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編集部便り 

 毎年、今年の夏は異常、と言っている気がします
が、今年こそは本当に異常でした！編集は お暑い
のはお好き じゃありません、断じて！昔から夏は
活動性ががっくり落ちます。だと言うのに真夜中に
なっても30℃を切らない庭に出て星空の撮影なん
て、暑くてやってられるかぁ！です。ん～～、その
割には結構今年は撮っていますね(^^ゞ 
 ですが、みなさんの活動には遠く及びません。
ページ数を見ていただけばわかりますが、ものすご
い量・質の画像・観望会の報告です。その上フェイ
スブックには報告に上がってこない画像がまだ山ほ
ど埋もれていますからね。みなさんどうやってこの、
蚊でさえグロッキーで動けない暑さを乗り切るので
しょう？？天体を観測するより、協会メンバーを観
測してその理由を探りたいです。何で観測するの
か？って？それは冷えた缶で・・・あ、みなさんの
元気の源はそれですか？ちなみに編集はかぼすサ
ワーです（笑） 
 

編集：2018年09/06 
収載画像 インフォメーション（NO.4527）から 
     インフォメーション（NO.4629）まで 
      

表紙コメント 
自宅庭で撮影していますが、夜間の気温が高く、運動しなくても汗だくになって、蚊に襲われながら
やってます。リモートコントロールで撮影出来るといいですね。火星大気のダストが少なくなったの
か、8月末から表面がクッキリ見えるようになってきました。あとは気流ですね。良い写真が撮れる
かは、いかに良好な気流に出会えるかで決まります。                 渕 辰夫 

アストロインフォメイション Vol.101 (Sep 2018) 

大分天文協会事務局 
   〒870-0924大分市牧3-13-30 
   TEL：097-556-9565 ＦＡＸ：097-556-5067 
   お急ぎの時は090-1923-7889 24時間 ＯＫ 
          wae@fat.coara.or.jp 
大分天文協会ホームページ 
          http://astro-oita.org/ 
 

 みなさんの観測はどれも素晴らしいのですが、目
を引かれたのが渕さんの継続観測です。編集の座右
の銘が「継続は力なり」なものですから特に。 
 ギャラリーに配置していった渕さんの画像を見る
と、どうも火星の地形をぐるっと一周見ているので
はないか？と思えてきたので、編集が勝手に組み写
真にして表紙にさせていただこうと思いました。渕
さん、ご快諾ありがとうございました。 
 
 夏は暑くて身も心も溶けて動けない編集は、涼し
くなり始めた9月から、魔のシーズンが始まります。
学会・講演会のシーズンなのです。今もすでに講演
作成途中なのですが、並行して会誌編集をやってみ
てもさほど時間はかかりませんでした。慣れってす
ごいですね。学会シーズンが終わったころ、冷却赤
缶の撮影も慣れると・・・なんて言えるように・・
なったらいいなぁ。 
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9月ペルセウス座ε群 
極大(2時) 

22：02月と火星 
の接近(1°57′) 

3：28水星とスピカ 
の接近(2°15′) 

中秋の名月 

21:43 
金星が最大光度 

-4.6頭 

月と水星の接近 
7:16 0°56′ 

14：37天王星が衝 
(5.7等) 

金星とスピカの接近 
17:55 1°26′ 

ジャコビニ・チンナー彗星 近日点 

13:32 海王星が衝 水星とレグルスの接近 
7:46 1°03′ 

23：57オリオン座χ4.4頭 
接食 

☄ 

９時 
りゅう座流星群極大 
☄ 

9月 1日・・・ぎょしゃ座流星群 
9月11日・・・エリダヌス座ν流星群 
9月12日・・・おひつじ座・さんかく座流星群 
9月13（8）日・・・9月ペルセウス座ε流星群 
9月20日・・・うお座流星群 
9月20日・・・みずがめ座κ流星群 
9月24日・・・しし座κ昼間流星群 
9月29日・・・ろくぶんぎ座昼間流星群 

10月 2日・・・10月やぎ座流星群 
10月 6日・・・10月きりん座流星群 
10月 8日・・・10月おひつじ座流星群 
10月10日・・・ぎょしゃ座δ流星群 
10月15日・・・10月おおぐま座流星群 
10月17（8）日・・・りゅう座（ジャコビニ）流星群（おすすめ） 
10月19（18）日・・・ふたご座ε流星群 
10月22（21）日・・・オリオン座流星群（おすすめ） 
10月22日・・・こじし座流星群 
10月24日・・・りゅう座ξ流星群 
10月28日・・・おおぐま座λ流星群 
  

２時 
オリオン座流星群極大 
☄ 



-01- 

☆☆ 大分天文協会2018年09月例会開催されました ☆☆ 
 2018年度09月の月例会が無事開催されました。参加いただいた皆
さん、お疲れ様でした！ 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
日時：09月05日（第一水曜日） 19時より 
場所：コンパルホール地下１階団体活動室 
参加者（17名）順不同です： 
 川端・村上・武石・吉野夫妻・阿部・足立・井餘田・津田・渕・ 
 梶原・西山・多田・丸野・古長・山本夫妻  

                    主な内容 
（1）8月の活動報告  
8月01日 (水)  星空例会  ＜コンパル団活＞  
       (例会の途中に屋上で火星観測)  
       ・・・15名参加出盛大に開催！！お疲れ様 
8月04日 (土) まちなか火星観望会 ＜いこいの道？＞（中止） 
8月04日 (土) 香りの森で有志観測会 
     ・・・3名参加、吉野夫婦・津田 
8月04日 (土) 久住南登山口付近で観望会 
     ・・・7名参加、山本夫婦担当 
8月06日 (月) 大分市牧三丁目 夏の惑星観望会 
     ・・・7名参加、山本夫婦担当 
8月06日 (月) 香りの森で有志観測会 
     ・・・4名参加、吉野夫婦・阿部・山本 
8月11日 (土) ～8月13日 (月) 清和高原スターフェスタ 
    参加者 
    8/11：川端 
    8/12（10名）：川端・山本・梶原・吉野夫婦・ 
           渡並・太田親子・阿部・足立 
    8/13：川端 
     ・・・無事開催されました、お疲れ様でした！ 
  
8月11日 (土) 第三回・四季の星空観測 野津原中部小学校 
     ・・・担当：丸野さん・応援：奈須さん 
        途中で雨が降ってきましたが開催されました 
        お疲れ様でした。 
8月12日 (日) ペルセ流星群(月例観測会＜香りの森駐車場＞ 
        奈須さんが駆けつけました、 
        高専天文部も参加されたようです。 
8月18日 (土) 「久住高原星空の巡り」くじゅう花公園にて(予定) 
8月18日 (土) 日田市民天体観望会 
     ・・・市民多数参加、梶原さんが参加しました 
8月19日 (日)飯塚市天体観望会（飯塚市近郊の星仲間開催） 
     ・・・約300人参加、梶原さんが応援に行かれました。 
8月19日 (日)  旧・宮砥小学校にて観望会 
     ・・・約30人参加無事開催されました、お疲れ様でした。 
       担当：丸野さん 
8月25日 (土) 「2018 08 25 ひじ科学あそびの会・星の観望会」 
     ・・・約41人参加無事開催されました、お疲れ様でした。 
       担当：山本夫婦 

 
  
（2）9月以降の活動計画 
◆印は、応援募集中です！！！！ 
【09月】 
  
★9月1日（土）～30日（日）船田 工・海星館初代館長回顧展 
       関崎海星館 展望室他 
9月03日 (月) 日田市咸宜公民館「天体の話と星空観察会」 
     ・・・担当：山本Ｆ 
9月05日 (水)  例会 ＜コンパル団活＞  
     ・・・17名参加、大いに楽しめました！ 
9月15日 (土) 「久住高原星空の巡り」くじゅう花公園にて(予定) 
9月08日 (土)  月例観測会(月齢27.7)    香りの森駐車場（予定） 
◆9月22日 (土) 第四回・四季の星空観測 野津原中部小学校 
     ・・・担当：丸野さん・応援募集中 
  
  
【10月】 
  
10月03日 (水)  例会 ＜コンパル団活＞  
10月06日 (土)  月例観測会(月齢26.4)    香りの森駐車場（予定） 
◆10月14日(日)「青少年のための科学の祭典大分大会2018」 
        津久見市民会館 
        担当：山本・冨成・丸野・太田 
           その他応援大募集中！ 
10月20日 (土) 「久住高原星空の巡り」くじゅう花公園にて(予定) 
10月27日 (土) 28日（日）全国天文愛好者交流会 
        香川大学教育学部 
 
（3）秋の観測計画相談 
  
9月22日 (土) 第四回・四季の星空観測と 
10月14日(日)「青少年のための科学の祭典大分大会2018」 
の参加応援を皆さんにお願いいたしました。是非ご協力お願いします。 
 



2018.08/01例会 
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（10）講和「県立図書館過去新聞記事紹介」：津田さん 
 津田さんから、大分県立図書館過去新聞記事紹介が有りました、あ
りがとうございます。気象などについても図書館に通い詰めて調べる
勉強家の津田さん。8月例会で、丸野さんから発表の有った「小鹿山隕
石落下目撃」の過去の新聞記事を探し出してこられました。大分合同
新聞1956年6月6日の記事でした。 
 また、同新聞1957年10月5日記事の「ソ連（懐かしい！）人工衛
星発射に成功」と言う、スプートニク1号打ち上げの記事も当時の衝撃
記事ですね！ 

（5）豪州「星の旅」報告：多田さん 
 多田さんが、星屋憧れの地：オーストラリアへの星空満喫ツアーに
参加されたそうで、その楽しい（羨ましい）旅行のお話と、団長の撮
影された素晴らしい天体写真を紹介してくれました！！！！良かった
ですね！！！！香りの森などの星空も綺麗ですが、彼の地の星空は大
気の汚染が少ない事、光害も無い事、湿度も少ない事などの好条件で、
抜群に綺麗だそうです。いいですね、オーストラリア！！！！そう言
えば、近々どなたかも行かれるとか？？？いいな！！！！ 

（7）会誌「NEWアストロインフォメーション」発行報告 
 8月は、NEWアストロインフォメーション№100号を発行いたしま
した。8/2発行の100号は24ページ2.3MBと充実した内容で、おか
げで、ますます見ごたえある会誌となりました。観測投稿した会員の
皆さんと藤吉編集長に感謝です。 
 また、8月には№100号のほかに03月以前のバックナンバー版も発
行されました。大分天文協会の情報の多くはIＴ版ミニインフォメー
ションで配信されてますが、そのメールを会誌としてまとめていただ
けることは本当に貴重な財産になりますからありがたいです！！！ 
(詳細は36ページを参照してください) 

（13）「今月のオークション」コーナー 
    「南限ギリギリ天体観測＆天文気象講座」 
    「機材・お宝紹介」コーナー 
    「画像処理セミナー」 
     ・・・今月はお休みでした。 

（8）海星館で写真展 
 天文協会会員で、海星館職員の西山さんから「船田 工・海星館初代
館長回顧展」についてのご紹介・ご案内が有りました。 
 天文協会初代会長の船田先生のご功績・思い出の回顧展を企画して
くれた海星館の皆さんに感謝です！9月いっぱい開催ですので、皆さん
是非ご覧ください。 
 また、回顧展は今回だけの単発でなく、今後色々な形で開催してい
く計画だそうです。そうですね・・・船田先生の思い出を全部展示し
ようと思うとそれこそ科学館一つが必要になりますからね・(笑)その継
続企画の一つとして、天文協会会員撮影の写真も一緒に展示する事も
考えているので、協力してほしいそうです。期日は未定ですが、年末
位かな？と言う事ですので皆さん是非ご準備お願いします。 

（4）会報などの紹介 
今月も多くの団体から立派な活動の会誌などを 
 頂きましたのでみんなで楽しく閲覧させていただきました。 
  
 ・星屑 ＮＯ．522 熊本県民天文台 

 ・天界 2018年4月（第1115号）東亜天文学会 

 ・天界 2018年5月（第1116号）      
 ・天界 2018年6月（第1117号） 
 ・天界 2018年7月（第1118号） 
 ・天界 2018年8月（第1119号） 
   梶原さん素敵な写真が表紙に採用！ 
   おめでとうございます。 
 ・天界 2018年9月（第1120号） 

（6）故・桑野善之氏愛用の「ウラノメトリア星図」 
 大分天文協会会員でした、故・桑野善之氏は、新星発見でもとても
有名な方でした。その捜索の努力は凄いものでした。その桑野氏が愛
用されていた「ウラノメトリア星図」を梶原氏が引き継がれていまし
たが、どなたか活用されませんか？と、ご持参いただきました。 
 星図としてより、桑野氏の貴重な資料としての価値の方が有ります
から、多田さんが「望遠鏡博物館」に展示できないか打診していただ
く事となりました。よろしくお願いいたします。大分に科学館が有れ
ば県外流失しなくても良かったですが、少し寂しいですね。 

（9）熊本天体写真展報告とプリントについて 
 川端副会長から、清和高原天文台スターフェスタ応援のお礼と、熊
本の星を見る会が喫茶店で開催していた天体写真展の報告が有りまし
た。川端さんこそ、大変な中、3日連続の応援ご苦労様でした。また、
天体写真撮ったら是非「プリントしてください！」とのお話がありま
した。 デジカメの時代になり、画像処理などモニターで天体画像を 
見ることが多いですが、フィルムのようにプリントすると気がつくこ
とも多くあるので、ぜひ！！！！！そうですね…最近はプリントする
事も少なくなりましたし確かに額に入った写真は一味も二味も違いま
すね！海星館での写真展の件も有りますし、皆さん是非プリントしま
しょう！！！！ 
 

（11）お土産・プレゼントそのⅠ 
 庄内在住の古長さんから、古長農園の美味しい梨を大量に差しれし
ていただきました。ありがとうございます！！！昨年も頂きましたね、
毎年すみません。今年は天候に恵まれ日差しが多く昨年よりさらに甘
く美味しかったです。その大きな庄内梨…じっと見ていると色形が
「火星」に見えてくるような（笑）火星大接近で盛り上がる「星屋」
の病気ですね！！！！ 
※星屋の病気とは・・・ 
 塩ビパイプなど丸い筒を見るとすぐに望遠鏡を連想していしまうと
いう病気。一度かかると、望遠鏡を購入するまで悪化を続け、それ以
外の対処なしの予後の悪い病。近年は、パイプから缶詰に変種してい
るとの報告も有り、IAUからも注意勧告が有るとかないとか？ 

（12）お土産・プレゼントそのⅡ 
 四国高松からしょっちゅう襲撃してくる元気な多田さんが、今月の
例会にもまたまた来られました！！！！（凄い出席率・(笑)元気ですね、
ありがとう！）多くのお話と笑顔と、今回も面白いお土産を頂きまし
た。多田さん曰く・・・「中には、小惑星リュウグウに似たものも有
りますよ、小惑星のように固いから、すぐに噛んだりしないでね！」
と言う、「熊岡の菓子」と書いてる固焼きパン？形は色々、中には確
かに小惑星の様な凸凹も？口に入れると・・・本当に硬い！！！！！
こりゃ・・何人か歯が欠けそうですね・(笑)多田さんいつもありがと
う！！！    
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故・船田工（ふなだたくみ）名誉会長 回顧展 

多大な功績は単発の回顧展では収まり切らないので今後複数回にわたり開催し
ていただけるようです。素晴らしい事ですね、関係者・海星館の皆さんに感謝
です。 
天文協会での活動の写真も展示していただけるそうですので、船田先生にまた
お会いしたい方・・・是非、海星館へ！！！！  
                             事務局 

大分天文協会名誉会長でした故・船田工（ふなだたくみ）先生の、関崎海星館
初代館長としての回顧展が開催されます。 
  
大分天文協会の初代会長として、県内外・海外の多くの方々に星空の美しさ、
天文の楽しさを「天文楽」として伝えてこられた功績を回顧展として開催して
いただけるようで素晴らしい事です。今回は緊急の企画のようで８月末に海星
館から協力の依頼が来まして、企画の説明と協力依頼に船田家に同行させてい
ただき快諾いただきました。 
 

＜船田 工初代館長回顧展＞ 
  
http://www.kaiseikan.jp/event2018fall.pdf 
  
開催期間：平成30年9月1日（土）～30日（日） 
開催場所：大分市佐賀関 関崎海星館 展望室他 
  
私たちに天体の面白さを伝え続けてくださった船田工初代館長の愛用の品や 
写真、功績などを紹介します。 
  
平成28年10月にご逝去された、関崎海星館 初代館長 故船田工氏を偲び、 
これまでの功績や活躍、多くの方々に慕われたお人柄、そして何よりも、 
私たちに天体の面白さを伝え続けてくださった船田工初代館長の愛用の品や 
写真、功績などを紹介します 
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内那さん277個目のSOHO新彗星発見 

私(内那)は、太陽観測衛SOHOに搭載されているコロナグラフ
LASCO-C2画像の、2018/8/9、06h12m～06h48mの4枚の
画像から、Meyer(メイヤー)群の彗星を発見しました。06h12mの
画像上の彗星のピクセル座標は、X=973、Y=194、(1024X1024、
Upper Left)です。微かな光芒の小さな彗星だったため、他のハン
ターに見落とされていたようです。SOHO彗星は今年20個目、通算
では277個目の彗星となりました。(ほかに２個のSTEREO彗星の発
見があります) 
I discovered a Meyer group comet in LASCO-C2 images of 
Aug/9/2018. 内那 政憲 

大分天文協会会員の内那さんが277個目のSOHO新彗星を発見しました！！！ 
7/24の276個目に引き続き8/9に277個目！！！の発見、 
本当におめでとうございます！そして、お疲れ様です！ 事務局 

内那さん278個目のSOHO新彗星発見 
大分天文協会会員の内那さんが278個目のSOHO新彗星を発見しました！！！ 
8/9の277個目に引き続き、6/27の発見が本日278個目として確定されたそうです！！！ 
本当におめでとうございます！そして、お疲れ様です！ 事務局 

私(内那)は、太陽観測衛SOHOに搭載されているコロナグラフ、
LASCO-C2画像の、2018/6/27、08h12m～08h36mの3枚の
画像から、Kreutz(クロイツ)群の彗星を発見しました。08h12mの
画像上の彗星のピクセル座標は、X=970、Y=957、(1024X1024、
Upper Left)です。6月27日に通報していましたが、アメリカ海軍研
究所のKarl Battamsの、今日の確定発表にSOHO-3566として掲
載されました。SOHO彗星は今年21個目、通算では278個目の彗星
となりました。(ほかに２個のSTEREO彗星の発見があります) 
I discovered a Kreutz group comet in LASCO-C2 images of 
Jun/27/2018. 

内那 政憲 

私(内那)は、太陽観測衛SOHOに搭載されているコロナグラフ、
LASCO-C3画像の、2018/8/24、18h42m～19h30mの5枚の
画像から、Kreutz(クロイツ)群の彗星を発見しました。18h42mの
画像上の彗星のピクセル座標は、X=699、Y=659、(1024X1024、
Upper Left)です。小さな彗星で、見落としていたかも知れないほど
の微かな光芒の彗星でした。矢印の先に星がありますが、その星では
なく、そのすぐ右の微かな光芒の光点が彗星です。今年22個目、通
算では279個目の彗星となりました。(ほかに２個のSTEREO彗星の
発見があります) 
I discovered a Kreutz group comet in LASCO-C3 images of 
Aug/24/2018. 内那 政憲 

大分天文協会会員の内那さんが279個目のSOHO新彗星を発見しました！！！ 
8/9の277個目の発見、6/27の278個目の確定、に引き続き8/24に279個目！！！の発見、 
本当におめでとうございます！そして、お疲れ様です！ 事務局 

内那さん279個目のSOHO新彗星発見 



20180802 香りの森夕涼み臨時観望会と固定撮影画像の処理 
 山本さんから8/02夜の臨時観望会の報告が届きました。星に興
味を持って以降、ほとんど一人で星を見てきた編集にとっては、同
じことを考える仲間がいる、ということがどれほど楽しいか、よく
わかります。それにしても、暗闇の中、「サザンクロス号」とすれ
違ったことに気がついて引き返す、なんて、大分天文協会の仲の良
さは特筆に値しますね。 
 特筆に値する、と言えば、その時の固定撮影の画像処理技術(編集
部的にはそのレンズの性能のよさにも言及したいところ)。どういう
処理をするかの報告と併せて、観望会報告にまとめてみました。 
                          編集部 

夕方になっても暑い大分市、エアコンを躊躇なく使ってくださいと叫
ぶラジオ、省エネ節電はどうなったんだろうか？と、ふと疑問、でも
我慢できない・・・ 
 ようやく仕事が一区切りついた自分にご褒美を・・・何が欲しい？ 
お酒？焼き鳥？・・・・やっぱしこれですね、欲しいのは！という訳
で、エアコンを使う時間を減らすため・(笑)大分市内より5度は低い
香りの森に夕涼みに行くことにしました、星見が一番のご褒美です。 
 今夜は、月の出が22時過ぎですから、月明りの無い時間は1時間
余りしか有りません。そう考えるとおそらく誰もいないだろう、と
思っていましたが、香りの森に着いてドブソニアンをおろしていたら 
少し遅れて見慣れた車が入ってきました。あは！！！同類が居まし
た！！！！同じ様に夕涼みを兼ねて星見に来た吉野夫婦です！・(笑)
という訳で、吉野家・山本家合同の夕涼臨時観望会開催となりまし
た！香りの森は晴れているものの、ガスがたなびき、時には雲のよう
に星空を覆い隠す天候でした。そんな天気ですから、機材は軽装備。
吉野さんは、リエちゃん（ポラリエ）に広角レンズのカメラで星の写
真を。山本は、ドブちゃん（ドブソニアン望遠鏡）で惑星の観望です。 
 今夜は観望に徹するつもりでしたので、夕涼みの4名で木星・土
星・火星の三惑星を低倍率（50倍）から高倍率（150倍）そして少
し無理して超高倍率（500倍）で満足するまで堪能いたしました。
木星も凄かったですが、土星もカッシーニの空隙もとっても良く見え
ました。また、砂嵐に覆われて模様がなかなか見えない火星もうっす
らと模様が見えてとても嬉しかったです。肉眼で見る惑星はやっぱし
良いですね！！！！ 
 惑星観望中には、色々なおしゃべり！！！！機材や観測地、健康の
事から物欲迄・・話は尽きません。その間に、結構大きな流星が流れ
ました、いくつかはぺルセ群ではないかと思われるそうです（流星課
課長・談）固定撮影も並行してやりましたが、途中霧に覆われたりし
ました。 
 楽しい時間はあっという間・・・22時を過ぎると東の空が明るく
なってきました、月の出の時刻です。月明りで天の川が霞んでくると
同時に、霧は晴れてきましたが、天の川の撮影には時間切れでした。 
 個々と良い風の吹いて霧のミストに包まれた香りの森の気温は23
度、帰宅したら28度・・・・香りの森に住みたいくらいです！ 
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 8/2の夕涼み観望会で惑星観望を楽しんでいる間に、三脚にカメラ
を乗っけて、ほったらかし固定撮影をしていました。その画像を使っ
て遊んでみました。お気楽な星空観察です！・(笑) 
 
 天の川を綺麗に写すとき、赤道儀やポタ赤にカメラを載せて長時間
露出を行いますが、それらの機械が無くてもカメラと三脚だけで、い
わゆる固定撮影した画像でも楽しむ方法が有りますよ！ 
  
①元画像 
  カメラを三脚に乗っけて、星がずれない 
  20秒ほどの露出の1枚画像です。 

山本 幸司 20180803配信 No4528 

山本 幸司 固定撮影でも色々楽しめますよ！ 

20180803配信 No4531 

②ＤＳＳでスタック 
  DeepSkyStackerと言うスタック（合成）するフリーソフトで 
  20秒露出の元画像を20枚を合成してみました。露出時間が20 
  倍になるわけではありませんが、20枚も合成すると画像の品質 
  が良くなるので、画像処理で天の川の細部をあぶり出すような 
  強調処理を行ってもＯＫです。天の川が濃く見えるようになりま 
  した！画面の左は昇ってきた月明り、右は少し前まで観測地を 
  覆っていた霧の塊の雲で明るくかぶってます。 
  

③Ｓｔｅｌｌａｉｍａｇｅで比較明合成 
  20秒露出の元画像・20枚を比較明合成してみました。 
  日周運動で星が線を引いて見えます。 

 このように三脚の乗っけてパチリと撮った固定撮影の画像をも色々
楽しめますよ！赤道儀なない時でも、例えば、登山で山頂で星が見え
る時など、固定撮影画像を連続数十枚撮っておけば平地では見えない 
撮れない綺麗な星空が撮れますよ！ 
参考までに、元画像の撮影データは以下です。簡単な星空撮影です
よ！！！ 
   
日 時：2018.08.02 22：52～ 
撮影地：大分県大分市香りの森付近 
機 材：FUJIFILM X-T1/SAMYANG8mm F2.8 UMC Fish-eye II 
    固定撮影 ISO 3200 露出 各20.0sec×20枚 



20180806-07 香りの森観察会 

 熱帯夜で茹だる様な市内から、郊外の香りの森に夕涼みに出かけま
した。快星（快晴）の香りの森は夕暮れから素晴らしい星空が満喫で
きたようです。・・・ようですと書いたのは、この日は市内で急遽頼
まれた観望会が終わってってから駆けつけたので、現地に着いたのは
23時過ぎ、月の出まで1時間少ししかありませんでした。香りの森
には先発のY野ご夫妻・A部氏の3人が待っていてくれて、私が到着
してから記録の写真を撮りました。固定で30秒露出でこれだけ天の
川が写ります！！！あーーー！早くから来たかったな・・・・でも観
望会で星見せてあげたいしな・・・欲張りですね、わたくしも！！・
(笑)記念写真の後は、大急ぎで自分の楽しみ！久方ぶりに天文に復帰
したA部氏が整備した往年の名器G社の16㎝反赤のとてつもなく
シャープな土星と火星を見せていただき、ほったからし魚眼レンズ固
定撮影で流星を狙い、ここ数日に無い透明度の良い香りの森の星々を
満喫し、ぺルセ群先兵隊の流星もいくつか見て、久々のNewFaceポ
タ赤のファーストライトを行い、月がのぼってきて明るくなった01
時過ぎに香りの森から皆で帰路につきました。平日ながら集合した星
友の皆さん、お疲れ様でした！！！ 
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山本 幸司 20180807配信 No4546 

 山本さんから8/06-07にかけての臨時観望会の報告が届きまし
た。今月2回目ですね！とはいえ、最近の夏場は透明度が悲惨な日
が多いですから、澄んだ空の日を狙っていきたいところですよね！                                      
                                                                               編集部 

20180806 牧三丁目 夏の惑星観望会 
 山本さんから8/06臨時観望会の報告が届きました。香りの森観
察会の報告に今月2回目ですね！と書きましたが、その直前にも
やってたんですね！しかもその上、画像なしですが8/4にも観望会
を行ったとのこと。さすが！しかも今回は、街中で！でも惑星なら
行けますね。やはり星を見ることが基本ですね～～    編集部 

 自宅前の公園で、地元（大分市牧三丁目）の皆さんと夏の3惑星観
望会を行いました。小学生から80過ぎの方まで約20名ほどの参加で
した。木星・土星、そして最接近から数日の大きな火星をたっぷり観
望していただきました。順番待ちの間には、春の大曲線・夏の大三
角・秋の四辺形等と春夏秋の星座の説明も行いました。光害たっぷり
で2等星がやっとの街中ですが、今宵は透明度が良く3等星も何とか
見える好条件でした。画像で雲のように見えるのは製鉄所の煙です。 
夜になると海風でこちらにいつも流れてきて残念です。 
山本夫婦で担当いたしました。 

山本 幸司 20180807配信 No4548 

20180808-09 多田さん尾崎さん歓迎観測会in香りの森 
 山本さんから8/08臨時観望会の報告が届きましたが・・・え？ 
2日、4日、6日宵、6日深夜、8日？？ アグレッシブですね～～。
その体力が続くことが素晴らしい、編集部よりも精神的体力的年齢
ははるかに若いとしか思えませんね、山本さん！ あ、もっとアグ
レッシブな星ガールが三人いましたね(笑)        編集部 

日 時：2018.08.08 23:00～翌03：30 
参加者（5名）： 
   多田・尾崎・奈須・吉野夫婦・山本 
会 場：香りの森 
  
四国在住の大分天文協会県外会員の多田さんと、横浜在住の尾崎さん
が同時期に所用で大分に来られたので、急遽、歓迎観測会が香りの森
で開催されました！（けっして、やれ！と強要されたわけではありま
せん、絶対に！はい！・(笑)） 
 お二人は別の友人さん家族と、海星館を夕方から襲撃し（？）御手
洗所員を独り占めして金星・木星・土星・火星を満腹するまで堪能さ
れたという不確定情報も入っていたので、香りの森の集合は23：00
からと遅くなりました。当初、山本が対応する予定でしたが、折角両
女史が来られるので、心もとない・・・いや、折角ですから、近所
（？）の吉野ご夫婦、奈須さんに声をかけ集まってもらいました。海
星館から1時間半弱でフっ飛ばして到着した多田さん・尾崎さんを大
分のメンバーが出迎え、予定通り23時に全員集合となりました。 
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20180808-09 多田さん尾崎さん歓迎観測会in香りの森２ 
ページの都合で２章に分かれてしまいました。開始の合図の乾杯の
後は、どんな星空が待っていたのでしょうか？？     編集部 

 23時の時点の香りの森は、雲量6位と結構雲が多かったですが透
明度はまずまずで、雲の隙間から天の川が雲と間違う位の濃さで見え
ていました。多田さんが四国から持参した往年の名器：日野金属製
10㎝反赤（尾関さんから多田さんに譲られた）を組み立て、ドブソ
ニアンと並べ、歓迎の乾杯のジュースを片手に記念撮影をいたしまし
た。ようこそ香りの森へ、大分の星空を楽しんでください！！！！ 
 乾杯・記念写真の後は、自由観測会！ 
両望遠鏡で、土星・火星・天王星・二重星・星雲星団などをげっぷが
出るくらい満喫しました。日にちをまたいだころから、晴れ間が広が
り濃い天の川が見えてきて、尾関さんの感嘆の叫びが香りの森に響き
ました！！・(笑)さらに、ぺルセ群の先兵の大小流星が頻繁に飛び、
いくつかの大火球が横切った時には、全員の絶叫が香りの森の静寂を
吹き飛ばしました！！！痕が見えた時には万歳＼(^o^)／もくりださ
れました！！！ 
 また、三女史は駐車場にシートを引いて川の字に並んで香りの森の
星空を満喫しつつ、流星観測をしつつ、楽しいおしゃべり＝女子会に
突入して盛り上がりました！その輪に入れない、吉野旦那＆山本は、
モクモクと撮影を行いました・・・とさ！！！・(笑) 
 楽しい歓迎観測会も、03時を過ぎ、月も昇る時刻となり名残惜し
さと、満天の星空を堪能できた満足感、そして心地よい疲労感などの
ミックス状態で終了となりました！！！！ 
 多田さん、尾崎さん、大分のメンバーのホームグランドの香りの森
は如何だったですか？また是非おいでください、今日以上に楽しみま
しょう！！！！ 

山本 幸司 

四季の星空観測会スナップ 
四季の星空観測会（たぶん初回？）の準備風景のスナップ画像が届
きました。ありがとうございます。お一人で3台も望遠鏡・・凄い
ですね！！！                    事務局 

 四季の星空観測会で中部小を撮影していたものを添付しています。 
写っている人影は太田さんです。 
２枚目は機材点検で撮った自分撮りです。 丸野 閑由 
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20180811 四季の星空観測会 第3回 
丸野さんから、定例の星空観察会「  四季の星空観測会 第3回 」の開催報告が届きました、あ
りがとうございます、そしてお疲れ様でした。 
今回は奈須さんが応援に行かれたようですね（ＦＢ情報ですが）ご苦労様でした。 
第三回目の今回は、雨が降ってしまったようで、晴れた時の観測体制と、見れない時の講座でとて
も大変だったようですね、ご苦労様でした。丸野さんも、その辺は大変お悩みのようですね、おそ
らく同じと思いますが・・・山本も観測会・天文教室を引き受ける時にその点はとても悩みますし、
準備に時間がかかります。と言うか、見れない時の準備の方がはるかに大変ですよね！完全に晴れ
たる事が保証されていて、見てもらうだけで良かったらどのくらい楽でしょうかね！！！・(笑) 
いずれにしても、3台も望遠鏡を一人で用意し、プレゼンも行うのは結構無理では無いでしょう
か？応援体制、協力体制を考えた方が長続きすると思いますよ！事務局が持っている隕石なども貸
し出しできますので相談ください。一人で抱え込み過ぎないようにしてくださいね！   事務局 

 本日、大分市野津原旧野津原中部小学校にて四季の星空観測会第３
回めが行われました。晴れでしたら新月の暗い星空を堪能出来た筈で
すが、残念なことに台風14号の影響で、雨を避けて校舎玄関でのパ
ソコン上映会のみで終わりました。 
 時折、青空が一部分あり悩ましい空模様でしたので、望遠鏡はすぐ
に屋内に移せる校舎近くに設置して、パソコンとプロジェクターも準
備するという、今はやりの「二刀流」で構えて時を待っていました。 
望遠鏡で見れたのはわずかに雲間からのぞいた金星のみで児童が集
まってきた頃には、ざぁざぁと雨が降り出す始末。望遠鏡にビニール
をかぶせ急遽の撤収を迫られました。 
 大分合同の方は中部小校区の取り組みと星空観測で子どもたちを地
元に引き付けながら地域おこしを考えている取り組みを取材していま
した。天文協会の活動の事や、今後の星空観測を通して理科に興味を
持ってもらいたいこと、多面的な視野で地球環境を見つめてくれるよ
う星空説明を続けていきたいこと、など話しました。どうも曇り空が
晴れないばかりか雨足が強くなってきたので、次回また来たいという
話を残して退席しました。次回晴れたらまた取材に来てくれると思い
ます。 
 雨に濡れないよう６畳ほどもない玄関スペースに児童生徒を集め、 
前回やった国立天文台ソフトMitakaのおさらい説明をパワーポイン
トを使って行い、天文協会員の惑星画像を差しはさんで見せながら、
今まで撮りためた天体写真などを見てもらいました。最後に実際に本
日晴れていたら見えたであろう火星・木星・土星動画を見せておしま
いとしました。火星は8月10日に豊後高田で撮影した最新のものを
使い、土星や木星は7月に撮影した自前の中での最良のものを使いま
したが、強拡大で粒子の粗さが目立ち、眼視で見るような画像で無
かったのが心残りです。 
 今回は新月でもあり、晴れを強く期待していたこともあり、雨が
降った時の対策が文字通りのバタバタになり、見に来た方にも中途半
端な感じにさせたような申し訳ない気がしています。施設の中は冷房
が付いてなく暑苦しいので入れず、さりとて玄関から一歩出れば雨で
ずぶぬれになるという窮屈な中でのパソコン上映だったので、1時間
もたたないうちに打ち切りとしました。機材の積み下ろしのきつさと
星空を見せることの出来なかった徒労感で疲れがどっと出ました。台
風と厚い雲に翻弄されたトホホの一日となりました。 
 帰って思ったことですが、星空観望会は雲が出て見れないときにど
んなレクチュアをするかがいつも課題となります。二刀流はやはり難
しくいつもうまくいくとは限りません。今回、雨が降った時バージョ
ンをもっと充実させる必要を感じさせた第３回となりました。親子合
わせて年齢層幅広い20人ばかしの参加者だったと思います。タイム
ラプスを使った動画などを見せながら大人の視点での「星空模様」を
見せたのですが、子どもたちの目にどう映ったのか考えてしまいまし
た。星が線になって伸びていく動画を見せてどんな教育的意味があっ
たのとか・・・動画の選択にもっと時間を割くべきだったと反省する
ことしきりでした。 

丸野 閑由 
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20180817 第二回・野村避難所の天体観望会1 
 愛媛県在住の県外会員の兵頭さんから、天体観測会実施計画が届きました。ありがとうございます。（少し前に届いていましたが配信遅
れてすみません） 
 大水害で大きな被害を受けた地区にお住いの兵頭さん、ご自身・家族も避難を続けていましたが、大変な中でもこのような企画素晴らし
いですね！！！直接的支援でなくても、綺麗な星空を案内出来て少しでも気分で来たら幸いです。兵頭さんも書かれていますが、応援のた
め、山本・吉野の老先輩が応援に行くことになりました。貸し出し用の協会所有ドブソニアンも持参してしばらくは愛媛で活躍してもらい
ます。天気が心配ですが、実施されたら頑張ってきます！！！                               事務局 

 8月17日 野村避難所の天体観望会に、山本会長と吉野さんが応援いただける
とのご連絡を頂きました。本当にありがとうございます！天文協会備品の
20cmドブソニアンも出動して頂けると伺いました。会員の皆さまにも深く御
礼申し上げます。 
 7月7日の西日本豪雨により、愛媛県西予市でも大きな被害が出ました。市街
地が水没し5名の方が亡くなった野村町では、小さなお子さんからご高齢の方ま
で数十名の方々が、1ヶ月以上の不便な避難生活を強いられている状況です。ほ
んのひとときですが、気持ちが少しでも晴れるお手伝いができればと考えてお
ります。 
 山本さん、吉野さん、今日から体育館（避難所）の玄関に七夕の笹を立てま
す。当日は、ぜひ短冊に願いごとも書いていってくださいね。（^^） 
◆日時：8月17日（土）19時半～21時半 
   ※18時頃から準備を始める予定です。 
◆場所：西予市立 野村小学校内 職員駐車場 （土俵付近） 
機材：高橋FC100（EM200） ＜兵頭＞ 
   ミードETX105（スカイメモS）  ＜兵頭＞ 
   20cmドブソニアン  ＜協会から借用予定＞ 
   ※もし可能でしたら、もう１～２台お借りできると1台づつ各天体を 
    固定でき、とても助かります。 
観望会と直接の関連はないのですが、17日が、ちょうど伝統的七夕にあたった
事にちなみ、体育館の入り口に笹を用意することにしました。避難所のスタッ
フさんに送付したメールも、共有情報として添付いたします。 
 
 
******************************************** 

●8月12日 10時～ 
 七夕の笹飾りづくり・体育館の玄関への固定 
 ※娘（小5）と妻も同行予定です。 
 ※10時前後に、約２ｍの笹２本が届きます（高瀬 堀田登藏さんご提供）    
●8月13日～17日 
 短冊書き（兵頭は不在のため、各自で吊るして頂ければと思います。） 
  ※近隣の方々にも是非お声掛けください。 

******************************************** 
●8月17日 19時半～21時半 
 天体観望会 （旧暦の七夕当日） 
  ※18時頃から職員駐車場で準備開始します。 
  ※前回同様、パイロンをお貸出し頂けますでしょうか。 
  ※大分天文協会からお二人、応援のためご来訪いただける可能性あり 
●8月18日午前 
 笹の取り外し・三嶋神社へ運搬 
  ※昨夕、先方にお電話してお焚上げをお願いしました。 

 愛媛県在住の県外会員の兵頭さん主催の野村避難所での第2回天体観測
会・・・上記の主旨で企画実行した兵頭さん、兵頭さんご自身・家族も避難を
続けていましたが、大変な中でもこのような企画素晴らしいですね！！！そん
な兵頭会員を応援するべく今回は大分から吉野さんと山本の2名が応援に駆けつ
けました。吉野さんにとっては大学の後輩にあたります。協会からは貸し出し
用の協会所有ドブソニアンも持参してしばらくは愛媛で活躍してもらいます。 
◆野村避難所の天体観望会 
◆主催：兵頭健一会員 応援：山本・吉野 
◆参加者：避難所の皆さん・関係者の皆さん 
     その他近隣の方、約50名参加 
◆日時：8月17日（土）19時半～21時半 
◆場所：西予市立 野村小学校内 職員駐車場（土俵付近） 
◆機材：高橋FC100（EM200） ＜兵頭＞ 
   ミードETX105（スカイメモS）＜兵頭＞ 
   星の手帳社4cm屈折＜兵頭お嬢さんの！＞ 
   DOB8 （20cmドブソニアン）＜協会＞ 
   DOB10（25cmドブソニアン）＜山本＞ 
「野村避難所の天体観望会タイムラプス動画」 
音楽付きです、下記のYouTubeでもご覧になれます。 
HDモードでご覧ください。 
https://youtu.be/zylVVchLaRg 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
主 催：兵頭健一会員 応援：山本・吉野 
参加者：避難所の皆さん・関係者の皆さん 
     その他近隣の方、約50名参加 
日 時：8月17日（土）19時半～21時半 
場 所：西予市立 野村小学校内 職員駐車場（土俵付近） 
写 真：山本・吉野・兵頭 
音 楽：イヌと雪とワルツ(著作者：秋山裕和) 

山本 幸司 

兵頭 健一 
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20180817第二回・野村避難所の天体観望会2 
  
 観望会開催報告は兵頭さんのＦＢ投稿を引用させていただきます。 
                            事務局 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
＜前半＞ 
  
 8月17日 愛媛県西予市野村町の避難所で、天体観望会（第２回）を開催しま
した。 
 今回は、大分天文協会の山本会長と吉野さんが、SkyWatcherのGOTO 
DOB10とDOB8と共にに、応援に駆けつけて頂きました。17時頃に現地で合
流。 
「おいおい、もうちょっと痩せんとヤベーなぁ。」 
「これでも、この1ヶ月ほどで8kgほど落ちたんですよ～。」 
と、久々にお会いする方とはルーティン化している 
会話が、ここでも繰り広げられました。（^-^； 
  
 前日から気を揉んでいたお天気も、夕刻には快晴に。山本さんがおっしゃっ
たとおり、野村町の皆さんの願いが、きっと天帝さまに通じたのでしょう。 
 避難所の玄関で短冊にお願い事を書いて頂いたあと、避難所近くで夕食を済
ませ、18時半頃から準備を開始。今回は、主砲（DOB10）と副砲（DOB8）
に加えて、第一回でも出動した、私のFC100とETX105、娘の”星の手帳
社”4cm屈折の計５台の布陣です。 
 この夏は4惑星が勢ぞろいという絶好の条件ということもあって、7月25日
の第一回は、次々と天体導入のリクエストが入る状況の中、キリキリ舞いの１
時間半でしたが、今回は、各機材ごとに対象天体を固定できそうな事に加えて、
なんと言っても山本さん吉野さんが一緒、という心強さ！ 
 各望遠鏡の組立が終わった19時頃には、待ちきれないお子さんや保護者の皆
さんで会場が賑やかに。 早速、山本さんがDOB10を月に向けて周りに声を
かけて頂くと、たちまち行列ができ、お子さんや大きなお友達から歓声が上が
ります。 
 次第に空に見えてくる金星、木星、土星にも各望遠鏡を向け、予定よりも30
分ほど前倒しで、「第二回 野村避難所 天体観望会」がスタートしました。   
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
＜後半＞ 
  
   7月に開催した第一回は雲との戦いで、21時前には月以外が全く見えなく
なって一旦解散までしていました。再開後に集まってくれたお子さん達と土星
を観ていると、 
「スッゲー！ おっちゃん（＝私😭 ）、うちらが居らん間に、中に土星の絵 
貼ってない～？」 
という疑惑が持ち上がっていたのですが、今回も、全く同じリアクション
が・・・。 
「こうやって筒の先に手をかざすと、土星がグッと暗くなるでしょう。 
本物の土星の光が届いているって事なんだよ。」 
と説明しても、なんだか腑に落ちてない様子。うーん、簡単に”決定的な証
拠”を示すにはどうすれば良いんでしょう・・・ 
 火星も、ついに極冠や模様らしき濃淡を自力で発見する方が続々と！！皆さ
ん熱心にオレンジ色の円盤を観察して頂きました。 
  
 もうひとつ、前回は一人だったため余裕が無くて叶わなかったのが、 
”今夜の星空解説”だったのですが、今回は、第一人者の山本さんが買って出
て頂きました。 
「織姫さんと彦星さんの距離は実は15光年。 
『お～い』『な～に』の会話で、もう30年たっちゃうんですね。」 
に、皆さん大爆笑。 
「それでも、星の一生は何億年 何十億年なので、こんなにゆっくりでも問題な
いんです」 
というお話で、あらためて宇宙の空間的・時間的なスケールも実感していただ
けたのではないでしょうか。 
  
 四国側からの応援メンバー（？）だった、嫁さん・娘・甥・従姉妹も、現場
を盛り上げてくれつつ、めいめいに楽しんでもくれたようです。特に小４の甥
（＝師匠！）は山本さんの大ファンになったので、そのうち追っかけて大分に
会いに行くかもしれません。その時は、またお相手をお願いいたします。
m(__)m 
  
 撤収作業を始めた21時半には、秋の訪れを感じる涼しい風が吹いていまし
た。気がつくと、空一面ベタ曇り。😭 今回の観望会が、本当に奇跡だったん
だと気づいた瞬間でした。（吉野さん、もし佐田岬に星景写真を撮りに来られ
る際には、ぜひお声掛けください。^^/） 
  
 最後に、山本さん、吉野さん、協会の皆さま、あらためまして、今回は本当
にお世話になりました！！しばらくお借りできる DOB8 の活用方法も、これか
ら考えていきます。山本さん吉野さんとお約束した「体重80kg」を実現できた
ら、望遠鏡返却も兼ねて大分にご挨拶に伺います。 
（何年かかるかなぁ・・・無期限レンタルにならないよう頑張ります） 

兵頭 健一 
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2018 清和高原スターフェスタ 
編集が清和に行ったのはもう3年も前になりますか・・・自分の足
元が見えないほどの暗さ、広い空、気持ちよかったですねぇ。その
時は雨が降ったりしたのですが、今回は快晴の空だったようですね。
おそらく会場が一体となって流星が流れた歓声がわき上がったので
しょうね。他の会との交流は編集は経験がほとんどないのですが、
今後もそういう機会が増えるといいなぁ。        編集部 

 毎年恒例の清和高原スターフェスタが今年も開催され、応援依頼を
受け観測合宿がてら10名で参加しました。今年は清和高原天文台開
設25周年記念にあたり、記念式典などを含め3日間で企画され、大
分天文協会は中日の12日（日）に観測応援の依頼をうけ、計10名で
駆けつけました。 
  
主催：一般財団法人清和文楽の里協会・朝日自治振興区 
協力：熊本星を見る会 
   大分天文協会 
   （一社）佐賀天文協会 
大分からの参加者：（10名）お疲れ様でした！ 
   川端・山本・吉野夫婦・太田親子・梶原・ 
   渡並・阿部・足立 
開催日時：2018.08.11～13 
  
 大分から2時間以上、熊本からも1.5時間はかかる九州山地の真ん
中の清和高原天文台・・・遠いですが、空の暗い開けた、とても素敵
な施設です。25周年を迎えたそうで、関係者の長年のご努力に敬服
です。特に、熊本・大分地震で望遠鏡などに被害を受けて大変だった
と思います。今回は中日の12日の観測応援として大分天文協会から 
10名もの精鋭（？）が駆けつけて、主に芝生観測広場での一般観測
の応援指導を行いました。遠くまで駆けつけてくれた会員の皆さん、
お疲れ様でした。 

山本 幸司 

 17時くらいに全員集合して、ミーティングをして、望遠鏡などの
セッティングにかかりました。メインスタッフの熊本との方々の他に、
佐賀からはＦＢで素晴らしい観測画像を投稿されている草野さんが、
新鋭のハーモニック・ドライブの赤道儀を持参されてましたので、大
分の皆から囲まれて、望遠鏡や撮影・画像処理などの情報交換で盛り
上がりました！！！ 
 12日は月齢1.0のほぼ新月、更には大接近を過ぎたばかりの火星を
はじめとした4大惑星や、何よりも翌13日明け方にはペルセウス座
流星群の極大です。これでもかと観測には最適の日ですが、えてして
このような日に限って天気が崩れるジンクスがあります。心配でした
が、 
今回はそのジンクスは山の彼方に飛んで行ってくれました！薄暮の頃
に広がって心配された雲も、暗くなるにつれ晴れ渡って、雲と見間違
うばかりの天の川が濃く見えました。大事な透明度も珍しく良く、遠
くの熊本市の光害もあまり気にならないくらいで、これまで来た清和
では最高でした。 

 その後は、協会員各自は、50㎝望遠鏡で観望したり、21Ｐ彗星を
撮影したり、星野撮影、ぺルセ群観測などを朝方まで満喫できたよう
でした。多くのぺルセ群流星が見えましたから今年はとても良かった
ですね！！（皆さん、報告もよろしく！） 
 途中、ロッジで熊本・大分・佐賀の親睦懇親会も開催され、とても
和気あいあいとした楽しい雰囲気は素敵ですね！！明け方近くになり
雲が増えてきましたが、おおむね天候にも恵まれ事故も無く大成功の
観測会となりました。 
関係者の皆さん、お疲れ様でした！！！！ 

 明るいうちからなし崩し的に観測スタートとなり、宵の明星金星・
太陽系最大の惑星の木星・輪のある人気者の土星・そして、今年の夏
の主役の火星などをずらっと並んだ多くの望遠鏡で観測してもらいま
した。その間に天文台の50㎝望遠鏡での観察もスタートしたようで、
大きな観測室からも歓喜の声が聞こえてきます。12日は多種のイベ
ントは無く、天体観測に絞ってましたから、記念式典のあった前日ほ
どは来場者は多くはないだろうと言う予想は外れ、多くの方々が次か
ら次に押し寄せました。結果的には有料入場者は前日を越えたそうで
驚きです！惑星を見終わった方には、星雲・星団・二重星なども見て
もらったり、各望遠鏡の周りでは解説係の会員が、熱心な来場者から
の質問に答えたりしていました。 
 暗くなってからは、ペルセウス座流星群の観測も始まり、皆さん各
自用意したシートなどを芝生に敷いて寝っ転がって流星観測がはじま
りました。多少雲も有るものの、空も暗く絶好のコンディションです。 
時間が進むとともに・・・ 
「あっ！！見えた！！！」 
「凄い！・わー！・きゃーーー！」 
「えーーー？どっちに？見えなかった！！！！」 
等々の悲喜こもごもの絶叫が清和高原の山に響き渡りました！たまに、
－4等級の大火球も流れ今年のぺルセは活発なようです！予定では
22時くらいまでの観察会でしたが、あまりの天気の良さと、観測対
象の多さ、熱心な来場者などで、23時近くまで行われたようです。 

2018.08.12-13清和高原スターフェスタ動画 

 光害の少ない絶好の観測地の清和！ その地で大接近直後の火星をはじ
め、金星・木星・土星の4惑星や、雲と見間違えるような濃い天の川、極
大日のペルセウス座流星群を、多数の参加者の方々と共に満喫できました。
楽しい観測会の雰囲気を動画にまとめましたのでご覧ください。音楽付き
です、可能でしたら部屋を暗くしてHDモードでご覧ください。 
「2018.08.12-13清和高原スターフェスタ」 
https://youtu.be/B5sZieFdOR8 
 
日  時：2018年08月12-13日 
      19：30～04：30 
撮影地: 熊本県上益城郡山都町井無田 
機 材：FUJIFILM X-T1/ 
    SAMYANG]8mm F2.8 UMC Fish-eye II 
撮 影：山本幸司(大分天文協会)  
音 楽：輝きに満ちて 
著作者：秋山裕和 

https://youtu.be/B5sZieFdOR8
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20180818 日田市民天体観望会 0819 飯塚市天体観望会 
 梶原さんから、2件の観望会報告が届きました。ありがとうございます！そしてお疲れ様でした！！ 
 2件連日の観望会。大変でしたね・・・でも、2件とも晴れて、話題の惑星などが見られて参加者の方々も大喜びだったようで良かったで
すね！特に子供さんなどが土星の輪を見て目を輝かせたりしたら最高のお礼になり、疲れも飛んでいくものですね！！ 
 日田市は地元ですが、飯塚市まで？と思ったらご友人がいたのですね、それにしても勢ぞろいした望遠鏡を見ると、いずれも重量級の歴
戦の望遠鏡ばかり！ご友人方々の星屋としての戦歴が想像できます。 
 北九州の橋本さん？・・おそらくあの橋本さんですね！お元気でしたか？懐かしいな！！！！ 
 昔の望遠鏡もまだまだ現役で頑張ってるし、昔からの星屋もまだまだ元気！私達もまだまだ頑張って星見続けて行きましょう！・(笑) 
お疲れ様でした！無理言って報告してもらってありがとうございました。めんどうくさいでしょうが、記録として残すことの意義は色々あ
りますから、感謝します！                                               事務局 

http://reflexions.jp/tenref/orig/2018/08/20/6073/ 
 

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
（1）「日田市民天体観望会」 
  
日にち：2018.08.18 
場 所：大分県日田市 
参加者：市民多数 
指導者：梶原さん・他 
  
写真などはありません 
  
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
  
  
〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
  
（2）飯塚市天体観望会 
  
 昨日（8/19）飯塚市で天体観望会が行われました。 
 飯塚市在住の古くからの私の友人が計画し、そのお手伝いで今回の参加とな
りました。飯塚市近郊の星仲間が愛機を持参しての参加で、いろいろな望遠鏡
が集まりました。 
 天候にも恵まれておよそ300名ほどの方が10台ほどの望遠鏡に並び、金星、
月、木星、土星、火星、などの天体を楽しんだようです。 
 私の望遠鏡は土星担当でした、この日はシーイングが良くカシニが全周見え
たので、皆さんからは「これほんとうですか？」などという声が沢山ありまし
たよ。 
 余談ですが、今回私の注目お宝鏡筒と架台は北九州にお住いの橋本さん所有
の五藤光学製10cmマクストフと三鷹光器の赤道儀でした、マクストフは40数
年前の製品で当時20万くらいしたそうです。口径が小さくF値（14.5）も大き
いので多少暗かったのですが、カチッとした像でとても良かったです。 

(編集部より) 
天文リフレクションズにも観望会の様子が掲載されていますね 

梶原 達夫 

http://reflexions.jp/tenref/orig/2018/08/20/6073/
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20180819 竹田市宮砥地区星空観測会 
 丸野さんから、竹田市宮砥地区にて観測会の報告が届きました。ありがとうございます。 
 大変お疲れ様でした、天気心配してましたが、何とか上手く行かれたようで良かったです！！！雨対策や臨機応変の対応、流石ベテラン
さんですね！！！それにしても、大型の望遠鏡三台に屋内での解説などをたった一人でこなすのは本当に大変でしょう・・凄いですね！！ 
                                              事務局 

 8月19日に竹田市旧宮砥（みやど）小学校の運動場にて 
竹田市公民館宮砥分館主催の星空観測会へ観測機材を持ち込み行ってきました。 
 昼間は晴天が続いてた天気も夕方になって雲が居座り19時になっても月の位
置さえ分からないほどでした。画像にあるように機材は出したまま望遠鏡の
フードにビニールをかぶせて空を眺める時間が続きました。晴れ間のない空に
やきもきしながらも待ち続けた甲斐あって、19時30分頃から月が雲間から見
え始め、3台の望遠鏡で月を見てもらうことにしました。といっても参加者はま
だ１０人に満たない人数で通りすがりの高齢者も呼び込んでの少し寂しい観測
会の始まりになりました。 
  
 8時くらいになると雲間から木星が見えてきましたので、観測対象を木星に切
り替えガリレオ衛星と縞模様の確認をしてもらいました。小さな子ども用に踏
み台を用意していましたが、アイピースの位置が低かったので、踏み台も使わ
ずにすみました。子どもたちは望遠鏡をはしごしながら何度も見つめていまし
た。このことが良い経験になったらいいなと思います。 
 土星も見えてきたので土星を視野に入れます。そのころ子ども会の焼肉会か
ら流れてきた親子連れでにわかに多くなり30人近くになったようでした。 
 北極星あたりは厚い雲でほとんど見えず極軸をきちんと合わせられず、高倍
率での惑星を観望は無理でしたので、飽きてしまわないうちに、火星が出てく
るまで教室に移動して、パワーポイントで天文のにわか説明を行い、月面や木
星・土星の拡大画面やＡＶＩ動画で火星を見てもらい補足をいたしました。 
 火星が見えてきたヨという声が外から聞こえたので、望遠鏡でお待ちかねの
火星を見て頂き星空観測会を終えました。 
  
 皆が帰ってしまった頃には全天が晴れ渡り今までの雲は嘘のように消えてい
ました。でも、月と三惑星とプロジェークターでの上映も見せられたので、ま
ずまずの観測会になったと思います。機材が大型で惑星には適していましたが、
雲が多くて気流もいまいちだったのが残念です。3台の望遠鏡を1人で扱うこと
はまぁ大変でしたが、人数が少ないところでしたので問題はなかったです。台
風の影響もあり最近の天候だけは分かりませんが最後まであきらめないことで
すね。 

丸野 閑由 
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20180825 ひじ科学あそびの会・星の観望会 
 山本さんから日出町での星の観望会の報告をいただきました。ありがとうございます！ 
 日出町の公民館は編集の家からもさほど遠くはなく、しかし広々とした空が見える良い場所ですね。一度お手伝いを語って乱入したこと
がありましたが、その時は残念ながら曇ってしまいました。今回は晴れてよかったですね！！ 
 ただ星を見せるだけでなく、そこからいろんな方向に話を広げられているのがわかり、参加者は星だけでなく、星を通じて様々なことに
興味の幅を広げることができただろうと思います。 
 お疲れ様でした！                                             編集部 

「2018.08.25ひじ科学あそびの会・星の観望会」 
  
主 催：ひじ科学あそびの会 
講 師：大分県環境教育アドバイザー山本夫婦 
参加者：ひじ科学あそびの会の子供たち 
    関係者の皆さん、計41名参加 
日 時：8月25日（土）19時～21時半 
場 所：日出町保健福祉センター駐車場 
観察天体：月・金星・火星・木星・土星・ 
   二重星・人工衛星・星座解説・他 

 夏休み最後の週末、心配された天気も良い方向に外れ快星の元、大分県日出
町で観望会が開催されました。主催者は、毎年恒例の「ひじ科学あそびの会」
の皆さま！今年も４１名もの多くの方が集まって観望会を楽しみました！ 
  
 ４大惑星が良く見える盛りだくさんのこの日、まずは半月近くに見える金星
を明るい西空で探すことから始めました。 
  
 次に竹林から昇ってきた月齢１４の満月を風流に楽しみ、その大きく見える
満月が、５円玉の穴の中に入ってしまう大きさであることを確認してから、大
型対空双眼鏡や２５㎝ドブソニアンで観察しました。満月のまぶしさには皆驚
いていました！ 
  
 次は、太陽系最大の惑星の木星です。本体の縞模様や、ガリレオ衛星は良く
見えましたが、今宵は気流が悪くユラユラでした。ユラユラになる大きな原因
は地球の空気であることも知ってもらいました。 
  
 木星の次は、今年の主役：火星です。最接近は過ぎたものの、まだまだ大き
く赤く明るく存在感抜群です！！！火星の模様がぼんやり見えていたので、砂
あらしで模様が見えない時期が有ったこと、砂嵐が有る事は火星に大気が有る
からですと説明すると驚きの声が上がりました。 
  
 惑星の最後は、大人気の土星です！輪の見える土星は、何時・誰が見ても本
当に感動してもらえます。子供たちも大人もみな感嘆の声をあげていました！
気流が悪いものの、最大５００倍まで倍率をあげてみても意外としっかり見え
て「大きい！」「凄い！」「ふしぎ！」と、声が上がって講師としても大満足
です。 
  
 近頃、観望会のたびに、多くの方がドブソニアンにスマホを手持ちで近づけ
惑星などを撮影します。だんだん皆さん良く撮れてくるのは、スマホやアプリ
の進化なのでしょうね！月や金星・木星には驚きませんが、木星のガリレオ衛
星や土星の輪がしっかり写った方もいて本当にすごいですね！！！ 
  
 名前は分かりませんが、人工衛星も３つほど通過を見れましたし、二重星の
アルビレオとミザールも楽しんでもらいました。 
  
 途中、環境についてもお話ししました。星空が綺麗に見えるためには、綺麗
な空気と暗い空が必要です、星が綺麗な場所は人が住む環境的にも 
適しています！！ 
  
 観望会の最後は、夏の星座説明や、北極星の見つけ方、星空の宇宙の広がり
などについてお話をして本日の観望会を無事終了いたしました。 
参加いただいた皆様、お疲れ様でした！ 

タイムラプス動画は、以下のYouTubeでご覧に成
れます 
    https://youtu.be/jBDIqw0Bkg0 
音 楽：夢いっぱいの箱 
著作者：秋山裕和 
編 集：大分天文協会 

山本 幸司 

https://youtu.be/jBDIqw0Bkg0
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20180903 日田市咸宜公民館「天体の話と星空観察会」 
 山本さんから日田市での星の観望会の報告をいただきました。ありがとうございます！ 
 この夏はあちこちの観望会で大活躍ですね！・・・と話しかけると、いつも、昔に比べるとずいぶん減ってさぁ、とさびしそうにお返事
下さることが、山本さんがどれほど「天文楽」を広めたいと心から願っているかの証ですね。また、そうであればこその優先順位の付け方。
こういった会に形が必要なことも理解しますが、参加者のつもりで考えてみましょう。せっかく晴れている時間に星を見られない、あいさ
つが終わったと思ったら曇っていた、自身が参加者ならどう思うか・・・わかっていてもできない、晴れているときに即見る！今年の夏は
雨天や曇天で中止、が少なかったのは、一つは山本さんのその優先順位の付け方にもあるでしょう。自分が参加者なら、そういう観望会に
行きたいなぁ♪                                                  編集部 

日 時：2018.09.03 19：30～21：00 
会 場：日田市咸宜公民館 
参加者：約25名 
講 師：山本夫婦 

 台風21号の影響が心配される中、大分県西部の日田市で表記の観察会が開催
されました。大分県環境教育アドバイザー制度を使っての依頼でした。 
 GPVより詳しいSCWの天気予報では、台風の影響は大分県南部中部が早く、
西部は遅く、観察会の20時前後は何とかギリギリ大丈夫かな？という 
予報に期待をもって、昼から雲が多くなった大分市を早めに出発しました。 
 
 17：30過ぎに現地到着、日田市は快晴！！！(＼(^o^)／)会場の公民館は小
京都日田市の雰囲気に沿った和風の素敵な作りでした。ただ、駐車場が広くな
く、南に小学校の校舎も有り、星の見えない明るい時点で、望遠鏡をどこに
セットすればよいかを決めるのは困難でしたが、最近はスマホなど星座ソフト
が有りますから、それを使い、観測時間中の惑星の動きを 
想定して位置決めを行いました。結果的には、木星・土星・火星をその位置で、
校舎・大木の木・電柱などをうまく避けて観察できました…便利です
ね！！！！（私はスマホ持たないので妻のを借りて・(笑)） 
 その後、時間が有るので観光地の豆田町を散策しようかと思ったら、殆どお
店が閉まってたので、車の中で夕食をとり18：30に再度会場に入り、本格的
に準備に取り掛かりました。プロジェクターで投影するプレゼンの準備、天体
写真を壁に貼り付けてミニミニ写真展、星が見えない時のための隕石展示準備、
最後に、冷却の為早めに出していたドブソニアン望遠鏡セッテイング。 
 
 時刻は19：10くらいでしたか、薄暗くなってきた空に木星が良く見えてき
たころ、早着の参加者が集まりだしましたので、来られた順番に木星をまず見
てもらいました。今夜は天気がいつ曇るか分かりませんから、「見れるときに
見る！！」のセオリーでスタートしました。無論、主催者の公民館の方々の了
解済みです。主催者さんによっては、決められたプログラムを崩したくないと
いう意向が強い所も有り、挨拶や講和中は星が見えてたのに、観察の時間に
なったら曇っちゃった・・・などを何度も経験しているので、自由にやらせて
頂きたいとお願いしていました。 
 参加者が次第に集まり、木星・土星を全員にまず見てもらいました。何の説
明も解説もしないままの観察スタートでしたから、望遠鏡の横で見ながらの説
明付きでした・(笑) 木星のガリレオ衛星や、土星の環を皆さんしっかり見るこ
とが出来、大いに盛り上がりました。これで途中から曇っても最低限のお役に
は立てたかな・・と安堵して屋内に入り、天文講座を始めました。 
  
 今更ながらの挨拶に続き、今回は環境について勉強されてる講座からの依頼
ですから、まずは、「星空と環境」についてのお話をPowerPointのスライド
を使い行いました。 
 星が見えなくなる大きな原因に「公害」があります。PM2.5などの大気汚染
や光害で星は極端に見えなくなります。星が見えにくいそれらの環境は、動植
物などの自然環境にも多大な影響が有り、ひいては人間の健康にも大きく響い
てきます。星が見える綺麗な空は、人や動植物にとって優しい住みやすい環境
でもあります。防犯上必要な光を消す必要はなく、空に向かって放たれている
無駄な灯りに笠をかぶせて下向きにするだけで星空は帰ってきます。無理ない
小さなエコに多くの方が取り組むだけで劇的に星は見えやすくなります。 
・・・などをお話しさせていただきました。主婦の方が多い事も有ってか、小
さなエコと言う点にうなずいている方が多かったのはとても嬉しかったで
す！！ 
 次は、今夜の観測会用に作った資料を基に9月に見える星空解説・夏の星座の
説明金星・木星・土星・火星の4惑星の解説、9月は中秋の名月ですからそのお
話、月と地球の大きさ比較・距離比較、宇宙の広がりのお話 
・・・等々を説明しました。 
  
 最後にもう一度屋外に出て、校舎・大木から昇ってきたこの夏の主役の火星
を望遠鏡で観察し、さそり座・夏の大三角の説明、カシオペア・北斗七星を
使っての北極星の探し方を説明してタイムアップとなりました。 
  
 今回参加した方は比較的年齢層が高かったですが、皆さん大変熱心で、興味
探求心が旺盛で会場も大変盛り上がり、楽しくついつい力が入りました。とて
も遣り甲斐のある観察会でした。 
（はしゃぎすぎて翌日疲れが出たような・(笑)） 
  
 片づけて帰路につき、日田インターから高速に乗り、隣の天瀬町付近まで来
たら小雨が降り出しました！！！ぎりぎりセーフだったようです！！晴れて良
かった！！！ 

山本 幸司 
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JILVA-170：ノータッチガイドテスト・1 
自宅での星空より、空の暗い所へ遠征したほうがきれいな画像が撮
影できる、ということはわかっていても、機材をそのたびに積み込
んで、設置して、撤収して・・・大変な作業ですよね。実は編集が
あまり庭からでないのはそのせいも多分にあるのです。山本さんは
その積み下ろし作業の負担を軽くすることをお考えのようですね！
さて、その機材でどの程度の精度があるのでしょうか？山本さんの
検証結果に期待！です。               編集部 

 自宅では望遠鏡を置く場所が無いので、95％郊外への出撃観測派
の自分ですが、年と共に増す赤道儀の重量・組み立て時間・複雑さ・ 
物忘れによる忘れ物の多さ・・・等々を考慮して、もっと簡単に「ナ
ンチャッテ観測」のスタイルに移行したく考えていました。 
 135㎜位までの中望遠でしたら、手持ち愛用のＧＰガイドパック
（最近電気系統が絶不調で使えなくなっている）で十分。標準・広角
でしたらナノトラッカーなどでも十分なのですが、もう少しは星雲星
団も撮りたいので、出来れば300㎜位まではカバーしたい。 
セッティングも簡単にしたい、出来れば電子極軸望遠鏡などはPCを
持ち出したくないので使いたくない。眼視極望でそこそこの精度で
セットしたい。肉眼で生の星を眺めて楽しむ時間を増やしたいので 
撮影は「ほたりっぱなし」の「ナンチャッテ撮影」のスタイルで行き
たい。・・以上のわがままな希望（欲望？）で長年物色していました。 
 候補として、ユニテック社のSWATシリーズと、ＳＢ工房の
JILVA-170、知る人ぞ知る高性能ポタ赤ですね！この両社は関係深
い会社のようで、設計・製作思想は共通する部分が多く共感が持てま
す。一番の問題は価格ですが、これは如何ともしがたい。性能とのバ
ターですから・・・笑。手持ちの使わないものなどを処分して軍資金
を作り、三脚や付属品などを出来るだけ手持ち品を利用する事で価格
を比較すると、思ったほどの差はなく、SWATシリーズのスタイリッ
シュ性よりJILVA-170のメカニック感に引かれて決定しました・
(笑)。また、両社共有できますが「ナンチャッテ正立極望」は、まさ
に私の理想とする極望で、実際その使用感は大変快適です。 
 納期も、いつかは出来るだろうくらいの気持ちで待ってましたから 
特に困る事も無く、意外といっては失礼ですが、予定から数か月程度
の遅れでしたので問題ありませんでした。急ぐ方はそれだけ早めの発
注が肝要かと！！！ 
 そんなこんなで、待ちに待ったJILVA-170到着でしたが、時は火
星大接近、観望会などが目白押しで中々初卸となりませんでしたが、
ようやくテストに入れましたのでまずは、その追尾の感想など
を！！！！如何に「大型望遠鏡の極軸部分だけを切り取ったポタ赤」 
が開発骨子とは言え、ガイドの成功は赤経部分のみで決まるのでなく、
三脚から雲台までの各部分のどこか一か所に緩みや性能不足が有った
ら十分な結果が出ませんので、使い込んで問題をつぶしていかねばな
りません。標準・広角レンズのカメラを2台くらい同架しての撮影が
一番多いとは思いますが、そちらは問題な少ないでしょうから、まず
は望遠系でのテストをすることにしました。 
 今回は予算の関係でドイツ式赤緯体は未購入で、手持ちの雲台など
の工夫での撮影試験ですから、その部分に問題が出るのではないかと
想定していました。また、極軸合わせは「ナンチャッテ正立極望」だ
けでのセッティングです、こちらの方の期待と不安の方が大きかった
かもしれません。 
 以上の前提でｆ＝300㎜・ｆ＝500㎜の望遠でのテストの結果を
レポートします。 

山本 幸司 

 
①ｆ＝300㎜（8/9 Ｍ31） 
  ISO 2000 露出 180sec 1枚画像 
 手持ちの長焦点望遠レンズは、1977年発売の 
Zoom-Nikkoor*ED 50～300mmF＝4.5しかありません。 
このレンズは重量が1950ｇも有り、Ｄ810Ａ880ｇに組み合わせ
ると合計3㎏近くにもなります。取付は、赤経体ターンテーブルに直
接自由雲台を取付け、カメラを同架する一番シンプルなレイアウトで
すが、3㌔の重量で、カメラの方向によっては自由雲台がターンテー
ブル取付部で回転してしまうので注意が必要です。このクラスの重量
になると、ドイツ式赤緯体を追加したいわゆる赤道儀式が撮影構図上
も有利と思われます。カウンターバランスが無い状態では大変厳しい
かと思い、高度が低い対象を選びました。 
 300㎜3分で、等倍ではほぼガイドには満足ですが超拡大して見る
と、多少流れています。取付部などユーザー側の改善点かと思います。 
  ※写真のスタイルです。 
  
  
  
②ｆ＝500㎜（8/11 Ｍ45） 
  ISO 500 露出 120sec 1枚画像 
 Ｙ野氏からTAMRON超望遠ズームレンズSP 150-600mmをお
借り出来たので500㎜でテストしてみました。低空の霞（薄雲）で
Ｍ45が肉眼で確認できるかできないかぐらいでしたが、今回はガイ
ドのテストですから星が写ればと強行しました。（この方向が一番バ
ランス的に楽でした） 
 重量的には1990ｇとED 50～300mmとほぼ同様でした。今回
はオマケで頂いたベンチバーにカメラ2台を付けて極軸回転方向のバ
ランスはとりましたが、やはり、ドイツ式赤緯体が無いとこのクラス
の重量では雲台など取付各部に不安が有ります。500㎜2分で、等倍
ではほぼガイドには満足ですが、超拡大して見ると、多少流れていま
す、またシャッター振動等と思われるぶれも多様見れますが、これは
カメラ取付部の問題です。 



黒：蛍光灯 オレンジ：ネオン
灯 赤：水銀灯 

CLS-CCD VS LPR-N Vol 1 
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街中で撮影すると、期待したほど星雲や銀河が撮れない理由は、街中
は山中に比べ夜空が明るいから、ということは言わずもがなですね。
ではなぜ山の中に比べて街中は明るいのか、というのは、当然、人間
の生活による明かりが空中の水蒸気や微粒子を照らすから、というこ
とも釈迦に説法ですね。 
では、そういった明かりが全くない場合の空の明るさは何等級になる
でしょう？ 
参考1によると、大気光は23等級なのだそうです。しかし実際に街の
中で空の明るさを測ってみると、これまた参考1によるのですが、17
等とか18等級になるそうです。理論上全く明かりのないところで撮影
すれば23等以上の明るさの星が撮影可能ですが、街の中では18等級、
100倍明るい星までしか撮影できません。 
銀河は恒星の集まりですから、この理屈がそのままあてはまります。
つまり銀河の外縁部の淡いところは、空が暗い所に行けばいくほど写
りやすくなる、といえます。 
では、人間の生活光とはどんなものでしょう？？それは月の無い真っ
暗な夜に、何が暗がりを照らしているかを考えればすぐにわかります
ね。室内を照らしたり、防犯灯として使われる蛍光灯、道路を照らす
水銀灯、そして広告にも使われるネオン灯、などですよね。 
ではそれらはどんな波長の光を放っているのでしょう？？ 
参考2には蛍光灯のスペクトルが示されています。 

僕がこれまで使っていたのがAstronomikのCLS-CCDです。その分光
特性は4)のAstronomik社のHPに掲載されています 

参考3には、ネオン灯と水銀灯のスペクトルが示されています。 

ネ
オ
ン
灯 

水
銀
灯 

主に人間の夜の生活を明るく照らす3つの灯りの特徴は、ある特定の波
長の光を放出していることがわかります。この三つの明かりのスペク
トルをすべて重ねてみるとどうなるでしょうか。 

今回手に入れたのはLPR-Nフィルターです。この分光特性についても
販売元のシュミットのホームページに掲載されています5) 

さて、銀河(恒星)と違って、星雲は水素のHα線:(波長656.28nm)や
電離した酸素原子から放出されるOⅢ線( 495.8 nm, 500.7 nm)など、
限られたスペクトルの光を放っています。この生活光(光害)のスペクト
ルを見ると、その二つのスペクトルとは重なっていない部分が多いこ
とに気が付きます。 
その生活による光のスペクトルを遮って、HαやOⅢだけを拾ったら、
もっと暗い星雲が写るのでは、と設計されたのが光害カットフィル
ターです。 

この二つのフィルターは、どちらも蛍光灯や水銀灯の線状のスペクト
ルを見事にカットしていることがわかりますが、残念ながらネオン灯
の赤外領域にまで広がるスペクトルは、Hαの波長と近いところにある
ため完全にはカットできないことがわかります。 
そしてこの二つの違いは一目瞭然で、CLS-CCDがHαとOⅢ以外は
ばっさりカットしているのに対して、LPR-Nは、420、560、
605nm付近を透過させていることです。 
文献6によるスペクトル(他のものと波長のスケールが反転しているの
で鏡像に改変しています)と重ねてみると、CLS-CCDは青緑と赤しか
通過させないのに対し、LPR-Nは黄色や青も透過する・はず、です。 

参考 
1)デジカメ星空診断とカメラの特性 
http://paofits.nao.ac.jp/FITSWS15/onoma.pdf 
 
2)蛍光灯とLED灯は何が違うか 
株式会社ベストエコロジー 代表取締役（元・宮崎大学客員教授） 
 山城眞 著 
http://www.b-eco.com/LED.pdf 
 
3)ネオンランプと水銀ランプ 
http://spectra.nomoto.org/2004/10/30/%E3%83%8D%E3%82%AA%E3%83%
B3%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E3%81%A8%E6%B0%B4%E9%8
A%80%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97/ 
 
4)Astronomikl社のCLS-CCDのカタログ 
https://www.astronomik.com/en/filter-gegen-lichtverschmtzung-filters-against-
lightpollution-lpr/cls-ccd-filter.html 
 
5)シュミット社のLPR-Nのカタログ 
https://www.syumitto.jp/SHOP/LPRN01.html 
 
6)スペクトルについて のページ 
http://member.tokoha-u.ac.jp/~kuninaka/renewal/spectrum.htm 
 

藤吉さんから、公害カットフィルター対決：「公害カットフィルター対決」の
比較レポートが届きました。ありがとうございます。 
生活していくうえで欠かすことのできない電気・照明、その生活必需品が満天
の星を見えづらくしている皮肉な現代社会、星屋のみ皆さんは、少しでも暗い
星を見たい・撮りたいと、頑張ってますね、ご苦労様です。 
その対策は大きく分けて次の二点！ 
①空の暗い所に出撃する 
②光害をカットする機材を使う 
今回のレポートは②ですね、俗にいう公害カットフィルター！その中でも有名
な商品２つの性能比較・使用例の検証です。小さなフィルターですが、金額は
結構するので何枚も買う事はなかなか財政的に厳しいでしょうから、 
同一条件でのこのような比較は本当にありがたいですね！関心のある方は熟読
してください、また質問などあれば藤吉さんにお問い合わせください。 

問題は・・・ 
爆発的に普及しているＬＥＤ照明には効果が無い（少ない？）ことですね。 
国は「グリーン・イノベーションによる環境・エネルギー大国戦略」で 
「2020年までにLEDや有機ELなどの高効率次世代照明をフローで100％普
及させる」 
との目標を掲げています。 
一部には、2020年までに、すべての蛍光灯は無くなるとも誤報されています。
完全になくなるわけではないのですが、すでに蛍光灯の生産中止を発表してい
ますから今後ＬＥＤに切り替わっていく流れは変わらないでしょう。 
星屋にとっての悩みは尽きない事になりますね。 
基本は、無駄な灯りは点けない…もったいない精神の普及が一番だと思う事務
局です！ 

http://paofits.nao.ac.jp/FITSWS15/onoma.pdf
http://www.b-eco.com/LED.pdf
http://www.b-eco.com/LED.pdf
http://www.b-eco.com/LED.pdf
http://spectra.nomoto.org/2004/10/30/%E3%83%8D%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E3%81%A8%E6%B0%B4%E9%8A%80%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97/
http://spectra.nomoto.org/2004/10/30/%E3%83%8D%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E3%81%A8%E6%B0%B4%E9%8A%80%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97/
http://spectra.nomoto.org/2004/10/30/%E3%83%8D%E3%82%AA%E3%83%B3%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E3%81%A8%E6%B0%B4%E9%8A%80%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97/
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https://www.astronomik.com/en/filter-gegen-lichtverschmtzung-filters-against-lightpollution-lpr/cls-ccd-filter.html
https://www.astronomik.com/en/filter-gegen-lichtverschmtzung-filters-against-lightpollution-lpr/cls-ccd-filter.html
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-18- 

TakahashiSKY90(D90f407RD) 
CLS CCD  EOS 70D(Ir) ISO1600 90秒×39 
Takahashi EM200(AGS-1)ノータッチ 手動ディザ
DSS(L39D22F81DF80B80) KappaSigma 
PSCS2 StellaImage8 NeatImage 
2017.09/12 23：21 自宅庭 
 

では、実際の星空に使ってみたらどういう違いが出るでしょう？？ま、
予測としては、透過する光が少ない順に、CLS-CCDが一番背景が暗
く、フィルターなしは真っ白になり、LPR-Nはその中間。 
星雲の赤はCLS-CCDもLPR-Nも変わらず、恒星の色はLPR-Nはナ
チュラル・・・なんですけれどね。 
 
撮影は2018.08/13自宅の庭、鏡筒はSKY90＋RDの407mmF4.5、 
カメラはEOS  Kiss X7i(Ir改造)、ISOは1600、60秒露出。JPEG画
像で、WBはフィルターなしでのWBに統一、フィルターなし、CLS-
CCD、LPR-Nの順に30分程度の時間差で撮影して、並べてみました。 
左からフィルターなし、中央LPR-N、右CLS-CCDです。 
 

背景の空の明るさは、当然ですがほぼ予想通りですね。 
では背景の空に比べての相対的な星雲の写りはどうでしょうか？背景
の空をフォトショップのスポイト機能でほぼ同じに揃えてみました。 
左がフィルターなし 中央LPR-N 右CLS-CCD 
 

これまた当然ではありますが、予想通りCLS-CCDが背景の空より相
対的に星雲が明るく写っていることがわかります。 
次に、それぞれ10コマずつ撮影したので、RAW画像をDSSで10コマ
AverageStack(Dark、Flat 、Bias、は加えていません)、Autosave
をDSS上で簡易的に処理、背景の空の色を合わせたものです。 
左がフィルターなし 中央LPR-N 右CLS-CCD 

さて、では肝心の空の色や恒星の色は、というと、CLS-CCDは大き
く変わってしまうことがわかっていましたが、LPR-Nもそこそこ変
わってしまいます。星雲を見ながらカラーバランスを取り、そのあと
で空の色を見、最後に恒星の色を見ながら、の3度のカラーバランス調
整が必要でした。当然CLS-CCDとは分光特性が異なりますので、そ
れと同じ処理をしたのでは、許容範囲の色は出てきません。 
恒星のスペクトルは連続しているのでその途中途中が分断されること
や、連続しているように見えて、実は線状スペクトルが混じってきて
いるので、その強い信号であるはずの波長をカットしてしまったりす
るのかもしれず、それで色合いが変わってしまうのでしょうか？？ 
少なくとも微光星はずいぶん赤く表現されているようです。 
 最後にLPR-Nフィルターを装着したので、それを外さないまま151
分撮影を続け、DSSで処理をした画像です。この色に落ち着かせるま
でにはいろいろな紆余曲折が必要でした。 

Takahashi SKY90(D90f407RD) 
LPR-N X7i(Ir) ISO1600 60秒×151 
Takahashi EM100+PoleMaster 
DSS(L151D58F30DF58B80 KappaSigma) 
PSCS2 SI8 
2018.08/13 自宅庭 

光害カットフィルターの特性を見てくると、結局ネオン管を多く使っ
ていることによる空の明るさにはあまり効果がなさそう(別府市北浜の
ネオンサインが南東の方角なんですよね・・・)ですし、また、あまり
光害のない場所であれば、光量が落ち相対的にノイズが増え、カラー
バランスが崩れるだけ、ということになってしまいます。そんな中で
CLS-CCDのように思いきった特性であれば、恒星光もかなり落ちる
ので、淡い赤い星雲を恒星よりも浮かび上がらせて表現するために、
非光害地でも使うというのはありかな？？と思われます(実際に清和高
原でIC1396を撮影した時はフィルターなしでは苦しくて、CLS-
CCDを装着しました)。 
おそらく使い慣れれば、LPR-Nの方がカラーの崩れが少ないので、
CLS－CCDよりは使いやすいだろう、と思われ、透過スペクトルの幅
が広い分銀河にも使えるという謳い文句はわからないでもないですが、
恒星の色の変化を見ると、僕は銀河には使いたくないなぁ、と思って
しまいます。 
最後に、紫外線を発生しないため人体への影響が少なく、熱に変換さ
れないためエネルギーの光への変換率が高くエコなLED照明。我が家
周辺も防犯灯がこれにどんどん変わってきていますが、実はそのスペ
クトル特性上、光害カットフィルターが全く役に立ちません。 

CLSは赤が浮かび、青がオースリーの緑になり、光信号の多くがカッ
トされているためS/N比は悪くなりノイズが増える、ノーマルはノイ
ズは少なめ、青は青っぽく、赤にも少し青の成分が入り、あまり色を
いじらなくてもいい感じ。ただし赤い星雲の濃さはやはり落ちる。
LPR-Nはその中間・・・という、あくまでも個人の印象を持ちました。 

色合いの違いは単純に
1年前と現在の画像処
理能力の差も含まれま
す 

CLS-CCD VS LPR-N Vol 2 

この内容は 天文リフレクションズ
2018.08/30「今日の特選ピックアップ」で紹
介していただきました 
http://reflexions.jp/tenref/orig/2018/08/3
0/6211/ 
 

藤吉  健児 

http://reflexions.jp/tenref/orig/2018/08/30/6211/
http://reflexions.jp/tenref/orig/2018/08/30/6211/


特集 21P ジャコビニ・チンナー彗星1 
 肉眼彗星には程遠い明るさですが、そこそこ明るく、尾も見られる彗星の到来です。新しい彗星ではなく、周期彗星ですが。                          
                                                       編集部 
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20180715FB友の会より 

2018/07/14 23：07：47～ 
20cm反射F5直焦点 EOS60D ISO3200 
Light30secｘ12 Cometモード Standardモード 

安元 治義 

20180803FB友の会より 

45sec露光17コマ 
20cm反射F5直焦点 EOS60D iso3200 

安元 治義 

20180804FB友の会より 

20cm反射F5直焦点 EOS60D ISO3200 
60secｘ18 Darkｘ10 Flatｘ8  Cometモード 
河内天体観測小屋（自宅）大分県豊後高田市 

安元 治義 

20180805FB友の会より 

8月5日 22：15～ 
20cm反射F5直焦点 EOS60D iso3200 
60secｘ20 DarkＸ10 FlatＸ10 DSSCometモード 

安元 治義 

太田 輝章  

8/5早朝のジャコビニ・チンナー彗星です。最近は
惑星ばかり撮って彗星を撮る余裕がありませんでし
た。昨夜はシーイングが悪かったので早々に寝て、
自然に目が覚めた早朝に、何か撮れる彗星は無いか
と天ガを見て、明るいものを撮ることにしました。
南側に半月があり少し影響はありましたがそれなり
の尾が撮れました。しかし、彗星特有の青が出な
かったようでもう少し露出が必要のようでした。月
が小さくなればもっと露出がかけられるので発色を
期待したいです。トリミングせずにこの尾の長さな
ので撮り甲斐があります。 

20180805配信 No4538 

藤吉  健児 

21Pジャコビニ・チンナー彗星 
Takahashi SKY90(D90f407) 
Canon EOS70D(Ir) ISO1600 45秒×67Fr 
Takahashi EM100 (ノータッチ・手動ディザ) 
2018.08/04 23:19JST(+0900) 自宅庭 
DSS(L67D24F20DF21B80) CometMode 
PSCS2 SI7 NeatImage トリミングあり 

火星も撮りたいけどジャコビニも撮りたい・・・ど
～～しよ。昨夜は亀川の花火大会のせいか、気流が
激悪、かと言って空は真っ白に濁っている・・・こ
んな日は何を撮ったってうまくいかない、と思った
のですが、とりあえず一度は撮って練習しておかな
いと、彗星撮影なんて久しぶりですから・・・ 

20180806配信 No4542 

太田さんから、ジャコビニ・チンナー彗星観測画
像が届きました。ありがとうございます。そこそ
この明るさ・大きさになってきましたね確かにエ
メラルドグリーンは薄く白い様な？安元さんがＦ
Ｂにあげていた画像でも同様でしたね、この彗星
自体がそうなのか？ 空が霞んでるからそう写る
のか？  事務局 

藤吉さんから、「 2018.08.04.の21P 」 
観測報告が届きました。ありがとうございます。 
火星祭り・惑星祭りの夏ですが、これからの彗星
もお忘れなくですね！！！有名なジャコビニ・チ
ンナー彗星…なつかしい！！軌道上に流星の塵を
一杯撒いて行って欲しいですね！！！ 

藤吉さんから、「2018.08.05.の21Pジャコビ
ニ・チンナー彗星」観測報告が届きました。あり
がとうございます。二日続けての21Ｐですね、天
気が続くと連続観測が出来て良いですね！透明度
が少しだけ改善したおかげか彗星が少しエメラル
ドグリーンに写ってるようで、やはり天体写真を
撮ると地球大気の状態の把握が出来ますね。久し
ぶりの彗星ですと、手順を思い出すまで手間取る
ようですが、彗星以外にも星雲星団・星野などに
も同じことが言えますね。 
そう言えば・・・一晩に惑星から星雲星団・星野
までマルチに撮影・観測しているスーパー会員も
居ますが、ＦＢには投稿してもＭＭには中々投稿
してくれず事務局は寂しい思いをしています。ど
うしたら投稿していただけるか、誰か教えて星い
な！！！・(笑) 

藤吉  健児 

Takahashi SKY90(D90f407RD) 
Canon EOS 70D(Ir) ISO1600 45秒 
Takahashi EM100(PoleMaster) ノータッチ 
2018.08/05 23:49 自宅庭 
DSS(L8D43F38DF43B80)CometMode Average 
PSCS2 SI8 NeatImage 

た・・・(TへT)本題の今日のジャコビニ、は、途中
でバッテリーが切れていてメトカーフ法でコンポ
ジットすると構成が悪く恒星が二つに分かれてし
まって背景がうるさい。ほんと、久しぶりの撮影は
上手くいかないですね。仕方がないのでわずか8コ
マ(総露出6分)で彗星を停め、恒星も一件止まったよ
うに見える画像にすることにしました。斜めノイズ
はPoleMasterを使うことでディザしなくても激減、
フラットはこの夜SKY Flatを撮影して改善などの収
穫はありました。彗星自体は決して明るくはないで
すが、光害地の透明度の悪い空でもわずかにエメラ
ルドグリーンのコマが見え、尾もしっかり見えてい
ます。それに何と言ってもほぼ一晩中撮影が可能で
す。楽しめますね！ 

20180806配信 No4544 

吉野 圭司 20180807FB友の会より 

撮影：2018/08/06 23:45～ ISO1600 60s x10 
機材：NIKON D810a + Sigma 135mm 
ポラリエ、PoleMaster 

吉野さんからジャコビニ彗星と銀河観測報告が届
きました。ありがとうございます。透明度の良い
夜でしたね。ジャコビニ・チンナー彗星、中望遠
出撮影している方からは彗星があまりエメラルド
グリーンに見えないという報告が来てますが、吉
野さんの135の画像では綺麗なエメラルドグリー
ンですね、レンズの差なのか？透明度の差なの
か？後者の様な気がしませんか？ 

20180805の夜はその前の夜よりは透明度がよい
印象(カシオペヤ座がちゃんと見えた)だったので、
ふたたびジャコビニ彗星を狙ってみました。
StarsAndCometModeを完成させるために前夜撮
影した範囲を彗星なしで撮ったつもりでしたが、星
の配列を読み違え、フレーム半分ずれていまし 

カシオペア座の中をケフェウス座寄りに通過中です。 
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藤吉さんから、「2018.08.09.の21Pジャコビ
ニ・チンナー彗星」観測報告が届きました 
ありがとうございます。8/8-9は香りの森でも夜
半過ぎから良好な透明度になってましたから、別
府でも綺麗な空だったんですね！！綺麗な写真を
撮るには、晴れと透明度と暗さのバランスがとて
も重要と言う事がよくわかります。そしてそれは、
予告も確証も無く、一晩中続くわけでも有りませ
んから、しぶとく・粘り強く・諦めずに空を監視
し続け、チャンスが有ったら即実行するしかない
ようです。諦めなかった結果のこのきれいな21Ｐ
お見事です！  事務局 

藤吉  健児 

20180809未明の21Pジャコビニ・チンナー彗星 
 Takahashi SKY90(D90f407RD) 
Canon EOS 70D(Ir) ISO1600 45秒×80Fr 
(総露出59分52秒) 
Takahashi EM100(PoleMaster)ノータッチ 
2018.08/09 01:48～自宅庭 
DSS(L80D10F38DF43B80)CometMode PSCS2 
SI8 NeatImage 

台風の関東接近とともに風が強くなり、そのためか
一気に霞みが晴れた印象です。庭先も涼しく、いや
Tシャツ一枚では少し肌寒く感じました。こんな日
は星も輝くし、デジカメのノイズも減りますね。期
待しつつ見上げた昼間の空は雲多し、諦めかけた日
付の変わるころ、カシオペヤの周囲の暗い星々がお
いでおいでと手招きしていたので、 
ついつい撮影してしまいました。21Pジャコビニ・
チンナー彗星、透明度が改善したらぐっと彗星らし
く見えてきましたよ♪ 

20180810配信 No4556 

太田 輝章  

清和でのチンナーです。空の状態が良かったので高
感度設定できたせいか、チンナーは彗星らしい発色
で撮影することができました。強調処理はしていま
せんが、尾は上端近くまで伸びているように見えま
す。 

20180814配信 No4569 

太田さんから、清和でのチンナー観測報告が届き
ました。ありがとうございます。清和は空が暗
かったですが、時間によって水蒸気が多く透明度
が良くなったり悪くなったりしていましたね、太
田さんが撮影した、21Pジャコビニ・チンナー彗
星は透明度の良い時だったようで、とても綺麗な
発色ですね！！！屈折の大口径機の威力も凄い！ 

太田 輝章  

太田さんから、8/17-18の観測報告が届きまし
た。ありがとうございます。21Ｐ彗星、本当に明
るくなりましたね！！    事務局 

チンナーさんは光度を上げたのか、清和で撮ったも
のより明るいようです。感度と時間が異なりますが
その差は明らかで、トリミングしていない 
画角の上端を尾が付き抜けています。感度を上げ過
ぎたせいか、かなり粗くなってしまいました。 

20180818配信 No4584 

足立 紀彦 

撮影日時＝8月10日 22:59～23:23 
撮影機材＝RASA(D=280mm,FL=620mm) + 
EOS6D(IR) ,no-touch guide 
露出＝ISO3200 20s x 60 exp(Total Exp=20min) 
架台＝NJP(K-ASTEC改) 
処理＝DSS、PhotoShopCC2017、Stella Image8 

NJPが正常に動かず、よってRASAも稼働できない
状況が続いていますが、久々の彗星の登場に、NJP
のガイドエラーを最小限にしてNJP+RASAで撮影
をしてみました。1コマ20秒で６０コマ撮影しまし
た。ASI071冷却C-MOSカメラが、内部結露で修
理に出す羽目になっているため、急遽、久々に
EOS6Dの登場です。もやのかかったあいにくの空
でしたが、何とかかろうじて写すことが出来ました。
2xDrizzleでクローズアップしました。 

20180811FB友の会より 

足立 紀彦 

 彗星用のRASAをだましだまし使って撮影してい
ます。いや、RASAが悪いのではなく、NJPが悪い
のですが。 昨夜は２０秒露出で（奇跡的にまとまっ
ている？）１３コマだけいいものを選びました。露
出合計は4分20秒です。従って、彗星の核の移動も
ほとんど見られませんでした。 

20180814FB友の会より 

撮影日時＝8月13日 23:52～23:59 
撮影機材＝RASA(D=280mm,FL=620mm) + 
EOS6D(IR) ,no-touch guide 
露出＝ISO3200 20s x 13 exp(Total 
Exp=4min20sec) 
架台＝NJP(K-ASTEC改)・・・ダメ赤！！ 
処理＝DSS、PhotoShopCC2017、Stella Image8 

8/29のイリジウムフレアは残念ながら雲が多く、
見えはしましたが、きらっ！という感じではありま
せんでした。そこで、出し惜しみしていた秘蔵の一
枚、ジャコビニ彗星と人工衛星フレア。普通ならス
タックすることで見えなくなりますので、撮影画像
を１枚１枚チェックしていると、こういうものを見
つけることもあります(^^ゞ 
 

20180830FB友の会より 藤吉  健児 

2018.08/06 01:32自宅庭 
SKY90＋RD 70D(Ir) ISO1600 60秒(1枚物JPEG) 

20180901配信 No4619 村上 聡 

8月17日の21Pジャコビニ・ジンナー彗星です。 
画像処理がうまく出来ずに遅くなってしまいました。 

2018.8.18 02:30 ～ 大分県竹田市久住町 
Nikon D810A ISO3200 60s×28 
FS-60CB Reducer C0.72X f=255mm F4.3 
Cellestron AdvancedVX  SynGuider Ⅱ 

村上さんから、8/18の[21P/Giacobini-
Zinner]観測画像が届きました、ありがとうござ
います。秋の天の川の星の海に中、ハート星雲、
胎児星雲近くを移動する21Pジャコビニ・ジン
ナー彗星を見事にとらえてますね！！精細な画像
とても綺麗です！！！     事務局 
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吉野 圭司 20180811配信 No4562 

日時：2018年8月11日、1:12:44 

撮影：NIKON D810a ISO5000 60秒x13 FlatDarkあり  
機材：Takahashi ε-130d + Ioptron IEQ45_pro 

8月11日 
「北アメリカ星雲とペルセウス座流星」 
北アメリカ星雲を撮影中に流星が飛び込んでいまし
た。かなり明るい流星だったようです。後半は切れ
ていますが、グリーン色がとても綺麗ですね。 

吉野さんから、最近（8/9-11）の夜遊びの成果
観測報告が届きました。ありがとうございます。
ここ数日、毎日のように香りの森でご一緒でした
ね、比較的天候にも恵まれて、幸せな星夜の連続
でしたね！！！その間の夜遊び成果報告・・・流
石ぺルセが近いので流星が見事に主役になってき
てますね！！！！ハートを射抜く流星なんて、
めったやたらには撮れないでしょうがイプシロン
の視界内に入ってくるとは…それも凄い確率で
しょう！！！！ 事務局 

山本 幸司 

山本さんからもペルセウス座群流星の報告です。
ありがとうございます。このころは空の透明度が
あまり良くなかったような記憶がありますが、こ
の焦点距離でこの存在感のある流星は見事です
ね！やはり星空は三顧の礼に応えてくれますね～
～               編集部 

日 時：① 2018.08.10 23：26：50（～30sec） 
撮影地：大分県大分市香りの森付近 
機 材：FUJIFILM X-A1/ 
    SAMYANG8mm F2.8 UMC Fish-eye II 
    固定撮影 ISO 3200 露出 30.0sec 

今宵（8/10）も、吉野氏と香りの森に出撃、最近、
ほとんど毎日有ってる様な気がします！！・(笑)流
星観測は何時もの・・・魚眼レンズカメラ「ほた
りっぱなし固定撮影」幾つか大物が引っかかりまし
た！！！今夜は時間が進むにつれ、雲・ガス・・そ
してＰＭ2.5が増え透明度がどんどん悪くなってい
きました・涙 

20180811配信 No4563 

日 時：② 2018.08.11 01：20：31（～30sec） 
撮影地：大分県大分市香りの森付近 
機 材：FUJIFILM X-A1/ 
    SAMYANG8mm F2.8 UMC Fish-eye II 
    固定撮影 ISO 3200 露出 30.0sec 

日 時：③ 2018.08.11 02：15：48（～30sec） 
撮影地：大分県大分市香りの森付近 
機 材：FUJIFILM X-A1/ 
    SAMYANG8mm F2.8 UMC Fish-eye II 
    固定撮影 ISO 3200 露出 30.0sec 

太田さんから、清和でのペルセ観測報告が届きま
した、ありがとうございます。ぺルセ流星群も、
多く見えて良かったですね、例のランデブーはや
はり人工衛星でしょうね、それ自体はよくあるこ
とですが、あんなに明るく見えたのは初めてでし
た、楽しめましたね！！！事務局 

太田 輝章  

清和でのペルセです。ペルセはかなりの数を見るこ
とができましたが撮影できたものは少なかったです。
1:24にはくちょう座付近に長く明るいものが飛びま
したが、前半部分しか写っていませんでした。 

20180814配信 No4569 

ペルセ撮影中に謎の発光体が写りました。人工衛星
なのでしょうが名前は判りません。ISSとシャトル
のランデブーのような状況だったのか、別の個体が
偶然同時に見えたのか。光度は暗いですが過去これ
に類似したようなものが撮れたこともあったので、
恐らく後者ではないでしょうか。 
  

1:57にけんびきょう座に飛んだものは爆発している
様子が判ります。が、これは群ではなかったようで
す。 

丸野 閑由 

今年のペルセウス流星はどうでしたか。火星画像の
撮影で忙しかったのでほとんど見ないままでした。
ただし、カメラのインターバル撮影で撮影した画像
を確認すると、少しだけですが、写っていました。 

20180815配信 No4572 
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丸野さんから、ぺルセ観測報告が届きました。あ
りがとうございます。惑星がいくら忙しくてもぺ
ルセもしっかり観測ご苦労様です、ご自宅からで
も結構写りましたね！！！ 

ＲＩＣＨＯ ＧＲ でＩＳＯ３２００ Ｆ２．８６秒露出 
４枚目の画像は１３日に１３００枚撮影したものを 
SiriusComp 64にて比較明合成しました。 
言わずもがなですが、大きな星は火星です。 
撮影地は大分市です。 

山本 幸司 

山本さんから、清和高原でのペルセウス座流星群
の観測画像が届きました。ありがとうございます。
8mm対角魚眼でこの長さはすごいですね！今季
撮影された画像の中では、最長不倒距離かもしれ
ませんね！！！     編集部 

日 時：2018.08.13 01：23：50（～30sec） 
撮影地：熊本県上益城郡山都町井無田 
    清和高原天文台芝生観測広場 
機 材：FUJIFILM X-T1/ 
    SAMYANG8mm F2.8 UMC Fish-eye II 
    固定撮影 ISO 3200 露出 30.0sec トリミング 

今年のぺルセ群観測の中で一番大きな群流星です。
夏の大三角に匹敵する長さで写ってます（肉眼では
その前後が見えてます）お客さんなどの絶叫・歓喜
が凄かった！！！(笑) 
1枚目は対角魚眼レンズの超広視野ですが 
    それでもこの長さは長い！ 
2枚目はAPSC18㎜位にトリミング 

20180815配信 No4576 

藤吉さんからペルセウス座流星群2018＠別府市
の観測報告が届きました。ありがとうございます。
8/12-13日のいわゆる極大日の観測ですね、別
府市は雲が結構多かったようですが、それでも隙
間から結構大物が釣れたようで星果は満足では無
いでしょうか？18㎜～24㎜の広角レンズ、この
くらいの写野ですと、そこそこ広角ですし、写っ
た流星も比較的大きく、運（構図）が良いと見栄
えのする流星画となります。1枚の露出は何秒く
らいでしょうか？流星痕を記録するためにも短い
方が良いのでしょうが、枚数が多くなりますから
兼ね合いが悩みますね！              
事務局 
(露出時間加筆させていただきました・藤吉) 

藤吉  健児 

24mmF2.8のレンズの能力のおかげか、今年のペ
ルセ群はインパクトの大きな流星が多数撮影できま
した。雲が多く、撮影できる方向が限られたので、
流れた方向にカメラを向け直すかどうか、なんて悩
みがなかったことも大きいかもしれません(^^ゞ 
天頂方向に向けた24mmでの撮影分には天の川に流
れる流星や、アンドロメダとのコラボ、など、楽し
い流星が多数写っていましたし、色の変化がわかる
ものが多く写っていました。流星痕もいくつか見ら
れましたが、画像上表現するのが難しいです(^^ゞ 

20180816配信 No4577 

EF-S18-135mm 18ｍｍF3.5 ISO6400 2秒 

EF-S 24mmF2.8 F2.8 ISO6400 5秒 

20180812 23:46 

20180813 00:02 

20180813 03:49 

20180813 04:25 

20180813 01:02 

20180813 02:19 

ルナ天文台には、大昔：1997年に天文協会強化豪華合宿
を行ってます。この時は、ヘールボップ彗星と部分日食観
測そして豪華食事のペンションと言うバブリーな合宿でし
た。その時の写真は下記ＨＰをご覧ください。 
http://astro-oita.org/19970309.html 
懐かしいですね、みんなのお腹が細い様な(笑)観測も上手
く行きましたが、折角のペンションなのに、夕食の後、Ｈ
Ｂ彗星を追いかけて一晩中阿蘇外輪山を走り回り、朝方よ
うやくペンションに帰りついた会員もいましたね、懐かし
い思い出です！ 

藤吉  健児 

Canon EF-S24ｍｍF2.8 開放 
Canon EOS 70D(Ir) ISO6400 3.2秒 
2018.08/14 20:55 南阿蘇ルナ天文台中庭より 

夏休みの家族サービス兼自分のリフレッシュ、の目
的でオーベルジュ森のアトリエ南阿蘇ルナ天文台に
一泊してきました。食事がおいしければ、夫は星と
遊び呆けててもいい、との妻の一言で(笑)食事は噂
にたがわず、素材が厳選されており美味、 
星空案内も楽しかった、のですが、何せ台風接近中、
特に我が家族が参加した星空ツアー後半のグループ
は満天の星空に包まれる、というところまでは行き
つけませんでした。しかし、ちょっとでも星が見え
ているうちに撮影しておこうと、後半のグループの
開始時刻前の待ち時間の間に天文台の上に北斗七星
が見える角度で撮影を始めたところ、画角の確認に
2秒、露出の確認に2秒、撮影しちょっと暗かったの
で3.2秒露出で本撮影、と思ったその瞬間、長経路
流星が飛び込んできました。わずか7秒の奇跡！自
分たちの前の天文ツアーのグループから歓声が上が
りましたので、その人たちも見られたんでしょうね
～～いい旅になりました♪ 

20180816配信 No4578 

http://astro-oita.org/19970309.html
http://astro-oita.org/19970309.html
http://astro-oita.org/19970309.html
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藤吉  健児 

特集 オニール橋 1 

安元 治義 
月の名所シリーズ⑮ 危機の海 

昨日UPの危機の海名所シリーズに登録 
昨夜の危機の海とオニール橋？ 

20180904配信 No4626 

8月27日の月より③危機の海 
20cm反射F5直焦点 ASI290MC IR76  
3Xバロー 3コマモザイク 
河内天体観測小屋（自宅）大分県豊後高田市 

 藤吉さんから、月面のロマン、夢のオニール橋が見えた・・・・のかも？と言う、報告が届きました。ありがとうございます。 
 若い方は聞き及び無いかもしれませんが、古い天文ファンは月面に大きなアーチ橋の様な想像図を一度は見て憧れた事が有るのではないでしょうか？ 
そう・・それが、オニールの橋です！事のいきさつを説明しますと・・・月面上報ステーションと言うサイトにまとめが有りましたので下記に転載いたします。 
   https://moonstation.jp/faq-items/q051 
    オニール橋事件を振り返ってみます。 
    1953年7月、ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン紙の科学部長であったJ.J.オニール氏は、月面の「危難の海」の西側に 
   人工的に作られた橋のようなものを発見したと発表しました。この橋は二つの峰をまたぐような形で、20キロメートルにもおよび 
   日没時には観測できましたが、日の出の時には見えなかった、ということです。同年8月、英国天文学協会の月研究部長だった 
   H.P.ウィルキンス氏らも同じ構造を確認したと発表しました。しかし、その後この構造は観測できなくなり、見間違いだったのでは 
   ないかという批判が起こりました。ウィルキンス氏はその批判に抗議し、月研究部長を辞任したそうです。 
    当時、オニール橋はかなりの話題を呼び、一部UFO研究家などからは巨大なUFOが一時的に着陸していたのではという推測も 
   されたそうです。その後に打ち上げられた月探査機ルナー・オービターや、クレメンタインなどの月探査機でも、特に人工物のような 
   構造が見つかったという報告はありません。 
    アマチュア天文観測家の間では、現在でもオニール橋付近はしばしばターゲットとして撮影されることがあるようですが、橋のような 
   構造は見えないそうです。おそらく、光の角度によって月の地形の陰が橋のように見えたのでしょう。 
  
そのオニールの橋について安元さんのFacebookへの投稿をきっかけに、藤吉さんに延焼し詳細な検証となったのですね・・・ナイス連係プレーですね！今では小
口径の望遠鏡での観測ですから、分の悪いオニールさんたちですが、元々観測研究は、発見・検証・否定・再検証・・・などの繰り返しですからね！！！！(笑)ア
マチュアの私達ですからロマンを楽しにたい気もします。面白い投稿、ありがとうございました。                                                                    事務局 

 安元さんがFB友の会にオニール橋付近の画像を投稿されているのを見て、 
いつかオニールさんと同じ状況で見てみなきゃ、と考えていたことを思い出し
ました。ところがオニールさんがいつどこでどんな光学系でどれくらいの倍率
で見ていたのかさえ知らなかったので、調べてみました。 
すると・・・ 
1953年7/29の01：30頃(おそらくアメリカ東部時間の)だったそうです。 
JJオニールはニューヨークヘラルドトリビューン紙の科学部長だったそうなの
で、ニューヨークで見たんだろう、と仮定して、その日その時刻のニューヨー
クでの月の見え方をステラナビ10でシミュレートしてみました。 
こういう光の当たり方だったんですね。もしかしてこの逆位相なら滅多に見ら
れない・・・と思ったのですが、この光の当たり方なら、似たようなときに見
たことが何度かあるぞ、と思い、自分の撮影画像を見てみると、 
確かに何度か撮影していました。その中でも、2017年12/07の02：
07(JSTです)の撮影は、ステラナビでシミュレートしてみると、なんと、狙っ
たわけではないのにオニールさんが見た月とほぼ同じ！！ 

20180829配信 No4608 

オニール橋が見えた！(のかも・笑) 

https://moonstation.jp/faq-items/q051
https://moonstation.jp/faq-items/q051
https://moonstation.jp/faq-items/q051
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特集 オニール橋 2 
 その時の画像を、オニールさんは10cm55倍で見ていたとのことですので、 
すこしぼやかして処理してみますと・・・これのことかなぁ・・・ 
 今現在オニール橋と名付けられている場所のやや南側、つまり現在ではラヴィ
ウム岬と呼ばれている場所ですが、そこの稜線の東西に日が当っていて、まる
でアーチ型の構造の下を光が通り抜けて危機の海の内部の山(ヤーキースのリ
ム?)に当っているように見えました・・・ 

もっともこのときは20cmシュミカセでの撮影で、 
普通に処理すると同じ場所は01-01-04のように 
見えているのですけれど（*≧ｍ≦*） 
これがオニール橋の正体でしょうか？？ 

川端 孝幸 

オニール橋 

何度か狙った対象ですが、、、 
4月3日撮影分から、オニール橋付近を含む危機の海
のカットです(シーイング良くありません）。 
好シーイングを狙ってますがその後も今一つの天候
が続いてます。問題の記事も下弦だそうで、なんと
なくそばのクレータの影が橋のそれらしく見えます。
真実は如何に(^^) 

20180830配信 No4611 

川端さんから「 オニール橋 」付近？の画像が届きました、ありがとうございます。 
安元さん→藤吉さん→川端さん と、「鬼居る橋？」・・じゃなく、「オニール橋」の 
話題が伝染しましたね！！！ 愉快ですね！ 
下弦の頃の月面詳細画像・・・うーーーーん！真相は如何に？・(笑)     事務局 
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藤吉  健児 

Edge HD800 + Celestron3xBarlow 
ZWO ADC + ASI290MC 
CM=234.8° FL=8600mm 
Gain370 Gamma40 Shutter5.00ms Duration90s 
2018.08/01 23:21.2JST(+0900) 
12640×50％・AP1(AS!3)×３Fr RS6 
WinJupos Derotation CS2 
自宅庭より 

月例会（8/1）夜の火星 

例会、お疲れ様でした！コンパルホールの屋上には
初めて足を踏み入れました。あんな風になってたん
ですね(笑)そこで見た火星は、ちらつきはあるもの
の、普段別府市の我が家から見るよりははるかに落
ち着いている印象でした。最接近に最も近い日の画
像を残しておかなければ！と思ったのですが、別府
の花火大会の渋滞を避けて乗った高速は別府イン
ター付近から霧、絶望的な気持ちになりながら帰宅
してみると、まだ雲は麓までは押し寄せておらず。
慌てて鏡筒の外気均しを開始し、 
1時間後、撮影開始と同時に雲が押し寄せました。 
押し寄せる直前に3セット(90秒×3)だけ撮影でき
たのでぎりぎりセーフ!・・・♪ 

20180802配信 No4527 

2枚目は、たとえ絵にならんと思ってもこまめに
撮っておくんだったと後悔した、ここまでの火星の
足跡です。 

川端 孝幸 

シーイング2/10、透明度4/5 
IR760nm：2018-08-02 01h48m20s（JST)  
RGB：2018-08-02 02h07m02s（JST) 
共通：C14+2×バーロー+自作ADC+ASI224MC 

昨夜（8/2）の火星 

遅ればせながら掲載(^^;)シーイングがあまり改善し
ません。ダストが晴れてきてますね。 

20180803配信 No4528 

川端 孝幸 

シーイング3/10、透明度4/5 
IR760nm：2018-08-03 00h07m08s（JST)  
RGB：2018-08-03 01h00m54s（JST) 
共通：C14+2×バーロー+自作ADC+ASI224MC 

昨夜（8/3）の火星 

昨夜の火星 シーイング少し改善（^^） 

20180803配信 No4529 

丸野 閑由 

TOA130+5×パワーメイト+ADC+ASI290MC  
Sharp Cap 3.0 +Auto Stakkert RegiStax5.1 
火星 8月3日 0時2分 5000枚 

昨夜（8/2-3）の火星と土星 

昨夜の火星と土星です。結構、シーイングも良かっ
たし、眼視でも両惑星が安定した像で見えました。
日中は暑いけど夜間の良いお天気がもう少し続いて
ほしい。自宅ベランダで撮影しました。 

20180803配信 No4530 

土星 8月2日 23時 46分 3000枚 

藤吉  健児 

Edge HD800＋Vixen2XBarlowDx＋ASI290MC 
3コマモザイク 南が上 
2018.08/03 01:58～02:06 自宅庭 

カッシーニが感動をくれ～～た！ 

しばらく土星・木星・火星、と遠方に遊びに出てい
ましたが、月に帰ってきました。昨夜はシーイング
が悪く、肉眼で見ても火星が大きくなったり小さく
なったり、こんな日は・・・いや、こんな日でも
撮っておけばよかった、という後悔をしたばかりで
したが、やっぱり火星を撮る気にはなれませんでし
た。そういえばこの月齢の月って、めったに見る機
会がない(自分の自由時間の関係です)、と思ったの
で、ステップモーターの電源をつながずに手動で追
尾して目で楽しみました。 
奇しくも山本さんと吉野さんのW夫婦がカッシーニ
に感激していたそうですが僕にも月面のカッシーニ
が感動をくれ～～た(^^ゞで、撮らずにおれなくなっ
て、コントローラーを電源に接続しましたとさ。 

20180804配信 No4532 

静かの海東側 アルプス流域やその周辺の細かい凹
凸、アレキサンダー内部の影、月面のクレーターの
カッシーニ、いやあ、目を奪われました。 

安元 治義 

8月4日の土星 

綺麗な土星が見えていましたが4コマ撮影中に突然
モニターから消えました。空を見上げるといつの間
にか雲が。再び現れることは有りませんでした。モ
ニターでもはっきり見え（今までで最高）期待した
のですが！！ 目視でも見たかった（観る予定でし
た） 
上下さかさまです（回転していません） 

20180804配信 No4534 

太田 輝章  
昨夜（8/3）の惑星 

シーイングは普通といったところでしょうか。金星
は一段と大きくなり、半月状より若干膨らんだ感じ
で、火星と同じくらいのサイズです。金星もクレー
タが見えたりすると面白いのですが、雲が覆ってお
り、この雲の濃淡はフィルタを使わないとみられず、
楽しくない対象です。満ち欠けの様子については単
純な現象ですが、それなりに 
楽しめるものがあります。火星はコントラスト良く
処理ができました。 

20180804配信 No4535 
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APM ZTA152 
ATLUX赤道儀 
ZWO ASI120MC 

藤吉  健児 

01-02、01-03共通 
Edge HD800＋Vixen2xBarlow＋ASI290MC 
FireCaptureV2.6 Gain275 Gamma60 Shutter9ms 
3000Fr 
AS!3(50%) AP≒4500 RS6 PSCS2 

8/2夜に撮影した月面画像 

8/2夜に撮影した月面画像２枚を報告します。月面
は大御所たちがたくさんの画像をアップしてくださ
るので自分自身の目ではまだ見たことない場所でも、
あれ？ここ、この間アップされていた場所？？と目
に留まります(笑) 
01-02 ヒギヌス谷 
中央の入江東側の谷の入り組んだ場所です。ヒギヌ
ス谷は特徴的な走行をしていて、あ！ここか！とす
ぐにわかりました。その南西にはこれまたよく名前
を聞くトリスネッカー峡谷、東にはアリアダヌス谷、
その北側にクレーターボスコビッチ内部のボスコ
ビッチ峡谷、面白いですね！シーイングはよくな
かったので少々ぶれた画像です。なお、一視野でこ
れくらいの範囲とわかるように、一切トリミングな
ど行っていませんので、画像の端に 
追尾のブレが残っています。 

20180804配信 No4536 

01-03 大海へ！ 

題名の通り、湾内から、大海へ出港する雰囲気を
感じたので思わず撮影したものです。晴れの海と
雨の海の間、アペニン山脈とコーカサス山脈の間
の平らな部分になりますが、後で調べてみると、
南側アペニン山脈側には、フレネル岬、という名
前が付いているんですね。雨の海側は、東から
順にフレネル峡谷、ハドリー谷、ブラッドリー谷、
なども見えています。これも１視野ものです。 

渕 辰夫 

火星データ： 
2018年8月1日10時40分センター240s×8 
2018年8月2日10時45分センター240s×6 
25cmF4 5倍バロー adc asi224mc 
シャッター4ms 
autostakkert  Registax Winjupos 

8月1日,2日撮影の火星 

早朝より仕事のため夜半過ぎまで撮影出来ませんで
した。１枚撮り終了、いつもと同じで、午後8時よ
り次第に気流が悪くなります。 
  
・一枚目 
前回より表面の模様が淡く、殺風景になり処理を強
調ぎみにしました。（8月1日分） 

20180804配信 No4537 

・二枚目 
 写真下（北）側のエリジウム山の噴火で出来たと
思われる同心円状のシミ模様が印象的です。 

丸野 閑由 

昨夜（8/4-5）の火星 

昨夜の火星画像が出来ました。ADCでの処理がきっ
ちり合わせていないのでにじみが出ていると思いま
す。レジスタックスも６が動かず５．１で処理して
います。木星も土星も撮影してみましたが良い画像
が得られず、火星のみになりました。比較のため火
星クルクルのコピー画面をつけています。 

20180805配信 No4539 

川端 孝幸 

シーイング3～4/10、透明度1～0/5 
RGB：2018-08-05 00h16m04s（JST) 
IR760nm：2018-08-05 01h15m04s（JST)  
共通：C14+2×バーロー+自作ADC+ASI224MC 

昨夜（8/4-5）の火星と観測会報告 

昨夜は下江津湖にて公園主催の火星観望会でした。 
50名の参加者が期待して待って頂きました、、、が。
曇天、さらに雨！残念ながら火星は見れず。当方の
ストック画像をプロジェクターで投影して紹介する
流れとなりました。次回リベンジを誓いました(^^;)
天気は気まぐれで夜中過ぎに靄の中、火星がお出ま
し。恨めしい限りです。薄雲を通しての火星像です。 

20180805配信 No4540 

藤吉  健児 

亀川花火と火星 

20180806配信 No4542 
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条件 

月の名所シリーズ⑪⑫⑬ 

8月1日の月より一挙公開、晴天が続いてデーターが
貯まる一方です なかなか進みません 

20180805配信 No4541 

安元 治義 

田崎 千章 

ε－130ｄ+D810Aでの2分露出×18枚（ISO1600） 
（トリミング有り） 

網状星雲 

足立さんがフェイスブックに投稿した網状星雲をみ
て、以前撮影した画像を再処理してみました。  
強めに色彩強調してみましたが、一つひとつの星の
色がとてもキレイですね。 

20180807配信 No4545 

渕 辰夫 

2018年8月5日23時50分センター 
25cmF4 5倍バロー adc asi224mc 
シャッター4ms  240s×5 IRカットフィルター 
autostakkert  Registax Winjupos 

8月5日撮影の火星 

気流は中程度でしょうか、以前より良くなっている
気がします。淡い模様は眼視では見えないですが、
白い南極はすぐに分かります。 

20180807配信 No4547 

川端 孝幸 

IR760nm：2018-08-07 00h14m13s（JST)  
RGB：2018-08-06 23h35m07s（JST) 
共通：C14+2×バーロー+自作ADC+ASI224MC 

昨夜（8/6-7）の火星 

夕立の後快晴でしたが、、、熱気のせいか、またも
やイマイチなシーイングでした。 

20180807配信 No4548 

吉野 圭司 

日時：2018/08/06 22:18～  香りの森 
露出：ISO3200 90secx20 
機材：NIKON D810a , Sigma 135mm ,ポラリエ、
Polemaster 
処理：DSS,PSCC, 

いて座方向の銀河 

いて座方向の銀河が良く見えていたので、また撮っ
てしまいました。(^^)/この白い部分が全て星かと思
うと気が遠くなるスケール感に毎度圧倒されます。 

20180808配信 No4549 
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渕 辰夫 

2018年8月7日22時08分センター 
25cmF4 5倍バロー adc asi224mc 
シャッター4ms  240s×10  
IRカットフィルター 
autostakkert  Registax Winjupos 

昨夜8月7日撮影の火星 

今回は悪気流の為途中で撮影を終了しました。２枚
の中の1枚は模様が分かり易い様に、同じ写真を強
調処理したものです。Winjuposで発生する外側の
輪郭線は、元画像からモノクロの高コントラストマ
スク画像を作り、元画像とマスク画像をフリーソフ
トYimgの最小値画像合成して消しました。 

20180808配信 No4550 

梶原 達夫 

30cm F6N→4.8 mount Mikage 260-310 FLI 16200 
-25℃ 
大分県日田市 自宅観測所 

M8（干潟星雲） 

今日も暑かったですね！！昨晩M8のOⅢとSⅡの撮
影をしたので、前日のHα画像を入れてSAO 
(SⅡ-Hα-OⅢ）で合成しカラー化してみました。
発色はこれでいいのか解りませんが、そもそも肉眼
では見ることのできない波長域での撮影画像なので
自分の好みで仕上げています。6日にHα600s x9、
7日にOⅢ900s x8とSⅡ900s x5を撮影しSAOで
合成してみました。SⅡはもう少し枚数を撮影した
かったのですが、西に傾き時間切れとなりました。 

20180808配信 No4551 

川端 孝幸 

RGB：2018-08-07 23h34m48s（JST) 
C14+2×バーロー+自作ADC+ASI224MC 

昨夜の火星（8/7） 

毎度猛暑です(^^;) 
何とか地形が見えてはいます。 

20180809配信 No4552 

藤吉  健児 

ケフェウス座のNGC7822 クエスチョンマーク星雲 
Tamron SP70-200F2.8(200ｍｍF2.8) 
Astronomik CLS CCD EOS Clip 
Canon EOS Kiss X7i(Ir) ISO1600 120Sec 
Takahashi EM100+PoleMaster 手動ディザ 
2018.08/07自宅庭 
DSS(L55D26F0DF0B80) CS2(32bit) SI8 
NeatImage 
NGC7822 QuestionMark Nebula 

クエスチョンマーク星雲 

ここのところの濁った空が、嘘のように晴れてきま
した。そうなると星雲にも食指が伸びるのですが、
以前上半分だけ撮った後、なかなか撮影できないで
いた「？」星雲を撮ってみることにしました。この
レンズはフィルターなしの場合はフラットなしでも
結構使えたのですが、CLSフィルターを装着すると
なかなかフラットが決まりません。何とかかんとか
目をそむけずに済む程度まで落ち着かせられたで
しょうか？ 

火星の火山？ 

8月5日の火星撮影画像の中からあれっと思われるも
のが出てきたのでお知らせします。もしかすると画
像処理のし過ぎによる虚像なのかもしれません。丸
い大きな火山が火星にありました。位置はエリシウ
ム山のところですが、こんなふうに見えるものです
かねぇ・・・・ 

20180810配信 No4557 

丸野 閑由 

丸野さんから、火星の観測報告が届きました. 
ありがとうございます。火星の火山：エリシウム
山 でしょうか？どなたかお詳しい方の解説をお
ねがいします！！！ 

川端 孝幸 

RGB：2018-08-10 01h09m18s（JST) 
C14+2×バーロー+自作ADC+ASI224MC 

昨夜の火星（8/9-10） 

もう少し「気流よ止まれ」(^^;) 
熱気に加えて台風の影響もあるかしら、、、。 
今年の夏、いい気流がないですね( ；∀；) 

20180811配信 No4558 

渕 辰夫 

8月10日夜撮影の火星 

少し嵐がおさまったのでしょうか、模様が見易くな
りました。画像左下中央寄りにオリンポス火山が
写っています。Winjuposの輪郭線が出ないように、
輪郭を大き目に設定しました。いつも惑星の欠け際
に白い輪郭線が出ていたからです。気流は悪いです
が、30分程度の間小康状態を狙いました。 
 今回は、この２枚で火星の自転を利用した立体写
真を作りました。時間差が少な過ぎかな～。 
立体写真の場合、両方の写真に写っている確実な模
様だけが脳の中で合成されますので、模様の細部ま
で認識しやすくなります。 

20180811配信 No4560 
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2018年8月10日23時13分センター 240s×5 
2018年8月10日23時24分センター 240s×6 
25cmF4 5倍バロー adc asi224mc 
シャッター5ms    
IRカットフィルター 
autostakkert  Registax Winjupos 

立体視(平行法) 

立体視(交差法) 編集の方で交差法も作ってみました 

太田 輝章  
M27 

8/10夜はシーイングが悪く惑星はあきらめました。
透明度も良く無かったのですが、M27を撮って遊び
ました。ノーマルカメラだったり、バックが明る
かったり、環境は良く無いですが、屈折のコントラ
ストや画像処理に助けられてこの画像になりました。 

20180811配信 No4561 

吉野 圭司 

「二重星団、ハート星雲、胎児星雲」 
雲が多く、半分ほどの画像しか利用できませんでした。 
2018 08/09 1:28～ 
ポラリエ、PoleMaster 
NIKON D810a ISO3200 90秒x14 Flat Darkあり  
DSS PSCC、トリミング 

夜遊びの成果 

8月9日  
雲が出て、スタックに使用出来なかった画像の中に、
流星が写っていたものがありました。残念ながら藤
吉さんの写真のようにハート星雲を射抜くことは出
来ませんでした。併せて、スタックした写真もお送
りします。 

20180811配信 No4562 

山本 幸司 

日 時：2018.08.10 22：40～23：56 
撮影地：大分県大分市・香りの森付近 
機 材：JILVA-170（ノータッチガイド）  
    Nikon D810A 
    Apo-Sonnar T* 2/135 ZF.2（F2→2.5）  
    ISO 1600 177sec×25枚 （計74分） 
    DSS（64bitVer.4.1.1） にてコンポジット 
         （dark5枚／flat5枚） 
          Autosave(32Bit)処理 
    PhotoshopＣＳ２・ＳＩにて画質処理 

2018.08.10. バンビ付近 

遅ればせながら、今年2018年のバンビ付近です。 
毎年撮ってて飽きないんですか？と思われそうです
が、夏の定番ですからこれを撮らないと秋が 
こないんじゃないかと心配です・(笑) 例年と違う
のは、土星が鎮座している事と、ガイド赤道儀が
JILVA-170になり、念願の「ほったかし・ナン
チャッテガイド」でセッテイングから撮影までの負
担が減ったことです。これは、今後の老化対策の先
行投資と書投げています。お陰様で星空をぺルセ群
を多く見られました・(笑)この夜は、期待・予想に
反し、時間と共に透明度が急激に悪化して、霞んで
しまいました・涙 また、出撃途中の警察パトカー
沙汰（私は協力者側）で1時間遅れたのも痛かっ
た！Ａ立さんご指導のように2時間撮影したのです
が75分以降の画像は低空・霞で使い物になりません
でした。もっとも、これで、来期また撮影する理由
が出来て良かったのかもしれませんね・(笑)付近の
星雲名などを書いています。 

20180811配信 No4564 

丸野 閑由 

8月5日と8月10日の火星 

火星ばかりですが、大接近の陶酔をまだまだ味わい
たいのでお許しください・・・8月5日と8月10日
に撮影したものです。火星くるくるの地名入りシュ
ミレーション画像を添付してます。 
田んぼと火星は8月10日に豊後高田で撮影したもの
です。ここには鶴も飛来します。 

20180813配信 No4567 
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30cm Newtonian F6 →4.8 ML16200 -25℃ 
Hα600sX10 SⅡ900ｓX7 OⅢ900ｓX7 
日田市 自宅観測所 

NGC7635ナローフィルター撮影 

清和はお疲れ様でした、久しぶりに皆さんと情報交
換が出来、さらに我が家よりきれいな星空を見れて
良かったです。私は不真面目に遅くから撮影を始め
たので流星は全くの空振りでした。やっぱり皆さん
のようにまじめに撮影しないといけませんね！！8
月6日～9日にかけてバブル星雲をナローフィルター
で撮影してみました。 
赤いのがAOO(Hα+OⅢ+OⅢ)合成したもので、 
ブルー色とグリーン色のがSAO（SⅡ+Hα+OⅢ）
で合成したものです。 
ほんとの色は私には解らないので適当に処理してい
ます。 

20180814配信 No4571 

梶原 達夫 

丸野 閑由 

8/13の火星画像 

毎度おなじみの冴えない火星画像です。パワーメイ
ト２．５と５×の双方にて撮影してみました。 
どちらも５０００枚で５０％をスタックしています。
オリンポス山はなかなか出せないですね。どうすれ
ば出せるのか、これが限界なのか・・・今度、画像
処理の達人に教授していただきたいものです。 

20180815配信 No4572 

小田 孝明 

撮影対象：網状星雲NGC6992、NGC6960 
撮影日時：2018/08/07 20:51:41～ 
撮影場所：豊後高田市自宅庭 
機材：TSA120+TOA35Reducer(×0.7),
（FL630mm）,EOS8000D（IR） 
   iOptron iEQ45pro,PHD2 guide(QHY5Ⅱ） 
露出：NGC6992 
     ISO1600, 180sec×19exp , dark10, flat10 
   NGC6960 
     ISO1600, 210sec×12exp, dark6, flat6 

網状星雲：NGC6992とNGC6960 

8月7日撮影の網状星雲NGC6992とNGC6960で
す。色合いの調整に悩みましたが、鮮やかすぎたで
しょうか？ 

20180815配信 No4573 

小田 孝明 

撮影対象：M31アンドロメダ星雲 
撮影日時：2018/08/11 0:21:12～ 
撮影場所：豊後高田市自宅庭 
機材：TSA120+TOA35Reducer(×0.7),
（FL630mm）,EOS8000D（IR） 
   iOptron iEQ45pro,PHD2 guide(QHY5Ⅱ） 
露出：ISO1600, 240sec×22exp , dark10, flat10 

8月11日撮影のM31 

8月11日撮影のM31です。 
この星雲を見ると早くも秋を感じますね。 

20180815配信 No4574 

渕 辰夫 

2018年7月14日03時57分センター 240s×4 
25cmF4 5倍バロー adc asi224mc 
シャッター5ms    
IRカットフィルター 
autostakkert  Registax Winjupos 

8月13日撮影の少し晴れて来た火星 

少し晴れて来た火星です。先月の同じ地域の写って
いる写真と比較しますと、先月の写真では、右下の
オリンポス火山と、その左に斜めに一直線に並んだ
3つの火山と、中央の暗い地域ダエダリア高原付近
が見える程度でしたが、今月の写真では、砂嵐前の
状態に近づいているようです。しかし、昔の太陽の
湖と呼ばれた、ソリス高原付近の模様は、以前の大
接近のときとは違っています。 

20180815配信 No4575 

2018年8月13日21時36分センター 240s×10 
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山本 幸司 

日 時：2018.08.13 00：27～01：39 
撮影地：熊本県上益城郡山都町井無田 
    清和高原天文台芝生観測広場 
機 材：JILVA-170（ノータッチガイド）  
    Nikon D810A 
    Apo-Sonnar T* 2/135 ZF.2（F2→5.0）  
    ISO 3200 177sec×20枚 （計59分） 
    DSS（64bitVer.4.1.1） にてコンポジット 
         （dark5枚／flat4枚） 
          Autosave(32Bit)処理 
    PhotoshopＣＳ２・ＳＩにて画質処理 

2018.08.13  Ｍ３１付近 

清和高原天文台でペルセウス座流星群観測中に 
「ほったらかしナンチャッテ撮影」した秋のＭ31付
近です。この夜は薄雲も少しあり、また湿度が大変
高く20枚中8枚ほどがレンズに多少露がついていま
した。全ての画像を使ってスタックしましたら、ソ
フトフィルター調のにじみが出ましたがこれはこれ
で良いかも？(笑)気温が高く非冷却カメラはノイズ
とバランスをとった画像処理が難しいですね！ 

20180815配信 No4576 

藤吉  健児 

Edge HD800＋3xBarlow＋ADC＋ASI290MC 
FireCaptureV2.6 Gain360 Ganna35 Shutter5.0msec 
中央値2018.08/10 23:38JST(+0900) CM=159.2° 
90秒(≒13600Fr)×10Set 
AS!3(AP1,50%) Registax6 WinJupos(Derotation) 
CS2 
自宅庭より 

2018.08.10 火星・土星 

お盆の間は遊び呆けていて報告が遅くなりました。 
続々と報告させていただきます。まずは8/10の火
星です。南が上です。後で聞くところによると、西
の端のくの字に折れ曲がった暗い地形と中央やや東
側の赤道よりわずかに南側の卵型の暗い地形 
この2か所については砂嵐の前と大きく様相が変
わっている、とのこと。以前は火星をうまく撮るこ
とができなかったので自分自身では比較は夢のまた
夢ですが、もし昔から火星を撮影されている方ぜひ
比較してみてください！ 

20180816配信 No4579 

Edge HD800＋3xBarlow＋ADC＋ASI290MC 
FireCaptureV2.6 Gain450 Ganna50 
Shutter20.0msec 
中央値2018.08/10 22:54JST(+0900) CMI=106.9° 
CMIII=90.3° 
90秒(≒4500Fr)×7Set 
AS!3(AP1,50%) Registax6 WinJupos(Derotation) 
CS2 
自宅庭より 

盆休に入ると墓参だけでなく、遊びも含めてですが、
なかなか庭先でじっくりとはいかない予定だったの
であまりうまく撮れない土星を狙っておくことにし
ました。気流状態はよくありませんでしたが、APを
本体に一個だけおくことでスタック後の画像の再構
築のエラーがなくなりました。露出を少し長めに設
定したことがよかったのか 
色は以前撮影時よりもお好みに仕上げることができ
ました。 

渕 辰夫 

2018年8月17日22時44分センター 240s×7 
25cmF4 5倍バロー adc asi224mc 
シャッター6ms    
IRカットフィルター 
autostakkert  Registax Winjupos 

8/17の火星・木星 

 昨夜の火星の時間帯は、超悪シーイングでした。 
隣の家のエアコンの排気が来ているのかもしれない
です。中央左の暗い地域は、オーロラ湾。そ 
の下の明るい場所はクリュセ(黄金)平原。砂嵐の影
響か鮮明に写りません。 

20180818配信 No4582 

2018年8月17日19時44,と53分センター 
25cmF4 5倍バロー adc asi224mc 
シャッター10ms  90s×7 
autostakkert  Registax Winjupos 

 誰も撮影してないと思われる、夕方西空低くなっ
た木星です。今回は、立体写真にしました。 

丸野 閑由 

8/17の火星 

8月17日の火星です。模様らしきものが見えました。
太陽湖にルナ湖のようですが、マリネリス峡谷まで
は判別できません。同時刻の火星くるくる画像を添
付しています。 

20180818配信 No4583 

太田 輝章  
金星の見かけの変化 

金星は2週間前から大きく見え、欠け方も半月状よ
り細くなってきました。極方向が金星独特の尖った
見え方になっているのが判りました。 

20180818配信 No4584 

安元 治義 

20cm反射F5直焦点 ASI290MC IR76 
8コマモザイク 

8月18日の月 

久しぶりの月を送ります 

20180819配信 No4587 
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安元 治義 

共通 20cm反射F5直焦点 EOS60D ISO3200 
① Light120secｘ27  
② Light120secｘ54 

網状星雲・2018 

昨年も挑戦しましたが 露光時間を延ばしたので 
今年の方がいいかも。少しは成長したかな！！！ 

20180820配信 No4588 

渕 辰夫 

2018年8月19日21時53分センター 240s×7 
25cmF4 5倍バロー adc asi224mc 
シャッター6ms    
IRカットフィルター 
autostakkert  Registax Winjupos 

昨夜8月19日撮影の火星 

昨夜撮影の火星です。もう少しはっきりした細部の
模様が写っても良いと思いますが、砂嵐のダストが
残っているのが要因でしょうか。左端に子午線の湾
(アリンの爪)が見えて来ました。パソコンの画像取
込速度の限界で、シャッターを５msから6msに変
更しています。 

20180820配信 No4591 

渕 辰夫 

2018年8月24日21時36分センター 240s×7 
25cmF4ニュートン GPD赤道儀 
5倍バロー adc asi224mc 
シャッター6ms    
IRカットフィルター 
autostakkert  Registax Winjupos 

昨夜8月24日撮影の火星 

 次第に視直径が小さくなっていく火星です。砂嵐
の影響が残っているのか、濃くはないですが、子午
線の湾～サバ人の湾が見えて、昔から見慣れている
火星らしい模様です。火星のすぐ下に、常に雲があ
り、この雲が火星に近づくと雲が薄くなり消える天
気でした。夏場の平均的気流ですが、時折、台風の
吹き返しの風が吹くと気流が乱れます。 

20180825配信 No4599 

川端 孝幸 

シーイング：2/10、透明度：4/5 
IR760nm：2018-08-25 23h15m56s（JST)  
RGB：2018-08-25 22h47m46s（JST) 
共通：C14+2×バーロー+自作ADC+ASI224MC 

昨夜（8/25）の火星 

快晴に恵まれても毎度の悪シーイングです。APも1
で処理する毎日です。なかなか収まる気配がありま
せんね😭  

20180826配信 No4602 

村上 聡 

2018.8.18 00:01 ～ 大分県竹田市久住町 
Nikon D810A ISO3200 180s×30 Flat/DARK 
FS-60CB Reducer C0.72X f=255mm F4.3 
Cellestron AdvancedVX SynGuider Ⅱ 

北アメリカ星雲 

撮影してから遅くなりましたが、北アメリカ星雲で
す。 

20180826配信 No4603 

川端 孝幸 

20h27m59s（JST) 

昨夜（8/26）の土星・火星 

8/26夜の土星、シーイング少し改善。3/10位で推
移してます。とりあえず撮って出し。この後の火星
に期待。 

20180827配信 No4604 

IR760nm:23h17m33s（JST） 
RGB:23h34m08s（JST） 

8/26夜夜の火星、このところのシーイングから随
分改善しました。極冠も明瞭になり、細部も見えて
きました。とりあえず撮って出し。 

丸野 閑由 

2018/8/26  23h30m MEADE 178ED ZWO ADC 
+5×POWERMATE+ZWO ASI 290MC  REGISTAX6  
STELLA IMARGE8 

8/26の火星 

8月26日の火星画像です。眼視では極冠がはっきり
と見えていました。画像ではアリンの爪がなんとか
分かるようになりました。2005年にもアリンの爪
がはっきり分かる火星を撮影しましたが、機材はＣ
１１だったのもありますが、その時に比べると画像
もまだまだです。AS!3＋REGISTAX 6 処理しても
うまく出せなかったのでSTELLAIMARGE8＋
REGISTAX 6処理しています。 

20180828配信 No4606 
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川端 孝幸 

シーイング：３～４/10、透明度：4/5 
IR760nm：2018-08-26 23h17m33s（JST)  
RGB：2018-08-26 23h39m30s（JST) 
共通：C14+2×バーロー+自作ADC+ASI224MC 

一昨夜（8/26）の火星(その2) 

久しぶりにまあまあの気流でしたね。 
(事務局・注  Facebookから転載させていただい
た火星観測報告の正式版です。火星地図との比較で
地形が良く分かりますね！) 

20180828配信 No4607 

中野 雄吉 

スケッチ観測の名手：中野さんから、久しぶりに
火星の観測スケッチが届きましたありがとうござ
います。ご自分のコメントにもありますが 
中野さんはけがをされて大変でしたがリハビリを
頑張って、ここまで回復されました。本当に大変
だったですね、回復されてまたスケッチできるよ
うになって良かったですね！！！ 
惑星はシーイングの悪い時はスケッチの方が細部
の描写は有利だそうです、今年は本当に悪気流が
多いですから、まだまだ火星の観測シーズンです。
楽しんで頑張ってください。 

8/28火星観測スケッチ 

ゲガをして6月3日以来の、昨夜（8/28）の火星の
スケッチです。大接近は遂に見れなかったけど皆様
の画像をゆっくり楽しませてもらいました。ありが
とうございました。昨夜はシーイング悪かったけど
記録用に残しました。2枚とも鉛筆だけのスケッチ
です。 

20180829配信 No4609 

渕 辰夫 

2018年8月27日22時15分センター 240s×10 
2018年8月28日00時11分センター 240s×10 
25cmF4ニュートン GPD赤道儀  
5倍バロー adc asi224mc 
シャッター5ms    
autostakkert  Registax Winjupos 

少し気流の回復した 
      ８月27ー28日撮影の火星 

自宅庭で撮影していますが、夜間の気温が高く、 
運動しなくても汗だくになって、蚊に襲われながら
やってます。リモートコントロールで撮影出来ると
いいですね。 

20180829配信 No4610 

山本 幸司 

イリジウム・フレア Iridium 32 
2018.08.29 20：09：55（フレアセンター） 
高度52度 -6.0等級   
デネブ東付近から南下、いるか座付近でフレア 
別府市十文字原で撮影 

2018.08.29  
  いるか座付近のイリジウム・フレア 

予報光度は－6～-7等級でしたので、かなり明る
かったです。条件は大分市の方が良かったですが、
仕事で移動中、別府市十文字原の路肩で撮影しまし
た。ちょうど自衛隊の大型車が通りドキドキしまし
たが、しっかり見えて良かったです！ 

20180830配信 No4611 

川端 孝幸 

2018-08-29 21h42m51s～22h20m24s（JTS) 
C14+2×バーロー+自作ADC+ASI224MC 

昨夜の火星(8/29)GIF(ドラフト)画像 

二重リム問題は悩ましいところです。2014ALPO
レポートから(一部抜粋）：  
 
火星の二重リム その傾向と対策（熊森） 
、、、。 ディ・ローテーションを使うと、かなり
改善されることが分かった。撮影の３０分差のある
ものを使って処理すると、この二重リム構造はかな
り減 る。しかし、リムがダストのベールで黄色く輝
いているイメージを壊してしまう。結局、リムにあ
る情報（リム付近の大気の様子）を推察するのには、
大切な情 報が大幅に減ってしまう、改善画像を使う
か、二重リム構造が出ている画像を使 うかは、判断
が難しいところだ。 
  
＜安達のコメント＞ 
二重リムが解消されるのは、自然な画像に近づいて
いるため好感が持てるが、一番ほしいのは陸付近の
大気の様子を知ることで、その意味からすると、
ディ・ ローテーションで補正した画像を使うよりも、
二重リムが出ているほうが、情報 量が多いというこ
とがわかった。ただ、処理の過程で極端に二重に
なったものはなるべく避けていただきたい。 
以上 
  
ということで無理して消さないで残すことに(^^;)。
（手抜きだ―！：某氏） 

20180830配信 No4613 

中野 雄吉 
8/29火星観測スケッチ 

昨夜（8/29）の火星スケッチです。 
20過ぎから23時過ぎまで見てましたが、時間を追
うごとにシーイングは極悪シーイングになりスケッ
チできず。。なんとか1番最初の1枚だけスケッチで
きました。 

20180830配信 No4613 
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川端 孝幸 

（共通）C14+2×バーロー+自作ADC+ASI224MC 

昨夜の火星(8/31) 
             特にヘラス盆地の明るさの変化 

特にヘラス盆地の明るさの変化 
昨夜は雲が絶えず撮影を遮る状況で、時ににわか雨
も。ゲイン調整をしながらの撮影になったので、 
明るさの査定には厳しいとこです が、眼視的にも急
速に明るさを増した(4番目：23h24m32s)ように
見えましたの でご報告します。 

20180901配信 No4615 

中野 雄吉 

8/31火星観測スケッチ 

昨夜（8/31）、最初の観測の1枚だけ火星スケッチ
しました。時間を追い見ましたがシーイングずっと
悪くなり殆ど火星面の暗色模様は確認できず、早め
に望遠鏡を撤収しました。外気温は24℃位までにな
り最後の頃は快適でした。スケッチは鉛筆のみのス
ケッチです… 

20180901配信 No4616 

2018年8月30日21時27分センター 240s×10 
25cmF4ニュートン GPD赤道儀  
5倍バロー adc asi224mc 
シャッター5ms   IRカットフィルター 
autostakkert  Registax Winjupos 

8月30日撮影の 
 地表面が良く見えるようになった火星 

火星大気のダストが少なくなったのか、表面がクッ
キリ見えるようになりました。あとは気流ですね。
良い写真が撮れるかは、いかに良好な気流に出会え
るかで決まります。 

20180901配信 No4617 

渕 辰夫 

梶原 達夫 

撮影器材 30cm F6 N  直焦 
FLI IMG6303E 冷却CCDカメラ -25℃ 

惑星状星雲再画像処理 

台風が心配ですね、被害が出なければいいのです
が・・・今日は久しぶりの雨で、家庭菜園の作物も
一息ついています。以前撮影した、を再処理してみ
ました。 
NGC7293 は、LRGB Hα フィルターで撮影
し合成 

20180901配信 No4618 

M27 は、Hα OⅢ フィルターで撮影してAOO
合成しています。M27はもう少し周辺部が出せると
良かったのですが、露出不足かも？ 

川端 孝幸 

ジャンセン(下弦vs上弦） 

日付が替わった8月30日月齢18.8 と3月23日に
撮影した月齢5.9 の画像を比べてみました。 
ジャンセン谷や山塊の様子が面白いです(^^) 

20180902配信 No4621 

丸野 閑由 

TOA130 +ZWO ADC +5×POWERMATE+ 
ZWO ASI 290MC  REGISTAX 6  STELLA IMARGE8 

8/29の火星 

9月になりましたが、8月29日の火星です。たくさ
ん撮りすぎてハードディスクもいっぱいになり外付
けにHDに移しながらの処理のため作成に時間がか
かりました。たくさん撮った割には良い画像は少な
く残念です。ヘラス盆地と大シルチスの向きは一段
と火星らしく見えます。 

20180902配信 No4622 
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安元 治義 

月の名所シリーズ⑭ 

東端の四つも大きいクレータ 
月の名所シリーズに強い味方が！！ 

20180903配信 No4623 

月の名所シリーズに強い味方が！！・・・と言う
のは白尾さんのガイドブックですね、確かに強い
味方ですね！ギャラリーが更ににぎやかになる事
でしょう！          事務局 

藤吉  健児 

2018.09/04 19:42:47JST(+0900) イリジウム45 
大分県別府市東荘園(藤吉乳腺クリニック駐車場) 
Canon EOS Kiss X4(無改造) ISO800 30秒 
Tamron SP10-24mmF3.5-4.5(10mmF9.0) 

2018.09.04イリジウムフレア再挑戦 

8/29のイリジウムフレアは雲に阻まれ不発だった
ので9/04のフレアに再挑戦です。ちょうど検査機
器の点検だったので、点検に来てくれたメカニック
さん二人の作業も強制的に中断させて3人で見上げ
ました。はくちょう座付近には雲がかかっていまし
たが、ちょうどフレアセンター付近は雲が切れてく
れました。マイナス7.8等級のフレアは眩しいほど、
3人で、うおぉぉぉ！と大声を上げてしまいました
♪ 

20180905配信 No4627 

山本 幸司 

日 時：2018.09.04 
    フレアセンター時刻は19：42：48 
衛 星：Iridium 45（－7等級） 
撮影地：大分市香りの森付近 
機 材：FUJIFILM X-T1/ 
    SAMYANG8mm F2.8 UMC Fish-eye II 
    固定撮影 ISO 1000 露出 45.0sec  
    PhotoshopＣＳ２にて画質処理 

2018.09.04 イリジウムフレア 

香りの森で観測準備をしていたら、少年自然の家の
Ｋ山さんがお見えになり、今夕のイリジウムフレア
の事を教えていただきました。完全に失念していた
ので‥ありがとうございます！バタバタでしたが、
何とか撮影できました！空いてるカメラが魚眼しか
なかったので迫力はありませんが、天の川に沿って
通過したIridium 45衛星とそのフレアが綺麗に撮れ
ました。やはり空が暗いと長時間露光出来るので、
仕上がりが綺麗ですね！ 
解説無しと有りの2枚をご覧ください。 

奈須 栄一 
今夜の月の出 
電線が有るし雲が広がっていました(゜´Д｀゜) 

20180831FB友の会より 

兵頭 健一 

撮影日時：2018年9月2日20:05～20:28 
撮影場所：愛媛県西予市宇和町 JR伊予石城駅付近 
撮影機材：富士フィルム製X-T1 
     ニコン AiAFニッコール180mm F2.8（絞り4） 
     スカイメモS（恒星時追尾） 
     露出60秒×17コマ ISO1600 
     LF×17 DF×4 をDSS4.1.0 でスタック後、 
     SILKYPIX DS7で調整・トリミング 

久しぶりの新ネタは、M8・M20・土星の３ショッ
トです。すっかり油断したのですが、昨晩 外を見た
ら晴れてたので、慌ててクルマで10分ほどの場所に
出かけました。1時間半ほどでしたが貴重な闇夜で
した。画像処理の方も、夜な夜な リハビリを始めま
す！ 

20180903FB友の会より 

藤吉  健児 

前回の静止画報告の時にご質問のあった露出ですが 
天頂方向は24mmF2.8ISO6400で5秒 
地上方向は18mmF3.5ISO6400で2秒、です。 

ペルセ群の夜のタイムラプス 

夏の終わりにみなさん大活躍ですね！当方は9月10
月は学会シーズンで、毎年、天が高い秋に活動がで
きません。そういうわけで今週の例会は欠席、9月
後の会誌の発行も少々遅れますがお許しを。お詫び
のしるしに、ペルセ群の夜のタイムラプスです。雲
のタイムラプスに近いですがゆったりした気分にな
れたらいいなと思います。ゆっくり星を見上げられ
るのは少し先になりそうな藤吉でした。 
https://youtu.be/TI4ewOXR-oA 
  

20180903配信 No4623 

今年のぺルセは皆さん満足いく星果が得られまし
たか？雲の多かったところでも結構見れたという
話を聞きますからまずまずでは無かったでしょう
か？藤吉さんは遠征は出来ず別府からの観測だっ
たですが素敵なタイムラプスを撮れましたね！解
説の無い素敵な音楽で雲の流れとともにゆったり
と楽しめますね！！！是非、部屋を暗くして優雅
にご覧なる事をお勧めします。 
ワインを片手に・・焼酎ではなく・・なんて、素
敵ですよ！         事務局 

編集部 注 ペルセ群特集のページに入りきれな
かったため、ここに掲載させて頂きました 

https://youtu.be/TI4ewOXR-oA
https://youtu.be/TI4ewOXR-oA
https://youtu.be/TI4ewOXR-oA
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アストロインフォメイションバックナンバーご案内 

 大分天文協会の会報として、ニューアストロインフォメイションを
2018年03月から発行を再開しています。今回の8月号まで、毎月1回
発行しています。 
それぞれYahoo!ボックスからダウンロードが可能です 

次のアドレス(リンク)から目的に応じてお好きな方を 
ダウンロードしてください 
（左上の青い矢印のダウンロードをクリック） 
  

2）HQ版（ハイクオリティー版：30Ｍ前後） 
 
・2017.11（094.96）号 https://yahoo.jp/box/8UF--H 
 
・2017.12（094.97）号  https://yahoo.jp/box/JzZ6eY 
  
・2018.01（094.98）号  https://yahoo.jp/box/VQkW0h 
 
・2018.02（094.99）号  https://yahoo.jp/box/6reqmQ 
 
・2018.03（095）号  https://yahoo.jp/box/YEAULE 
 
・2018.04（096）号  https://yahoo.jp/box/cl81_m 
 
・2018.05（097）号  https://yahoo.jp/box/rHMdVN 
 
・2018.06（098）号  https://yahoo.jp/box/9x5buk 
 
・2018.07（099）号  https://yahoo.jp/box/f-wwox 
 
・2018.08（100）号 https://yahoo.jp/box/0IqrbO 
 
 タブレットPCなどを使って会誌を電子書籍として読むスタイル（指を
使った拡大操作が可能）に対応出来るように紙面サイズを非常に大きく
し、掲載画像のクオリティもあげています。高性能の印刷機の場合はこ
ちらのデータをお使いください。 

1）通常（通常PDF版：3～5Ｍ）A4版 
 
・2017.11（094.96）号 https://yahoo.jp/box/eAMtE1 
  
・2017.12（094.97）号  https://yahoo.jp/box/WSgTHB 
  
・2018.01（094.98）号  https://yahoo.jp/box/dulLRu 
 
・2018.02（094.99）号  https://yahoo.jp/box/sw8gKq 
 
・2018.03（095）号 https://yahoo.jp/box/BkGw61 
 
・2018.04（096）号  https://yahoo.jp/box/IP2hCW 
 
・2018.05（097）号  https://yahoo.jp/box/j6CZ3e 
 
・2018.06（098）号  https://yahoo.jp/box/ekTjsf 
 
・2018.07（099）号  https://yahoo.jp/box/tIR2Aw 
  
・2018.08（100）号  https://yahoo.jp/box/QRKehN 
  
一般的閲覧・一般印刷機による印刷用はこちらでどうぞ。 

アストロインフォメイション2017.11号（094-
96号）を謹呈しました福岡星の会の豊福様から、
お礼と、福岡星の会会員へ配信したメールを転送
していただきましたのでご紹介いたします。 

こんばんは、豊福です。 
台風は１９、２０号とも福岡を逸れてはくれたものの、台風の風によるフェー
ン現象の影響で猛暑に拍車が掛かっております。太宰府は連日の猛暑日で夜に
なっても気温が下がらず、とてもベランダに機材を運び出す気になれませ
ん、、、。さて、標題の通り大分天の山本さんから「アストロ・インフォメイ
ション」が届きましたので、メールのみ転送します。今回は昨年１１月号の
バックナンバーとなります。ＰＤＦファイルは容量が大きいので、以下のＵＲ
ＬからＤＬして下さい。https:// 
記事の中で「九重青少年の家 公開天体観測及び写真撮影会」が目を惹きまし
た。飯田高原長者原に行く途中にある施設ですが、このようなイベントが我が
会でもできれば素晴らしいでしょうね。 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 
 豊福 隆夫 
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

 会誌の記事・写真の大部分は、日々会員の皆さんが事務局に送ってくれる観
測報告を元にしたＭＭ（IＴ版ミニインフォメーション）ですから、このように
会誌にまとめて1か月分を通してみると、会員の皆さんの熱心な 
天文活動・観測に驚くとともに嬉しくなります。また、皆さんの観測・画像処
理技術・工作工夫などの進歩向上の凄さにも驚かされます。改めて、ＭＭ内容
を会誌に見やすくまとめる提案をされた編集長に感謝です。 
  
 再スタートした会誌の発行ですが、行く末は、編集長と、皆さんの観測投稿
で決まｌります。 編集長には無理してほしくないので発行日などは温かい目
で見守ってあげましょう！会誌の元となるＭＭ（IＴ版ミニインフォメーショ
ン）への投稿もよろしくお願いします。また、元となる、ＭＭ記事のコメント
の大部分は事務局（山本）が日々書いていますが、誤字脱字などが結構あるよ
うです。キチンと見直す時間が無いので申し訳ありません。この会誌は、その
ＭＭを再編集していますので誤字脱字は事務局の責任です、ご容赦ください。 

     〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 
     NEWアストロ・インフォメーションの配信について 
  
・本会誌の原稿の大部分はＭＭ（IＴ版ミニインフォメーション）からの転載 
 です。皆さんの日々の事務局への観測報告をまとめたものと成ってます。 
 会誌内の記事・写真には、掲載されたＭＭ番号・日にちが書かれています。 
 詳しく見たい方はＭＭをご覧ください。 
・配信の方法は以下の通りとしますので、ご都合の良い方法で受信下さい。 
  1）ＭＭ（IＴ版ミニインフォメーション）にＰＤＦ版を 
    添付して配信します（３～５Ｍになりそうです） 
  2）Yahoo!ボックスに会誌をアップしますのでそこから 
    ダウンロードしてください。 
           1）と同じ番号のＭＭ-2でYahoo!ボックスアドレスをお知らせします 
           1）が受信できなかった方にも配信したことが分かると思います。 
   Yahoo!ボックスにアップしてます会誌は以下の2種類です。 
   目的に応じてお好きな方をダウロードしてください。 
    a)ＭＭで配信したPDF版と同じ通常（３～５Ｍ）A4版 
     一般的閲覧・一般印刷機による印刷用 
    b)HQ（ハイクオリティー：約10倍の30Ｍ以上）版 
     タブレットPCなどを使って会誌を電子書籍として読むスタイル 
    （指を使った拡大操作が可能）に対応出来るように紙面サイズを 
     非常に大きく、掲載画像のクオリティもあげてます。 
     高性能の印刷機の場合はこちらのデータをお使いください。 
  3）Facebooの新大分天文協会友の会にもアップします。 
  4）協会ＨＰにＰＤＦ版をアップします。 
・データが大きいので、お使いのメーラーや環境によっては受信できなかった 
 り迷惑ホルダー（ゴミ箱）に振り分けられたりするかもしれませんのでご確 
 認ください。 
・1）の添付メールが受信出来たかどうか？知らせていただくと 
 検討情報になりますのでお願いいたします。 

https://yahoo.jp/box/8UF--H
https://yahoo.jp/box/8UF--H
https://yahoo.jp/box/8UF--H
https://yahoo.jp/box/JzZ6eY
https://yahoo.jp/box/JzZ6eY
https://yahoo.jp/box/VQkW0h
https://yahoo.jp/box/6reqmQ
https://yahoo.jp/box/YEAULE
https://yahoo.jp/box/cl81_m
https://yahoo.jp/box/rHMdVN
https://yahoo.jp/box/9x5buk
https://yahoo.jp/box/9x5buk
https://yahoo.jp/box/f-wwox
https://yahoo.jp/box/f-wwox
https://yahoo.jp/box/f-wwox
https://yahoo.jp/box/f-wwox
https://yahoo.jp/box/0IqrbO
https://yahoo.jp/box/eAMtE1
https://yahoo.jp/box/WSgTHB
https://yahoo.jp/box/WSgTHB
https://yahoo.jp/box/dulLRu
https://yahoo.jp/box/sw8gKq
https://yahoo.jp/box/BkGw61
https://yahoo.jp/box/IP2hCW
https://yahoo.jp/box/j6CZ3e
https://yahoo.jp/box/ekTjsf
https://yahoo.jp/box/ekTjsf
https://yahoo.jp/box/tIR2Aw
https://yahoo.jp/box/tIR2Aw
https://yahoo.jp/box/tIR2Aw
https://yahoo.jp/box/QRKehN
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