
長崎県地学会誌 第42号  1-16(1985)

研 究 報 告

は じ ダ)に

天体が織 り成す様々な現象の中でも,皆既 日

食は最 も荘厳で,ま た貴重な現象の一つだと言

われている。恵 まれた条件下に起 こった1983年

6月 11日 のインドネシアの皆既 日食については,

史上初の衛星中継による実況放送がなされたの

で,TVで 見 られた方 も多いと思うが,念願の

皆既 日食を私はインドネシアの現地でじかに体

験することができたので,そ の際の状況や観測

内容について報告したい。

1。 皆既 日食 とは

「皆既 日食」という言葉は天文用語の中ではか

なリー般的で,ま た,日 食がどのようにして起

きるのか, という事 もよく知 られていて,いわ
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の現象 となっている。 しかし,

それを実際に見る事はなかなか困難である。

最近 日本で見 られた皆既日食は,20年以上 も

前の1963年 7月 21日 のことである。それ も,日

出直後の条件が悪いもので,見えた地域 も北海

道網走付近に限られた。次回はというと,2009

年 7月 の奄美大島,日 本本上でとなると,51年

後2035年 まで待たねばならない。 これはひとえ

に皆既日食がたいへん狭い地域でしか見 られな

いことによるもので,地球上の同一地点に留 ま

った場合,そ の確率は350年 に 1度 と計算されて

いる。数年に 1度 は見 られる部分日食や月食 (皆

既月食)と は大 きな差がある。

皆既 日食が注目されるのは,た だ単にめずら

しいからだけではない。太陽の本体 (光球)が

月に隠されるため,太陽の周囲をとり巻 く,プ
ロミネンス,彩層, コロナがじかに観測できる

唯一の機会 として非常に貴重だからである。

我々アマチュアにとっても,他に類を見ない

その荘厳さに触れ,話 に聞 くコロナやプロミネ

ンスを見ることができるあこがれの現象 と言え

る。 一`生に一度は
ク
の思いを抱いている人 も多

いはずである。

さて,同 じ場所に留 まった場合には350年 に 1

回の確率だが, これを全地球的に目を広げると,

およそ 2年に 1回の割合でどこかで皆既日食が

起 こっている。(多 くは海上や僻地で起 こり,今

回のインドネシアのように人口密集地で起 こる

ことはまれである。)そ こで,専門家のみなら

ず,最近は日食を求めていろんなリスクを冒し,

文字通 り地の果てまで出かけるアマチュアまで

登場 してきた。いわゆる「日食ハンター」 また

の名を,「 日食病患者」と言う。海外旅行が一般

化するにつれて,そ の数は確実に増加 している

ようである。

インドネシア皆既日食を観測 して
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2。 皆既 日食観 測 の 意義

太陽が中天にある時,肉眼で直視できる人は

まずいないと思う。太陽 (光球)を とり巻 くコ

ロナもそれ自体満月程度の光を発 しているが ,

光球があまりにも明るいためその光はかき消さ

れてしまう。 しかし,皆既日食の時だけは,太
陽周辺の空の明るさが通常の10~5～ 10-6程度に

減衰されるため,そ の姿を現わすのである。

人工的に日食 を起 こしてコロナを観測する

「コロナ・ グラフ」 という器械があるが, これ

を使って観涸1で きるのはコロナのごく内側の部

分だけである。外部 まで広がったコロナを見る

機会はやはり皆既 日食の時だけに限られる。

地表から空気が薄い高空へ昇ると,大気によ

て散乱の影響がごく小さくなり,観測できる幅

がうんと広がる。先のインドネシア日食では,

東京天文台が気球を飛ばして観測を行ない,「 太

陽の環」を発見するという画期的な成果を収め

た。
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太陽半径

第 1図  太陽 および コ ロナの明 るさ

(「 黒い太陽を求めて」地人書館より)

縦軸は明るさの対数を示 していて,太陽光球面

の中心の明るさを単位 にとってある。横軸は,大
陽半径 を単位 とした太陽中心か らの距離を示す。

コロナの明るさは,太陽光球面の中心の明るさに

くらべて, 10~5～ 10-9と いう微弱なものである。

直  弥

皆既日食の時に観測される項目にはいろいろ

なものがある。今述べた,

0太陽大気 (コ ロナ,プロミネンス,彩層)の

観測

の他に

0太陽 と月の相対位置の測定 (接触時刻の測定

による)

0ア インシュタイン効果の確認

重力により光が曲げられるという一般相対

性理論の証明のため,皆既中の太陽近傍の

星の写真を撮 り,恒星位置の偏移量を検出

する。

0新天体の発見

太陽に近い位置にある新星,彗星発見のチ

ャンスがある。水星の内側に未知の惑星が

あるのではないか と,ひ ところ熱心な捜索

が行なわれたことがあった。

・太陽電波

・電離層

・地磁気,地電流

・気象の観測

日食に伴なう気温,湿度,風向,風速,気
圧等の変化の観測。

0生物の生態観測

NHKが 動物を集めて,日食中の挙動をレ

ポー トしたのをTVで御覧になった方 も多

いだろう。ひとこと言うなら,日食中の生

態観測の対象 として最 も興味深いのは,他
ならぬ「人間」だと思える。

皆既の時間は月と太陽の見かけの大きさによ

って異なるが,長 くて 7分,普通は 2～ 3分程

度だから,いずれの観源1の 場合 も時間との闘い

となる。例外は飛行機からの観測で,NASA
は91cm望 遠鏡を塔載する専用カイパー機を備え,

ョーロッパではコンコル ドを使って,何 と72分

間も本影錐を追跡 しながら観測 した事があるそ

うである。 (73年 6月 アフリカ日食 )

我々の様なアマチュアの観測は,いわば自分

の楽 しみのために参加するもので,ほ とんどの

場合観測 というよりも
｀
日食見物

″
とて`も言う

べきものだが,広 い地域に分散することにより,
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第 3図  イン ドネシア,ジ ャワ島における皆既帯

(「 天文観測年表83年版」地人書館より)
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局地的な天候の差による失敗を救済することが

できるし,時間的な変化を求められる可能性 も

ある。(実際それを狙って,皆既帯沿いに 4班の

観測隊を派遣 したグループがあった。)今の日本

のアマチュア天文家の能力はなかなか高いもの

があるのである。 また最近は,専門家があまり

見むきもしないささいな日食にも遠征するアマ

チュアもいて,そ のような場合にはコロナの経

年変化を研究する上で一枚の写真が大 きな価値

を持つ。

3.イ ン ドネ シ ア皆既 日食 の条件

日食の起 こる場所は地球上あらゆる所が考え

られるが,地表面における陸地の分布,文明国

の分布を考えると,なかなか都合のよい所で起

きて くれないことがわかると思 う。 これまでの

日食遠征の歴史は苦難の連続 といってもよいも

のだった。

今回の日食の皆既帯は,イ ンド洋西部に発 し,

インドネシアのジャワ島,ス ラヴェシ島,そ し

てニューギニアを通 り,オ ース トラリア東海上

へ達 した。ジャワ島内で南中皆既 となり,観測

点 としては, ジョクジャカルタ,ス ラカルタ,

タンジュンコドック(ジ ャワ島),ウ ジュンパン

ダン (ス ラヴェシ島),ポー トモレスビー (ニ ュ

ーギニア)等 を見出すことができる。皆既 日食

としてたいへん条件が良 く,ア マチュアが遠征

を始めて15年間の歴史の中で最 も恵 まれた条件

にあったと言えよう。列挙すると,

①皆既帯が比較的日本に近い。

②交通の便 。宿泊施設に恵まれる。

最近の日食にしてはめずらしいくらいの人

口密集地を皆既帯が通ったため,国際線+
1時間の国内線,で皆既帯に入ることがで

き,宿泊施設もまずまず多かった。

③皆既帯の晴天率が高い

言うまでもなく,晴れる,こ とは観測の絶

対条件である。特に 5分間の皆既時に太陽

が雲 (た とえ 1片の雲でも)に 覆われてし

まったら観測は失敗である。快晴に近い空

が望 まれる。

直  弥

6月 のインドネシアは熱帯モンスーンの乾

期に相当し,過去の統計による晴天率は70

%以上であった。(ど こでも異常気象 という

のはあるものだが…
)

④皆既時間が長い

73年 アフリカ日食の 7分には及ばないが,

ジャワ島中央部で 5分 10秒の皆既時間はま

ず長い方である。

⑤外国人の受入が積極的

特にソ連圏では外国人の行動については規

制が厳しく,自 由に観測地を選ぶこともで

きない。インドネシアでは,日食Tシ ャツ,

日食缶ビールまで現われ,外国人観光客の

ためにずい分便宜が計られた。持込機材も

事実上フリーバスに近かった。

インドネシア政府及び住民は,今回の日食を
｀
外貨獲得の好期

″
と受取ったふしがあり,ホ

テルの宿泊費が 2～ 3倍 になったり,物価が上

がったりしたが,そ の辺に目をつぶると,上記

のようにまれに見る好条件だつた。

そのため,海外旅行もさほどめずらしくない

昨今,日 本からも大勢の天文愛好家が出かける

だろうとふんで,実 に多くのツアーが計画され

た。当初,1,300～ 1,500人 にのぼるとの予想も

あったが,実際現地へ行って見た感じでは意外

に少なく,あ る統計では800名 である。しかし,

この人数は,そ れまでの15年間に日食を見に遠

征した人の総数をはるかに上回っている。

私の所へもおびただしいツァーの案内書が送

られてきた。主なエージェントにはそれぞれ担

当者に電話をかけて話を聞いたりした結果,最

終的に日本交通社 (JTB)「大阪発着Cコ ース」

へ参加することにした。その主な理由は,

①担当者の日食観源lや夜の星座観測に対する

理解。

JTBは これまでも度々日食ツァーを企画

しており,参加者の希望を最大限配慮して

くれる姿勢がうかがえた。

②大阪発着なので費用が軽減される。

③バリ島に行きたいという女房の希望。

(こ のコースは最後にバリで一泊する。)

本松
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実のところはこの③が最も効いたのかもしれ

ない。

あとから聞 くと,キ ャンセルになったツァー
,

キャンセル寸前のツァーもあったらしい。 じっ

くり検討 して,信頼のできる旅行社を選ぶ。 こ

れが私の得た教訓である。

皆既 日食の前後

6月 10日

インドネシアヘ入国して 3日 目,明 日はいよ

いよ日食当日だというのに朝から厚い雲がたれ

こめている。朝食のあとホテルの外へ散歩に出

たら,す ごく湿気が多 く,た ちまちカメラのレ

ンズが曇ってしまった。まるで温室の中のよう

だ。

ツアーの仲間 とバスでジョクジャカルタ市内

の観光に出かける。王宮,バ ティックエ場……

インドネシア皆既日食を観測して

ジョクジャカルタの王宮にて

マリオボロ大通 りに着いてバスの中で昼食をと

っていると,い よいよ暗 くなった空からとうと

う雨が落ちてきた。それも大粒の雨がすごい勢

いで。 6月 のインドネシアは乾期で雨なんか降

らない……見ると聞 くでは大違い。 こんな天気

では日食 どころの話ではない,落胆の雨である。

窓を閉切ったバスの中では蒸 し暑さがつのる。

「Ｊ
Ｏ
Ｐ

KALARAttU BALLET
A POPULAR LEGEND OF SUN ECLIPSE

In order to be immortal, Kalarhu a power―
fu・l giaht should drink the Tirta Amerta
(water Of lmmOrtality)。
He, then stole the ttirta Amerta and managed
to drink it.

When he just started to drlnk it, 3athara
S urya (the God of Sun)and Bathari candra
(Goddess of 卜loon)saw him.

At once, Bathara Surya shot Kalarahu in
his ncck by a mighty arrow the Cakra,
until his head was separated from his
body.

The bod.)′  of lく alarahu was dead, but the
head was immOrtale

Since then, Kalarahu alwavs chase the sun
and when it captured he swallows the
sヒln。  1lowever being v′ ithout body after it
is swal10wed, the sun always come out
again through his neck.

The people, to frighten Kalarahu and to
stop him swallowing the sun, rythnli cally
beat the Kothekan, the traditional rice
dessecflon.

HOtel Ambarruklno P'alace

YOGYAKARTA‐ lNDONESIA

BALLE丁KALARAHU
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弥直本松

午後,ジ ョクジャカルタから北東の方向,ス

ラカルタ (ソ ロ)の方へ車で40分 ほどの所にあ

るヒンズー教の遺跡「プランバナン寺院」へ向

かうころにはその雨 も止んだが,依然 として空

は隙間な く雲に覆われている。寺院見物をしな

がらも何 とはなしにみな目が虚ろ。本来の目的

は『夕陽に映えるプランバナン寺院 と金星』を

見ることにあったが,夕陽も金星 も望むべ くも

ない。

18時前にホテルに帰着した。ホテルは日食目

あての客で満員の状態だったが,今日の雨にみ

なショックを受けたようで,館内には重苦 しい

雰囲気が漂っている。

19時から夕食。食事の後,お茶を飲みながら

約 1時間のショーを見る。今夜のショーは日食

にまつわる話である。英文のあら筋が配 られた。

そのあらましは……

巨人が不老不死の水をたたえた泉で水を飲

もうとしていた。 まさに水を飲み下そうとし

た時,太陽 と月が出てきて巨人の首を切落 と

してしまった。からだの方は腐ったが,首の

方は不老不死の水を飲んでいたため永遠の命

を得た。そして太陽を追いかけ,飲み込んで

しまう。 しかし,胴体が無いものだから,飲
み込んでも太陽はす ぐに出て くる。 というも

σ)。

なかなか迫力十分なショーだった。最後にキ

ャス ト全員が揃って挨拶をするのが,何 とな く

面白ゼ ミナールの歴史クイズを思い出して愉快

だった。 この巨人 (あ るいは悪魔)は 日食のシ

ンボルとして,新聞や雑誌を始め,Tシ ャツ帽

子,は ては缶ビールと,い ろんな所に登場 して

いた。

部屋へ帰 り,バ ルコニーから外を見る。何 と,

星空が広がっている /「 ウワッ,星の出とる /」

福岡から来た隣室の人 も,や はり気になるもの

と見えバルコニーヘ出て来ている。「晴れました

ね。」「ほんとですね ぇ。」交わす言葉 も弾んでし

まう。跳びあが りたいほどの気分でホテルの外

へ駆け出し,空 を見上げると,か なりの範囲で

星が見えている。ロビー周辺の人達 もすでに天

候が回復 して来たことを知ってお り,先程 とは

館内の雰囲気がガラリと変わっている。活気が

浴れだした。 もしかしたらうまくい くのかもし

れない, という期待 と興奮のうちに準備を終え

た。

6月 11日

4時 30分起床。いよいよ運命の日が始 まった。

5時,朝食のため 7階のレス トラン「ボロブ

ドゥール」へ。 まだ暗いが,な んたることか,

昨夜の星空 とはうって変わって雲が多い。今回

を逃 したら,次 に皆既日食を見 られるのはいつ

のことだろうか ?

6時,バ スで皆既中ノと`線に近い観演1地へ出発。

持参の紙ナブキン製テルテルボーズをくくりつ

ける。途々,ガ イドのMさ んがみんなを元気づ

けるように,「晴れ間が見えますね……だんだん

晴間が広がってきたようです……これならもう

大丈夫でしょう。」などとおっしゃる。私 も「ウ

ン,晴れてきた,晴れてきた。」他の全員 もひた

すら窓の外を見ている。悲観論者の女房だけが

「あんまり期待 しない方がいいんじゃない。そ

んなに晴れてないわ ョ。」と水をかける。 ところ

どころにポッカリ晴間があったのは確かだが ,

太陽はまだ雲の中だし,本 当にうまく行 くとは

まだ思えなかった。早朝だけに予定より早 く,

7時 18分に目的地へ到着した。

ここは PURWOREJOと ぃう局斤で,イ ンドネ

シア政府指定観測地である。外国人観光客のた

めに陸軍演習場を開放 し,一般住民が立入らな

いように棚が巡 らされ,警備の警官が配置 し,

中には休息をとるための
｀
海の家

″
ならぬヤシ

葺 きの家,ち ゃんとトイレも……インドネシア

政府 もなかなかやるわい, と感ノかしていたら,

何のことはない,入口で入場料 $5を 払わされ

た。インドネシアの物価は日本の約%… $5…
高い/

広い演習場内へ入って,機材を抱え,あ っち

が良いかこっちが良いかとしばらくウロウロ。

ツアーのメンバーもそれぞれ好 きな方向へ散開

してしまった。我々は女性 トリオ,学生コンビ
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らと陣地を定めた。

望遠鏡をセットし,カ メラを取付ける。鏡筒

のキャップに減光用のフィルターをねじ込む。

慎重にピントを合わせ,準備を終了したのは,

8時40分。第 1接触 までまだ 1時間以上ある。

この頃には北の空に見えていた晴間が確実に

広がってきた。(夏 至に近いこのころ,イ ンドネ

シアでは太陽は北の空にある。)南側にはうすい

雲が多いものの,太陽の行手の空はほとんど晴

れてきた。そして 9時を過 ぎるころには北東に

かかっていた雲から,つ いに太陽が姿を現わし

た /そ の後 も雲の一挙一動に心を奪われていた

が,第 1接触の30分前には, これはうまくい く

のではないか,と ほとんど安心できる程になっ

た。

晴間が広がるにつれ,あ た りの気温 もグング

ン上る。 日射 しがきつい。来た時にはされいに

見えていたメラピ山 (2,91lmの活火山)も 雲に

包 まれてしまった。

「始 まるまで陰で休んで下さい。すでに 1人倒

れました。」 JTB添 乗員H氏 のアナウンスで,

しばらくヤシの葉陰で一服する。そばにはちゃ

んと救急車が待機 していた。集まったバスは数

10台 に達 していたが,場所が広いためにその割

にはゆった りしている。 トイレに行
1っ

てみると

…指を洗 う水が用意 してあった。

インドネシアでは『日食は肉眼で見ないで,

テレビで見よう。』という大キャンペーンが行な

われてお り,驚ろいたことに, この会場にまで

インドネシア皆既日食を観測して

第 4図 皆既日食の接触

発電機 とテレビ (も ちろん白黒)が持込 まれて

いた。かたや日食を自分の目で見ようとはるば

るやって来た人達, こなたテレビで見る地元の

人,面白くも奇妙なコントラス トである。

9:50  第 1接触 まであと3分。最初の撮影。

9:53:12「 アッ,欠 けてる/欠 けてる,欠 け

ている,左側少し上。」

近 くのグループからもどよめきが起 こる。

いよいよ 3時間余にわたる太陽 と月の ドラ

マが始 まった。

9:54 カメラのファインダーでも太陽が欠け

ているのがよくわかる。月が黒点に迫って

いる。

10:25 どこからかガイ ドと称するインドネシ

ア人がた くさん入って来て応対に忙がしい。

かわるがわる望遠鏡に付けているカメラの

ファインダーをのぞいた り,記念写真のよ

い被写体になっている。 うっか り腰かけが

わ りに使っていたカメラバ ックに巨漢のカ

ナダ人を腰かけさせたら,重量に耐えきれ

ずバ ックの天丼がへこんでしまった。

隣 りには韓国のチームが来てお り,Ques¨

terや Celestronと ぃった高級品を広 げて

いる。特に CelestrOnで は太陽を投影 して

見せているため,見物人が群がっている。

10:34 だいぶ日射 しが弱 くなってきた。中央

付近の黒点に月がかかっている。

10:55 皆既 まであと30分,だ んだん興奮 して

きた。天気は今のところ心配な く,全てに

太   月
陽

月   太
陽

ぐ

第 1接触 第 2接触 第 3接触 第 4接触
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順調である。

10:00 まもな く食分が60%に なる。第 2接触

まであと20分少々。かな り薄暗 く,涼 しく

なってきた。

11:11 太陽の東側に金星が輝いているのに気

付いた。かなりはっきり見えている。

11:15 皆既 まであと10分。食分はもう90%で

ある。 とても興奮 している。太陽のまわ り

には全 く雲がない。

女性軍は福岡のお医者さんからもらった

X―RAYフ ィルム (も ちろん露光 した後の

真黒いもの)を フィルターがわ りにして,

直接太陽を見た り,双眼鏡の前に付けて見

た りしている。 このフィルムは太陽を見る

ためには理想的なもので,露出10,000倍 の

フィルターより数段暗いものだった。

11:17 皆既 まであと8分。あせ りの声 と興奮

の声があちこちで聞かれる。金星がいよい

よ明るく輝いている。

11:20 フィルムの交換。皆既 まであと5分 ,

「あせるなぁ…。」日射 しが弱 まったため

か,メ ラピ山が雲の中から再び姿を現わし

た。

「 ドキ ドキしてきたね。」「ウン, ドキ ド

キ。」 (女性軍の声 )

11:22 太陽がすごく細い。内合直前の金星を

思わせる。かな り薄暗い。

11:23 「あと2分 /」 日本語 とインドネシア

語が入混 り,あ た りがザワザワしてきた。

11:24:30 「25分たった|け ど,24分 30秒で撮

りました。」部分食の最後を25:00に撮るつ

もりだったが,第 2接触が予報 (11:25:

40)よ り少 し早いような予感がしたので,

30秒早めた。 (こ れは予感適中。)

「まだかな。」 と鏡筒キャップに付けたフ

ィルターをはずす時機をうかがっている。

11:24:54 フィルターをはずす。それまで消

えいりそうな細い太陽しか見えていなかっ

たが,フ ィルターをはずした途端,一気に

ファインダーの中に眩しさが広がった。「日玄

しいけど…大丈夫かな ?」

11:25:03 突如,サ イレンが鳴る。

いよいよ,細 くなった太陽が月に全て隠

される瞬間がやってきた。

11:25:10「 ワ
ー

。/」 「ワーダイヤモンドリ

ング /」 「ウァーキレーイ /」

わずかに残っていた円孤状の太陽の縁が

加速度的にどんどん短か くなり,切れ込ん

だ月の谷間から最後の光を放った。「ダイア

モンドリングだ /」

周囲はひっきりなしの絶叫,そ してセ ミ

の鳴 くようなシャッター音に包まれている。

私も問合いをとりながらモータードライブの

スイッチを押す。

11:25三 30 ダイアモンドリングもたちまち消

えて,一瞬,息 を飲むような静寂が訪ずれ

た。…拍手が起 こる…このころ第 2接触 と

なった。

「コロナが見えてます。すごい,す ごい感

激です。」感激に十分ひたる間もな く,コ ロ

ナの撮影のため震える手でカメラボディの

父換にかかる。

11:25:49 「時計が見えないような明るさで

はあ りません。26:00か ら撮影 を始 め ま

す。」

11:26:00 クラクションが一斉になる……

「%,妬 ,ス ,%… (シ ャッター速度を呼

びあげる声 とシャッター音が続 く。)… …・

%,%,%,%,%… ・・」

11:27:32 「27分30秒 に終わ りました。今度

は flを変えます。今度は600111111で す。」

11:27:55 「今度は11時28分 ちょうどから始

めます。」

11:28:00 「05秒からです。」

11:28:05「 10秒からです。」あわてていてな

かなか構図が決 まらない。

11:28:10 「ス ,妬 ,%………%……28分43秒

です…%,%… …29分 8秒…」

「プロミネンス見えてるって,どれ ?」「左

上 ?あ の赤いの ?」 「ウン,ソ ウソウ。」と

双眼鏡で眺めている女性達の声がはいる。

皆既ももう後半にはいっている。こちらは

まだ必死に撮影を続けている…早 く見た

い/
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11:29:30 「思ったより暗 くないんですね。

時計 しっか り見えます。」「29分33秒,今度

は 8秒です。だいたい撮 り終わ りの感 じで

すね。」

11:29:48 「撮影終わ り。次のダイアモンド

リングに備えます。」

11:29:55 やっと準備が終わって,「 しっか り

ファインダーで見 ます。」西南の方に 4本 ,

紅いプロミネンスが見える。

周囲の地平線は日没時のような茜色に包

まれている。 しかし夕焼けと違って,地平

線上の360°全周が茜色に染 まってお り, と

ても不思議な雰囲気である。

11:30三 30 「あっダイアモンドリングだ /」

「ウワ～ / キレ～ /」 さすがに慣れたの

か,第 2接触の時に比べると女性軍の叫び

声 もやや落着いているように感 じる。

11:30:50 拍手が一斉に起 こる。

11三 30:53 カメラのモーター ドライブが回ら

な くなって,「 あ―終 りだ,あ ―感激で し

た。」あちこちからため息が もれる。

「最悪や撮れんかった。」 とは大学生のY
君。せっか く撮ったのに,フ ィルムが巻き

とれてなかったそうだ。

11:32「 プロミネンスずい分見えてたね。」「ウ

ーン。J「 4本 ぐらい出てたかな ?」「何か 4

ケ所 ぐらいから, こういう風に出てなかっ

た ?」「コロナがさ,全体的に丸 く出てんじ

ゃな くて, こう横の方に広がってたじゃな

い。」皆既中の感想にひとしきり話の花が咲

く。

11:34 「いや―大成功です。 まあ現像 してみ

ないとわか りませんけども,一応大成功で

す。すばらしいコロナが見 られました。」

だいぶ明るくなってきた。あちこちでバ

ンザイの声がする。 この演習場に集まった

のは大部分が日本人のようである。

11:51「 ビールでカンパイ /」 「カンパイ,水
でカンパイ /何 ともおいしい。(未成年の S

君。)」

太陽が次第に姿を現わし,そ れにつれ暑さが

インドネシア皆既日食を観測して

戻つて来ると,皆既の前は炎天下をものともせ

ずにがんばってきた人達の多 くが,現金なもの

でゾロゾロと日陰へひきあげてしまった。そし

て,た まに『あ, まだ欠けてるな』 と見るくら

いなものである。残って部分食の撮影を続けて

いる人にしても,半 ば義務感からだけといった

感 じがする。そこまではいかないとしても,気
が抜けてしまって,皆既前のピンと張 りつめた

緊迫感 とは雲泥の差である。

13時08分30秒,つ いに第 4接触。太陽が完全

に丸さをとり戻 した。居残った人達から拍手が

起 こる。13時09分00秒,最後の撮影を終えた。

第 1接触から第 4接触 まで とうとう 1片の雲

にも邪魔 されることが無かった。昨日から今朝

までの天気を考えると,奇跡 とも思えることだ

った。 もし1日 ズレていたと思うと全 くゾッと

する。そして,第 4接触のあと, ものの 5分 も

しないうちに東の方から流れて来た積雲に太陽

がか くされ,幸運感がますますつのった。

帰 りは疲れて眠 りこけているうちにホテルヘ

到着。シャワーがわ りにプールヘ飛び込む。プ

ールに浮かんで青い空 と白い雲を眺める。何 と

も爽快である。それにしても幸運だったとまた

しても考える。第 1～ 4接触 まで完璧に見 られ

るとは,昨日の今 ごろは想像 もできなかった。

雲の切目から見えるかどうか, という程度の発

想 しかなかった。それだけに感激 もひとしおで

ある。あの感動を次に味わえるのはいつのこと

だろう……ついつい先の事を考えてしまう。 ど

うやら私 も例のコワーイ日食病にとりつかれて

しまったようだ。

6。 撮 影 シス テム

日食を撮影するために持参 した機材は以下の

通 りである。

①望遠鏡 :φ 76mm屈 折 (高 橋製作所製 FC76

型 )

焦点距離 fl.60011ml(F8)

ニコン製テレコンバータ TC-200使用に

よりfl.1,20011m(F16)

②架 台 :同製P-2型赤道儀
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モーター ドライブHD-4付
③カメラ ;ニ コンFM 2 1台

〃 FM  l台
〃  FE   l台

モーター ドライブ MD-12 1台

④ フィルム ;フ ジクローム100D

また,そ の撮影方法は,

①部分食 ;fl.1,20011ull(5 cmに 絞る。F24)十 二

コン FM2に より5分間隔。ニコン

製 4Dフ ィルター使用

②ダイアモンドリング ;

fl.120011ull十 二 コ ン FM2+モ ー ター ドライ

ブ

③コロナ

fl.120011ull及 び Zl.600111111十 二コンFE

飛行機を使った遠征のため,機材の重量は 1

人20聴 まで という制限があるが,よ い成果を残

すためにはいろんなものを持って行
1き

た くもあ

る。今回持参 した望遠鏡は対物 レンズに螢石を

使ったこのクラスでは最高級のものであり,架
台 もコンパ クトでかつ精度の高いものである。

カメラはあちらでもし故障するとお手あげなの

で, 3台 を持参, うち 2台 は電池が無 くてもシ

ャッターが押せるマニュアル式のものである。

部分食開始前から終了までの撮影計画はもち

ろん,あ らかじめ作例や本の記事を参考に練 り

に練っておき,同 じシステムとフィルムで試写

を行なって適正露出を求めておいた。しかし,

皆既中については自分での経験がまるきりなか

ったため一沫の不安 も残った。(と にか く,最初

に皆既食を体験する人は,興奮のため何が何だ

かわからな くなる, と言われている。)

部分食の間は 5分間隔だからまだ余裕がある

が,問題は第 3接触から第 4接触の間である。

接触直前直後のダイアモンドリングという見 も

の,皆既中のコロナの撮影 というテーマをこな

すには 5分間という時間はあまりにも短か く,

フィルムのコマ数は36(実際は38く らい)し か

ない。 ここでしくじったら何のためにわざわざ

インドネシアまでやって来たのかわからな くな

ってしまう。 しかし, 1本のフィルムでダイア

モンドリングからコロナ,そ して次のダイアモ

ンドリングまで収めるのは何 としても惜 しい。

せめて 2本は撮 りたい。

いろいろ考えた末,私が とつた作戦は,

① まず第 2接触前,部分食の最後から2番 目

のコマを撮った時点でカメラ⑥③それぞれに

新しいフィルムをつめる。

② 部分食の最後のコマを撮る。

モードラ付のカメラ④ (FM2)で撮影。

③ 第 2接触 (ダイアモンドリング)

モードラ付のカメラ①で撮影。(フ ィルム④の

前半を使用。)

④ コロナ

カメラ③FE―露出が 8Sま でかけられる)に

交換して撮影。最初 fl:120011ull,途 中で TC―

200を はずして fl:600111111と して使用。

⑤ 第 3接触 (ダ イアモンドリング)

再びカメラ④に交換。(フ ィルム⑥の後半を使

用。)

まず考えるのはフィルムを巻戻 して交換する

という手だが,フ ィルム交換には時間がかか り

すぎるし (皆既中の 1秒は約1,700円 に相当す

る),皆既中という異常な状況下では思わぬ トラ

ブルの心配 もある (事実,フ ィルムを全て巻戻

さないうちに裏ブタを開けてしまった り,フ ィ

ルムがちゃん と巻取 られていなかった人がい

た)。 その点ボディの交換は比較的すばや くでき

るし,そ れぞれのカメラの特長を生かすことが

できる。その結果は,細かい点を除けば,成功 ,

いや大成功 と言っても良いものだった。

そういうわけで撮影の方はうまく行ったのだ

が,や はり最初の予定通 りにスケジュールをこ

なすことはできなかった。 1分30秒 は見たいと

思っていたのに,実際に肉眼でコロナが見れた

のは30秒程度であった。最初から最後 まで双眼

鏡で眺めていた女房がうらやましい限 りである。

弥直
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観 測 結 果

(1)コ ロナ

コロナの形 と太陽 (黒点)の活動には密接な

関連があり,典型的なコロナのタイプは次の 2

つに大別されている。

極大型コロナ…太陽活動が活発な時期に見 ら

れる。コロナは太陽の周辺全方向に,ひ ま

わ りの花のように広がる。

極小型コロナ…太陽活動が不活発な時期のコ

ロナ。太陽の東西方向にのみ広が り,南北

には磁力線を思わせるポーラープリューム

と言われる模様が見 られる

この極大 と極小は太陽黒点の活動周期 (=11

年)と 同じ周期で繰返 される。

今回は黒点活動の最盛期を1978～ 80年 に迎え,

極小期へ向かって次第に活動が減退する時期に

当たった。 このため,出現 したコロナの形 も極

大型 と極小型の間,「 中間型」とでも言うべきも

のであった。

コ ロ ナ の伸 び は,東 西 方 向 (30～ 140° ,

230～ 340°間)に 認め られ,特 に顕著 なのは,

41° ,235° ,337°,である,最 も強いものは太陽

半径の 5倍以上に広がっている。 また南北方向

にはポーラープリュームが出現 してお り,特に

南側に目だっている。露出を変えて撮った写真

より合成 した「コロナ流線図」を示す。

(2)写真撮影

タイアモンド リング

インドネシア皆既日食を観測して

F16,1/60S(IS0100)で 撮影を行なった

が,こ れでほぼ適正であった。ただし写真に

示すように盛大なハロが生 じてしまった。 こ

れはおそらくテレコンバーターを使用 したた

めである。ダイアモンドリングの撮影には複

雑な光学系の使用は避けた方がよさそうだ。

コロナ

各露出でそれぞれにコロナの像が得 られた

が,観賞用として最も美しいのは,F8で %
～%S露出 (IS0100)の コマだった。

プロミネンス

露出は F1601/250S(IS0100)程 度。第 2接

食直後,及 び第 3接食直前が最 も好条件なの

で,ダイアモンドリングの撮影にかかってい

ると時機を失する。やはりどちらを撮影する

かに決めた方が良い。プロミネンスに的を絞

るなら,拡大率を上げた方が良い結果が得 ら

オし́よう。

部分食

皆既月食の場合は食分に比例 して露出を増

加させる。日食でも食分の進みに応 じて露出

を増やした方が良いとされているが,補正が

きき過 ぎて,後半は露出過多 となってしまっ

た。 日食の場合は食分が70%く らいまでは当

初の露出で,そ れ以後 も極端な補正は必要な

いようである。やはり自分で光っているもの

といないものの違いだろうか。

(3)皆既中の地上における明るさ

ふつうコロナの明るさは満月 くらいと言われ

ているが,文 中にも述べている様に,皆既中で

も時計の液晶表示が楽に見える程で,満月時よ

りかな り明るかった。ペンライ トを用意 してい

たが全 く必要なかった。中間型 とは言え,コ ロ

ナが各方向へかなり伸びていたためであろう。

はたしてどの時点でコロナが見えるのか……

にもかな りの興味があったが,ダイアモンドリ

ングを撮影 した最初のコマにもちゃんとコロナ

が写っていた。

第 5図  コロナ流線図
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松 本 直 弥 :イ ン ドネシア皆既 日食を観測 して 図 版 I

9た 50解 10カ 10Z 10カ30π

10カ50π ||力 05π ||た 20解

||力25π ||力26″ ||力30π

||力35Z ||力 50″ 12た 10π

12カ30Z

1983。   6。  11

12カ 50π

イ ン ドネ シア 日食の全経過 (現地 時刻 )
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松 本 直 弥 :イ ン ドネシア皆既 日食を観測 して 図 版 H

ダイアモン ドリング (第 2接触)の変化

一-14-―



松 本 直 弥 :イ ン ドネシア皆既 日食を観測 して

1。 コロナ 11わ 26π (〃 =1200mm,露 出1/2S)

2。 コロナ 11カ 29″ (〃 =600mm 露出 1/2S)
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松 本 直 弥 :イ ン ドネシア皆既 日食を観測 して
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1。 皆既 日食の始 まる緊張の一瞬




