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あとがき

天文観測は⽛月に始まり，月に終わる⽜と
いわれる。月は最も身近な天体であると同時
に，最も奥深い天体でもあるのだ。楕円軌道
や潮汐力など，天文に関するさまざまな現象
が月に集約されているといっても過言ではな
い。さらに月の影響は，生体のバイオリズム
から暦（旧暦）といった慣習にまで幅広くみ
られる。⽛月はみているときにしか存在しな
いのか⽜と問うて，量子力学の解釈を批判し
たのはアインシュタインであった。
月の満ち欠けの周期（朔望月）は，平均で
約 29.530589日であるが，実際には約 29.3日
から 29.8日の間を 1年ほどかけて変動する。
しかも月の楕円軌道の向きが回転するため，
朔望月の変動の幅は約 9 年周期で半分以下
にまで変わっていく。新月が月齢ゼロと決め
られているが，こうした月の複雑な運動のた
め，満月（月と太陽の黄道上の角度が 180� と
なるとき）は月齢 15日とは限らない。自分
の腕時計に付いていたムーンフェイズ（月相）
がなかなか実際と合わないので調べてみたと
ころ，そうした理由があったのだった。
一般的なムーンフェイズ用の歯車（ムーン
ディスクや遮蔽板）には，歯が 59 あって，
29.5 日で半周するようになっている。そう
すると，1回の朔望月で約 44分，つまり約 3

年で 1日のずれが生じることになるから，高

精度の腕時計には似つかわしくない。妥協を
許さぬ職人たちは，歯をさらに細かく切って，
中間の歯車を増やすという試みに果敢に挑ん
できた。手元にある腕時計の説明書には，
100年で 1日の誤差しか生じないとある。だ
が，人間の探求心はとどまることを知らない。
例えば H. モーザーによる⽛エンデバー・ムー
ン⽜では，1日分の誤差が生じるまでの期間
が千年を超えるそうだ。時計の使い始めに
は，添付の早見表をみながら，直近の月齢を
分単位で設定するという。しかもその機構に
は一切の電子部品がなく，手巻きの腕時計と
して実現したところに芸術的な価値があると
言えよう。ちなみに，誤差の期間を 3,887年
まで伸ばしたジャガー・ルクルトの時計は，
476 個の部品から成る（価格は 22.5 万ユー
ロ）。想像しただけでも頭の周りを星が回り
そうだ。
さて，今月号の特集は⽛ブロードマン領野
の現在地⽜である。百年も前に脳の構造と機
能を結びつけて⽛脳の地図⽜を描いたのは，
大いなる卓見であった。今後どれほど脳の地
図の細分化が進もうとも，脳科学の基本は変
わらないだろう。⽛ブロードマンに始まり，
ブロードマンに終わる⽜のだ。

（酒井邦嘉）
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