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1.オ ーロラ病 ?

最近の太陽活動のピークにあたる1989年 10月 ,

日本では31年ぶ りに北海道でオーロラが観測さ

れ,大 きな話題となった。

オーロラは地球大気中の現象だが,太陽の活

動と密接な関連があるし,夜空に見える現象と

いうことで我々天文ファンの間で も人気が高い。

オーロラを見たくなる「オーロラ病」という言

葉 もあるくらいである。「自他 ともに認める天

文ファンとしては, ここらでオーロラ病 も経験

してお くか…」と,1992年 の 3月 ,妻や友人 ら

と 6名でアラスカヘ旅だった。

2。 オーロラとは

オーロラは,南極や北極地方の夜空にあらわ

れる大気の発光現象のことである。 ローマ神話

の女神 (Aurora)か ら名づけられているが ,

英語では Northorn Lightと 呼ばれる。 この

オーロラは太陽の活動と密接な関係をもってい

る。

太陽か らは光や熱のほかに,「太陽風」と呼

ばれるプラズマ粒子 も放射されているが,太陽

から放射されたプラズマ粒子は 2～ 3日 で地球

の周辺にやって くる。そして,地球の磁力線に

沿って極地方の上層大気に飛び込んできて,大

気の分子や原子と激 しく衝突する。その衝突に

よってエネルギーを得た酸素,窒素,ナ トリウ

ムなどの分子や原子が光を放射するのがオーロ

ラである。発光の高さは地上100～ 1000kmと 考

えられている。

オーロラが太陽の活動に起因するため,太陽

の活動が活発な時には鮮やかなオーロラが現れ

ることが多い。太陽の活動はH年の周期を持 っ

てお り,最近の活動の ピークは1989～ 90年で

あった。92年 は活動の ピークから2年を経てい

るものの,ま だまだ活発なオーロラの出現を期

待できる時期である。

さて,オ ーロラが現れるのは地磁気緯度70°

付近 (地理上の緯度とは異なる)に集中 してお

り,北半球ではアラスカ中央部～カナダ北部～

スカンジナビア半島北部を,そ の線が通 ってい

る。その中で日本か ら最 も便利なのはアラスカ

であろう。

我々が出かけたフェアバ ンクス周辺はアラス

カの中央に位置 し,世界で最 もオーロラの観測

に適 した所の一つと言われている。『フェアバ

ンクス周辺では年間250日 はオーロラが見え ,

特にアラスカの天気が安定する 2, 3, 4月 上

旬には,オ ーロラが見えない日の方が少ない。』

とガイ ドブックにあった。

3.アラスカヘ

3月 5日 夕,福岡発の英国航空機でアラスカ

ヘ向かう。夜が明けると, もうアラスカの上空

である。眼下には真白な雪原が広がり,やがて

山岳地帯へと変わる。いったん,蓮の葉状の氷

が浮いた海上へ出た後,ア ンカレジ空港へ着陸

した。福岡か らの所要時間約 10時 間。空港を一

歩出ると鋭い冷気が頼を刺す。九州以外で冬を

過 ごした ことがない私 は,道脇にうず高 く積

もった雪を見るだけで感激である。

アンカレジ市内の釣具店で防寒着を借 りる。
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アラスカ・オーロラ紀行

飛行機より見る北米大陸最高峰

頭の先か ら足の先まで完全装備で 1週間の レン

タル料が一人約 $100。 「今からフェアバ ンクス

ヘ行 く。」と言 うと,「 フェアバ ンクスはとて も

寒いぞ。」と言われた。新聞に掲載 されている

昨日の気温を見ると, フェアバ ンクスは,「最

高-20,最低 -39℃ 』とあった !

アンカレジからアラスカ中央部のフェアバ ン

クスまで空路40分。途中,左手にアメリカ大陸

の最高峰,マ ッキンリー山 (6194m)を 望むこ

とができた。

ファアバ ンクスから東へ90km, ワゴンで 2時

間走 って目的地 「チナ温泉 リゾー ト」へ到着。

途中の川はすべて凍りついて,液体の水はまっ

たく見ることができない。 しか し, さすがに車

社会のアメリカ,行き交 う車 もめったに無いよ

うな道路であるが,み ごとに除雪されている。

4。 オーロラとの遭遇

チナ温泉は,宿泊施設を一歩離れると人工灯

火はまったく無 く,ま さにオーロラを見るため

にあるような場所であった。夕食をすませて外

マッキンリー山 (6194m)

へ出る用意をする。建物の中には温泉のお湯を

パイプで回 してあり,室温は25℃ 前後, Tシ ャ

ツ 1枚で も快適な暖かさである。そんな所か ら

50℃ 以上 も寒い戸外へ出るのだから支度がたい

へんで,着替えるのに20分以上 もかかる。また,

防寒着を着込んで しまったら,速やかに外へ出

ないと部屋の中には暑 くておれない。

さて,外へ出るとあちこちにオーロラロ当て

の人影が立 っている。 (そ の大半が 日本人のよ

うである。)今夜で 6泊 日という人の話では,

ほとんど毎晩見えているそうである。『・…オー

ロラが見えない日のほうが少ない。』というガ

イ ドブックの文句は, まんざら嘘で もないよう

である。 しか し,オ ーロラは常時見えているわ

けではない。いつ出るかわからないオーロラを,

時々室内で休みなが ら,酷寒の氷原で じっと待

て⊃。

22時過 ぎに外へ出ると,北の空に東西に薄い

雲のようなものがかかっている。雲かと思って

眺めていたが,ど うも様子が違 う。これが 0¨ オー

ロラであった。薄い雲のようなオーロラは次第
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雪の中のチナ温泉リゾー ト

に濃くなり,30分程するといきなりうねり出し

た。想像以上の激 しい動きに,オ ーロラ初体験

の 6人はしばし果然。写真を撮 らなくては…と

撮影を始める。しかし10枚 ほど撮ったところで

ニコンF2の シャッターが降りなくなった。

とにかく尋常の寒さではない。持参した温度

計の目盛はすでに-30℃ に下がっている。アラ

スカ仕様の防寒着に身をかため,顔には目出し

帽を被り,国 のまわりにタオルを巻き, 日だけ

が出た状態である。しかし,吐出す息の水分が

目出し帽の日の周りに霜となってこびりつき,

バ リバ リになってたいへん息苦 しい。苦 しく

なって鼻を出すと,冷たい外気は長時間吸えた

ものではない。息を吸うときに鼻毛が凍るのが

わかる。

この日は,一応オーロラを見て安心したので

早 く休み,翌 日に備えることにした。初日は何

といっても時差の関係で体調が万全ではない。

5。 踊るオーロラ

翌, 3月 9日 が今回のハイライ トであった。

夕食の後外へ出ると,オーロラは見えず,星空

が広がっている。チナ温度は北緯65° ,つ まり

北極星の高さも65° なので,琴座のヴェガや白

鳥座のデネブが地平下に沈むことなく,北の山

上に低くかかっている。しばらく星空の写真を

撮っていると,昨日と同じように,薄い雲のよ

うなオーロラが透明な空に次第に浮かび上がっ

てきた。

最初は静かに横たわっていたオーロラの東端

が突如活動的になると,すだれのようなカーテ

11ギ:|■11■|||■ 11■■■■||||||■ ||||||||| |ノ ||||‐ |||||

オーロラの観測を終えて (左端が筆者 )

ンが地上へ降 りてきた。カーテンは数分のうち

にみるみる東から西へ広がって,北の空いっぱ

いを占める。そして,次には北の空から頭上ヘ

と移動 してきた。頭上へ達 したカーテン状オー

ロラは, コロナ状のオーロラヘと姿を変える。

うねったり渦を巻いたり…とにか く,形 も明る

さも一瞬の うちに変わるので 目が離せない。

オーロラがこんなにも活動的なものだとは思い

もしなかった。

観望組はコロナの挙動に我を忘れて喚声を上

げ,私と友人の副島氏はそれぞれ 2台のカメラ

の間を飛び回る。興奮と運動で,昨日に負けな

い寒さではあるが汗をかくほどだった。

オーロラが踊 り始めて 1時間もたったころ,

東か ら始まった活動の中心が次第に西へ移 って ,

今回のオーロラもいよいよ最終段階となってき

た。そ して,動きが西の端だけになり,全体的

な明るさも薄れ,やがて静かに元の夜空に溶け

込んでいった。

このように,1回 のオーロラの活動 は 1～

1.5時 間程度。 1晩 に 2度 も 3度 も繰 り返す事

もあるし, 1度だけで終わることもあるらしい。

6。 オーロラの撮影法

ここで,オ ーロラを撮影する上での注意を述

べたい。要領は天体写真の固定撮影とほぼ同 じ

であるが, とにか く気温が低いのでなかなか難

しい点がある。

写真ではもちろん,オ ーロラの激 しい動きを

表す ことはできない。しか し,写真に写ったオー

ロラはたいへんカラフルである。肉眼では全体
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ア ラスカ

が薄い緑色にしか見えなかったが,写真では上

部オーロラが赤く,下部になるにつれ次第に黄

色から緑へと変化 し,美 しい。肉眼で眺めるの

とは違ったオーロラの姿が表現されている。ち

なみに 8 mmビ デオでも撮影を試みたが, こちら

は全然写らなかった。

①カメラ

機械式のバルブ (B)シ ャッター付のカメラ

が絶対必要。最近主流の電子シャッターカメラ

では,低温のため電池がたちまち電圧降下をお

こして使い物にならなくなる。できればカイロ

(ホ ッカイロはダメ)な どで保温するようにし

たい。

②レンズ

28mm以下の広角レンズを使用 したい。今回は

16mmの 対角魚眼が活躍 した。

③フィルム

IS0400以 上の高感度フィルムを使用する。

今回はフジカラーHG 1600と コニカカラーGX

オーロラ紀行

3200を使用 した。 これで F2。 8で20secが 適性

な露出だった。極大期には非常に明るいオーロ

ラが出ることがあり, もっと短い露出で も写る

そうである。

④その他

厳寒の戸外から,温度差が50℃ 以上もある室

内へ器材をいきなり持ち込むと,瞬時にして室

内の水分が凍り付き,霜の花となってしまう !。

カメラは二重にビニール袋に包んで持ち込むな

どの注意が必要である。

7。 最 後 に

チナでは 4泊 したが,幸 いに完全に曇った 1

夜を除いてオーロラを堪能することができた。

また,厳寒の地に生きるムース (ヘ ラジカ)の

姿なども日にすることができた。

太陽の活動が活発な時には鮮やかなオーロラ

が現れることが多い。次の極大である2000年 こ

ろには, またアラスカを訪れたいと考えている。
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松本直弥 :ア ラスカ オーロラ紀行

オー ロラの消長

1。 初期の段階のオー ロラ

透明な空に,一見薄い雲のようなオーロラが浮かび上

がってきた。北の空に静かに横たわっている。

2。 活動を始めたカーテン状オーロラ

①のオーロラの東端が突如活動的になり,すだれのようなカーテンが

地上へ降りてきた。カーテンは見る見る東から西へと広がっていく。

3。 活動を続けるカーテン状オーロラ

②から3分後,カ ーテンの端はほぼ①の西端まで伸び

てきた。 ｀

図版 Ⅲ
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松本直弥 :ア ラスカ 。オーロラ紀行 図版 Ⅳ

4。 発達 したカーテン状オー ロラ

空いっぱいに広がったカーテン状オーロラ。明るさを

増 し,大変活動的で,裾が明瞭である。

5。 発達を続けるカーテン状オーロラ

カーテン状オーロラが,北の空から次第に頭上へと移

動してきた。光の爆発とも言える,非常に活動的な段階。

6.コ ロナ状オー ロラ

頭上へ達 したカーテン状オーロラは, コロナ状のオー

ロラヘと姿を変えた。
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