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は じおのに

1982年 は1月 12月 の皆既月食やハレー彗星の

検出など天文界の話題もにぎやかであったが,

太陽系内の惑星が太陽の片側に集まるという
｀
惑星の大集合

″が春先の世間の耳目を集めた

ことも言己臆に新しいところである。その重力効

果が地震の誘因となるといった議論も一部では

なされたが,それはさておき,今回は82年の各

惑星の状況をふり返 り,合わせて観測上ご)一般

的な注意を述べてみたい。

1.惑星 の観測 とは

惑星の観測とは何をするかというと,最近は

この分野も探査機の活躍やレーダーなどによっ

て多種多様化している。そのうち地質屋が表面

を歩いて ?地質図を作るといった事態になり,

｀
長崎県地学会創立100周 年記念火星巡検会

″
な

どが催されるかも知れないが,現在、我々アマ

チュアがやれるものは,

① 位置の移動

② 表面の模様や形の変化

の観測ということになる。特に火星,本星につ

いて表面の模様をたんねんにとらえれば,新 し
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い事実や現象をキャッチできる可能性 もある。

例のボェジャーが撮った写真があまりにも鮮明

であったため,そ の後惑星観測をやるアマチュ

アが激減 し,｀ ボエジャー・ショック
″

という言

葉 も生まれたが,探査機の観測は一過性のもの

なので,地球上からの粗い観測でも気長に続け

ればそれなりの存在意義はまだまだあるように

思われる。

2.観 測 の方 法 と留 意 点

(1)観測の方法

位置の変化

恒星の間を動いてい く様子を表わすのは,ス

ケッチでも良いし,小型カメラで写真に撮って

も良い。最も初歩的な
｀
固定撮影

″
でも水星か

ら天王星 までの 6個の明るい惑星 と星座の星を

撮ることが可能である。一歩進んでガイ ド撮影

をすれば,惑星 と星座のかわった星野写真を楽

しむことがで`きる。

表面の模様や形の変化

この観測のためには天体望遠鏡が必要で,そ

れ も口径が大 きいほ ど有効である。一般 には

φ15cm以上ならある程度の観測は可能 と言われ

る。通常使用する場合の最高倍率は望遠鏡の口
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径をmmで表わしたもの,例えばφ100mmな ら100

倍が一応の目安 となるが,気流の状態が良い時

にはその 2倍程度をかけた方が見易いこともあ

る。高倍率を使用するので赤道儀の方が便利で

ある。

模様等の記録はスケッチによるのが一般的で

ある。 しか も,惑星の自転により模様が どんど

ん変化するため短時間で終えなければならない。

良いスケッチを残せるようになるのはなかなか

難 しいことである。

惑星面を写真にとって記録する方法もある。

数秒単位の長い露出を必要 とするので解像力は

なかなか肉眼には及ばないが,個人差のあるス

ケッチに対 し客観的な記録を残せるという長所

を持っている。 この場合にはモーター ドライブ

付の赤道儀が不可欠 となる。

(2)留意点

よく晴れているのに望遠鏡で星を見てもよく

見えないということがある。主に次の原因が考

えられ/る 。

①過度な期待を抱いている。

②気流の状況が悪い。

③望遠鏡 (特に反射望遠鏡)を戸外に出して

すぐ見た。

④倍率のかけすぎ。

⑤調整不良 (主 に光軸のズレ)

(そ れぞれの点については「天体観測のすす

め」講談社ブルーバックス等の入門書を参

照されたい。)

要は,し ばらく時間をおいた り,調整 した

りすれば見えるようになるものか否かを見

きわめることで,気流による像の乱れ (See―

ingと 言って 5ま たは10段階で表わす)が

大きい時には惑星面の観測はできない。

水星

太陽に近いためかなり見づらい天体である。

見ようと思ったら,年鑑等で太陽からの離角が

大きい時を選定し,方角等をあらかじめ知って

お く必要がある。薄明の中では探 しだすのがた

いへんだが,近 くに月や金星などの目印があれ

ば割 と楽に見付けられる。それでもやはり双眼

鏡は欲 しいところ。高度が非常に低いため,望

遠鏡で見ても良い Seeingに 恵 まれることはま

ず無い。形がわかれば成功 /と いうところか。

ぼやぼやしていると望遠鏡の視野にとらえる前

に沈んでしまう。

82年 は 5月 上旬、宵の西空で良い条件 とな り,

半分ほど欠けた姿を見ることができた。写真 も

撮ったのだが,ずい分露出不足だった。

金星

81年 12月 17日 20時,NBC佐 世保局から電話

がはいった。「西海橋上空にUFOが あるとの連

絡で今取材班が出かけているが,何か該当する

ものはありませんか ?」 とのことである。実は

この日の夕方,西 日本上空に飛行機の落下 とま

ちがえる様な大火球が飛び,こ ちらも若干混乱

したのだけど,｀西海橋上空のUFO″の正体は

金星である。古来より明の明星,宵の明星 とし

て親 しまれる金星は,最大光輝の前後には確か

にこれが星だろうか ?と 思える程,す ばらしい

明るさで輝や く。

1月 21日 に内合 となったため,81年の暮から

1月 上～中旬は宵の西空, 1月 下旬以降は明方

の東の空に見えた。内合前後は特に形の変化が

興味深 く,南北のカスプが細長 く伸びた姿を見

せてくれた。ただし今回は,①冬はSeeingが悪

い,②天候が不順,ま た,③金星の位置が南に

低かった,た め観測する条件としてはかなり悪

いものだった。81年 12月 から執ように金星を追

払調各
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いかけたが内合の前は天気が悪 く, 1月 12日 ま

でしか追跡できなかった。次の内合は83年 8月 ,

これは今回と全 く逆の良い条件を備えている。

形の変化は小日径 (φ 5-6 cm)の望遠鏡でも

よくわかるし,内合前後の三 日月形は双眼鏡で

も確認することができる。暗 くなるまで待って

いると高度が低 くなり,大気のゆらぎで不安定

な像 しか見えないので,ま だ明るいうちから探

しだして見るのがコツである。

火星

3月 31日 が衝で,好気流に恵まれる春～初夏

の 3～ 5月 によい条件で見えた。軌道は地球 よ

り外側にあるものの,地球に近いため形の変化

も大きく,衝のころまん丸に見えていたものが,

その後次第にいびつに,ま た小さくなってい く

ことがよく分った。今回は北半球が良 く見え,

北極にポツンととび出たような白い北極冠が印

象的であった。まだ小接近なため,視直径は最

大14″ にしかならず,小 日径の対象 としてはつら

いところだが,次回の接近からはだんだん大き

く見えるようになる。

位置の変化は一番良 くわかる星だが,今回は

特に木・ 土星が近 くにあり興味深い眺めとなっ

た。 1週間おきくらいに他の星を含めて写真を

撮ると,その動きの速さにびっくりさせ られる。

木星

ある。

木星は直径が地球の11倍 もある巨大な惑星だ

が,その自転周期は10時間弱 とたいへん短かい。

1時間当 りの回転角が36° にもなり,見ているう

ちに模様が東から西へ移って行 く。衝の時には

一晩見ていれば本星の全周を見ることができる

ことになる。

木星で見逃せないのは 4個の明るい衛星で,

発見者にちなんで普通「ガリンオ衛星」 と呼ば

れる。 5～ 6等級の衛星 としてはたいへん明る

いものである。木星面を拡大して見ている時で

も 1個や 2個はたいがい視野の中にとびこんで

くるのだが,やや倍率を下げて見ると全部を見

ることができる。(本星に隠れて全部は見えない

こともある。)こ の 4個の衛星はそれぞれ木星の

周囲を公転 してお り,内側のイオやユーロパは

1時間でもかなり位置を変える。外側ほど動き

が遅いわけだが,それでも 1日 経てば動きがわ

かる。 3日 ほど動きを追ってやると面白い結果

が得られると思う。 これらの衛星 と中央に控え

る木星の関係は
｀
ミニ太陽系

″
とも言えるもの

で,太陽系の構造を理解するのに役だつ。望遠

鏡の口径が40cm以 上になるとこの衛星がちゃん

と丸 く見えるそうだが,私はまだ丸いと感 じれ

るほどの経験は持たない。なお,木星にはガ リ

ンオ衛星の他にも10個近 くの衛星があるのだが,

13等 よりも暗いため中小口径機の対象 とはなら

ない。

数年前までは全面に複雑な模様が見えていた

が,現在は赤道の 2本の帯縞の南半球の 1本の    土星

帯縞 (南温帯縞)が明瞭にわかるくらいである。  月とともに観望会での人気ヽ 1の天体である。

南赤道帯縞にある大赤斑は,一時はあづき色に  闇の中に帽子のような土星がポッカリ浮かんで

濃 く見 えφ5cmの望遠鏡でもよくわかったも  いる様はいつ見ても不思議な気がする。

のだが,今は 8 cmく らいでも見づらいようであ   このリングは,1978年 に黄道面と土星の赤道

る。Seeingの良い時には10～ 15cmよ り上のクラ  面が合致したため,地球の位置がリングを真横

スでは,帯縞の間にフェストーンとよばれる突  から見るようになり,見かけ上消失したが,(こ

起状の縞模様が観察できな。また帯縞自体も凹  の現象は29.6年に 2回生じる。)そ の後次第に

凸があったり,濃淡があったりでかなり複雑で  リングの傾きが大きくなり見易 くなってきた。
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82～83年 くらいが最も美しい姿ではないかと思

つ。

土星本体については木星の様な複雑な模様は

見 られない。ただ赤道の白い帯 とその端のやや

黒っぽい縞がわかる程度である。 これは土星が

本星の 2倍 も太陽から離れているため表面温度

が低 く,それだけ表面の活動が不活発なためと

考えられている。

リングは先ほど述べた様にだいぶ開いてきた

ので,A環 とB環の間の「カッシエの空隙」 も

はっきり見えるようになった。 B環の内側のC

環はA～ B環に比べるとずっと薄いためまだ見

づらいが,83年以降はもっと環が開き (最大は

86年)次第に見易 くなるもの と思われる。ボェ

ジャーの撮った写真ではまるでレコー ド盤のよ

うに複雑な構造が見えるが,中小口径の望遠鏡

では逆だちしてもそれは無理で,円盤状にしか

見えない。

土星の衛星はチタンの 8等が最 も明るく,小

日径機で見えるのはこれ 1個だけだが,10～ 11

等の衛星が 4個あ り,φ 20cmく らいから上にな

るとこれが見えるようになって,本星 よりもむ

しろにぎやかである。

天王星

1982年 は,ウ ィリアム・ハーシェルが天王星

を発見 してから201年 目にあたる。太陽系で 3番

目に大きな惑星だが,い かんせん土星の 2倍 も

遠いために視直径 4″ ほどにしかならない。表面

の模様 といったものは見えないが,青味を帯び

た円盤状であることはわか り,恒星 との違いは

一見 して明らかである。

明るさは 6等なので,存在そのものは少 し明

るい所では肉眼では無理 としても、双眼鏡では

楽に見ることができる。 6等の星 というとた く

さんあるようだが,視野を限るとそれほどでも

ない。82年は特にさそり座頭部の 2重星ωl,ω 2

の近 くにあって,こ れが良い目印となった。

さい ごに

上記の惑星観測は,81年 5月 自宅に設置した

31cm反射望遠鏡を用いて行った。惑星の見える

季節 (82年 は主な惑星については春～初夏に集

中した)に は惑星の写真観測を主体 として行っ

ているが,その間をぬってあるいは惑星が見え

ない時期には,星雲・星団の観望と撮影なども

やっている。それらはいつの日かお目にかける

機会があるかと思う。

さて,長崎県は
｀
天文後進県

″
と言えるほど

天文関係の施設は少なく, 日頃から残念に思う

次第である。公共の施設で現在唯下とも言える

ものは,佐世保市立児童文化館に設置してある

もので,φ 4mの ドームの中に φ25cmカ セグレ

ン (い ずれも西村製)が収まっている。 4～ 11

月の問,毎月 1～ 3回一般市民を対象に観望会

を開いているので,参加御希望の方は同館

(Tel。 0956-23-1517)に 問い合わせられたい。
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松本直弥 :1982年 の惑星観測

写真 2.惑星の大集合 Mi火 星,

16mm魚 眼レンズ使用

写真 1.31clTl反射望遠鏡 と筆者

図版ⅥⅢ (Pl.ⅥⅡ)

S;土星, JI木 星, V;金星 ,
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2月 26日  05h 19m～ 21m露 出 2 min



松本直弥 :1982年 の惑星観測 図版IX(Pl.IX)

写真 3.内 合前の金星の位相変化

左 より右へ

81年 12月 15日 ,17日 ,23日 ,27日
82年 1月 2日 , 6日 ,10日 ,12日

写真 4.火 星  3月 27日  02h15m15S露出 ls∝
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写真 5。 木星 4月 19日  23h30m00s露 出 3s∝



松本直弥 :1982年 の惑星観測

写真 6.土星 4月 19日  23h23m30S露 出 8 sec

写真 7.ガ リレオ衛星の運動 >

図版 X(1)lo X)

写真 8`同一夜の金星,火 星,本星ヮ土星,天王星  3月 3日

写真 3～ 8は 31cm反 射望遠鏡使用

―-37-―


