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お盆の帰省と流星群
本田 敏志

　流れ星を見たことがありますか？と聞くと、
子どもの頃田舎へ帰省した時に見た、と答える
方が多い。私には田舎と言えるような場所が無
く、子どもの時には帰省と言う概念が無かった
ので、残念ながらそのような経験が無い。実は
大人になって車の免許を取るまで流れ星を見た
記憶がないのだ。なので、田舎と呼ばれる場所
へ行くといつでも流れ星が見られると思ってい
たのだが、実際にはちょうど帰省する時期にペ
ルセウス座流星群の極大日があるから、という
一面もあることを知った。
　公開天文台ではお盆休みの時期が一年で最も
忙しい時期である。外国では 6 月から 9 月の
間に 1 か月間くらい休むそうだが、日本では
大半がお盆の時期 1 週間程度に集中して休み
となり、田舎へ帰省する者で鉄道は混み合い、
高速道路は大渋滞になる。一般に、お盆の時期

とは 8 月 13 日から 16 日を指すそうだが、休
みの期間は前後の土日も含めて決めるようだ。
ただ、2016 年からは 8 月 11 日が山の日とし
て祝日になるので、この日から夏休みとなる企
業が多くなるだろう。
　すると、8 月 12 日頃に極大を迎えるペルセ
ウス座流星群の観察がやりやすくなる。流星群
の観察としては冬場のふたご座流星群の方が個
人的にはお勧めなのだが、なんと言っても寒く
ないし、夏休み真っ只中なのでペルセウス座流
星群の観察会には多くの人が天文台へ流れ星を
見に来る。西はりま天文台も、それに合わせて
イベントを行うのだが、天文台の中の人として
は、せっかく混雑する都会を離れるのに、何も
一番天文台が混雑する夜に来なくても、、と思
わなくもない。実際、月の無い良く晴れた夜
に天文台で一晩空を眺めていれば流れ星を見る
ことができる。しかし、単に流れ星を見ること
よりも、夏休みに家族や友人と「流れ星を見よ
う！」と計画して見る流れ星だからこそ印象に
残るのだろう。考えてみると、私も初めて流星
を見たのは、この時期に渋滞の高速道路を抜け
て山へ行ったときだった。
　お盆の時期と流星群の極大が重なるのは悪い
ことではないようだ。

（ほんだ さとし・天文科学研究員）

ペルセウス座流星群を待つ人々。昨年 8 月 12 日のスター
ダスト 2014 での様子
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　脈動変光星って聞いたことはありますか？ 
大きさや形が変わることで明るくなったり、暗
くなったりする恒星のことです。では、食連
星はわかりますか？ ２つの恒星がその重心の
まわりをグルグル公転している天体が連星系で
す。その中で、地球から見ていると、片方の星
が相手の星に隠されて（こういう現象を「食」
といいます）、暗くなる場合があります。こう
いったものは食連星と呼ばれます。
　1970 年に食連星を構成している星（成分星
と言います）の片方が脈動変光星であるという、
なんともせわしい感じの天体が発見されまし
た。今回は、こういった星（以下では脈動食連
星とします）のお話です。

脈動食連星の発見
　脈動食連星の第１号を発見したのはイタリア
のテンぺスティさんです。この星はカシオペヤ
座 AB 星といいます。AB 星は、１日と９時間
ごとに食になって暗くなります。1970 年代の
はじめ、食を起こしていない時の光度曲線（横
軸に時間、縦軸に明るさをとったグラフ）を見
て、周期約 84 分で明るくなったり、暗くなっ
ていることにテンペスティさんは気がついたの
です。明るい時と暗い時の差は 0.05 等ほどで
す。連星系の中で、明るいほうの星を主星、暗
いほうの星を伴星といいますが、AB 星は主星
が脈動変光星となっています。
　その後は、脈動食連星の発見はあまりなかっ

たのですが、1998 年に転機が訪れました。私
を含む日本人の連合チームによる精密な明るさ
の調査によって、カシオペヤ座 RZ 星も脈動食
連星であることがわかったのです。こちらも主
星の方が脈動変光星です。
　この発見が海外の研究者の心に火をつけたの
です。RZ 星は６等星と比較的明るく、公転周
期も 1 日と 5 時間と短いのでとても頻繁に観
測が行われている食連星でした。なのにそれま
でだれも脈動変光星とは気がつかなかったので
す。これは意外なことです。どうして、脈動は
見落とされていたのでしょうか？ それは、脈

鳴沢 真也

ぞくぞく増えている脈動食連星系

図 1：カシオペヤ座 AB 星の光度曲線。横軸は公転周期を
１とした単位で複数の日の観測を重ね合わせている。深い
谷は食によるもので、波打っている部分が脈動によるもの。
上は青、下は黄のフィルターで観測したもの（Soydugan 
et al. 2003 ApJ 126, 1933）。
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動の周期が約 20 分と短いことに原因がありま
した。当時の観測では、こういった短周期の脈
動はなかなか発見が難しかったのです。ともか
く、とても有名な食連星 RZ 星の主星が脈動星
だった、という意外性が研究者に大きな刺激を
与えました。

脈動食連星の捜査
　他にも脈動変光星を持っている食連星はある
かもしれない。海外でも調査が始まりました。
特に頑張ったのは、ウクライナのムクルチアン
さんです。彼はスペインや韓国などと手を組ん
で脈動食連星探しを精力的に行いました。彼ら
とは独立してトルコにも研究チームがあります
し、最近では中国のグループが活躍しています。
それに、人工衛星の観測からはとても精度のい
い情報が得られます。特に貢献しているのがケ
プラーです。ケプラーと聞くと、太陽系外の惑
星をさがす衛星と思うかもしれませんが、星の
明るさを精度よく測定できるこの衛星のデータ
は変光星の研究にも使われています。ケプラー
による脈動食連星の光度曲線をみると、つい
うっとりしてしまいます。

　RZ 星に脈動が発見されるまでは、脈動食連
星は 10 ほどしかありませんでしたが、その後
続々と発見されました。2010 年に発表された
カタログでは、146 個がリストされています。
その後もまだまだ発見が続いているので、こち
らもフォローしていくのがたいへんです。

脈動食連星の正体は？
　続々と発見されている脈動食連星ですが、そ
のほとんどは、アルゴル型とよばれる連星系の
タイプに、たて座デルタ型とよばれる種類の脈
動をしている場合です。アルゴル型というのは、
おおざっぱにいうと太陽より高温の星と、太陽
と同じくらいかそれより低い表面温度の星がペ

図 3：ケプラーに搭載されている CCD。

図２：ケプラーによる
脈 動 食 連 星 の 光 度 曲
線の一例。これは KIC 
10661783 と い う 星
の例（Southworyh et 
a l .  2011  MNRAS 
414, 2413）。
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アになっている連星系です。ペルセウス座ベー
タ星が代表例です。脈動変光星には、実にいく
つもの分類があって、変光星の専門家でないと
聞いたこともないようなタイプもあります。こ
の中で、表面温度が 7000-9000 度程度の主系
列星がなりうる脈動変光星の一つのタイプに、
たて座デルタ型があります。アルゴル型連星
系の主星は基本的に主系列星で、その表面温度
が上記の範囲の中のものがあるので、たて座デ
ルタ型の振動をしているものもでてくるわけで
す。AB星もRZ星も代表的な例です。両者とも、
典型的なアルゴル型連星系で、その主星がたて
座デルタ型で脈動をしています。
　サンプルが増えてくると、いろいろなことが
わかってきました。2012 年トルコのこの分野
の専門家、ソイドゥガンさんとその一派は、脈
動周期は公転周期に比例しているという論文を
発表しました（ちなみにこの関係式に当てはま
らない変わり者もあります。その星の大気組成
を私は研究しました。詳細はまた別の機会で）。

さらに、翌年彼らは、脈動周期は、相手の星か
らうける重力に反比例しているという論文を出
しました。なぜそうなるのか、理論的な解明が
期待されています。
　
　さて、こうした脈動食連星、いったい何か
の役にたつのでしょうか？ 実は、とても役に
立ちます（と言っても、もちろん天文学上の
ことになりますが）。食連星は、星の質量、半
径、表面温度などを求めることができます。と
くに質量は、星の進化を決める最も大切なパラ
メータです。それは連星系からしか求まらない
と言っても決して過言ではありません。一方で、
星の形が変わるタイプの脈動変光星は、その内
部の様子を知ることができます。地球の場合も、
地震波の解析でその内部の様子を知ることがで
きます。星の形が変化することもある意味で波
ですので、地震の場合と同様の原理で、星内部
を「診断」することができるわけです。という
わけで、成分星が脈動変光星になっている食連
星、つまり脈動食連星は、上記の両方を求める
ことができるありがたい天体なわけです。「一
つで 2 度おいしい」と私と同世代の方は聞いた
ことがある CM のセリフのような天体なので
す。だからこそ、サンプルを増やすことや、一
つ一つの素性をきちんと調べておくことはとて
も大切です。今後の研究に期待して下さい。

（なるさわ しんや・天文科学専門員）

図 4：たて座デルタ型脈動変光星を
含む食連星の公転周期（横軸）と振
動周期（縦軸）の関係。どちらの軸
も対数目盛。マークは連星の分類を
示している（Liakos 2012 MNRAS 
422, 1250）。

図 5： 脈動変光星となっているアルゴル型連星系の
伴星から受けている重力（横軸）と脈動周期（縦軸）
との関係。どちらも対数目盛（Soydugan 2013 AJ 
145, 87）。
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　「望遠鏡にチャレンジ！」平成２４年７月に
開始した行事です。天体に興味が出てきて、望
遠鏡をこれから買おうとしている方、あるいは、
望遠鏡を買ってはみたものの、うまく使うこと
ができていない方を主な対象として考えていま
す。天文台にあるさまざまな小型望遠鏡を使っ
てみていただいて、自分が買う望遠鏡を決める
ための参考にしていただいたり、自分が買った
望遠鏡を研究員といっしょに扱うことで、使い
方を理解していただいたりして、望遠鏡が活用
されるよう支援することを目的としています。
特に夏休みの時期は、まとまった時間を望遠鏡
に費やすことができる方が増えるものと思われ
ますので、夏休み時期に入る前後のころにはで
きるだけ実施するようにしています。今年は、
７月２６日（日）に実施し、６名の参加があり
ました。
　天文台への質問電話の内容などから、望遠鏡
を使い始めた方は、明るいうちに行っておくべ
き調整や設定ができていない場合がけっこうあ
ることがわかっていました。そこで、この行事
では明るいうちにある程度の時間を取ってあ
り、必要に応じて持って来られた望遠鏡をご一

緒に調整することもあります。特に、ファイン
ダーをメインの望遠鏡と合わせるのは難しいよ
うです。
　それから、初めて望遠鏡を使おうとしている
人にとって、最も向けやすい天体は月です。そ
して、その次が明るい星です。明るい星々の中
には惑星もありますので、自分で望遠鏡の向き
をうまく合わせることができて、形がわかった
りしますと、だんだんと望遠鏡を使うことが楽
しくなってきます。このようなことから、ある
程度望遠鏡の設定と調整ができたころに、晴れ
ていれば月が見えるような日程を選んでいま
す。今回はさらに月のそばに土星がありました
ので、これら２つの人気天体に、自分で望遠鏡
を向けることにチャレンジしておられました。
　次回の予定は９月１９日（土）です。今回と
同様に月と土星が近くに見える時期です。みな
さまのチャレンジをお待ちしています。

（いしだ としひと・副センター長）

石田 俊人
あなたも「望遠鏡にチャレンジ！」

次回　「望遠鏡にチャレンジ」
　主な講習内容
　・ファインダーを調整してみる
　・倍率を変えてみる
　・赤道儀の極軸を合わせてみる
　日時：9 月 19 日（土）16:00 ～ 21:00
　＊このイベントへの申込でなゆた望遠鏡での観望
　会に参加することはできません。
　定員：10 名（要申込）
　参加費：無料
　申込：氏名、電話番号、住所、参加予定人数と、
　機材を持ち込まれる場合はその機種を電話または
　メールでご連絡下さい。
　　　電話：0790-82-3886
　　　メール：harima@nhao.jp
　　　　　　（件名：望遠鏡にチャレンジ）
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竹内 裕美

　この春に東京見物へ出た折に立ち寄ってきま
した。東京スカイツリータウンにあるコニカミ
ノルタプラネタリウム「天空」。池袋サンシャ
インシティの「満天」よりはややライトな感じ
でした。

東京 プラネタリウム巡り「天空」

　軽くプラネタリウムの歴史を見て、久しぶり
の、そして次にはいつ見られるともしれぬ南天
の空を楽しんでまいりました。

［友の会会員投稿記事］

　東京は、プラネタリウムがたくさんあるので
行けば必ずどこかのプラネタリウムが楽しめる
所ですね。もっとも、その分、本物の星空には、
遥かに遠い街なのですが。

（たけうち ひろみ・友の会 No.1336）

コニカミノルタ プラネタリウム
http://www.planetarium.konicaminolta.jp/
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高木 悠平
　星は、宇宙空間を漂う水素や細かなチリが集
まった分子雲の中で生まれます。初めは小さな
核みたいなものができると考えられていて、そ
の核が周囲のガスやチリをさらに取り込むこと
で、星の質量は徐々に大きくなっていきます。
この質量の増加は一定のペースではなく、ある
タイミングでガスが一気に落ちてくる時があり
ます。このような時に星に降り注ぐ物質の量は
通常の 1000 倍程度にまで増え、若い星は急
激に明るくなります。オリオン (Orion) 座 FU
星に代表される急激な増光を示す若い星を FU 
Ori 型星と呼びます。FU Ori 型星は一度明る
くなると、その明るさを数年～数十年保ち続け
ます。しかし一方で FU Ori 型星の観測例はこ
れまで十数天体程度であるため、まだ詳しいこ
とはよくわかっていません。
　2014 年 11 月、 前 原 氏 ら に よ っ て 新 た
な FU Ori 型 天 体、2MASS J 06593158-
0405277 が発見されました。この星はいっか
くじゅう座の方向にあり、10 等星ほどにまで
増光しました。その性質を調べようと、2014
年の末から 2015 年の初めごろにかけ、ハワ
イ島にある Keck 望遠鏡などの大型望遠鏡をは
じめとした様々な望遠鏡で観測が行われていま
す。
　 西 は り ま 天 文 台 で も、 中 低 分 散 分 光 器
MALLS を用いた分光観測を 3 か月ほど継続し
てきました ( 図１)。若い星の証拠であるリチ
ウムの吸収線が波長 6707Å にあることが確認
できます。また 6563Å にある水素の線は吸収
線と輝線が重なっているようなスペクトルが観
測されました。このスペクトルは P Cygni プ
ロファイルと呼ばれ、星の表面から広がってい

注目の話題を解説！

FOCUSAstro 

くガスがあることを示しています。今回の観測
で、この水素の輝線の強さが変動していること
を確認することができました。このようは変動
を詳しく解析することで、FUOri 型星の理解
を深めることができるかもしれません。また、
近年の観測から、FU Ori 型星は見つかってい
ないだけでたくさん存在している可能性が示さ
れているため、こういった星を多く観測するこ
とを試みている天文台の学生もいます。その結
果をまたいつか報告できればと思います。

（たかぎ ゆうへい・天文科学研究員）

FU Ori 型星の増光にせまる

図 1：観測した 2MASS J 06593158-0405277 のスペクトル。
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高橋 隼スタッフ活動日記　 7 月

★ 2 日（木）鳴沢専門員、キラキラチャンネ
ル収録。
★ 4 日（土）伊藤センター長、物質理学研究
科の入試面接。
★ 8 日（水）施設休園スタート（14 日まで）。
種々のメンテナンス作業にとりかかる。なゆた
望遠鏡の機械系保守点検（10 日まで、高木）、
リファレンスルームの本の入れ替え（森鼻）、
南館エアコンフィルターの掃除（石田、本田、
高木、加藤、筆者）など。
★ 9 日（木）前日の雨と高湿度のためか、南
館東テラスにあったツバメの巣が下に落ちてし
まった。やむをえず、高木研究員と筆者がカッ
プ麺の容器で仮の巣をつくり、ひなたちを移動。
数日後、数羽は無事に巣立ったようだ。ただ、

チャンスの木星の偏光観測に成功。ぎりぎりま
でがんばった粘り勝ちです。
★ 17 日（金）台風 11 号が通過。望遠鏡は無
事だったものの、南館テラスの床めくれ、雨漏
りなどの被害あり。
★ 19 日（日）神戸高校は台風の影響で一日遅
れて来台、森鼻研究員対応。しかし、悪天候で
観測はできず。
★ 21 日（火）筆者、共同研究の打ち合わせで
京大へ（24 日まで）。
★ 23 日（木）読売テレビで天文台が紹介され
る。
★ 25 日（土）朝は朝日放送で天文台が紹介さ
れ、夜は NHK でなゆたで撮影した冥王星が生
中継される。NHK の撮影については、打ち合

残念ながら巣立ちまでいかな
かったひなもおり、天文台の
土に埋葬した。合掌。
★ 10 日（金）北館資料室な
どのエアコンフィルター掃除

（木南、田中）、ファミリー・
サテライトドームの望遠鏡調
整（圓谷）ほか。
★ 11 日（土）館内外の展示更新（加藤）ほか。
★ 12 日（日）北館 2、4 階のエアコンフィル
ター掃除（鳴沢、圓谷）ほか。
★ 13 日（月）エンクロージャ、60cm 望遠鏡、
太陽望遠鏡の保守点検（高木、本田、筆者）。
長らく不調だったキラキラトンボが復活。
★ 14 日（火）施設休園最終日。なゆた望遠鏡
の鏡の清掃（高木、本田、伊藤）、MALLS 新
CCD作業（大島、筆者）。最後は学生も参加して、
ほぼ総出でエンクロージャ外壁の掃除（写真）。
作業後は伊藤センター長差し入れのアイスでほ
っと一息。 4 回生の池邊さんは、今季ラスト

わせ・試験から観望会の調整
まで加藤専門員が大忙しでし
た。石田副センター長、森鼻
研究員は淡路島公園で観望
会。
★ 26 日（日）観望会は約
150 名の参加だったが途中
から曇り、残念。

★ 28 日（火）瞬間停電発生し、あわてて望遠
鏡や観測装置の動作状況を確認。筆者、ひさび
さに観望会を担当するが、高湿度でエンクロー
ジャを開けられず。雲の隙間から星は見えてい
たのだが。こういう天気が一番心苦しい。
★ 29 日（水）咲くやこの花高校が来台し、本
田研究員と筆者で対応。60cm 望遠鏡で小惑
星観測の予定も悪天候で観測できず、天文に興
味のある生徒さんの進路相談にのる。
★ 31 日（金）とにかく晴れない 7 月だった。
観測できたのは 7 夜のみ。月末になんとか持
ち直してきたので 8 月に期待。

エンクロージャは天文台の顔。皆でがんばっ
て磨いたのだが ...。大学院生の蔡くん撮影。
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　宇宙 NOW 編集部では友の会会員様からの投稿記事と投
稿画像を募集中です。

募集の対象となるコーナーは次の４つです。

・パーセク
　星や自然、友の会のことなどを綴るエッセイ
　［文字数 800 字程度。関連する画像、イラストなど２枚］

・from 西はりま
　友の会行事や個人活動の報告や紹介
　［文字数 800 字程度。関連する画像、イラストなど２枚］

・Come on ! 西はりま
　会員企画の会合や参画イベントの宣伝
　［文字数 400 字程度。関連する画像、イラストなど１枚］

・投稿画像
　天体写真や当施設を含む風景写真など
　［JPEG。文字数 400 字以内のコメントと撮影データ］

投稿要件：
　原稿は「テキストファイル」を電子メールに添付してく
ださい。字数制限厳守でお願いします。
　画像やイラストは 1000×1000 ピクセル以上の JPEG。
電子メールにファイルを添付してご投稿ください。
　掲載号にご希望がある場合は、その旨をメールにお書き
添えの上、掲載希望月の１ヶ月前の 15 日までにご投稿願い
ます。ただし記事の掲載に際しては必ずしもご希望に添え
ない場合もございます。原稿の訂正やページレイアウトは
メールにて投稿者に送付し事前に確認をしていただきます。

＃採用された原稿は宇宙 NOW への掲載１回のみ使用いた
します。
＃バックナンバーは PDF 化され Web 上で公開されます。
＃採用された方には記念品を贈呈します。

投稿は「氏名（よみがな）、会員番号」をお書き添えの上、
下記のアドレスまでお願いいたします。
　宇宙 NOW 編集部（メール）　now@nhao.jp
　電話によるお問い合わせ　　  0790-82-3886（圓谷）

宇宙 NOW では友の会会員からの投稿記事を募集中です！

友の会プレゼントコーナー　8 月

　友の会の会員向けの不定期プレゼント第３弾。天文のレアグッズや、いろいろな所で手に入れた品
物をプレゼントしています。

　8 月のプレゼントは「東京スカイツリーシティ プラ
ネタリウム 天空」オリジナルグッズ。抽選で 5 名の方
にプレゼントします。お一人１品です。種類は選べませ
んのでご了承ください。

応募は、郵便はがき・インターネットのメールで受け付
けいたします。
会員番号、お名前をご記入の上お申し込み下さい。
応募宛先：
 郵便はがき
　　　　　〒 679-5313　兵庫県佐用郡佐用町西河内 407-2
　　　　　　　　　　「西はりま天文台友の会　プレゼント」係
　　　　メール　　　tomonokai@nhao.jp
            　　　　　　件名　「友の会　プレゼント 8 月」
応募締切：平成２7 年 9 月１５日（火）※当日消印有効
当選者発表：9 月末賞品の発送をもって代えさせていただきます。
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9/12

＃友の会会員の特典のお知らせ
友の会の方は来園時に会員カードご提示で
　　　☆　『喫茶　カノープス』の飲食代　10％ OFF
　　　☆　ミュージアムショップ『twinkle』でのお買い物 1000 円以上で　10％ OFF
になります。ぜひご活用ください。

第 152 回 友の会例会　　※友の会会員限定
日時：9 月 12 日（土）18：30 受付開始、19：15 ～ 24：00
内容：天体観望会、テーマ別観望会、クイズ、交流会など
　テーマ別観望会
　Ａ：天の川の写真を撮ろう
　Ｂ：なゆたで夏の天体を見よう
　Ｃ：サテライトで DSO を撮ろう
費用：宿泊 大人 500 円、小人 300 円（グループ棟の場合）
　　※今年度は友の会から宿泊料金の助成があり、シーツ代込の料金です。

　　　朝食 500 円  ( 希望者 )
申込：申込表 ( 右表 ) を参考に、下記の方法でご連絡下さい。
　電話：0790-82-3886　FAX：0790-82-2258
　e-mail：reikai@nhao.jp（件名を「Sep」に）
締切：グループ棟泊、日帰り　9 月   5 日（土）　
　　　家族棟宿泊　　　　　　8 月 15 日（土）

直前のお申し込みや、キャンセルは控えていただくようお願いいたします。
お食事のお申し込みについては、３日前までは無料、２日前 20％、前日 50％、当日 100％のキャ
ンセル料が発生します。

例会参加申込表
会員 No.　　（　　 ）　氏名 （ ）
宿泊棟 家族棟ロッジ ／ グループ用ロッジ
 大人 小人 合計
参加人数 （　） （　） （　）
宿泊人数 （　） （　） （　）
シーツ数 （　） （　） （　）
朝食数 （　） （　） （　）
 男性 女性
部屋割り （　） （　）
グループ別観望会の希望 （　）

7/23-
8/31

「昼間の星と太陽の観察会」　中止のお知らせ
諸事情により、西はりま天文台北館の 60 センチ望遠鏡による「昼間の星と太陽の観察会」
は中止させていただいております。この間は「なゆた望遠鏡」をご案内いたします。

【期間】
　7 月 18 日（土）
　　～ 8 月 31 日（月）

【時間】
　1 回目：13 時 30 分から
　2 回目：15 時 30 分から

【場所】
　天文台南館１F ロビー（集合）

【対象】
　一般（参加無料、申し込み不要）

【お問い合せ】
　天文台 0790-82-3886
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9 月のみどころ 今月号の表紙
　9 月に入ると宵の口ともなれば土星は西空低くあ
り観望天体としては適さなくなります。天体観望会
へ期待を膨らませるには、少々がっかりかもしれま
せん。しかし西はりま天文台で星がよく見えるのは、
これからの季節だということを覚えておいてくださ
い。透明度が良く、さらに大気が落ち着いている夜
が増えるので、暗い星雲や星団、銀河を見るにはうっ
てつけです。月もまたよしです。

星
ほしぞら

空

「いて座〜たて座の天の川」
　銀河中心に近いこの辺りは天の川が最も明るく広
がっているところで、有名どころの星雲が幾つもあ
ります。どれが何だかわかりますか？
撮影：2014 年 7 月 22 日
機材：PENTAX K-5IIs, FA ☆ 85mm F1.4 AL,
　　　K-ASTEC GF50 ポータブル赤道儀
データ：ISO 1600, f2.8, 露出 90 秒 ×12

土星


