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牛均正午に於ての．恒星時．を引き去ります︒勿論

最後に恒星時を李均太陽時に攣換す乃事についての問題を
残して居ります︒是は前の法の逆で︑與へられた恒星時より
す．ぐ前にある

其地の経度を考へに入れなければなりませぬ︒結果は李均正
すれば要求せられた問題を果すわけになりませう︒

午以後の恒星時でありますから等しい値の李均太陽時に攣換
それで一通りの換算法を終へたわけになりますが︑特に注
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丈の時︑代僧嘱の恋†値が既にド製一廻會謎へ佛ひ冒込まれてある．ので︑今悶貝

昨年の春頃︑在膳國の或る一口な通じて︑大望遠鏡の司り物の廣
皆が日本へも煮て居六〇それば︑﹁戦前︑ロシアのニコライェフ天丈
壷で︑六十吋亡かの大きな反射望遠鏡存英國のグラブ會杜へ注丈し
糞のが︑殆んご完成したけれご︑ロシアにあの通りの草亀攣齪で︑
ヒても其の斜な買ひ取るこぜに出來ない︒それで何所か︑他の天丈
盗へても買って呉れないか﹂ぜいふ勧誘であった︒曇り品ば始め注

ふ者に非常な安値で買にれる筈であるから︑之れに珍しい好機であ
るので︑自分等ば︑二三ケ所︑心當りの所を奔走して見たけれご︑
四五十萬瞑ぐらみの金が遂に出る所か獲見ぜす︑大に残念に思って
ゐ糞9しかるこ最近に聞い六ごころによるご︑その大望蓮鏡に︑ロ

シアの方でもやばり未練が残ってゐ六書見え︑代贋の馨額な彿び込
んで︑送︑・注文主リニコライエフ﹁天文豪へ向け︑佐國から嚢逡され
敦ビビふ︒之れぜ酒乱にシメイス筋交肇︵同じく露國︶の注文品で賞
q物になってみれ二十吋絵りの二型興鏡も亦シメノ・スへ獲逡され敦亡

今日のロシアば世八の普く知る如く財界空前の難況にあるにか﹂

いふQ

にらす︑非常な決心准以つで︑ソヴノ・エツト政府．が右の二つの官立
天丈藁の六めに︑． 一寸考へれば︑今日のロシアか救ふ六．の︑・に不急
の︑むしろ無關係ざ思ばれるや︑うな純學術のれめに︑︶亘大な乃金額

告であらう︒︵一九二三︑四︑＝．﹁ヤーキース天丈肇にて山本︶

為支出し六こミに眞實ビ思ほれないほこの大家さ定言へば言ばれる
やうなこぜであろ︒我が日本の官民が︑常に純七二のために費用た
惜しみ勝ちであるこ定書比較して︑實にノれに大なる皮肉定いふべ

ジユリウス暦の清滅

晋し︑ロマの執政官ジェリウス・シーザーが剃定し糞ジュリゥス
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その後になって知れ．て二六〇・記録によれぽ西暦三二三年の二ヶア宗

暦ぽ︑県界の一年た三百六十五日ピし斗四年毎に三百六十六日の閏
年私置くこごにして︑氣候ピ太陽の谷行定た調和しれものであっ六
駆れば圭亡して大昔しエヂプトに知られてゐ☆天丈釣上の智識な取
噸入れ︑正確な一ケ年匡三百六十五日四分の一であろこいふ根本原
理に基づい六謄法で︑始めて︑西暦紀元前四十六年﹁児︸日から︑
大回マ國な申心ぜし六隊洲一帯く用ゐられ六ものである︒しかるに
此の暦法に太陽運行の非常に精密な値ご合ばないものであろこざが

そもく︑ツユリウス暦法によう﹁四年に一回づ㌧の時日為置く

教煮魚の年に匡︑券の書下李分の日が其の年の三月二十一日目あっ
索O︵即ち︑之れに太陽が此の日に天の春分心髄通過したのであるO︶
定こ％が︑すつビ降って︑一五八二年になって︑天丈家の魏測によ
ねば︑其の年︑太陽が春分黙布通過し六のは三月十一日であっカO
放に大耳一千二百年飴の間に︑春分の日が十日だけ狂って來れこ定
になる︒これ秘改正ずるために︑十六世紀頃のロマ法王11種々の會
合↑催して天王家の暦法改正意見をきい六結果︑遽に法王グソゴリ
第十三世に至って︑新暦法な制定し︑﹁ツユサウス暦法による置閏法
の申から︑四百年に三回の寧日秘省く﹂こ定な決定し︑此の新奮爾
法の過渡期ミして︑特に一五八二年ほ十月四日た十月十五日亡呼ぶ
べしεいふ法令な獲布し六︒此の改正の六め︑一五入二年ぜいふ年
に日数三百五十五日であるけれご︑翌年から匡︑挙年三百六十五日
閏年三百六十六日ビなり︑其の閏年が四百年間に九十七回あるこ定
になるのであるO
ミいふこミに︑︷二言すれば毎四年闇凹の総日数が
GQ⁝猷×二十μH辰2
q◎饒．誤OO

定なり︑從って一ヶ年の土均日数ぜして
課試十脳巨鴇鼻

莇の三六五・二五日間に︑太陽が春分から春分までも蓮行すろ筈であ
み定いふ理ミなる︒しかろに︑グレゴ 暦法によれば四百年問に九
十七回の閏葬置くのであるから︑此の揚合の亭均一年の日数ほ
︵G︒歌X琶O十零︶十五OO口q︒歌●bっ鷺U

言なる筈であるQ一方に於いて︑實際の天文學的観測かち計算すれ

㎏μ︑．一ジユリウス年︵一二山ハ玉・二五．00日︶闇悶にr太魑吻が晶帯漕勘蓮動な寸

ろ

角度に︑圓周⁝翌朝︵三百六十度︶でになくして︑それよりも・角度

亀Q①U．NαOO

で二・七・山ハ八秒だゆり多いこぜが駕馳浬⁝されてみろ︒飢⁝ち比例為殴れげh
鳴◎⑪O︒
融
しQ①O︒食b⊃日・︑δQQ

智一1G◎歌・トコ恥b⊃中豊器軌ロα報劇GQ︾恥⑪尊

定なり︑正しい一ケ年の日撒轟に

ぜな60崩厭密に．いへいμ鋤のコ一六五・二四ニニけロもグレゴリー加暦の基本

日数三六五・二四二五日ご全く合致してみるものでないから︑其の差
の○・○○〇三日づ㌧苺年立日が延びて行って

H 目qQ㊤oOO
gOOgW

三世紀に︑サクロ・瀞スコや口．ージヤ︒ベーコンに︑春分の狂ひが七

帥︑三千三百年目に一日の狂ひが生じるこビビなるけれご︑潤れほ
随分長い年月の後のこごで寺用的にに亙り重大でなぜこ定になろ︒
即ち去れで見て︑グレゴ可1暦ばジユリウス暦よりも︑非常に妊く
太陽蓮動定合致するものであるこぜがわかろ︒
﹁春分が三月二十︺日よりも早く來ろ﹂電始めて言ひ出し六のに英
悟の宗教家ビーダ翁︒曾︶であっ糞︒彼れに西暦七三〇年に︑春分
が際定より三日も早いこ主な知ったQ其の後︑五百年を経て︑第十

入日にも建してみるビ雲同物に冒書いてみろQいよく此の狂ひか改め
なければならぬご思ひ立つ六のは︑ロマ法王シキストス第四世で︑
一四七四年︑當畔照照第一の天文家レギオモンタヌス為笠雲︑暦法
改正法油研究ぜしめ六〇しかし︑不幸にしてレギナモンタヌスに一
四七六年に死んだ六め此の計書に其のま・渉らすにあっ索︒其の後
だん↑慢の識者あ此の問題存注意するやうになり︑法王磨でも度

々學者か招いて之れ為議し六つ︵コペルニクスも之性に招かれ表一人
であろ︒㌧遽に第†六世紀に至って︑前記グソゴ可法王が伊太利ナ瀞

リウスゆμ不幸に︑して置ハの斯腿暦軌描の

りの天国塚リリウスの改正法馬探怪して︑一五八二年かち重れな實
行ずる布A¶た出し兎O・しかし︑

施行前に死んだので︑寅際の改正ほ天交家クラヴノ・ウスの計算が用
ゐられ乗のであろ︒

︵⁝七︶
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グレゴサ暦法探用の當毒婦︑欧洲一般に新自由思想がみなぎって

ーが用ゐ穴O其の後︑よほこの年度な繧て一七〇〇年︑デンマル〃

みる時で︑．特に宗教改革運動の六め︑各國の人々が悪み合ひ︑從っ
て法王の布令定ても︑量れ々ぎく者ば決して一般的でばなかつ敦︒
一五入二年︑法王の布令の通り︑新暦法潜用ゐ糞のは︑スペイン︑
ポルトガル︑ボーランド︑及びイタリーの大部分に止まつれの．であ
ろが︑釜年・元旦炉らフランスが簸れな用ゐ︑一五八七年にハンガリ

概して︑旧教の丁々に早くグソゴ西暦な用ゐ療けれ．s︑新敦徒に

蜜オランダが新法を探用し︑一七五二年に英國か罵れ登用みる︑︑虐
になつ郭︒瑞西書式逸ビに︑國の一部で既に一五八四年頃に此の法
な用みてゐ六所もあるけれご︑國内一般に用ゐ始め象のに十八世紀
の末︑十九世紀の始め頃であっカ︒
法王に謝ずる反感から暦の．改正が後れてみる︒
ジ．ユリウス．勝為頑固に．用みて︑百マ法王の方法に依らなかつ糞國
にロシアである︒ロシアに既に第十一世紀の頃に︑宗教上から一派
な立てれ國であって︑最近に至る．まで︑四年毎に一回の閏年の暦法
准用みてゐカ︒それがF六め︑月目の一当へ方が﹁漸々他閾写﹂に離れて︑

亡ころであるoiIしかるに︑ソヴィエト政府の始めからグレゴ可

今世紀以來凡そ二週間ほざも薪年が逞れてる六のば人々のよく知る
暦な用ゐうに至つ象︒又聞くこころによれば︑本年二月以後︑ギリ
シや國に於ても断然ビして奮來の暦法な捨て︑薪乳にグソゴリ暦法
グソゴリ法准用みるや・りになつ索わけで︑ツユザウス暦⁝ほ全く宜ハの

た操用するに至つれも之れで以って︑世界にあろ頭芋國に大部分
跡な噺つに四つ六のであろ︒
因︐に我が日本は明治五年に︑勅令を以ってジユリウス暦な探用し
明治三十二年に至って．現今のグソゴ可暦に移つカのであるQ︵一九二
三︑四︑二三︑来國ヤーキース出鉱墓にて山本︶
△ △△ △ △ △

土︽る二月二十七日のh†︷後一時牛謄鴛白一分等﹂ほヅンビー⁝教授の宅へ

鯨座べ星の謎

艀って︑其の一家族やストルフエ君ご書舗々終ったばかサの時であ
っ糞︑突然︑延長フロスト氏から電話がか﹂つて︑

︵︸入︶

﹁新聞電報に．ようご︑鯨⁝星座に新星が現にれて︑光ばア〃デバラン
星より大きいO﹂

蜜知らぜて來敦︒そりや大憂だ♂︑大急ぎ天芝籔に馳ぜっけて見る
亡︑もつご詳しい事情な知らうぜして︑フロスト氏ばシカゴの新聞
肚亡︑しきりに電話で話しなしてみろ︒暫くすろε︑其の電話が終
って︑さて聞き得たこピを綜合して見るε︑
﹁ギ シャに居ろ佛蘭西天丈器差の一人が︑鯨座べ星の突然に櫓光
し六のた獲翻し︑遜れか佛國の．學會に報告し糞の為︑佛國ジュヅ
イシi天文墓の人々が観測によって確かめ乳もので︑星の光に一
等級の光為放ってるるーー之れば佛國學士院の略表でるビころで
ある﹂

ミいふのであろ︒何だか少し攣なやうだ！鯨座のべ星書言へば︑随
分大きな星で︑毎年秋から冬へかけて︑南の空に輝や式御馴染の星
であろ︒亭常に二等星であるが︑勿論今までに其の光度が攣化する
︵即ち攣光星だ書いふ︶こεに認められてみない︒之れが口熱に一等
星になつ六ごいふごビ匡︑全く有り得べからざる事件ビに言へない
けれご︑それでも吉今未曾有のこざにほ違ひなジ︒新星マ﹂いふ現象

が天に11時々陥る︑其の時にに︑全く今までに最張力の望蓮鏡にも
認められてみなかつ六微星ばかりでなく︑始めから九等や十等位の
星が急に光りカ櫓して來る亡いふこ亡が稀ににあろけれご︑今度の
︑︑ △△△△△
場合の襟に二等星ほこの大きな星が新星の眞似為するのに杢く人類

△△△△

の歴史あって始めての珍﹁らしさである︒﹁果して細れば本統であらう
か？それにしてもコーペンハーゲンの天丈電報中央局やハーバード
天丈壷が殊更に沈款してみるのは何故だらう︒書几の誤電について
は昨年末コペン︽ーゲンが輕卒な通知をして世人を迷甘しれこ定が
あろから今囮ぽ特に愼重の態度為εつてみるのか︒それにしても︑
ハーバードほ現今の天艦光．度學の灌威である︑それが先導してみる

理由に何だらうQやばり今度も︑所謂薪聞電報で︑全くの盧戯でば
ないにしても︑何かの誤りが含まれてみろでにあろまいか？﹂こう
しれ心持ちが此の報告な温い力人々の胸の中に起らざるか得なかつ
カ︒﹁佛國學士院の獲衷定いふけれざ︑灯れぜても全く信用すろこミ
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に出來力．いQかつて︑同じ雌の佛國學士院ほ︑火星怨一つ︒薪星ε
誤って世た驚かした歴典があろのだから・今恥毛亦︑火星を誤って
みるのではあるまいか︒しこうプンビー教授に言ひ出し乳︒なろほこ
此頃︑火星ば夕暮の西南の伽． に一等星り光為放って赤く輝いてみろ
星座口鯨座でばない．けれご︑其の御隣りの魚座だ︒﹁そうかも知れな

注意を惹いたのかも知れない︒﹂葡言ひ出しれQ自分巨﹁切・鼠○蜜︵鯨

い﹂マ・7・スト豪長も合槌な打つ︒すろ定︑パークハースト敏授に
﹁鯨座にば︑今ミラ星︵有名な長期愛光星︶が漸次測光して來てるろ
未だ最大光輝には建tないけれご︑確かに三等級ぐらゐであろから
肉眼にもよく見えてみろ一︑今年ぱ特に其の曾光が異常であろから
座べ星の洋名︶︑ではなくて︑訂︒δHσqΦ昏︒︵オリナン座ア星の固有名︶

坐一こいへげh︑此頃Y口目当︷後の間も血⁝い暗で︑︸四の弗工に未だ全く陪門く

でほないだらうか︒之れがアかデバランより大きいビか何ビかで騒
いでみるのでにないだむうか？﹂ぜ言って見表・こうして暫くば￠
ろ一の説が天丈藁の掲示板の前な賑ほしカ︒
ミにかく︑鯨座べ星ズぜ假りに電文温りを信用して︑ヴンビー⁝教
授が．計算して見ろご︑蕗の星ば赤身○畦四十分赤緯南十割二十四分
であって︑午後六四牛耳いふ時に西の地唄線に没して了う！Q﹁六蒔
なちない晴だ︒して見る寸＼此の星の観測ぽ今後ば頗る劇烈だ︑こ
うぜ暗くなってば見えないのなら︑今︑一寸︑四十吋で覗いて見や
うじやないか︑﹂り一氏匡こう言ひ出しカ︒其の時ば午後四時過ぎで
．あっカO直ちにプンビー段霊 i氏ごば四十吋の大サームに馳け上
る︒自分も其のあ芝なついて塔に上り︑屋根な動かし︑大きな床た
上げられ．るだけ上げ︑望遠鏡か星り経緯に向け︑先づプンビ！氏が
プアインダi︵六吋望遠鏡︶で星かさがすビ︑果して鯨座ぺ星が見え
ち︑それから四十吋の澗野に入れ︑ヴン．ピー︑ヨー︑山本ざ︑三人

交る一星な眺めて発墨︒星が地亭に近いので︑チラー亡ゆらい
でにるろが︑立派に見えてみる︒光度な知りれいけれざ︑之れに他
に比較ずるものが無いから明らかにほ決定出來ないQ星の色も確か
なこぜば何亡も言へないが︑亭常ご大し糞違ひばなく︑幾分の黄色
此の日︑午後六時頃︑ストルフェ君匡四十吋に大分光爲凶器た付

に輝いてゐ六︒

い

︑

︑︑

︑

けて︑望蓮鏡奄低い一西の空に向け．て見糞が︑星が早り地図に近
い九め︑逡憾ながち撮影ば禺來なかつれ︒一方︑同じ時刻にパーク
ハースト教授ば六吋の紫外線カメラ為星に向けて︑明るい空に撮影
ヘ ヘ ヘ へ
な試みれけれご︑騰れも︑現像して見て︑全州がかぶってゐ糞︒
翌二十八日ぱ曇り︒其の翌三月﹁日ご同二日ミ爾日︑自分ほパー
ル教授ご共に︑日没後︑六吋カメラ為用みて︑撮影をし六〇肉眼で
ば明らかに其のスペク下ッな見六︵剃に異歌ば．認めなかつ六︶が︑

爲眞板に︑常つも明るい空の殆がかぶって星の像ほ現にれてるない
其の後ば︑日が経つにつれて︑日没時は盆㌣おそく︑江って此の
星の襯測は等々困難になるので︑以後︑誰も観測なつダける者ばな
かつカOそして︑誰も皆﹁別に異常に無いらしいぢやないか﹂ぜい

こごぱ言ひかれる﹂ビいふ返事なtてるられ雲Qしかろに︑登れが

ひ交し六りしてゐ六︒
新聞肚から﹁槻測の結果に如何﹂ピ聞きに測る毎に︑フロスト豪長
に︑﹁いろんな方法で︑其の星た見糞こ亡に見糞が︑こう定決定的な

こう談られ六ものか知らないが︑カナダの方へば︑﹁鯨⁝座べ星の異憂
に佛國烈士院ビ︑．来國ヤ！キース天丈塵ざで確か．められ衷ロ﹂芝い

ム．N︒アボット︵＜唄＝︸⁝帥ヨ

H4●bσげ︒耳︶こいふ英國少年で︑年齢巨十

ふ風に傳へられて行つカ〇
三月中頃になって︑天趣皇へ匡佛國達士院の報告が到着し六Qそ
れによろビ︑ギリシャで此の星を始めて見表卜いふのに︑ウィリア

ってる六こ筆塚確かめ

穴のだεいふQ

四歳︒現今︑ギリシャのアテンス市に住んでみろが︑若いながら天
賢
将が妊蓋で︑既に佛國天経鼻の部員である︒彼れは二月中頃︑鯨座
べ星の光が麗し六のな嚢噛して︑同月十四日午前†畔︑アテンスか
ら︑佛國ジユヴイシー天丈肇のフランマリオン博士へ宛てて︑
﹁鯨座べ星の光︑アルデバランより強し﹂
ミいふ電報准逡つ六〇ジユヴイシーでにケ感触・氏が︑二月十八日に
其の星なちよつ定見覗けれご雲霧のカめに充分な親測ば禺來なかつ
カ︒其の後︑二十三日に至って︑空が非常に好く晴れカので︑ケニ
馬寮ば午後六時から六時二＋五分までの問に星な観測し︑灘明の空
の明るさにもか・ばらす︑肉眼でも︑其の星が一等星の輝やき秘持

︵一九︶
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しかし︑覚︑の後︑英國側の報皆によれば︑二月二十八日蜜三月三

日ごに︑タンコク定いふ人が︑よく晴れ力空で槻測したけれご︑其
の時ほ一竿星ほこの光でほなかったεいふQ南亜ケープタツンのス
っ負︒

キエレループ氏が三月二日に槻犬ビきにば挙祐の通り．の一︑一等星であ

要すうに︑肖分の手詐に判明した事實ε︑諸所からの報告ば右の
蓮りであるQカざひ︑少年アボツ下氏の襯察が少々疑問であろにし
ても︾ジユヴそシーの專問家が魏慶して確かめ大のであるから︑全
．一月二＋七入日

以後︑英図々来國︵ヤーキース︶での齪察から推して︑何も確かな謹

く事實無限εも評し去ろこぜに出來ない︒しかし︑

擦た薗拳げる︑︑定が出來ないので㌔あるから︑謎ぜいへば謎定も曽口ヘスリ

誠に不思議の現象であるゆ
．．此の頃ば︑不思議に天丈上の謎見目いな事が多い︒要するに観察
不充分り糞めに︑正か否か︑未解決のま﹂に葬られてしまう︑︑ビが
二に正まらない・例へば
剛︾．﹁昨︵一九二︑こ年八月︑来國リク天冠豪で︑カンベル︑︑ラソ

セル等の毎々宏ろ人々が日沼後の西の空に見れ光も︑多分慧星
だっれのだらうごいふ観だけで︑誰も外に確かな観察なし索も
のが無かった六めに﹂其のま﹂永久功疑問ミして残されてしま
つ索ゆ
二︑昨年十二月︸日︑ルマニアのソウイベルミいふ人が︑琴座に
登化し六薪星ざいふのも︑外に誰も之れか見なかっ肇六めに︑
人々な迷ばぜ乗ま︑に葬られてしまつ敦O尤も之れば其の後︑
観察が誤ってゐ六定いふ意味を護表し六ので︑事の気門ばつい
六やうなもの︑〇
三︑．今︸つ︑昨年十一月末に︑中村要譜が獲見した慧星も︑世の
多くの人々．は一寸憂に思ってゐうらしい︒﹁ペライン慧星奄獲見
し表﹂定いふ意味に︑日本電報ぜしてコペンハ︑ゲンから各所
に登．ゼられ索けれざ︑其の後何所の天文墓でも之れ奄再登見し
なかったやうであろし︑申村．︼イ自男の観測位置一︐未機表のま・

にな．つてみろQ但し之れについてほ自分か二三凋其の星の位置
存撮影し実し︑今軌道の碗究申であるから︑間蛭なく︑何等か

ヘ

ヘ

ヘ

︵二〇︶

ミなるのであろ湘観測家たうものの責任も名轡もこ﹂にある︒又︑

の解決匿見爵ずだらう︑・思ふが◎
要する天交の問題沃︑農事が貸際翻測仁よつて解決ぜられるのであ
る︒☆ぜへ素人であっても︑確かに盗るものた観糞のであれげ︑其
の槻たこいふこ定が︑千萬言の理論にもまさって一大事蟹玉ス論稼

ヤーキース天丈嘉現にて︶

素人ぜいへこも學界に貢献づろ黙ばこ﹂にあろO︵一九二三︑四︑二一ニ

普く世人の知る通り︑佛蘭西ほ︑最近︑英影堂同じく︑グサンゥ

﹁ス歴弓スブー簸時間﹂

イチ畔間ル國内︸般の亭均畔ミして用みてゐ距︒︵丁度我が日本が明
石の時間か中央標準時こして用心ろやうに︒︶ミころが︑グリンヰチ
の経度ば佛國全軍から見れば西に偏してみる止め︑佛國人εしげ︑に
其の固有の太陽鉾間よゆ幾分か握れた時間な用みてゐ品わけである
︵元來︑佛國人に朝ね坊であるカら︑實際ほ触れでもよかつカのかも
知れないけれごQ︶しかるに近頃聞くざころによれば︑佛國11今回グ
リンヰチ主導より丁度三十分進んだ暗墨壷探用するに至ったオいふ
して見ろビ︑東経七度牛亡いふ維度が標準子午線亡なろわけで︑ほ
穿通領地ス下ラスプ；ル︵アシサス州の首都︶の暗問を︑國内一般が
用みろこビになつカのであろ︒ストラスブールば書聖の東端にあ︑る
市であるから︑今までぜば反謝に︑佛偶人ば全農ミして︑問有時間
よりも早い時差か持つこごになる︒しかし︑此の索め︑戦時中から
昨年まで心用してゐ糞﹁夏期時間﹂炉慶し索そうであろから︑換言す
れば一年中食通じて︑目光節約の意味で夏期時間奄用みろのである

なるだらうぜ評されてみろ︒︵一九三二年四月二十五日︑ヤーキース

書・も晶爵へろ︒之れが乳め︑山父涌一機闘開︑・殊に﹄央佛の山二流階がF小ノし不便に

︷阿二七七百へ下段へ繕⁝く0

天文璽にで︑山本一清︶

