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1  は じ 覆)に

1985年から86年 にかけてハレー彗星が地球に

接近し,世をあげてのハレー・ブームが巻き起こっ

た。公転周期が人の平均寿命とほぼ等しい76年 と

いうところから,『一生に一度の星』として高い関

心を集め,国民の大半がにわか天文ファンとなっ

て夜空にハンー彗星を探し,「ジォット」がハレー

彗星の核を目指して突入した時はテレビの前に釘

付けとなった。ハレー彗星は「天文現象」ではな

く,「社会現象」だと言う声も聞かれたほどであ

る。ただ,当のハンー彗星は,な にぶん地球との位

置関係が悪く,最も明るい86年 3～ 4月 でも3等

級に過ぎず,前回1910年 (明治43年)の 回帰時の

雄大な姿に上ヒベると,見掛けの明るさやスケール

はかなり小さく,馴れた人でなければ,探 し出す

事自体が困難であった。

ある統計によれば,「ハレー彗星を見たい。」と答

えた人が8割 もあったのに対し,「実際にハンー彗

星を見た。」と答えた人は 1割にも満たなかったそ

うで,こ の間の事
′
晴をよく表しているように思え

る。

しかし,筆者を含めた根っからの天文愛好家に

とっては,やはり見ごたえ撮りごたえのある対象

であった事は間違いなく,最近の望遠鏡 。星野カ

メラ等の機材や高感度フィルムの発達は,ア マ

チュアにも難無く暗い彗星を写し止めることを可
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能にした。写真だけを見ると,肉眼では及ばなかっ

た,ま さに大彗星のイメージが街彿と浮かんでく

る。

また,『彗星のように現れる。』と言う表現がある

ように,全 く予告なしに出現するのが彗星の一般

的な特徴なのだが,ハ レー彗星は短周期 (公転周

期200年以下)彗星の中では唯一の肉眼彗星であ

り,その経路が前もって詳細に解つていたのが大

きな特徴であった。そのため,非常に早い段階で

キャッチされ,我々アマチュアでも,彗星が接近

するに従ってコマが次第に発達し,尾 を生じ,

ジェットの噴出などの活発な活動を示し,やがて

また彼方へ去って行 く様子を長期間 (お よそ 1年

近く)追跡することができた。

2 観 測 方 法

筆者の主な観測方法は写真観測である。写真を

含むハレー彗星の諸観測については, IHW
(International Halley Watch)の マニュアルが

あり,筆者も原則としてこれに従うこととした。

(1)使用機材

機材は ① φ31cm反射望遠鏡

(焦点距離…2000mml,F6.45)

② φ10cm屈 折望遠鏡

(焦点距離…40011MIl,F4。 0)
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を使用した。

①は彗星の小規模現象 (核及びコマの中心部の

現象), ②は中～大規模現象 (コ マの外部～尾の

消長)を捕らえることを目的とした。

また,②は①を設置してある佐世保市内の自宅

からの観測が,視界と都市光 (我々はこれを光害

と呼ぶ)のために困難で,86年 3～ 4月 には移動

用の架台と共に出張観測を行った。

(2)架台の追尾装置

彗星は他の太陽系内の天体 と同様に、その運動

のために恒星間を移動 (モ ーション)して行 く。

地球から遠ざかっている時は動きは小さいが,地
球に近づ くに連れ,その動きは大きくなり,無視

できなくなる。 (彗星自体の運動速度が大 きくな

る,地球 との距離が小さくなるため見掛の運動速

度が大きくなる,の 2点。)彗 星の姿を正確に記

録するためには,(特に筆者が用いた機材のうち,

①のように焦点距離が長い望遠鏡やカメラでは)

彗星自体の動きに合わせて望遠鏡を追尾する必要

がある。

筆者は佐世保天文同好会会員の川野伴睦氏の協

力で,数値的に入力すれば,赤経・赤緯両方向に

任意に追尾速度を変化できる,コ メット0ト ラッ

カー装置とも言うべきものを望遠鏡の駆動装置に

組み込むことができ,その結果,ア マチュアとし

ては質の高い写真を得ることに成功した。

(3)フ ィルム

ハレー彗星を撮影するフィルムは,主にコダッ

ク社の天体写真用超微粒子フィルム…「テクニカ

ルパン2415」 を水素ガス増感して使用した。

これはIHWマ ニュアルの指定フィルムで,ま

た, これまでの筆者の撮影活動の主体をなしてい

たフィルムである。

その他に,補助的に高感度カラーフィルム…「サ

クラカラーS R 1600」 ,「 フジクローム1600D」 を用

いた。これらは,ロ ス。オリンピックを目指して

開発されたものであったが,全 くタイムリーにも

「ハレー用フィルム」と言うべき,彗星の撮影に

適した性質を具えていた。

3 ハ レー彗星の観測

(1)最初の検出=1985年 8月 18日

筆者が最初にハレー彗星の撮影に成功したのは,

昨年 (85年)8月 18日 早朝のことであった。この

頃のハレー彗星はオリオン座の北端に位置してお

り, 8月 になるとオリオン座が明け方の空に姿を

現すことから,月 の影響が無くなる8月 15日 前後

には全国的に20～30cmク ラスの望遠鏡による撮
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影が可能と考えられていた。全国的な彗星観測者

の会「星の広場」からの情報では,すでに13日 朝

からの観測が報告されている。

しかし,九州では2個の台風の接近等によって

お盆前から天気が不安定となり,やつと好転した

のは17日 午後のことであつた。ジリジリする思い

で晴天を待っていた筆者は,早速18日 早朝,愛用

の φ31cm反射望遠鏡にカメラをセット,台風一過

のぬけるような空にシャッターを切った。そして,

その夜焼付けたプリント上に,ハ レー彗星らしい

星像を見出だすことができた。本州の人達には

少々後れをとったものの,初めてハレー彗星を捕

えたという感激は大きなものがあった。

8月 18日 朝の撮影は,03h45mか ら約40分間

に,各 5分露出で計 6コ マを撮った。ハレー彗星

と他の恒星との見分けは難しい。検出の確認は下

記によるものである。

① 「星の広場」発行,『ハンー疑惑解明のお助け

星図』(パ ロマー星図のコピー)に記入された,ハ
レー彗星の予報位置にごく近いところにあり,し

かも,その位置に既知の星がない。

② 40分間に東側への移動 (モ ーション)が認め

られた。これは,ハ レー彗星の予報された移動方

向と一致する。

この時の光度は約15等。15等 というと,肉眼で

見える最も暗い星… 6等星…のわずか 1/4000

の明るさである。

余談になるが,前回の回帰の際に世界で最初に

検出したのは, ドイツのハイデルベルク天文台で,

近日点を通過する220日 前の事であった (我が東

京天文台では159日前)。 筆者の今回の検出は175

日前で,それほど遜色の無い日数である。76年の

年月がプロの天文台の能力を一介の個人に授ける

までになうてしまったと言える。もっとも、現代

のプロは桁違いで,既に1212日 前に検出を果たし

ている。220日 と1212日 / この数字の差に76年

間の科学の進歩を思わずにはおれない。

(2)1985年  8月～10月 前半

・ 8月 20日 朝…10分の露出を行ったものではいく

分拡散状の星像を示し,恒星とは少し異なった様

子がうかがえる。

09月 14日 朝…ジャコビニ・ジンナー彗星 と約

2.5° に接近。(最接近は15日 で,両者の距離は約

2°)GoZ彗 星は8.5等 と明るく,フ ァインダー

でもはっきりわかるほどだが,ハ レー彗星の方は

まだ13.5～ 14等。φl∝mシ ユミット0カ メラ (焦

点距離40011ull)に よる写真では,はなはだ確認が困

難。φ31cm反射での写真ではやや拡散状である。し

かし,恒星との区別は容易ではない。
010月 9日 朝…光度12等。コマの形成が進み,

ボーッとした彗星特有の像がやっとはっきりして

きた。移動方向も9月 中旬までのW→ Eか ら180°

向きを変え,E→Wと なった。

この期間,ハ レー彗星は少しずつ明るさを増し

ては来たが,ま だまだ微かな光であり,眼視によ

る確認は困難で,大彗星の片鱗をうかがうにはま

だ遠い存在であった。

例年 9月 には天気が悪いものであるが,85年の

9月 から10月 にかけてはいつにない長雨が続い

た。そのため観測は全くはかどらず,連続的に追

跡できなかったのが残念であった。

(3)1985年  10月 前半～11月

・10月 23日 朝…光度9。 5等。半月足らずで 2等級も

明るくなった。10月 上旬までは予報光度より暗

かったが,こ れで予報の等級にほぼ乗つてきた。

写真では一見して彗星と分るほどに成長した。10

月中旬からは眼視的にも確認が相次ぎ,下旬には

いよいよ小口径機の対象となってきた。
ell月 5日 …光度8.5等。10月 下旬から11月 上旬に

かけては月明のため観測できなかったが,こ の日,

更に明るくなった姿を現した。

・11月 8日 …光度7.5等。5日 よりわずか3日 間で

1等 もの増光が認められた。コマもいよいよ大き

くなった。地球との第 1次接近を27日 に控え,星々

の間を動いていくスピードもかなり速くなった。

上記のように,10月 下旬になってグッと光度を

増し始め,11月 上旬にかけて急ピッチで続いた。

「いよいよやって来たか/」の感が強くなってきた。

この後11月 半ばには,プンアデス星団との接近

などの見ものがあったが,例年より早く冬型の気

圧配置となり,寒い曇りがちの日が続いたため撮

影は難航した。
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に)1985年  12月

地球との第 1次接近を11月 27日 に終え,ハ レー

彗星の日心距離はいよいよ縮まってきた。11月 28

日には,満月に近い月明下ではあったが,4 cmフ ァ

インダーでも捕えられた。次の興味は尾がいつ発

生するかへ移つてきた。

。12月 3日 ;月 の影響が去った3日 ,ハ レー彗星

は再び観測圏内に入ってきた。彗星の中心には恒

星状の明るい点があり,その周りのコマは東側へ

伸びた涙滴型を示している。そしてその先端には

短い尾を認めることができた。光度も6等を超え

一段と明るさを増し,琴海町のとみた天体観測所

では肉眼で確認された。

012月 6日 ;12月上旬は天気に恵まれ連続的に観

測できた。早くも6日 には,尾は長さ 3° にも成長

して,東北東にたなびいている。光度は5.5等。

この時ハレー彗星の日心距離は1.399天文単位。

彗星に尾が発生するのは,普通,彗星が地球軌道

を横切った頃 (日 心距離=1天文単位程度)と 言

われているので,近日点通過前のこの段階で,こ

れだけの尾が発生しているということは,活発な

彗星の証拠と言えよう。

8日以降は雲が多く; 9日 には初雪を記録し,

完壁な冬型ベタ曇りの日々が続いた。11～ 12月 は

北半球に住む我々からは最も良い位置にあったが,

天候に恵まれず,変わりゆく尾の姿を連続的に捕

えることができず,と ても残念であった。(悪天候

は4月 まで続いた。)

・12月 24日 ;久々の晴間に,月令12.5の 月をおし

て撮影。それでもφ31cmの 直焦で約 1°の尾が写っ

た。光度は4。 6等,つ いに4等台に乗った。

なお,12月 12日 には,ハ ンー彗星の核からの

ジェットの噴出を岡山天体物理観測所がみごとに

写真にキャッチし,同 じ現象をアマチュアも眼視

的に捕えている。また,探査機「すいせい」が,

17日 以降,突然激しい活動を始めていたことを観

測する等,ハ ンー彗星の活動が活発化したことが

報道され,関心はいやがうえにも高まった。それ

に対して,雲に覆われて観測できない我々のイラ

イラはつのるばかりだった。

(5)1986年  1月
el月 2日 :月 明が去ってすぐの晴間。尾の長さ

は 4° に達し,全光度は4.5等,佐世保市内の我家か

らも肉眼で見ることができた。コマの大きさは,

尾が出る直前の12月 初旬 に比べむ しろ小 さ く

なった。太陽からの圧力が増して,尾 となって吹

飛ばされてしまったためであろうか ?

西日本一帯はこの後大寒波にみまわれ,雪の舞

う日が続いた。第 2回「ハレー彗星を見る会」を

計画していた 1月 4～ 5日 は, 5 cmの積雪で完全

にOUT/
・ 1月 12日 :2日 以来10日 ぶ りにやっと晴れた。

光度は2日 とさほど変わらない。この日は月の影

響を受けない 1月 最後の日でもあった。コマの直

径は12月 上旬の約 1/3と なったものの,尾は約

5° も伸びている。

01月 19日 :高度は次第に低 くなり,観測可能な

時間は精々15～ 20分であった。

01月 24日 ;こ の日,雲間に捕えたのが,近 日点

通過前の最後の観測 となった。光度は3.5～4.0

等。

2月 9日 の近日点へ向けてハレー彗星はどんど

ん太陽に近付き,ついに 1月 24日 の観測を最後に

夕空に姿を消した。太陽のむこうを回って,再び

明け方の東空に出現するのは 2月 中旬～下旬。太

陽へ接近した後、はたしてどのような姿を見せて

くれるのか…期待 と不安のうちに 2月 が過 ぎて

いった。

(6)1986年 2～ 3月

2月 9日 ,ハ レー彗星近日点通過。早 くも2月

16日 には初観測の幸反が入った。

2月 24日 ,世知原町の本浦原で初見。しかし,

雲が多 く写真は撮れなかった。

3月 2日 までは雪がうっすら積もる寒さであつ

たが, 3日 以降の約 1週間はハレー彗星観測が始

まって以来の好天 となった。結局,こ の 3月上旬

が長崎 におけるハ ンー観望の最高の好機,“ハ

レー 0チ ャンス"であった。

03月 6日 ;明 け方の空に初めて撮影されたハ

ンー彗星の姿は, 1か月余の間に大変身を遂げて

いた。 1月 まではタイプ Iの尾が勝っていたが,
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近日点を通過した後,大量のダス トを放出したも

のとみえ,タ イプⅡの尾が発達して幅広 く太い尾

となっていた。全体の形は屈曲したブーメランを

思わせる。コマからの吹出しはハの字型に見える。

光度は3.0等 と一段 と明るくなった。

03月 9日 ;し ばらくタイプ Iと タイプHの尾が

重なって見えていたが,こ の日は見事に Iと Hが

分れて見えた。あたかも,1976年のウエス ト彗星

をこぶりにしたような姿である。

03月 12日 :木浦原へ出張観測。筆者のハレー彗

星のベス ト0シ ョットを収めることができた。長

さ7～ 8° もの太い尾を引いた姿がまるで銀の棒

のように肉眼でも良 く見えた。

時亥Jが経過するほど彗星の高度が高 くなり彗星

自体は良 く見えるようになるが,一方次第に薄明

のために空が明るくなる。その狭間の BESTの 時

間はせいぜい20分。この間に2コ マとるのがやっ

と。改めて彗星観測の際どさを思う。

13日 以降は雨がちとな り,ま た春特有のモヤ

で,あ まり条件の良い日は無かった。木浦原まで

数回でかけたもののカラ振 りに終わった。(早朝 2

時から,総重量80kgも の機材を持つての出張観測

は,肉体的にかなりの負担である。)

・ 3月 21日 :「ハレー彗星を見る会」開催。夜明

け前になって佐世保では晴れたが,モ ヤのために

そうとう見辛い。とにかく集まった人の多さに圧

倒 された。 (会場の展海峰には約600人が集 まっ

た。)

03月 25日 :月 明下ではあったが,φ 31cmの 直焦

で撮影したフィルムにはほとんどコマの部分しか

写つてこなかった。12月 も1月 も尾が写つていた

のに… ウーム何かおかしい… 3月 中旬以降,ま

ともに見れなかったので気づかなかったが,こ の

間にハレー彗星の尾は異常に広が り,稀薄になり

つつあったのである。

なお, この時のコマに写つていた中央集光は明

らかにいびつな形をしており,ハ ンー彗星の活発

な活動を示すものと考えられる。(翌 26日 の朝に撮

影された飛騨天文台の写真には核からのジェット

の噴出が捕えられている。)

(7)1986年 ,4月

地球との第 2次接近 (最接近)を 4月 11日 に迎

えたが,ハ レー彗星の位置は最も南に下がり,日

本からの観測条件が最も悪くなる時期でもあった。

おまけにまた雨が多く,筆者は国内では全くお目

にかかることができなかった。

この頃,条件の良い南半球や低緯度の島嶼へと

脱出していった人が相次いだが,筆者も長崎の冨

田氏・山口嬢と共にグアム島へのツアーに参加し

た。ツアー期間中,12～ 14日 の 2晩ハレー彗星の

観測を行うことができた。

04月 12-13日 ;Oω 星団の東側にハレー彗星が

肉眼でもよく見える。全光度=3等。 7× 50の双

眼鏡で見ると,視野の半分程を占める尾が確認で

きた。尾が約80° にも広がった珍しい姿である。

グアム島は北緯13°。つまり,北極星の高度も13°

である。ところが,北 の地平上 にはちょうど

13～ 14° くらいの所まで雲がある。北極星は時々チ

ラリとしか姿を現さない。望遠鏡の極軸を合せる

のにガヽ 1時間かかってしまった。

とにかく,雲が多い。セッティングに苦労して

いる時は,ハ レーが見える南側は割合い晴れてい

たのだが,セ ットが終わつたら,今度は南天に雲

が多くなってしまった。観望には全く困らないが,

絶えず吹付ける強い東風にのつて,積雲が東から

西へ流れる。雲と雲の間隔は時間にして30S～ 1

m程で,長い露出が掛けられない。ほとんど撮影

の機会が無いままにグアムの第 1夜 は過ぎてし

まった。撮影はできなかったけど,芝生の上にご

ろり転がって星空を眺める気分は最高。こんなに

のんびり星を見たのは久し振りであつた…

04月 13-14日 ;グ アム第 2夜,そ して最後の

チャンス。最も動きの速い時だけに,一晩でハレー

はだいぶ移動している。昨夜の教訓から素早く極

軸をセット。いざモーターのスイッチを入れると

…回らない/… どうなってんの? 今夜は昨夜に

も増して雲が多い。中でも真黒な雲が近付いて来

たかと思ったら…いきなり雨が降出した/地上は

おおあわて。テンスコにシートをかけたり,傘を

さしかけたり,ン ストハウスヘ逃げたり…。そし

て,数回目の特にひどいスコールの後,20分ほど

きれいに晴上がった。筆者は覚悟を決めて,昔 とっ

たキネズカ,105mmレ ンズで手動ガイドを始めた。
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松 本 直 弥

(旅先では何があるかわからない。モーター万能  たの人にとっていささか物足 りない存在であった。

の時代でもテクニックだけは身に付けていた方が  しかし,た くさんの人がハレー彗星に関心を持ち,

良いと痛感。)                 それを通じで星や宇宙に目を向けてもらう良い機

こんな訳で,グアム島ではたいした写真はとれ  会になったことは,ハ レー彗星の大きな功績だっ

なかったが,国内での状況を考えると,眼視的に  たと思える。

はっきり捕えられたのは大きな収穫だった。
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松 本 直 弥 :ハ レー彗星 (1982i)の 観測

1985年 8月 18日 ヮ最初に検出 した写真 (1～ 2)

図 版 Ⅱ

8月 18日 03h45m00s～ 50m00s(露 出5m)

φ31cm反 射使用

2.04h26m40S～ 31m40S(露 出 5m)

やや東 (左 )へ移動 しているのがわかる。

1985年 10～ |1月  次第に明る く大 きくなるハ レー彗星 (3～ 6)

3。  10月 9日 02h20m10s～28m10s

(露出 8m)

5。  |1月 5日 23h27m00s_37m00s

(露出 10m)

φ31cm反射望遠鏡

4. 10月 23日  04h00m20S― 10m20S

(露出 10m)

6. |1月 9日 00hi3m20S～23m20S

(露出 10m)

彗星の動きに合わせた自動追尾

一-13-一



松 本 直 弥 :ハ レー彗星 (1982i)の 観測

7。 1986年 1月 12日 18h50m00s～ 19h00m00s(露出10m)φ 10cm屈 折 尾が途中で 2本に分

かれている。 (コ マは 12月 上旬より小さくなった。)

8。 1986年 1月 12日 19h07m30S～24m30S(露 出17m)φ 31cm反射

尾の内側の複雑な様子がわかる。

図 版 Ⅲ
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松 本 直 弥 :ハ レー彗星 (1982i)の 観測

9.1986年 3月 6日 05h51m50S～ 52m50S(露 出 lm)φ 10cm屈 折
ハレー彗星は,再び夜明の空へ姿を現わした。尾がずい分太くなった。

10e1986年 3月 12日 05h12m00s～ 22m30S(露 出10m30S)φ 10cm屈 折

世知原町木浦原にて撮影。筆者のベスト0シ ョット。

図 版 Ⅳ
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松 本 直 弥 :ハ レー彗星 (1982i)の観測

1986年 5月 8日 21h17m00s～ 28m00s(露 出|lm)φ 10cm屈 折

5月 に入ると,ハ レー彗星はまたスマー トな姿に変身した。尾の長さ約 2

12。 1986年 5月 31日 20h55m00s～ 21h06m00s(露 出‖m)φ 10cm屈 折

暗く,小 さくなったが, まだ0。 7・ 程の尾が出ている。 (時刻は全て日本時)

図 版 V
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