
第 35 回彗星会議 ポスター発表資料 

 

「ＩＷＣＡ(彗星天文学国際ワークショップ) Ⅲ」参加報告 
 

織部隆明（鳥取市さじアストロパーク） 
 

 
 

 この会議は彗星をテーマにしたもので、５年ごとに開催されています。プロの天文学者もさるこ

とながら、アマチュア天文家の参加も多い国際会議です。第１回（1994 年）はイタリア、第 2 回（1999

年）はイギリス、そして今回、第 3回（2004 年）がフランスでおこなわれました。 

次回 2009 年の開催が日本で予定されており（彗星会議と合同開催で、7 月中旬に東京方面？）、

その宣伝なども兼ねて、日本から彗星会議運営委員副委員長の中村彰正さん（愛媛県久万高原町・

久万高原天体観測館）、運営委員の村上茂樹さん（新潟県、スナイダー・村上彗星の発見者）と、

織部隆明の３名が参加しました。 

 

期 間：2004 年 6月 3日(木)～5 日(土) 

場 所：ムードン天文台（フランス・パリ） 

参加数：十数ヵ国より約 50名 
 

 



 6 月 3日(木)は前夜祭がおこなわれました。会場および期間中の宿泊所となる「ホテル アイビス」

に到着すると、さっそく劇的な場面が訪れました。 

 

 
村上さんとスナイダーさんの初対面（歴史的ツーショット） 

 

 アメリカと日本。遠く離れた別々の国で彗星捜索をおこなっていた村上さんとスナイダーさんは、

奇しくも同じ彗星に出会い、「スナイダー・村上彗星 C/2002 E2 (Snyder-Murakami)」が誕生しま

した。その２人が、ともに異国の地となるフランスで初めて出会ったのです。村上さんは、本田実

さんの言葉を自ら記した色紙をスナイダーさんにプレゼントしました。 

 

 その後、前夜祭がスタートしました。会話はもちろん英語です。英語ができる中村さんと村上さ

んは、いろいろと会話をされていましたが、英語がダメな私は会話の１割も理解できず、ニコニコ

笑う典型的な日本人にならざるを得ませんでした。そんな状況の中、これから始まる 2 日間の会議

に期待と不安を抱きつつ、盛況のうちに時は過ぎ去っていったのでした。 

 

 
 



 
会場はムードン天文台 83cm 屈折望遠鏡がある建物の地下 

 

 6 月 4 日(金)。さぁ、いよいよ本会議のスタートです。送迎バスがムードン天文台のゲートにぶ

つかるというハプニングがあったものの、無事に会議が始まりました。 

 今会議の責任者ビバール(Nicolas Biver)さんのあいさつ後、マースデン(Brian Marsden)さんと

ティヒー(Milos Tichy)さんによる、小惑星「(26926) Biver」命名式がありました。 

 

 
今会議責任者のビバールさんと、命名文を読むマースデンさん 

 

 そして、セッション１「彗星発見、追跡、情報交換 (Comet discovery, Follow-up, and 

Communication Ⅰ )」が、 ICQ （ International Comet 

Quarterly 国際彗星季報、世界の彗星の光度観測データ

をまとめている機関）の責任者で、かつ天文電報中央局長

でもあるグリーン(Daniel Green)さん（写真右）を座長に

始まりました（同セッションの２部の座長はマースデンさ

ん）。 

 

 ここからの発表およびパネルディスカッションの内容

については、英語がダメな私にとってあまり理解できませ

んでしたので、以後は主に発表者の画像と発表タイトルに

ついて列記したいと思います。「IWCA Ⅲ 人物カタログ」

として見てください。どんな内容だったか興味ある方は、

中村彰正さんか村上茂樹さんに聞いてくださいね。(^^; 

 



 
 

 
 

 
 

 

クロンク(Gray Kronk)さん（アメリカ） 

「コメットグラフィー(Cometgraphy)」 

 

 同タイトルの著書でおなじみ。クロンクさんはおじいさ

んかと思っていたので、若くてビックリ。現在、１巻と２

巻が発売されていますが、これから出る予定の３巻、４巻

が楽しみですね。 

ヘーニッヒ(Sebastian Hoenig)さん（ドイツ） 
 

「21 世紀におけるアマチュアの彗星発見 

 (Amateur comet discovery in the 21st century)」 
 

 今後、アマチュアが新彗星を発見する狙い目のところは、

「高い南緯」「天の川付近」「天の黄道の北極付近」。機材は

「口径25cm以上の望遠鏡に冷却CCDカメラ」を使って18.5

～19 等まで写し、「MPC skycoverage checker」でリニア等

の大規模サーベイ外を探すことだそうです。 

 個人的にはＦ１レーサーのミハイル・シューマッハに似

ているなぁと思いますが・・・。 

マイヤー(Maik Meyer)さん（ドイツ） 
 

「情報交換とインターネット・ツールと発行物？ 

 (Communicatin and Internet tools and issues?)」 
 

 彗星のメーリング・リストとして、 

・comets-ml（テーマ：議論、参加数：600 人） 

・cometOBS-ml（テーマ：観測・データ、参加数：150 人） 

・comet-images –ml（テーマ：画像、参加数：150 人） 

があり、http://www.groups.yahoo.com/group/comets-ml/

で参加等ができるそうです。 

ティヒー(Milos Tichy)さん（チェコ） 
 

「彗星発見の確認 

 (Confirmation of Comet Discovery)」 
 

 チェコのクレッチ天文台で彗星や小惑星観測に活躍す

るティヒーさん。今回も奥さんのティハーさんといっしょ

に参加されていました。リニアなどのサーベイで見つかり

「The NEO Confirmation Page」に出てくる天体を観測し

たら、その天体像のガウス分布を見て、恒星状か彗星状か

を判断しているとのこと。 



 続いて、村上さんが「コメットハンターは生き残れるか？」というタイトルの発表をされました。

（日本人だったもので、うかつにも写真を撮り忘れました！）参照は以下のホームページ。 
 

http://homepage3.nifty.com/cometsm/Can_comet_hunters/comet_hunter3.pdf（英語） 
 

また、以下は村上さんが『天界』に投稿された原稿(日本語)です 

http://www.comet-web.net/~oaa-comet-ml/murakami/tenkai200304_murakami.html 

http://www.comet-web.net/~oaa-comet-ml/murakami/tenkai200308_murakami.html 

 

 その後、ヘーニッヒさん、マイヤーさん、ティヒーさん、マースデンさんをパネリストとしたパ

ネルディスカッションがあり、ランチタイムとなりました。 

午後からはセッション３「彗星の位置観測(Cometary Astrometry)」と題し、マイヤーさんを座

長に発表とパネルディスカッションがおこなわれました。 
 

 
 

 
 

 
彗星の位置観測のパネルディスカッションに中村彰正さんが登場！ 

マースデン(Brian Marsden)さん（アメリカ） 
 

「彗星の位置観測の必要性と有効性 (The need for 

and use of astrometric observation of comets) 
 

 観測がたくさんある彗星の位置観測よりも、観測が少な

い彗星の観測をやってほしいとのこと。 

バートウィスル(Peter Birtwhistle)さん（イギリス） 
 

「彗星の位置観測の紹介 

(Introduction to astrometry of comets) 
 

バートウィスルさんがどのように彗星の位置観測をお

こなっているかの紹介でした。時刻合わせは「Dimension 

4」、望遠鏡での導入は「Pinpoint」というソフトを使って

いるそうです。また、位置比較星表は「UCAC 2」だそうで

す。 



 夕方 4時からは、セッション４「彗星の測光１(Cometary Photometry Ⅰ)」が、モリス(Charles 

S. Morris)さんを座長におこなわれました。 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

グリーン(Daniel Green)さん（アメリカ） 
 

「彗星の光度に関する進展と問題(Progress and 

Problems concerning cometary Magnitudes)」 
 

彗星の光度観測の「ICQ フォーマット」のうち、CCD 観

測フォーマットが新しくなったといったことなどを説明。 

中村彰正さん（日本） 
 

「 眼 視 目 測 と Ｃ Ｃ Ｄ 測 光 の 系 統 差 に つ い て

(Systematic difference between 

visual estimate and CCD photometry)」 
 

眼視目測とＣＣＤ測光の系統差は、感色性の違いだけで

は説明できない。ヒトの視覚が光に対して対数的に反応す

ることを考慮したモデル計算で、ほぼ説明することができ

るそうです。（詳細は「第 34 回彗星会議 in 信州安曇野」

資料参照） 

モリス(Charles S. Moriss)さん（アメリカ） 
 

「CCD による眼視的な彗星の測光～兆し、現実、未来～ 

(Visual CCD Comet Photometry: The Promise, The Peality, The Future)」 
 

彗星の眼視光度観測に使った望遠鏡の口径を使って、光

度補正をおこなう「モリスの補正式」で有名な方ですね。 

今回の発表では、彗星の眼視光度と冷却 CCD カメラによ

る彗星光度の差は、彗星が出すＣ2 揮線の影響ではないか

とのことでした。 



 午後 6 時 30 分に初日の発表などが終了しました。その後はバスで移動し、パリ市内中心部にあ

る「パリ天文台」見学と懇親会がおこなれました。 

 
パリ天文台の正面。計算で海王星を予言したルベリエの像があった。 

 

 旅行ガイドブックなどを見ると、「パリ天文台の見学は毎月第 2 土曜の午後 2 時からで予約は手

紙で」などと書いてあります。そう考えると、なかなか内部を見るチャンスはないわけで、とても

貴重な体験ができたと思っています。内部には下の写真のようないろいろな展示物がゴロゴロあり、

見ごたえがありましたが、説明がフランス語のみというのが残念でした。 

 

 
1859 年製の 40cm 望遠鏡   1688 年製の地球儀    1673 年のヘベリウスの本 

 

 



 ちょうど 122 年ぶりとなる「金星の太陽面通過」直前だったこともあり、それをテーマとした特

別展示が充実していました。特に 1874 年に長崎で観測をおこなったジャンセンの「レボルバー式

カメラと写真乾板」が目を惹きました。 

 

 
1874 年に撮影された金星の太陽面通過の写真原版 

 

 
ティハーさん、マースデンさん、ティヒーさん 

 

 展示見学のあと、懇親会が始まりました。写真にはありませんが、ヨーロッパ各国の若者たちが

英語で談笑する光景を見て、とてもうらやましく思いました。いつかは、中国や韓国、台湾、日本

の天文愛好家が集まるような「東アジア彗星会議」なんてものができたらいいなぁ～と思いました。 

 

 
 

 その後、古色蒼然とした屋上の 38cm 屈折望遠鏡を見学し、パリの夜景も楽しみました。パリ中

心付近は景観を守るため、広告塔などが禁止されているそうです。そのため、派手さのない、しっ

とりとした夜景が楽しめました。しかし、エッフェル塔がサーチライトを回して、光害をばらまい

ているとは知りませんでした。 

 こうして、会議の初日の長～い一日が終わりました。 



 6 月 5 日(土)、会議 2 日目です。最初に、オーストラリアのピ

アース(Andrew Pearce)さん（写真右）を座長として、セッション

5「各国の彗星グループの紹介 (Introduction of National Comet 

Groups)」がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

ショルテン(Alex Scholten)さん（オランダ） 
 

「オランダの彗星グループの紹介」 
 

 1976 年に発足。メンバーは 75 名。しかし、観測をする

のは近年５～６名。 

ホームページは http://www.kometen.nl/  

 

 Ｋ１のピーター・アーツに似ているような・・・。 

 

ビバール(Nicolas Biver)さん（フランス） 
 

「フランスの彗星グループの紹介」 
 

 1887 年に発足したフランス天文協会（SAF）内の組織と

して、1970 年代に発足した。メンバーは 70 名。観測者は

近 年 10 名 程 度 。 ホ ー ム ペ ー ジ は 、

http://perso.wanadoo.fr/commission.des.cometes/page

principale1.htm 

シャンクリン(Jon Shanklin)さん（イギリス） 
 

「イギリスの彗星グループの紹介」 
 

 1890 年に発足したイギリス天文協会（BAA）内の組織と

して、1891 年に発足した。メンバーにはオーストラリアや

ニュージーランドなどの地域も含まれている。 

ホームページは、http://www.ast.cam.ac.uk/~jds 

 



 
 

 
 

 
 

 

 このようにヨーロッパの国々の彗星組織の実態を聞くと、人口の違いなどを考慮しても、日本が

いかに活発であるかを実感することができます。しかし、近年、日本でも彗星観測者の減少や高齢

化が進んでいることを残念に思います。 

 

 その後、ビバールさんを座長にセッション 6「アマチュアが得た彗星データのプロの利用

(Professional Uses of Cometary Data Obtained by Amateurs)」と題し、発表とパネルディスカ

ッションがありました。 

 

 

 

中村彰正さん（日本） 
 

「日本の彗星グループの紹介」 
 

 日本には大きな彗星グループが３つある。 

 

名 前   発足年  会員数 活発数 年間測光数 
 

①星の広場  1967 年  197 名   20 名    200 個 

②OAA 彗星課 1960 年代 170 名  10 名      30 個 

③彗星 OBS-ml 1996 年   58 名  20 名    1300 個 

 

 

マイヤー(Maik Meyer)さん（ドイツ） 
 

「ドイツの彗星グループの紹介」 
 

 ドイツ天文協会（VdS）内の彗星セクションとして、1984

年に発足した。メンバーは 65 名。そのうちのアクティブ

メ ン バ ー は 20 名 。 ホ ー ム ペ ー ジ は 、

http://www.fg-kometen.de/fgk_hpe.htm 

 

 

ミラーニ(Giannantonio Milani)さん（イタリア） 
 

「イタリアの彗星グループの紹介」 
 

 イタリア天文協会（UAI）内の彗星セクションとして、

1976 年に発足した。 

 ホームページは、http://comete.uai.it/ 

 



 
 

 
 

 
 

 さらに、グリーンさんの代読で次の発表もおこなわれました。 

 

セカニナ(Zdenek Sekanina)さん（アメリカ） 
 

「アマチュア彗星観測のプロの使い方 

 (Professional uses of amateur comet observation)」 

 

 

 

 

 

 

クロビザール(Jacques Crovisier)さん（フランス） 
 

「アマチュアとプロの天文家の観測からの彗星の長

期 進 化 (The long-term evolution of cometary 

outgassing from the observations of amateur and 

professional astronomers)」 
 

 「SWAS」や「Odin」といった衛星での観測や、OH18cm

で多数の彗星を観測する「The Nancay cometary database」

があるそうです。 

 

アハーン(Mike A’Hearn)さん（アメリカ） 
 

「ディープ･インパクト計画とアマチュア天文学 

(The Deep Impact project and Amateur Astronomy)」 
 

 2005 年 7 月 4 日、360kg の球を秒速 10.2km で、テンペ

ル彗星(9P)に衝突させる。200 秒までで直径 110m 以下で深

さ 27m 以下のクレーターできるだろう。衝突時には１秒以

下の閃光があるかもしれない。この彗星は 41 時間程度で

自 転 し て い る 。 ホ ー ム ペ ー ジ は 、

http://deepimpact.jpl.nasa.gov/index.html 

ジョルダ(Laurent Jorda)さん（フランス） 
 

「CCD 画像を使った彗星のダストテイル分析

(Cometary dust tails analysis from CCD images)」 
 

 



 昼食のあと、おもしろい撮影会がありました。今回の会議に参加している彗星発見者の撮影会で

す。皆さんは、誰が誰かわかりますか？ 

 

 
 

 右から次の通りです。 

 

・村上茂樹さん (日本) C/2002 E2 (Snyder-Murakami) 

・ストーンハウスさん (アメリカ) C/1998 H1 (Stonehouse) 

・スナイダーさん (アメリカ) C/2002 E2 (Snyder-Murakami) 

・ムーニエさん (フランス) C/1997 J2 (Meunier-Dupouy) 

・ヘーニッヒさん (ドイツ) C/2002 O4 (Hoenig) 

・ティヒーさん (チェコ) P/2000 U6 (Tichy) 

 

 なかなかお目にかかれない光景ですねぇ。国際会議ならではです。 

 



 その後、セッション７「彗星の測光２」、８「彗星の測光３」と続きました。セッション７では

「Ａｆρパラメーター」についての話題などが続きましたが、よくわかりませんでした。 
 

 
 

 
 

 
 

 

ソステロ(Giovanni Sostero)さん（イタリア） 
 

「彗星の CCD 多色測光における経験(Experience 

on cometary multicolor CCD photometry)」 
 

 彗星の多色測光を精力的にされている方です。 

 

キッチャー(Mark Kidger)さん（スペイン） 
 

「アマチュアによる彗星の CCD 測光：データ標準化の

方法(Amateur CCD photometry of comets: How to standardise 

data)」 
 

 ノーフィルターでも「USNO(アメリカ海軍天文台)A2.0

星表」の赤等級データを多数使うことで、Ｒバンドに近い

測光値を得ることができるとのこと。 

 

ジョルダ(Laurent Jorda)さん（フランス） 
 

「Ａｆρパラメーターと彗星活動 

(The Afrho parameter and the cometary activity)」 
 

「Ａｆρパラメーター」については、「A’Hearn AJ89, 

579, 1984」参照とのこと。 

ミラーニ(Giannantonio Milani)さん（イタリア） 
 

「彗星コマの測光におけるＡｆρでのアプローチとＣＡＲＡ計画 

(The Afrho approach in cometary comae  

photometry and the CARA project)」 
 

 ＣＡＲＡ計画のホームページは、http://cara.uai.it/ 



 その後のパネルディスカッションでは、ソステロさんとキッチャーさんがフィルターをつけるか

つけないかで激しい議論となりました。 

 

 

 
 

 
 

 
 

 後半は内容が難しかったことと、私の集中力が切れたため、内容を把握することはほとんどでき

ませんでした。そんなうちに、あっという間に会議の発表は終了となりました。 

 

 

 

 

 

マーカス(Joseph N. Marcus)さん（アメリカ） 
 

「前方散乱による彗星の増光(Forward-scatter  

enhancement of comet brightness」 
 

 

 

モレル(Philippe Morel)さん（フランス） 
 

「パソコンを使った等級の自動コード化 

(Automatized magnitude codification 

 with a microcomputer)」 
 

 エクセルを使い、データを打ち込めばＩＣＱフォーマッ

トを自動で作成するプログラムを紹介されました。 

 

ドラウス(Michal Drahus)さん（ポーランド） 

ワニアク(Waclaw Waniak)さん（ポーランド） 
 

「彗星核自転の調査 

(Research on Rotation of Cometary Nuclei)」 
 

ドラウスさんはポーランドの大学生で、博物館の職員・

ワニアクさんの指導で発表しました。いっしょに高校生も

来ていました。英語で立派に発表する姿は、すごいなぁ～

と感心しました。 

 



 その後は、ムードン天文台の見学と観望会がありました。屋

上にある世界第３位の８３cm 屈折望遠鏡（写真右）は、ドー

ムが雨漏りし、所々にバケツが置いてあるという悲しい状態で

した。そして、現役の１m 反射望遠鏡（写真下）。夜に高度が

３０度もない木星を薄雲を通して見ましたが、ビックリ！ も

のすごく良く見えました。やはり、大陸は気流が落ち着いてい

るのでしょうか？ 

 

 
 

 

 

 
１m望遠鏡ドームと木星 

 

 こうして、2日目の夜も暮れて、会議は無事終了となりました。 

 



 ここからはおまけです。本会議は無事終了しま

したが、私たちは 6月 8日の「金星の太陽面通過」

を見るツアーに参加しました。予報では西から下

り坂ということで、できるだけ東へ行くことにな

りました。そして、行った先はパリから南東方向

に直線で４００km 以上も離れ、あと２０kmでスイ

ス国境という街・モンベリアールでした。 

 金星の太陽面通過は朝 7 時過ぎから始まります

が、日の出前に極軸合わせたいということで、当

日は 3 時に起きて、バール山という山に行きまし

た（写真右）。天気は快晴。下弦近い月が印象的で

した。その後、4 時半過ぎには日の出となり、あとは金星が太陽の前に現れるのを待つのみとなり

ました。   

 そして 7 時 10 分頃、大きな金星が現れ、その後は期待通りのど快晴の下、金星の太陽面通過を

最後まで見ることができました。 
 

 
 

 この写真を撮ることができたのは、村上さんが日本からわざわざ望遠鏡を持参されたおかげです。

しかし、申し訳ないことに、村上さんはセキュリティーチェックで必ず止められ、荷物を開けさせ

られるという不運を背負うことになりましたが・・・。村上さんには感謝感謝です。 

 

 
スナイダー夫妻との記念撮影       フランスの天文愛好家たちとの観察成功記念 

 

 今回の旅では、中村さんや村上さんはもちろんのこと、本当にいろいろな方々に助けていただき

ました。特に地元フランスの天文愛好家の皆さんには大変お世話になりました。共通の趣味を通じ

て、世界の人たちと分かり合える喜びは、まさに天文ならではのものですね。 

さぁ、次回 2009 年は私たちが世界の天文家を受け入れる番です。世界の仲間たちに喜んでもら

えるよう、楽しい会議にしたいものです。 

おっと、そんな想像にふける前に、英語の勉強をしなくっちゃ！ 現実は厳しいですねぇ～。 

 


