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大星雲です。中心部にある4つの若い恒星
（トラペジウム）をHⅡ領域が取り囲んで
います。オリオン大星雲をはじめとするH
Ⅱ領域は「赤い星雲」として、天体撮影の
被写体としても人気の天体です。そんなH
Ⅱ領域の面白さを、P26からの特集で天文
学的に解説していきます。
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魅惑の赤い星雲

ときめく
HⅡ領域

「天体写真」と聞くとどのような写真を思い浮かべますか？
無数の星や天の川、望遠鏡を覗き込んだような
銀河や星雲の写真を思い浮かべる人もいるかもしれません。
画像編集ソフトや望遠鏡、デジタルカメラの発展で、
超高精細な天体写真をだれもが撮影できる時代となりました。
今回は、天体撮影で人気がある星雲の中でも「HⅡ領域」と呼ばれる
天体に焦点を当てて、科学的な観点から紹介していきます。
解説 ◎ 村瀨 建

鹿児島大学大学院の博士課程2年生。高校生のと
きに参加した
「西はりま天文台」
研修後から天文学
を学びたい！と天文学の道を志す。研究対象は分
子雲で、野辺山45m 電波望遠鏡で取得したデー
タを用いて研究をしている。趣味で天体撮影をす
ることも。

図1 イータカリーナ星雲
りゅうこつ座にあるHⅡ領域。チリにある超大型望遠
鏡 VLTによって撮影されたもの。いくつかの O 型星
とその周りの赤いHⅡ領域の構造が美しい天体です。
© ESO

魅惑の赤い星雲

あなたの天体写真は
どの被写体から？

星雲で、三ツ星より少し南側にある小三ツ
星の真ん中にあります。周囲が暗く、天候
がよければ肉眼でも楽しむことができる星
雲です。オリオン大星雲以外にも、こと座

「大学では天文学を専攻しています」と

にある「環状星雲（ M 57）」（図 3）など

言うと、「研究で望遠鏡を覗いたりするん

天体写真を撮る人に根強い人気を誇る星

ですか？」とか「ふだん天体写真を撮った

雲はたくさんあります。

りするんですか？」などと質問を受けること

天体写真における星雲の魅力は、派手

があります。天文学を勉強している人は星

な見た目と、広がった構造にあると思いま

を見るのが好きな人という印象は多くの人

す。星雲が点ではなく広がって見えるのは

に共通していると感じます。私はこの印象

太陽のような星ではなく、宇宙空間に広

を裏切ることなく星を見るのが好きな天文

がっているガスや塵などの物質の光が地

少年でした。地元の天文台は某アニメの

球に届いているからです。宇宙空間に広

舞台になっており一部の人には有名な場

がっているガスの大半は水素が占めていま

所で、天文台に設置されていた望遠鏡を

す。一言で水素と言っても陽子と電子 1 つ

覗 いて天 体 観 望を楽しんでいましたが、

ずつで構成されている水素原子（天文学

フィルムカメラを譲り受けてから天体写真

分野では中性水素と呼びます）
、水素原子

を撮りたいと思うようになりました。

が 2 つ結合した水素分子、水素原子を構

そんな HⅡ領域は天体写真で楽しめるだ

図3 環状星雲 M57
こと座にある惑星状星雲です。小学生の頃に参加し
た観望会で聞いた、
「彦星が織姫にあげた結婚指輪
なんだよ」
という話が好きです。
©NASA,ESA,STScI,AURA

私が好んで撮影していた天体は、宇宙

成する陽子と電子がバラバラになっている

けではなく、天文学の研究対象としても非

空間に広がるガスや塵が輝く「星雲」と

電離水素と、宇宙空間には様々な状態に

常におもしろい天体です。HⅡ領域はどう

呼ばれる天体です。特に有名な天体として

ある水素が存在しています（図 4）。今回

やって光っているのか、どのような天体な

「オリオン大星雲（ M 42）」（図 2）が挙げ

の主役であるHⅡ領域は「電離水素」で

のかに焦点を当てて撮影だけではない H

満たされた領域のことを指します。

Ⅱ領域の魅力を見ていきましょう。

られます。名前の通り、オリオン座にある

水素分子

図2 オリオン大星雲（M42、Sh2-281）
望遠鏡を使わなくても見ることができる数少ない HⅡ
領域です。デジタルカメラで撮影すると赤や紫など様々
な色で光っていることがわかります。
（写真は著者撮影）
図5 馬頭星雲と火炎星雲（Sh2-277）
オリオン座のアルニタク付近で見ることができます。
影のように見えるのが暗黒星雲の馬頭星雲です。
写真左下で黄色っぽく光っているのが HⅡ領域
である火炎星雲です。異なる星雲がまとめて撮
影できるオトクな領域です。

水素原子

電離水素

図4 水素の模式図
宇宙空間に最も多くある水
素はさまざまな状態で存在し
ています。高密度な領域で
は水素分子として、密度が
低い領域では中性水素原
子、電離水素として存在し
ています。

火炎星雲

馬頭星雲

© ESA/ESO/NASA
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君と過ごす眠れない夜
能登の星が結ぶ高校生2人の物語
不眠症に悩む2人の高校生が出会い、天文部の活動を通して惹かれ合ってい
くマンガ『君は放課後インソムニア』。登場する天文台や天体写真、
カメラなど
がリアルに描かれているのが特徴だ。作者のオジロマコト先生にうかがった話
を交えながら、天文ファン視点で作品の見どころを紹介する。
紹介 ◎ 星ナビ編集部
協力 ◎ 小学館『週刊ビッグコミックスピリッツ』編集部、石川県柳田星の観察館「満天星」
、石川県立七尾高校

不眠症から始まる天文部
「聞きたい？うちの学校に天文部がない

理由。」そんな噂話から始まる高校青春マ

ンガ『君は放課後インソムニア』が、
『週刊

ビッグコミックスピリッツ』で連載中だ。
2019 年から始まった連載も 2 年半近くと

なり、この 10 月末に単行本の第 7 集が発
売された。
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石 川 県の九 曜 高 校 1 年 生、中 見 丸 太

（なかみ がんた）。インソムニア（不眠症）
の悩みを抱えている彼は、偶然足を踏み
入れた校内の天文台で、クラスメイトの曲

伊咲（まがり いさき）が眠っている場に遭

遇する。伊咲も丸太と同じく不眠症で、そ

のことを人に知られたくないという思いか

ら、廃部になってだれも近づかない天文

台を休み時間などにこっそり利用し休んで

© オジロマコト／小学館

いたのだ。丸太も静かな天文台を気に入

り、望遠鏡が鎮座するドームを「唯一逃げ

込める場所」として 2 人が共有し始めると

こから物語は始まる。

教師に見つかって追い出されそうにな

るも、自分たちにとって大切な場所を失わ

ずにすむよう天文部員となることを決める

2 人。なったからには……と「天文部らし

い」活動をスタートし、眠れない夜の時間

を月や星明かりの下で分かち合っていく、

というストーリーだ。

ちりばめられたリアル
作者のオジロマコト先生は、
『富士山さ

んは思春期』
（双葉社）
『猫のお寺の知恩

さん』
（小学館）など「ティーンエイジャー
やローティーン男子の恋と思春期」を描い

経費を抑えて
大口径化

市街地で星雲撮影

3

アクロマート
三連装で
星雲撮影
解説◎あぷらなーと

天体望遠鏡は口径が大きい方が
解像度的にも集光力的にも有利です。
星雲撮影では惑星撮影ほどの解像度は
必要ないものの、対物レンズの口径が大きい方が
対象を「より大きく明るく」写し撮ることができます。
ところが、口径が大きい望遠鏡ほど値段が高いのも事実。
今回は、一般的には天体撮影に不向きとされる
安価なアクロマート屈折望遠鏡を星雲撮影用に
転用する方法を考えていきます。
安価なアクロマート屈折三連装で撮ったクワガタ星雲付近
ケンコーの口径50mmF４アクロマート屈折望遠鏡「 MILTOL200」を三連装化し、それぞれ H α・
O Ⅲ・S Ⅱのみを通すナローバンドフィルターとモノクロ冷却 CMOS カメラを装着して撮影したク
ワガタ星雲付近。安価なアクロマートでも鮮明な星雲写真を効率的に撮影することができました。
ケンコー MILTOL 200×３本＋12 nmH α・12 nmO Ⅲ・12 nmS Ⅱナローバンドフィルター
ASI 1600 MM-Pro ×１ ASI 1600 MM-Cool ×２ 各 0℃・ゲイン 300・120 秒露光×64 コマ
ケンコー EQ 6Pro 赤道儀＋ PHD2 によるオートガイド ステライメージ９などを用いてAOS パレッ
トにてカラー合成した像とOSA リバースパレットにてカラー合成した像をミックス
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天体画像処理ソフトウェア
ライト

今年 7 月にアストロアーツから発売された
「ステラ Lite」シリーズ。
使いやすい機能がお手頃価格で、とのことだけど
どんな機能がそろっているの？
第 2 回は「ステライメージ Lite」を、
現役高専生がレポートします！
レポート●はたけ（名取天文台）

高専生が集まって
移動式天文台を作る

プラネタリウムを用いてイベントを行うこと

て名取市内の図書館や公民館、大型商業

を活動の中心にしていました。しかし、レ

施設などでイベントを開催し、計 1000 人

ンズ式プラネタリウムの完全自作は難しく、

を超える子どもたちに星空を届けることが

「名取に移動式の天文台をつくろう！」私

プログラムの調整がうまくいかずに、太陽

できました。

たちの活動はそんな一言から始まりました。

が西から昇ってしまったり、強度不足により

コロナ禍では、オンラインによる活動を

私たちが活動している宮城県名取市には、

本番の朝に段ボールドームが倒壊したりな

中心に展開しています。天体望遠鏡にカメ

当時理工系の体験型教育施設がなかったた

ど多くの困難がありました。その困難を乗

ラを取り付けて天体観測しYouTube Live

めです。活動当初は完全自作したレンズ式

り越え制作した移動式プラネタリウムを使っ

で配信するオンライン観望会や、毎週日
曜日に宇宙の話題を取り上げるラジオ配

子どもたちに体験を通じた学びを提供することを目的に
活動している、高専生の市民活動団体です。移動式プラ
ネタリウムやオンライン観望会など幅広く活動しています。

信などを行っています。コロナ禍で対面型
の活動が制限されてしまうこともあった一
方で、オンラインによる活動に力を入れた

URL：https://natoritenmondaipc.studio.site

ことで全国の星好きの皆さんと繋がること

Twitter：@snct̲planeta

ンライン観望会では最大時で 2200 名の

ができました。たとえば 5 月の皆既月食オ
方にご視聴いただき、天体ショーを日本全
国の方々と楽しみました。活動の主体がオ
ンラインになったとしても、宮城県名取市
を中心に活動していくことに変わりはあり
皆既月食の際に配布したパンフレット

ません。
名取天文台の活動を支えているのは、当
団体の活動に賛同してくださっている企業

制作したレンズ式プラネタリウムは
全天で約 8000 個の星空を映し出
すことができ、日周運動・夕焼け・
朝焼けも再現が可能です。

44
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の皆様からお借りしている天文機材です。
天文機材は天体観望会での使用はもちろん
のこと、イベントでの配布物に掲載する天
体写真の撮影など、活動のいたるところで

円形闘技場コロッセオは、古代
ローマを象徴する建築物。市民
の娯楽施設として、西暦80年に
完成。この時期、古代ギリシアは
すでにローマの支配下にあった。
（撮影／ yeowatzup）

星座神話の向こうに広がる
古代ギリシアの天文学

星座の神話は「ギリシア神話」が定番ですが、
続く古代ローマにも引き継がれて、
「ギリシア・ローマ神話」とされることもあります。
名前が異なっても同じ性質を持つ神が
多く存在しているのも、ふたつの神話の特徴です。
今回は古代ギリシアと古代ローマ神話の
関係について紹介します。

水先案内人

早水 勉

（佐賀市星空学習館）
はやみず・つとむ
星食観測・研究をライフワークとして活動し、
日本天文学会天文功労賞、国際表彰「ホー
マー・ダボール賞」
を受賞。古代ギリシアを中
心とする天文学史にも造詣が深い。
ウェブサ
イト
「HAL星研」に、
この連載からの抜粋をま
とめた
「星座の神話 定説検査」
を公開中。
http://hal-astro-lab.com/history.html

第

回

ゼウス？ ユピテル？ ジュピター？
ギリシア神話とローマ神話の密な関係
50
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さそり座の赤い1等星、アンタレス。名前の由来はアンチアーレスで、
アーレスは火星のことだ。その意味は
「火星に対抗するもの」
とか「火

という。確かに、同時代の秋分に、日没ごろ太陽とほぼ同時に沈
むいわゆるヒライアカル・セッティングをしたからである。やや時代が

星に似たもの」とか「火星に比肩するもの」と諸説あるが、ようす

下って前 900 〜前 500 年ごろに成立した詩経には「七月流火」と

るに古来から火星によく似た色が特徴とされた星である。

いう表現があり、秋分時の黄昏時に、
「火」すなわちアンタレスが

例えば、インドの孔雀王呪教ではアンタレスのことを「赤い」とい

西に沈むことを表現していると言われる。

う意味の「ロヒニー」と呼んだ。また古代バビロニアでも「カッカブ・

また、中国では昔、
「螢惑（けいこく）心を守る」という有名な

ビル（真紅の星）」、古代ペルシャで「ジェル（赤い）」、後代には「マ

表現があった。アンタレス（大火）に火星（螢惑）が近づくという

ガン・サドウィス（サフラン色の偉大な星）」と呼ばれた。一方、マ

意味で、大きな凶兆と見なされた。アンタレスとそれを挟む2 つの星

ヤ民族は「死に神の象徴」とも見た。これは血の色を連想したに

（注 2）を青龍の胸と見て、火星がそれを攻撃する凶兆と見たのだ。

違いない。アンタレスの和名も、そのものズバリだ。味も素っ気もな

歴史的には、実際に起こった秦の滅亡や安禄山の反乱などと結び

く「赤星」である。もう少し味がある名前としては「酒酔い星」
、

つけられたのである。ただし、斉藤国治先生の『歴史のなかの天

農家の方々が喜ぶ「豊年星」などが、野尻抱影先生や北尾浩一

文−星と暦のエピソード−』には、二星の接近が 25 例述べられ、

先生の研究調査で見つかっている。また、『史記天官書』や『晋

捏造も含めてたいした意味は無いことが説明されている。
除夜の鐘の音を聞いて初詣をいち早く済ませたら、次は2022 年

書天文志』には「天王」と記されている。白っぽい星が多い夏の
1等星の中で異彩を放って堂々と鎮座する姿は、いかにも王様らしい。
一方、同じ中国で「心大星」「大辰」とも呼ばれている（注 1）
。

の初日の出を拝もうという人も多いだろう。東京での初日の出は6 時
50 分ごろだが、少し早めに行動を起こして、5 時半から6 時くらい
に薄明中の東の地平線方向をご覧いただきたい。細い逆三日月と

西暦前 1000 年頃には、「秋の到来を告げる星」とも呼ばれていた

火星が約 2 度の間隔で並び、その隣でアンタレスが光っているよう
すが見えるはずだ。前日にも月は見えるが、さそり座の頭部にあっ
て火星からは少し離れており、2日未明には月が太陽に近づいてし
まうので、この3 天体の会合は元日の明け方にだけ見られる現象だ
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■2022年1月1日6時の空

さそり座の頭部が南東の空に昇
り、アンタレスの左側で火星と月
が接近しているようすが楽しめる。

