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アストロインフォメイション Vol.096 (Apl 2018)
表紙コメント(編集部による聞き取りとFBから抜粋まとめ)
月明かりの墓守桜(奈須 栄一)
墓守桜を菜の花と一緒に撮影しました。以前から撮影を夢見ていましたが、場所柄、長時間いるのは
憚られます(笑)満月でなければ行くことすら怖く思えます。なお新潟の渡辺真一氏より、桜の木の枝
の間に北極星が見えていることを教えていただきました。
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編集部便り
ついこの間までダウンジャケットが手放せませんで
した。そうかと思えば、突然半袖でも望遠鏡のそば
に座っていられる、という急激な気象の変化で、桜
の開花も予想以上に早く、桜が咲いた後に全く雨が
降らない日が続く、という希有な年と感じました。
その分夜間の晴天率も高く、また季節風による激し
い気流も落ち着き、月・惑星の撮影条件としてはか
なり有利になってきたようですね。一方でよどんだ
空気は一向に改善される気配がなく、星雲星団銀河
を透かして見るのは、かなり厳しい状況です。よう
やく降った雨でずいぶん黄色い砂が落ちてきました
ね。
さて、以前から、天文協会ともなると活動報告書の
ような機関誌があるのでは？と思っていたのですが、
どうも入会後から一度もそういうものを見たことが
ない、と不思議に思っていて、せっかくメール配信

用の文章があるのですから、これを一冊にまとめた
らいいのに、とも思っていました。新参者の自分が
手を出す代物ではないと思いながらも、やっぱりど
うしても欲しくて、試しにやってみることにしまし
た。
そもそも一匹狼的に(いや、そんな大層なものでは
なく、気ままな野良猫といったところでしょう
か？)好き勝手やっている編集部ですから、天文協
会の中がどうなっているのかさっぱりわかりません。
とりあえずまとめはしますが、いろいろ不行き届き
(いや、不届き、かもしれません)なことがあると思
います。優しくご指導くださいね。
さて、今月は雨が降らなかったこともあって、ギャ
ラリーの画像がすごいことになっています。売れば
すごい値段の写真集となるぐらいあるのではない
か？と思えますよ。
では、星とその仲間たちの世界へ、いってらっしゃ
～～い！
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インフォメーション（NO.4247）配信まで

編 集 者： 藤吉健児
発行責任者： 山本幸司（会長）
記事内容などに質問・ご意見有るときは
大分天文協会事務局までご連絡ください。
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/

月と木星
の接近

火星と土星
の接近

例会
マケマケが衝
(17.0等)
23:35月が最南

月と水星
の接近

月と火星と冥王星
の接近

月と金星
の接近

4月こと座流星群
極大

☄

月とレグルス
の接近

水星(0.5等)が
西方最大離角

☄

みずがめ座η群
極大(17時)

木星が衝
(17：36)

16:39月が最北

ハウメアが衝
(17.3等)

04月例会開催されました
日時：04月04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（14名）順不同です：
津田・渕・西山・吉野夫婦・村上・奈須・藤吉・足立・丸野・名
倉・
武石・井餘田・山本

（4）観測報告

主な内容
（1）3月の活動報告
【03月】
3月07日
3月17日

3月17日
3月24日
3月25日

(水)
(土)

例会 コンパル団活
月例観測会(月齢29) 香りの森駐車場
・・・久々の快星で、４名参加でした。
吉野・田崎さんが参加、頑張りました！
山本夫婦が久住の帰りに立ち寄りました。
(土) 「久住高原星空の巡り」くじゅう花公園にて
・・・山本夫婦参加
(土)
TNMLDV天文台（古長さんの）落成式
・・・名参加で盛大に開催されました！
(日) ISS国際宇宙ステーション月面通過観測会
宇佐市長洲漁港で開催され無事通過が
見られました
参加者5名：山本夫婦・
豊後高田の安元さん小田さん
地元のY谷さん
別府市で藤吉さんがＩＳＳ拡大撮影
高塚で武石さん・井餘田さんのお二人も観測

（2）04月以降の活動計画打ち合わせ
以下の予定です、詳しくは後日連絡いたします。
【04月】
4月04日
4月14日

(水)
(土)

例会 コンパル団活
月例観測会(月齢27.6)

例会出席会員から３月の観測報告を色々報告いただきました。
その中でも、ＩＳＳの月面通過の観測の話は結構盛り上がりました。
3/25は宇佐でＩＳＳの月面通過が好条件で見られたので観測隊が出向
きましたが、別動隊として高塚インター付近で、武石さん・井餘田さ
んのお二人も観測されたそうで、井餘田さんからその時の報告と、動
画・動画からの静画の合成写真などが紹介されました。報告ありがと
うございました！！！

（5）大分の天文台情報など

香りの森駐車場

（3）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。

関崎海星館に勤務する西山さんから、海星館の近況や、大分の天文
台情報などを楽しく聞かせていただきました。梅園の里→海星館と天
文台の専門家として勤務されている、ある意味プロの天文解説者の西
山さんのお話は日頃のご苦労とやりがいを感じられる楽しいお話でし
た。また是非おねがします！！！！
・のつはる少年自然の家・所報「せきれい」第24号
・星屑 ＮＯ．517 熊本県民天文台
・大分県環境白書29年度版
・ビクセンのＳｏ-Ｔｅｎ-Ｋｅｎ VOL66:2018春号
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2018.04/04例会
（6）天文機材、あっちこっち？

足立さんが大事そうに持ってきた機材ケース、何が入ってるのかと
思って聞きましたら「某電子極軸望遠鏡」だそうです、商品名は
Polemasterとかいう物のようです。今日の例会のオークションかと思
いましたら「とんでもない！Ｆさんに貸すんですよ！」との事でした、
残念。指をくわえてみてる会員の目の前でＦさんに貸与されまし
た・・・
ちなみに貸与とは、デジタル大辞泉 - 貸与の用語解説

返すことを条件として金品の使用を許すこと。
あくまでも貸すだけのようですね・・・でも、何時までとも書いてい
ないような（笑）協会では会員同士で貸し借りはよくあります、問題
になったと聞いたこともないし・・・（笑）
今度ＦＳＱを貸してくださいとお願いしようかな？

（7）会誌「NEWアストロインフォメーション」の復活＆願い

（8）南限ギリギリ天体観測＆天文気象講座
★津田気象部長から毎日発行される「大分県星屋さん天気予想」は
4/4時点で414号となりました、本当にいつもありがとうございます。
★皆さん気になってる夏場の天気について質問が出ました。
３月は春らしくなく長期間晴れ間が続きましたが、その反動が夏
の火星大接近の肝心な時に出ないこと祈りたいですね！

（9）その他
その他、色々天文雑談で盛り上がりました。例えば・・・・
・機材を買う場合、付属品までまとめて買った方が良いか？それとも
本体だけ買って、付属品はあとで買う方が良いか？大蔵省との折衝面
でのお話です・・・（笑）
・先日、K会員の観測所開所式が行われ多数参加しましたが、「何時で
も観測に遊びに来てください」と言う話が有ったそうです・・・その
話が例会で話題になり「じゃあ、遠慮なく観測に行こう！ せっかく
だからみんなの協働観測所を作ろう、大きなスラディングルーフ観測
室を作って、望遠鏡を何台も置こう！設計図を作らなきゃ！ 場所は
どこにする？隣の空き地を買い足してもらおうか？」・・・等々。肝
心のK会員が転勤早々多忙で例会に来れない事を良い事にどんどん話が
盛り上がりました！！！！
・・・K会員、どうしますか？？？・笑

（10）「今月のオークション」コーナー
「機材・お宝紹介」コーナー
・・・今月はお休みでした。

（暫定）編集長に就任した藤吉さんから、試験配信したNo.95号の
印刷版の紹介がありました。これから編集をお願いすることになりま
したが、よろしくおねがいします！！
(経緯や詳細、お願いなどは、アストロインフォメイション復活のコー
ナーをご覧ください)
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NEWアストロインフォメーション復活
永らく休止してました大分天文協会の会誌が復活となりました。復活版の第一号：No.95号を試験配信いたしました。当面は発行しながら
試行錯誤工夫して行こうと思っていますので、あたたかく見守りください。なお、ご意見・提案などあればお聞かせください。
これまで会誌は、印刷版→ＨＰ掲載版と変ってきましたが新たに装いをPDFファイル版として配信することになりました。会誌の簡単な説明
を以下に紹介させてもらいます。
・会誌の休止は、会費徴収の休止と連動して決まり、その後は会員専用のＭＭ（メールマガジン）が代行していましたが、会員皆さんの積極
的な多数の観測報告が毎日のように届くので、17年間で配信数は4243通となっています。また、Facebookの友の会にも観測投稿が多くそ
れらは膨大な情報の中に埋もれてしまいがちです。過去の観測記録も見やすく出来ないか？また、毎月のように頂く他の会の立派な会誌
を拝見すると、何とか会誌をもう一度作りたい、と言う希望も出てきました。
協議した結果、ＭＭとFacebookに投稿される観測報告などを纏める形で編集する方法に行きつきました。会費を徴収していないので印
刷・郵送は残念ながらできませんが、希望者は各自印刷してください。
・会誌の発行は不定期とする。
・編集長は総会にて決定まで暫定藤吉さん
・発行責任者は会長
・MMに投稿された会員の報告は会誌に採用させていただきます。またFacebookに投稿されMMには報告されていない画像も場合により会
誌に採用させていただきます
・配信先は会員、HP、Facebookの友の会、会友、天文雑誌も検討

「NEWアストロインフォメーションの復活とアンケートの結果」
IＴ版ミニインフォメーションで配布した会誌のアンケートですが、告知しま
した3/23（金）で締め切って集計しました。全配信者数68名のうち、回答い
ただけたのは14名でした。少し少なく残念ですが一応締めさせていただき
ます。
結果は以下の通りで、回答いただいた14名の方は全てＹＥＳでした。
14/68で決定してよいのか？と言う気もしますが、取りあえず賛成意見が
多かったという結果ですから、提案のスタイルでスタートしてみたいと思い
ます。問題あれば、随時改正していきますのでお見守りお願いします。また、
いただいた、ご感想・ご意見も転載しています。
今後の会誌発行の重要参考意見とさせていただきます。ありがとうござい
ます。

★個人的見解ですが、フェイスブックは見ている方の顔が見えないところが
ありyesともnoとも言えません。顔を出してない私が言うのも変ですが大分
の会誌がフェイスブックで全国に広がるのは良いこともあり悪いこともある
かもしれません。ネットなので大なり小なり両面あると考えておくべきと思い
ます。

①会誌の復活に賛成か？

★お世話になります。いつもありがとうございます。毎日見て勉強になりま
す。

★県外の幽霊会員ですが仲間に入れていただいてありがたく思っていま
す。博物館という遊び場も地元のお友達もゲットして楽しく活動しています
が、新大分天文協会は私にとって特別な場所なのでこれからも宜しくお願
いいたします。………で、2メガを越える＝迷惑メールに自動分類される
………のかな？(?_?)？わからん！毎月、迷惑メールを覗きに行けばええ
んでしょうね。なんとかなるさぁー(*ﾟ∀ﾟ*)
(*ノﾟД ﾟ)八(*ﾟД ﾟ*)八(ﾟД ﾟ*)ﾉｨｪｰｨ！会報の配信を楽しみにしております。
藤吉先生✨
ありがとうございまーす。

ＹＥＳ（14）・ＮＯ（0）
★やりたいです。私もお手伝いできればやらせていただきます。
②会誌はPdfファイルで配信で良いか？。
★藤吉さんに感謝です。
ＹＥＳ（14）・ＮＯ（0）
③ファイルサイズが2Mを超えるが良いか？。

★編集の方は、とても大変だと思いますが、不定期でもよいので、続けても
らえると、ありがたいです。

ＹＥＳ（14）・ＮＯ（0）
④原稿として、主に、IT版ミニインフォメーションへの投稿や
Facebook新大分天文協会友の会への投稿を活用転載するが良いか？
ＹＥＳ（14）・ＮＯ（0）
⑤会誌の配信先は以下とするが良いか？
・IT版ミニインフォメーション受信者（ほゞ会員）
・会友（会誌を送ってくれている天文団体など）
・Facebook新大分天文協会友の会
・天文雑誌

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 〓〓〓〓 〓〓〓
藤吉さん中心に編集していただくことになります。大変感謝です、無理し
ないでくださいね。会誌の元になるのは、IT版ミニインフォメーションへの
皆さんの観測報告投稿です。また、メール版に編集する事務局、そして、会
誌に編集する藤吉さんにとって、少しでも作業が楽になるよう以下の点を
ご協力お願いいたします。
※ お願い
・会誌の原稿はIT版ミニインフォメーション・Facebook新大分天文協会友の
会を活用するのでそれらへの投稿を今まで同様活発にお願いします。

ＹＥＳ（14）・ＮＯ（0）

⑥発行責任者は会長です。編集長は新たに藤吉さんにお願いしたいです
が、次の総会で決議されるまでの間も、暫定的におねがいしたいと思いま
すが良いか？

・投稿の際に「データ等」を出来るだけお願いします。データを書くのは面倒
なときも有るでしょうが、ご自分では気がつかなくても見る方にとっては「こ
の写真はどんな機材・方法で撮影し、どんな処理をしてるのか？」など、と
ても参考になる事が多いです。それはおそらく皆、お互いさまで大変役立つ
と思います。どうしても無理な場合以外は出来るだけデータをおねがいしま
す。編集者がまとめる時も大変助かります。

ＹＥＳ（14）・ＮＯ（0）
・投稿の際は「コメント」も出来たらおねがいします。コメントは長く書く必要
はありませんが、一行でもあれば、普段会えない会員の方々へのメッセー
ジにもなります。無論無理ない範囲で・・・
・会誌は配信ファイルが2Mを越えますので、場合によってはダウンロードに
時間がかかったり迷惑フォルダーに振り分けられたりすることがあるかもし
れません。
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インターネット版「天文学辞典」公開されました
素晴らしいサイトが出来ました、小中高向けのようですが、内容は素晴らしようですよ。みんなで活用しましょう！！！
みなさま
昨日、千葉県庁で行われた日本天文学会春季年会記者会見のなかで、
日本天文学会 天文学用語集検討ワーキンググループが中心になって
日本天文学会教育委員会、日本天文学会教材委員会、および天文教育
普及研究会天文用語検討・活用ワーキンググループの協力の下
作成した、
公益社団法人 日本天文学会 インターネット版「天文学辞典」
http://astro-dic.jp/
を公開いたしました。
トップページの「この辞典について」（下記引用）に記述しましたよ
う、
不備な点もあるかと思いますので
ご意見やご要望を contact-jiten@asj.or.jp までお願いします。
ぜひ、皆さんの天文・宇宙の教育・普及活動でご利用下さい。
本事業代表 岡村定矩、半田利弘、縣 秀彦
日本天文学会、天文用語集を広くインターネット公開！
http://astro-dic.jp/
使ってみて、感想をお寄せ下さい。
重力波って何？
皆既月食なら広い範囲で見られるのに、皆既日食が珍しいのはどうし
て・・・？
ニュースに登場する天体に関する用語や、宇宙・天体現象に関する身
近な疑問、こうした疑問に応えようと日本天文学会では、インター
ネット版天文学辞典を公開します。無料で利用できます。
日本天文学会では創立100周年記念事業として2012年に書籍版
「天文学辞典」（日本評論社）を発行しました。その項目を受け継ぎ、
このインターネット版では天文学の広い分野にわたるおよそ3000語
を解説しています。
書籍版は、天文学を学ぶ大学生・大学院生向けでした。今回は動画や
画像・イラストなどを工夫することにより、小中高校での天文単元の
授業でも先生方に活用していただけるように、また中・高校生がアク
ティブラーニング等で自ら活用できるようにしています。
インターネット版であることから、用語間の相互参照が簡単に行え
るため、興味を持ったらどんどん掘り下げて調べ、いろいろな用語を
関連づけて体系的に理解を深めて行くことができます。
この事業は、平成29年度子ど
もゆめ基金助成金(教材開発・活用)を
受けて実施しました。開発・執筆にあたった日本天文学会・天文学辞
典ワーキンググループメンバーは13人です。さらに日本天文学会教
育委員会委員、教材委員会委員および天文教育普及研究会からの有志
計26人が、多様な観点から文章表現や図表選択等に協力しています。
今後もたらされる天文学の新しい知見については、引き続き日本天文
学会として情報更新を行っていきます。

・この辞典は日本天文学会の担当ワーキンググループが運用と改訂
を行っています。 利用者の皆様からのご意見は下記のアドレスに
メールでお寄せください。
contact-jiten@asj.or.jp
・個別のメールにお返事することはありませんが、いただいたご意見
は適宜ワーキンググループで検討し必要な改訂を行います。
・そのために、いただいたメールをワーキンググループ以外の日本天
文学会の関係者や専門的な知識を持っておられる方などに開示するこ
とがあります。
・学習レベルには「小」、「中」、「高」の表記があります。それぞ
れ、「小学生」、「中学生」、「高校生」に知ってもらいたい項目で
あることを意味しています。ただし、文部科学省の各学習指導要領と
は関係ありません。項目につく学習レベルは、「小」、「小、中」、
「小、中、高」、「何もなし」の4種類です。
・公開当初はいろいろな不備があると思われますがご了解ください。
・このサイトは予告なくデザインおよびレイアウトを変更する場合
があります。
-----------------------------------------------縣 秀彦 （あがた ひでひこ）
〒181-8588
東京都三鷹市大沢2-21-1
国立天文台 天文情報センター・准教授
普及室長＋国際普及室（OAO）室長
tel：0422-34-3929 fax：0422-34-3810
e-mail: h.agata@nao.ac.jp
TED talk https://www.youtube.com/watch?v=Ck-6oDuwe4M
CAP2018 in Fukuoka (2018/3/24-29)
https://www.communicatingastronomy.org/cap2018/
------------------------------------------------

すばる望遠鏡がとらえた宇宙を身近に！「HSCビューワ」を公開」
これは凄いですね！！！！DSO観測される方は是非ご覧ください！目標はすばるの画像ですね！！！・(笑)

すばる望遠鏡に搭載された超広視野主焦点カメラHyper SuprimeCam（ハイパー・シュプリーム・カム、HSC）が撮影した本格的な
天体画像データを、誰でも自由に楽しめる「HSCビューワ」サイト
を公開しました。2014年から始まったHSCによる大規模戦略枠プ
ログラム（HSC-SSP）の第1期データをご覧になれます
https://www.nao.ac.jp/news/topics/2018/20180308-hscviewer.html
「HSCビューワ」サイトは以下です
http://hscmap.mtk.nao.ac.jp/hscMap2/
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TNMLDV（古長さん）天文台落成式

2018.03.24に、庄内の古長さんの自宅天文台落成式が盛大に開催されました。TNMLDV天文台は冨成天文台からドーム・望遠鏡を
譲り受け移設・改修して「自作で」作り上げた見事な観測室です。長年使われてきたドームは外部が綺麗に塗装されてまるで新品！既存
建物に続けて増設された観測室は、望遠鏡基礎のピラーはコンクリートブロックを積み上げ、建物は木造で作られています。スカイマッ
クス赤道儀やC14の大砲望遠鏡は、川端副会長の会社で点検・修理・改造中で今回の落成式には間に合ってませんが、建物の工事の一
区切りとして落成式となりました。良くここまでご自分やられたと感心します。古長さん、頑張りましたね、そしておめでとうございま
す。機材が完成し設置されたら今度は望遠鏡の入魂式をやりましょう！！完成後の観測の充実が楽しみですね、頑張ってください。
名称のTNMLDV天文台の意味は・・・何度聞いても覚えきれませんので気になる方は古長さんに聞いてください・(笑)
天文台の前にて参加者集合で記念写真を撮りました。（古長さんの奥さんのみ写ってません）

１回目の乾杯、落成式おめでとう！！左端の満面の笑みの人が古長
さん、右端が譲られた冨成さんです。

2回目の乾杯、落成式おめでとう！！三々五々の集合ですので乾杯
は何度も・・(笑)めでたい事は何度でも楽しいですね！
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ドームの中でも乾杯！！スリットから、古長さんと吉野さん夫婦
吉野さんも観測室欲しくなったようですよ！！・(笑)

ドームの中です。望遠鏡はピラー部のみ設置されてます。観測室へ
は1階から急こう配の階段で上がります。階段の開口部は観測時は蓋
をして床となる工夫です。

TNMLDV（古長さん）天文台落成式

ごちそうバーベキュー大会
古長さんがバーベキューを用意してくれました。凄いごちそうでした
よ！！！参加者もお肉やお酒やおつまみなど持ち寄って凄いボリュー
ム！

天文台の前にて参加者集合で記念写真を撮りました。（古長さんの奥さんのみ写ってません）

日暮れて気温が下がってきたので、キャンプファイヤーならぬアス
トロファイヤーで暖まりながら楽しく歓談しました！！！
でも・・・右端ではドブソニアンが始動！！

暗くなった20時頃、ISS（国際宇宙ステーション）が古長天文台・
ご自宅の上空を通過しましたので皆で観望しました。
また、移動式望遠鏡の使い方講座とステラショットの使い方講座を
行いました。ベテランさんが何人も寄ってたかっての指導ですから
とっても盛り上がりましたよ・(笑)

古長さん宅は、光害も大変少なく街灯もほぼ無く視界も割と良い、観
測には大変恵まれた立地でした。お祝いの会食・歓談しながらも、
銘々綺麗な月夜の星空を堪能させていただきました！

飲んで騒いでも、晴れてたら星は見ます・(笑)この夜は、ちょうど
月面「X＆V」が観測できますのでドブソニアンを出して皆で観望＆
お気楽撮影しました。

大分天文協会会員の古長氏の新しい天体観測所落成式の様子をタイム
ラプス動画にしてみました。楽しい雰囲気を良かったらご覧ください。
音楽入りです、HDで！
https://youtu.be/caKmazlmuZg
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セレストロンC14を整備の為分解
セレストロンC14を整備の為分解中。
鏡筒セルを外さずに主鏡脱着出来た。
ミードやセレストロンの一般鏡筒は主鏡を外すときの
隙間がつけてあるが、C14はない。
さらに筒先のセルを外さないと脱着できないと聞いていたが
この鏡筒は外さずに主鏡を取り出すことが出来た。
モデルによって仕様が微妙に異なるようです。
しかし良く出来てる(^.^)
川端

事務局コメント
川端さんから、セレストロンC14を整備の為の分解の
報告が届きました、ありがとうございます。大口径シュミカセ
C14の分解は、楽しそうですが大変でもあるでしょうね・・・分
解工程など中々見れませんし、資料も少ないでしょうから
貴重ですね！！！！改造後の筒内気流安定化と大気
の安定しやすし春のシーイングとマッチした時の惑星観測
画像が楽しみですね！！！頑張ってください！
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セレストロンC14冷却ファン装着＆星像テスト
C14星像テスト

C14冷却ファン装着
C14装着の冷却ファンです。
８センチの静音タイプですが風量結構あります！
今回3連装にして冷却効果をチェックして行く予
定です。
その他温度計も組込む予定です。
ちなみにファンガード、スイッチボックスは
３Dプリンターによるオリジナルです（^^）
川端 孝幸

C14昨夜のシリウスで検査した状況です。
（20秒ほどの動画を同じパラメーターで処理しました。）
◇ファンOFFの時は光軸もズレており、かなり変形してます。
◇ファンONで光軸修正したものです。
冷却ファンの効果は絶大ですね（^^）
川端 孝幸

事務局コメント
大掛かりな改造ですね、温度計も設置したのは流石、外気温と鏡筒内（主鏡付近？）の温度差の
データをとって行けば、定量的に星像の影響がわかりますね！！！
星像の結果も、大変凄いですね！色々な方が同様のファンを付けたりして鏡筒内気流が改善さ
れたと惑星などの画像を見せてくれますが完全な同一条件（日時・対象などがほぼ同じ条件）では
無いのでどの程度違うのか分かりずらいでしたが、シリウスでの検査は一目でわかりますね！しかも、
光軸にも影響があるとは思いもしませんでした！恐るべし、空気の影響！！！！完璧な観測環境
はやはり宇宙ですね！・(笑)

スタックソフト、AS!とレジスタックスの比較
13日撮影分の火星をAS!でスタック（写真右）。
レジスタックス単独と比較しました。周知のことですが改めて効果を認識
2018-03-13 05h56m35s（JTS) 6263frame×30%
冷却ファン改造C14+2×バーロー+IRcut+ADC+ASI224MC
川端 孝幸
事務局コメント
今回は、同じ観測画像を、AS!とレジスタックスという２つのスタックソフトで合成してみて、
その差を比較できるように並べてくれてます。
その差は・・・おおお！はっきりと違いが分かりますね！
惑星のスタックはレジスタックスが定番かと思ってましたが更に上をいくソフトも有るんです
ね！ありがとうございました。

効果！技あり！！

ポセイドニウスクレーター周辺。内部の渓谷
も良く見える。西にはスミルノフ屋根、東に
はG.ボンド谷なども。少し気流が落ち着てま
した。快晴の夕刻です。川端

天気が良いと撮れるのは有り難いのですが、
データが膨大になり処理に四苦八苦です(^^;)
一昨日より少し気流改善。
川端

2018.03/23

2018-03-24 03h59m59s（JTS)
8455frame×35%
C14+2×バーロー+IRcut+ADC+ASI224MC
2018-03-23 18:59.9 UT CM I 28.2° CM II 337.0°
CM III 189.3°

C14+IR76+ASI224MC

C14のメンテナンス効果は覿面のようで、目を見張るような
画像が続々と！そこで、川端さんのC14画像を特集！

火星：2018-04-04 04h51m00s（JST)
C14+2×バーロー+IRcut+ADC+ASI224MC

トリミング
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川端さん月面ギャラリー
ヒギヌス谷周辺

アルフォンスス

ヒギヌス谷から続くアリアウデス谷。南にはトリス
ネッカー谷。北西方向のボスコビッチクレーターの
中にも細い谷（ボスコビッチ谷）が見えます。
2018-03-25 21h30m25s（JST)

アルフォンスス、アルザッケルクレーター内の谷。
ディーヴィのクレーターチェーンも
2018-03-25 21h49m05s（JST)

直線壁の西側に沿うバート谷

プトレマイオス周辺

さらにその外側には雲の海のリンクリッジが沢山
東には3重構造のサービット
2018-03-25 20h59m41s（JST)

典型的クレーターチェーンであるデーヴィ・クレー
ターチェーンも見える。
2018-03-25 22h48m40s（JST)

ペタヴィウス周辺

クリューガーとビリー

満月過ぎて、東側が欠けてきました。気流も良好で
ペタヴィウス谷も細部が見えてます。
2018-04-02 01h22m18s

暗い底面を持つ、クリューガーとビリー。
その中央を南北に走るシルサリス谷
2018-03-30 23h19m35s（JST)

アペニン山脈のハドレー谷

アルキメデスクレーターはデカい。
その南東にあるアルキメデス谷も写ってくれました。
2018-03-25 21h40m47s（JST)

プラトークレーター、プラトー谷とアルプス谷

2018-03-27

22h47m20s（JST)

川端さん木星ギャラリー

04/01朝の木星
久々良好な気流状況でした。今季ではベストの空。
残念ながら火星、土星が撮影ポジションにくる前に
曇ってしまいました。とりあえず簡易処理版UPしま
す。
2018-04-01 03h33m48s（JST)
C14+2×バーロー+IRcut+ADC+ASI224MC

04/03朝の木星
風もほとんどない、穏やかな安定した天候ですが、
気流は今一つです。イオの直径2～3倍くらい暴れま
わります。影はイオ。

04/04朝の木星
1日並のシーイングがありました。イオの直径にして
1個くらいに収まってます。とりあえずラフ処理の一
枚掲載。

2018-04-03 03h57m29s（JST)
C14+2×バーロー+IRcut+ADC+ASI224MC

2018-04-04 04h17m02s（JTS)
C14+2×バーロー+IRcut+ADC+ASI224MC
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「2018.03.17久住高原・星空の巡り」に参加しました
今年から毎月第三土曜日にくじゅう花公園で開催される星空観望会に「お客」として参加し
てきました。最近知り合った星関係の知人お二人が望遠鏡を使っての案内人をされるそうで、
駆けつけました。
普段、星空を案内する側の私ですが、お客さん側は初めてかな？何かとても楽しくて、新鮮
な気分でした。ただ・・・だんだん黙っていられなくなり最後は久住の子供たちに星空案内を内
緒でして楽しいひと時を過ごしました。
金星・水星・オリオン座大星雲・すばる・冬の大三角・冬のダイヤモンド・南極老人星・北斗
七星・カシオペア・北極星・しし座・うさぎ座・・・色々見て、話して、宇宙の不思議を語り合
い・・・こんなゆっくりした星見も久しぶりでした・(笑) 山本 幸司

メシエ天体制覇！！安元 治義さん
皆様のご指導により天体撮影を初めて何か目標をと思っていましたら藤吉師匠のメシエマラソンが！！
ちゃっかり便乗しちゃいました。約1年かけて撮影してきましたがやっと制覇できました
苦労したのは南天のメシエ天体は撮影期も短く、星図を睨めっこして見逃さないようにしました
まだ一つ一つのクオリティが低く 今度はじっくり撮影したいと思っています
これからもご指導よろしくお願 いします
安元 治義

事務局コメント
安元さんから、メシエ天体制覇観測画像が届きました、
ありがとうございます。凄いですね！！！！！！！メシ
エフルマラソン完走おめでとうございます！！！！1年
間できちんと結果を出すなんて・・・凄い計画性と実行力
感服いたしました！！！！！！一覧のまとめ方も綺麗
でお見事！観測所の屋外ギャラリーに大きく伸ばして展
示してください！藤吉師匠に追い付きましたね、次のス
テップのＮＧＣ天体制覇は誰が早いか…楽しみです！
（( ´艸｀)）

名倉 慎治さんが天文リフレクションズさんの投稿を
シェアしました。
3月23日 11:28
すごいですねぇ。おめでとうございます。
http://reflexions.jp/blog/ed_tenmon/archives/4238
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内那さん258個目の彗星連続発見！

おめでとうございます！
大分天文協会の内那さんが
またまた新彗星を発見されました。
おめでとうございます！！！！
素晴らしいの一言です！
今年1個目、通算258個目だそうです、
素晴らしいですね！
ご苦労様です＆おめでとうございます！
内那さんが観測用画像用に活用していたサイトが
クローズ状態とは困りましたね！
どなたか有効な情報をお知りの方はおねがします！！！

〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓
私(内那)は、太陽観測衛星SOHOに搭載されている
コロナグラフ、LASCO-C2B/W画像の、
2018/4/3、07h48m、09h12mの2枚の画像から、
Kreutz(クロイツ)群の彗星を検出し、
Sungrazer projectの専用サイトに通報しました。
07h48mの画像上の彗星のピクセル座標は、
X=510、Y=111、(512X512、Upper Left)です。
今年1個目、通算では258個目の彗星となりました。
私が画像を取り込んでいたNASA(ESA)の下記のサイトが今年の1月20頃からクローズ状態になっている為に、
現在はB/W画像(512X512)しか見れてない状況なのですが、今回、運良く彗星に巡り会うことが出来ました。
但し、取り込めた画像は、4枚のみでした。
http://sohodata.nascom.nasa.gov/cgi-bin/data_query
特に、C3画像から彗星の微かな光芒を見出すには、1024X1024サイズの画像が必要です。
他にもサイトはありますが、長期間停止状態であったり、多くの過去画像を見れなかったりという状況です。
もし、有用なサイトをご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂けると助かります。
I discovered a Kreutz group comet in LASCO-C2B/W images of Apr/03/2018.

田崎千章

奈須栄一
藤吉健児

FB(友の会)から
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特集！国際宇宙ステーション
金井宣茂宇宙飛行士が長期滞在中の国際宇宙ステーションが、大分県内で2度にわたって月の前を通過する、というイベント
がありました。いち早く情報を入手した山本会長以下天文協会メンバーが、初回は宇佐と高塚で、2回目は日田と朝地町で、
撮影に成功しましたので、その他の国際宇宙ステーションの撮影画像も交えて特集したいと思います
3/25は、熊本県から大分県を抜け広島県でISS国際宇宙ステーショ
ンが月面通過（月の前面を通過）するという情報を教えていただきま
したので、日曜ですし、星仲間に急きょ声を掛けて大分県宇佐まで遠
征してきました。予報通りの時刻に見事予報通りに通過する様は当た
り前と言えば当たり前ですが、感動ものですね！
大分から山本夫婦・豊後高田の安元さん小田さん地元のY谷さんの5
名が参加しました、見れてよかったですね！お疲れ様でした！
山本 幸司

3/29は、日田や朝地町でISSが月面を通過しましたが、この日のISS
は地球の陰に入っていて光らない、という難しさ。
しかし、お二方が撮影に成功されましたよ！

ISSの月面通過 梶原 達夫
「ISSが月面を通過するのが当観測所から見える」との情報を山本会長
から知らせていただいたので早速撮影してみました。何か天文イベント
があると必ず曇る日田ですが、今回は天気に恵まれ撮影することが出来
ました。ISSの撮影は初めてです、思っていたより動きが早くしかも小
さかったので、通過は「あっ！！」という間だったようです。速すぎて
私は眼視では確認できませんでした。予報時刻2秒前より連写を行ない
10秒ほどで80枚の画像、その中の7枚にISSが写っていました。7枚を
Photoshopにて比較暗合成してあります。ご笑覧下さい。

撮影日時：2018年03月25日 19:10:16.50(中央時刻)
機
材：FUJIFILM X-A1/SAMYANG8mm F2.8→4.0 UMC Fish-eye II
固定撮影
ISO：800 各露出9秒をSIで比較明合成
撮 影 地：大分県宇佐市長洲漁港
撮
影：山本 幸司(大分天文協会)

03/25のISSです。太田 輝章

撮影データ
2018年3月29日 AM2h16m36s～37ｓ
Vixen FL102 900mm F8.8
Fuji X-T2 1/500s 電子シャッター
ISO1000
WB Auto
大分県日田市

スタックソフト、AS!とレジスタックスの比較

宇佐方面などは月面通過でしたが、遠かったので諦めて
自宅で撮りました。どのくらい離れて見えるのかも
知りたかったので。

2018.03.29

ISS月面通過 山本 幸司

ISS(国際宇宙ステーション)が月の前面を横切っていくのを観測しました。
この日は、ISSに太陽光が当たっていないので小さな黒い影が一瞬で駆け
抜けていくのが見えました。一コマ切り出した画像をご覧ください。

３月２５日 井餘田 敏彦
ＩＳＳが月面通過すると聞き、初めての写真撮影に挑戦した。
400mm望遠で狙い、しかも連写で月面上にＩＳＳ軌跡をと思ってい
たが・・・。ＨＰで多くの実績をみると、静止画では無理（力不足）
と思い、急きょ動画撮影に変更。試写してみると、４秒で撮影が終了。
なぜ？時間が迫っている中、設定ボタンを押していると、スナップ撮
影になっていた。ＩＳＳが見え始めるまで、あと１０分・・・あせっ
た。１９時６分ごろ、南西の方向から明るい光点がのぼってくる。
思っていたよりも明るい。１９時８分～９分前後に月を通過すると推
定し撮影スタート。月面通過・・・一瞬でした。その後北東の方角に、
光点は飛び去っていきました。

撮影日時：2018年03月29日 02：16：43
撮 影 地：大分県大野市朝地町
機
材：DOB GOTO 10 ｆ＝1200㎜直焦 ノータッチガイド
Nikon D810A DXフォーマットサイズ
1920×1080 60P MOV動画から編集

03/25のISSです。藤吉健児
所用で宇佐へのお誘いにも、高塚での観望にも、参加できませんでし
たが、予定がずれて、その時刻まだ望遠鏡を扱える状況でしたので庭
から迎撃してみました。宇佐と別府の差で、こうも月から離れるもの
か、と思いましたが、その分真上付近を通過しましたのでかなり精細
な画像が撮れました
Celestron Edge HD800(D203
f2032)
Canon EOS 70D (ISO6400
1/2000秒)
2018.03/25自宅庭より
15コマAS!3 でスタック、
Registax6

さて、高速で移動してしまうISS、静止画ではなく動画で見たいぞ、と思
われる方もいらっしゃいますか？ちゃんと用意されていますよ(笑)
月を射抜くISS」

「2018.03.29

ISS月面通過」

「2018年3月25日
撮影地 ：高塚愛宕地蔵尊 （北緯33度17分48秒 東経131度03分00秒）
撮影機材：EOS6D ,EF100-400L IS F4.51-5.6 (400mm F8)
※画像は、動画から切り出し、合成したものです。
（動画では、かわいい光の点が動いていく様子が映っていました。

https://youtu.be/WmgRyUYU0n4
https://youtu.be/FA-YTWxedJg
国際宇宙ステーション」 https://youtu.be/R7lL5xZlOes

「2018.03.25
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報告画像ギャラリー1
20180311配信 No4191

20180311配信 No4192

20180311配信 No4193

2018.03.10香りの森に沈む冬の星座と流星
山本 幸司
久々の快星につられ、香りの森に出撃しまし
た。今年1番と言えるような透明度の良い綺麗な
星空を満喫できました！！！
星光で充電も出来とても幸せでした。この夜は
流星狙いではありませんでしたが結構明るい流
星が数多く見れ楽しめました！特に流星群は無
かったと思いますが・・・？日周運動を撮影し
ていた1枚に大きな流星が写っていました！・
ラッキー！！！・(笑)

太田 輝章
ANA STAR WARS JET が偶然撮れました。
その存在は知りませんでしたが、ANAのホーム
ページでこの機体は国内線用だが就航スケ
ジュールは明らかにされていないとのことで、
狙って撮れるものではないようです。西南西側
から来たので、熊本か長崎発のようです。

撮影日時：2018年03月10日 23時12分58秒
機
材：Nikon D810A
TAMRON SP15-30mm （20㎜/3.2）
ISO：3200（Jpg1枚画像） 露出20秒 固定
撮 影 地：大分市香りの森付近
撮
影：山本 幸司(大分天文協会)

今朝の火星 渕 辰夫
今朝は、シーイングが悪く、煮えたぎったような
火星でした、一万フレームの中に火星のかたちを
したものは、全くなし。庭の南側隣りに大きな家
ができたので、陽炎が立ち上っているようです。
2018年3月11日 05h48m
2分間、シャッター3.5ms,30%のフレーム使用 。
25cmF4ニュートン,５倍バロー,ADC,asi224mc
オートスタッカー、レジスタックス

20180312配信 No4195

20180311配信 No4193

飛行機ネタとしてもう一つ。プロキオンのとこ
ろを意味もなく撮影していました。その中に飛
行機が横切ったものがありました。星野撮影で
は当たり前ですが、これほどガッツリ入るのは
拡大撮影では滅多にありません。リサイズして
いますがトリミングはしていません。

とも座の惑星状星雲NGC2440 藤吉 健児

昨夜の流星 奈須 栄一
昨夜はいい天気でしたね。流星が４個撮れました。
カメラ２台体制にしましたが西側が地形上カバー
できませんでした。そのうちの大流星を送ります。
出現時間は、３月１１日２時10分０８秒（カメ
ラ内蔵時間）

太田 輝章
しし座Rが明るくなるので久しぶりに撮影しまし
た。赤さが白く飛ばないようにするため露出は
控えています。4/2が極大なので、もうこの時
点でほぼ極大でしょうか。

20180312配信 No4194

継続観測に3/10の金星追加 太田 輝章
昨年の9月以来の金星です。太陽の向こう側から来
ているところなのでまだまだ丸っこいです。
シーイングは悪く、本日もチャレンジしましたが昨
日の方が良かったようです。

-13-

久しぶりに週末と晴れが重なりました♪惑星状星雲
でRGB合成の練習をした後、銀河撮影のGainや
Gammaを試したり、Hαの合成の練習をしたりして
います。しかしHαの合成が加わると難しい・・・で
も、Hα画像が加わると銀河もいろんな色が出
る・・・趣味なのでこういう悩みも楽しみのうち、
ですよね～～
Takahashi MT160(D160f1000)
ZWO ASI 178MM-Cool
FireCaptureV2.5 (Exp15sec Gain400 Gamma75)
L:138 RGB:Each40(2X2bin)
Takahashi EM200(AGS-1L) NoTouch
2018.03/10 自宅庭より
DSS PSCS2 NeatImage StellaImage7 Registax

報告画像ギャラリー2
20180313配信 No4197

20180312配信 No4195

くじゅう連山に沈む金星と水星 山本 幸司
りょうけん座の渦巻銀河M94ひなぎく銀河
藤吉 健児
初めて撮った時は二重丸(かすかにその周りに3重
目が見えるような・・・)にしか写せませんでし
たが、3重目の円の中にはこんなに腕があるんで
すねそれにかすかに4重目の円が見えるよう
な・・・
Takahashi MT160(D160f1000)
ZWO ASI 178MM-Cool
FireCaputureV2.5 (Gain330 Gamma70 Exp60Sec
Temp-15度℃)
L74D30 RGB11D30(2x2bin)Ir42FrD30(2x2bin)
Takahashi EM200(AGS-1L)
FC60(D60f500)+ASI290MC+PHD2
20180310 自宅庭
DSS PSCS2 Registax AS2(RowNR) StellaImage7
NeatImage

前日は出遅れて撮影できなかった沈む金星と水星
を綺麗な風景で見たかったので連荘で香りの森に
出向きました。前日に比べると透明度は落ちてま
したがそれでも雄大な久住の山々に沈んで行く両
惑星は輝いて見えとても綺麗でした。
撮影日時：2018年03月11日 18：49～19：20
機
材：FUJIFILM X-T1/
Zoom-Nikkoor*ED 50～300mm
(f=105㎜Ｆ＝4.5)
固定撮影330コマを比較明合成
撮 影 地：大分市香りの森付近
撮
影：山本 幸司(大分天文協会)

20180313配信 No4196

今朝の木星 川端 孝幸
C14調整中に撮影してます。筒内気流対策に
ファンを取付けました。振動も問題ないようです。
肝心の木星は薄雲あり、気流がイマイチ。今後に
期待です。
2018-03-13 05h52m26s（JTS)
8541frame×30%
C14+2×バーロー+IRcut+ADC+ASI224MC

かみのけ座の渦巻銀河M100 藤吉 健児
どうも気密しているセンサールームの前面につい
ているガラスか何かが汚れてしまったようで、妙
なむらができてしまっていますし、どの画像も
S/Nがよくない。せっかくこの大きさの銀河なら
Hα合成の練習にもってこい、と期待したのです
がそれにカメラの撮りつけ角度を90度間違えた
ようでこれだけ縦位置になってしまいました。
Takahashi MT160(D160f1000)
ZWO ASI 178MM-Cool
FireCaputureV2.5 (Gain400 Gamma70 Exp60Sec
Temp-15度℃)
L70D30 RGB12D30(2x2bin)Ir50FrD30(2x2bin)
Takahashi EM200(AGS-1L)
FC60(D60f500)+ASI290MC+PHD2
20180311 自宅庭
DSS PSCS2 Registax AS2(RowNR) StellaImage7
NeatImage

山本さんと併せてウィークデイ制覇 藤吉 健児
なかなか夕方の水星と金星を見ることができません
が、明け方の、月、土星、火星、木星を一枚に収め
ましたのでご報告です。日(太陽)は昼間にご自身の目
で見てもらうこととして山本さんの画像と併せて、
月火水木金土、制覇です(^^ゞそれにしても真っ白に
霞んだ夜空でした・・・
2018.03/13 大分県別府市(自宅2階ベランダ)より
Canon EFS18-55mmF3.5-5.6(18ｍｍF3.5)
Canon EOS70D ISO3200 2.5秒×8コマ 固定撮影
ステライメージで加算平均コンポジット

20180314配信 No4198

M81、M82 小田 孝明
ほんと春になってきました。惑星の投稿もぼちぼ
ち出てきましたが、待ち遠しいです。
おおぐま座M81、M82、しし座トリオ銀河、
いずれも初めての撮影対象でした。おおぐま座は
極軸に近いせいか、オートガイドがうまくいきま
せんでした。
撮影日時：2018/03/11 20:41:18～
撮影場所：豊後高田市自宅庭
機材：TSA120+TOA35Reducer(×0.7),
（FL630mm）,EOS8000D（改）
iOptron iEQ45proノータッチガイド
露出：ISO12800、20sec×41exp , dark×10, flat×10
処理：DSS×2drizzle 、SI8、Photoshop Express、
Microsoft フォトで調整

今朝の火星 川端 孝幸
まだまだ小さい火星です。木星より低空の為、さ
らにゆらゆらです(^^;)現在7秒角ほどですが7月
には3倍以上に！楽しみですね（^^）
2018-03-13 05h56m35s（JTS)
6263frame×30%
C14+2×バーロー+IRcut+ADC+ASI224MC

しし座トリオ銀河 小田 孝明
撮影日時：2018/03/11 21:33:09～
撮影場所：豊後高田市自宅庭
機材：TSA120+TOA35Reducer(×0.7),
（FL630mm）,EOS8000D（改）
iOptron iEQ45pro,PHD2 guide(QHY5Ⅱ）オート
ガイド
露出：ISO3200 ,180sec×17exp , dark10, flat10
処理：DSS×2drizzle 、SI8、Photoshop Express、
Microsoft フォトで調整
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報告画像ギャラリー3
20180316配信 No4204

20180314配信 No4199

へび座(頭)の球状星団M5 藤吉 健児
今日（3/13）の木星です 渕 辰夫
今朝撮影してみました。２分間でも、スタックし
た像が木星の自転で少し伸びてしまうようです。
撮影データ:
25cmF4 5倍バロー adc asi224mc
3月13日４時18-25分
シャッター10ms 約2分×4
autostakkert Registax JUPOS

20180314配信 No4200

M3とM5は大きさも明るさも似ていますが
M3が無風状態とするなら M5は強風の元の花
火大会の尺玉という感じですね(笑)
Takahashi MT160(D160f1000)
Canon EOS 70D(Ir) ISO1600
30sec×70Fr(Dark,Flat,Biasなし)
Takahashi EM200(AGS-1L) PHD2
2018.03/13自宅庭より
DSS(2xDrizzle) PSCS2 NeatImage

20180315配信 No4202

昨夜の流星 奈須 栄一
今朝の木星大赤斑+エウロパ付 川端 孝幸
GRSも正面にあるとなんか良いですね。ついで
にエウロパも。好天に恵まれましたが、シーイン
グがもう少し欲しかったかな。（３～２／５）

昨夜の流星は、一個だけ確認できました。
21時11分頃です。

2018.03.10 Ｍ42付近 山本 幸司
今年最後のオリオン座大星雲撮影かな？？(笑)久しぶ
りだと、忘れ物や失敗が続きます(笑)冷却の電源がソ
ケットの接触が悪く途中から冷却されてなかった上
にdarkがカメラのバッテリー切れで撮れていなかっ
たりでノイズ満載となりました・涙やけっぱちで少
しきつめの画像処理をしましたが大星雲はこのくら
い強調してもそれはそれで綺麗かもね？！(笑)ただ、
キヤノン機で時に目立つ縞縞ノイズが強調した分子
雲に多く出てしまいました。
藤吉さんなどキヤノン使いの方々が苦労しているデ
ザリングの必要性がよくわかります。
日 時：2018.03.10 22：21～23：18
撮影地：大分県大分市・香りの森付近
機 材：PENTAX 100SDUFⅡ F=4 ｆ＝400mm
iEQ45Pro赤道儀 （ノータッチガイド）
SEO-COOLED 60D ISO：3200
119sec×32枚 29sec×30枚 4sec×30枚
DSS にてコンポジット（darkなし／flatなし）
PhotoshopＣＳ２・ＳＩにて画質処理

20180316配信 No4205

20180315配信 No4203

2018-03-14 04h24m52s（JTS)
9063frame×30%
C14+2×バーロー+IRcut+ADC+ASI224MC

20180315配信 No4201

りょうけん座の球状星団M3 藤吉 健児
メシエマラソンは一応の終わりを見たのですが、
球状星団と銀河は、あまりよくない画像のものが
多いのでおいおい撮り直しをしています。昨夜は
昼間の曇りがうそのように晴れましたが、透明度
が激悪だったので、球状星団を狙ってみることに
しました。2013年4月以降しばらく撮影してい
なかったM3ですが幸い撮影の進歩を感じること
ができてほっとしています。ちなみにドロチュー
ブ内に貼った植毛紙が邪魔をしてレデューサーが
使えなくなりました(^^ゞ
Takahashi MT160(D160f1000)
Canon EOS 70D(Ir) ISO1600
30sec×65Fr(Dark,Flat,Biasなし)
Takahashi EM200(AGS-1L) PHD2
2018.03/13自宅庭より
DSS(2xDrizzle) PSCS2 NeatImage
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ばら星雲・コーン星雲付近 山本 幸司
冬の天の川付近には赤い散光星雲が多くあります。
ばら星雲はその中でも有名ですが、少し上にはクリ
スマスツリー星団・コーン星雲や小さな銀河・分子
雲なども数多く有り撮影対象としてとても楽しいエ
リアです。精細な画像を撮影するためには、望遠鏡
で撮影した画像をモザイク合成すると良いのでしょ
うが、今回はAPS－Cカメラと１３５㎜の望遠レン
ズの組み合わせで合成はしていません。１枚撮りで
どこまで精細な星像に撮影・処理できるかをテーマ
にしました。
日 時：2018.03.10 21：33～23.08
撮影地：大分県大分市・香りの森付近
機 材：iEQ45Pro赤道儀（ノータッチガイド）
FUJIFILM X-T1(HKIR改造)
Apo-Sonnar T* 2/135 ZF.2（F2→≒2.8）
ISO 3200 125sec×52枚・28sec×30枚
RAF→tif現像の後ＤＳＳにてコンポジット
Autosave(32Bit)処理
（dark／flat/darkflat無し）
ＳＩ8／PhotoshopＣＳ２にて画質処理

M49 M88 105番目 106番目の登録
安元 治義
1年をかけたメシエマラソンも後3個
した

終盤になりま

共通 20cm反射F5直焦点 KISSX5（IR改）LPR-N
M49 Light60secｘ40 Darkｘ10 Flatｘ10
M88 Light90secｘ40 Darkｘ10 Flatｘ10
2xdrizzle
撮影地 河内天体観測小屋（自宅）大分県豊後高田市

報告画像ギャラリー4
20180317配信 No4207

2018.03.17 火星・土星と夏の星雲

20180320配信 No4213

山本 幸司

3/20、いて座のM8/M20星雲と火星が接近します
が天気予報は雨模様ですので、今朝雲間から撮影し
ました。東天に昇ったばかりの天の川ですが、今朝
は透明度が良く、綺麗に見えてました。 流れ雲が
多く長い露出は掛けられませんでした。
撮影日時：2018年03月17日 03：56
機
材：ＧＰ2ガイドパック自動追尾（ノータッチガイド）
Nikon D810A
Apo-Sonnar T* 2/135 ZF.2（F2→F2.5）
ISO：3200 露出60秒
RAF→tif現像の後、PhotoshopＣＳ２・ＳＩにて
画質処理（dark／flat/darkflat無し）
撮 影 地：大分市佐賀関付近

20180318配信 No4209

M81,M82のエリア 田崎 千章

20180318早朝のM8M20と火星 藤吉 健児
Takahashi SKY90(D90f407RD)
Astronomik CLS CCD EOS Clip
Canon EOS Kiss X7i(Ir) ISO1600 120秒×32Fr
Takahashi EM200(AGS-1L)
FC60(D60f500)＋
ASI290MC+PHD2
DSS(L32D28F60DF60B80) PSCS2 StellaImage7
NeatImage
20180318 自宅庭より

20180318配信 No4211

先週土曜日に吉野さんと香りの森へ行ってきました。
今回は、M81,M82のエリアを撮影したのですが、
分子雲を期待しましたが、全く浮き出てきません
（笑）星ナビに分子雲の巨匠である三本松さんの撮
影について特集が連載されているようなので読んで
みます 。
〔撮影データ〕
ε-130D、Nikon D810A 、iOptron iEQ45Pro、ステラ
ショット（オートガイド）ISO1600、300s×24
画像処理、Rstacker（Flat補正）、Pixinsight（コンポジッ
ト）、PhotoshopCCトリミング有り
撮影場所：大分香りの森
撮影日時：2018.03.16 23:22～3.17 1:36

20180325配信 No4222

今朝（3/17）の星空です 太田 輝章
火星～土星間の100SDUFでの12枚合成です。
シビアにはしていないので明るさにムラがあり
ます。

20180318配信 No4210

M4M8,M20と火星 吉野 圭司
2018/3/18 3:52
Takahashi ε-130d, Ioptron IEQ45 pro, NIKON
D810a ISO3200, 3m x 18 Darkなし Flatあり
DSS,PS CCにて処理
香りの森

北アメリカ星雲とペリカン星雲 吉野 圭司
春は星雲が少ないのでイプシロンの出番が少なくな
ります。待ちきれなくて早朝の白鳥座周辺を狙って
みました。昨夜は春先にも拘らずシーイングはとて
も良かったです。
2018/3/24 4:20
Takahashi ε-130d, Ioptron IEQ45 pro,
NIKON D810a ISO3200, 3m x 12 Darkなし
Stella Image8,PS CCにて処理
香りの森

Flatあり

20180326配信 No4224

水星と金星 藤吉 健児
なかなかフットワークが重く、庭から出ませんが、
義務ともなると表に出ます(笑)子供を送り届け、
お迎えまでの待ち時間、ということですがその間
アンタレス周辺の散光星雲と球状星団M4
に5号地に行って水星と金星の接近を見ることが
吉野 圭司
できました。
2018.03/17

19:04

大分市5号地

2018/3/18 2:25
Takahashi ε-130d, Ioptron IEQ45 pro, NIKON
D810a ISO3200, 3m x 20 Darkなし Flatあり
DSS,PS CCにて処理
香りの森

ε-130d＋D810aのファーストライト昨夜は天候に恵まれ、ε-130d + NIKON 810aのセットを試
すことが出来ました。実は、前に1回試すチャンスはあったのですが、Tリングのタイプを間違えてしま
い取り付け出来なかったという初歩的なミスを犯したので、今回はリベンジです。前もってシミュレー
ションしておけば良かったのですが、ほとんどぶっつけ本番でセットアップしたので、色々と問題が発
生しましたが、田崎さんからアドバイスを頂き、無事撮影までこぎつけることが出来ました。
使ってみた感想です。
山本会長や田崎さんも使っているIoptron Ieq45赤道儀は、慣れてしまうとセットアップが簡単で、
One star alignでもかなりの精度で天体の導入が出来ました。e-130dは、焦点距離430mm(f=3.3)な
ので、淡く広がる星雲を撮影するには最適ですが、
春は星雲が少ないので出番は余りないかも。（笑）
D810aは、フラット補正をしても外周に枠のように補正されない箇所が出てくるようで、皆さん苦労
されているようです。今回、トリミングをして外周部分はカットしています。(^^;

Ori64の星食 太田 輝章
昨夜のOri64の星食を撮影しました。月の直焦撮影
をしていると東の方に明るめの星があり、どう見て
も食されるみたいなのでパソコンで確認し撮影しま
した。星は5.14等で暗めでしたが、しっかりと写り
ました。
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報告画像ギャラリー5
20180326配信 No4224

20180329配信 No4232

20180401配信 No4239

M5 太田 輝章

M4 藤吉 健児

昨夜と一昨夜は星団撮影を楽しみ、
M5,M9,M10,M12,M13,M14,M107と
初めてチャレンジするものも含めてオートガイドし
ました。添付はM5の1枚だけにします。
シーイングが良く無かったせいか、オリジナルサイ
ズでは星像がかなりボケていました。

2018年03月14日 4：57AM 自宅庭より
Takahashi MT160(D160f1000)
Canon EOS 70D(Ir) ISO1600 30秒×65Fr
Takahashi EM200(AGS-1L)PHD2
DSS(L65D0F0DF0B80)2xDrizzle PSCS2
NeatImage

20180327配信 No4230

月面テスト撮影 川端 孝幸

おおいぬ座の新星 太田 輝章
アストロアーツのHPで紹介されていた新星を
早速撮ってみました。横6000pixel→3000pixelに
トリミングしています。月明かりは十分にあります
が、しっかり写ってくれます。

20180328配信 No4231

カサイの2×バーローを使って拡大撮影を試みまし
た。惑星で使用してるヤツですが、やはり月に使う
とイマイチです。気流も昨夜より悪かったんですが、
特にコントラストが直焦に比べてかなり悪い気がし
ます。画像はおなじみ、ガッサンディ＆グルイテュ
イゼン・ガンマ山。ガンマ山の小クレーターは2個
とも楽々写ってはいます。かつては大望遠鏡の能力
テストに使用されたそうですが、デジタルの世界は
軽々と超えてますね。
2018-03-28 C14+2×バーロー+IR76+ASI224M

M53 藤吉 健児
2018年03月14日 1：25AM 自宅庭より
Takahashi MT160(D160f1000)
Canon EOS 70D(Ir) ISO1600 30秒×80Fr
Takahashi EM200(AGS-1L)PHD2
DSS(L80D0F0DF0B80)2xDrizzle PSCS2
NeatImage

20180331配信 No4236

木星 川端 孝幸
ここ10日くらいでも大きく様子が変化してますね
(*_*)

ラッキーイメージングによるM57 藤吉 健児

2018-03-24 03h35m55s（JST)
9139frame×35%

20180331配信 No4236

木星、火星＆土星 川端 孝幸
木星は5月の衝に向かって存在感を増してます。
火星は土星にかなり近づいてきました。
占星学的には何か起きそうな気配(^^;)
ともかく気流ヨ止まれ！
2018-03-29 C14+2×バーロー
+IRcut+ADC+ASI224MC

月面探訪（リュンカー山） 川端 孝幸
満月近くになり、西の端に奇妙な形の山塊が見えて
きます。リュンカー山です。一昨日が丁度夜明け。
昨夜全景を撮りたいなと思い、昨日再挑戦。しかし
一日経つとちょっと遅い感じです。これは結構難し
い対象かも。
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1）2018-03-29 C14+2+IR76+ASI224MC
2）2018-03-30 C14+2×バーロー+IR76+ASI224MC

M57を5秒露出で撮影してみました。地上からの撮
影では、大気の揺れによる分解能の低下が避けられ
ません。しかし大気の揺れをキャンセルできるほど
の短時間露光で撮影して分解能を改善する(理論値に
近づける)方法であるスペックルイメージングによっ
て、宇宙望遠鏡ではなくても地上からの観測でも、
非常に近い星同士を分離して見たり、他の恒星の黒
点を観測できたりするそうです。もっとも、その天
文台クラスの観測では、露出時間はmsec単位です。
今回は5秒露出ですので、それよりははるかに長い
露出なのですが昔は30分とか60分とか露出を行っ
ていたわけですのでそれより露出時間ははるかに短
く、大口径望遠鏡で明るい天体を撮影する場合ずっ
とずっと大気によるぶれの影響を減らし、高分解能
の画像に仕上がるはずです。これをラッキーイメー
ジングと呼ぶそうです。もっとも、今回はノイズを
減らすために75％もの画像をスタックしましたので
あまり分解能は上がりませんが(^^ゞそれでも60分
露出のような揺らぎによる分解能の低下はぐっと
減っているはずで～～す
Celestron Edge HD800(D203f2032)
ZWO ASI290MC
FireCaptureV2.6beta (Gain490 Gamma75 Exp5sec
Temp14.0℃ Dark15) Takahashi EM200(AGS-1L)
ノータッチ
AS!3 75％(912ｘ0.75＝684Fr≒57分)
PSCS2 NeatImage
2018.03/24未明 自宅庭より

報告画像ギャラリー6
20180402配信 No4240

20180402配信 No4241

3月31日未明の木星 藤吉 健児
最近の川端さんの木星の精細さは目を見張ります
ね！温泉の湯気で大気状態の安定しない別府でも
20cmでがんばっていますのでご報告いたします。
以前川端さんが大赤斑の後方の乱流の変化が激しい
とおっしゃっていましたが、それほどはっきりとは
見えませんが帯の太さが変化していることくらいは
わかります(笑)とりあえずもっとも精細に写ってい
る1枚をご報告いたします。
Celestron Edge HD800
Celestron 3xBarlow
ZWO ASI290MC
Takahashi EM200(AGS-1L)
FireCaptureV2.6beta Gain350 Gamma30
Exp13msec
露出2分(約5400Fr)
AS!3 50% AP16 Registax6 SI8 CS2

20180404配信 No4244

400mmで木星の縞 藤吉 健児

M22と火星と土星の接近 藤吉 健児
球状星団M22に火星が大接近、そしてそのすぐそば
に土星も。球状星団なら少々月明かりがあっても何
とかと思いましたが、あまりの霞の深さにかなり苦
しい画像になりました。(左下は電線による減光で
す)何せ肉眼で火星が見えていませんでしたから
ね・・・それにしても土星が楕円形に写ってくるあ
たり、400mmでも楽しいですね(笑)
2018.04/02 3：23AM 自宅庭より
Takahashi SKY90(D90ｆ407RD)
Canon EOS 70D(Ir) ISO1600 5秒×180Fr
Takahashi EM200(AGS-1L)ノータッチ
DSS(L180D30F30DF30B80) KappaSigmaClipping
PSCS2 SI8 NeatImage FlatAide

アストロアーツで、月と木星が接近、と大々的にア
ナウンスされているものですから昨夜見上げてみま
したがやはりシミュレーション通りさほどの大接近
というわけではありませんでした。SKY90の
407mmでぎりぎり同一視野に入るくらい・・・と
いうことはかなりの接近ではあるわけですが(笑)月
のこの明るさでは衛星を一緒にうつしこんだり、木
星の縞を表現したりは無理だなぁ・・・と思ってい
ましたら、400mmの画像でも、めいっぱい拡大し
たら縞模様も見えていました！！！
407mmで撮影した1枚物の画像の上に、
33mmで撮影した広い視野の画像と、
407mmの画像を目いっぱい拡大した同じ拡大率の月と木星
の画像を貼りつけました。
407mm画像のデータは
Takahashi SKY90(D90f407)
Canon EOS 70D(Ir) ISO200 1/400 16コマ
PSCS2手動スタック Registax6
5482×3648ピクセルから1980×1320ピクセルにリサ
イズ
2018.04/03 23:52 自宅庭より

20180403配信 No4243
20180403配信 No4243

今朝の火星、土星 川端 孝幸

2018.04.03火星・土星の接近 山本 幸司

2018.03.30.の月南西部 藤吉 健児
月齢13辺りはよく見ることのできる月齢ですが、い
つもミヤモリ谷を見ながら、月面の南の方も面白そ
うだなぁと思っていました。そこで今回はミヤモリ
谷の撮影はすっ飛ばして月面端のバイイを狙ってみ
ました。ここまで接線方向で見ると、クレーターの
リムの斜面感が出てきますね
1-1 バイイ
Celestron Edge HD800＋Vixen 2xBarlow
ZWO ASI290MC
FireCaptureV2.6beta
1-2 ティコとバイイ
Celestron Edge HD800
ZWO ASI290MC
FireCaptureV2.6beta
2コマモザイク

火星・土星がいて座の南斗六星付近で約1度の間隔
まで大接近しています。最接近は4/2 21：22で、
その約7時間後の写真です。大きな明るい月と、靄
で霞んだ空ですが仲良く並んだ両惑星の色の対比が
とても綺麗でした。今しばらく接近していますので
早起きされたら是非ご覧ください。

今回は撮影まで雲の襲来をかわすことができました。
丁度ビルの真上にあたり、条件が厳しいですが、と
りあえずこちらもアップします。
土星：2018-04-04 04h59m46s（JST)
C14+2×バーロー+IRcut+ADC+ASI224MC

20180404配信 No4246

撮影日時：2018年04月03日 03：59.09～04：06：27
機
材：
FUJIFILM X-T1/XF18-55mmF2.8-4（f=55 F＝4.0）
ISO：1000
ケンコーPRO1Dプロソフトン[A](W) フィルター
露出20秒×20枚 DSS にてコンポジット
（darkなし／flatなし）
ナノトラッカー （ノータッチガイド）周辺トリミング
撮 影 地：大分県大分市松岡付近

今日（4/4）の木星です 渕 辰夫
鏡筒にコルクシートを貼りました。この効果かな～。
９分間のデータを合成しました。単純に気流が良い
だけとか?
ではまた
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