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１．夏の星座解説 

1-1.さそり座 

さそり座はお誕生日の星座でもあるので、ご存じの方は多いと思います。 

またさそり座が夏の星座であることをご存知の方も多いと思いますが、夏

の星座の中でもわりに早く昇ってくる星座です。 

逆に夏休みの終わりころにさそり座を見ようと思うと夕方の早い時刻で

ないと、南に低いこともあって、早々と沈んでいってしまいます。 

さらに南に低く、形作る星は暗いものが多いので、都会では全貌が見つけ

にくいです。 

 

 

 

さそり座のα星は、ご存知アンタレス。 

火星に対抗するもの(アンチ アレス＝火星)という意味で、オレンジ色の

一等星でサソリの心臓にあたる部分です。 

このアンタレスの右側に扇形を描くようにサソリのツメつめにあたる部

分があって、この開きの小さな扇形は比較的良く目に付きます。 

今年(2016)の夏は近くに火星と土星がいてさらに目立っています。 

 

ところでプラネタリウムソフト(ステラナビゲーター)で星座絵を見てみ

ると・・ 

 

ツメだと思っていたあたりはサソリの頭で、特にツメに割り当てられた星

があるようには見えません。 

でも星の名前を調べて行くと、てんびん座の星にズベン エス カマリ(北

の爪)という星とズベン エル ゲヌビ(南の爪)という星があります。 

昔々、さそり座は今よりもっと大きな星座で、てんびん座を飲み込むよう

な大きなツメを持った星座であったようです。 

(星座が現在のようにきっちり決められる前は、結構星座の星の相互乗り

入れというか、相互利用といったことが当たり前に行われていました。) 
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現代ではきっちり分けておかないと天球上の場所を示すときに混乱が生

じるということで星座の境界がしっかりしているのですが、昔の人たちはお

おらかだったのか、必要に応じサソリのツメに見立てたり、天秤として使っ

たり、今よりも柔軟な発想で空を見上げていたのでしょう。 

さそり座は神話では鼻持ちならない勇者「オリオン」を倒した神様からの

刺客で、その功績を称えられ星座になったということになっています。 

そのため「オリオン」はいまだに「さそり」が恐くて、さそりが昇るころ

には西の空に沈み、さそりが沈む頃に東の空に昇るという追いかけっこを続

けているのだそうです。 

いくらオリオンがイヤなやつだったとは言え、危険な毒虫をそんなに気軽

に空に飾って良いものかと疑問に思う方はいないでしょうか・・・？ 

さそり座の周りの星座がわかるようになってくると、実はこの「さそり」

夜空では結構苦労しているのかも知れないということが分かってきます。 

さそり座を中心とした星座の写真をお見せすると・・・ 

 

 

さそりの上には「へびつかい座」、後ろ(左)には「いて座」、右下には「お

おかみ座」と「ケンタウルス座」、右上には「てんびん座」があります。 

ここで「てんびん座」は前回「さそり座」の一部だったというお話をした

ので、そういう眼で見るとさそり座のとなりは「おとめ座」と いうことにな

ります。 

こういう状況を頭に入れたうえでプラネタリウムソフトのステラナビゲ

ータで星座絵を見てみると・・・ 

 

「さそり座」がいかに苦しい状況にいるか分かってきます。 

上からは「へびつかい座」に踏んづけられ、後ろからは「いて座」に弓で

狙われ、下からは「ケンタウルス座」に槍を突きつけられ(オオカミ座を狙っ

ているようにも見えますが･･)、さらには(てんびん座がさそりのツメだとす

れば)おしとやかなはずの「おとめ座」にも蹴飛ばされているようにも見えま

す。 

「へびつかい座」というのは蛇を巧みに操るお医者さんですので、サソリ
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も研究対象にしようと拘束状態にしているのだろうか？・・・ などと思え

てきます。 

サソリにしてみればせっかく空に上げてもらったのに、ずいぶん居心地の

悪い場所だと憂鬱な毎日を過ごしているのではないかと、少し可哀相に思え

て来ます。 

 

次に望遠鏡での見所を紹介したいと思います。 

さそり座の見所といえばまずは球状星団Ｍ４です。 

 

球状星団としては笑ってしまうほど密集度が低く、散開星団のようにしか

見えないコンディションの日もあるほどです。 

コンディションの良い日にみて初めて球状星団かなぁ・・という感じに見

えてきますが、ヘルクレス座のＭ１３などと比較して見比べるとおもしろい

です。 

空の条件の良いところであれば、サソリの尻尾の先のあたりにある散開星

団Ｍ６とＭ７の周辺を双眼鏡で見ると、かなり楽しむことができます。 

 

 

 

Ｍ６(上)もＭ７(下)もかなり大きな星団なので、望遠鏡だと全貌がわから

ず散漫な感じの見え方になりますので、双眼鏡ののほうが楽しめると思いま

す。 

 

 

いずれの星団も天の川の中にあるので、その辺を双眼鏡で眺めるだけでも

星の好きな方なら幸せな気分になれますね。 
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1-2.こと座 

こと座は夏の星座の中で最も明るく輝く０等星の星ベガがあることで知

名度の高い星座です。(全天では５番目の明るさ） 

 

 

 

このベガは七夕星のひとつ織姫星であることも私たち日本人には親しみ

深い星です。 

星座としてはベガとその近くの平行四辺形として形作られています。 

ハープや日本の琴のような形ではなく、小型の抱えて弾くような楽器が星

座絵になっています。 

星座としてはかなりこぢんまりしたものですし、ベガ以外の星はみな暗く

て都会では星座として見つけるのは難しいです。 

 

 

またベガは夏の星座の目印になる｢夏の大三角｣の一角にもなっているの

で、だれでも一度は聞いたことのある星ではないかと思います。 

 

こと座のギリシア神話はこれまた有名なもので、琴の名人オルフェウスの

琴だと言われています。 

毒蛇にかまれて死んでしまった妻のエウリディケを地獄まで取り返しに

行くのだけれども、あと一歩のところで夢破れ、自らも命を絶ってしまうと

いう悲しいお話、これも一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。 

 

こと座でぜひ見ておきたい天体としては、これまた超有名、こと座のリン

グ状星雲(M57：惑星状星雲)です。 

理科の教科書、図鑑、テレビの宇宙番組などでかなりお馴染みな天体です。 

でも有名なわりには暗くて小さな天体です。 
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大きな望遠鏡で見れば小さな卵形の星雲の中に穴が開いているのが分か

りますが、図鑑などの写真を想像して見るとガッカリしてしまいそうなもの

です。 

でも私たちの太陽くらいの星の寿命末期の姿だと思って見ると、なんだか

心に浸みるものがあります。 

もう一つぜひ見ていきたい天体は、こと座イプシロン星、通称ダブルダブ

ルです。 

こと座イプシロン星は肉眼でも目の良い人は二つに分かれて見える肉眼

二重星なのですが、望遠鏡で見るとその一つ一つがまたそれぞれ二つ(合計４

個)に分かれて見えるという二重の二重星なんです。 

しかもそれぞれのペアは連星と言ってお互いに回り合っていて、さらに二

つのペアがまた回り合っている二重連星という複雑な星系だと言われていま

す。 

太陽がひとつしかない太陽系からは想像もつかないような世界があるこ

とを垣間見ることができておもしろいです 

 

1-3.わし座 

わし座のα星アルタイルは七夕の彦星がある星座です。 

 

 

 

こと座よりもだいぶ南寄りで、アルタイルは天の川の対岸にありますので、

昇ってくる順番としてははくちょう座のほうが先なので本当は後回しにした

いところではあるのですが・・・ 

さてわし座はほとんどが天の川の中にあってアルタイル以外の星は３～

４等星で形作られているので、都会でその全貌を捉えるのは少し難しいです。 

一番はくちょう座よりの星(ρ星)は５等星なのでよほど空のきれいなと

ころでないと見つけるのが難しいこともあり、星の並びからワシが羽ばたく

姿を想像するのも少し難しい星座です。 

ギリシア神話では大神ゼウスがワシに化身して美少年ガニメデをさらう

時の姿だといわれています。 
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星座絵によってはワシが少年を抱えて羽ばたいている姿が描かれている

ものもあります。 

ゼウスの女癖の悪さは有名ですがそっちの趣味もあったのかと呆れざる

をえませんね。 

さてわし座は(上にも書いたように)天の川の中にあって、とてもたくさん

の星がびっしりと密集している場所です。 

このあたりを双眼鏡で眺めると、本当に天の川が星の集団だと実感できま

す。 

 

 

 

上の写真は強調処理をしているのですが、本当に星だらけの場所で 

あることがよく解ると思います。 

あまり星が多すぎるからなのか(どうかは分からないのですが)、わし座に

はあまりメジャーな見所がほとんどありません。 

こんなに星が多いのになぜ？と不思議に思うほどです。 

小さな散開星団や惑星状星雲はたくさんあるのですが、天の川に埋もれて

しまって全く目立たないということかも知れません。 

わし座ではないのですが、わし座の尻尾にあたる星(λ星)のすぐ近くに

(お隣のたて座という星座になりますが)Ｍ１１という全天でも最も美しい

(と私が思っている)散開星団があります。 

 

 

観望会でも歓声が上がる天体の一つです。 

球状星団かと思うほどたくさんの星がビッシリと集まった姿はぜひ一度

見て頂きたい天体です。 

見所はあまりないと書いたのですが、天の川がハッキリ見える空に巡り会

ったときには、ぜひできるだけ強力な双眼鏡でわし座のあたりを眺めて下さ

い。 

それだけでも充分に見応えのある宇宙を楽しむことができます。 
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1-4.はくちょう座 

こと座、わし座ときたら次は当然のようにはくちょう座の番です。 

はくちょう座のα星デネブが夏の大三角の一角をなす星だからです。 

 

 

 

ベガ、アルタイルに比べると少し暗いですが１等星の一つです。 

見た目は少しくらいのですが、ベガ(２５光年)、アルタイル(１７光年)に

比べ、デネブは 1300 光年ととんでもなく遠いところにある星なので、実際は

ものすごく明るい星だということが分かっています。 

デネブという名前は｢お尻｣とか｢尻尾｣という意味があり、実際に星座を見

上げると、なるほど空を羽ばたく白鳥の尻尾の位置に輝いています。 

はくちょう座の星の並びは全天８８星座の中でもピカ一の美しさだと私

は思っています。 

何百回と見ているはずなのに、見上げるたびに白鳥が優雅に空を飛ぶ姿が

目に浮かんで感動できます。 

 

 

さて、はくちょう座のギリシア神話ですが、これまたゼウスの化身という

ことになっています。 

こともあろうにスパルタ王テュンダレオースの妻であるレダを見そめた

ゼウスが白鳥に化けてレダに近づき、かわいがられてしまいます。 

やがてレダは二つの卵を産み落とし、その一つからはテュンダレオースの

子であるカストルとゼウスの子であるポルックス(ふたご座の仲良し兄弟)が

生まれ、もう一つからはテュンダレオースの子である(後にミュケーナイ王ア

ガメムノーンの妃となった)クリュタイムネーストラーと、ゼウスの子である

(後にトロイア戦争の発端の一つとなった絶世の美女)ヘレネーが生まれます。

(・・・あ～複雑・・・) 

神の子であるポルックスとヘレネーは不死身、人間の子である 

カストルとクリュタイムネーストラーは不死身でないということに 

なっています。 

卵から子供が生まれるなんて何とも不思議なお話ですが、最近の研究では
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トロイの木馬で有名なトロイア戦争は本当にあったらしいということになっ

ていますので、神話と史実がつながるとても興味深い話だと思います。 

はくちょう座はわし座と同じく天の川の中にドップリ浸かっているので、

とにかく細かいたくさんの星があります。 

条件の良いときに少し大型の双眼鏡で眺めれば、ばらまかれた砂粒のよう

に散らばる細かな星達を眺めることができ、とてもきれいです。 

天の川が星の大集団であることが実感でき、私たちが銀河系の一員である

ことも分かるような気がしてきます。 

条件に恵まれたなら是非双眼鏡の天の川クルーズで訪れて欲しい場所で

す。 

 

さて、はくちょう座ですが星がたくさんある割に望遠鏡で観察して楽しい

天体が意外に少ないです。 

アルビレオ(白鳥のくちばしにあたる星)は全天で最も美しいと誉れ高い

二重星です。 

 

５０倍くらいの望遠鏡で見ると金色の主星と、水色の伴星の色の対比がと

ても素晴らしくきれいです。 

ただこのアルビレオわりと明るい星なので、あまり口径の大きな望遠鏡で

見ると色が分かりにくくなってしまうので、10～15cm くらいの望遠鏡で見る

のが一番きれいに見えます。 

星の色の見え方って使用する望遠鏡やコンディションによりかなり微妙

に変化するものなんです。 

これだけ星があるのにはくちょう座にはメシエ天体が１個(Ｍ29)しか 

ありません。 

 

しかもＭ29 は天の川の中にある散開星団なのですが、星の数はそれほど
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多くなく、５～６個の明るめの星が少しかたまったこぢんまりしたものです。 

 

 

デネブの近くにある北アメリカ星雲はとても有名ですが、かなり大きな星

雲なのと肉眼では見えにくいので、よほど条件の良い時に、低倍率で見ると

何とか見えるといった程度です。 

小口径の低倍率にお奨めなのはデネブの近くにある 31 番星と 30 番星の二重

星。少し倍率の高めな双眼鏡でも色の対比を楽しむことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5.いて座 

いて座は黄道１２星座の中でも最も南に低い位置にある星座です。 

冬至の頃に太陽が通過する星座でもあります。 

私たちの太陽系が属する銀河系の中心方向がいて座にあるので、必然的に

天の川が最も濃く、幅広いあたりです。 

 

 

 

古くからある星座ですが、その星の並びから星座絵にある半人半馬のケン

タウルスの姿を思い浮かべるのはかなり難しいです。 

日本や中国ではこの星座の中心部分の６つの星の並びを南斗六星と呼んで、

北斗七星と対比しています。 

北斗は死を司る神、南斗は長寿を司る神なのだそうです。 

さていて座は上にも書いたようにケンタウルス族の一人(一頭？)ですが、

ケンタウルス座という星座があるのになぜわざわざ別に星座になっているの

か少し不思議ですね。 
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いて座になった人(個体？)は、ケンタウルス族の中でも特別な存在で、ケ

イローンという名で呼ばれています。 

ケイローンは粗野で荒くれの多いケンタウルス族にあって唯一温厚で知性

にあふれ、人間に理解のある存在だったそうです。 

後に英雄となる人たちの教師役をしていた人(？)です。 

ファンタジー小説好きの方はご存じかも知れませんが、ハリーポッター に

も、パーシージャクソンにもケイローンと呼ばれるケンタウルスが登場する

のです。 

まあそれだけ特別なケンタウルスだと思って下さい。 

いて座の南斗六星のあたりは銀河系の中心方向ということもあって星の数

がものすごく多いですし、たくさんの星雲星団が密集しています。 

 

 

 

空の条件の良い時にこのあたりを双眼鏡で眺めると、次々に恒星とは見え

方の違う小さな光の塊を見つけることができます。 

機会を見つけて是非ご覧頂きたい星空の名所だと思います。 

望遠鏡で見ても見応えのあるメシエ天体がたくさんありますのでいくつか

紹介しておきます。 

まずは球状星団Ｍ２２。 

 

球状星団の横綱といわれるヘルクレス座のＭ１３に負けないくらい見応え

があります。 

次は干潟星雲Ｍ８。 
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望遠鏡で見ると星雲よりも散開星団のほうが目につきますが、淡いベール

に包まれた赤ちゃん星達です。 

お次は三裂星雲Ｍ２０。 

 

三つに割れたように暗黒星雲が重なった星雲で、パンジーのように見えま

す。 

 条件の良い時には隣の青白い星雲も(色は見えませんが)見えてきます。 

最後はオメガ星雲Ｍ１７。 

 

ギリシア文字のΩの形に見えるということでその名がついていますが、 私

にはΩに見えたことはありません。 

どう見ても水面を泳ぐ白鳥に見えるのですが・・・ 

いて座の星雲星団は南に低いので、見られる時間帯が限られるのと、透明

度の影響を受けやすいのできれいに見えたらとてもラッキーです。 

 

 

 

 

さてこの他にもへび座、へびつかい座、りゅう座、ヘルクレス座、や座、

いるか座などなどいろいろ星座はあるのですがいずれも暗い星で形成されて

おり、都会ではとうてい見つけることができないマイナーなものです。 

 

夏の星座入門としてはこれまで紹介した一等星を持つ４つの星座と黄道星

座であるいて座がわかれば充分でしょう。 
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２．３分で語る夏の星空蘊蓄コーナー 
 

 

2-1.七夕の星と夏の大三角 

七夕といえば牽牛＝彦星＝わし座のアルタイルと、織女＝織姫星＝こと座

のベガという二つの星が主役です。 

二人の間は通常天の川が隔てているという設定ですので、二つの星の間も

実際に天の川が流れています。 

 

 

 

小学校の授業ではこの二つの星と天の川の中にあるはくちょう座のデネブ

を加えてできる三角形を「夏の大三角」として、その見え方や日周運動の観

察をすることを取り上げることが多いようです。 

三角なんてどうにでも作れるのだから、わざわざ３つセットにすることも

ないのではという向きもあるのですが、夏の大三角を見たいという需要もあ

るので通常はセットでお話しするというのが一般的です。 

８月初旬の２１時ころにベガが天頂にあって９月中旬ころの同時刻にデネ

ブが天頂を通過するので、夏の間は頭の真上にこの夏の大三角が君臨するこ

とになります。 

天頂付近の明るい星３つをつなげればほぼ間違いなく夏の大三角になりま

す。 

ところで小学校の教科書には「夏の大三角」と書いてあって「夏の大三角

形」と書くと×になるそうです。(おバカな話だと業界では話題になっていま

す。) 

 

 

 

八ヶ岳南麓では夏の間、月の無い晴れた夜にはわりとコンスタントに天の

川が見えるのですが、天の川を見たことがない都会からのお客様が多いので、

実際に彦星・織姫の間に天の川が見えるだけでも感動されます。 
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肉眼で見ても十分楽しめる夏の大三角と天の川ですが、天の川が肉眼で見

えるような日はぜひとも双眼鏡で天の川を見ていただくと肉眼とは全く違っ

た砂をまいたような星の世界が広がって感動モノです。 

 

2-2.七夕についてのうんちく 

７月７日は七夕。 

でもこれってかなり無理があると思いませんか？ 

なぜなら日本の本州付近ではこの時期に梅雨が明けていることは稀で、せ

っかくの星のお祭りなのにほとんどの年で七夕の星を見ることができないで

す。 

しかも７月７日頃というのは、七夕の星である織姫星(こと座のべが)や彦

星(わし座のアルタイル)はまだあまり高く昇っていなくて、天の川も昇って

きてはいますがよほど空のきれいな場所でない限り良く見えない状態です。

(下図参照) 

 

本来七夕というのは旧暦７月７日に行われる行事ですので、現在の暦とは

約１ヶ月ズレていて前倒しに行うためにそんな事が起こってしまうのです。 

その意味では毎年８月７日に行われる仙台の七夕祭りは宵の口に織姫・彦

星も高い所にいて、天の川もほぼ南中していますし、(ほとんどの場合)梅雨

も明けているので、７月７日よりも遙かに正しいものと言えます。 

でも新暦の８月７日に星が見えやすいかと言えば必ずしもそうではありま

せん。 

天の川はとても淡いので、月が半月よりも太い(満月に近い)と月明かりに

かき消されてしまい星まつりとしての風情がなくなってしまいます。 

 

新暦ではその年ごとに月齢が変わるので日本固有のお祭りを新暦で祝うの

は絶対に無理があるということになるのです。 

ところで旧暦というのは月の満ち欠けをベースにした暦なので、毎月朔日

(ついたち)は必ず朔(さく＝新月)で、１５日はほぼ満月になるという、日に

ちと月齢がリンクしたものです。 

なので七夕は当然のことですが、旧暦７月７日、つまり月齢６(ほぼ半月に

１日前)の日に行われるのが正しいのです。 

宵の口には月齢６の月が西空の低いところにあって、少しだけ月明かりで
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天の川や暗い星達が少し見えづらくなります。 

その分、織姫(ベガ)・彦星(アルタイル)などの明るい星は浮き上がって見

つけやすくなります。(街明かりのない闇夜では星がたくさんすぎて明るい星

が目立たなくなるのです。)月明かりで天の川が少し薄くなって、織姫と牽牛

が天の川を渡りやすくなっているという設定。 

西の空に傾いた月は牽牛・織女を乗せる小舟のように見えてきます。 

 

新月でも満月でもない、絶妙な星の見え方をする日に七夕という星祭りの

夜は設定されているのです。 

旧暦７月７日に七夕の星を見上げると改めて昔の人の粋を星空を見上げな

がら実感することができます。 

  中国の正月だって、西洋のイースターだって、イスラムのラマダーンだ

ってみな旧暦(あるいは月齢)をベースにしているわけで、お祭りの暦学的意

味も風情も全く無視して、石部金吉的几帳面さで新暦のこよみで行事を行う

のはとてもナンセンスなことです。 

最近、天文業界ではこの旧暦７月７日の日を｢伝統的七夕｣と呼ぶのが一般

的になっています。 

ずいぶん厳めしい呼び方でもう少しスマートな呼称はないのかと気になる

のですが、現在の暦上だけの７月７日の七夕があまりにも一般的になってし

まっているものだから、少し重々しい言葉を使って｢本家はこちら｣みたいな

雰囲気を出そうとしているのかも知れません。 

例年、この旧暦７月７日(2016 年は８月９日)に｢伝統的七夕ライトダウン

キャンペーン」という行事が催されています。 

ぜひこの日は家の内外の灯りを消して夜空を見上げてもらえるように出来

たら良いと思います。 

 

2-3.ベガとアルタイル 

 わし座の主星アルタイルには飛ぶワシという意味があり、日本では彦星

(牽牛)として有名です。星座絵の星の並びを線で結ぶと 

 

この写真では右上に尻尾にあたる星、デネブがありますので、右下がくち

ばしということになります。 

デネブというとはくちょう座のα星が有名ですが、デネブは単に尻尾とい

う意味ですのでじつは結構あちこちにあります。 
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でも実際の夜空でわし座の星達をこんな風に結ぶのはかなり難しいです。 

それもそのはず、元々のわし座はこんなに大きくなかったようなのです。 

アルタイルが南中を過ぎるとβ、γがほぼ横並びになって、上のトビが飛

んでいる写真のようなイメージになります。 

 

そうこの三つの星の並びを飛ぶワシというイメージでわし座としていたの

です。 

 
 

日本でもこの三つの星の並びを犬飼星と呼ぶ地方があったり、牽牛には牛

を引き連れる者という意味があって、左右の小さな星を牛に見立てていたの

です。 

星座発祥の当初は意外に小さな星の並びの目印が主体だったのかも知れま

せん。 

 

さてアルタイルはわし座の星ですから｢飛ぶワシ｣という名前でも全く違和

感はないのですが、実は飛ぶワシのアルタイルに対して、こと座のベガは落

ちるワシという意味があって、昔からアルタイルとセットで扱われていたの

です。 

 

 

 

こと座が西に傾き始めたときはこんなふうに琴が横倒しになったような配

置になります。 

ここでベガとε、ζだけに着目するとわりと目につきやすいＶ字形という
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か三角ができます。 

 

ベガは織姫星としてもとても有名な１等星ですし、εもダブルダブルスタ

ー(二重連星)として有名な星で、ζも低倍率で楽しめる二重星であることか

ら個人的には｢夏の小三角｣と呼んでいます。 

 

 

 

でも西洋の昔の人にはこのＶ字形が獲物に向かって急降下しているワシに

見えたので｢べガ｣(落ちるワシ)と名付けたのです。 

 

 

 

秋になって西空に仲良く並んで沈んでゆく様子を見て、アルタイル(飛ぶワ

シ)とベガ(落ちるワシ)という名前がついたのでしょう。 
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2-4. 七夕伝説は秋に生まれた？ 

ベガ(落ちるワシ)とアルタイル(飛ぶワシ)という名前を西洋の人達が付け

たのと同じように織姫星(＝ベガ)と彦星(＝アルタイル)は夏の大三角が天頂

を明け渡す頃になると、面白いことにベガとアルタイルはほぼ同じ高度で横

並びになり、そのまま地平線に近づいて行きます。 

 

 

 

仲良く並んで地平線に近づいて付く姿に気づけば、この二つの星をペアと

して扱いたくなるのは人情と言うものでしょう。 

実はこの二つの星はかなり長い期間同じくらいの高さで横並びに沈んで行

きます。 

９月９日の２１時くらいだとかなり高いですがほぼ横並びになります。 

 

 
 

１１月に入っても横並びに沈んでゆきます。 

 
 

こんなことから西洋では二つの形態のワシの姿として、東洋では仲の良い

夫婦の星としてエピソードが生まれたのだと思います。 
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2-5. 日本の星座 

日本には西洋の星座のような体系だって全天を区切る星座という概念があ

まりなかったようです。だれが見ても目に付く、形がハッキリしている星の

並びについては民話があるのですが、全国レベルで統一された話というのは

ほとんどないのが実情です。 

また、あまり大きな星座がないのも特徴かも知れません。 

大きくてもオリオン座を鼓(つづみ)星と呼んだり、さそり座を魚釣り星(サ

ソリ の尻尾あたりを釣り針に見立てている)と呼ぶくらいです。 

北斗七星もおおぐま座のように広げて考えることはなかったようで、無理

に つなげて形を作り物語を着けるという発想や文化がなかったのでしょう。 

ところが小さくまとまった特徴的な星の並びについては名前の付いている

ものが多くあります。 

その典型はスバル(＝プレアデス星団)や三つ星(オリオン座)などで、双眼

鏡で楽しむのにもってこいのサイズであることが多いです。 

そんなわけで前置きが少し長くなりましたが、ここではさそり座にある日

本の民話に伝わる星を紹介します。 

 

上の写真でアンタレスと左右の星で「ヘ」の字が作られますが、この部分

を篭担ぎ(かごかつぎ)星と呼ぶ地方が多かったようです。 

アンタレスは火星に対抗するもの(アンチ・アーレス)の意味から着けられ

た名前ですから、とても赤く見える星です。 

天秤棒につるしたカゴの荷物をフウフウいいながら運んでいる姿を想像し

たのでしょう。 

 色の濃さでその年の作物の収穫量を占う地方もあったようです。 

(色は年ごとに変わるわけはないのですが、南に低いので大気の影響を受け

やすく、ある一定の期間の見え方を比較すれば吉兆に結びつけられたのかも

知れませんね。) 

またアンタレスの赤い色から酒酔い星と呼ぶ地方もあったようです。 

飲んだくれては代金を踏み倒し、升かけ星と呼ばれる酒屋の星(オリオン座

の三つ星)から逃げ回っていると言う民話も残っています。 

 

 


