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よみもの
しかも中国製ということで、BMS の仕様が公
開されていません。わかっているのは
BMS の最大連続放電電流は 30A（なので、
最大出力は 12V × 30A=360W 程度）という
●

第7回
初歩のアストロ電子工作もいよいよ第７
回。１０回まであと少しですね～～。今回は
「天体観測用外部電源」のために購入したリ
チウムイオン電池を、製作前に事前評価する
「事前評価編」をお届けしたいと思います。
（１）事前評価概要
外部電源の主要部品であるバッテリーとし
て、「従来の鉛蓄電池と同様に扱え、発火の
危険性も無いリン酸型リチウムイオン電池
(LiFePO4)」を海外から購入したことは第６回
で書きました。下の写真が、購入したリチウ
ムイオン電池です。

点だけです。
まあ、BMS と称しているので、BMS の一般
的な機能である
● 過充電制御（充電中に、バッテリー電圧が
規定電圧（15 ～ 16V 程度）まで上がったら、
充電をカットする）
過放電制御（放電中に、バッテリー電圧が
規定電圧（11V 程度）まで下がったら、放電
●

をカットする）
という機能は搭載されているはずで、これ
らについての性能確認をしておこうというの
が今回の主旨です。この機能検証／性能検証
をやっておかないと「普通はこれくらいの機
能・性能があるはずだけど、うまく動かない
じゃん！。設計・製作やり直しじゃん！」と
いうことになりかねないので、今回のように
素性・性能がはっきりしていない（今回、素
性ははっきりしていますが）部品を扱う際に
は、この種の機能／性能検証をしっかりと行
うことが大事です。ではさっそく、このバッ
テリー＋ BMS の機能／性能検証をしていき
ましょう。

このリン酸型リチウムイオン電池 (LiFepo4)
には、充放電制御を行うための BMS( バッテ
リーマネジメントシステム ) というものが内
蔵され、過充電や過放電の防止といった充放
電管理を行ってくれます。この BMS が内蔵
されているおかげで、従来の鉛蓄電池と同じ
ように扱え、鉛蓄電池の置き換えのような用
途に利用することができるわけです。
そして、この BMS の機能や仕様というのは
BMS を作るメーカーであれば公開しているの
ですが、今回は BMS 単体で購入したわけで
はなく、バッテリーとセットで購入しており、

（２）機能／性能検証のための計測環境
バッテリー＋ BMS の機能・性能を検証す
るには、バッテリーの充放電中の電圧と電
流を常時計測して、評価することが必要で
す。そのための電圧・電流計測回路というの
を準備するのがなかなか難しいのですが、今
回、このために計測回路を製作しました。本
稿の主題でないので製作過程は省きますが、
「mbed マイコン、なんてすばらしい～～。ス
トロベリーリナックスさん、便利な電圧・電
流計測モジュールを出してくれてありがとう
～～」という感想とともに、総製作時間約
8h、総制作費 5000 円程度で以下の計測回路

ができました。この計測回路で、充放電時のバッ
テリーの電圧・電流を連続計測します。

実際にこの計測回路は以下の写真のように使
います。これは放電試験時の写真ですが、放電
時には放電用回路（抵抗器で作ったダミーロー
ド）をつないで計測し、逆に充電時には、充電
用の電源（AC アダプタ等）をつないで、充電
時の電圧・電流計測を行います。

で、その結果は・・・え～とこれは何と表現
したら良いのでしょう。グラフの青色が充電電
圧 (V)、オレンジ色が充電電流 (A) なのですが、
充電開始後 20 分くらいから、電流が － 3(A)
から一時的に 0(A) になるようなことを繰り返
すような動きをしています。このグラフを拡大
したのが以下のグラフなのですが、確かに充電

こうして計測されたバッテリーの電圧・電流は
すべて PC に取り込まれ、バッテリーの充電・
放電特性が評価できるわけです。

電流が － 3(A) と 0(A) の間を行き来しています
ね～～。
（充電電流がマイナスの値になってい
るのは、
計測回路が充電側をマイナス値として、
放電側をプラス値として検出するためです。
）

（３）バッテリー＋ BMS の機能／性能検証結果
ではさっそく機能／性能試験の結果を見て行き
ましょう。
（ａ）付属 AC アダプタを用いた充電と放電
最初は、バッテリーに付属している AC アダ
プタを用いて充電を行ってみます。下の写真
がバッテリー付属の AC アダプタで、出力は
14.6V 3A です。これを用いて、一度完全に空
にしたバッテリーを充電してみて、その際の特
性を測定します。

どうしてこのような現象が起きるのか、この
時点では謎なのですが、これについては後ほど
原因を調べることにします。

そしてこの問題は置いておいて他の部分を見
てみると、充電自体は、約 8.6h くらいでバッ
テリーの電圧も 14.6(V) 近くになり、充電電流
も 0(A) 近くになっているので充電完了してい
るようです。まずは充電もできているようなの
で、続いて放電試験を行ってみます。
放電時の特性は以下のグラフになります。放

電開始時はバッテリー電圧が約 13.6(V) で、そ
の後 2.5(A) 程度で連続放電して、約 7(h) でバッ
テリー電圧が約 11.4(V) に達し、ここで過放電
保護回路が動作して放電電流が 0(A) になりま
す。
（グラフ上、電圧が 11.4(V) よりさらに降
下しているように見えますが、これは過放電保
護回路が働くとバッテリー出力電圧が 0(V) に
なるので、グラフが 11.4(V) ～ 0(V) につながっ
ているためです。）
放電中の電圧が 13.6(V) ～ 11.4(V) 程度です
ので、放電開始時には少々電圧が高めですが、
鉛蓄電池と同様に、バッテリーの出力をそのま
ま 12(V) 機器につないでも大丈夫かと思いま
す。
そして放電時の容量は、ざっくり計算する
と 2.5(A) × 7(h) ＝ 17.5(Ah) 程 度 の 容 量 が あ
りそうです。スペック上はこのバッテリーは
20(Ah) あるはずなのですが、スペックには少々
足りてなさそうですね。この放電容量について
は、後ほど、より詳細に計算した値を評価して
みましょう。
（ｂ）安定化電源を用いた充電
先の AC アダプタを用いた充電では、充電は
できるものの、充電電流が－ 3(A) と 0(A) の間
を行ったり来たりする不思議な現象がありま
した。この原因を探るために、AC アダプタの

代わりに、写真の
ような安定化電源
を用いて充電を
行ってみます。安
定化電源の出力電
圧 ／ 電 流 は、AC
アダプタと同様
に 14.6(V) 3(A) に
セットします。
充電試験の結果

をみると、今度は充電電流が一時的に 0(A) と
なるような現象もなく、きれいに－ 3(A) のま
まで充電が行われ、約 6(h) 程度で充電が完了
していることがわかります。
このことから考えると、どうやら先ほどの
AC アダプタで起きた現象は、AC アダプタの電
流供給能力が不足して、AC アダプタ内の保護
回路が働き、出力が一時的にカットされたの
が原因と考えられます。充電のための時間が、
AC アダプタでは約 8.6(h) と、安定化電源の約
7.0(h) より長いのも、この AC アダプタの電流
供給能力不足による一時的な充電ストップのせ
いでしょう。
そして安定化電源で充電したバッテリーを

放電させた時の特性が下記グラフになります。 では次にこの 14.0(V) で充電した際の、放電特
放電特性は先の AC アダプタの場合と大きな違 性を測ってみます。放電特性もこれまでと同じ
いはなく、放電時間も約 7(h) と変わりません。 く、約 7(h) で放電完了しており、14.0(V) の
このことから AC アダプタを用いた充電は、充 充電でも、14.6(V) とあまり変わらずに充／放
電電流こそ時々 0(A) になるものの、充電自体
は、安定化電源と遜色なく充電できていること
がわかります。
もうひとつ補足すると、充電試験の末期で
バッテリー電圧が上がってきて充電電流が
0(A) となる現象は、単なるバッテリー自体の
特性によるもので、BMS の過充電保護回路の
動作を確認しているわけではないのですが、大
事なのは、過充電保護のテストは行えてないと
しても、充電自体は、単なる安定化電源のみの
単純な回路で、充電ができることが確認できた

電ができることがわかります。

ということです。
（ｄ）それぞれの試験でのバッテリー容量評価
（ｃ）シガーソケットを想定した電圧での充電
では最後に（ａ）～（ｃ）それぞれの試験の
と放電特性
放電特性から、実際にどれだけの電力を放電す
先の試験で、AC アダプタの出力電圧である ることができたかを細かく検証してみましょ
14.6(V) で充電すれば、バッテリーがきちんと う。
充電されることが確認できました。しかし、車
下のグラフは、
（ａ）の試験の時の放電特性
のシガーソケットは、14.6(V) 程の電圧はなく、 のグラフです。オレンジ色は放電時の電流 (A)
もう少し低い電圧であり、試しに私の車で測 を示し、緑色は放電時の電圧 (V) と電流 (A) を
定してみると 14.2(V) 程度しかありませんでし 掛けて、電圧 (A) ×電流 (V)= 電力 (W) を計算
た。
したものです。このオレンジ色と緑色の部分の
この 14.2(V) 程度の電圧でどこまでバッテ 面積をそれぞれ計算すると、放電容量を示す
リーが充電できるかは気になるところです。そ Ah（アンペアアワー）と Wh（ワットアワー）
こで、（ｂ）の試験で用いた安定化電源を使い、 を算出することができます。（Ah とか Wh とい
充電電圧を 14.0(V) にして試験を行ってみまし

うのは、何アンペア（もしくは何ワット）の出
た。結果が以下のグラフになります。
14.0(V) で充電しても、少し充電時間は余分に
かかるものの、約 8(h) で充電電流がほぼ 0(A)
になって、充電は完了しているようです。

力を、何時間出力できるかという単位です。
）

そして、
（ａ）～（ｃ）の試験での放電容量 これらの電源をバッテリーに接続するだけでよ
をそれぞれ計算したものが、次の表になります。 く、追加で充電のための制御回路（過充電保護
ど の 試 験 も 変 わ ら ず、 概 ね 17.3(Ah)、 回路等）を用意する必要はない。
221(Wh) 程度の放電がされており、このこと

● 放 電 は、 放 電 初 期 は 電 圧 が

13.6(V) 程 度 と
か ら（ ａ ）AC ア ダ プ タ に よ る 充 電 や、
（ ｃ ） 少し高いが、しばらくすると 12(V) 台に落ち、
14.0(V) 安定化電源による充電は、（ｂ）14.6V 11.4(V) まで使用可能で、概ね従来の鉛蓄電池
安定化電源による充電と遜色ない充電ができて の代替として使用できる。またバッテリー電圧
いることがわかります。（ただし前述したよう
に、（ａ）（ｃ）は、（ｂ）よりも充電時間が余
分にかかります。）
最後にこの放電容量が、電池のスペックに対

が 11.4(V) になると過放電保護回路が働き、過
放電を防止できる。
● 放 電 容 量 は、 概 ね 17.3(Ah)、221(Wh) 程 度
であり、本来のスペックの 85 ～ 92% 程度の

してどの程度出ているかを計算しましょう。こ
のリン酸型リチウムイオン電池は、12V 20Ah

放電容量である。
というような感じで、結果は概ね満足できる

ものですね。特に、充電／放電の際に過充電防
の容量を持つので
● Ah 表記だと、20Ah
止や過放電防止のための追加回路が要らないの
● Wh 表記だと、12V × 20Ah = 240Wh
が良く、鉛蓄電池の代替として使えるのが良い
の容量を持つことになります。これを先の計算 です。（もちろんそれを狙って、BMS 付きリン
結果と比べてみると
酸型リチウムイオン電池を選んだのですが）
。
● Ah 表記では、17.3 ／ 20 ＝ 約 86.5%
また放電容量も、スペックには少々足りてませ
● Wh 表記では、221 ／ 240 = 約 92.1%
んが、
価格を考えると良しとしたいと思います。
となり、どちらもスペックには少し足りていな これで何とか、ポータブル電源を製作できそう
いことになります。しかしながらまあ、購入価 な目処が立ちました。
格 $140 程度の商品ですので、価格を考えれば
こんなものかなとも思いますので、評価はこの 【次回予告】
辺で終わりにしましょう。
次回はいよいよ、このバッテリーを使って、
天文用ポータブル電源を製作したいと思いま
（４）事前評価結果まとめ
す。最終的にどんな姿に仕上がるのか、楽しみ
以上にように、今回は、ポータブル電源の要 にしてください。
である「バッテリー＋ BMS」の評価試験を行っ
またこの他に、本記事では製作要望を募集し
てきました。結果をまとめると以下のようにな ております。あんなの作って欲しいとか、こ
ります。
● 充電は、14.6(V) 電源でも、シガーライター

んな改造できないだろうか等ご相談いただけ

れば、本記事でとりあげたいと思いますので、
電源（14(V) 程度）でも、付属 AC アダプタで ML 等でもぜひご意見をお寄せください。
も問題なく充電できる。そして充電の際には、
（執筆：hawk）

岡山アストロクラブ
会 員 募 集 中！
私たちと星空を眺めてみませんか？
お問い合わせはホームページまで。

笑って再考
ギリシャ神話
～英雄アキレウス～
written by oomori
遥かな昔。今から数千年ほど前、まだ神々
が人間と関りを持っていた頃の事です。大神
ゼウスは世界に人間が増えすぎたので食料問
題と失業問題が深刻になってしまい、秩序
の女神テミスと会議を重ねました。そして大
戦争を起こして人口を削減する事に決めてし
まったのです。
大迷惑ですね。というかゼウスも割と政治
的な苦労を背負い込んでいたいたようです。
そんな中、女神テティスが人間ペレウスと
結婚する事になりました。このテティスはゼ
ウスも狙っていた美女なんですが、プロメテ
ウスが「テティスの生む子は父ちゃんよりも
どえらい奴になるで」と予言していたので泣
く泣くペレウスにその座を譲ったのでした。
さて二人の華燭の典は神々の祝福の中で執
り行われました。が、その中に唯一招かれな
かった神がいました。争いと不和の女神エリ
スです。
ああ、なんという事でしょう。よりによっ
てこんな奴を爪はじきにするとは。そんなこ
とをすれば絶対にトラブルを起こすに決まっ
ています。呼んだら呼んだで何かやらかすで
しょうが、復讐となればパワーアップして仕
掛けてくる事は疑いありません。一体何を考
えていたのでしょう。単に何も考えていない
だけなのかも知れませんね。
エリスが仕掛けたのは黄金のリンゴ作戦で
した。宴の最中に「最も美しい女神へ」と刻
んだ黄金のリンゴを投げ込んだのです。「最
も美しい女神へ」と聞けば黙っていられない
のが絶世の美女揃いのオリュンポスの女神達

です。
中でも一際猛烈に「あたくしの事よ！」と
主張したのがゼウスの妃・ヘラ。そして智慧
と戦いの女神・アテナ、愛と美の女神・アフ
ロディーテの三女神でした。ですが互いに主
張し合うだけでは解決しよう筈もありませ
ん。そこで大神ゼウスに誰の事なのか決めて
もらう事になりました。
さぁ困ったのはゼウスです。古今東西、男
子にとって最も厄介なのは女子同士のトラブ
ルに巻き込まれる事です。どちらに味方しよ
うが絶対にやいのやいの言われます。
この揉め事に巻き込まれるのが嫌だったの
か、ゼウスは判定役をトロイアの第二王子・
パリスに丸投げしてしまいました。何故この
パリスなのか？ 実はトロイア王家はあのゼ
ウスのお気に入りである絶世の美少年・ガニ
メデの血を引く一族なのです。しかもパリス
は「神にも似た」と謳われる程のイケメン。
美の審判役に相応しいレジェンド級のイケメ
ンなのです。ゼウスが丸投げするのも当然か
もしれませんね。
こうして三女神はパリスの前に降り立ち、
めいめいアピールタイムに入りました。パリ
スは鼻の下をのばし……いえ、責任重大です
ね。そして女神たちは自分を選んでもらうた
めに「贈り物」と言う名の賄賂を贈る事にし
ました。ヘラは全アジアを支配する力、アテ
ナはあらゆる戦で勝利する知恵、そしてアフ
ロディーテは人間界で最高の美女を与えると
約束しました。
若きパリスは「最高の美女」という餌に釣
られてしまいます。まぁ……認めたくないも
のですね、若さゆえの過ちというものは。し
かし、よく考えてみればヘラとアテナの贈り
物は結構ダブっているような気がします。強
国であるトロイアの王子ならそのうち実力で
……と考えるかもしれませんし。
こうして美しい女神ナンバーワンは決定し
ました。この後ゼウスは八つ当たりの嵐に見
舞われた事でしょう。それよりも問題なのは
パリスに与える美女です。神様らしく新たに
生み出すのかと思いきや、既にいる美女を与
える事にしたのです。それもスパルタのメネ

でしょうね。
ともかくこれでドンパチ確定となりました。
メネラオス王は兄であるミュケナイのアガメム
ノン王と共にギリシャ全土から兵を募り出撃し
ました。その総数は約十万。大軍勢ですね。そ
の中にはこの物語の主人公であるアキレウスの
ラオス王の妃、ヘレネを誘拐させて与えるとい
う暴挙にでたのです。
ああ、なんという事でしょう。よりによって
一国の妃を誘拐しようとは。それも列強の一
角、スパルタの王妃をです。そんな事をしたら
スパルタンな報復が来るに決まっています。こ
れがトロイアの命運を決定づけてしまうのでし
た。これがゼウスの人口削減計画と言う事なの
でしょう。
このヘレネはゼウスが白鳥に化けてかどわか
したレダの娘。彼女もまた神の血を引いている
のでした。絶世の美女で当たり前ですね。当然
求婚者も引きを切らない状態でした。その中に
この後登場するアガネムノン王やオデュッセウ
スがいました。そしてヘレネがメネラオス王を
選んだ際、求婚者達はメネラオス王に何か起き
た時には無条件で協力すると約束させたのがオ
デュッセウスでした。なのにこの男は招集がか
けられた時しらばっくれてしまいます。
最低ですね。
しかも智将として知られるくせに、猿芝居を
使者に見破られて引っ張り出されてしまいま
す。情けない智将もいたものです。
こうしてなんだかんだでメネラオス王とオ
デュッセウスがトロイアへ赴き、ヘレネとかっ
ぱらった宝物の返還を要求しますがあっさりと
断られます。
大した面の皮ですね。神様がついてると思っ
たのかも知れません。その神様は人口を減らそ
うとしているんですが、知らない方が幸せなん

姿がありました。
彼は冒頭で登場したテティスの息子で半神半
人の英雄。そして幼い我が子の不死を願ったテ
ティスは、冥界を流れるステュクス河にアキレ
ウスの足首を掴んでぶち込み祈りを捧げた事で
足首以外無敵の英雄アキレウスを作りあげたの
でした。史上初のチート主人公の誕生です。
ちなみにこの行為が幼児虐待と間違われて離
婚されてしまったという説もあります。
このアキレウスをスカウトしにいったのはま
たもやオデュッセウスでした。この時テティス
は「この戦いに参加したらアキレウスは死んで
まうで」という運命が決まっていたので息子を
女装させてリュコメデス王の宮廷女官達の中に
紛れ込ませていました。
しかしそれを嗅ぎ付けたオデュッセウスが女
官達へのプレゼントの化粧品やアクセサリーの
中に剣を入れておいたところ、アキレウスだけ
が迷いも無く剣を取った事で見破ってしまいま
した。
そんな事をしなくても一目でわかりそうなも
のですが。筋肉ムキムキで髭を生やした女官な
どいる筈もありません。たとえ髭を剃っていて
もまる分かりだった事でしょう。わざわざ回り
くどい事をするあたりが智将なのかも知れませ
んね。
ちなみにこのアキレウスは若い頃に従弟のパ
トロクロスと出会い、一目で恋に落ち○モ達に
なってしまったという説もあります。濃い展開
ですね。
さて出撃したのはいいものの、ギリシャ軍は
いきなり障害にぶち当たってしまいます。強烈
な逆風で出航できないのです。これはアガメム
ノン王が女神に無礼を働いた為とも言われてい

ますが、そのあたりはハッキリしません。なん
にせよ、アガメムノン王の長女イーピゲネイア

しかしこれであっさりと治ってしまいます。
神様パワーは凄いですね。

が人身御供になる事で収まります。酷い話です
ね。

ギリシア軍は陣容を立て直し再出発し、レー

やっと船が出せたと思ったところでまたトラ

ムノス島に寄港しますが、ここでもトラブルに
見舞われます。ヘラクレスの弓の所有者ピロク

ブルにぶち当たります。進路を間違えてしまい
南のミューシアへ到着した挙句、そこをトロイ

テーテースが毒蛇に咬まれ、定期的に人事不省
の状態に陥る有様となってしまいます。

アだと思い込んで突撃してしまうのです。

なんかもう呪われているんじゃないんでしょ
うかギリシャ軍は。
更に酷い事にギリシャ軍は彼を置き去りにし

ああ、なんという事でしょう。全く関係ない

国へいきなり全面戦争を仕掛けてしまうとは。 て出航してしまうのです。その上、戦も終盤の
ミューシアにしてみればとんだとばっちりで 九年後になってアキレウスの息子ネオプトレモ
す。しかもアキレウスが余計な頑張りを見せて
ミューシアの王・テーレポスを負傷させてしま

スとオデュッセウスが彼を迎えに来ます。が、
それは神託によってヘーラクレースの弓が必要

います。泥沼ですね。
テーレポス王もギリシャ側の大将・テルサン
ドロスを討ち取ったとはいえ、これで収まろう
はずもありません。しかも場所を間違えていた
事が発覚するや、ギリシャ軍はさっさと引き上
げてしまいます。はた迷惑にも程がありますね。
テーレポス王も収まろう筈もありません。し
かもアキレウスから受けた槍傷がどうしても癒
えないのです。仕方ないのでデルポイへ赴いて
神託を受けると「やった奴に治させたらええん
ちゃう？」と言うので先回りしてアルゴスでギ
リシャ軍を待ち、物乞いに扮して陣に潜り込み
アキレウスに「オラ！ さっさと治したらんか
い！」と要求します。
しかしアキレウスは戦うのが専門であり、治

なので弓だけをかっぱらいにきただけでした。
まさに鬼の仕打ちですね。
しかしネオプトレモスはその仕打ちに呆れ、
ピロクテーテースに真実を打ち明けます。無論
ピロクテーテースは激怒しますが、そこに神と
なったヘラクレスが現れて彼を宥めます。更に
ギリシャ軍にいるアスクレピオスの息子で父と
同じく名医のマカーオーンの治療を受けるよう
勧め、ようやく和解となるのでした。
ピロクテーテースの和解は後日談ですが、こ
うしてアキレウス達はあちこちに迷惑をふりま
きながら陣容を立て直し、もう一度出航しなお
してようやくトロイアへと辿り着いたのでし
た。

療は正反対の分野です。門前払いというか止め
を刺したいぐらいのところですが御神託とあっ
てはそうもいきません。幾らなんでも本物の神
様を敵に回すのは無謀です。
どうしたものかと悩んでいると『困ったとき
のオデュッセウス』がやって来て、「アキレウ
スの槍でやられたんやからその槍の錆を塗り付
けたらええんちゃうん」と無茶な事を言い出し
ます。
ああ、なんという事でしょう。そんな事をし
たら感染症になりかねません。私なら絶対に嫌
です。

～続く～
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アストロ随想

最もたくさん使われている言葉が 2016 年は
「家
族」で 2017 年は「一緒」です。和やかな安ら
ぎを求めているように思われます。
・ことばのつながりマップ：2017 年だけです。

七夕
そろそろ七夕ですね。今年の旧暦の七夕は８
月７日だそうですが、どちらでやるかは自由で
す。お天気が良ければ、どちらも月がなく天の
川を挟んで織り姫星と彦星が見えることでしょ
う。そして今年は惑星が勢揃いしますから観望
会をやったら楽しいでしょうね。
さて、七夕には願い事を書いた短冊を笹の葉
に付けて飾ることが日本の伝統行事ですが、最
近は家庭でやる行事というより、ショッピング
センターや幼稚園・学校などで行う催し物になっ
てしまいました。そしてデジタル化の世の中で 短冊に書いた願い事が叶うといいのですが、あ
すから、ネットを利用して全国的なレベルで願 まり多くのことを期待しすぎてはいけませんよ
い事を募集しているイベントもあるようですよ。 ね。それぞれの言葉の潜在意識や意図が見えて
「七夕プロジェクト実行委員会」の主催で 2016 くるようで面白いです。
年と 2017 年に実施されています。この結果の ところで「ワードクラウド」とか「つながりマッ
まとめ方が面白いので、ちょっとご紹介します。 プ」というものが、最近の統計調査や学校の学
・七夕プロジェクト 2016：総数 854,315 枚。 習活動などで使われるようになりました。頭の
願い事の分類①大切な人 38% ②目標 21% ③欲 中で考えていることを可視化して整理するのだ
しい物 18% ④将来の夢 15% ⑤地球の事 5% ⑥ そうです。上記の例を見せてもらうと「なるほ
どね」と分かったような気になるのですが、そ
日本の事 3%
・七夕プロジェクト 2017：総数 640,375 枚。 れでは実際に自分の頭の中で考えていることを
願い事の分類①大好きな人 37% ②目標 19% ③ 書き出してみようとするとたいへん難しいのです。
七夕の話題に戻りましょう。願い事を書いた
家族 16% ④欲しいもの 11% ⑤将来の夢 11% ⑥
短冊を付けるのは「笹」ですが、ショッピング
世の中のこと 5%
・ 願 い 事 の ワ ー ド ク ラ ウ ド： 左 2016 年、 右
2017 年

センターや幼稚園・学校で見るのは「竹」が多
いように思います。そこで、最後の話題は「笹」
と「竹」の違いです。
「笹」は「竹」と「世」が
合成して作られた漢字で、竹の小さなものとい
う意味になります。したがって大きさの違いが
あるようです。もう一つ大きな違いがあります。
それは、茎を取り巻いている皮が , 成長した後
も付けているのが笹で、とれて無くなってしま
うのが竹だそうです。七夕の日に確かめてみて
ください。

（執筆：もぐ）

星々のなまえ

第９回

シェリァクは、
ペルシャ語やアラビア語の琴
（亀
の甲羅に弦を張って作ったハープ）に由来して

夏真っ盛りの宵の頃、東の空高く夏の三角形
を描く明るい星々が目を惹きます。

います。

夏の大三角で最も空高い位置で明るく輝く星、
それが「こと座」のベガです。

★ε１、ε２ ／ ダブル・ダブルスター
ベガのお隣、εは二重星としてε１、ε２と別々

ベガの南側には平行四辺形（菱形）を描く星々
を見ることができます。これらは全てこと座

のバイヤー名が付いています。εは低倍率望遠
鏡で観察すると単純な二重星ですが、分解能の

の星々なのです。

よい屈折望遠鏡や中口径以上の反射望遠鏡でそ
れなりの倍率で見ると、二つの星は、それぞれ
に、とてもくっついた二重星であることがわか

★ベガ（Vega）
こと座のα星ベガは、日本では一般に「おりひ
め」
、中国名「織女」で知られています。

ります。

ベガの見かけ上の星の明るさを示す実施等級
は０．０等級。以前は星々の明るさを測るため
の標準星として扱われていました。
あまり知られていませんが、固有名の由来は、
現在のこと座とは並びを異にした「落ちるワ
シ」という見方のアラビア名からきています。

そのほかこと座には、有名な惑星状星雲 M57
環状星雲があります。リング星雲やドーナツ星
雲などとも呼ばれます。シェリァクから近いの
で、望遠鏡を向けやすい星雲です。
菱形から外れますが M56 はコンパクトな球状
星団として楽しむことができます。
機会があれば、小さくても見所の憶えやすい星
座、
こと座を探索してみてはいかがでしょうか。
( 執筆：Sirius)

★シェリァク (Sheliak）
こと座のβ星、実施等級は３．５等級です。

会員紹介
oomori

たのですが、それが何かも分からず一目惚れし
て「こんなの読めるん？」と言われながらも無

～プロフィール～
１９７１年４月、初代仮面ライダー第１話放

理矢理に買ってもらいました。子供特有の意地
と我儘ですね。

映の日に生を受ける。総社市に生まれ育ち、現
在は倉敷市在住。ペンネームは秋月白兎。
趣味

写真

バスフィッシング

アマチュア小

教えてもらいながら読むうちに、壮大なス
ケールと美しい写真の数々で更に魅了されてし
まいました。その本は擦り切れる程に繰り返し
繰り返し読んでいたので本当に擦り切れてしま

説書き（クトゥルー神話作家 新熊昇先生のお い、仕方なく処分となってしまいました。その
手伝いなう 既刊「冥王の刻印」
「黒い碑の魔神」 後も天文関係の本を買ってもらい、空想の中で
宇宙を旅する日々を過ごします。
「関西魂」収録作品など）
～ＯＡＣ入会までの経緯～

実際に夜空を見上げる事はありませんでし

た。
と言うのも私は生まれつき気管支炎があり、
天文に関心を持ったのは幼稚園に入るよりも 当時は１０ｍも走れない程の虚弱児だったから
前でした。兄と共に母に連れて行ってもらった です。庭で遊ぶ事すら稀でした。
しかし兄と共に剣道を始めると気管支炎は影
天満屋ハピータウン総社店の書店での事。そこ
で兄がオバ Q の単行本を買ってもらっていた を潜めていき、稽古の帰りは夜空を眺めながら
ので、自分も何か欲しいと母にねだりました。 自転車で帰るようになりました。
中学では陸上部に入り、短距離走をやってい
「好きな本を一冊選びなさい」と言われて「何
かないか」とよく分からないままに店内を物色。 ました。三年生になる頃、一大天文現象がやっ
すると見た事のない綺麗な表紙の本が！ 今 てきます。そう、ハレー彗星の回帰です。当時
から思えばアンドロメダ星雲（当時の表現）
だっ 人気バンドだったレベッカが「７６ｔｈ ｓｔ
ａｒ」をアルバムに収録するなど世間は大盛り
上がりだったのですが、私はそれほど関心を示
していませんでした。
当時の私は「青春の悩み」というヤツの真っ
只中だったのです。この難敵にはなかなか打ち
勝つ事が出来ず、しばらく天文と関係を持たな
い時期が続いてしまいました。
そんな私にまたもや転機が訪れました。友人
に誘われて始めたゲームセンターのアルバイト
です。そこで貯めたお金で買った中古のＣＲ ‐
Ｘ（グラストップ）での帰り道。信号待ちでふ
と見上げた深夜の空に見えた月が何かを投げか
けてきました。「やっぱり綺麗だな……」そう
思った私は路肩に車を停め、シートを倒して愛
車の屋根越しに月を眺めていました。
久しぶりに望遠鏡が欲しくなったものの、総
社には売っている店がない……そう思っていた
私の眼に驚くべき文字が飛び込んできました。

新しくできたカメラ屋さんの壁広告に「天体望
遠鏡」の文字が！ 何たるグッドタイミング！

また当時は手帳に１枚毎の露出データを書き
留め、自分なりのデータバンクを作ったりもし

これは天の配剤に違いないと、そのまま店に
飛び込みました。すると景気が良かった頃だけ

ていました。あまり役に立たなかったのですが
……。

に、カメラ屋さんにもかかわらず天体望遠鏡が
何台か展示しているではありませんか。手持ち

そしてＲ１００ＬからＲ１５０Ｓへとチェン
ジ。これがつい最近まで使い続けたパートナー

の金額で買えそうな物は経緯台の屈折のみ。そ
のオレンジ色の筒は今にして思えばビクセンの

となりました。
細々と一人で続ける中、就職や転職も経験し

ハレーシリーズだったと思います。当時はメー
カーを気にしていませんでしたし、粗悪品など
置いていまいと思い込んでいました。思いっき

ながらも百武彗星やヘール・ボップ彗星も撮影
する幸運に恵まれました。
しかし仕事が忙しくなり、加えてこれも古く

り性善説で生きていたんですね。
銀行でお金を下ろして来ようかとも思いまし

からの趣味であるバスフィッシングに傾倒する
ようになってしまい、またもや天文から遠ざ

たが、望遠鏡は初めてなので赤道儀は難しい。 かってしまいます。
加えて当時の私は屈折派。「反射式なんぞかっ
そのまま結婚・第一子誕生とイベントが続き、
こ悪いわ！」 というタイプでしたので展示し
てあった屈折式を購入して帰りました。それま
での読書で惑星と恒星の見分け方くらいは知っ
ていましたが、望遠鏡を空に向けるのも意識し
て惑星を探すのも全くの初めて。それでも取説
に従い、またサバゲーの要領で惑星と思しき星
を狙うと、そこに見えたのは見るも鮮やかなリ
ングを纏った惑星。そう、惑星のトップアイド
ル土星でした。
幼い頃からの憧れを手にした瞬間。あの時の
感動は今でも忘れられません。
暫くはその筒で月や惑星を眺めて愉しんでい
ましたが、徐々に不満を感じてしまいます。経
緯台ではじっくりと眺める事が出来ませんし、
なによりも初心者にありがちな「高倍率こそ正

天文も釣りも控えてしました。が、子供が小学
校に入る頃になり、また仕事も落ち着いてきた
ので「久しぶりに写してみるか」と近くの公園
にカメラと三脚だけを持っていき星景を写して
みると意外に何とかなるものです。
が、カメラ屋さんでフィルムの現像は既に
やっている所が少なく、時間がかかる事を知ら
されていました。
もはやデジタル全盛、心霊写真でさえデジタ
ルの時代。私はそれに置いてけぼりにされてい
たのです。なんとかせねば……。
とは言えデジカメは殆ど触った事もない私。
妻のコンデジを何度か使った事がある程度。知
識ゼロの状態で天文誌の広告を漁り、ＥＯＳ
ｋｉｓｓ ｘ４の改造ボディを見つけて入手。

義！」の罠に陥っていたのです。有効倍率の概

今に至るも使い続けています。

念が無かった私は高倍率を求めアイピースを
変え――る事無く丸ごと買い替える事にしまし
た。まだ景気が良かったですから……。

そして金環日食もなんとか撮影成功。徐々に
天文に「ハマり直し」ていく事になります。
ところが思わぬアクシデントが。仕事で体を

買ったのはビクセンのＲ１００Ｌ。本当は屈
折にしたかったのですが、値段に負けてしまい

壊してしまうのですが、会社側がなかなか対応
してくれず、悪化の一途をたどり当日欠勤が増

ました。しかし使ってみるとキラキラとした輝
きが気に入ってしまい、以後ずっと反射式を使

える事態に。暫くしてようやく対処してもらえ
たのですが、
「もう会社の為に我慢するのはや

い続ける事になるのはご存知の通り。
そして今度は「写真に写してみたい」と思う

めよう」と決め、新聞で知っていた「星のソム
リエ講座」を受ける事にしました。

ようになり、カメラ屋さんに相談して中古のニ
コンＦＭ２を買い、手探りで実践していくので
す。そんな私の手引書は撮影用アダプターの取

これに行くには残業を断る必要があります。
以前なら不可能でしたが、会社への義理立てを
止めた私はへっちゃらで断るのでした。

説と藤井旭さんの「天体写真入門」でした。

そこで M さんに出会い、岩倉公園を教えて

いただき通い始めました。確か三回目の岩倉
公園出撃で偶然ＯＡＣの観望会と一緒になり、
Sirius さんに勧誘され、加えて皆さんの雰囲気
の良さに惹かれて入会する事に決めた次第で
す。

お久しぶりです。３１号ぶりです。３日坊主なら
ぬ３艘坊主をやらかしました。休載する方に賭けて

～入会その後～

いたみなさん、おめでとうございます。
さて、4 月 28 日～ 5 月 5 日までオホーツク海沿

入会してからはそれまでの（ほとんど）単独 岸に遠征に「自家用車で」行きました。舞鶴～小樽
での出撃の反動からか、はたまた一気に仲間が 間はフェリーでしたが、延走行距離は約 2200 km、
出来た嬉しさからか出撃率が鰻登りに。マグ 北海道内は約 1700km でした。フェリーに 20 時間
ネットコーティングが施されたのかトランザム 乗り、下船後はひたすら日本海沿岸を走り稚内駅と
が発動したのか（共にガンダムネタ）という状 宗谷岬へ向かいました。理由は最北の地 (2018 年
6 月時点で日本国が実効支配している地域のみ ) に
態になってしまいました。
機材も暫くは入会前のままだったのですが、 行ってみたかっただけなので、稚内駅と宗谷岬の滞
初めて参加した合宿で HN さん提供の QHY カ 在時間は 10 分程度でした。宗谷岬からオホーツク
メラが当たってから欲が出てきました。徐々に 海沿岸を走り網走→知床→知床峠→羅臼を周りまし
ガイド鏡からなにから揃えていき、筒も２０セ
ンチに成長（？）し……ああ、仕事は不景気な
のに……全て自己責任です。はい。
そして過大評価されたのか、今年の総会で会
報班の副班長を仰せつかりました。と言っても
会報班は原稿を書いたらあとは編集長（班長）
に提出（丸投げ）するだけなんで特にやる事は
ないんですが……「何かしているふり」のスキ
ルを上げるべく頑張ります。
一番上げるべきは撮影のスキルなんですが、
急激な機材のデジタル化についていくだけで精
一杯だったりしています。皆さん、今後もご教
示のほどよろしくお願いいたします。
～現在の機材～

た。
このような衝動に駆られた理由は、網走に腐れ縁
の友人がいるからです。様々な理由からオホーツ
ク海沿岸で乾布摩擦を行う事になりました。その様
子は気持ちが悪いのでこの場ではお見せできません
が、北緯 44 度 06 分 44 秒、東経 144 度 14 分 35
秒で乾布摩擦を行いました
今回の旅における第 1 目的は友人に会う事でした
が、第 2 目的は星景写真の撮影でした。4 月 10 日
に人生初めてのフルサイズ一眼レフカメラである
Canon の 6D を受取りました。5 月 1 日の当初の予
定では、宿泊先である農場で撮りまくるつもりでし
た。しかし 4 時間程度時間が空いたので、摩周湖と
屈斜路湖に行こうと思いました。上手な人が名機を
用いて満月の下で雲海を撮影する時、作品の出来も
しくは経験値は、撮影時間の範囲で積分すると以下

の①式で表されます。今回は 20 時～ 30 時 ( 午前 6
・望遠鏡＆赤道儀 ビクセン R200SS+SX-D
時 ) まで撮影しました。今、名機と全周雲海と照月
・カメラ キヤノン EOS KISS X4 改造ボディ
をそれぞれ x，y，y と置くと
・レンズ キヤノン ＥＦ ‐ Ｓ １８ ‐ ５５ＩＳ
30 時
ＥＦ - Ｓ ５５ ‐ ２５０
ＥＦ - Ｓ １０ ‐ １８
〖f（ x ＋ y ＋ z ）＝ ∞〗………①
20 時
・ポータブル赤道儀 サイトロン ナノ・トラッカー
∞の写真が撮れるチャンスはあり、その気配は 17
・ＣＭＯＳカメラ ＱＨＹ ５- ⅡＬ ‐ Ｃ
時頃には摩周湖に表れていました。摩周湖に蓋をす
・ポールマスター

∫

こうして見ると純正好きだなぁとつくづく……。

るような霧と低い気温と強風です。摩周湖は火山の
噴火によって出来たカルデラ湖であり、周囲は標高
数百 m の山で囲まれています。湿度が高くよく冷え
た日に、昼夜問わず雲が山を越えて摩周湖に向かっ

て滝のように落ちる現象が見られ「滝雲」と呼ばれ
ます。それが日ごろの行いによって、満月の夜に現

それもこのように写りました。先に述べた通り、
この場所と現象は最強です。ただし①式の解から下

れました。目の前で真白な雪が、外輪山を這うよう 手を引くのですが、下手の値は≒ ‐ ∞です。つまり
にゆっくりと流れ落ちました。湖面に当たった雲は、 下手の成果は∞ ‐ ∞の不定形となりました。不定形
まるで磁石の同極同士が反発するように素早く上に
巻き上がりました。その一部はこちらに向かってき

ですから良いものが撮れる事もあるのですが、それ
は所詮ビギナーズラックです。不定形の写真を何と

ました。月光によって薄黄色の壁が迫ってくるよう
な恐怖を感じ、ぶつかった時は息を止めました。包

かしなければなりません。YouTube の写真講座を観
たり他の人が撮る所へ付いて行ったりしますが、6D

む雲は冷たくなく、強風のためすぐに通り過ぎまし を腐らせないようにします。
た。強風が山を抜けるためにピューという高い音と、
最後に図 3 を示して終わりにします。
時々聞こえる動物の声で恐怖が一層高まりました。
日頃のおかげで「滝雲」を肉眼で捉え、肺に入れた
結果五感全てで感じました。その様子が図１です。

これらを肉眼で捉えたのは、今回が初めてでした。
現地で見た時は、いよいよ端に来たという感情に
よって感動したのですが、このように見直すと瀬戸
内海でも見られそうな景色です。来年は根室で残り
これは ISO800 の 4 秒で撮影しました。一体どの を観たいです。
程度表現出来ているでしょうか。0.2 g くらいでしょ
次号では昨年 10 月に T 氏から頂いた太陽の変な
うか。写真の周囲は月が明るすぎるために暗くなっ 現象の話を出来ればと思います。話のネタは昨年
ています。感度が高いために雲のきめ細かさが潰れ 10 月 19 日に頂いていたのですが、休載ですっかり
ました。細かくレンズを拭かないために、湿気によ 放置していました。
りレンズが曇りました。
それではまた５艘目でお話出来る事を祈りつつ。
その後「滝雲」によって雲が摩周湖へ供給され、
（執筆：ジョンＳ）
3 時頃に雲に満たされた状態の「雲海」になりました。
周囲全ての様子を載せられないのですが、この時は
360°の雲海になり、雲の上に立たされているようで
した。図 2 をご覧ください。

イベント報告
公開観望会（備中国分寺北駐車場・総社市）

2018 年３月 24 日（土）実施
会員 24 名・ゲスト 4 名 計 28 名 参加

公開観望会（備中国分寺北駐車場・総社市）

2018 年 5 月 19 日 ( 土）実施
会員 14 名・ゲスト 20 名位
約 40 名 参加

たくさんの懐かしの望遠鏡が集結し、様々な見
え味を堪能しました。

今と違って、フィルム一枚撮りで画像処理な
ど全く無いような時代です。よく見てみると、
上のほうに極冠、真ん中に移っているのは大シ
ルチスのようです。この時には初めて火星の模

第５回

様を写すことができました。
それからしばらくは、火星は 1995 年の小接

火星大接近

季節はもう六月下旬。梅雨入りもとっくに過
ぎて蛍も終盤です。梅雨の雲の向こうには天の

近に向けて遠ざかる一方、自分のほうも帰岡し
て仕事に追われていたこともあり、ましな写真

川が流れていますが、今年はその東岸にひとき
わ赤く光る星、火星が輝いています。今年は大

は撮れませんでした。
時代は流れて 2003 年、人生 2 回目の火星大
接近。この時はシュワルツ 150 を持っていた

接近の年、これから 7 月下旬にかけて旬を迎
えます。ということで、今回の一葉は下馬評通
り 2 回前の大接近、1988 年秋の火星です。
この年は実は自分が生まれて初めて初めて見る
火星大接近でした。星空に興味を持ちだしたの
がちょうど小接近にあたる 1970 年代末という
こともあり、自分的には火星は見ても模様がな
い星という風に思っておりました。
この認識が変わったのが、大学時代に見た中
接近時の火星でした。使った望遠鏡がニコン
の 8 センチ屈折だったことが幸いしたのでしょ
う。最高倍率をかけると、ただ赤いだけと思っ
ていた火星にうっすら模様が見えるじゃないで
すか。初めての体験に、春の夜中に飽きること
なく望遠鏡にかじりついておりました。
その 2 年後の 1986 年、友人の FC76 を夏に
使わせてもらえることになり、夏休みに夜な夜
な近くのグラウンドで見ておりました。写真も

のですが、短焦点アクロは惑星には無力だった
ので、前回同様 FC100 にて撮影しました。こ
の時はカメラを新調して
デジタルカメラで撮影し
ました。残念ながら動画
ではなく、何枚も撮った
写真を手動コンポジット
＋ウェーブレット処理を
行って、いくらかは前よ 2003/8/21 撮影
りはきれいな写真が撮れたように思います。
さて、来月には自分的には人生３回目の大接
近を迎えますが、今回はどんな模様を見せてく
れることでしょうか。梅雨や火星表面の大砂嵐
など障害がありますが、楽しみに見てみたいと
思います。

イベント案内

撮りましたが、模様が写らず無念でした。
そ し て、20 世 紀 最 後 の 火 星 大 接 近 の 年、 公開観望会「星を入れよう観望会」
1988 年。満を持して FC100 を購入した自分 （大芦高原・美作市）

は見えた模様に驚喜しておりました。そして、 2018 年 8 月 18 日（土） 20 時から
その時に撮った写真がこれ。
催行状況は、OAC ホームページにてご確認下
さい。
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1988/10/8 NikonFG20

FC100 ＋ Or5mm

筒先開閉にて 5 秒くらい露出

拡大撮影

コニカカラー SR400

編集後記
梅雨と夏至でなかなか星が見えずらい日が続
きますが、7 月には皆既月食と火星大接近、再
8 月にはペルセ群と現象が続きます。ちゃんと
晴れてほしいですね。さて、次号はとうとう
40 号です。内容を今から考えなくては…。

