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■連載記事
天体ガイド

▼定例観望会

第２０回 ～私の好きな天体～

■活動状況

・ 2015/12/19
場所 ： 吉備中央町かもがわスポーツパーク
参加者 ： 会員 27 名、 一般 3 名の合
計 30 名。
2015 年最後の観望会と言うこともあり、
30 名近くの会員が参加して大変にぎ
やかな観望会を行うことが出来ました。
最初は雲がちの空だったものの、 月が
沈む頃からきれいに晴れて、 師走の冬
空を堪能しました。 また、 途中で系外
惑星命名経過報告や年末恒例フリマも
あり、 盛り上がった観望会でした。

・ 2016/2/13
岡山市東区六番川水の公園で予定さ
れていた定例観望会は、 悪天のため
中止されました。
▼観望会以外のイベント
・ 2015/1/19
名称 ： 新年会
場所 ： 錦町ぼんくら
会員 24 名参加
恒例の新年会は、 今年は錦町ぼんく
らにて開催され、 会員相互の親睦を深
めました。 Sirius さん作激闘三択クイズ
も催され盛り上がりました。

・ 2015/1/30
名称 ： プラネタリウムコラボ観望会
会員 9 人参加
場所 ： 人と未来の科学館サイピア （北区）
あいにくの曇天により観望会は中止に
なりましたが、 プラネタリウム内にてクラ
ブメンバーが土星について講話を行い
ました。

統計情報
過去 3 ヶ月 （2015/11 ～ 2016/01） の
件数等の報告
▼問い合わせ ・ 入会等
・ 11 件
※ HP フォームからのもの
▼メーリングリスト利用状況
・ 503 件
※対前四半期比約 8% 減
▼会員数
前 四 半 期 中 に 会 員 2 名 増 が あ り、
2016 年 1 月末時点での会員数は 101
名となりました。

今回、 私の好きな天体を紹介させて
いただきます。 まず、 なんといっても
Ｍ１３、 この天体のおかげで私の天体
趣味が始まりましたので、 落とすわけ
にはいきません。 双眼鏡で星が見え
ることを知り、 星に興味をもって双眼
鏡天体ガイドという本を買いました。 そ
こで北天一美しいという触れ込みでＭ
１３が取り上げてありました。 ちょうど夏
でもあり、 思い切ってビクセンの双眼
鏡をオークションで購入しました。 結
構高くて 1 万 5 千円もしましたが、 あ
まり評価はされていなかったことを後で
知りました。 でもこの年の夏は夜散歩
に行くときいつもこの双眼鏡をお供に
していました。 星座盤を逆に見ていた
のでいくらベガの周りを見ていてもＭ
１３らしき物体は見つけられませんでし
た。 かわりにコートハンガーという鳥の
群れのように見える星のグループを見
つけました。 これはうれしかったけど、

近々のクラブイベント
３月１２日 （土） 定例観望会
吉備中央町 岩倉公園
月齢 3.4 21:57 没
４月９日 （土） 定例観望会
美作市 大芦高原
月齢 2.0 20:32 没
※開催場所など変更になる場合が
あります。 詳細はホームページト
ピックスにて開催日近くにご確認く
ださい。

Ｍ１３を見つけれないのはかなり焦りま
した。 結局やはり向いていないのかと
あきらめかけたころ、 もうすでに 9 月に
なっていましたが、 思いついてベガの
下を見てみるとＭ１３に奇跡的に会えま
した。 どう見ても星ではない白いもやっ
としたものが二つの星を従えていまし
た。 案外小さかったですけれどね。 そ
れに再現性がないのでもう一度見ようと
思うと四苦八苦して見つからないのに
も往生しました。 大口径の望遠鏡で暗
い場所で 100 倍くらいの倍率で見ると
見事ですけれど、 双眼鏡では小さなシ
ミくらいにしか見えませんね。
秋で好きなのは御者座の三兄弟Ｍ
３６，３７，３８でしょう。 双眼鏡では花が
咲いたように見えます。
ふたご座が出てくるとプレセペも思い
出があります。 これはひめ天というサイ
トがあり、 この方は姫路の人だから会っ
てもいいのですが、 うわさはまだ聞きま
せん。 ま、 その方のサイトで簡便自動
導入という方法を知り、 ステラシアター
というフリーソフトでプレセペの場所を

知り、 角度と方向をその通りに向けたこ
ろなんということでしょう。 一発で入って
しまったのです。
十数個の星が集まって確かにガイド
の通り色が違うのが判りました。 このと
きはもうすでに国際光器の１０ｃｍ屈折
を買っていましたので、 双眼鏡よりは
迫力がありました。
この星団は写真に撮りやすかったので
ニコンのＦＥ２と２００ｍｍＦ４の望遠レン
スを買い写真に写しては友人に送りま
した。 でも全く理解されませんでした。
一つには写真屋が全く知識がなくて気
持ちの悪い茶色の写真にしか焼いてく
れなかったこと、 もう一つは散開星団
は何のことやらわからないようでした。
変な写真を送って来るなと言われなく
なるためには直焦点を覚える必要があ
りました。
クラブに入り大事なカメラを壊す決断
をして真っ赤な画像の処理も教えても
らい、 やっと馬頭を撮れました。 いつ
もこの写真には憧れていたのでついに

ここまでたどり着いたかという気がしまし
た。 自己満足ですけどね。 その後もい
ろいろ写真を撮り続けましたが、 いつも
おかしいと思うのは一番いい望遠鏡で
星を見ることが少ないことです。
ほとんどカメラをつけて撮影に使ってい
るのでその間の観望はサブの望遠鏡
でみるしかな
いんですよね。 今後はもっと観望のほ
うに力を入れたいと思います。
それからやはり仲間がいることが大切
だと感じるようになりました。 いい写真
よりはいい人間関係のほうが必要に思
い出しました。 仲間に囲まれてみる空
のほうが一人で対峙する空よりは楽し
いと感じるようになりました。 とは言って
も今後も下手くそなりに天体写真も続
けていきたいと思います。 みなさんよろ
しくお願いします。
執筆と文中写真 ： ｋｕｒｏｉｓｏ

うんちくあれこれ
第２９回 「間違いだらけの
iOS 天文アプリ選び」
☆を見るのに便利なもの…ガイド本 ・
防寒服 ・ 夜食いやいや望遠鏡やカメラ
を忘れてはいけません。 最近はそれに
加えてスマートフォンなどでもわりと必要
十分な性能のｉｏｓ天体アプリがございま
す。 例によってこういうモノ （ガジェット）
好きな自分は結構人柱になっていたりし
ます。 そこで、 今回のうんちくは、 間違
いだらけのｉｏｓ天文アプリ選びと題して、
自分の偏見でセレクトしたアプリをご紹
介しましょう。、 主に無料アプリをピック
アップし、 有料でも面白そうなものも少し
ご紹介します。
星座表
iOS/android
無料
日本語
そのものずばり、 プラネタリウムアプリで
す。 取っつきやすいソフトで、 日本語版
ですし、 見た目もきれいなので人気で
す。 人工衛星、 流星…などとバージョ

ンアップすることも出来ます。 もっとも、
高機能がほしい方は最初から全部入り
の星座表∞を手に入れるのがよいかも。
一つは入れておいて損は無いと思いま
す。
StarMapLite
iOS
無料
英語
定番中の定番 （？） アプリ。 iPhone ３
GS のころから存在したプラネタリウムア
プリ。 自分は Sirius さんが使い倒してい
るのをみてアップル製品を買うようになり
ました。 ほとんど申し分ないソフトなんで
すが、 英語表示なのと星座絵だけはど
うにかしてほしいです。
現 在 で は Lite、 PRO、 HD な ど い く
らかバージョン違いがあります。 先頃
StarMap2 もリリースされましたが、 iOS ９
にアップデートしなければならないので
要注意です。

Comet Book
iOS
無料
日本語
ビクセンがつくっている彗星観望用のプ
ラネタリウムアプリ。 現在のバージョンは
カタリナ彗星 ・ パンスターズ彗星の２つ
をサポート。 なので、 今年の夏を終わっ
たら使い道に困るかもしれません。 とり
あえず、 彗星の位置をちょっと確認する
のには便利です。 次の CometBook の
リスト入りするような彗星が来てほしいで
す。

星どこナビ
iOS/android
無料
日本語
レイメイと言う会社が作っているプラネタ
リウムアプリ。 結構わかりやすく、 これか
らある天文現象、 天文に関する知識な
ども調べることが出来ます。 このソフトが
おもしろいのは、 電子ファインダー代わ
りに使えること。 このアプリを作っている
会社は教育用望遠鏡を作っており、 そ
れに装着して使用する機能です。 もち
ろん他の望遠鏡につけても使えます。

moonglobe
iOS
無料
英語
一つは入れておきたい月面案内ソフト。
残円ながら英語表示なので大変です
が、 それでもアポロ着陸地点なども表示
してくれて便利です。 有料版もあるよう
ですが、 自分は無料版で満足しており
ます。 おなじ製作者では MarsGlobe （火
星儀） もありますので、 興味ある方はこ
ちらもインストール？

星空指南
iOS
240 円
中国語
ここらで目先を変えて中国製のプラネ
タリウムソフトです。 名称がすべて中国
語ですが、 そこはそれ、 同じ漢字圏と
言うことで単語ならなんとか、 という感じ
です。 最初インストールしたときは８Ｂｉｔ
時代のマイコンプラネタリウム並の表示
でしたが、 現在ではきれいになっており、

散光星雲表示も実装されているようで
す。 最初は無料でしたが、 現在は 240
円。 ちょっとお金を出してまでとは思え
ないかも （ナラ紹介するな）。
この製造元では、 木星指南というアプリ
もありました。 しかし現在では配布して
いないようです。 そのソフトは数少ない
無料の木星現象ソフトだったんですが。

GasGiants
iOS
無料
英語
外縁４惑星の衛星とその自転を表示し
てくれるソフトです。 なんと言ってもこの
ソフトは無料。 有料ではいくらかあるん
ですが、 無料ソフトではこれだけです。
無料・英語表示とはいえ、 木星の自転・
四大衛星、 土星 ・ 天王星 ・ 海王星も
カバーしております。 観望会の時には
意外に役立つので、 お一ついかがです
か？

NCP
iOS
無料
英語
北極星の時角表示ソフトです。 思えば
昔は紙で北極星早
見をつくって苦労し
ながら極軸を合せた
ものでしたが、 いま
はこんなアプリでチョ
チョイのチョイです。
北斗、 カシオペヤと
一緒に北極星の時
角が一目でわかりま
す。 有料ソフトはたく

さんあるのですが、 無料となるとこれくら
いしか見当たりません。
ＥＱ６を使っているときはあまり必要としな
いのですが、 タカハシ星赤道儀を使うと
きには必須です。 ちょっと前まで同じよう
なＴ akAlign というソフトがあったんです
が、 今は配布をやめているようです。
DeepSkyBrowser
iOS
1600 円
英語表示
かなりマニアックなソフトです。 メシエ ・
NGC は言うに及ばず、 カタログなら何
でも来いと言ったノリで、 しかも画角ごと
に画像が見えます。 もっとも、 画像をダ
ウンロードするのは WiFi 環境がおすす
めです。

Phaeton
iOS(iPad 専用）
無料
英語
アストロラーベアプリです。 アストロラー
ベとは、 昔の占星学者や天文学者が
使ったいわばアナログ計算機、 というよ
りも計算尺の天体版と言った趣でしょう
か。 見 て み る
と、 結 構 い い
雰囲気で、 惑
星の位置など
も正確みたい
で す。 ど っ ち
かというと実用
に供するよりも
眺めて楽しむ
たぐいのアプリ
でしょうか。
ここまで思いつくままご紹介してきました
が、 使う人によって必要なアプリが違う
と思います。 たとえば、 今回ご紹介した
中には月齢カレンダーや望遠鏡の倍率
計算などのソフトはありません。 「こんな
機能が欲しいな」 と思ったら探してみて
はいかがでしょう。 気に入ったアプリが
あれば、 星見がより楽しくなりますよ。
執筆 ： Ｔ＃

■特別寄稿
祝！太陽系外惑星命名と
その軌跡

限りです。

この命名は 「公募」 によって初めて一
般的な名前を付けようという IAU の粋
なキャンペーンによるものでした。 キャ
ンペーンでは、 20 の系外惑星系に対
して世界各国から 300 近い名称提案
がなされ、 選定のための一般投票では
50 万を超える票が集まりました。

提案の結果を見て感じたことは、 提
案元国名が記された提案リストを見る
限りでは、 日本の団体からの提案がと
ても多かったことでしょうか。 数えては
いませんが感覚的に全体の 2 ～ 3 割
程度はあるようでした。 これは日本の
天文関係団体の関心の高さを示して
います。
ところ
が、 一般
投票では
日本から
の投票数
は全体の
1% にも満
たない結
果だった
ようです。
この相
反する二
点から考
え る と、
日本国内
では一般
の人々も
しくは提案した周りの人々の関心は、
提案の中心となった人と比べて相対的
（圧倒的に？） に低かったと言えるの
かもしれません。 別の見方では、 海
外の団体と比べて日本の団体は小規
模なものが多かったという可能性も否
めませんね。

そして、 幸いにも、 いや奇跡的に、
私たち岡山アストロクラブから提案した
名前が命名されることとなったのです。
命名されることになったのは 「おおぐま
座」 にある HD81688 主星とその惑星
です。
日本からは岡山アストロクラブ以外に
3 団体から提案された名称もこの度命
名されることになり、 まったく喜ばしい

さて、 今回初めて行われた命名キャ
ンペーン、 実はとてもロングランな対
応が必要でした。 記録のため、 簡単
にその軌跡を書き留めておきます。
キャンペーンの告知が 2014 年、 名
称提案に必要な IAU への団体登録を
その期限とされていた 2014 年中に済
ませました。 その後命名ターゲットと
なる系外惑星系リストが公表された後、

太陽系外惑星は、 最初の発見から
たった 20 年ほどの間で既に 2000 個
以上も発見されていますが、 2015 年
12 月、 19 の太陽系外惑星系の惑星
たちを命名したと IAU- 国際天文学連
合の発表がありました。

2015 年 6 月 ク ラ ブ 内 で 提 案 名 募 集、
代表提案名選定を経て、 同月 IAU へ
の本提案を行いました。
リスト公表された 20 の系外惑星系の
うち、 まずはどれに名称提案するかは
私 （会長） 一任とさせてもらい、 地元
である国立天文台岡山天体物理観測
所で発見された系外惑星系で、 かつ
最も地味 （命名ターゲットとして人気の
低そう） な系外惑星系 （HD81688 系）
をターゲットとさせてもらいました。 地味
とはいえ、 星図で位置を確認し、 主星
の見つけ易さという点も選んだときのポ
イントでした。
クラブ内での提案名募集では 10 件
の名称が集まり、 小惑星や衛星、 恒
星に既に命名されていないかどうかの
調査を行って残ったのが 8 件。 それら
で役員による代表提案名選定のための
投票を行い、 選ばれた名称を IAU へ
の本提案としました。
途中、 IAU 側のデータ消失トラブル
による超期限の短い再登録依頼なども
ありましたが、 そのような困難？を乗り
越え、 当初目論見どおりに命名される
ことになったのは、 大変光栄なことで
す。
このような機会を与えてくれた IAU や
関係者の皆さんに感謝しつつ、 このよ
うなイベントを通じて、 天文に興味を持
つ人たちが少しでも増えることを今後も
期待します。
▼当クラブ命名の系外惑星系
おおぐま座 HD81688 系
※別名 ： SAO42876,HIP46471
赤道座標 （J2000）
赤経 ： 09h28m40s
赤緯 ： +45° 36'03"
主星 ： Intercrus （インテルクルース）
命名由来 ： おおぐまの脚の間付近に
あることから （ラテン語風造語）
視等級 5.4 等の赤色巨星
惑星 ： Arkas （アルカス）
命名由来 ： おおぐまに化した母カリス
トの息子の名より
質量は木星の 2.7 倍
軌道半径は主星から 0.81AU
公転周期は 184 日
執筆 Sirius

■投稿
岡山星空八艘飛び ～２艘目～
こんにちは。 倉敷の干渉計です。
岡山星空八艘飛び 2 艘目です。 星空
と言いながら、 今回はそれとはあまり関
係がない話が多いです。
2015 年 12 月 19 日 ( 土 ) ～ 20 日 ( 日 )
に、 岡山理科大学にて ｢ 第 15 回全
国科学教育ボランティア研究大会 ｣ が
行われました。 これは、 科学館などで
ボランティアとして活動する人たちの全
国的な集会です。 今回は日本中から、
約 100 名が集まりました。 会場で浮か
れている様子を、 図 1 として示します。
私もパラボラアンテナを持って参加しま
した。
興味深かったのは、 女子大学生の参
加者が多かった事です。 私は学生時
代を、 物理学科という浮いた話とは無
縁の環境で過ごしました。 私もこのよう
な環境で活動出来ていれば、 もっと楽
しいキャンパスライフだったかもしれま
せん。
もちろん、 まともな感想もあります。
電気 ・ 電子工作の批評とアドバイスを
受けに行きましたが、 新たな友人も出
来ました。 図―1 で頭に乗せている電
波望遠鏡の改良が、 大きく進みそうで
す。 その話も次回以降にさせて頂きま
しょう。
2015 年 12 月 27 日 ( 日 ) ～ 12 月 28
日 ( 月 ) に、 岡山理科大学にて ｢2015
年度連星 ・ 変光星研究会 ｣ が行われ
ました。 名前は仰々しいですがテーマ
は ｢ ハイレベルの （アマチュア / 個人）
観測者をめざして」 でした。 私もデー
タの処理や解析方法の相談 ( ＋飲み
会 ) を目的に参加しました。 参加した
様子を、 図―2 として示します。
連星や変光星の観測は、 昔からアマ
チュア天文家が得意とする分野です。
天文学者がやりたくても出来ないような
観測が出来るからです。 アマチュアの
方々が、 学者に 「うちで追観測するか
ら待って」 と言わせる成果を挙げる例
も増えて来ました。 「なんだか写真も慣
れたし、 新しい事始めたいな」 という
方は連星や変光星の観測はいかがで

しょうか。 ベテルギウスも変光星です。
もしかしたら、 ベテルギウスの爆発の
予兆を、 家庭でとらえられるかもしれま
せん。 地球上には約 70 億人の人類
がいると言われています。 しかし 「この
星の事は地球上で自分しか知らない」
という可能性がアマチュアでも生まれる
のが連星 ・ 変光星 ・ 低温度星の世界
です。 春から新しい星生活を始めたい
方は、 ぜひ始めましょう。
それでは、 再びここでお話出来る事を
祈りつつ。
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来月には今年最大の天文イベン
ト・部分日食があります。4 年前
の金環日食が思い出されますが、
晴れてほしいですね。
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