■活動状況報告
活動
▼定例観望会
今年８月～１０月までに予定していた定
例観望会については、他のイベントの都
合上期間中予定１回しかありませんでし
たが、予定どおり実施することができまし
た。
・2010/09/18
場所：岡山県吉備中央町（岩倉公園）
参加：会員 18 名、一般 4 名の計 22 名
地元はもとより広島や兵庫在住の会員
も集まっての盛況な観望会となりました。

▲9/18 岩倉での観望会（会員撮影）

▼その他の観望会
・2010/08/21
名称：プラネタリウムコラボ観望会
場所：岡山県立児童会館
参加：会員 11 名、一般 52 名
プラネタリウム観望と天体観望のコラボ
イベントです。岡山県立児童会館さんと
の共催で、今年度３回実施予定分の第
一回目として実施しました。

・2010/09/04
名称：岡山市津高公民館観望会
場所：岡山市野谷小学校
参加：会員 4 名、一般約 25 名

■連載記事

▼その他のイベント
・2010/08/11～08/22
名称：天体写真・活動展示会
場所：岡山県生涯学習センター交流棟
前号でイベントレポートした展示会です。
期間中約 1000 人の方にご来場いただき
ました。

はや今年もあと 2 ヶ月、いや 1 ヶ月、
あっという間にはやぶさフィーバーに沸
いた 2010 年も終わろうとしています。とこ
れを書いているときに嬉しいニュース
が！はやぶさの持ち帰ったカプセルの中
に小惑星イトカワ由来の微小な粒があっ
たことが確認されたのです。人類初の快
挙！一天文ファンとして、喜ばしい限りで
す。パチパチ。

その他の報告
過去 3 ヶ月（2010/08～2010/10）の件数
等の報告

第９回 「冬の主役 一等星めぐり」

と、余談はさておき、さすがに岡山でも 1
月に入ると、夜の冷え込みも本格的にな
るので、空気が澄んできて比較的好条件
の多い 12 月は、星見の絶好の季節かも
知れません。師走の慌しさの合間に、
ふっと一息、夜空を見上げて見ましょう。
銀河系内の比較的近い距離にある恒星
たちが、明るさを競い合うように瞬いてい
ます。いよいよ明るい星が多い冬の訪れ
です。オリオン座のリゲル、おおいぬ座の
シリウス、こいぬ座のプロキオン、ふたご
座のポルックス、ぎょしゃ座のカペラ、おう
し座のアルデバランと結んでみると、赤や

▼ホームページ
・サイト全体の Page View 15,721 PV
※システム変更により 8 月は 20 日間ほど
データが欠落しています。

近々の観望会等予定日

▼問い合わせ・入会等
・17 件 ※HP フォームからのもの

１月１５日（土）

▼メーリングリスト利用状況
・600 件
▼会員数
前四半期中に正会員 1 名、準会員 7
名を迎え、2010/10 末時点の会員数は、
正会員 19 名、準会員 25 名の合計 44 名
となりました。
▲プラネタリウムコラボ観望会（会員撮影）

季節の星空

１２月１１日（土） 定例観望会
是里農村公園 月齢 5.8 22:06 入
新年会
※会員限定イベント

１月２２日（土） プラネタリウムコラボ
観望会
県立児童会館 月齢 18.1 20:13 出
２月５日（土）
岩倉公園

定例観望会
月齢 2.4 19:37 入

※詳細はホームページトピックスにて
ご確認ください。

黄や青白い光の集まりで、冬のダイヤモ
ンドといわれています。また、オリオン座
のベテルギウスとおおいぬ座シリウス、こ
いぬ座のプロキオンを結ぶと大きな「冬
の大三角」ができます。では、いくつかの
星を見ていきましょう。
▼ おおいぬ座のシリウス
さて、夜がどっぷり暮れた 20 時以降、南
天に目を向けると、一番に飛びこんでくる
のは木星です。明るさは約-2.5 等星位で
すから、冬の王者シリウスより明るくダント
ツに輝いています。ただ、恒星と違って
チラチラ瞬かず、黄色っぽく輝いている
ので、見分けるのは比較的簡単です。ま
だまだ観望好機が続きますので、惑星
ファンの方はもちろん、観望会や親子で
の星見には欠かせません。
さて、その近くで、青白い光を放っている
のが、太陽を除けば全天一明るい恒星
であるおおいぬ座の α 星シリウスです。
我らが OAC 会長のハンドルネームにも
なっているこの星、実は 2 連星で、シリウ
ス A のお隣にシリウス B という伴星を
伴っています。シリウス B は白色矮星と
いう、星の燃え尽きた残骸のような星です。
この様子は、性能のよい望遠鏡でなら見
ることができますので、ぜひ挑戦してみて
ください。実際には光度差があってなか
なか確認するのは難しいですが。そのシ
リウスのすぐ南から 5°、犬の形でいえば
犬の首輪からおなかの部分にあたる位置
まで視野を下げると、X 字型に並んだ明
るい星の集合体である M ４１ 散開星団
が発見できます。7 倍程度の双眼鏡なら
シリウスと同一視野に入れることができま
す。光度 4.6 等と、そこそこ明るく、小口

径の望遠鏡のほうが綺麗に見えるこの星
団も、ぜひ見ておいてください。
▼こいぬ座のプロキオン
おおいぬ座と並び論じられることが多い
こいぬ座。といってもこの星座、α 星のプ
ロキオンと β 星のたった 2 つの星で構成
されています。1 等星というよりは、0.37
等星と明るいので、シリウスの左上のほう
に黄色く輝いている姿を見つけることが
できるでしょう。11 光年と近いので、太陽
の約 2 倍程度の大きさで明るいのだそう
ですが。このような太陽に温度が近い星
には、地球みたいな惑星が存在するのか
も知れないですね。そんなふうに考えて
眺めると、ちょっと幻想的な気分になりま
す。ちなみに、シリウスと同じくこの星も白
色矮星を伴っています。偶然とはいえ
ちょっと面白いですね。
▼ おうし座のアルデバラン
シリウスから東南に目を向けると、木星よ
りは暗いですが、黄色に輝く一等星アル
デバランを発見することができます。全天
で 13 番目に明るいこの星、地球から 65
光年離れた位置にあり、実は変光星です。
といっても、肉眼で観察するのは難しい
ですが。そのすぐ東側には、有名なヒア
デス星団が確認できます。これらは同じ
仲間に見えますが、星団とアルデバラン
の地球からの距離は実際は 2 倍程度違
います。とそんなことは関係なく、ヒアデス
星団を観察してみましょう。肉眼や双眼
鏡でも十分観察できる明るさの星たちが
きらめいています。固定撮影などで写真
に写すのも比較的簡単です。このような
大きな星団は小望遠鏡のほうが綺麗に

見えるものです。
▼オリオン座のベテルギウス
さて、最後はやっぱり冬の主役オリオン
座でしょう。そのオリオン座の中でも最も
明るい星が赤く輝く α 星のべテルギウス
です。地球からの距離は 600 光年と遠い
ながら、全天で 9 番目に明るい星です。
こちらは肉眼でも観察できる変光星なの
で、一度トライしてみても良いでしょう。実
際のベテルギウスは年老いた赤色巨星と
呼ばれる非常に巨大な星で、その半径
は太陽から木星軌道の位置位の大きさと
いう途方もない星です。とはいっても、
我々の望遠鏡では点にしか見えないの
ですが。
ベテルギウスの周りには、地球から
1600 光年離れたバーナードループと言
われる赤い散光星雲が広範囲に広がっ
ています。こちらは望遠鏡では見ることは
できませんが、長時間の露出撮影をする
とよく写ります（中学生時代に筆者は固定
撮影で写した記憶があります）。超新星
爆発の残骸といわれています。ギリシャ
神話に出てくる狩人オリオンのマントのよ
うにも思えてきます。また、ベテルギウスと
プロキオンを結んだ線上のややベテルギ
ウス寄りには、あの有名なバラ星雲
NGC2237 があります。こちらの方は、肉
眼や小さい望遠鏡では無理なので、
OAC のサイト内のギャラリーでぜひその
美しい姿を一度見てみてください。きっと
感動すること間違いなしですよ。
以上、冬のダイヤといわれる明るい星を
中心に見てきました。寒い冬のほうが、
きっと星もロマンチックに見えます。恋人
同士や夫婦、親子で、双眼鏡片手に、も
ちろん口径 7mm の望遠鏡！（肉眼）でも
かまいませんので、ウンチクを語りながら
夜空を見上げてみませんか？
（執筆：ミッキー）
※星図は（株）アストロアーツ「ステラナビ
ゲーター８」にて作成。

▲昇るオリオン座（執筆者撮影）

うんちくあれこれ
第９回
～レイヤーマスクを使った画像処理～
私 Gumbo は、当クラブではどちらかと
いうと少数派の撮影部隊として活動して
いますので、皆様に興味深い記事となる
かどうか心配なのですが、今回は天体写
真に欠かすことの出来ない画像処理に
ついて書いてみたいと思います。

ラデーションツールを使って白から黒へ
のグラデーションを描いてやります。調整
レイヤーをクリックしてアクティブにした後、
画面上をマウスでドラッグするとドラッグし
た範囲に描画色から背景色へのグラ
デーションが描かれます。

ただ、周辺減光はミラー蹴られなどいろ
いろな要因が絡むことがありますので、グ
ラデーションマスクではなく、ちゃんとフ
ラット画像を撮影してフラット補正演算の
出来るソフトで処理した方が良いかもしれ
ません。

今回のテーマは PhotoShop を使ったマ
スク処理の活用です。
PhotoShop に限らず、レイヤーマスクを使
える画像処理ソフトはたくさん有りますの
で別のソフトでも似たような事が出来ると
思います。
【光害かぶりの補正】
マスク処理を使えば、光害でかぶった
写真も補正することが出来ます。例えば
こんな写真。

この写真で、上空の天の川をくっきりと描
き出すために、明るさやコントラストを補
正をしたら、地平線付近は真っ黄色です。

そして、調整レイヤーをいじってやると、
レイヤーマスクが白色の部分だけが調整
されます。

PhotoShop では元画像の上に調整レイ
ヤーを積み重ねることで、元画像にレベ
ル補正やトーンカーブ調整などの調整を
かけてやることが出来ます。
そして、その調整レイヤーに付いている
レイヤーマスクに絵を描いてやることで、
必要な部分にだけ調整レイヤーの処理
効果を効かせる事が出来ます。
元画像の上にトーンカーブ補正の調整レ
イヤーを乗せて、そのレイヤーマスクにグ

いろんな方向に複雑な被りかたをしてい
る場合には何個もの調整レイヤーとグラ
デーションマスクでコツコツと補正すると
綺麗なフラットにすることが出来るでしょう。

このように補正して、下の方だけ光害で
かぶっていたのが補正されました。完全
では無いのですが、かなり良くなりました
ね。

しかし、一つだけ注意が必要です。それ
はこれらのグラデーションマスクでの補正
を行うと、どのような模様でも写真の上に
描くことが出来るという事です。

明るさだけでなく、光害の色にも注目して
RGB 各色のカーブも少しだけ操作してま
す。レイヤーマスク上のグラデーションマ
スクは何度でも描き直しすることが出来ま
すし、調整レイヤーのパラメータもも効果
を見ながら何度でも変更することが出来
ます。グラデーションマスクはマウスの動
かす方向や距離で変えることが出来ます
ので、気に入るまで何度でも描き直して
みてください。

空の色をフラットにすることは良いのです
が、もしも勝手な絵柄を描いてしまって部
分的な補正をかけてしまっては、それは
もはや天体写真ではなくなります。

【周辺減光の補正】
そこで使うのがグラデーションマスクを
使ったかぶり補正。

グラデーションツールで描けるグラデー
ションは一様に変化するグラデーション
ですが、レイヤーマスク自体をトーンカー
ブ補正してやることで、例えば中心から
徐々に減光して、周辺で一気に減光する
様な、一様では無い周辺減光にも対応さ
せることが出来ます。

円形グラデーションマスクを使うことで、
周辺減光も補正出来ます。

常に、「本当の色はどうだろう」、「何が自
然だろう」と考えながら作業をしていくこと
が重要です。

【選択的マスク】
レイヤーマスクでは、補正などの効果を
部分的に効かせるだけでなく、部分的に
画像を置き換える事も出来ます。
例えば、撮影した画像をもっと細かいと
ころまでシャープにしたいと考えてシャー
プ系の画像処理をすることが有るでしょう。
シャープ系の画像処理をすることで、も
やもやとした星雲などをよりはっきりと見
えるようにすることが出来ますが、その反
面、ノイズなども目立つようになったり、輝
星の周りに変な輪郭が出来たりして違和
感を感じる様な画像になることが有るかも
しれません。

うまくレイヤーマスクを使えば、様々な画
像処理を効果的に使うことが出来ますの
で、レイヤーマスクをマスターすれば、写
真の出来がぐっと良くなることでしょう。
【最後に】
レイヤーマスクを使った画像処理では、
はっきり言えばどんな画像でも「作る」事
が出来ます。
その反対に、ノイズを目立たないように
したり、輝星の周りがなめらかになるよう
にソフト系のフィルタなどを使う事も出来
ますが、この場合は星雲などもボヤッとし
た仕上がりになってしまいます。

ともすれば「画像処理」と「創作・捏造」
の境目が分からなくなってしまうかもしれ
ません。
そこで画像処理をするときには、「本来
の有るべき姿」を常にイメージしながら、
（そこには有るけど）見えないものを見え
るようにする事を常に意識しながら処理
する事が重要だと思います。
（執筆・画像提供：Gumbo）

会員紹介
「 mizutani 」
シャープにしたい、でもなめらかにした
い。こういう相反する要求をどちらも満た
すために、レイヤーマスクを使う事が出来
ます。

岡山アストロクラブ会員番号 15 番の
mizutani です。

シャープにしたいところだけシャープに
して、ソフトにしたいところだけをソフトす
ることで、フィルタなどの処理の「良いとこ
取り」をすることが出来るのです。
元の画像レイヤーをコピーして、そのコ
ピーしたレイヤーにシャープ処理をかけ
てやります。そして、そのレイヤーにレイ
ヤーマスクを追加してシャープを効かせ
たい部分だけ白色になるようにマスク画
像を用意します。
同様にソフト系の処理をかけたレイヤー
を用意し、そのレイヤーのレイヤーマスク
ではソフト処理をしたい部分（おもに背
景）だけが白色になるようなマスク画像を
用意します。

「あーあ，また，やってもうた。」
つい先日も，「あーあー，また，やってもう
た。」
久しぶりに天気が安定し，年に数回レベ
ルの星空に出会った日。高ぶる気持ちを
抑えながら,片道 1 時間のいつもの観望
地に到着。
「さてと」車から機材を降ろそうとした時，
「あーーー。また，やってもうた。」
なんと三脚を忘れてきたことに初めて気
づく始末。空は満天の星空・・・。頭の中
は真っ白・・・。しょうがないっ，赤道儀を
担いで撮影するか・・・って無理。
今まで四半世紀の人生で・・(すみません。
うそです。) 半世紀で，とうとうボケが始
まったか・・? いやいや振り返ってみれば，
中学校,天文部の部長の時代。
昼間の金星食を見ていて午後の授業を
忘れてしまい，担任の先生にこっぴどく
叱られた事。
また高校，天文部の部長の時代。屋上の
ドームを開けたまま寝てしまい，小雨で望
遠鏡をびしょ濡れにした事。
今となっては楽しい思い出です。(うそで
す。お恥ずかしい。)
どうやらこのチョンボ癖は筋金入りのよう
ですな。
天文を始めたのはずいぶん昔のことです
が，途中，中断の時期があり，再び天文
の世界に戻ってきたのは 3 年ほど前から
です。

▲機材と一緒のご本人

性別 男
年齢 お兄さん（うそです。おじさんです）
趣味 天文（アストロクラブの自己紹介に
これは不要ですね。）
好物 何でも・・雑食性です。
苦手 （刑事コロンボ風に・・かみさんが
ね・・古っ）
自己紹介はこんなところで。。。
・・・で，終わってしまうと会長さんの目
が・・・怖。
で，いま少しつけ加えますです。
会員歴は 1 年少々で，もっぱら写真撮影
派です。
遠くの銀河，暗い星雲をもっと見たいとい
う思いから，肉眼ではなかなか可視でき
ない対象を写真に撮り続けてきました。

どうやってマスク画像を作るか（どこを選
択するか）が、大変重要なのですが、これ
を紙面で簡単に説明する事は困難なの
で、皆さんで試行錯誤してみてください。

実は自称アストロクラブ・チョンボ部部長
も兼任しているようで・・・笑

望遠鏡の直焦点にこだわり，長焦点にこ
だわり・・・自称，アストロクラブの長焦点
部部長を（勝手に）しています。笑
ここまでだと実に格好がよいのですが，

この間，人間的にもずいぶん成長し・・・
ていないですな，たぶん・・。
再び天文を始めてからも，望遠鏡のバラ
ンスウェートを忘れる。（あるある。）
カメラのレリーズを忘れる。（あるある?）
バッテリーの充電を忘れる（あるある??)
レンズキャップをしたまま撮影する(決して
ダークを撮影しているわけではありません。
念のため・・あるある???)
果ては、写真を撮りに来て，カメラを忘れ
る・・・。(あるある???? うーーん。ないな
い。)
これで懲りたはずですが，ところが，また
やってしまいました。
先に書いたように三脚の忘れ物。懲りて
ませんな。
ただ，根性だけはあったようで，満天の星
空をそのまま逃すわけにはいかないと，
往復 2 時間の道のり(1 時間半で往復しま
した。警察関係の方々、すみません)を三
脚を取りに戻りました。はい。
そして，それから撮影を続けたです。
(もっともその後の写真がピンボケだった

のはご愛嬌ということで・・・笑)

■イベントレポート

こんなチョンボ部部長ですが，月が無く，
天気がよければ今日もどこかで望遠鏡を
出しているかも知れません。笑

「合宿観望会」

真夜中の暗闇の中，赤道儀のモーター
音だけがかすかに聞こえる静寂。1 人きり
で満天の星に包まれていると・・・ひょっと
して未知との遭遇をしてしまうかも。(その
前にたぶん寝てますね・・笑。)
満天の星空，最高の条件の夜・・，そんな
チャンスは年に数回です。たいていは雲
や月，時に風に邪魔されることが多いで
す。それだけに満天の星空の夜，年に数
回のチャンスはできるだけ生かしたいも
のです。
およそ年間 50 回くらいは撮影に出てい
ますが，よい条件に恵まれるのはその中
の 3 分の 1 くらいでしょうか・・・。それだけ
に限られたチャンスは最大限に生かした
いものです。
また，会長さんをはじめ，アストロクラブの
メンバーの方々との出会いは，この広い
宇宙の中での「はやぶさの奇跡の帰還」
というくらいの貴重な出会いではないかと
思うのです。
（桂歌丸風に・・はい。mizutani に座布団
1 枚。・・・）

１１月、今年で２回目となる合宿観望会
が行われました。
会場は、倉敷市の真備美しい森。３０畳
ほどの大きな広間に、５畳程度の和室が
３部屋、園内にコテージ１棟と今年の開
催規模にピッタリの施設でした。
当日は星一つ見えないあいにくの空で
したが、そのぶん思い思いに天文談義に
花を咲かせたり、親睦を深めることが出
来たのではないでしょうか。
昨年の合宿は、参加者が１３名でした
が、今年は会の規模も拡大したこともあり、
参加者が２４名・・・大賑わいでした。
来年はどうなることやら想像つきません
が、幹事さんやお手伝い要員さんの手間
を考えると、夕・朝食の段取りなどを自前
で行うのはそろそろ限界かもしれません
ね。
さてさて、肝心の今年の観望会の様子
をご紹介しておきます。
▼大広間で画像処理講座中の様子

▼あさくち天文フォトコンテスト入賞作品となった
NGC6946 （執筆者撮影）

夕食は、銀河帝国のダースベイダー氏
が届けてくださいました。思わぬゲストに
会場はこの日一番の大盛り上がり。酒を
食らいながら夜は更けるのでした。
こんなに楽しいメンバーがいるクラブに、
あなたもぜひ入会されては？ （笑）
発行元
岡山アストロクラブ事務局

宇宙の果てしない時間の中の，ほんの一
瞬と出合った奇跡，素晴らしいクラブのメ
ンバーの方々と出合った喜びを大切にし
たいと思う今日このごろです。
どこかで同じ星空の下，ご一緒しましょう。
（執筆・画像提供：mizutani）

施設の玄関ホールには銀色に渋く輝く
大きな傘立てが置いてありました。・・これ
だけでも天文クラブの合宿という雰囲気
がよく出ていてナイスオブジェでした。

発行日
平成２２年１２月７日
午後３時頃から開会し、２時間半程度
画像処理を中心とした勉強会を大広間
で行いました。来年はぜひ、会員による
大隠し芸大会も取り入れたいですね（笑
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