
奈良県高等学校理化学会 第6回海外巡検(第50回夏季巡検)報告

前田 祐作（奈良県立奈良高等学校）

あらまし
第1回韓国、第2回ハワイ、第3回西オーストラリア、第4回中国、第5回台湾に続き5年に1回の海外巡検

は、アメリカ合衆国内を北西から南東へ横断した皆既日食の観測に赴き、またとない貴重な経験をするこ
とが出来た。

キーワード
皆既日食(アメリカ合衆国)、LIGO、ブリティッシュコロンビア大学(カナダ)

１ はじめに

今回の日食は、現地時間2017年8月21日(月)9時
～16時にアメリカ合衆国内を上図のように北西か
ら南東へ横断した。日食が起こるとき、月の影は
地表面上を西から東に移動する。月の影には本影
と半影があり、本影が移動していく軌跡を皆既日
食帯、または金環日食帯といい、皆既日食を観測
するにはこの帯の中に位置する必要がある。

日食帯の南の縁を結んだラインを南限界線、北
の縁を結んだ線を北限界線、本影の中心を結んだ
線を中心線という。

日食は約18年の周期で見られることが古くはバ
ビロニアの時代から知られており、これをサロス
周期と呼んでいる。この周期に属する次の日食は、
経度において約120度西にずれた場所で起こること
も分かっている。今回の候補地は、アクセスに要
する日数や交通網、観測地の気候、他の見学地と
の希望等を考慮し、オレゴン州(State of Oregon)
のセイラム(Salem)と決まった。

オレゴン州は北はワシントン州と、東はアイダ
ホ州と、南はカリフォルニア州・ネバダ州と接し
ている西海岸の州である。北緯42°付近に位置す
るので日本では北海道と同じ緯度であるが、その
気候は、西側は温暖であり、地中海性気候に一部
特徴が共通する西岸海洋性気候である。中～東側

図1 アメリカの皆既日食帯(NASA 日食サイト)

は、高原型の砂漠気候に近くかなり乾燥している。
セイラムは州内3番目の人口規模を抱える州都で

あり、州の西側に位置する。セイラムの晴天率は、
80％以上。州内で最も人口規模の大きいポートラ
ンドとは州間高速道路5号線で結ばれている。

２ 巡検行程
1日目 8月18日(金)

伊丹空港のJTBカウンター前に今回のツアー参加
者6人が集合した。

16:25、羽田空港へ向けて約1時間のフライト、
乗り継ぎ後、サンフランシスコへ向けて日本を発
つ。約11時間の飛行時間なので、機内では思い思
いに過ごした。

機内サービスで提供されたドレッシングのテト
ラパックを、高高度を飛んでいる時と着陸後の地
上との2枚撮影してみた。すると、明らかに気圧に

よってパック内の気体が収縮し、ボイルの法則が
表現された写真が撮れた。(図2)

13:30、サンフランシスコに到着。現地時間は、
サマータイム制を導入しているので、日本時間-16
時間である。

入国審査後、JTBサンフランシスコ支店のフジモ
ト氏･ミゲール氏と合流し、市内観光へ繰り出した。

サンフランシスコはカリフォルニア州の北部に
位置する大都市で、昔はインディオが住んでいた
が、18世紀にスペインによって征服され、メキシ
コの独立でメキシコの一部になり、19世紀にアメ
リカへと割譲された。カリフォルニアのゴールド
ラッシュとともにたくさんの入植者がサンフラン
シスコへ渡り、金を元手にした起業家たちが発展

図2 テトラパックでボイルの法則



させた都市である。
始めにツイン・ピークスを訪れた。90年代にテ

レビで放映された「ツイン・ピークス」はワシン
トン州の架空の田舎町ツイン・ピークスでおこる
事件を題材にしていたので、こちらのツイン・ピ
ークスは聖地巡礼ではないそう。ツイン・ピーク

スの頂上は風が強く、体感温度も非常に低いため
に早々に車に避難した。

ツイン・ピークス周辺の植生は単調で、松とユ
ーカリとプレシディオという樹木の3種類が多い。
ユーカリは鉄道敷設の線路の枕木にする目的で植
林されたが、枕木には不向きだったので、そのま
ま残っている。

ゴールデン・ゲート・ブリッジ(金門橋)は、サ
ンフランシスコ湾と太平洋が接続するゴールデン
・ゲート海峡に架かる吊り橋である。主要な観光
名所であり国内外からも多くの観光客が訪れてい
ることが実感できた。ただ、自殺の名所でもある
らしく、夜間の歩行者の通行は禁止されている。

サンフランシスコの気候区分は地中海性気候だ
が、寒流のカリフォルニア海流の影響で北緯37°
なのに夏は冷涼で、温度差により発生した霧が、
ゴールデンゲート海峡を通って内陸側へ流れ込む
ため、橋の主塔が霧によって見えなくなった。

図3 ツイン･ピークスから見るサンフランシスコ

図4 ゴールデンゲートブリッジの前で

車窓から見るサンフランシスコの市街地は、ご
当地ならではのものもたくさんあり、とても楽し
い。サンフランシスコはとても地価が高いため、
プール付きの庭をもつ家はないそう。日本の長屋
のように壁で隣とつながった家も数多く見受けら
れる。(図5)

また、市街地はとても坂道が多く、スティーブ
・マックイーン主演の映画「ブリット(Bullitt）」
で、カーチェイスの撮影に使用された坂道にも案
内してもらった。(図6)

夕食はフィッシャーマンズワーフ内の海鮮レス
トランでクラムチャウダーと焼き牡蠣を食べた。
食後、隣のヨットハーバーの桟橋に横たわるアシ
カの群れを見学(?)し、クリント・イーストウッド
主演の「アルカトラズからの脱出」の舞台である
アルカトラズ島を眺めた。現在、監獄は閉鎖され
観光地となり、上陸も見学もできるそう。

図5 普通の住宅は壁で隣と接している

図7 桟橋で寝そべるアシカの群れ

図6 ブリットでカーチェイスが撮影された坂道



2日目 8月19日

サンフランシスコ空港からデルタ航空機でシア
トルへ移動。途中、飛行機の窓からサンアンドレ
アス断層を撮影した。サンアンドレアス断層は、
カリフォルニア州を北西から南東に1300kmも貫く、
大断層である。サンアンドレアス断層は右横ずれ
断層であり、太平洋プレートと北米プレートの境
界をなすトランスフォーム断層である。(図9)

さらに、シアトルから小さなジェット機でパス
コへ移動した。途中、飛行機の窓からマウントレ
イニアー(Mt.RAINIER)を撮影した。

馴染みのない名前の山かもしれないが、森永乳
業のカフェラテやエスプレッソの容器に刷られて
いるのが、マウントレイニアーの絵柄というので
思い出していただけるだろうか？(図10)

パスコ空港で、AVIS社のレンタカーを借りた。
AVIS社のレンタカーには、GARMIN社のナビが搭載
されている。GARMIN社のナビは南極探検でも使用
されるほど信頼性が高いからというのが、AVIS社
のレンタカーを選ぶ理由である。

レンタカーにてリッチランドへ移動する途中、
LIGOハンフォード観測所(レーザー干渉計重力波観
測所、Laser Interferometer Gravitational-Wave

図8 アルカトラズ島

図9 サンアンドレアス断層

図10 マウントレイニアー

Observatory)を訪れた。
LIGOでは、河邉径太 研究員(ハンフォード観測

所、カリフォルニア工大)からLIGOの成立や仕組み、
観測の経緯や苦労話などをとても詳しく伺うこと
が出来た。(図11)

LIGOは、アインシュタインがその存在を提唱し
た重力波を検出する装置である。

古代エジプト文明から現代まで、天文現象の観
測手法はほとんど電磁波を観測していた。可視光
を観測する光学望遠鏡、電波を観測する電波望遠
鏡やX線天文衛星など電磁波を観測するのが主流で
あった。

30年ほど前から、素粒子のニュートリノを観測
することによって太陽や超新星爆発の様子を探ろ
うとし、カミオカンデやスーパーカミオカンデが
結果を出している。

電磁波・ニュートリノに続く第3の観測手法が重
力波である。ブラックホールは光を発しない天体
なので望遠鏡で観測することは出来ないが、太陽
の10倍以上の質量を持つブラックホールが衝突合
体するときにはその質量変化が重力波となって地
球まで届き、レーザー光行路長に影響を与える。
その影響を測りとって波形に置き換えていくと、
動いた物体の質量や速度、合体後に生じた物体の
質量などが読み取れる。

LIGOは、2016年2月11日に重力波を検出したこと
を発表した。検出した重力波は、地球から13億光
年離れた2個のブラックホールが衝突合体した時に
発せられた重力波であった。

発表された重力波源は2015年9月14日に観測され
た、太陽質量36倍のブラックホールと29倍のブラ
ックホールが、回転しながら合体し太陽質量の62
倍のブラックホールになった時に、太陽質量3個分
のエネルギーが放出されたものである。

観測所の心臓部である中央制御室には、たくさ
んの画面が並び、レーザー光行路の環境を詳細に
モニターしている。また、レーザー光行路は砂漠
の真ん中を横切る土管の中にあり、互いに直交し
た4kmもの行路で重力波を受け取る。タンブルウィ
ードが生える砂漠の夜は、コヨーテ・ガラガラヘ
ビ・サソリ・ヤマアラシが徘徊しているので、暑
いけど日中の訪問を勧める。

図11 河邉径太 研究員(LIGOハンフォード)



LIGOの河邉研究員から、皆既日食観測の観光客
のために渋滞が発生するのでガソリンを携行した
方が良い、とのアドバイスをいただいたが、その
時はその言葉の意味がよく理解できていなかった。

LIGOをあとにし、リッチランドのハンプトンイ
ンに投宿した。ハンプトンインはヒルトン系列の
ホテルで、コロンビア川畔に建ち室内プールやジ
ムなども充実している。周辺はギャラリーやレス
トラン、カヌーのアトラクションなどもある観光
地である。

図12 中央制御室の画面群

図13 砂漠へ伸びる土管中にレーザー光行路

図14 LIGOの全景 奥は砂漠が続く

図15 コロンビア川と遊覧外輪船

3日目 8月20日
リッチランドから皆既日食帯に含まれるセイラ

ムへ移動。

スピルバーグ監督の映画「激突！」で見たよう
な大きなトレーラーが走るフリーウェイを、事前
に国際免許を取得していた4人が、交代で運転しな
がらセイラムを目指した。

途中のパーキングを兼ねたビューポイントで車
を停め、コロンビア川が州境になっており、手前
はオレゴン州、奥のワシントン州側のはげ山の麓
を何十両も連結した貨物列車が通り過ぎる、日本
では見られない景色を楽しんだ。(図17)

ポートランドに近づくと徐々に交通量が増えて
きたので、ポートランドを迂回するルートを選択
し、約220マイルを走行した。

セイラムのラクインタインに投宿。ホテルの駐
車場や隣のCOSTCOの駐車場などを撮影候補地点と
して検討した結果、機材設置の簡便さ等を勘案し
てホテルの駐車場で撮影することにした。

4日目 8月21日
6:00から朝食。機材設置のために駐車場に出る

と、各地から日食のためにここに来た人たちが多
いということが分かってきた。

ワシントン州のナンバープレートが多く、白人
以外にインド人・日本人・台湾人も来ているよう
だった。

部分食の始まりから終わりまで約150分間のうち
皆既食は2分間しかない。けれどもその2分間は、
快晴の空に真っ黒な太陽と太陽を取り囲むコロナ
が見られ、あたりは満月夜ぐらいの明るさになり、
鳥が鳴き止み、肌寒いぐらいに気温が下がった。

そして、ダイヤモンドリングが見えると周囲か

図16 18輪トレーラーが行き交うフリーウェイ

図17 コロンビア川沿いの景勝地



ら歓声が沸き起こり、急速にまぶしくなる太陽を
何枚も撮影した。

皆既日食の画像や動画は数多くあるが、自分が
その場に居て自分の目で見るのは、画像や動画で
は得られない感動であり、「凄いっ！」の一言であ
った。

12:00にホテルをチェックアウト。フリーウェイ
5号線をポートランドまで北上し、シアトル行きの
国内線に乗る予定だが、フリーウェイに入った途
端に渋滞に捕まった。

オレゴン州だけで100万人が皆既日食帯に来たこ
とを、日本に帰ってきてからニュースで知ったが、
その多くの人たちが車で来て車で帰るために、フ
リーウェイは前代未聞の大渋滞に巻き込まれた。

そのため、予定の時刻に空港にたどり着けず、
行程変更を迫られることになった。

ここから山田先生の交渉力と生田先生の英語力
が発揮され、ひとまず、LCCのバージンアメリカで
ロサンゼルスへ移動するためにシータック(Sea-Ta
c)空港へたどり着いた。空港名のTacとはタコマの
地名であり、共振により破壊崩落したタコマ橋が
掛かっていた街である。

5日目 8月22日
5:30ホテルを出発。シアトル空港でバージン機

に乗るべく待っていたが、機体の前輪付近から油
漏れの故障で、運航取り止め(!)になった。

再び山田先生と生田先生の力で、帰国する手段
を探したところ、カナダのバンクーバーからANA機
で帰る径路が見いだされた。

その後、バージン社の手配でバンクーバーへ移

図18 皆既日食 8月21日10:18

図19 部分食中の木漏れ日は三日月形

動し、空港ホテルに投宿したのは夜になってから
だったので、朝6時から夜9時まで1日中シアトル空
港にいたことになる。

6日目 8月23日
空港からタクシーでほど近い、ブリティッシュ

コロンビア大学の生物多様性博物館(Beaty Biodiv
ersity Museum）を見学した。

博物館には大人に連れられた小学生が大勢来て
おり、夏休みの自由研究にするためにメモをして
いる姿も多く見られた。

この日、午後発の羽田行きANA便で日本へ、さら
に関空行き便に乗り継いで奈良へ帰ってきたとき
には、8月25日になっていた。

いろんな出来事があった巡検だったが、楽しく
とても有意義であり安全に帰って来られて何より
だった。この旅行に関わっていただいた全ての方
に感謝申し上げたい。

参加者
生田 依子(青翔高校) 近池 日出夫
前田 祐作(奈良高校) 峯川 真由美(高円高校)
山田 隆文(青翔高校) 山本 修(東大寺学園)

図20 クジラの骨格標本

図21 さまざまな動植物の標本



「アメリカ横断皆既日食」巡検に参加して

東大寺学園中･高等学校 山本 修

「一生で一度は見てみたいもの」の一つでした皆
既日食を今回体験することができました。今まで
写真や映像で目にはしていたものの実際に肉眼で
見る皆既日食は、”Beyond my description!”「凄
い！」の一言でした。恐らく今回が最初で最後の
皆既日食体験になると思い、ともかく記録に残そ
うと周到な準備を致しました。失敗は許されない。

まず、太陽が大きく写る超望遠レンズと天体撮
影可能なデジタル一眼レフの購入から始まり、そ
れらを載せる雲台や自動追尾装置、それらを支え
る軽量かつ小型で頑丈な三脚を購入。さらに、シ
ャッターレリーズ、太陽撮影用NDフィルター、高
性能SDカードなども購入しました。気がつけば、
何と渡航費用を上回っていました。現地の緯度・
経度を調べて太陽高度と方位を計算し、日食の進
行に伴う適正露出(シャッタースピード･Ｆ値･ISO
など)を決め、オ－トブラケット機能を併用するな
ど綿密な撮影タイムテーブルを作成しました。

さあ、いよいよ撮影開始。そこへ、インド人の
女性がつかつかとやってきて、“You have a good
equipment. This is my e-mail address.Please
send me．．．” 。「あっ、その手があったか。」 念
のためもう一台娘の一眼レフを持って来て、同時
進行で撮影も試みました。さらに欲張って皆既中
の風景を撮影するためにビデオカメラも持って行
きました。はたして、成果のほどは？（たった2分
程度の時間に、慣れないカメラでそんなにたくさ
んのことができるはずが無く、年には勝てません
でした。）今回の参加メンバー6人のうち、最もコ
ストパフォーマンスが高かったのは、間違いなく
最も身軽で気軽に参加された某先生だと思いまし
た。記録より記憶に残す方が確かです。肉眼で見
た皆既日食は本当に素晴らしいものでした。どん
なにいい装備を持ってしても人間の眼と脳にかな
うものはない、あらためて人間の素晴らしさを思
い知りました。

私のもう一つの「一生に一度は見てみたいもの」
は、オーロラです。今度はのんびりと記憶に残せ
たらなぁと思いながらも、どうすればきれいなオ
ーロラを撮影できるのかを考えている自分がいま
す。

トラベルにはトラブルが付きものとはいえ今回
の巡検ではいろいろなことがありました。私一人
では日食を見るどころか、日本へ帰ってくること
もできなかったと思います。同行していただいた5
名の先生方、本当にお世話になりました。今度は、
一緒にオーロラを見に行きませんか？

高円高校 峯川 真由美

地学巡検の醍醐味「百聞は一見にしかず」を今
回もたくさん経験できました。

サンフランシスコの西岸海洋性気候を体感。寒
流のカルフォルニア海流と夏の日差しで暖められ
た陸との間でたくさんの霧が発生しており、肌寒
さを感じました。

皆既日食がおこる直前のダイヤモンドリングか
ら空気が冷たくなり、皆既日食時は涼しい風が吹
き流れたことを体感。

LIGO ハンフォード観測所で伺った重力波検出
の話は、今年3月に訪れたシカゴのアドラープラネ
タリウムでも特別展で取り上げられていました。

今回、詳しい内容を日本語で説明を聞けたので
とてもよくわかりました。

ブリティッシュコロンビア大学の生物多様性博
物館では、展示方法が日本と違って図書館のよう
な並びであったのが印象深かったです。アースサ
イエンスの研究棟では、岩石を砕く施設と採掘さ
れた堆積岩・変成岩・火山岩が展示されていまし
た。

今回の巡検では、色々なハプニングはありまし
たが、＋αの経験ができた充実した内容でした。

「皆既日食と重力波天文」

前帝塚山学園中高教員 近池 日出夫

地球表面の野次馬的探索ツアーから抜けられな
い性格を満足させる旅であった。「皆既日食」はこ
のベースとなる基本的ツールの一つである。この
非日常的現象は、ところを選ばない。日食・オー
ロラ・ほうき星(彗星)・流星群(雨)、様々な天体
現象のうち一度は見ておきたいと言われてきたも
のである。短時間の間、気温が下がり暗くなり、
鳥は驚いて空を舞い地上におりて様子を窺う。現
代人はこの「おそれ」を伴う現象を「お祭り」に
してしまった。合衆国を横断する皆既帯に大きな
キャンピングカーで押しかけた。

しかし、私にとって、もっと希少な経験を手に
する機会が同時に訪れた。重力波天文台の見学で
ある。以前、国立天文台(三鷹)で、プロトタイプ
の重力波検出装置を見学する機会を得たが、実証
までの道のりは遠いと思っていた。それが、ちょ
うど理論発表から100年後に実現し、施設の見学を
することができた。詳細は別に報告させて頂くこ
とになった。

奈良高校 前田 祐作
2017年のノーベル物理学賞は、LIGOで「重力波」

の観測に成功したレイナー・ワイス氏、バリー・
バリッシュ氏、キップ・ソーン氏の3人に贈られた。

2015年に観測に成功して以来受賞の最有力候補
といわれていたが、私たちが8月にLIGOを訪れ10月
に受賞したので、ノーベル賞受賞がとても身近に
感じられた。学校に帰ってからの授業でも、皆既
日食のことよりも、LIGOでの見学のことを興奮し
てしゃべったほどの感動だった。


