的ですらある。空港ロビー，それもゲ ト前のテレ

ビは，甲子闘の高校野球を中継し rいる。サイレンが

なり，球児がまさに「商店普 J のなか，試合を開始せん

としていた。それは，まさしく日本芸能そのものであ

った。

i丘頃は.旧主主の頃に米国出燥することも珍しくない。

AlAA(米国宇宙航空学会)のコンファレンスが.この

時期をねらったかのように設定されているからである。

残念ながら，国中を挙げて内外を階!わない民族大移動

という日本の伝統芸能について配慮、がなされていない

のは当然である。この時期の出獲について「いいです

ねJ と時々 感恕を述べられる方が庖られる。もちろん，

外国出張をさせていただくこと自体が光栄の歪りなの

だが，この時期の出張は実に大変なことなのであって，

多少申し i鵠きをしておかなくてはならない。なにしろ

飛行機は越の上に馬鹿がつくくらいの淀み具合て二立

錐のすきもないような中で 10時間以上を過ごさなくて

はならないので，ちょっと仕事などという状況にはほ

ど速い。隣の子供が私の席のひじ掛けに足をかけてト

イレに立ったとしても，にこにこと親の方と笑顔を交

わすくらい人聞ができていなくてはならないのだから，

「修行 J の場と言ってもいい。加えて，この時期は航

空券の価格が破格に高い時期で，万が一にも家族を同

伴しようなどという気も起きないことも述べておかな

くてはならない。スポンサーの方にしてみれば，何も

こんな時翼紛耳にとお考考吟えにならないはずはな〈し' こうし

てB原F

一シヨンまてで降ついて鴎るという{信言じがたい状 J況兄にある@

きつと'私は超人である。

今回の学会の開催場所は，カナダの Halifax という所

である。つい数ヵ月前にサミントが聞かれていたので，

ご記憶の方もいらっしゃることだろう。ノパスコンア

外!の州都で，ポストンから足を伸ばすこしやすぐとい

うところにある。改めて感じたことだが，どうしてこ

んなに飛行機の冷房は強力なのだろうか。この私，か

つては超冷房人間と呼ばれていた時期もあり，間£の

学生さんはセータ を沼ーなくてはならないと誇娠され

てデ7をとばされていたのだが，今回は少しばかりこ

たえた。 l携をみると.とんでもないおなかをかかえた，

ひげむじゃの外人が，こともあろうに.あの寒いなか.

飛行機のエアノズ Jレをー材、に聞いて.!11をなびかせて

涼んでいるではないか。問じ人間とは思えない。流れ

風が体にあたって痛いそんな!準じさえする。

今回の学会 (AAS/ A1AAAstrodynamicsConference)

で最も関心を持って参加したのは，小惑星近傍てず〉航

法誘導方法についてのセ y ションだった。これは MUS

ES-C~.十蘭にとっても類似のモードが存者 Eするからで

ある。ふたを開けてみると)な外にも宇宙研での検討

の万がi!主んて明いる商も多々あり，早いうちに先行して

学会で発表するなど，先手を打っておいた方がいいか

なと感じた。当然だが.学会会場む，このうえもなく

極楽の世界て二皮下脂肪が 10cm はかたいようなEr i英童話

人の方々も，心地よく過ごされていたようである。

せわしなく旅行する日本人のイメージは.すっかり

定務している。米国経由で帰国する際，読んだワシン

トン・ポストに Ii. ・ Jα 四n FlocksGoGαgα to Anne"

の見出しがあり，ハリ 7 ァクスに筏近いプリンスエド

ワード島 (f 赤毛のアン」の舞台)に， 日本人が年間に

15 ， 000 人も訪れるのだと報じていた。 "Go Gαgα" はミ

ーハー的に出かけるという意味である。確かにそうだ。

これも日本人の伝統芸能である。ひょっとして，学会

に出かけるのもそうかな?自分が Gαgα でないという

証拠はない。

帰:閲したのは 8 月 20 日. しかも日限目。飛行機は

またしても，超過衝で， overbooking 解消のボランテ

ィアを 80 人集めている有り様であった。現金 300 ドノレ

(もしくは 700 ドルの旅行券)にIi自分の宿泊資+食

事代，翌日のファーストクラスを用意するというのだ

から，今まで存在いた中では最高の条件である。が，私

は忠実に出張日位を変更もせず帰ってきた。伝統芸能

的な公務員であり，超人的な忍耐力の持ち主と認定さ

れてもいいのではなかろうか。成田空港のテレビでは，

ちょうど甲子閣のゲ ム終了のサ 4 レンがなり，選手

が砂を集め始めていた。

(かわぐち・じゅんいちろう)

。
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情報資料係の場合第5回

私の

堕塑』

図書館職員というのは.図舎を整理しているのだか

ら当然性類の箆理についてもなかなかのものと思われ

ているようです。そのため.このB即F

忠いましたのてで この機会に図E舎!生n釜主 =t悦古報資料係の議業
4

務の紹介をしながら z担岱!出3翼矧Iiの盤理?労7法を確認してみます。

宇宙科学研究所の図書室の箆理は，所蔵資料を雑誌

と図書とテクニカ Jレ レポートに吠きく分けています。

雑誌は.欧文雑誌と相文雑誌，新着雑誌と製本雑誌に

分け，全てアルファベ y ト頓に配架されています。図

堕は i'羊警と相t!}に分け.どちらも国際十進分類法に

基づき主題によって分類番号をラベルの l 段目に記入

し，分鎖番号順に配架されています。テクニカル・レ

ポートは.まず機関別に，次にレポート種類別に，そ

してレポ ト番号順に配架されています。

一人に l~の研究業務とは浅い， t1~ll報資料i長の図合

事務室内には 6 名の職只がそれぞれの業務を担当して

います。一人一人の職員が，利用者の質問に対して共

通の回答をしなければなりません。例えば.

I.研究室で図t!?を勝入したいのですが?

2. この文献探しているのですが?

3. 製本中の雑誌が見たいのですがヲ

などの質問に対して担当者でなければ回答できませ

ん.などと言うことになりますと，担当者探しからは

じめないとなりませんので r誰がいつ|封lかれても回答

できるように J を自椋に全ての文舎は. ファイノレを作

成することにより経理しています。

税花業務?ニュアノレを整備中( 1 年以上前より)で

すが，その中で最初に作成したのは，事務室内の文設

が，どこに世いてあるかを示す配置図です。これによ

り.それぞれの業務に関連する魯帯lをどこに収納して

いるかを確認できます。

図E皇室には全体的な業務と，個々の業務とで77 イ

ルの作成が多少異なりますが，

1.全体的業務

I-I 原議書綴

1-2 発送文舎綴

ト3 物品調査察一覧

2. 個々の業務

2-1 学術情報センタ一目録システム(NACSIS-CAT)
2-2 学術雑誌目次速報データベース

2-3CD-ROM 検索?ニュアル

井上喜美子

などがありますが司この中から少し紹介しますと，

トE 発送文書綴

情報資料係から所内または所外に対して発送した文

d を，年度別日付順にファイんしています。このファ

イルには.発送先と発送部数を記入し次年 l立の参考資

料とします。ファイルに綴る担当者は.他の峨只に発

送内答，注意事項などを説明して.外部からの問い合

わせに備えます。

ト3 物品調査票一覧

このファイルは最近作成したばかリですが，世の中

の流れなのでしょうか，ふと気がついてみましたら図

書室にはワープロ l 台，パソコンが 6 台.ワークステ

-:/ョンが 1 台，プリンターが 4 台， CD-ROM のドラ

イブが 11 台，その他モデムなどと機器に閤まれ，それ

らの附属資料，保証役?ニュアノレなどがあふれてい

ました。これらを経理!するために，年度目 II.物品番号

l闘に物品名を記入した目次を作成 L，機長 E毎に物品調

査擦を透明なホルダーに入れ，保証書も同封しファイ

ルしています。附属資料は紙付きの封筒に入れ物品番

号llIiに並べています。

2-2 学術雑誌呂次速報データベース

このデ-?ベースは.学術情報センターへ大学等で

発行している雑誌の目次データを共同分担方式にて登

録して，データベースを作成するものです。このデー

タベースに宇宙研で発行している雑誌の目次を登録し

ていく業務の 7 ァイルて'す。この 7 ァイルには業務の

慨嬰，入力雑誌一見ふりがなロー 7字表記の入った

職員名簿?ニュア Jレ.作業日伎などが‘ファイノレさ

れています。

どの 7 ァイルの作成にも共通しているのが.目次で

す。表紙の裂に罫紙を貼りファイル月日，件名を記入

し，探したときにその 7 ァイルで正しいかどうかをす

ぐに確認できるように，また，どのようなものが 7 ア

イルされているかを一覧できるようにしています。誰

が見ても解るように 77 イルすることを何よりも重要

としています。

最後に私個人の iE 頬の務理について一言。必要と思
o. ど〈

った資料は，机の上に術読です。いつも「維か.この

資料だったらこのあたりにあるはずだけど ー」と.

かっこわるいと思いつつあちこち探しています。

(いのうえ さみこ)
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ホカロンの思い出

村上卓司

(サンタクロースより恵比須様の方が似てるんでは/

聞編集委貝長註)

この打ち上げシリーズでもう一つの忘れられない思

い出がある。元旦の冷気の中，寒中水泳をする実験主

任，秋葉先生の姿に並々ならぬ決意、を感じて年が明け

た. 28 から仕事を始めで臨んだ打ち上げ初日の 5 日

は天候不良で見送りとなり，翌 6 日には.打ち上げ直

前に補助プースタ可動ノズルの油圧駆動用モータの電

源回路が一時閉じなくなるという不具合が発生して再

度延期となった。問題は地上支援系にあったが，連続

作動 1 分程度でよいモータに，はるか長い動作をさせ

てしまっており後遺症がない事を確認する必要があっ

た. I 次原因は地上設備にあると推定されてはいたが，

スイッチが働かなくなった直後であり，万一に備えて

パックアップのスイッチを至急用意し試験に臨む必要

カぜあった。

打ち上げが l 日遅れる毎にハレー馨星への最接近距

離が10万kmずつ増加するので，できるだけ早〈打ちた

いと気は焦れど名案が出ず苦しんでいた。こんな時に

NEeの若い人が『廃材庫を位してこんな物を作ってみ

ました。使えないでしょうか? J と木箱を持ってきた。

箱の中には，大きなナイフスイ y チと外から操作でき

るように紐が付いておりスイッチを作動させた時のス

パークは閉じこめられそうで，句これなら行ける"と地

獄で仏に会った気持ちがした。このスイッチをつない

で動作試験を行い後遺症がないことを確認して. 8 日

午前 4 時26分我が国最初の惑星探査機‘さきがけ珂が

旅立って行った。

幸いにも，機体に搭載されたスイッチが正常に働き

廃材製のスイ yチを作動させずに試験ができたが，あの

時の好意に対する感謝はいまでもはっきり覚えている。

同じ目的を持った仲間がお互いに助け合い協力し合

う宇宙研の仕事は本当に楽しかったしすばらしいと思

う.これからもこの良い伝統を守り育てて欲しい。

(日産自動車宇宙航空事業部，むらかみ・たくじ)

'95年 8 月下旬の暑い日，日産自動車荻窪事業所の計

器合わせ室では，宇宙研や各社の大勢の人々が， M-V
ロケット l 号機の整備作業を行っていた。

作業の進み具合を見に来られた松尾弘毅先生を案内

しながら，約 10 年前の内之浦の寒かった冬の日 4 を思

い出していた。

ハレ一審星探査機“さきがけ"の打ち上げの迫った
e

'84年 10月，日産自動車宇宙航空事業部の上層部の号令

で，絶対の成功を期して，社内検討会が聞かれ， 20点

を超える改善命令が出された。諸先輩の暖かい御指摘

であり，特急て・手配を行ったが部品ができたのがフラ

イトオペ直前の12月中旬であった。やむを得ず，部品

のまま内之浦に発送し，取付は射場で行う事をお願い

した。

畳の時間iには，通常のフライトオペの作業をこなし

宿に帰って夕食をとった後，再ひ'射場に戻って，改普

の為の部品取付作業を行う変則ダプJレへ y ダーが，述

日続いた。

宇宙研の先生方は，盆の時間と同じ M組立棟の本音II

に居られて，我々の作業を最後まで見守っておられ，

心強い一方て二毎夜のことで申し訳なく思っていた。

南国の内之浦とは言え， 12月下旬の山の上はかなりの

寒さで，作業者逮は震えながら必死に頑張っていた。

12 月 25 日頃だったと思うが，夜の打ち合わせ(当時

(i射場で設計検討会が頻繁に行われていた。けっして

カラオケではない)を終えて 10時頃仲間が作業してい

る M組立棟に戻ると雰囲気が何となく前日までと違う.

張。つめた緊張に加えて生き生きした精気と満足感が

伝わってくる.

何事が起こったのかと聞いてみると，先生方から.

r毎晩遅くまで寒い中ご苦労さん。これを使いなさい』

とダンボールー豚のホカロンの差し入れがあり，ホカ

ロンの91かさに加えて先生方の暖かい思いやりに感激

して，連夜の疲れを吹き飛ばしやる気満々の所に戻っ

たl~がわかった。

状況を詳しく聞いてみると，ダンボールを燐えた林

友直先生がサンタクロースの様な優しい&1で一人一人

に労いの言葉とともに手渡して'配って頂いたとのll~て1

ひとしおの感激であったらしい。私もホカロンを頂き

2 般矧の峻かさを分かち合ったのは申すまでもない。

⑧
まります。

今月号から「はじまりの話」がスタート

しました。宇宙や地球，生命やロケ y ト

などの「はじめJ についての述載がはじ

ご期待下さい。(小原)
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