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暑中お見舞い申し上げます 
 

平素はひとかたならぬご厚情にあずかり、心から御礼申

し上げます。 

炎暑の折、皆様方のご自愛のほどお祈り申し上げます。 

 
 

 

 

 

 
 

次世代 Windows 

「Longhorn」改め「Windows Vista」、次

世代 Windows の正式名称が発表 

 

米 Microsoft は 7 月 22 日(現地時間)、「Longhorn」

のコード名で呼ばれて

いた次世代 Windows

の正式名称を「Window

s Vista」としたことを発

表した。現在同社の W

eb サイトには Windwos 

Vista( http://www.mic

rosoft.com/windowsvis

ta/ )の専用ページが加えられているが、関連リンク

などの詳細情報はまだ用意されていないようだ。また

同社の名称決定のプレスリリースには、発表の瞬間を

記録したビデオ映像( http://www.microsoft.com/pr

esspass/press/2005/jul05/07-22LHMA.mspx )も用

意されている。 

 

新 OS の名称に採用された「Vista」は、「眺望」「展

望」などの意味を表している。前バージョンの Window

s XP の「XP」は「eXPerience(経験)」から名付けられ

たものだった。Microsoft では「Windows Vista」という

名称に「素晴らしい見通し」「明るい未来」という意味

を込めたかったものと考えられる。 

 

Windows Vista は、2006 年末発売予定の Windows

 XP の次世代バージョンにあたる製品だ。従来とは

異なる新しいアーキテクチャの採用が特徴となる。「W

inFX」と呼ばれる新しい

API 体系を導入し、統合

プレゼンテーションエン

ジン「Avalon」、通信モジ

ュールの「Indigo」、ファイ

ルシステムを司る「WinF

S」という 3 種類のコアコン

ポーネントを搭載する。 

しかし、強力なメタ検索機能を提供する予定だった

WinFSの実装は遅れており、2006年の発売に間に合

わせるため、Windows Vista の初期バージョンでは W

inFS の機能縮小版が搭載されるという。Avalon と Indi

go については、すでに Windows XP 向けの CTP 版

の公開が行われている。現在 Windows Vista は 2005

年夏でのベータ 1 の提供に向けて、テスターを募集

している段階だ。 

 

前日の 21 日(現地時間)には、過去最高益を記録

したことを発表した Microsoft。Windows Vista の名前

のごとく、2006 年以降も明るい見通しとなることを期

待したい。 

 

打ち上げ花火 

 夏の夜空を彩る打ち上げ花火。どんな仕組み

で多彩な色や形を作り出すのだろう。 
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下町育ちの理科子先生は、毎年、東京・浅草界隈

で開かれる隅田川花火大会を楽しみにしている。開

催日の 30 日が近づき、気もそぞろになってきた。「花

火を科学しましょう」と夏バテ気味のモニ太を強引に

連れ出し、近所の両国花火資料館を訪れた。 

 館内には、花火玉の原寸大模型や、打ち上げ用の

筒などが展示されている。解説係の斎藤隆一さんが

説明する。「花火玉には直径8.5センチ程度から最大

120 センチの 4 尺玉まで、10 種類以上あります」 

 隅田川花火大会で主に打ち上げられるのは、直径

14.2 センチの 5 号玉。高さ 190 ㍍まで上がり、直径 1

50 ㍍の花火になる。世界最大の花火は、新潟県小

千谷市の片貝まつりで打ち上げられる 4 尺玉で、800

㍍の高さに上がり、花火の直径も 800 ㍍。ギネスブッ

クにも掲載された。 

 日本の花火玉は、紙製の半球容器を重ね合わせた

ものだ。「中身はどんな構造なの？」。興味がわいて

きたモニ太は、断面がわかる模型をのぞいた。 

 中央に玉を割るための米粒形の割火薬、それを和

紙で囲み、周囲に丸い火薬が収められている。これ

が最も基本的な詰め方で、菊の花のように見えるの

で「菊」と呼ばれる。「打ち上げと同時に着火された導

火線の火が、上空で割火薬に達すると爆発し、その

勢いで周囲の火薬が燃えながら飛び散る。描く軌跡

が花火になるのです」 

 斎藤さんによると、花火の主役は、びっしり詰められ

た「星」と呼ばれる丸い火薬。その材料で色が、詰め

方で形が決まる。 

 斎藤さん「星は、高温で燃える可燃剤、燃焼を助け

る酸化剤、色つきの炎を出す炎色剤の 3 種類の材料

でできています。例えば炎色剤がストロンチウム化合

物なら紅、ナトリウム化合物だと黄色、バリウム化合物

ならば緑色の花火が見られるのです」 

 物質を燃やすと、含まれている元素に特有の色が

出る。「化学の授業で教えた炎色反応が、花火にも

応用されているのよ」と理科子先生。日本で多彩な色

の花火が開発されたのは明治以降で、海外から多様

な原料が入るようになってから。江戸時代の花火は

単色だったそうだ。 

 星の詰め方を工夫すると、いろいろな形の花火が

できる。割火薬と割火薬の問に星を詰めると、菊に芯

があるように見える火薬の「星」の材料や詰め万で

「芯菊」になる。「八重芯菊」は割火薬をはさみながら

星を 3 重に詰めたもの。花火玉の中に小さな花火玉

を複数入れると、小さな花が一斉に咲く「千輪菊」に

なる。 

 上昇しながら小さな花火が次々と開くタイプは、本

体の玉の外側に小さな花火玉をひもでしばりつけ、タ

イミングをずらしながら爆発させているという。 花火

が開いた後、途中でサッと色が変わるのは、一個一

個の星の外側と内側の層で、使用する炎色剤の種類

を変えてあるタイブ。外側が燃え尽き、内側が燃え始

めると色が変わる。 

 河野晴行・日本煙火芸術協会事務局長「菊を基本

とした、このような複雑な構造の花火は海外にはなく、

日本の花火技術の高さを象徴するものです。とても

丁寧に星を作り、色の変化にも気を使っているので、

世界がその品質を高く評価しています」 

 「日本の花火ってすごいワン。先生、30 日が楽しみ

だね」とモニ太。「ごめんね、当日は連れて行ってあ

げられないわ。約束があるの」。モニ太は、顔を赤ら

めながら去っていく理科子先生の後ろ姿をぼう然と見

つめていた。 

                （藤田勝）転載 読売新聞 

 

玉名と打ち上げ花火の鑑賞方法  

華麗な彩色、すばらしい空間の造形、そして音－

－夜空に花咲く花火を「ああ美しい」と無心に見るの

も花火のひとつの鑑賞法です。けれども、日本の打

ち上げ花火の場合は、花火の一つ一つに「玉名（ぎ

ょくめい）」がつけられており、花火の内容を表示して

います。プログラムのある大会では一つ一つの花火

を玉名とみくらべて、作者の意図を想像しながら鑑賞

するのも一興でしょう。 

また※花火がまん丸く（盆）※一斉に点火し（割り

口）※変化し（彩色）※一斉に消える（消え口）といっ

た一つ一つの現象をチェックして、花火の良否を判

断できれば、より一層花火見物が楽しいものになると

思います。 

そこで、まず玉の種類と仕組みからご説明します。 

[１]打ち上げ花火の玉の種類と仕組み 

打ち上げ花火は大別すると「割物」「ポカ物」に分

類でき、「曲導付」が加わります。 

◆夜花火の分類 

割物：平割物（菊、牡丹）、芯物、後の曲物、型物など

ポカ物： 小割物・・・小花物、段咲き物など  

柳物・・・色柳、照明物など  

吊物・・・月光物、連星物など  

曲導物： 昇り竜、昇り段咲など  

割物は、球状に整然とした形で威勢よく開く花火で、

玉の中央に強力な割火薬を仕込み、周囲に配した”

星”（光や色彩、煙を出す小さな球型の火薬）をとば

す仕組みです。割物には、打ち上げられると、玉の中

心から星が尾を引いて球状に広がる「菊」、尾を引か

ず最初から色の炎を出して丸く開く「牡丹」、色違い

の二重三重の同心球（円）が同時に開く「芯物」、大き

く開いたあと小さな花が更に開くなど変化を楽しむ

「後の曲」、蝶や文字などのさまざまな型を表現し、近

年研究が進んでいる「型物」などがあります。 

これに対して、「ポカ物」は、”星”を雑然と配し、玉

が上空に達した時にその名の通り、ポカッと２つに割

れて色々な細工を見せるようにしたものです。「ポカ

物」には、直接”星”などに火がついて落下する「柳

物」、パラシュートなどが入っていて、旗やちょうちん、

煙や光を吊りながら落下させる「吊物」「袋物」があり
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ます。通常は、このうちのいくつかを併用し、「柳に小

花」などという構成の花火になっています。 

さらに「割り物」や「ポカ物」で玉を打ち上げながら笛

の音をだしたり小花をいくつも咲かせるなどの変化を

付けた物を「曲導付」と言います。 

[２]玉名 

玉名とは、打ち上げ花火一発ごとにつけられた日

本の花火独特の合理的な名前のことです。この玉名

の付け方には一定の決まりがあり、玉名でどういう色、

形の花火かを示すことができます。花火の内容、花

火が開いたときの情景を玉名で正確に思い描くこと

ができるようになると、見る楽しみも倍加することでしょ

う。玉名の基本は次のとおりです。 

◆玉名表 

菊： 打ち上げられて火の花がぱっと開き、星が中心

から尾を引いていて丸く広がって行く形。また、「菊」

は尾を引いて広がって行くことから「引」ともいう。  

牡丹（満星）： 菊とは対照的に尾を引かず、最初から

色の炎を出して丸く開くもの。二種以上の星が混ざる

と「彩星」という。  

柳： 星が群れをなし、尾を引いて下にたれるもの。  

芯： 花火の一番中心の花をいい、花の中に一つの

芯があるときは芯菊または変芯菊という。  

小割： 大きな玉皮の中に小さな玉がたくさん入って

いる玉をいう。小さな菊が多数同時に開くので「百花

園」「千輪」などと呼ばれる。  

浮き模様：菊花が消えたあとに、小花の群れが現れる

もの。  

月（つき・残光）： 菊花のあとで照明が現れるものを

月という。割物の中央に燃えないように紙にくるんだ

落下傘つき照明が入れてあり、これがあとから着火し

て照明が現れる仕組み。  

露・光露（こうろ）： 消える寸前に花弁の先が露をもっ

たようにピカッと光って消える。なお、露よりもっと強烈

に光る場合、「光輝」と呼ぶ。  

八重芯（三重芯）： 芯が二重（三重）になり、芯の中

にさらにひとつ芯の花を咲かせる。  

椰子： 太い花弁を椰子（ヤシ）の葉のように開かせる

新型花火。  

冠（かむろ）： 大きく開いた星がスーッと下まで垂れ

て、地上すれすれで消える。禿（かむろ）の髪型にに

ているのでこの名がある。  

先割（さきわれ）： 花弁の先がパリパリと音を立てて散

る花火。「なでしこ」ともいう。  

型物： まん丸く咲く花でなく土星や二重丸、アトミック、

サインなど色々な形状を空に描く花火。魚、帽子、蝶

ネクタイなど、いろいろなものが創られている。  

蜂・銀笛： ビューッという音を発しながら不規則に回

転する「蜂」、ピューという笛音を発して、グルグル回

転しながら飛ぶ「銀笛」など、動きの多いもの。  

昇（曲導）： 玉が発射されてから上空で炸裂するまで

の変化を「曲導付」と言う。打ち上げられると、数個の

小さな花を次々に開きながら上昇を続けるものを、

「昇小花」と呼ぶ。太い尾を引くものを「昇竜」または

「曲付」と呼ぶ。  

◆上記の組み合わせ 

変芯変化菊： 中心に芯のある菊が広がり、その芯が

変化すると同時に、外周の星の色も変化するという玉。

錦牡丹先二化： 黄金色をした錦牡丹を広げ、先に

行くにしたがって色を二度変化させる玉。  

八重芯錦牡丹先紅光露： 親星が開くと同時にその

外側に錦牡丹が開き、花弁を紅色に変化してからピ

カッと光る。芯は二重になり芯の中にさらにひとつの

芯を咲かせる。ちょうど花弁に相当する親星と、中で

開く芯と合わせると、三重の花が一瞬に開く。  

小割小松： 先輪物の一種で、たくさんの小玉が広が

るもの。まず緑の柳が出て松島の島々の景観を示し、

さらに小さな紅光が吊られて沖合いの漁り火を示すと

いう、優雅な花火。  

[３]昼花火 

昼間打ち上げるポカ物花火には、まず音物があり

ます。お祭りや運動会の開始を告げるドーンという一

発ものは「号砲」で、三発鳴ると「三段雷」と呼びます。

続けざまに鳴るものを「万雷」といいます。また、昼花

火では、上空でポカッと破裂すると中から旗・袋物（だ

るま・人形・動物）・パラシュートなどが飛び出し空中

をふわふわ流れながら、ゆっくりと落ちてくるもの（落

下物・袋物）もあります。また、この他、赤・黄・緑・紫な

どの彩色煙がパラシュートに吊られ空中に浮く「彩煙

竜」、煙でしだれ柳を描いたような「彩煙柳」白菊、黄

菊、黒菊など大きく開く「煙菊」などがあります。 

昼花火のおもしろさは、煙のたなびき方にあり、空の

色、雲の量、風の方向、強弱といった天候に左右さ

れ、さまざまな模様をつくることです。 

[４]新しい傾向 

完全にまん丸い（球状）割物をつくることに努力し

た結果、日本の花火は一応完璧に近い精巧で華麗

な、また大きく拡がるものを作り上げました。そして現

在では真円という”整”から、新たな形態・変化を求め

る方向（”破”）に進んでいます。ヤシの木、アトミック

サインを生み、蝶やトンボ、蜂や魚が空に舞い、星が

飛び交う花火が出てきました。 

 また、色も工夫され、より明るい色を求めると共に、

紫やピンクなどの中間色を生む努力をしています。と

にかく、花火は年々明るい色になってきています。 

 ひとつのショーである花火大会の演出は単に花火

をあげるだけでは満足せず、音楽を入れ、レーザー

光線を加え更にサーチライトなどの”光”を駆使するこ

とが求められてきました。すでに欧米ではコンピュー



 2005 年 08 月 01 日 発行 第 02 号   通刊 227 号  毎月 1 日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                        Page４ 

ター操作を採用しており、日本でもコンピューター制

御演出しているところもあり新時代の要請に答える方

向に進みつつあります。 

日本の花火の特色  

日本の花火－－－大きく菊花を咲かせる割物花火

は、世界で最も精巧で華麗なものといわれており、以

下の三点が最大の特色です。 

 

１．まん丸く大きく開花する。 

２．花弁の一つ一つ（星）が変色する。 

３．同心に二重、三重の芯を重ねることができる。 

 

日本の花火の玉は球形ですがアメリカの玉は円筒形。

内に入る星も日本は球形、アメリカは円筒形です。日

本の星は飴菓子の変わり玉のように、異なった色の

火薬を重ねます。アメリカでは一つの色の火薬をプレ

スして固めますので変色しません。 

日本の花火は事項の図のように球形の容器（玉

皮）の中に星を球状に並べ、中央に割火薬（破弾薬）

をつめ、容器の外周を丈夫な紙で幾重にも貼り固め

て仕上げます。中央の火薬の威力と周囲のかたさ

（貼り）とのバランスがとれていることにより、星は四方

八方に飛散してまん丸く開発するわけです。もしも周

囲の貼りが均一でないと、まん丸く開かず、いびつな

花になります。 

 円筒形の花火は上空でパーンと割れるだけで中の

星が飛散しないため、大きく拡がりません。ですから

小寸玉では両者の派

手さは変わりませんが、

５号玉（径１５センチ）

以上は大きくなるほど、

華麗さが違います。 

 また日本人の手先

の器用さが、丈夫な薄

葉紙を利用して、二重、

三重に同心円（芯花

火）を作る技法を完成

しました。どこから見て

も真円（球）という最高

の調和美を完成した

のは、日本人の持つ”

器用さ”と”凝り性”、

更に鉄火な”花火師気質”の成果といえましょう。文字

通り多くの花火師の血と汗と知恵の結晶です。 

 

月旅行はいかが? 

Google が月面地図情報サービス「Google M

oon」を開始 

もし月への旅行が可能だったとしたら、あなたならど

のようなプランを立てるだろう。"海"と呼ばれる巨大な

クレーター観光を楽しむのか、あるいは人類初の月

面着陸跡の見学ツアーに参加するのか。月面から地

球を眺めて、故ガガーリンの「地球は青かった」という

言葉に想いを馳せるのもいいだろう。「地球(Earth)」

の次は「月(Moon)」。そんな気分を先取りして楽しめ

るサービスが Google から登場した。 

 

新サービス「Google Moon」は、衛星/航空写真によ

る地図の閲覧が可能なことで話題の「Google Maps」

をベースに、月面の写真データを加えた地図情報サ

ービスだ。Google Moon のページにアクセスすると月

面写真が表示され、過去にアポロが月面着陸した場

所が「Google Local」の形式でマークアップされる。各

マークをクリックすることで、Apollo が着陸した年月日

やそれに関わった宇宙飛行士の名前がそれぞれリス

トアップされる。もちろん、写真の拡大も可能だ。 

 

このサービス、実はアポロ 11 号が初めて 1969 年 7

月 20 日に月面着陸を果たしたことを記念したお遊び

企画。現在、Google 本家のトップページにアクセスす

ると「Apollo 11」というロゴが表示されており、そこをク

リックすると「Google Moon」へジャンプすることができ

る。Google では、記念日やイベントにあわせて定期

的にロゴの変更を行っているが、今回の Google Moo

n もその一環。Google が公開している Blog によれば、

発起人はGoogle Earthの構築を行った2人のエンジ

ニアで、「7 月 20 日に向けて"moon.google.com"を立

ち上げないか」とメモ書きされたポストイットがきっかけ

になったという。作業期間 1 週間の壮大な夢のプロジ

ェクトは、NASA からの写真提供を受けることで実現し

た。 

 

「7 月 20 日を記念するいい方法がほかに思い浮かば

なかった」と、Google Moon の説明書には書いてある。

旧ソビエト連邦と米国の軍事/科学競争からスタート

した人類月面着陸の偉業は、40 年近い年月を経て

「Google Moon」として一般人の手元へとやってきた。

Google Moon を見たユーザーが手軽に月面に足を

踏み入れるようになるのは、いつのことになるだろう

か? 

 

 

 


