■活動状況報告
活動
▼定例観望会
・2011/12/11
場所：岡山県赤磐市是里
参加：会員 16 名、一般 1 名の計 17 名
夜半からはとてもよい空で冬の星空を堪
能することができました。

▼その他のイベント
・2011/11/13-11/14
名称：合宿観望会 場所：真備美しい森
参加：24 名
会員限定イベントで、合宿を行いました。
曇天のため観望は出来ませんでしたが、
勉強会や雑談などで盛り上がりました。
詳細は前月号レポートをご覧ください。
・2011/01/15
名称：新年会
場所：みよしの本店（岡山駅前）
会員限定で新年会を行いました。16 名
の参加がありました。

▲12/11 観望会

▼その他の観望会
・2010/11/06
名称：岡山市津高公民館観望会 支援
場所：岡山市野谷小学校
参加：会員 7 名、一般 15 名
・2011/01/22
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 15 名、一般約 50 名
岡山県立児童会館さんとの共催によるプ
ラネタリウム観覧と天体観望のコラボイベ
ントで、今回が最後の開催でした。

その他の報告
過去 3 ヶ月（2010/11～2011/01）の件数
等の報告
▼ホームページ
・サイト全体の Page View 17,757 PV
※対前四半期比ではほぼ同じ
▼問い合わせ・入会等
・8 件 ※HP フォームからのもの
※対前四半期比で 47%と大幅減少
▼メーリングリスト利用状況
・582 件
※対前四半期比ではほぼ同じ
▼会員数
前四半期中に正会員 1 名、準会員 4
名を迎え、2011/01 末時点の会員数は、
正会員 20 名、準会員 29 名の合計 49 名
となりました。喜ばしいことに最近では女
性会員の伸びが著しいです。

季節の星空

■連載記事
第１０回 「散開星団の楽しみ」
まだまだ寒い日が続く 2 月、とっても寒
いけれど澄み渡った星空をながめること
ができます。夕空には、オリオン座をはじ
めとした冬空が輝いていますが、東には
ゆっくり春の星たちが見えてきて、北東の
空には北斗七星がゆっくりと立ち上がり、
ししの大ガマも上がってきています。この
冬空を斜めに横切る淡い光の帯、そう、
冬の天の川です。冬の天の川の周辺に
は、オリオン座大星雲やすばるなどたくさ
んの星雲星団があります。今回の星空案
内はは趣向を変えて、去りゆく秋から冬
空の天の川沿いに散りばめられた散開
星団をピックアップしてご案内をさせてい
ただきます。
散開星団とは、恒星が数個から数百
個集まった天体のことで、その姿はまば
らな「なんじゃこれ？」といったものから数
百個の星がぎっしりと集まった見事なもの
まで千差万別です。英語では
OpenCluster（昔は GalacticCluster と呼ば
れていました)といい、主に天の川周辺に

近々の観望会等予定日
３月１２日（土） 定例観望会
岡山市東区瀬戸町宗堂
月齢 7.6 00:01 入
４月９日（土）

定例観望会

総社市備中国分寺
月齢 5.9 23:43 入
５月７日（土） 定例観望会
赤磐市是里農村公園
月齢 4.2 22:29 入
※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。

分布しており、秋から冬にもたくさん観る
ことができます。もちろん例外はあります
が、小さな望遠鏡でも楽しむことができ、
望遠鏡の口径が大きくなるとさらに見応
えが増します。ちょっと余談ですが、自分
がなぜ散開星団が好きかというと、最初
に見る楽しみを覚えた天体であり、比較
的小さな望遠鏡でも楽しめるからです。
最初に買った 114 ミリ反射が壊れたあと、
写真撮影のために人から借りた 4㎝ガイ
ド鏡で、撮影の合間に空を見ているとそ
こここにぼやけた天体が…。倍率を上げ
てみるとそれが散開星団だったのですね。
それから星図と首っ引きで夜な夜な星団
を捜す毎日が始まり、現在に至るわけで
す。この散開星団、もちろん夏空にもある
のですが、今回のご案内は秋空から冬空
をご案内します。それでは、秋空から順
番に天の川の川下り、順番に参りましょう。
（なお、星団名の後についている☆は T#
の独断による評価で☆→★の順です。）
まず最初はもう西に傾いたカシオペヤ
座。星座そのものが天の川に漬かってい
るので当然とも言えますが、ここは散開星
団の宝庫です。この星座のおすすめは
M52（☆☆）と NGC7789（☆☆）です。
M52 は半円形をした見かけで割と明るい

星団ですが、みのがされぎみです。
NGC7789 は余り知られていませんが、双
眼鏡でもぼーっとした光芒が確認できま
す。小さな望遠鏡ではちょっとつらいかも
しれませんが、口径が大きくなるにつれ
微星が丸く集まっている見事な姿を観る
ことができます。自分的には結構おすす
めです。他にも M103 や NGC663 なども
小粒ですがきれいです。

星団です。肉眼でもぼーっと銀河が濃く
なったところのように見え、双眼鏡、望遠
鏡低倍率では視野いっぱいに広がる
星々がきれいです。また、この星座には
M34（☆☆）があり、これまたきれいなの
ですが、見逃されているのが NGC1528
（☆★）。小さい星団ですが、大きめの望
遠鏡で見ると何か拾いものをした気分に
なります。

▼NGC7789

▼h-χ

２番手はお隣のペルセウス座です。ここ
は自分的にはナンバーワンクラスと思え
る h-χ（エイチ・カイ）（☆☆☆）があります。
恒星名をもらっているほどの堂々とした

▼M34

ちょっと寄り道してきりん座。「そんな星
座、あったの？」と言う声も聞こえてきそう
ですが、ペルセウス座の北側に大きく広
がっているのです。ここにはケンブルズ・
カスケードというアステリズム（星列）があ
ります。一直線に約 3 度くらい並んだ恒
星の列なのですが、、その端っこに
NGC1502（★）という星団があり、まるでカ
スケード（滝）の滝つぼのような感じです。

▼M37

おうし座。定番ですが M ４５（☆☆☆）を
ご紹介しておきます。スバルやプレアデ
スという別名をもち、肉眼でも確実に確認
できる数少ない星団の一つです。双眼鏡
や低倍率の望遠鏡で見ると大変見事で
す。大きめの双眼鏡で見るのが一番で
しょうか。また、おうしの顔に当たるヒアデ
ス星団（☆☆）、この星団は双眼鏡で見る
ととてもきれいです。双眼鏡を買ったばか
りの時はいつも飽きずに見ていました。

▼M38

▼M45

▼M50

冬真っ盛りの星座、ふたご座です。ここ
には冬の一番 M35（☆☆☆）があります。
この星団は大きく見事です。条件が良け
れば肉眼でも存在を認めることができま
す。双眼鏡から大きな望遠鏡まで見て楽
しく眺めることができます。そばに
NGC2158 という小さな密集した星団があ
り、まるで親子星団のような趣です。
▼M35 と NGC2158

お次はぎょしゃ座。この星座は冬の定
番とも言える M36（☆☆）、M37（☆☆
☆）、M38（☆☆★）があります。明るく小
さい M36,大きくてお供の星団をつれて
いる M38、ちょっと暗めで一見星雲状の
M37、どの星団も小望遠鏡で見て楽しい
ですが、自分のおススメは M37 です。三
角形にぎっしり集まった星たちの中にきら
り金色の星が輝く…。見事な眺めで、大
きな望遠鏡をのぞく機会があればぜひご
覧下さい。
▼M36

マイナー星座のいっかくじゅう座です。
冬の大三角の真ん中に存在、ひっそりと
ただずんでいますが、ここには M50（☆）
があります。小さめの散開星団ですが、
望遠鏡の対象としては楽しいでしょう。そ
ばに IC2177 わし星雲があるため撮影の
対象としてなじみがあるかもしれません。
この M50 の近くにはきれいな三重星 β
星があります。可憐な白い三重星、のぞ
いてみてはいかがでしょうか。

全天一のシリウスがあるおおいぬ座。こ
こではそのシリウスの南 4 度にある M ４１
（☆☆）をご紹介します。星数は少ないな
がら明るめの星が寄り添って小望遠鏡で
もみても楽しい星団です。NGC ２３６２
（☆☆）は別名線香花火星団と呼ばれ、
とも座 τ 星の周りにぱらぱらっと星が散ら
ばって言われてみればそのような、と言う
感じの星団です。誰が名付けたのか分か
りませんが、ぴったりの名前だと思います。
そばにある 145 番星は「冬のアルビレオ」
とも言うべききれいな二重星です。併せて
ご覧下さい。
▼M41

さて、冬の代表的な星座、オリオン座で
すが、ここにはコレと言った散開星団があ
りません。がよく
捜してみるとオリ
オン座大星雲の
北側に
NGC1981（★）
という星団があり
ました。
全然意識してい
なかったのです
が、今度オリオ
ン座大星雲を見
るときに見てみ
ましょう。

▼NGC2362

これまた星座としてはマイナーなとも座。
アルゴ座の四分割された一つですが、し
かし、実はここには冬の天の川のど真ん
中、星団の宝庫です。まずは M46（☆☆
☆）と M47（☆☆）。有名なペアで双眼鏡
でも楽しめますが、やはり望遠鏡で球形
に密集した M46 とまばらな M47 の対比
を楽しみましょう。お次はＭ９３（☆☆★）
です。これはメシエ天体の中でも一番集
まり方が高い星団の一つで、ぎっしりと詰
まった星団が見事です。そして南にかな
り低いのですが、NGC ２４７７（☆☆☆）と
NGC ２４５１（☆★）。これは M46 と M47
に対比できるような星団のペアで、特に
NGC2477 はびっしり詰まった微光星が
見事です。
▼M46（左）と M47（右）

▼M93（左）と NGC2477（右）

春の星座ですがうみへび座。なぜうみ
へび座？とも思われるでしょうが、実はこ
こには M ４８（☆☆）という忘れられがちな
散開星団があるのです。結構明るく大き
な星団なのですが、不思議と見られませ
ん。

▼M67

▼M48

散開星団巡りの最後はかに座です。こ
こはご存じ M ４４プレセペ星団（☆☆）が
あります。肉眼でもぼやっと見え、双眼鏡
で見事な姿を見せます。高い倍率をかけ
ると逆に興をそがれる感じですね。またこ
の星団は黄道上にあるため惑星が良く接
近します。この散開星団巡り、最後は M
６７（☆☆）です。そばにプレセペがある
せいか、あまり話題に上りませんが、望遠
鏡で見ると結構きれいな星団です。
▼M44

というわけで、駆け足で秋から冬の天の
川を下ってきましたが、いかがだったで
しょうか。天の川はとも座から南へおりて
春の天の川となり、ケンタウルス、南十字
のあたりを通ってさそり座のあたりへとつ
ながっています。南の空にも見て面白い
星団がたくさんあるのですが、それはまた
南半球へ行ったときの楽しみですね。
散開星団は、比較的小さな望遠鏡でも
見て楽しめる対象です。一時の猛烈な寒
波が去って春霞や黄砂がやってくる前に、
見て楽しんでみてはいかがでしょうか。
（執筆：T#）
※記事内写真はすべて執筆者撮影。
星図は（株）アストロアーツ「ステラナビゲー
ター」にて作成。

会員紹介
「 チーム N 」
「チーム N」の正体は、トータル年令 1 世
紀オーバーの夫婦です。OAC 会員風の
言い方をすれば、現在、地球に届いてい
るふたご座 α カストールの光が出発した
ときは、二人ともすでに生まれていました。
しかし、おうし座 α アルデバランの光が出
たときは、未だでした。
主に、星団・星雲・銀河などの直焦点追
尾撮影に挑戦中です。完全分業体制を
とっていて、男の機材班は、機材や用品
の選定・購入・メンテナンス・インプルー
ブメント（？）、そして現場でのセッティン
グが役割。女の撮影班は、赤道儀や
オートガイドなどの電子機器操作、ピント
合わせから完成画像のブログ・アップま
で、撮影・画像処理の全般を担当してい
ます。（しかし、機材運搬と後片付けは、
一応、二人で協力してやっています。）
きっかけは、一昨年の春に、ほぼ四十年
ぶりに趣味を復活させようかと思い立った
オールド天文少年＝機材班と、地球上だ
けでなく宇宙の写真も撮ってみたいという
元カメラ＆パソコン少女（？）＝撮影班の
利害が一致して、OAC の観望会に偵察
参加してみたことです。
いにしえの天文少年にとって、現代のア
マチュア機材は、帰ってきた浦島太郎、
突然、現れた黒船４隻の世界でした。か
つては天文台にしかなかったような 30cm
オーバーの大口径反射鏡筒、夢だった
アポクロマートの屈折鏡筒、想像もできな
かった自動導入・自動追尾できるモー
ター駆動・電子制御の赤道儀、オートガ
イダーと称する追尾補正の怪しい電子デ
バイス、改造デジタル・カメラ（さらには冷
却 CCD カメラ）、そして、わけのわからな
い画像処理ソフトなど、観望会で見学さ
せてもらってビックリ仰天。帰宅してから、
早速かつボツボツと、天体撮影のための
知識を仕入れ、また、とりあえずの機材を
買い集めました。しかし、それとなく理論
というか理屈はわかったような気になった
けれど、やはり実践は別物でした。いざ、
赤道儀、カメラ、オートガイダーなどを動
かすコントローラーやパソコンを前にする
と、機材班は完全にフリーズ状態、最初
にクリックするのがどこなのかの見当もつ
きません。
そこで、PC 関係のアルバイト退役後いま
だ日の浅い撮影班にバトンタッチです。
彼女は、日周運動や赤道儀の仕組みは
おろか、一等星の名前もほとんど知らな
かったけれど、電子仕掛けコントローラー
やパソコンを操作して追尾撮影すること
は、なぜか、なんとかクリヤーできました。

二人の僅かな年令差の間に、パソコン操
作の勘どころに関する大きな世代分割線
があるのでしょうか。そして、撮影した後
の画像処理も同じです。理論よりも勘で
やっていく彼女を横から見ていると、最新
の電子機器がなぜ彼女の言うことを聞く
のか不思議です。
OAC 入会から二年弱、ドタバタを繰り返
しながらも、最近ようやく、天体写真らしく
なってきたでしょうか。もちろん、現在の
状況にたどり着くことができたのは、いつ
も観望・撮影会に同行させてもらっている
先輩たち、とりわけ撮影部隊の方々の適
切かつ親切なアドヴァイスの賜物です。
おかげ様で、私たちは極めて効率的に
一通りの基本的な機材と知識・技術をそ
ろえることができました。はっきり言えば、
先輩たちの機材の＜お買い得かつ必要
最底限の性能の（多分）良いとこ取り＞で
す。先輩諸氏、本当に感謝しています。
天ガの入選の声みたいになりましたが、
この場を借りてお礼申し上げます。
（チーム N 機材班 記）
▼機材 ED80Sf

残ったので、主人「こうして持って帰ろう」
と言って、紙ナプキンで包んでポケットに
入れた。私「ひぇ～～～！！！」
うら若きお上品な撮影班にとって、初めて
見る絶滅危惧貧民学生種でした。あまり
にも予期せぬ意外性の連続だったため
か頭が真っ白になり、もしかしたら、この
人は私を変えてくれる人かもしれないな
どというとんでもない妄想に陥りました。
単なる世間知らずだったのですね。まぁ
確かに私は変わりましたが・・・（笑）
結婚してからは、夫婦というより同士、親
友のような関係で、どっちも譲らずで、け
んか、小競り合いは絶えず、です。一緒
に趣味を始めたことは、ほぼ奇跡です。
OAC の皆様、暗闇の中でふたりの緊張
感ある会話が聞こえたら、そっと逃げてく
ださいね。
撮影の合間に見る星たちは本当に美しく、
いつまで見ていても飽きません。これが、
仕事や生活のストレス解消になっている
といつもふたりで話しています。
これからも体力気力が続く限り、スローラ
イフで楽しみたいと思います。
（チーム N 撮影班 記）
▼IC434 馬頭星雲（撮影班撮影・画像処理）

追記
私たちがまだ若かりし学生だった頃、主
人は、天文同好会に（ほとんど麻雀担当
部員として）入っていました。その会の共
通の友人を介して、私たちは知り合いま
した。すっかり忘れていましたが、今思う
と「天文」が縁だったのですね。

（執筆・画像提供：チーム N）

最初のデートの時のことです。
仰天その① 何か食べに行こうということ
になった時、主人「うどん食いに行こう」私
「はぁ～？（全然デリカシないな～）」
仰天その② 注文の時、主人「にしんうど
ん」私「げぇ～～？？（なに、それ？魚が
うどんに入っているの？）」
仰天その③ おにぎりが食べ切れなくて

発行元： 岡山アストロクラブ事務局
発行日： 平成２３年２月２３日
執筆、編集： T#, チーム N, Sirius
※連載「うんちくあれこれ」は今回都
合によりお休みしました。

