
アーカイブ新聞 （2016 年 1 月 19 日 第 902 号） 

 

           国立天文台・天文情報センター・特別客員研究員 中桐正夫 

 

＊ 東京天文台分課規定（東京天文台機構改編に関する資料の最後の項）（100 周年記

念誌資料 1-25-7） 

アーカイブ新聞第 896 号（2015 年 12 月 28 日）に「東京天文台昭和 23 年度予算要求趣

意書（100 周年記念誌資料 1-25-1）」、第 897 号に「東京天文台昭和 23 年度予算要求(人員

要求)（100 周年記念誌資料 1-25-2）」、第 898 号に「東京天文台昭和 23 年度予算要求（説

明書）（100 周年記念誌資料 1-25-3）」、第 899 号に「東京天文台昭和 23 年度予算要求（研

究内容）（100 周年記念誌資料 1-25-4）」、第 900 号で「東京天文台概要（東京天文台機構改

編に関する資料：昭和 24 年 5 月）（100 周年記念誌資料 1-25-5）」第 901 号に「東京天文台

機構改編に関する説明書（100 周年記念誌資料 1-25-6）」という記事を書いてきた。 

この 902 号の「東京天文台分課規定」は第 900 号に既に掲載されているものとほぼ同じ

ものであるが、新しい事項が入っているので重複する部分も多いが記事にさせていただく。

この 902 号で「東京天文台機構改編に関する資料」のファイルについては終わりである。 

 東京天文台分課規定 

第1条 東京天文台に左の 7部を置く 

事務部 

天文時部 

子午線部 

天体捜索部 

分光部 

太陽物理部 

天文計算部 

第2条 事務部に左の４課を置く 

庶務課 

会計課 

図書及編纂課 

工務課 

第3条 庶務課においては左の事務を掌る 

一． 官印の保管に関する事項 

二． 人事に関する事項 

三． 文書の接受及発送に関する事項 

四． 構内の取締に関する事項 

五． 職員の衛生管理及共済組合に関する事項 



六． 其の他庶務に属する事項 

第4条 会計課においては左の事務を掌る 

一． 予算、決算並びに経費の各部配分に関する事項 

二． 物品の調達、出納並びに保管に関する事項 

三． 経費及諸収入、支出に関する事項 

四． 諸給与に関する事項 

五.  国有財産の管理並びに営繕に関する事項 

六． 其の他会計に関する事項 

第5条 図書及編纂課においては左の事務を掌る 

一． 図書の出納保管に関する事項 

     二． 図書編輯、刊行に関する事項 

     三． 出版物の交換に関する事項 

第6条 工務課においては左の事務を掌る 

一． 天文観測及天文測定機械類の設計、試作を製作 

 二． 機械の修理及加工 

 三． 変電圧に関する事項 

 四． 充電に関する事項 

 五． 配線及保守修理に関する事項 

 六． 給水に関する事項 

 七． その他一般電気に関する事項 

第7条 天文時部に４課を置く 

精密天文時研究課 

天文保時観測研究課 

経度研究課 

報時課 

第8条 精密天文時研究課に於ては左の研究を掌る 

一． 国際絶対時刻及び時間の精密決定とその研究 

二． 地球自転の理論の構成と観測との比較研究 

三． 時刻観測方法の研究 

四． 報時に関する研究 

第9条 天文時観測研究課においては左の研究及業務を掌る 

一． 精密時保守とその方法及理論の研究 

二． 時刻観測とその方法の研究 

三． 報時予報値及時計運行修正値の決定 

四． 測地天文学に関する研究 

五． 時辰儀の研究及その検定 



第10条 経度研究課に於ては左の研究及業務を掌る 

一． 国外、国内の報時の受信とその方法及理論の研究 

二． 経度変化の研究 

三． 国際報時修正値の決定 

四． 国際報時無線通信の伝播に関する研究 

第11条 報時課に於ては左の業務及研究を掌る 

一． 定刻の無線電信報時発信とその検討 

二． 正午有線電信、報時発信とその検討 

三． 分秒報時、発信とその検討 

四． 報時に関する技術的研究 

五． 台内の連続報時の実施とその検討 

第12条 子午線部に左の二課を置く 

恒星位置研究課 

月惑星位置研究課 

第13条 恒星位置研究課においては左の研究を掌る 

一． 子午線観測による恒星位置の精密決定とその方法の研究 

二． 固有運動天文常数の研究 

三． 星表の編纂 

四． 標準恒星系の研究 

五． 星流説、銀河構造、銀河回転の研究 

第14条 月惑星位置研究課においては左の研究を掌る 

一． 月惑星の運動の精密観測とその方法の研究 

二． 三体問題の特殊の場合としての月の運動、月の物理学的秤動、同期軌道

論、月の運動に対する形状の影響及惑星の作用の研究 

三． 惑星の摂動論 

四． 月惑星の運行表の編成 

五． 相対性理論による惑星運動の補正 

第15条 天体捜索部に左の三課を置く 

小惑星彗星流星掩蔽研究課 

変光星、新星、夜光研究課 

視差重星研究課 

第16条 小惑星彗星流星掩蔽研究課においては左の研究を掌る 

一． 小惑星彗星、流星衛星等の写真及直視観測とその方法の研究 

二． 小惑星摂動の理論的研究 

三． 特殊小惑星の運動の天体力学的研究 

四． 彗星の摂動の理論及計算的研究 



五． 衛星運動の理論的研究 

六． 小惑星及彗星の光度変化物理学的状態、その本質 尾の光化学的分光学

的研究 

七． 流星の研究 

八． 星の掩蔽に関する研究 

第17条 変光星新星夜光研究課においては左の研究を掌る 

一． 流星、黄道光等の太陽系微小天体及夜光の物理学的、力学的研究とその

地球上に及ぼす影響の研究 

二． 各型の変光星の光度観測と光度曲線の決定とその方法の研究 

三． 変光機構の研究 

四． 脈動星の理論「ウオルフライエ」星の研究 

五． 回転流体平衡形状論の研究 

第18条 視差重星研究課においては左の研究を掌る 

一． 恒星視差の観測決定とその方法の研究 

二． 重星の実視及分光観測とその方法の研究 

三． 重星の視差決定とその方法の研究 

四． 恒星系の構造の研究 

五． 重星の天体力学的天体物理学的研究 

第19条 分光部に左の四課を置く 

天体大気構造研究課 

恒星分光測光研究課 

太陽分光測光研究課 

天文測光研究課 

第20条 天体大気構造研究課に於いては左の研究を掌る 

一． 天体大気構造機構に関する理論的研究 

二． 連続スペクトル、吸収スペクトル、輝線スペクトルの研究 

三． 変光星及新星の機構に関する研究 

四． 反射星雲、惑星状星雲、星間物質の研究 

五． 各種スペクトルの強度に及ぼす物理学的状態の影響の実験的並びに理論

的研究 

第21条 恒星分光測光研究課に於いては左の研究を掌る 

一． 各種の恒星スペクトル及その発光又は吸収物質とその状態に関する研究 

二． 各種恒星スペクトルの強度とその分布の量子力学的研究 

三． 恒星スペクトルの写真分光測光及その方法と理論との研究 

四． 恒星スペクトルの光電管分光測光及その方法との理論の研究 

五． 恒星にある原子、イオン、分子の量子力学的遷移確率の研究 



第22条 太陽分光測光研究課に於いては左の研究を掌る 

一． 太陽分光測光及その方法と理論の研究 

二． 太陽スペクトルに於けるその発光及び吸収物質とその状態に関する研究 

三． 太陽面諸現象のスペクトル及びその物理学的状態に関する研究 

四． 太陽にある原子イオン分子の量子力学的遷移確率の研究 

五． 太陽大気構造とその諸現象の理論的研究 

第23条 天文測光研究課に於いては左の研究を掌る 

一． 天体の一般測光とそのに（筆者注：「に」は不要）関する原理方法及びそ

の理論の研究 

二． 天体の写真測光に関する方法とその理論的研究 

三． 天体測光に及ぼす諸補正に関する実験とその理論の研究 

四． 天体の光度の漏光的並に偏光的測定に関する方法とその理論の研究 

五． 各種天体の反射状態、表面光度分布とその波長域毎の分布に関する研究 

第24条 太陽物理部に左の四課を置く 

太陽面現象研究課 

彩層コロナ研究課 

太陽電波研究課 

食 研究課 

第25条 太陽面現象研究課においては左の研究を掌る 

一． 太陽面の黒点、白斑、羊毛斑、爆発、紅焔、暗縧等の分布及びその消長

の観測及予報に関する研究 

二． 太陽面諸異常現象の理論的研究 

三． 太陽自転の速度に関する研究 

四． 黒点の流体力学的熱力学的、分光学的研究 

五． 太陽面異常現象等による太陽活動の諸統計学的研究 

六． 太陽面諸現象の電離層、無線通信、電波、伝播、及び気象等地球上諸現

象との相関とその理論的釈明の研究 

第26条 彩層コロナ研究課においては左の研究を掌る 

一． 太陽コロナとその変化の観測及理論的研究 

二． 太陽彩層とその変化観測及理論的研究 

三． 太陽及彩層及びその変化の観測及び理論的研究 

四． 太陽磁場、太陽電場の観測とその理論的研究 

五． 彩層及びコロナの電離層、無線通信、電波伝播及地磁気、気象等地球上

諸現象に及ぼす影響の研究 

第27条 太陽電波研究課においては左の研究を掌る 

一． 太陽よりの超短波の観測的研究 



二． 太陽よりの超短波の成因及びその影響の理論的天球 

三． 太陽よりの微粒子の成因及運動との地球上諸現象に及ぼす影響の研究 

四． 宇宙電波に関する予備的研究 

第28条 食研究課においては左の研究を掌る 

一． 日食時に於ける太陽大気及その外層の研究 

二． 日食時に於けるコロナとその分光観測の方法と理論との研究 

三． 微粒子日食の研究 

四． 日食にもとづく月の運動の研究 

五． 食観測精度の検討と精度向上のための方法の研究 

第29条 天文計算部に左の三課を置く 

天体位置推算課 

暦計算課 

軌道研究課 

第30条 天体位置推算課においては左の研究を掌る 

一． 九惑星衛星の位置推算とその方法の研究 

二． 日、月食、掩蔽現象の計算とその方法の研究 

三． 観測結果の整約計算とその方法の研究 

四． 時刻星の視位（筆者注：この後に置が入るのでは）計算とその方法の研

究 

五． 推算表の改良並びにそれに関する力学的研究 

第31条 暦計算課においては左の業務及研究を掌る 

一． 暦の計算と計算方法の研究 

二． 暦法の時法研究 

三． 暦法の基礎になる天体運行の研究 

四． 暦の編纂 

第32条 軌道研究課においては左の研究を掌る 

一． 小惑星の軌道の計算とその方法の研究 

二． 軌道論の研究 

三． 特別摂動論の研究 

四． 一般摂動論の研究 

 

アーカイブ新聞第 900 号の「東京天文台分課規定」と大きく変わっているところは、 

（１） 太陽物理部の彩層研究課とコロナ研究課の二つが、「彩層コロナ研究課」とまと

められたこと、そして「太陽電波研究課」が加えられたことであり、第 27 条に

太陽電波研究課に 4 つの研究が上げられ、その「4」として「宇宙電波に関する

予備的研究」が上げられたこと、 



（２） 天文計算部の天体位置推算研究課、暦計算研究課から「研究」の文字が消えたこ

と。 

 の 2 点である。この規定を書き始めたときには、全く同じもののように思われたが、

かなり変わっているところもあり、どちらが新しいものか疑問に思っていたが、太陽電

波研究課が加えられたことから、この号の分課規定が新しいものであることがわかる。 

 

 この後に、東京天文台機構図があり、この「東京天文台機構改編に関する資料」はこ

れですべてである。 

      

庶務課

会計課
事務部

図書　編纂

工務

精密天文時

天文保時観測
天文時部

経度

報時

恒星位置
子午線部

月惑星位置

小惑星彗星流星掩蔽

　台　長 天体捜索部 変光星夜光

視差重星

天体大気構造

恒星分光測光
分光部

太陽分光測光

天文測光

太陽面現象

彩層コロナ
太陽物理部

太陽電波

食

天体位置推算

天文計算部 暦　計算

軌道研究  



 第 5 代台長萩原雄祐が自ら筆を執ったと思われる趣意書、説明書は迫力に満ちた切々

たる訴えであり、筆者は大きな感銘を受けた。 

 

これらアーカイブ新聞の記事にお気づきのことがあれば、編集者中桐にご連絡いただけ

れば幸いです。中桐のメールアドレスは、arcnaoj@pub.mtk.nao.ac.jp 

 


