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星 の ス1ペ ク ト ル の F撮 り 方

渡

1  1ま じめ に

静止カメラにょる星野の撮影 ,追跡カメラによ

る星野の撮影 ,星雲や星団 ,惑星や月の撮影 ,等

々にっいては雑誌や天文の書物に詳 しく述べられ

それ等の写真 も多 く見うけられる。 しかし らアマ

チュアが簡単な工夫 と努力で可能な星のスペク ト

ルの撮影の方法に関する文献は殆ん ど見 られない。

去年から今年にかけ ,自分な りに ,何回かの失敗

の後になんとか一等星 ぐらいの星なら ,そ の星の

スペクトルが撮れるょぅにな ったので紹介 したい

と思 う。アマチュアの撮 ったスペク トルなど学問

的には価値はないのですが ,定性的な観測資料 と

しては生徒の興味をひ くことができるにちがいな

い。又 .高校の天文 クラブなどでは簡単に試みる

ことができると思 う。

2 スペク トルについて

スペク トルの研究は 1866年 にニュー トンが

太陽光線 をプリズムで分解すると赤・橙・黄・緑

青・藍・紫の七色の色帯になるとい う発見に始ま

る。 1802年 にはウォラス トンが太陽の スペク

トル中に 7本のぼんやりした暗線があることを発

見 し ,更に ,1814年 には有名な フラウンホー

ファーが太陽のスペ クトル中の 324本 の暗線 を

調べ上げた。そ して 1859～ 62年にかけキル

ヒホソフはスペクトルに関する「 キルヒホッフの

法則 Jを発見 し ,フ ラウンホーファー線あ謎 を解

いた。この法貝」は「 希薄な気体の出すスベクトル

博 光 (対馬高校定時制中心校

は線 スペク トちレで ,輝線の数や配列の仕方は各元

素に特有である。
[そ

して ,も し気体の状態にある

物質が光源よりも温度が低ければ ,そ の輝線は逆

に光を吸収 し暗線 となる。 」といぅものである。

この法則により ,星のスィヾク トルを観測すること

により星をつ くっている物質や状態を知ることが

できるょうにな った訳です。

3 準備す るもの

◎プリズム(40× 40勧 直角プリズム,巾 80御 )

◎望遠鏡

◎ 35勧一眼レフボディー

◎アダプター

◎フイルム (ト ラィX)

◎その他

～ +～ +～ +～ +～ +～ +～ ・

◎ プ リズムは光の量を出来るだけ多くするた

めに大 きいものに した。幅が 80御 あり対物

レンズのフー ドにゴム紐で簡単にセットでき

た。                   i

◎ 望遠鏡は高橋製作所の口径 65mを用いた。

これは赤道儀だが
,ヽ
スペクトルを撮るときは ,

経緯儀にして用いたち

◎  カメラボデ ィーはアサ ヒペ ンタックス SU

である6               .

◎ アダプターは高橋製作所のものでアダプタ

ームの中に拡大 レンズ (25解 )も 入れるこ

とができる。

◎  フイルムはコダックの トライX(ASA400)

辺
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を用いた。感度がよく,増感 しても粒子があ

れない。       ■  1

◎ その他   :   : :

小型懐中電灯 .ス トしプウォ|チ :星図な

ど二般の天体撮影に必要なもの :そ れにクリ

|ノ メニターが必要です。

4 光学系の組合せ

下図のょうに ,対物 レンズ (900勧 )の 前に

45° の直角プリズムを置き。更に ,フ イルムの

前に拡大 レンズ (25勧 )を入れフイルム面いっ

ぱいにスがタトルを伸ば した。

第 11図  光学系の組み合せ

5 撮影準備 |

■般の人体撮影の時のように ,月光 ,風のない

時がよい。特に ぅ風はスペクトル撮影には禁物で

ある。

イ)望遠鏡が赤道儀なら極軸を重直に し,水平儀

にして用いる。そして ,足 を固める。

0 足の長さを調節 して ,赤経環を水平にす る。

このときクリノメーターの水準器 を用いて ,で

きるだけ正確に水平に したい。水平でなか った

ら後で .目 的の星のスペクトルを視野に入れる

のに苦労する。

クリ アダプターで望遠鏡にカメラのボディーを接

続する。又 ,ア ダプターの中に拡大用のレンズ

を入れ ,星 をねらい 。ビントを合わせる。

o 対物 レンズの前のフー ドにプリズムを取 りつ

ける。プ リズムの1幅が 8oη あるので口径 65

潔の望遠鏡にはゴム紐で簡単にセットできた。

この とき注意 しなければいけないことは ,光軸

とプリズムの角度を一定にすることで ,そ うし

ないと ,ス ペクトルの長さがその時その時で変

わ り ,他の星のスペク トルとの比較や暗線の同

定に手間どることになる。又 .プ リズ ムはクリ

ノメーターで水平にセットする必要がある。

以上で装置のセットは終わ ったわけですが ,撮

影に とりかかる前に ,調 べてお くことが 2点あ り

ますお

(1)プ リズムによる光線の屈折角 を調べる。これ

は遠 くの街灯 を使 ってで きます。明るい街灯を

まず視野に入れ ,赤緯環の目盛 を読みとり ,そ

してゆ っくり ,鏡筒 を垂直方向 (赤緯方向 )だ

けに下げる。すると ,街灯のスペ クトルが視野

に入 ってくるのでその目盛を読む ,前の目盛 と

この目盛の差がプリズムの屈折角 となる。私の

プリズムでは 28° で した。鏡筒 を赤緯方向に

だけ下げてもスペク トルが視野に入 らないのは

赤経環 θプリズムが水平でなぃ証拠です。

(2)南 中 している星のスペク トルがカメラの視野

をどの程度の速 さで動 くかを知ることです。肉

眼では明るく見 えても ,ス ペクトルは意外 と暗

く写真にとれないことがあります。 自動式の望

遠鏡なら長時間露出し ,暗い星まで撮影できる

訳ですが手動の場合 ,熟練 しないと良いスペク

トルとならない。 ファインダー をのぞきなが ら

赤経微動ハン ドルをまわ し ,ス ペク トルを追跡

する練習を撮影前に しておく必要がある。 1～

2分間 ,勘 で追跡 しても視野の中の スペクトル

が移動 していないようなら 1等星の星までは充

分撮れる。

6 撮  影

水星や金星以外は南中する星をね らった方がい
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い写真 となる。

各装 置のセットが終ると,忘れない内に フィル

ムを巻き ,シ ャッターにレリーズをつけ ,シ ャッ

ターをバルブ (B)に合わせる。そ して ,目 的の

南中 している星をまず視野に入れ .赤経軸 クラン

プをしめ ,赤緯方向にプリズ ムの屈折角だけ赤緯

環の目盛 を見なが ら鏡筒 を下げる。私のプリズム

の場合28° 下げれば目的の星のスペク トルが視野

に入 ってくる。 プリズムは水平にな っているし .

星は南中 しているのだからスノベク トルは赤緯方向

に伸びている。そのまま放 ってお くと南天の星な

らスペク トルは視野 の中を西か ら東に移動す る。

この 日間運動で スペク トルの|力 をっける訳ですが

手動で追跡 し光 を溜める必要もあり ,こ の点が一

番難か しい。従 って ,ど うしても何回か同 じ星を

撮影 し,そ の内の一番いいものを選ぶ とい うこと

になる。//J論
,露出時間は メモしてお く必要があ

る。

水星や金星の場合 ,プ リズムをほぼ重直にし ,

スペクトルを赤緯方向に伸ば し ,星の上昇又ヤま下

降の 日FnLl運動で幅をつけるとょい。

7 現  像

フイルム現像は必ず自分でする必要がある。 ス

ペク トルの場合 .パ ンドールを使い 20℃ ,20
分の現像が良いと思 う。プリン トも自分でや った

方がいいが ,DPE店 にたのんでもいいと思 う。

8 反  省

望遠鏡が自動式な ら .露出は自由に長 くするこ

とができる訳ですが ,手動式の場合自由にならな

い。 しか し,手動でも熟練すれば 2等星 ぐらいま

で撮れ′そうである。

惑星に比べ ,恒星のスペクトルは短波長が強 く

感光するので ,視野外に出ないよう注意する必要

がある。

比較スペク トルお入れることができないので正

確に暗線を固定することは不可能だが ,対物 プリ

ズムの場合 ,簡単に多 くの星のスペク トルを撮る

ことができる。

9 あ とが き

手元に資料を持 っていないので火星 ,ヴ ェガの

スペクトルの同定ができていない。会員諸氏の御

指導を仰ぎたいと思 う。
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第 2図 火星のスペ クトル (1969.5.21)

ヴェガの スペ ク トル (1969.5.21)第 3図
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