■活動状況
イベント
▼定例観望会
・ 2014/3/8
総社市備中国分寺駐車場で予定され
ていた観望会は、 天候悪化のため中
止となりました。
・ 2014/4/5
赤磐市 是里農村公園観望地で予定さ
れていた観望会は、 天候悪化のため
中止となりました。
・ 2014/4/25
場所 ： 吉備中央町 岩倉公園駐車場
参加者 ： 会員 18 名、 一般 5 名の合
計 23 名。
雲がちの天気でしたが、 ときおり訪れ
る晴れ間から中接近すぎの火星や木
星、 土星などが見え、 久しぶりの観望
会を楽しむことが出来ました。

雲間から見えたおとめ座と火星

▼会員数
前四半期中には会員数の増減は無く、
2014 年 4 月末時点の会員数は、 正会
員 32 名、 準会員 50 名の合計 82 名と
なっています。

■連載記事
天体ガイド
第１３回 「和名星座早見盤」 から
春から夏にかけての空には、 ５月の
快晴から梅雨空に一変すると自宅待機
を余儀なくされます。 このように四季の
豊かなわが国では、 いにしえから農業
が社会の基盤であり、 夜空の星も四季
の変化を知るひとつでした。
そこで今回は、 市販されている 「和
名星座早見盤」 （図１） を見ながら、

岡 山 ア ス ト ロ ク
ラ ブ 協 力 に よ る
ウォールギャラリー
天体写真展 「太陽・
月 ・ 惑星〜太陽系の
仲間たち〜」 開催中
岡山市北区伊島町のサイ
ピ ア ２ 階 に て、 前 回 に 引 き
続き会員有志提供による太
陽系をテーマにした約 30 点
あ ま り の 天 体 写 真 が、 ７ 月
12 日まで 展示されています。

図１ 和名星座早見の風景
春の星や星座の和名めぐりを行ってみ
ます。

近々のクラブイベント
５月 24 日 （土） 定例観望会
美作市大芦高原
月齢 25.2 1:48 没
７月５日 （土） 定例観望会
岡山市 六番川水の公園
月齢 8.2 23:39 没
７月 19 日 （土） 定例観望会
高梁市 吹屋ふるさと村
月齢 22.2 23:45 出

統計情報
過去 3 ヶ月 （2014/2 ～ 2014/4） の件
数等の報告
▼問い合わせ ・ 入会等
・ 9 件 ※ HP フォームからのもの
▼メーリングリスト利用状況
・ 507 件
※対前四半期比約 14% 減

※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。

アルクトウルスとスピカ
春の代表的な星といえば、 春の大曲
線や春の大三角を形づくるアルクトウル
ス（うしかい座α）とスピカ（おとめ座α）
です （図２） が、 和名星座早見盤に
はそれぞれ 「麦星」 と 「真珠星」 と書
かれています。 アルクトウルスは初春
の東の宵の空に出現し、 晩秋の宵に
西の空に沈み、 そのオレンジ色の輝き
が印象的ですね。 6 月の頃小麦が黄
金色に輝き収穫される時期 （秋まき小
麦、 かつて日本では二毛作で作付さ

図２ 星図 ： 春の大曲線
れていました） だったのが麦星と呼ば
れることと関係しているかもしれません。
「麦星」 のほかに 「むぎかり星」、 さら
には梅雨の時期にからめて「五月雨（さ
みだれ） 星」 とも呼ばれていました。
スピカは、 もともとは日本のごく一部
の地域で 「真珠星」 と呼ばれ、 近年
広まったという話もあるようです。 また、
アルクトウルスと一対とみなして 「夫婦
（めおと） 星」 と呼ばれたようです。 な
おスピカはラテン語で 「麦の穂」 の意
味で、 おとめ座のおとめが持つ麦の穂

図３ 星図 ： 北天の空

が由来とのことです。
おおぐま座とこぐま座
おおぐま座は春の宵に南中するため
春の星座となっています。 おおぐま座
のお尻としっぽを形作る北斗七星は、
「和名星座早見盤」 では北斗七星と書
かれていますが、 古くからの日本では
「七つ星」 と 「四三 （しそう） の星」 と
よばれていました （後者は訛って 「ち
そうの星」 ともいわれた）。 「四三の星」
は古くは鎌倉時代にできた伊勢神楽歌
や、 室町中期の 「義経記」 にみられ
るそうです。 「四三の星」 は２つのサイ
コロを振って出た目をあらわす （図３）
という話もありますが、 あまりはっきりし
ません。
また全国のあちこちに伝わっていた
話として、 北斗七星が北極星を食べよ
うとしてその周りを廻っていて、 そのた
めこぐま座の二星 （β、 γ） が北極

図４ さいころの図

星を守っているという話があります （図
４）。 そのためか、かつては静岡、三重、
岡山、 広島などでこぐま座のβ、 γを
「やらい星」 とよんでいたそうです。 「や
らい」 とは 「鬼遣らい」 （追儺 （ついな）
と同じ意味で悪鬼すなわち疫病を追い
払う意味） から来たようです。 香川県
の豊島には 「ちそうとやらい星とは敵
味方になっている。ちそうは、子の星（北
極星のこと） を討つことができない。 は
たに家来 （やらい星） が廻っているか
ら」 という話が伝わっています。
なお 「和名星座早見盤」 では、 北
極星は 「ねのぼし」、 こぐま座は 「小
七曜」 と書かれています。 ねのぼしは
「子の星」 で、 十二支の最初の 「子」
をあらわします。

足 （図６ ： βδθ） を糸巻きとみなし
ていたようです。 日頃のしし座とはかな
り違う印象ですがかつての私たちの生
活がしのばれる呼び方ですね。

しし座
前出の北斗七星から、 しし座のレグ
ルス、 おとめ座のスピカ、 からす座に
至る並びは春の大曲線と呼ばれます
が、 春の宵に東の空で結んで見れば、
地上の風景が視野に入るためか春の
大曲線の雄大さに驚かされます。 しし
座は、 春の空を代表する星座です。
ししの顔から前足かけて鎌状の星の並
びが印象で、 「？」 をさかさにした形を
していることからプラネタリウムの解説な
どでは 「なてはのマーク」 としばしば
いわれます。 この獅子を、 木綿を糸に
撚 （よ） る道具 （図５） になぞらえ 「い
とかけ星」 と呼んでいた地域がありまし
た。 しし座の頭にあたる星のならび （図
６ ： η～λ） を糸車にみたて、 腰から

からす座
春の宵に南東の空に４つの三等星で
目立つ四角形をつくっているのがから
す座です （図２）。 静岡 ・ 群馬 ・ 奈良
などでは和名星座早見盤のように 「四
つぼし」、 あるいは 「四すま星」 と呼
ばれていました。 また形から 「つくえ
星」 「はかま星」 と呼ばれる地方もあ
ります。 能登の漁夫は 「帆かけ星」 と
呼んでいたそうで、 イギリスの船員がか
らす座を 「スパンカー」 （大型帆船の
一番後ろの縦帆） と呼んでいたのと通
じています。また奥多摩の秋川谷では、
アナグマの皮を山小屋の板壁に張り付
けた形になぞらえて 「かわはり」 と呼
んでいた話があります。 一般的な命名
ではなさそうですが、 かつては星が日

頃の生活と結びついていた一例なので
しょう。

図５ 糸車 （しまねバーチャルミュージアムのサイトから）

かんむり座
うしかい座とヘラクレス座にはさまれた
7 つの星が半円形をかたどった目につ
きやすい星座です （図７）。 和名星座
早見盤では 「くるま星」 とあります。 日
本ではかんむり座の星の並びを円形に
むすんだ、 「たいこ星」 「くるま星」 「か
らかさ星」 「ゆびわ星」 などの和名が
伝わっています。 一方半円形をかまど
のくべ口とみなした命名として、 江戸時
代の文献に 「へついぼし」 「くどぼし」
があり、 近年でも 「鬼のかま」 「地獄の
かまど」 「長者のかまど」 と呼んでいた
地域があります。 なお 「へつい」 （また
はへっつい） とは主に関西でかまどを
指す言葉で、 落語の演目にもその名が
あります。

図７ 星図 ： かんむり座
以上春の星座を、 和名を通して紹介
してきました。 和名の星や星座の名前
は、 地域によって多様であり、 また伝
えられている名前もその謂われも歴史
などもさまざまで、 さらには諸説あるも
の、 研究者の見解が含まれるもの、 も
はや検証ができないものも多いようで
す。 それら含め、私たちの祖先の生活、
夜空に対する気持ちなどが和名を通じ
て感じられればと思われました。
参考文献など
和名星座早見盤 ： 渡部潤一監修 （株）
渡 辺 教 具 製 作 所。 「 春 の 星 座 博 物
館 （新装版）」 山田卓 2005 年。 「星
の神話 ・ 伝説集成 （新装版）」 野尻
抱 影 1988 年。 星 座 入 門 ： イ ン タ ー
ネットサイト http://mirahouse.jp/begin/
constellation/index.html。 その他。
なお、 文中の星図の一部はステラナビ
ゲータＶｅｒ９．２で作成しました。
執筆＆文中写真 ： OmegaC

図６ 星図 ： しし座

OAC

うんちくあれこれ
第 21 回
「ルーター流天体写真ＴＩＰＳ」
お題 （うんちく） を頂戴しました、ルー
ターです。
出戻り５年目？の天体写真オヤジとし
ましては、 皆さんにお伝えするうんちく
など無く、 どうしようかと悩んでしまいま
すが、 ここは、 自分の世界の中で自己
満足をしている事等を少々 ・ ・
またここに挙げる内容は既に EQ6 を
お使いの猛者の方は読み飛ばしてくだ
さいまし。
【極軸一発調整！？】
一般的に極軸調整は、 極軸望遠鏡
を覗きながら、 目盛冠をその都度回し
ながら合わせ込んで行くのが常套手段
ですが、 私の場合は、 時角で一発調
整です。 時角は簡単に計算してくれる
WEB サイトもありますが （http://www.
ps2.homeunix.com/mrtg/g5.php）、 もっ
と簡単に手元に iphone などがあれば
時角を表示してくれる優れもののアプリ
もフリーであります。
先ずは、極望の中の Polaris を南
中の位置に持って行きます。

時角を読んで赤経リングを反時
計回りに動かしセットします。
↓
次 に、 極 望 を 覗 き 先 ほ ど の
Polaris の小さい円の中に北極星を
導入し完了です。

どうですか？簡単でしょ！？
これも、 EQ6 の赤道儀を持ってない
方にはあまり関係ない話でした！
【R200SS のイヤラシいスパイダーの
光芒を消す】
R200SS をお持ちでない方には全く
役に立たない情報ですが、 この筒、
各方面で掲題の光芒に苦労している
諸兄は多いかと思います。 私も漏れ
な く 悩 ん だ あ げ く、 筒 の 入 り 口 に 幅
20mm 程度の絞り冠を取り付ける事で
あっけなく解決！
主鏡の押さえ金具の改良や、 ドロー
チューブの反射防止目的の塗装や、
斜鏡の押さえ爪の改良などなど ・ ・
しかしどれもこれも効果無しだった訳
ですが、 写真の様な簡単な 100 均で
購入したパネルを利用し輪っかを取り
付けたのみ！
簡単です。 しかし、 この改造にて、
口 径 は 約 190mm に ・ ・ ・ 従 っ て
R190SS となっちまいました。

（正確にする為 100 均の水準器が有れ
ば簡単に合わせる事が可能です） 因
みに極軸望遠鏡は屈折なので極軸の
真下から反時計回りに時角が増えて行
きます。
↓
次に、赤経リングを動かし、ゼロ
にしてきます。

絞り環使用前 （上） と使用後 （下）

↓

【ニュートン反射鏡筒の光軸合わせ】
この作業慣れない時は非常に困難
で、 一番嫌な作業でしたが、 理屈が

解って来ると結構簡単！
あまりくよくよ考えると悪い方向にい
ちゃいます。
キャッツアイなど、 非常に高精度に合
わせる方法もありますが、 少々治具が
高価です。
なので、 私は従来から有るレーザー
コリメーター等で斜鏡と主鏡をざ
ざっと合わせる。
↓
目視で、ドローチューブを覗き全て
が視野に入る物が同心円になってい
る事を確認。
↓
実際に 1 等星あたりで、再調整を行
う。
です。
この実際に合わせる方法が文書では
解り辛いのですが、 ずれている方向の
主鏡の押しネジを調整していきます。
この作業を数回繰り返せばほぼ満足
の行く撮像が出来るようになる訳です。
最近、 手動で回せる押しネジ引きネ
ジを導入したので工具は一切必要なく
なり楽になりました。
文書にするとやはり解りづらいと思い
ますが、 実際にやってみると簡単です。
【EQ6 赤道儀のダイレクト PC コントロール】
これも、 EQ6 を持ってない方には全
く必要の無い情報ですが ・ ・
当初より、Synscan は使用しておらず、
専ら、 PC と EQ6 をシリアル （USB- シ
リアル変換） ケーブルで接続コントロー
ルしています。 （Blutooth で無線化も
可能です）
一見複雑そうに思われがちですが、
EQ6 と PC を接続する為に、 フリーウェ
アの ASCOM 準拠の EQMOD と言うソ
フトがあります。
このソフト、 フリーの癖にかなりな事が
出来ます。 私はその機能の一部しか
使えていませんが ・ ・
天体導入には、 メジャーな、 ステラ
ナビ Ver9 を使用中です。
簡単な所は、 アライメントを星図上で
どれでも選択出来るところと、 二ヤーア
ライメントが可能な事！
導入天体の近場の比較的明るい星
でアライメントを取る事により導入精度

があがります。
また、 ゲームパッドで東西南北の導
入微調整が出来るところもかなり楽で
す。最近は、Blutooth 仕様のゲームパッ
ドにて無線化し、 ケーブルも絡まず快
適です。
未だ Synscan のみの貴方！早々に導
入してみられては如何でしょうか？
【フラットパネルの使用で劇的な進歩？】
撮像を始めた当初は FLAT ファイル
が重要であると知っていても、 見向きも
しなったもんですが、 最近システムが
安定化して来ると次段階は撮像品質の
向上であります。
こ の 向 上 に 欠 か せ な い の が FLAT
ファイルであると ・ ・ ・ 今頃気がつい
た昨今です。
当初はスカイフラット （実際に天文薄
明時に撮影する） でやっていましたが、
なかなか上手くいかず、 試行錯誤をし
ていましたが、 最近ようやく安価に入
手した EL パネルにて FLAT ファイル
を大量生産！

会員紹介 「ｋｕｒｏｉｓｏ」
必ず、 現地で撮像の前後いずれか
で撮っています。
理想的には色々な角度で２０枚とか５
枚とか言われるケースもありますが、 私
は簡単に４方向！
要するに、 四角い EL パネルを９０°
ずつ回して４ショットです。 露出はパネ
ルの明るさにもよりますが、 私は車のス
モークフィルムとトレーシングペーパを
重ねて ISO100 にて１０秒程度 ・ ・ ・
同時に FLAT 用に Dark も撮っておき
ます。
Dark を撮るのと撮らないとでは後々
大きく画質に影響するようです。
以上、 簡単ですが、 撮影して居る方
なら誰でも知っているテクですが、 一
応うんちくとさせて頂きます。
執筆と文中写真 ： ルーター

クラブに参加して４年ほどになるｋｕｒ
ｏｉｓｏです。 年齢は多分クラブで二番目
です。 職場が岩国にあり、 そのため金
曜日に帰って月曜日に出勤というスタ
イルをここ数年続けています。
岩国は思わぬ縁で働くことになりました
が、 いいところでした。 水がきれいな
のにはびっくりします。 市内には錦川
という川がありますが、 この川の透明
度は数メートル下まで透けて見えます。
海ならもっと見えます。 大きなチヌが下
を泳いでいるのがよく見えます。 もっと
も山口の人はチヌなぞ食べないので向
こうも安心しているのですが。
ここでシーカヤックを始めたのが天文
趣味につながりました。 ｈａｗｋさんが
言っていたように天文趣味を初めてどう
やって皆さんがクラブへたどりついたか

についてはそれぞれ面白いストーリー
があったと思います。 僕も結構紆余曲
折がありました。
天体望遠鏡へのあこがれは子供の
ころからありましたが、 きっとずいぶん
高価なんだろうと思って別世界のことと
思っておりました。 しかし、 ２０年くらい
前のことですが、 新聞広告に３万円く
らいで反射望遠鏡が乗っていました。
ビクセンの８㎝口径の卓上のものでし
た。 それなら買えるわと思って購入し
ましたが、 その使い方の難しさは聞き
しに勝るものでした。 後から考えると卓
上でしたので台の上に載せて使うので
すが、 それをせずに地面に置いて使っ
たので覗くのに一苦労でした。 ファイン
ダーと本体が光軸があっていないので
月を導入するのも神業でした。 極め付
けが鑑賞対象が満月だったことです。
ぜんぜんおもしろくないので一回使っ
ただけで即押し入れに入れて後は見な

いふりをしていました。 カメラ屋のお兄
さんもさっぱりわかっていなかったと思
います。
シーカヤックに乗っていると航路を横
断することがあります。 その時船か島
かが判らないことがあるのです。 カヤッ
クで使える双眼鏡を探してネットサー
フィンしたところ双眼鏡愛好会にたど
り着き、 双眼鏡で星が見えることを知
りました。 そんな馬鹿なと思ってーこ
れが世間の常識ですよねー部屋に転
がっていた双眼鏡を持って外に出て
空を見ると星が見えている。 それから
双眼鏡をお供にして夜散歩に行くよう
になりました。 ちょうど夏だったので北
天で一番美しい球状星団 M13 を探し
ました。 これが見つからないけどなぜ
か飽きずに探しました。 そして夏の終
わりの頃星座早見表を逆から見ている
ことに気ずきベガの下を見たらありまし
た。 どう見ても星ではないぼやっとし
た小さな球が！すぐそれからスバルを
見つけやめられなくなりました。 スバ
ルを見た時には頭の中で何か音がし
ましたからね。
双眼鏡の後はやはり望遠鏡がほしく
なり、 思い切ってマゼラン１０２M と経
緯台を購入しました。 もう一台岩国で
も使いたいと思いオークションへ手を
出してみたところ、 一発落札という手
に引っ掛かり３万８０００円でミードの
DS114EC という反射の自動導入機を
買いました。 火星の地球最接近の年
で望遠鏡がよく売れていたようで、 売
れ残りを半値で買えたようでした。 架
台がぐらぐらするというとんでもない代
物でしたし、 売り方にも問題があった
のですが、 結果オーライでした。 結構

正確に目標を導入するのです。ツアー
モードがあり今まで想像したことのない
世界へ連れて行ってくれました。 また
最初にアライメントをツースターでする
のですが、 星の名前を指示してきます
ので選択すればその星を覚えることが
できました。
後は意志に反してどんどんステップ
を上がってきました。 写真はしないつ
もりでしたが、 見たものを保存したくな
り、 すると赤道儀が欲しくなり、 手動
では入らないのでビクセンの SXW を
おそるおそる買い、 カメラはデジ一眼
に変わりついには改造カメラとなり現
在に至るとなります。 岩国の社宅が暗
い場所にあり南を狙うとすぐ写真が撮
れるのも趣味を強化する要因となりま
した。 載せている馬頭は社宅の前か
ら撮ったものです。
クラブはインターネットで知りました。
岡山のクラブでたいしたことはないだ
ろうと思って京山へ行ってみるとこれは
すごかった。 今まで天文雑誌でしか
見たことのなかった TOA130 とか３０ｃ
ｍ口径と思われる反射鏡などがずらっ
と並び、 あこがれの宮内の１０㎝双眼
までありました。 なかなか仲間が見つ
からなかったのですぐに入会しました。
やはりクラブがあると励みになります。
クラブに入ったおかげでカメラも改造
する気になりました。 まさか自分に馬
頭星雲が撮れるとは思いませんでし
た。 また画像処理も教えてもらえまし
た。 いままで一人でやってきたときに
は何をするのも不安でした。 経緯台
は三脚の使い方と一緒なので使い方
は判りますが、 赤道儀はどうも違うらし
い。 もし買って使えなかったとしても使

い方を教えてくれる店は大阪まで行か
ないとありません。 赤道儀を買うのさえ
不安でした。 また、 ガイド撮影の同架
するということが判らない。 こんな簡単
なことは本には載っていない。 判るま
で苦労しました。 もしクラブに入って実
際にしているのを傍から見ると至極簡
単なことなのですが。
アストロクラブのいいところは自由に
楽しませてくれることでしょう。 岩国で
一人同じ趣味の人に出会ったのです
が、 この人は写真に強いこだわりがあ
り何かあると自分の写真を持ち出して
くる人で楽しくありませんでした。 まだ
もう少し岩国に通いますのでそれほど
参加率が高くありませんし、 何もかも
中途半端な状態のままですが、 それ
を許してもらえるアストロクラブは気に
入っております。
執筆と文中写真 ： ｋｕｒｏｉｓｏ
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編集人より
今年に入って、なかなか週末が
晴れずに観望会が流れることが
続きます。先日の総会にて、引
き続き会報編集を仰せつかりま
した。よろしくお願いします。
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