■活動状況
イベント
▼定例観望会
・2011/05/07
赤磐市是里農村公園にて予定していた
観望会は天候不順により中止。
※同日岡山市北区にて、正会員による
年度当初の定例総会を開催しました。詳
細は前回の会報をご覧ください。
･2011/06/04
場所：吉備中央町岩倉公園
参加：会員 17 名、一般参加なし
透明度の悪い空、夜半頃までの晴れ間
を利用して、土星や二重星など明るい天
体を中心に観望しました。

▼観望会以外のイベント
・2011/07/29
名称：公民館プラネタリウム
場所：岡山市立岡輝公民館
参加：一般約 10 名、スタッフ 9 名
会員の持ち込みイベントですが、公民館
にて簡易型プラネタリウムの投影会、星
空解説などをクラブ会員５名がスタッフと
して実施してきました。当初室内解説の
みの予定でしたが、参加者の退場に併
せて屋外駐車場で土星観望もしていた
だきました。

統計情報
過去 3 ヶ月（2011/05～2011/07）の件数
等の報告

日が落ちて間もなく、ふと南の空を見上
げると半月に近い月を見かけることがある
でしょう。
新月を過ぎて徐々に太陽から東へ離れ
ていく月は、新月からほぼ一週間で上弦
の半月となり、日没の頃、南の空に輝きま
す。
約 4 週間の周期で満ち欠けをする月、
朝起きて夜半頃には就寝する生活をして
いると新月を挟んで 2 週間ほど月を見か
けない期間があります。（深夜～明け方
の空や昼間の空にはしっかりあるのです
が・・気づいていないだけです）
そんな時期を過ぎて夕方それとなく空

▼ホームページ
・サイト全体の Page View 15,818 PV
※対前四半期比で約 19%減

近々のクラブイベント

▼問い合わせ・入会等
・9 件 ※HP フォームからのもの

８月１４日（日）～９月２５（日）
岡山アストロクラブ ミニ天体写真展
井原市美星天文台 １ F 研修室

▼メーリングリスト利用状況
・554 件
※対前四半期比約 3%増

･2011/07/09
場所：岡山市東区瀬戸町
参加：会員 17 名、一般 3 名の計 20 名
突然の梅雨明けで夜半過ぎまですっきり
とした星空の下、春から秋の星空や、揺
らぎの少ないクリアーな半月や土星を観
望することができました。

第１回 「月面観望 ～月齢９～」

▼会員数
前四半期中に準会員 3 名増があり、
2011 年 7 月末時点の会員数は、正会員
23 名、準会員 31 名の合計 54 名となりま
した。

■連載
天体ガイド
これまで約 3 年、11 回にわたって連載
してきた「季節の星空」を改め、今回から
天体ガイドの連載を始めます。季節ごと
の広い夜空の案内だけにこだわらず、さ
らにテーマを絞った記事を提供できるよう
にするのが狙いです。
これまで同様、天体観望や写真撮影の
ご参考となれば幸いに思います。

９月３日（土） 定例観望会
美作市大芦高原
月齢 5.0
21:41 入
９月１８日（日）～翌日 合宿交流会
赤磐市リゾートハウス是里
※会員限定イベント
月齢 20.0 21:10 出
１０月１日（土） 定例観望会
吉備中央町岩倉公園
月齢 3.7
20:26 入
１０月２９日（土） 定例観望会
赤磐市是里農村公園
月齢 2.3
19:08 入
※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。

を見た時、半月が現れていたなら、それ
はまさに上弦前後の月なのです。

最も北側（正立で上側）に雨の海が半分
ほど太陽に照らされています。

天体観望会も上弦の月が現れる頃によ
く行われます。私たち岡山アストロクラブ
も一般の方を呼んで行うときは主に上弦
の頃を狙って観望会を設定します。
上弦の頃の観望では、空が暗くなって
しばらくは月を観望できますし、数時間も
経てば月が沈んだ暗い夜空も楽しめる、
一晩で二度おいしい夜だからです。

月齢 9 の頃はまだ広大な雨の海の半
分ほどが見えているだけですが、このタイ
ミングで楽しめる場所がいくつかあります。

ということで、今回の天体ガイドは、もっ
とも馴染みのある上弦「過ぎ」の月を取り
上げます。
ん？ なぜ上弦ではなく上弦過ぎなの
かというと・・・個人的に見所が上弦より好
きだからです。今回は月齢９の月、上弦
から１日～2 日経った頃の月です。
では、月齢９の月の全体像をまず見て
みましょう。

最初の月の拡大写真に案内を入れて
いますので、順に紹介していきます。
▼プラトークレーター
雨の海の北東部、アルプス山脈の中に
ある直径 101 キロのクレーターです。岡
山県なら全体がすっぽりと収まってしまう
ほどの大きさです。
プラトーの内部は暗い溶岩に覆われて
いてとても平らで滑らかに見えます。プラ
トーの暗く滑らかなクレーター内部に、直
径が２キロ前後の小型クレーターが４つ、
中央付近にあります。
この小型クレーターを観るためには、最
適な月齢９～１０を逃さず、シャープで明
るい望遠鏡でしっかり倍率を上げる必要
があります。大気の揺らぎ（シンチュレー
ション）が大きいと発見は難しいです。
プラトーチャレンジと銘打って複数の望
遠鏡で狙ってみるのも楽しいですよ。
▼ピコ山

▲月齢 9 （ステラナビゲータ８にて描画）

月齢 9 の月は半月より気持ちプッくらと
した月になっています。
ご存じのとおり、明るい側は太陽の光が
当たっている月の昼の部分、境目が太陽
が昇ってきている部分、暗い分は夜にあ
たります。
望遠鏡などを使って光りの境目近くを
観ると、太陽光線が横方向から当たって
いることから、地形の様子をとても立体的
に観察することができます。
では、月齢 9 の見所をご案内します。

す。このブラン山は先の写真ではアルプ
ス山脈の案内線のちょうど先あたりになり
ます。

プラトーでどっぷり疲れたら、雨の海の
方へほんの少し望遠鏡を向けます。
滑らかな雨の海の中にポツンと丘のよう
な山が見えます。これがピコ山です。
ピコ山は、標高 2400 メートルもある単
独の山で、その山麓の大きさは短辺 15
キロ、長辺 25 キロあり、日本の大きな山
一つ分くらいの風格があります。
月齢９の頃は、このピコ山の影が西方
向に伸びていてとても美しく観望できま
す。
▼アルプス山脈
望遠鏡を再びプラトーのある方へ向けま
す。するとプラトーを囲むように山々が連
なっているのが判ると思います。
この山々をたどりながら南東方
向へ目を向けると山脈が直線的
に途切れた地形が現れます。こ
こがアルプス谷と呼ばれている
場所です。この谷は幅 10 キロ、
長さ 180 キロメートルの巨大な裂
け目で、雨の海の凹地を形成し
た天体衝突時にできたものと考
えられています。
さらにアルプス谷の南側に移動
するとアルプス山脈でも特に高
い山が連なる場所となります。標
高が最も高いのはブラン山（モン
ブラン）で、その標高は 3600
メートルと富士山並になっていま

▲月齢 9 の雨の海

▼溶岩流の痕跡
雨の海の中心部に向かって望遠鏡を
振っていくと、滑らかな平原にウネウネと
した溶岩流の痕がいく筋も見えてきます。
クレーターや山脈の険しい地形とは全く
イメージの異なるソフトな印象の地形です。
雨の海で見える溶岩流の高さはせいぜ
い数十メートルと、さほど高くはないです
が、この頃の月齢では月の欠け際にあた
ることから観望好機となっています。
▼アペニン山脈
雨の海を取り囲む山々で、最も高い山
が連なる山脈、それがアペニン山脈です。
雨の海の南東から南の縁にかけて伸び
ている全長 600 キロほどの山脈です。
高いものでは標高 6000 メートルもあり、
上弦からこの頃の月齢までは、西側に長
い影を落としていて、とても雄大な地形だ
と感じさせます。
アペニン山脈の南の先端近くには、直
径 58 キロのクレーター「エラトステネス」
があります。エラトステネスのど真ん中に
は鋭く立派な中央丘がそびえ立っていま
す。中央丘はクレーターを作るきっかけと
なった隕石落下の直後に、衝撃の反動
で深部の地殻が盛り上がってできる地形
だと言われています。
▼ティコクレーター
月齢 9、最後にご案内するのはティコク
レーターです。半分見える雨の海を離れ
て、一気に月の南へ望遠鏡を向けます。
ティコクレーターは、クレーター本体より
も、実は満月あたりで見えるその巨大な
光条で有名です。光条はティコクレー
ターができるきっかけとなった隕石衝突
によって巻き上げられたチリや衝突物が
周りに飛散した痕跡です。満月の頃には

この光条が白く輝いて月面で非常に目
立った存在になります。

価格の双眼鏡を購入したのでした。はて
さて、こんどはいつまで続くやら???
その 2. 素人の双眼鏡選び

▲満月のティコとその光条の広がり
そんなティコクレーターですが、月齢 9
の頃はさほど目立たないクレーターです。
光条もほとんど見えず、周りにもたくさん
のクレーターがあるため、おそらく正確な
場所を知っていないとティコだとは確信
が持てないかもしれません。
ティコは直径 85 キロ、エラトステネス同
様に立派な中央丘を持っています。

▲月齢 9 でのティコクレーター
以上、数は少ないですが、月齢 9 の見
所を紹介してきました。
月面観望のおもしろいところは、月齢に
よって地形の見え方が大きく変わるところ
でしょうか。地球に一番近い天体「月」を
月面図や解説本などを片手にじっくりと
庭先で観望してみるのも楽しいと思いま
す。

星見向きの双眼鏡のスぺックについて
あれこれ調べると、口径(光量) と 瞳径が
大きく、アイレリーフの長い、広角(視界が
広い)双眼鏡がどうやら良いらしい。そし
て”見え味”と呼ばれる光学性能は、コン
トラスト(カラフル)、シャープ(先鋭)、ヌケ
（澄んでいて陰影がある）物が高性能の
ようだ・・・。何のこっちゃ?
こりゃ覗いてみにゃあ判らんな～。って訳
で、双眼鏡さがしの始まりです。

その 4.よく使う双眼鏡
どの双眼鏡も想い入れがあり大切に
使っていますが、残念なことにどんなに
機材が増えても人間の眼は２つ。1 度に
覗ける双眼鏡も１台限り。おのずと良く使
う双眼鏡は限られてきます。そんな中で
特に使用頻度の高い機材がこの 2 台

その 3.手頃な価格の双眼鏡さがし
妻子持ちの私にとって、高額な双眼鏡
は高根の花。手頃な価格で良く見えそう
な双眼鏡をさがし、35mm・42mm・63mm
と購入。はは～ん。『コントラスト』ってや
つはコイツだな!
やっと第一関門を突破。この頃には、
もっと針の先で突いたように『カリカリ』に、
もっと『つぶつぶ』にと、すっかり倍率・口
径病に掛ってしまい、衝動まかせに 2.3
～25 倍、30～80mm、”もっと光を～”と
100mm、あげくにロシア製にも手を出し、
『シャープ』はこれか～とご満悦。おい!!
『ヌケ』はどうなった! ご心配なく。勝間
WP6×30SB-D でやっと『ヌケ』という物に
無事?巡り会えました。ついでにもう一押
し、超広角のロシアンを♪ ポチッ
双眼鏡はどんどん増殖。いつの間にかこ
んなありさまです。涙)

★Ｖｉｘｅｎ フラット HF5×17 9°
・ダハプリズム (BaK4)、マルチコート
・重さ 175g、高さ 6.0×幅 9.0×厚さ 2.8cm
・瞳径 3.4mm 、アイレリーフ 14.0mm
コンパクトで携帯性が良く、覗きやすいの
で旅行・演奏会、運動会などに大活躍で
す。
★Ｖｉｘｅｎ Ｕｌｔｉｍａ 9×63 5.4°
・ポロプリズム (BaK4)、ＰＦＭコート
・重さ 980g、高さ 22.5×幅 20.5×厚さ
7.2cm
・瞳径 7.0mm 、アイレリーフ２１.0mm
口径 63mm にしては軽量なですが、視界
が狭いのが残念。ヌケも良いとは言えま
せんが、視野周辺まで平坦で、明るさ・コ
ントラストの高さ視認性の良さは、初級者
の私には識別の難しい星雲・星団を探す
のに最適で必須の双眼鏡です。勝間
WP6×30SB-D は、もう少し私の眼力と知
識が上達した後、主力になってくれること
でしょう。

（執筆：Sirius）
※記事内写真はすべて執筆者撮影

うんちくあれこれ
第１１回 「”うじゃうじゃ”観える星達を
ボ～っと眺めて」

そんな双眼鏡達で、すばる・プレセペ・hχ や『うじゃうじゃ』見える名も知らぬ星々
をボーと眺め、楽しむ日々は過ぎてゆき
ました。

手頃な価格の機材で星空を楽しむ、星
見歴３年の初級者”レインボー”が力不足
ながら、体験談をお届けします。うんちく
には程遠い内容ですが、しばしお付合い
ください。

その 5. 長続きの秘訣?

その１. 思いつきの星空再入門
望遠鏡を押入れの肥やしにしてから 3
年経ったある日、偶然 フジノン 25×150
双眼鏡で月を見せて頂きました。その圧
倒的な迫力に、”双眼鏡凄い!! ” 一瞬で
双眼鏡に魅せられ、懲りずに早速手頃な

え?最初っからニコンかフジノン買えば!っ
て。そんなヤボな事、珍品好きな私に
言っちゃあいけません。きっと、貴重な経
験と眼力が残る”はず”です。 おそらく、
たぶん・・・

見え味の他にも、覗き易さ(接眼レンズ直
径)や重量バランス、操作性などがあり、
どれも一長一短あります。
万能の双眼鏡は無い! と思い知りました。

ところで、なぜ今回は長続きしたと思わ
れますか? その理由は、得意な分野と星
の世界につながりが出来たからです。入
門したての頃は、望遠鏡や双眼鏡は高
精度なもので分解なんて考えもしません
でしたが、詳しくなって行く内、メーカー
毎に部品の互換性が無かったり、安い物

や古い物でもちょっと手を加えてやれば
使えたりと、手間暇かけて機材をいじるの
も色々楽しいものです。
星をボーと眺めるのは、容易なようで意
外に困しい贅沢なことです。1 カ月の内、
約 15 日はお月様が出ていて空が明るく、
残りの半分も晴れるか? 曇るか? お天道
様次第です。梅雨時には、2 カ月晴れな
いのもザラです。
そんな時には、機械系出身の特技を生
かし、望遠鏡・双眼鏡の分解、破壊(メン
テ?)、プチ改造を楽しみ、無事再入門
(脱三日坊主)に成功したのでしました。
そして完成したのが、『中国製ﾌﾟﾗ鏡筒
90mm 2 インチ改 on オートスター付経緯
台』 通称レインボー号です。名前の由
来はご推察の通りです。入門者の私に良
いこと悪いこと、様々なことを教えてくれ
た、思い入れぎっしりの望遠鏡です。

え、数回拭いたら使い捨てします。
レンズクリーニングワイパー、ジャンボハリ
ケーンブロワー、コリメーションアイピース
、綿棒、乾燥材、迷光紙(塗料)、などは、
メンテナンスの必需品でとても重宝にして
います。

▲Ginji250D でコリメート撮影した土星

その 7. 行き詰まり のち 巡り合い
機材いじりに熱中する日々もそう長くは
続きません。没頭し機材をいじりながら見
るのは、調整や見比べの鉄塔の先・壁の
模様・木の葉など。意に反し星空から次
第に離れて行きました。たまに星空を眺
めても、憧れの M51 を見つける技量あり
ません。(光害地で探すこと自体、どだい
無理と知ったのはクラブ入会後の事でし
た。)
機材いじりも次第に煮詰まり、また行き
詰ってしまいました。岡山アストロクラブと
巡り合ったのは丁度そんな頃でした。
おっかなびっくり入会したクラブの観望会
で体感したのは、アクティブでバイタリ
ティー溢れる異色多彩なメンバーと、大
口径望遠鏡のド迫力!!

その 6. レンズのお手入れ
そんな愛しい双眼鏡や望遠鏡達も、
使っていくうち次第にレンズが汚れてきま
す。
レンズは「拭く」・「拭かない」で意見が判
れますが私の場合、”自己責任” 汚れて
見えにくいより、拭いて見えたらメッケもの
と暗示をかけた後、ホコリをプロワーで飛
ばし、短冊切りしたレンズクリーニングワイ
パーを、ワイパーの拭きとり面に指先の
皮脂がつ
かないよ
う気をつ
けながら、
綿棒の先
にクルク
ルっと、こ
よりの要
領で巻きつけ”さっと”拭きます。ひと拭き
したら、ワイパーの拭き取り位置や面を替

Gingi300d で見た散開星団。星一つ見え
ない曇り空に、土星が透けて見えた
TOA150。中途半端な機材へのこだわり
や固執・執着は一気に打ち砕かれました。

観望会では色々な落下事故の瞬間に
遭遇。形ある物いつかは壊れる。｢機材
は使ぉ～てナンボ｣と勝手に悟り。機材の
扱いは劇的にガサツになってしまいまし
た。そんな”あらふぉーデビュー”のおじさ
んも、きっかけ無しでは中々行動に移せ
ません。毎年ちょっとだけ背伸びして、分
不相応な天文台望遠鏡の操作資格や観
望会アシスタント、星のソムリエなどに挑
戦している今日この頃です。定年までに
は技能・知識・話術・文才が社会人らしく
なっているじゃろか?
迷走記はこれにて終わりです。
星の楽しみ方は様々。観察、撮影、ス
ケッチ、雑談、占い、神話、文化、歴史、
古代史、調査、発見、監視、工作、設計、
加工、機械、電気、制御、パソコン、プロ
グラム、デザイン、携帯、ブログ、いのち、
気候、天気、雲など・・・
さて、皆さんの得意な分野は何でしょう?
そして、一番楽しい時間はどんな時で
しょう。
長々、最後までお付き合い頂きありがとう
ございました。 つづけ ・・・ いつまでも。
（執筆：レインボー）
※記事内写真はすべて執筆者撮影

～その後～
入会し 1 年が経った頃、大口径は七難
隠すとの口車に乗って Gingi250d を購入。
細々と眼視・時々コリメート撮影などをし
ています。

ミニ天体写真展開催中
岡山アストロクラブの会員が撮影
した天体写真を展示しています。

開催期間：8/14-9/25
開催場所：井原市美星天文台
入場料：天文台への入場料が必要

会員紹介
「 Hiro 」
会員番号１９番の Hiro です。
小学生の時に親に買ってもらった口径３
センチの小さな望遠鏡で土星の輪が見
えた時には驚いたものです。
二十歳の頃には登山に凝っておりまして、
北アルプスの涸沢カールで満天の星を
見ました。手を伸ばせば星に手が届きそ
うでした。
２００１年のしし座流星群は自宅の庭で
見ました。自宅は明るい街中ですが、大
きな流星がたくさん流れるのを見て、花
火のようだと思ったものです。
２００８年１月には、ご縁があって、美咲
町のさつき天文台で大きな望遠鏡でホー
ムズ彗星などを見せていただきました。こ
こから星との本格的なお付き合いが始ま
りました。

２０１０年７月にテカポに行
く機会に恵まれました。
マウントジョン山頂で空を
見上げると、そこには、
真っ白な川が流れていて、
正に「The Milky Way」と呼
ぶに相応しい夢にまで見
た光景が拡がっておりまし
た。現地の方が、「星たち
の光で影が出来る！」と言
われていましたが、その言
葉に違わず新月期の素晴
らしい星空撮影を満喫で
きました。
２０１１年、テカポの星空は
星空というカテゴリーで初
めての世界自然遺産申請
が行われる予定です。素
晴らしい星空を後世に残
したいものです。

２００８年３月に、倉敷科学センターで、
日本星景写真協会の写真展「星の風景」
ギャラリートークがありました。この写真展
で、素晴らしい作品を拝見し、お話を伺
い、星景写真の魅力に引き込まれてしま
いました。

テカポでは Earth & Sky の
小澤英之代表、写真家の
フレーザー・ガンさん、同
じツアーで長野県から参
加されていた大沢時雄さ
ん、他たくさんの方々に大
変お世話になりました。

その後、天文誌や写真誌を読んだり、
インターネットで情報収集したりして、独
学で写真撮影を行っていました。

２０１０年５月頃より、撮影した写真をコ
ンテストに応募し始めて、初心者ながら、
佳作・入選・準優秀賞をいただきました。

２００９年７月には、上海での皆既日食
ツアーに行きましたが、大雨と雷で大変
でした。それでも、最大食分時には真っ
黒になり感激しました。この時、天文誌の
情報により皆既日食撮影用の装備一式
を揃えました。

２０１０年８月のＯＡＣ「天体写真・活動
展示会」では、画像処理・プリント等に大
変苦労しましたが、写真を観ていただく
楽しさを知りました。

この頃、岡山アストロクラブ（ＯＡＣ）の
ホームページを発見して、掲載されてい
る観望地を巡っておりました。２００９年８
月に是里農村公園に行った時に天体観
測をされている一団を発見し、お声掛け
するとＯＡＣの皆様で、会長さんとメン
バーの方々に天体望遠鏡で色んな星を
見せていただきました。翌日には、ＯＡＣ
に入会し、不良中年の仲間入りをさせて
いただきました（笑）
２０１０年には、イースター島の皆既日
食ツアーを予約しましたが、キャンセル待
ちとなり、旅行会社より待っても無理との
回答があり、断念しました。そんな時に、
月刊天文ガイド２００９年１２月号で自然
写真家の牛山俊男さんがニュージーラン
ドの南島にあるテカポの紹介記事を書か
れていたのを思い出しました。ネットで調
べたところ、「ニュージーランド・テカポ星
空観賞ツアー」というツアーがあり、申し
込みましたら、すんなりと予約が出来て、

▲善き羊飼いの教会と天の川 （テカポにて）

２０１０年の１２月に、もっと星景写真を
極めたいと考え、日本星景写真協会に
入会しました。
まるで、履歴書になってしまいましたね
（苦笑）お陰さまで、星の世界に入って、
行動範囲や人間関係がとても広がりまし
た。素晴らしいご縁を大切にしたいと考え
ています。
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ノッポのキリン

今後ともよろしくお願いいたします。
（執筆：Hiro）
※記事内写真は執筆者撮影

▼Hiro さんの個展開催中
著者の Hiro さんがテカポの写真展を開
催されていますのでご案内しておきます。
開催期間：8/19 - 9/3 火曜日定休
会場： 岡山市北区内山下 1-6-20
ルネスホール 公文庫カフェ

岡山アストロクラブの定例観望会では、
一般の皆さんのお越しをお待ちしてい
ます。どうぞ遊びにお出でください。
※場所、時間などはホームページでご
案内しています。

