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ここで今回の製作のポイントですが、この
バッテリーカプラーは外部から供給された電

第４回
初歩のアストロ電子工作 ４回目は、再度
の電源ネタです。電源といっても、バッテリー
ではなく、デジタル一眼レフ用の電源です。
デジタル一眼レフを使っていて天体撮影をし
ていると、長時間のバルブ撮影や、ライブ
ビュー等の動作で、バッテリーがすぐになく
なってしまうことがありませんか？そういう
時のために、予備バッテリーを用意しておく
のも良いですが、予備バッテリーをたびたび
充電するのも面倒ですし、さらに一晩中でも
持つくらいの大容量バッテリーとして、USB
モバイルバッテリーを使うような、デジタル
一眼用のバッテリーカプラーを製作したいと

圧をそのまま出力してしまうので、USB モバ
イルバッテリーを使うには、モバイルバッテ
リーの電源（+5V）を、デジタル一眼が動作
する電圧（+8V 程度）まで昇圧してやらな
ければなりません。今回は、このバッテリー
カプラーの中に、小さな昇圧電源モジュール
を組み込んで、コンパクトな昇圧電源内蔵の
DC カプラーを作りたいと思います。以下が
完成した DC カプラーの写真です。どうです？
作りたくなったでしょう？ではこれから作り
方を解説していきます。

思います。
ではまず、製作するバッテリーカプラーと
いうのはどういうものかですが、以下の写真
を見てください。これは Canon の製品ですが、
「DC カプラー DR-E5」という商品で、内蔵
バッテリーと同じ形をした、外部から電源を
供給することのできる部品です。今回、この
アクセサリー部品を使って、モバイル USB
バッテリーから電源供給することのできる、
バッテリーカプラーを製作していきたいと思
います。

１．部品の入手
まずは、必要な部品を入手しましょう。今
回は以下の部品が必要です。通販が必要なも
のもありますが、たった３個の部品で製作す
ることができます。

Canon

部品名

DC カプラー DR-E5
（EOS Kiss Digital X2
～ X3 の場合）
USB ケーブル（スマホ
用充電ケーブル等）
TPS61088

価格

2400 円程度 Amazon 等

100 円

大 容 量 昇 圧 型 DC-DC 1400 円
コンバータモジュール

入手先

100 円均一ショップ
Strawberry Linux
（通販）

を分解して、
内部がどうなっているかを確認し、
ここで DC カプラーは、使用するデジタル一
眼の機種に合うものを購入します。DR-E5 は
EOS Kiss Digital X2 ～ X3 用ですが、X4 以降
は DR-E8 という型番になっており、他の機種
だとまた異なります。機種ごとに DC カプラー
の型番と形状が変わるので、使用する機種に
あった DC カプラーを購入してください。
次に USB ケーブルは、スマホ用の充電ケー
ブル等を百均で購入すれば OK です。もちろん
手持ちの USB ケーブルを利用してもかまいま
せん。
最後に昇圧電源モジュールは、こればっかり
は通信販売で購入するしかないです。この商品
は、同じような仕様で、同じような大きさのも
のが、前回紹介した Aliexpress 等のサイトで
購入することができますが、今回は早く入手す
るために、国内の Strawberry Linux という会
社から購入しました。この商品は国産で高価な
部品も使われており、性能も良いもので、下記
URL にて購入できます。
https://strawberry-linux.com/catalog/
items?code=16188
２．設計
では製作する前に、内部回路の説明をしま
す。以下の図が、今回製作する DC カプラーの
回路図です。左側の黒線の部分は「DC カプラー
DR-E5」の回路図で、右側の赤線部分が今
回追加する昇圧電源モジュールと USB ケーブ
ルです。製作は DR-E5 のコネクタ部分に、昇
圧電源モジュールと USB ケーブルをつなぐだ
けです。どうです？簡単でしょう。
ちなみに、この回路図は DR-E5 の例ですが、
他の DC カプラーを使う場合は、DC カプラー

カプラー内部の電源線（＋／－）の位置を確認
しなければなりません。もし他のカプラーを使
おう ＆ 内部回路がよくわからんという方がお
られましたらご連絡ください。筆者がご相談に
乗りたいと思います。
（会員の方限定です。
）
もう少し回路を解説すると、
DR-E5 の内部は、
ノイズカット用のインダクタと、電源平滑用の
コンデンサが入っているだけで、今回はこの部
分に TPS61088 昇圧電源モジュールをそのま
まつなぎ、昇圧電源モジュールの出力電圧を平
滑するようにします。そして TPS61088 昇圧
電源モジュールは、出力電圧を可変することが
できるので、出力電圧は一眼デジカメの動作電
圧である、＋ 8V 程度に調整して動作させます。
以下に「DC カプラー DR-E5」
、USB ケーブ
ル、TPS61088 昇圧電源モジュールの写真を
示しますので、購入時の参考にしてください。
３．製作

では入手した部品を組み立てていきます。
まず最初に、DC カプラーの中に昇圧電源モ
ジュールを組み込むため、DC カプラーのケー
スを分解します。DC カプラーのケースは接着
剤で貼り付けられているので、カッターやマイ
ナスドライバ等を使って、ケースを２つに分解
します。この作業を行う時は、手を切ったりし
ないように気をつけてくださいね。けっこう分
解するのに数十分かかるかも知れませんが、以
下の写真は、分解したケースの内部です、電源
平滑用のコンデンサやコイルが入っているのが
わかりますでしょうか。（この写真では、製作
の都合上、DC カプラーのコネクタを取り去っ
ています。実際のカプラーでは、中央部に電源
用のコネクタがあるので注意してください。
）
次に、DC カプラーの内部基盤を取り出して、

ちらが＋でどちら
が － な の か を、 実
際 に USB コ ネ ク タ
にケーブルをつな
い で、 テ ス タ ー を
用いて確認してく
だ さ い。 ケ ー ブ ル
の見た目の色と、電源の＋／－は一致している
とは限りませんので、ここは必ずテスターを用
いて＋／－を確認してください。（たとえば、
この例では、灰色：＋／白：－と、見た目の色
と＋／－は一致していませんでした。ここも間
違えると、昇圧電源モジュールを壊してしまう
ので、決して間違わないようにしてください。）
次に、DC カプラーのケースに、TPS61088
昇圧電源モジュールを載せるスペースを作るた
め、ニッパ等を使ってケースを一部切断しま
す。切断する箇所は、
写真を参照してください。
そして先ほどの DC カプラーにつないだケーブ
ルおよび USB ケーブルを、昇圧電源モジュー
ルと結線してハンダ付けし、ケースに載せま
す。
この段階で、結線が間違ってないか、また
昇圧電源モジュールの出力が正しく出るかを
確認しましょ

う。
まず USB ケー
裏返して、写真のように、DC コネクタ部分に、
＋／－の２本の線をハンダ付けします。２本の ブルの＋／－の
線を取り付ける場所は間違えないでください。 線が昇圧電源も
写真中の赤色が電源の＋（プラス）、黒色が電 ジュールに正し

源の－（マイナス）です。ここを間違えると、 くつながってい
動かした時にカメラを るか、さらに昇
壊してしまうので、決 圧電源モジュー
して間違わないように
してください。
次に USB ケーブルの
末端のコネクタ部分を
切断し、以下の写真の
ように端末処理してお
きます。ここでケーブ
ル内の２本の線が、ど

ル の 出 力 が DC
カプラーに正し
くつながってい
るかを確認しま

す。
「正しくつ
ながっているか？」というのはハンダ付けが正
しく出来ているかという意味ではありません
よ。
「電源の＋（プラス）と－（マイナス）を
間違ってつないでいないか？」という意味です

よ。
電源の＋／－を間違ってつないでしまうと、
昇圧電源モジュールが壊れたり、カメラが壊れ
たりします。そうならないように、電源を入れ
る前は十分に結線を確認しておきます。
結線が間違いなければ、USB ケーブルをモバ
イルバッテリー等に接続しましょう。最初の電
源投入は慎重に行ってください。もし電源投入
後に、焦げた匂いがしたり煙が上がったら、す
ぐにケーブルを抜きましょう。すぐにケーブル
を抜けば、誤配線してても、部品が壊れずに済
むこともあります。最初の電源投入はそれくら
い慎重に行いましょう。
どうですか？電源は無事入りましたか？焦げ

圧が 8.0 ～ 8.2(V) 程度の範囲内に入るように
すれば良いので、この範囲になるように電圧を
調整します。

では出来上がったら、デジタル一眼に、この
た匂い等がしなかったら、昇圧電源モジュール
DC カプラーをつないでみましょう。ここでも
の出力部分にテスターをつないでみましょう。
最初の電源投入は慎重に行ってください。では
電圧はまだ未調整なので、テスターには何 V
カメラの電源を投入しましょう。どうですか？
かの電圧が表示されてるはずです。ここまでく
動きましたか？結線に間違いがなければ、ほぼ
れば、仮組は終わりです。もし、うまく動かな
問題なく動くはずです。動いたら後は楽しい、
くて結線が間違ってることがわかったら、この
一晩中撮影ライフにいそしみましょう。
段階で修正しておきしょう。
仮組みが終わったら、次に、本組みに移りま
す。昇圧電源モジュール基盤と USB ケーブル
を固定するために、接着剤等を用いて固定しま
す。普通の接着剤を使うと、一旦固定したら剥
がすのが困難になるので、ここではホットボン
ド（熱で溶けるボンドです。ホームセンター等
で工具とセットで売っています。）を用いて固
定しました。そして最後に、DC カプラーのケー
【次回予告】
スの蓋も、同じくホットボンド等で固定します。
今回の製作も相変わらず、電源＋／－の２本
の結線でしたが、今回は少し小さなスペースに
最後にここま
組み込みためいろいろ工夫をしました。
その分、
でできたら、調
難易度が少し高かったですかね。
整を行います。
次回多少季節外れですが、手作りの霜除け
USB ケーブルを
ヒーターを作ってとみたいと思います。電源に
再度差して、昇
は今回と同じく、モバイルバッテリーを使う、
圧電源モジュー
USB タイプの霜除けヒーターです。今回の DC
ルの出力部にテ
カプラーとあわせて使うと、星野写真を一晩中
スターを当てて、出力電圧を測定します。そし
撮れるようなシステムができあがります。予告
て、昇圧電源モジュール内の、電圧調整用ボ
どおりに行くかどうかわかりませんが、その他
リュームを精密ドライバー等で回して、出力電
に作って欲しいものがありましたら、皆様、ど
圧を 8.0 ～ 8.2(V) 程度に調整します。この電
しどし希望をお寄せください。
源モジュールは、電圧調整用ボリュームを少し
執筆：Ｈａｗｋ
回すだけで大きく電圧が変化するので、0.1(V)
単位で電圧をあわせることは難しいですが、電

連載小説

Change?

最終話
writtend by オーモリ

翌日――北村と月面Ｘを見る約束の日――
の朝。友保美香はいつものように身支度を整
えていた。その気分はやや重い。また好奇と
悪意の視線に晒される事が分かりきっている
のだから。
しかし、予想していた程ではない。昨夜の
星空散歩が効果を上げているのだろうか。
――北村には感謝しなきゃな――
素直に伝えられるか分からないが、その気
持ちだけは持っていよう。つまらない連中の
くだらない噂話なんか放っておけばいい。こ
んな事ぐらいでへたばるもんか。
両手で艶やかな頬を一つ叩いて気合を入れ
ると、鞄を掴んで勢いよく部屋を出た。

消してもらえば～？」
嘲りと共に放たれた言葉。それはすぐに凍
り付いた。大股で近付いた友保が胸ぐらを掴
んで持ち上げたのだ。末永の爪先が床から離
れていた。
射貫くような視線。痛みさえ感じる。末永
は口をパクパクさせるだけだった。
「ふん！」
末永の体を放り出して教室を出るのと、北
村が教室に入るのが同時だった。
その日、やっと北村が友保と言葉を交わし
たのは昼休みになってからだ。

「もうさ、言わせとけばいいよ。皆そのうち
通学路で既に何人も意味ありげな視線を浴
飽きるだろうしさ。
」
びせてきた。「ふん！」で済ませたものの、 「分かってるよ。だからアレで済ませてやっ
胸中の苛立ちは消せない。そう簡単に割り切
たんだ」
れるものではないのだ。
教室に入ってもやはりチラチラとこちらを
何があったのかは北村も聞いていた。
見てくる視線が苛立ちを増幅させる。掌を机
に叩きつけて席を蹴った。教室を出て頭を冷 「分かったよ、じゃぁもう言わない。でさ、
やそうとした背中に、末永の冷笑混じりの言
今夜……」
葉が突き刺さった。
「ああ、
ちゃんと覚えてるよ。六時前には行く」
「ＯＫ。じゃ、望遠鏡を持っていくよ」
「なにイライラしてんの？ 迷惑なんだよね、 「ああ、期待してる」
そういうの」
その日初めての笑顔が浮かんだ。
――誰のせいで――
約束通り落ち合った二人は夕闇に浮かぶ月
言葉を飲み込んで握り締めた拳が僅かに震
に目を奪われていた。上弦の月の欠け際にあ
えていた。
る三つのクレーター。その影がＸを作ってい
「欲求不満なんじゃないの？ 誰かさんに解
る。
「数分程度」と言ったのは友保を誘う為
の方便で、実際には一時間程見える。友保に

してみれば嬉しい嘘だ。
「ああ、流れて行く流れて行く！ 早く直し
てくれ！」
「分かった、ちょっと退いて！」
「まったく、見ずに直せないのかよ」
「無茶言わないでよ、北極星がまだ見えない
んだから……極軸が……よし、これでＯＫ！」

これからも……見せてもらわないといけない
からな！」
掴まれた腕を捻り、体を崩してカウンター
気味のフックが炸裂した。倒れる男の体を掴
むと、襲い掛かってくる連中に向けて放り出
す。連携が乱れたところを逃さず、個別に撃
破していく様は見事と言うほかはない。五分
とかけずに四人をＫＯすると、全員をひこず
り、道路を挟んで広がる空き地へと放り投げ
た。

交代すると、子供のような歓声を上げなが
ら夢中でアイピースを覗き込んでいる。その
姿を見ていると、北村も誇らしいような嬉し
いような、何とも言えない気分になるのだっ 「あ～スッキリした！」
た。
満足そうに伸びをして振り向くと、北村が
現象が終わる頃には茜色はほぼ消え去り、
項垂れている。
幾つか星座が見えてきていた。
「このまま帰るのは勿体ない気もするな」
「そうだね……僕でも幾つか星団とか分かる
から、少し見ていこうか」
「本当か！ 悪いな、付き合わせちゃって」
「いいって。僕もまだ見たいしね。君と……」
「え？」
数秒の沈黙。北村が何かを告げようとした
時、爆音が近付いてきた。最近では絶滅危惧
種になった暴走族がやって来たのだ。休憩な
のかトイレなのか知らないが、いい迷惑だ。
違法改造のバイクを降りて近付いてくる。何
か言っているが、巻き舌が過ぎてよく聞き取
れない。とにかく因縁をつけられているらし
い事だけは分かった。友保が臨戦態勢に入る
――その前に北村が立ち塞がった。健気にも
守るつもりなのだ。
「あ、あんた達、僕らになんの……！」
打撃音と共に北村の体が吹っ飛ぶ。
「北村！

大丈夫か！？」

抱え起こそうとした友保の腕が掴まれた。
「は，離せ！

彼女に触るな！」

立ち上がろうとした北村を制したのは友保
だった。
「北村はちゃんと守っといてくれよ」
「ああ、今……」
「いや。あたしじゃない。その望遠鏡だよ。

「情けないよね……僕。結局、女の子に助け
てもらってさ……」
「いやいや！ 人には向き不向きってもんが
……さ。何ならさ、強くなればいいし！ 鍛
えれば北村だって変われるよ、うん」
「じゃぁさ……君も変わりなよ」
友保が目をパチクリさせる。
「イメージなんか、些細なことで変わるもん
だよ。今までのイメージに上書きしちゃえば
いいんだ、星が好きだってさ！」
「でも、あたしのはさ……」
「出来るさ、僕も強くなってみせるよ！ 君
を守れるぐらいに」
「本気かよ」
北村がまた項垂れた。
「そりゃぁ……まだ頼りないけどさ」
友保が近付き――頬に温かく柔らかいもの
が触れた。
「え？

ええ！？」

「期待しないで待っとくよ。ご褒美を先にあ
げたんだから、しっかりやんなよ」
くるりと背を向けた友保が一歩踏み出し、
すっかり星が広がった空を見上げた。
――あたしも変わらなきゃね――

完

美しい冬の星座オリオン座を追いかける
ように現れる「こいぬ座」。配列から犬の
形を描くには無理がありますが、冬の大三
角をつくる一等星プロキオンとその脇にあ
る星とで描きやすい星座です。
★プロキオン（Procyon）
冬の大三角を描く星々で二番目に東の空か
ら現れる一等星こいぬ座のα星です。
ギリシア語由来で「犬の前に」という意味
があります。ここでいう犬とは後追いで現れる
おおいぬ座の一等星シリウスのこと。出現時刻
にさほど差を感じない現代とは違って、古代で
は歳差運動の関係でプロキオンの方がより明ら
からに先に昇っていたようです。
さすがにこのクラスの明るさの星になると和名
も存在し、野尻抱影氏著の日本星名辞典による
と、色白（いろしろ）という名が出雲地方の民
俗聞書に記されてるそうです。その中では、南
の色白がほぼ時間を同じくしてあとで昇ってく
るともあり、これをシリウスとみている説も含
めて興味深いところです。
★ゴメイサ（Gomeisa）

すかなもの」とか「涙ぐむもの」を現します。
この名はそもそもプロキオン、あるいは星座全
体に与えられていたものが、その後β星の固有
名となったと考えられています。
特別明るい恒星シリウスや明瞭なおおいぬ座に
対して、かすかなものとして捉えられていたこ
とは納得のいく説だと思います。
日本星名辞典によると、今回ご紹介したこいぬ
座のα、βをセットにして「二つ星」と、日本
の広い地域で使われていたとの記述もありま
す。似たような二つセットの星の並びは多そう
な気がしますが、地方地方の見方できっちり区
別して使っていたのかもしれませんね。

こいぬ座のβ星で、その由来はアラビア語で「か

天文趣味に関するあるあるや想いを４つの文字
に詰め込む天文四字熟語のコーナー。
最終回は上級マニアとも思える熟語を５つご紹
介します。

よみ：めしえまらそん
解説：春先の一時期に一晩で星雲星団を一網打
尽にしようとする試み、またはその有様。空の
状態と機材、それに眼力が必要とされる。
作者：T#
自動導入でも見つけられませんので遠慮します。

４回にわたってご紹介してきた天文四字熟語、
いかがだったでしょうか。作者のみなさん、川
柳よりも難しいと言いながらもユニークな作品
をたくさん出してくれてありがとうございまし
た。
執筆：Sirius

よみ：ほくじょうとうさ
解説：普通の地図は北が上側だと東は右側だけ
ど、天体写真は…
作者：チーム N
今度の宴会余興でみなさんを試してみましょ
う。

第1回

ハレー彗星

細く長い天文ライフを過ごしている自分。ク
オリティはさっぱりですが、記録写真だけは人

よみ：たはかしかな
解説：たかはしを日本語変換させると一番にタ
カハシと出てくるパソコンのこと。ちなみに芸
能人の名前などではない。
作者：Sirius
特に申し上げることはありません。

よみ：りょうとうあくでん
解説：電波望遠鏡の近くで懐中電灯を振り回し
ても怒られないが、携帯の電源はオフにしなけ
ればならないこと
たまに電波で語りかけてくる人がいますが、あ
れは大丈夫でしょうか。

並みに撮っております。
勧められたこともあり、
しばらくいにしえの写真紹介のコラムを書いて
みようと思います。第１回は、
ハレー彗星です。
さて、1976 年ウエスト彗星を見逃したタイ
ミングで空を眺め始めた自分。次なる大彗星と
いえば 1986 年回帰のハレー彗星。期待に胸膨
らませた自分が 1986 年 4 月上旬、和歌山県日
の岬灯台で見たものは…ω星団とうり二つの人
だま状のハレー彗星でした（写真）
。どうやら
軌道の関係で実は見ごろは 3 月下旬だった由。
思い描いていた大彗星とはかけ離れた姿にがっ
くりして京都まで帰ったそうな。結局、大彗星
と呼べる百武彗星に出会うまでそれから十年の
歳月を要し、たとえ大彗星の呼び声高くても安
心できないと言うことを身をもって味わいまし
た。まさに彗星は水物です。さて、もうそろそ
ろ次なる大彗星を見てみたいものですが、果た
執筆：Ｔ＃
していつ見れることやら。

よみ：せいかいしんしゅつ
解説：星趣味の世界に入ること
作者：たぬき
てっきりこの世の人ではなくなることかと・・

NikonEM 100mmF2.8 開放

サクラカラー SR400 15 分

アストロ随想
春はあけぼの 星はすばる
車もＳＵＢＡＲＵ
春はあけぼの、星はすばる、車のＳＵＢＡＲ
Ｕは「富士重工業」のブランド名？？？

にはデザイン化されて星々をつなぐ線が消えま
した。実は、線が消える前に 1985 年には星の
エンブレム自体が消滅するという事件があった
のですが、ここでは省略します。そして右側の
現在のものへと変化してきました。
さて、
スバルに関する話はこのくらいにして、
その他に「星の名前がついている車」を探して
みました。今回の情報源は「車名の由来や意味

を紹介 - 由来島 .jp」ですが、許可も取ってい
今年の 4 月に自動車メーカーの「富士重工 なければ連絡もしていないし、内容の確認もし
そのつもりでお読みください。
業」が社名を「ＳＵＢＡＲＵ」にするそうです。 ていませんので、
お好きな名前はありましたか？そして、自動
「え！スバルはトヨタや日産と同じように車屋
さんじゃなかったの？」と思う人は多いことで 車のメーカーの「たくさん売れるように」とい
しょうね。これまで「スバル」という自動車メー
カーはなかったのですが、「スバル」が社名よ

う願いが込められているような感じですね。
私の車は、
何を隠そうレガシーアウトバックで、

り世界で有名になってしまったためです。
富士重工業が初めて作った自動車に「スバル」
という名前を付けたのが始まりで、そのエンブ
レムに「六連星（むつらぼし）」にした深～い
理由があるそうですが、各自お調べください。

現在、走行距離が１３５０００ｋｍです。岡山
で走っているときの燃費は 1 リットルで１５
ｋｍくらいでしたが、東京では８ｋｍです。こ
の違いにはビックリです。走っている時間より
信号などで止まっている時間の方が長いからで
すね。東京は車を走らせるようなところではあ

エンブレムは時代とともに変化して、1986 年

り ま せ ん。 歩
いた方が早い
し健康にも良
いのです。
執筆：ｍｏｇ
1958 年の初代エンブレム

1986 年
（星をつなぐ線が消えた）

現在のエンブレム

■星の名前が付いている車
カリーナ（トヨタ）
：英語で「竜骨座 ( りゅうこつざ )」という意味。ランドクルーザー シグナス（トヨタ）
：
英語で
「はくちょう座」という意味。レグラス
（日産）
：
「獅子座」のα星。カペラ（マツダ）
：
「馭者 ( ぎょしゃ ) 座」
のα星。ジェミニ（いすず）：双子座より。アルシオーネ（スバル）：プレアデス星団のひときわ輝いてい
る星 Alcyone を英語読み。スバル３６０（スバル）
：プレアデス星団の和名「すばる」。スバル１０００（ス
バル）
：プレアデス星団の和名「すばる」
■天文用語、科学用語、それに由来する造語が使われている車
トヨタ：アルファード（星座の中で最も明るい星）、エスティマルシーダ（星座の中で最も明るい星）、コ
ロナ（太陽のまわりの淡い真珠色の光 )、スターレット（小さな星）、ソレイユ（フランス語で「太陽」）、
スプリンターシエロ（スペイン語で「天空」）、日産：エクサ（天文学、原子物理学などの分野で使われて
いる国際単位の一つで、10 の 18 乗を意味する最大限の単位）、エクステラ（地球 (Terrain) からの造語）、
サニー（太陽がいっぱい）
、タイタン（ギリシャ神話の巨人族の神）、テラノ（ラテン語で「地球」を意味
す）
、パルサー（パルス状の可視光線、電波、X 線を発生する星・天体の総称）、ラングレー（太陽密度の
放射エネルギーを示す単位名）、マツダ：コスモ（イタリア語で「宇宙」の意味）、タイタン（英語で「巨人」
のこと）
、
スズキ：カルタスクレセント（英語で「三日月」の意味）、三菱：スタリオン（「STAR ＝星」と「ARION
＝ギリシャ神話に出てくるヘラクレスの愛馬の名前」を組み合わせた造語）、日野：スペースレンジャー（宇
宙 - 先進的）
、三菱ふそう：エアロスター（スターは「星」の意味）、スバル：ステラ（イタリア語で「星」
を表す言葉）
、ステラリベルタ（リベスタは「RE」＋「VESTA」の造語。「VESTA」は、太陽系の火星と木
星の間にある小惑星の一つ）、ネスタ（Nesta は NEWSTAR の意味を込めた造語）

手 動導入のススメ

暗い天体だったとしても、見つけたときの喜び

自動導入真っ盛りのこの 21 世紀に、なぜい
まさら天体を手動で見つけにゃおえんの？と

はひとしおです。かすかではあるけれど、生の
星の光を見るのは写真撮影にも負けない楽しみ
方だと思います。

いう意見もままあるとは思いますが、しばら
くお付き合いくださいませ。

それでは、レンズを通さなくてはみえない大

さ て、 時 は い ま ど こ か の CM で 流 行 り の

部分の星雲星団、どうやって見つけるのか。そ
れは、良く見えるファインダーと自分の感覚に

1980 年代初め。新聞配達をしてまで買った
望遠鏡で一通りの天体をみていっぱしの天文
マニアとなったつもりの自分（今から思えば

合った星図の両方が必要です。
（言わずもがな
ですが、
メインの望遠鏡があるという前提です）
ファインダーはやは

噴飯ものですが）は、次なるステップとして

り 50 ミ リ く ら い は

写真を撮ろうと思いつきました。ところが、
カメラはあるものの赤道儀を手に入れられな
かった自分は、友人のミザール・カイザー赤

必要でしょうか。い
かに高級メーカーの
ファインダーでも 5

道儀＋ 40 ミリのガイドスコープを借りて帰
り、手動ガイドに挑戦することにしました。
夜に朝に、月のない夜は勉強そっちのけで撮
影にいそしみ、いわゆる撮影ロボ状態。そん
な毎日を送っていたある日、撮影を終えた後、
口径 4cm のガイド鏡で夜空を眺めていると、
ところどころにボンヤリしたシミのようなも
のがありました。これがはじめての星雲星団
との出会いでした。秋ごろだったのでおそら
くＭ 34 やアンドロメダ大星雲などだったと思
います。この時以来、へー、こんなの見える
んだと思った自分は、本と首っ引きで夜空の
「シミ」を探すようになりました。探していく

倍 25 ミリや 6 倍 30 フ ァ イ ン ダ ー（ 上 ６ × 30、
ミ リ で は、 こ の 明 る 下 7 ×５０）
くなった 21 世紀の夜空で星雲星団を見つける
ことはちと心もとありません。もともと暗い星
雲星団、ファインダーでできれば見つけておく
に越したことはありませんので。
そして星図です。これはやっぱり自分の感覚
に合う星図を手に入れることが重要です。いま
やスマートフォンでも星図が見える時代。しか
し、どんな星図でも自分が見て使いやすくなけ
ればそれまでです。こればかりは個人差がある
ので何とも言いようがありませんが、まずは観
望会などで他の人が使われている星図を見せて

うちに、倍率を上げると正体がわかるもの（散
開星団）、ただのシミ（星雲）、箸にも棒にも
かからない丸いシミ（球状星団）などがある

もらったりして、いろいろな星図を当たってみ
ましょう。昔と違って海外の星図も手に入れや
すくなっていますので、そちらを当たってみる

ことがわかりました。時代が下がるにつれ、
10 センチで M101 を見つけられたこと、20

のも手です。だいたい、自分がファインダーで
見える星列とおなじような感覚で表示されてい

センチでみたオリオン大星雲は違ったこと、
30 センチでみた球状星団の粒粒がきれいだっ
たこと、M51 の腕が見えたこと、40 センチプ

る星図を探すのが重要です。

ラスフィルターで見た網状星雲は見事だった
ことなどがありますが、それはまた別の機会

確認してみましょう。
１．目的の天体を決める。

に譲ります。

２．目的の天体の近くにまず自分が向けられそ
うな星を探す。

イキナリの自分語りからはじめてしまいま
したが、自動導入もいいけれど、やっぱり自

３．案内星図により、２．の星と目的の星雲星
団を確認して、
望遠鏡を向けるルートを決める。

分で天体を探すことは星を見る楽しみの醍醐
味の一つだと思います。たとえ目標が小さく

この際、目印になる星列を見つけておくと探し
やすい。

では、実際にどうやって導入するかを紙上にて

４．
２．の星を主望遠鏡に導入。
５．３．で決めたルートに従いファインダーを
使って導入。
６．導入完了。
といった流れです。例としてかに座の M67 散
開星団の場
ポルックス
合を見てみ

M44 プレセペ

M67

ましょう。
１． 目 的 は
M67
２． ふ た ご
座のポルッ
クス
３． ポ ル ッ
ク ス よ り
M44 と か に

座のδ星を見つけ、そこからα星をたどって目
的の M67 を見つけます。
もちろん、
もっと難しい場合もあります。
思っ
たところに星雲星団が見つからない、そういう
場合もあるとは思いますが、
その時はそのとき、
割り切ってその過程を楽しみましょう。
そして、
次の機会に挑戦です。星空は逃げませんから。
また、メシエマラソンの場合は話が別です。
一個でもたくさん見つけるのが目的なので、空
の状態と目標を勘案しながら探さなければなり
ません。これはこれで違った楽しみ方といえま
す。
自動で天体が入るいい時代ですが、自分の手
で導入することは一つの楽しみともいえます。
簡単な天体からでもチャレンジしてみてはいか
がでしょうか。

執筆：Ｔ＃

会員紹介
「よっさん」

画像処理を楽しむなんてこともあります。筆者
会員番号 96 番 HN: よっさん S32 年生まれ、 は撮影の条件検討が費用もかからず・面白く、
足守在住、4 人家族です。
最後に現地天候を確認しながら撮影プランを登
趣味は、楽器演奏、写真、最近は天体関係と 録して結果を楽しんでいます。
いうことでしょうか。
ろくな機材を持たない初心者が、試行錯誤で
コーヒーを入れるのが好きで、また、観望会 英語のビデオチャットを観ながらあれこれ試し
等で入れますので飲んでやって下さい。
おっと、これだけで済ませてはあまりにも簡
単に過ぎるので、近頃はまっているインター

てみた事を簡単にレビューしますので…お暇な
方は読んでみてください。

ネット望遠鏡による撮影の魅力をお話ししま

1. まず、コンタクトできるレンタル望遠鏡運

す。しばしお付き合い下さい。
インターネットレンタル望遠鏡の魅力は？

営組織 6 種類と特徴を簡単に紹介します。
以下はインターネット上の天体望遠鏡ホーム
ページアクセス先です。

何より個人では導入することの難しい大型機
材や、高価な撮像デバイスなどが気軽に利用で

ほとんどが、英語表記ですので、私はグーグル
の自動翻訳で閲覧しています。
① iTelescope ( 多 分 旧 GRAS：Global Rent-

きる事でしょう（後述の様にコストはかかりま

A-Scope): http://iTelescope.net/

すが…(-_-;)）
、また南半球に設置された望遠鏡
からは日本で南半球の天体も撮影することがで
きる。さらに、あご足費用なしで、2000 ｍ級

② Slooh SpaceCamere: http://www.slooh.
com/
③ LightBuckets online telescope: http://

以上の条件の良い場所での撮影が可能となりま

www.light buckets.com/

す。日本では雨季でもオーストラリア・ニュー ④ Cherry Mountain Observatory: http://
メキシコ・スペインなど現地のビューカメラ・ www.cherrrymountainobservatory.com/
気象情報を覗いて条件が良ければ撮影となりま

⑤ BRT(Bradford Robotic Telescope): http://

す。撮影予約で、仕事中に撮影しておいて後で

www.telescope.org/

⑥ JAXA インターネット天文台（教育用）
※どのシステムも、簡単モードと細かく設定

これは、ずいぶんと順番待ちの覚悟が必要との
事。
（利用登録者がうん万人？）

モードがあります。

⑥は日本ですが、教育メインで気軽に使えそう
な感じではありません。
日本とガーナに望遠鏡。

一番よく遊んでいるのは①です。19 種類の （勝手にそう思っていますが…ちゃんと試して
望遠鏡システムを利用可能、その夜にそれぞれ いません。すみません。
）
の望遠鏡で撮影可能な天体リストをワンクリッ
クで撮影する簡単モードが気軽に楽しめます。 2. さて、何からどんなふうに解説しようか？
（入門コースの 2000 円で 2 台の望遠鏡を操作
して色々試せました。）
撮影費用は、カメラの露出 1 時間当たりの

と悩んだ末に iTelescope Ａ）、Ｂ）に分けて
簡単に撮影方法を説明します。
A) これから、あるいは最近夜空をみている人、

ポイントが決められており、あらかじめポイン
トを Paypal などで購入しておきます。（他も同

天体望遠鏡はまだ計画中の人向け。お手軽バー
ジョンで面倒な設定はありません。1 枚撮りで

様です。
）月が出ていると割引もあります。ま
た、撮影結果に満足できないときにクレームを

す。
あるいは、今夜は天気が悪くて星空が見えず暇

つけるとポイントが戻って来ます。これは結構
利用しました。H α他の豊富なフィルターワー
クも自由に選択できできます。撮影したい天体
を Stellarium などで確認して、天候を確認して、
望遠鏡を選び、撮影条件を自由に設定できます。
②無料のインターネットライブが売りです。は
500 円 / 月で、5 回 / 月の 5 分の指定時間に任
意の天体を撮影できるミッションイベント操作
ができますが、主に他の人が利用しているのを
覗いて気に入った画像をｇｅｔする事や、イベ
ントを覗いて画像をコピー（PING）だけなら
無料。ただ、著作権は①と違いすべてＳｌｏｏ
ｈに帰属しています。2000 円 / 月で、5 分ミッ
ションが 1 日 5 回まで使い放題も魅力です。
この場合は、fits（LRGB、ping）の画像ダウ

な方。②の Slooh も無料バージョンでも楽しめ
ます。ただ、9 時間ずれで、少しライブ時間が
見にくい時間帯ですね。
B) すでに、天体望遠鏡を持っている、経験者。
大きな望遠鏡で写真を撮ってみたい人。
または、南半球の星空を撮影したいが旅費は出
したく無い方。
フィルター選択。撮影枚数 ,H α他なんでも指定
可能です。

ンロードできます。

応じて確認できるようにしておけばいいでしょ

3. Ａ）の方の場合
①インターネットを立ち上げて、グーグル等で
iTelescope.net を検索。
②海外の望遠鏡を観るときに判りにくいのが、
時差です。下記を立ち上げて慣れるまで必要に

③は「すべての天文ファンに研究グレードの望 う。
遠鏡を」をスローガンにしているそうで、使用 （なくてもなんとかなるんですが…）
料が少し高めですが簡単設定でも素晴らしい画 https://www.timeanddate.com/time/zone/
像を自動処理（だと思う）してくれる様です。 australia/adelaide
最終的な画像レベルを設定するシステムで、レ ③ｉ Telescope .net が表示されたら…
ベルアップすると当然占有時間が長くなり、お
高いのですが・・・練習モードで結構楽しめま

HP の上部に「ホーム・すべてのスカイカメラ・
TELESCOPES・価格・望遠鏡ログイン」と表示

す。著作権はもちろん
撮影者にあります。登録してギャラリーにアッ

されていますので・・・確認してみてください。
iTelescope では今 19 台の望遠鏡が公開されて

プされている画像を観るだけでも癒されます。 いますが仕様は TELESCOPES で、無料会員登
共有でダウンロード可能）
録すると各々の望遠鏡を確認できますが、制御
④⑤は、現在調整中で、使用不可ですが近い将 は出来ません。
来復活との事です。ただ、⑤は、無料・そして

操作してみたい場合は、会員登録後にスター

タートライアル会員（2 千円）に登録します。 チャ単色システム（T5）を中心に最適化され
最初は 40P+20P で 60P（ポイント）を使って ており、使いやすさと、使用費用低めの望遠鏡
制御をしてみることになります。後述するよう を使う想定です。
に 300 秒の露出で 5 ～ 12 ポイント（500 円 ④さて、スターター・トライアルで 2 千円振
～ 1.2 千円）といったところでしょうか。
スターター・トライアル : ＄19.95 Ｕ SD

20 ポイント + 登録ボーナス 40 ポイント
著者は、プラン -40: $ 39.95USD 40 ポイン
ト / 月（ペイパルにて）プラン -40 はシング
ルショットカラー（T3 ＆ T13）、広視野、天
体写真望遠鏡（T14、T20、T12）と小型アパー
※補足説明です。ランチパッド

り込んだら、次は 60 ポイントの使い方ですが
…とりあえず写真を撮って自分のＳＮＳなどに
「とったぞー」とアップする想定です。
先ほどの iTelescope.net のＨＰより、
右上の
「望
遠鏡ログイン」を選択するとランチパッドと呼
ばれる画面へ飛びます。ここで、望遠鏡が選べ
ます。
⑤ランチパッド
⑤ログインで飛んだランチパッド
の画面です。ここで望遠鏡が
使用できるか確認します。
ここではﾆｭｰﾒｷｼｺの T5 が白地
で利用可能。
（T3,T13 が 1 枚撮
りカラー素子でお薦めです。
）
他は全て白黒冷却 CCD です。
）
右上の望遠鏡リストを左ｸﾘｯｸ
すると、各望遠鏡画面へ
⑥真ん中辺にﾕｰｻﾞｰと持ちﾎﾟｲﾝﾄ
(10P 以上必要・随時購入可）
最下部に各望遠鏡の 1 時間露光
した場合の必要ﾎﾟｲﾝﾄが確認可
各地の Sky

Camere を観て現地

天候を確認します。まあ、星が
⑧ウエルカム画面（ここでは

ﾆｭｰﾒｷｼｺT5 望遠鏡です。
）

見えていれば次へ進みます。

どれか（ここでは T5）望遠鏡を選んで右クリックで下記画面へ進と、利用予約状況が確認できます。
左の画面の上の方、ダイダイ色の「ﾜﾝｸﾘｯｸ ｲﾒｰｼﾞ」
を左ｸﾘｯｸ。ここで現地時間はそれぞれの天文台の
ものです。
②の時差確認などで確認は必要ありま
せん。この後、説明するように撮影できる場合は
「本日の推奨天体」が出て来てそこを選べば撮影
開始と相成ります。

次は本文⑨～⑫について説明します。
ワンクリックイメージを左ｸﾘｯｸした画面上部分 また、このページ下には「今日のお薦め」が出ますので
「Submit] を
左ｸﾘｯｸで、
い Telescope の
設定上条件での
撮影が開始され
ます。
ほっといても
終了したら登録
メールアドレス
へ、経過が送ら
れて来ます。経過を知りたい場合は、System Status を
クリックすれば、進行状況を確認できます。

画面の一番下に
は、各望遠鏡の
露光時間当たり
の必要ポイント
が表示されてい
ます。望遠鏡に
よりかなり違い
があるので確認
ください。
⑥次は中ほど左
に示されている
登録名と所持ポ
イントを確認し
ます。
今 は 60 ポ イ ン
トあるはずで
す。
⑦さて次は、上
部右の望遠鏡リ
ストを観て使お
うと思う望遠鏡
が Available( 利
用 可 能 ) の 白字
なら左リックし
ます。
⑧各望遠鏡のウ
エルカム画面へ
飛びます。
⑨左上の基本イ
メージングに
「ワンクリック
イメージ」を左
Single Image

クリック。
⑩飛んだ先のスカイカメラは、星空が見える

れてくるので、確認します。
⑮注意すべきは、現地で風の強い日です。
（突

はずです。水滴等がついているときは後日に
再チャレンジが無難でしょう。

風もある様です。
）画像が乱れている
ときは、
メールの下のほうにある「クレームで、

⑪スカイカメラ画像のしたに「今夜のお薦め」
リストが表示されます。条件の良い夜は 30 ～

ポイント返却要請」を出しましょう。著者は、
結構これを出しました。断られた記憶はありま

40 もあります。注意すべきは、画角で、対象
の天体の見かけ径が選んだ天体の見かけ角よ

せん。
⑯撮影した画像の著作権は撮影者にあります。

り大きすぎると（天体が小さいと）残念な画
像になります。
（サンプル画像は大きさ無視ですので・・・）

当然ですが…
http://data.itelescope.net/main.html の サ ー
バーに接続して結果の fits データ等をダウン

⑫選んだお薦め天体の「露出を開始する」を
クリックするとすぐ撮影が始まります。

ロードしましょう。ダーク・フラットも入手可
能ですが、
基本的なｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ処理済みの画像・

⑬状況は、左の縦並にツールボックス（緑いろ）
をクリックすると、望遠鏡制御の様子が確認

jpeg 画像をダウンロードできます。Fits 画像
読み込み可能なソフトで後処理等を行います。

できます。
⑭撮影終了後は、この左縦並びの下のほうに
ある「最後のプレビュー画像」もしくは
登録メールアドレスに確認用 jpeg 画像が送ら
iTelescope 望遠鏡仕様リスト

New Mexico
Telescopes

Telescope 3

Telescope 5

Telescope 11

Telescope 14

Telescope 20

Telescope 21

California
Telescopes
Telescope 24

Spain
Telescopes

CCD

Resoluti
on

Array

FOV

SBIG ST4000XCM
2048 x 2048
One Shot
1.45 arc(8.3
49.6 x 49.6
Color CCD secs / pixel Megapixels)
arc-mins

Filters

NA (color CCD)

2184 x 1472
SBIG ST1.65 arc(3.2
40.4 x 60
RGB and Ha, SII, OIII, Clear and
10XME
secs / pixel Megapixels)
arc-mins
Johnsons-Cousins BVI
FLI
ProLine
4008 x 2672
PL11002M 0.81 arc(10.7
36.2 x 54.3 AstroDon LRGB, 3nm Ha, SII, OIII,
CCD
secs / pixel Megapixels)
arc-mins
UBVRI
4008 x 2672
155.8 x
SBIG STL3.5 arc(10.7
233.7 arc11000M secs / pixel Megapixels)
mins
LRGB, Ha, SII, OIII and V
4008 x 2672
155.8 x
SBIG STL3.5 arc(10.7
233.7 arc11000M secs / pixel Megapixels)
mins
LRGB, Ha, SII, OIII and V
3072 x 2048
FLI0.96 arc(6.3
32.8 x 49.2
LRGB, Ha, SII, OIII, JohnsonsPL6303E secs / pixel Megapixels)
arc-mins
Cousins UBVRcIc

CCD
FLIPL09000

CCD

Resoluti
on

Array

FOV

Filters

OTA

Optical
Design

Array

FOV

Filters

150mm

1095mm

f/7.3

250mm

f/3.4

510mm

850nm
2280mm
(0.66 Focal
Reducer
Fitted)

106mm

530mm

f/5.0

106mm

530mm

f/5.0

431mm

1940mm

f/4.5

Hyperbolic
Flat-Field
Astrograph

Corrected
Planewave Dall-Kirkham
20" CDK
Astrograph
Takahashi
Petzval
FSQ
Apochromat
Fluorite
Astrograph
Petzval
Takahashi Apochromat
FSQ-ED
Astrograph
Corrected
Planewave Dall-Kirkham
17" CDK
Astrograph

OTA

Optical
Design

OTA

Optical
Design

Telescope 7

Telescope 16

SBIG STL- 1.69 arc11000M secs / pixel

Australia
Telescopes

Telescope 9

610mm

3962mm

Aperatur Focal
e
Length

F/Ratio
f/6.5

F/Ratio

431mm

2929mm

f/6.8

75.4 x
113.1 arcmins

Lum, Johnsons-Cousins RVB, Ha,
OII, SIII, Johnsons-Cousins I

Takahashi Apochromati
TOA-150
c Refractor

150mm

1095mm

f/7.3

Corrected
Planewave Dall-Kirkham
12"CDK
Astrograph

318mm

2541mm

f/7.9

0.73 arcsecs / pixel

3072 x 2048
(3.2
Megapixels)

37.41x
24.94 arcmins

AstroDon Series E LRGB,
AstroDon 10nm Ha, SII, OIII, and
Johnsons-Cousins V

CCD

Resoluti
on

Array

FOV

Filters

Telescope 8

Aperatur Focal
e
Length

f/4.5

4008 x 2672
(10.7
Megapixels)

KAF6303E

FLI
MicroLine
16803
CCD

F/Ratio

Takahashi Apochromati
TOA-150
c Refractor

4008 x 2672
Corrected
SBIG STL- 0.63 arc(10.7
28.2 x 42.3 Lum, Johnsons-Cousins RVB, Ha, Planewave Dall-Kirkham
11000M secs / pixel Megapixels)
arc-mins
OII, SIII, Johnsons-Cousins I
17"CDK
Astrograph

Telescope 18

Aperatur Focal
e
Length

Takahashi
Epsilon
250

3056 x 3056
AstroDon LRGB, 3nmHa, 3nmSII,
Corrected
0.62 arc(9.3
31.8 x 31.8 3nmOIII, Johnsons-Cousins V and Planewave Dall-Kirkham
secs / pixel Megapixels)
arc-mins
Ic
24" CDK
Astrograph

Resoluti
on

4）B）の方の方
基本的に A) の方と⑧までは同じです。
⑰各望遠鏡のウエルカム画面より左縦
⑱の項目より、
⑲ B-1)「シングルイメージ取得」で
お薦め以外の天体を ngcNo. などで
指定する方法（撮影可能な場合は
OK と受け付けます。
）と B-2) プラ
ンジェネレータを使用する方法があ
ります。後者は、撮影タイミングを
予約して撮影します。
⑳ B-2) の場合は、プランジェネレー
ターをクリックすると下記プラン
名、ターゲット（例えば：M51）を

4096 x 4096
(16.8
Megapixels)

AstroDon LRGB, 5nmHA, 5nmSII,
5nmOIII, 5nmNIR, and ExoPlanet
Filter

1530 x 1020
SBIG ST0.8 arc(1.6
13.6 x 20.4
10XME
secs / pixel Megapixels)
arc-mins

LRGB, Ha, SII, OIII, VRB

OTA

106mm

530mm

f/5.0

317mm

2331mm

f/7.4

106mm

530mm

f/5.0

90mm

417mm

f/4.6

431mm

2912mm

f/6.8

700mm

4638mm

f/6.6

510mm

2280mm

f/4.5

510mm

2259mm

f/4.4

431mm

2912mm

f/6.8

RCOS
12.5"

Telescope 12

Telescope 13

SBIG
1600 x 1200
ST2000XM 3.76 arc(2
C
secs / pixel Megapixels)

75.3 x
100.4 arcmins

Petzval
Takahashi Apochromati
FSQ ED c Astrograph

N/A - Single Shot Color CCD

Takahashi
SKY90

15.5 x
15.35 arcmins

AstroDon Clear, LRGB, UVBRI,
6nm Ha, OIII, SIII (953.1/10nm)
and Helium HEII (1012.2/10nm)

Planewave
17"CDK

Telescope 17

FLI
ProLine
PL4710

Telescope 27

FLI
ProLine
PL09000

3056 x 3056
0.53 arc(9
27.1 x 27.1
secs / pixel Megapixels)
arc-mins

AstroDon LRGB, Ha, SII, OIII, V,
Rs, Ic

Planewave
27"
CDK700

Telescope 30

FLI
ProLine
PL6303E

3072 x 2048
0.81 arc(6.3
27.8 x 41.6
secs / pixel Megapixels)
arc-mins

AstroDon Tru-Balance (Gen2 E)
LRGB, Ha, SII, OIII, UBVRI

Planewave
20" CDK

Telescope 31

FLI
ProLine
PL09000

3056 x 3056
1.1 arc(9.3
55.9 x 55.9 AstroDon E-Series LRGB, Ha, SII, Planewave
secs / pixel Megapixels)
arc-mins
OIII, UBVRI
20" CDK

Telescope 32

FLI
ProLine
PL16803

0.63
4096 x 4096
arcsec/pixe
(16.8
43.2 x 43.2
l
Megapixels)
arc-mins

Astrodon E-Series. Red, Green,
Blue, Luminance, Ha, SII, OIII,
Johnsons-Cousins V, I

F/Ratio

RitcheyChretien
Cassegrain

155.8 x
233.7 arcmins

1024 x 1024
0.92 arc(1.4
secs / pixel Megapixels)

Aperatur Focal
e
Length

Takahashi
Petzval
FSQ106 Apochromat
EDX
Astrograph

4008 x 2672
SBIG STL3.5 arc(10.7
11000M secs / pixel Megapixels)

LRGB, Ha, SII, OIII

Optical
Design

Planewave
17" CDK

Petzval
Apochromati
c Astrograph
Corrected
DallKirdkham
Astrograph
Corrected
DallKirdkham
Astrograph
Corrected
DallKirdkham
Astrograph
Corrected
DallKirdkham
Astrograph
Corrected
DallKirdkham
Astrograph

iTelescope 望遠鏡仕様リスト

入力後に「座標または天体歴を取得」
をクリックすると時間・位置情報設
定完了（撮影不能の場合は受け付け
ません）そして
「使います」にチェック、
「カウ
ン ト（ 撮 影 回 数 ）」 に 整 数 を 入 力、
「フィルター（RGB その他のフィル
ターが使用可能な場合は選択）
」を
指定。
「ビニング」を選択。
ここまで来たら、いったんこの
ページの一番下にある「計画作成」
を左クリック。
これで、撮影天体と撮影条件が決
まりました。

次は、望遠鏡の空き時間にこの撮影計画を予
約します。
⑳「プランジェネレータ」画面より「予約する」
を左クリックで「予約画面」に飛びます。
ここで日時を選択（開始日時よりマウスの
左ボタンを押したまま終了時間まで）
プランジェネレーターで登録したプラン名
を聞いてくるので、選択
㉑以上で設定終了です。上記の最終画面で、天

T13-ngc3372

T24-M1
T3-M20

候等で条件が悪かったら、順延するか？と
の選択画面があるので使うのがいいかもしれ
ません。
5）あとがき
やっぱり、解りにくい説明になってしまいま

した。すみません。
やってみた感想としては、望遠鏡が立派でも
風や気候には勝てないなーとの印象が強いで
す。今回取り上げた iTelescope も結構な高地
T20-sh2-240
T13-ngc7293
iTtelescopeで撮影
にレイアウトされていますが、良い条件の時は、
皆さん結構予約合戦やってる様です。この記事 機材なしでも天体写真を撮る方法あるよ！」で
で興味を持っていただければ幸いです。「曰く、 した。

イベント報告

公開観望会「月を見よう」
（備中国分寺北駐車場）
2017 年 3 月 5 日（土）実施
天体写真・星景写真展
2017 年 1 月 18 日（ 水 ） ～ 1 月 24 日（ 火 ） 会員 22 名、ゲスト 8 名 計 30 名参加
中電エネルギアプラザにて
発行元：岡山アストロクラブ
のべ来場者数：３２０名以上
発行日：平成２９年３月 9 日
３年ぶりの写真展でしたが、たくさんの方に来
次号発行予定：平成２９年６月
場いただきました。ありがとうございました。
この会報は、会員の皆さんの言いたいこと
書きたいことで成り立っています。
会員の皆さんの原稿、お待ちしております。
どしどしご投稿ください。

ホームページアドレス
http://oac.d2.r-cms.jp/

編集後記
今号はかなりのボリュームに
なりました。楽しい原稿、お
まちしております。

