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リリースノート
EQAlign 2.0 では、前のバージョンに以下の変更点が追加されました。

-まったく新しいステップバイステップの使いやすさを追求したインターフェイスを採用。ダイ
レクトアクセスアイコン、ダイレクトプロセスアイコンなどが追加された新しいツールバー。

- ロングイクスポージャー用に改造されたウェブカム（スティーブチェンバーズ（Steve 
Chambers）による改造）のサポートを追加。 シャッターコントロールは、パラレルポートま
たはシリアルポートよりおこなうことができる。カメラコントロールは、サブフレームのズー
ミング、アベーレージフレームスタッキング、ヒストトグラムのストレッチング、リアルタイ
ムでのガウシアンブラーフィルターリングをキャプチャーされた画像に行うことができる。

- Atik (ATK-16IC, ATK-16 y ATK-16HR), QHY5  と Meade DSI カメラについてのサポートを追
加（(QHY6もサポートされる予定)。
-EQAlign 2.0は、１００００個以上の星とディープスカイオブジェクトの位置を計算します。
その他に、太陽、惑星（Series96）、月（elp82)と彗星及びアステロイドの位置と軌道要素を
計算します。軌道要素は、インターネットから更新することができます。

-ローカルスカイは、平面天体図に投射されます。なので、観測する夜の星の明るさ、惑星、月
のフェーズ、彗星の尾の長さ、向きなどの完全な天体暦（エフィメリス）を知ることができま
す。.

-ＬＸ２００，ＡＳＣＯＭ互換マウント及びＭｉｃｒｏｇｉｇａＤＡ１コントローラーへのサポ
ートを追加。ＲＡ及びＤＥＣ軸は、ＥＱＡｌｉｇｎのテレスコープコントロールパネルより操
作することが可能。また望遠鏡をある座標に向けたり、同期をすることが可能になりました。

-使いやすいＧＯＴＯシステムにより、いろいろなキーでのデータベースの検索、オブジェクト
の追加、写真の添付、ツアープランニングとデータベースへの保存が可能になりました。個人
用のカタログを作って、更新することもできます。

-アライン用に使う星の選択には、平面天体図の中で行われ、セーフゾーン（使用可能な星があ
る領域）が、ハイライトされます。このため、あなたの観測状況に応じた最適な星の選択をす
ることができます。

-EQAlign 2.0 は、２つのガイディングアルゴリズムを実装しています：アダプティブリニアと
アダプティブＰＩＤ(Proportional-Integral-Derivative)コントローラーの２つです。 ガイディン
グコントロールは、シリアルポート (LX200標準又は ASCOM プロトコル), 又はシューストリ
ング GPINT-PT 又は GPUSB ポートインターフェィス(ST4 互換) 又は Pierro-Astro USB オー
トガイダーによりおこなうことができます。

-ピリオディックエラー（ Periodic Error）評価ユーティリティーが追加されました。全ての測
定値（アライン時、オートガイド時を含む）は、専用のウィンドウで解析されます（ＲＡ／Ｄ
ＥＣの時間変化グラフ、周波数解析、ＲＡ最大／最小ピーク、基本的なＰＥ周期、角度の傾向、
標準偏差及びＲＭＳ値（ピクセル及びアークセカンド）、タイムドリフトユニット（ミニッツ
／アークセカンド）を含む）。これにより、ユーザーは極軸調整の質を素早く評価することが
できるようになりました。
-スクリーン上に方位軸を投影計算することにより、Ａｌｔ又はＡｚｉｍｕｔｈ軸が調整された
際の星の移動する方向の予測が可能になり、軸調整を簡単にしました。オートガイディングユ
ーティリティが同時に使用された場合、星が自動的に中心に置かれアラインプロセスを更に快
適に、簡単にします。

-次のコンフィグ可能なパラメターによりシミュレーションシステムを改善しました： シミュ
レーティッドアラインメントエラー（Ａｌｔ／Ａｚピクセルで）及びピリオディックエラーの
基本周期と振幅。 シミュレーションシステムは、これら全ての値とアラインメント用の星の座
標を使用し、ＲＡ／ＤＥＣのドリフト値を計算します。このシミュレーターは、あなたが実際
の望遠鏡での調整をする前に、いくらかの操作経験が体験できるように、アライン、キャリブ
レーション、オートガイディング、ＥＰ測定プロセスのリアリスティックな練習を提供します。
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-ナイトビジョンモードを追加。
-オンライン自動更新機能の追加。インターネットに接続されていれば、新しいバージョンが自
動的に検出され、ダウンロードされて、インストールされます。各ステップは、手動でコント
ロールする又はＥＱＡｌｉｇｎにやってもらうことが可能です。

ＥＱＡｌｉｇｎ２．０は、バージョン１．０と違うまったく、新しいプロジェクトです：すべ
てのコードは、書き直されて、モジュール化され、多数のすすんだ数値解析アルゴリズムが実
装され、より速い、効果的なアラインメントエラー計算を提供します。

あなたがたが、これらの変更を使いやすいと感じることを期待しています。どんな、ユーザー
からの意見、アイデアを寄せていただくことを感謝します。
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1.最初の一歩:インストレーション及びコンフィギュレーシ
ョンの基本

1.1.インストレーション

インストレーションは、簡単な６つのステップで行われます。１番目は、ウェルカム画面です。
” ”た ん に Ｎ ｅ ｘ ｔ を ク リ ッ ク し て 下 さ い

２番目の画面は、GNU/GLP ライセンス合意です。ライセンスを読んだあとに、（ライセンス
に 合 意 する なら ば） 合意 する  “ Accept” を 選び 、 “ Next” を クリ ック しま す。 :
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三番目の画面では、EQAlign ファイル用のインストレーションフォルダーを変更することがで
“きます。（変更後、または変更なしで） Next”をクリックして次へ進みます。

次の画面では、スタートメニューのどこへショートカットを作成するか指定することができま
す。 “（変更後、または変更なしで） Next”をクリックして次へ進みます。

　
これにより、"EQAlign 2.0" 及び"Uninstall EQAlign"の２つのリンクを含むメニューフォルダー
が作成されます。
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次の画面ではインストールされるコンポーネントが表示されます。インストール“Install”をクリ
ックして下さい。

インストーラーがソフトウェアを選択されたフォルダーへコピーし、終了したらインフォメー
ションウィンドウを表示します。“Next”をクリックして次へ進みます。
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これでインストレーションは終了です。“Finish”をクリックします。

これで EQAlignを起動することができます。
EQAlignを一番最初に起動したときに、コンフィギュレーション画面（13ベーシックコンフィ
ギュレーション）が表示されます。 
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1.2.ベーシックコンフィギュレーション

 EQAlignをインストールして、一番最初に起動した時に , “First Time Wizard（ファーストタイ
ムウィザード）” が表示されます。ここで使用する言語を選択することができます（訳者注：
この時点で日本語はまだサポートされていませんので英語（Ｅｎｇｌｉｓｈ）を選択しましょ
う）:

次のウィザードステップでは、あなたの観測サイトの地図上の座標を指定することができます。
EQAlign は、製作者の観測サイトをデフォルトとして設定されています。このデフォルトサイ
トを削除して(“Delete” ボタン), 新しいサイトを追加(新しいサイト名を入れて、情報を設定し
“Add”ボタンをクリック)、または既存のサイトを変更(  “情報を変更して、 Update” ボタンをク
リック)することができます。:
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次のステップでは、よく使う望遠鏡用の設定をすることができます。１つ前の手順と同じよう
に、いくつの望遠鏡タイプでも削除/追加することができます。 “Focal”（フォーカル）パラメ
ター (及びあとの手順で現れる“camer pixel size in microns” )は、ピクセルとアークセカンド
（秒（角度））間の計算をするのに使用されます。これに加えて、デフォルトのマウントコン
トローラタイプ(LX200, ASCOM, DA1 又は手動（マウントドライブコントロールがない場
合）)及びマウントをコントーロールするために使用されるデフォルトのポートを指定すること

”ができます。 Autoconnect”をチェックすることにより、EQAlignは起動時に オートガイディン
グシステムに接続しようとします。

ASCOM 標準コントローラーを選択した場合、“ASCOM config”ボタンが表示されます。このボ
タンをクリックすることにより、標準の ASCOM ドライバー選択ダイログが表示されます:

DA1 コントローラーを選択した場合, “DA1 config” ボタンが表示されます。このボタンをクリ
ックすることにより、DA1ドライバーコンフィギュレーションダイログが アクセスできます。
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この他にデフォルトのオートガイディングコントロールシステムを指定することができます。

“次のウィザード画面の Alarm on star lost”では、測定中にアライン用の星がカメラで見える範囲
 “から出てしまった時の警告音を選択することができます。警告音として、 None”（無し）, 

“Sonar”   “（ソナー）又は Buzzer” (ブザー　内部プログラム音）又はＰＣ中のウェーブファイル
を指定して選択することができます。
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“Opacity”オプションを使うと、EQAlignのメインウィンドウの半透明レベルを選択することが
できます。このオプションは、 EQAlignを使用している間に他のソフトウェア（例えば、メイ
ンカメラのキャプチャープログラムなど）がバックグラウンドでどのように動いているかをチ
ェックしたい時に使えるかもしれません:

これらの情報を入力し終えると、EQAlign は通常のスタートアップ画面へ進みます。基本コン
フィグ情報（観測サイト、ガイドカメラ、望遠鏡）は、ツーールバーの３つのプルダウンリス
トから選択することができます。
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ベーシックコンフィグレーション画面にいつでも戻って、新しい望遠鏡又は観測サイトの追加/
変更又は言語の変更又は他のオプションの変更をすることができます。コンフィグ画面に戻る

“には、メニュー File” > “Config assistant”を選択するか、ツールバーアイコン をクリック
してください。

おめでとうございます、これで EQAlignを使用する準備が整いました！
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2.プログラム要素の説明
このスクリーンショットにすべてのメインエレメントが表示されています。

2.1.ファイル（Ｆｉｌｅ）メニュー:

“Open data series”（オープンデータシリーズ）は、以
“前に Save data series”（セーブデータシリーズ）でセ

“ーブされた測定データをロードします。 Save data 
series”（セーブデータシリーズ）は、望遠鏡、カメラ、
観測サイト、マウントコントローラー及びオートガイ
ダー（使用された場合のみ）、測定に使用された星の
赤道儀座標、時間、角度、記録日時及び測定時間長
（分で）を含む情報を ASCII ファイルへセーブします。
セーブされる測定データは次のとうり:記録開始から経
過した時間（秒で）, 赤経（RA）エラー, 赤緯（Dec）
エラー及びオートガイディング用 RA,Decパルス（使
用されたとき）。これらのデータよりグラフが作成さ
れ、“Analyze” プロセスウィンドウで解析することが
できます。
“Save last image frame”（セーブラストイメージフレーム）は、カメラからキャプチャーされ
た、一番最後のフレームを jpg 又は bmp  フォーマットでセーブします（使われていればレティ
クル（アライン用の十字マーク）も）

18
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“Save measurement graph” （セーブメジャーメントグラフ）は、メモリー中の測定値から作成
されたグラフを jpg 又は bmp  フォーマットでセーブします。これらの測定値は、一番最後の測
定からのものか、又はセーブされたファイルからロードされたものになります。
(“Analyze measurements”（測定値の解析）の章を参照して下さい).

“Config assistant”（コンフィグアシスタント）は、ベーシックコンフィギュレーションの章で
みた観測サイト/望遠鏡情報などの入力のための“First Time Wizard”（ファーストタイムウィザ
ード）を開始します。

“Exit EQAlign”（EQAlignの終了）は、望遠鏡及びオートガイディングへの接続を閉じプログラ
ムを終了します。

2.2.Scope（スコープ）メニュー-:

以前のバージョンで手動で行わないといけなかったほとんどのプロセス（例えば、カメラアン
 グルを測定するためのドライブの停止）が、 LX200, DA1  又は ASCOM プロトコル互換のコン

トローラーが接続されていれば自動化できるようになりました。このメニューでは、コントロ
ーラーへの通信を接続、切断及び設定を行うことができます (“Scope selection”を参照)

2.3.Data（データ）メニュー

Iこのメニューでは、天体カタログ（恒星、ディープスカイオブジェクト）を設定、彗星及びア
ステロイドのデータを更新することができます。(“Comet and asteroids data update”を参照)

2.4.Help（ヘルプ）メニュー

.Help:（英語版の）オンラインヘルプはまだ用意されていません。
Check on-line for new version:EQAlignは、インターネットに接続し、最新版のバージョンを
検索し、現在使用されているバージョンをチェック後、アップデートがあるかどうかを報告し
ます。
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About EQAlign:EQAlign, 製作者, ライセンス及び謝辞についてのダイログボックスを表示しま
す。

2.5.ダイレクトプロセスボタンバー:

.画面の左側にあるボタンバーのそれぞれのボタンから、それぞれに対応するメインプロセス画
面へ切り替えることができます。

2.6.ツールバー:

ツールバーには、プログラムの終了、測定データのオープン、セーブ、ナイトビジョンモード
のトグル、コンフィグウィザードの呼び出しをするためのショートカットアイコンがあります。
この他に、観測サイト/カメラ/望遠鏡タイプ選択のためのプルダウンリストがあります。
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2.7.カメラコントロール:

”カメラコントロールパネル（画面の右サイド中段下 Control”ラベル下）を使用することにより
以下のことをすることができます。
•スタックフレームの加算または平均をとる (長時間露出（ロングイクスポージャー）カメラが
ない場合にとても有効),
•ヒストグラム、ガンマ、コントラスト、画像の滲み(blur)の変更
•長時間露出の時間のコントロール (SC変更が施されたウェブカム、Atik, QHY5 又は Meade 
DSI カメラ用),
•カメライメージウィンドウへのレティクルの表示/非表示。
•暗電流及びホットピクセル補正用マスターダークフレームの取得及び適用。
•Ｄｅｃ軸方向の反転,
•Control とProcess Camera パネル間のトグル (“Camera selection and control”を参照して下さ
い)。

2.8.望遠鏡の移動と指示:

画面の下にある、Telescope Control Pad（テレスコープコントロールパッド）（左側）及び
Scope target panel（スコープコントロールパネル）（右側）より望遠鏡をガイドパルスで制御
し、指定された座標へ指示(GoTo)又は選択されている座標との同期(Sync) をすることができま
す。(“GoTo System”を参照して下さい)

2.9.現在のデータグラフ

画面の右側中段上にあるパネルは、現在の測定値をリアルタイ
ムで表示します(オレンジ色が Dec で青が RA).水平、垂直軸の
スケールは、パネルのすぐ下及び右側のスライダバーで調整す
ることができます。

2.10.ヘルプパネル

画面の右側上にあるパネルは、現在行われている操作についてのステータス及びヘルプ（次に
どんな操作をしたらよいか）情報を表示します。
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3.天体暦（Ephemeris）の投影

天体暦の投影画面は、恒星、月、惑星、小惑星の位置、現在の空の地図を表示します。
この画面は、グラフィカルな座標選択を可能にして、他のEQAlign 機能を支援するために使用
されます。これらの座標は、アライン用の星の選択、 GoTo 又は Sync座標の目標として使用
されます。

この投影画面の使用方法は簡単です:
•マウスがあるカーソルの極座標(RA & Dec) 及びローカル座標 (Alt/Az)が表示されます。 
•マウスカーソルがなぞった部分の天体の種類、名前、明るさ、ライズ（入り）、カルミネーシ
ョン（正中）、セット（没）時間を表示します。
•座標の設定は、選択されている位置を左クリックすることにより行われます。選ばれた位置は、
黄色い照準円でマークされます。 
•ズーム　イン/アウト（選択されている位置を中心として）は、マウスホィールをスクロール
することにより行われます。

•小惑星の視覚化は、画面の左側の“Minor planets”アイコン より、始動させることができま
す。一度選択するとEQAlignを再起動するまでこの操作を取り消すことはできません。
·デフォルトの投影画面は、明るい星だけを表示しますが、暗めの星も“More stars” アイコン
により表示することができます。一度選択するとEQAlignを再起動するまでこの操作を取り

消すことはできません。

22



EQAlign 2.0

4.シミュレーションシステム
EQAlign 2.0には、実際に観測する夜の前に、日中にあなたのアラインプロセスの練習を手助
けするようにデザインされたシミュレーションシステムが含まれています。このシミュレーシ
ョンシステムは、前もって設定されたアラインメントエラー、ピリオディックエラー（ある周
波数と振幅のサイン波に設定されたもの）及び星のドリフトの振る舞いをシミュレートするた
めに選ばれた星の座標を使用します。シミュレーションモードを始動するには、単にカメラプ

“ルダウンリストから SimCam”（シムカム）を選択して下さい。

これで、あたかも本当の星を指している本当の望遠鏡に本当のカメラがついてるかのように、
EQAlign のどのプロセス画面も使用できるようになります。これによりシミュレーションで、
カメラロールアングルの測定、マウントの調整、オートガイド、又はピリオディックエラーを
測定することができるようになります。  本当の観測夜の前に本当の作業をする前に、EQAlign
の使用方とフィーチャーに慣れる練習を積むために（屋内で日中快適に）、シミュレーターモ
ードを使用することを推奨します。
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5.カメラの選択及びコントロール
EQAlignは、WDM 標準を使ったカメラ（殆どのウェブカム）及び SC変更されたウェブカム、
Atik シリーズ 1  及び 2 を含む長時間露出カメラと互換性があります。この他に、Atik16IC, 
Atik16, Atik16HR, QHY5  及び Meade DSI(QHY6 もまもなくサポートされる予定)を検出し、画
像フレームをキャプチャーすることができます。 この他のカメラをサポートするための作業も
進められています。

EQAlign は、起動時にカメラを検出し、接続を試みます。なんらかの理由（カメラが他のアプ
リケーションに接続されている又はカメラが接続されていない等の理由）で接続ができない場
合、使用できるカメラはシムカムだけになります。

5.1.カメラの選択

カメラを始動するには、ツールバーのカメラプルダウンリストから選択して下さい:

このリストは、起動時に使用可能なすべての検出されたカメラ（他のアプリケーションに接続
されていなかった）及びシミュレーションカメラ(SimCam).を含んでいます。

5.2.カメラコントロール

カメラコントロールパネル (画面の右中段下)には２つのモード: “Control”（コントロール） 及
び “Process”（プロセス）があります.
IProcess（プロセス） モード では、正確な測定をするた
めに必要な、暗めの星のはっきりとしたカメライメージ
をキャプチャーするためのいくつかのカメラパラメータ
の設定をすることができます。
Histogram: 黒("Hist.Min")   及び 白 ("Hist.Max") のレベル
を２つのスライダーで設定することにより、ヒストグラ
ムをリニアにすることができます。
Gamma: スライダーバーよりガンマ値を設定することが
できます。
Contrast: イメージコントラストをリアルタイムで変更
します。
Blur: このスライダーバーでは、キャプチャーされた画像に適用する滲みフィルターのレベル

 を設定することができます。これは、ゆらぎがある時などに、使用すると有効かもしれません。

Reset to default  : これらのイメージオプション（ヒストグラム、ガンマ、コントラスト及
び滲み）をデフォルトにリセットします。

注意:これらのイメージ変更は、表示されるイメージだけでなく、測定値から星の重心を計算す
るために、使用されるキャプチャーされたイメージにも適用されます。
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Ｃｏｎｔｒｏｌ（コントロール） モード では、カメラの露出
時間及びダーク補正のための設定ができます。

スタックオプション: １０フレームまでのイメージを加算又は
平均によりスタックできます。これは、長時間露出カメラがな
い場合に有効です。
Exposure: 長時間露出カメラが使用可能な場合は、ここに露出
時間を０．１秒から設定することができます。改造されていな
いウェブカムが使用された場合、この値はサンプリング時間の
みに影響します。
Zoom:  カメライメージウィンドウで星が選択されている時、ズームレベルを x1, x2, x3　又は 
x4に設定できます。.ズームの始動は、キャプチャーイメージウィンドウの右下角にある虫眼
鏡アイコンを クリックすることにより行われます。
Apply Master Dark（マスターダークフレームの適用）: このチェックボックスをチェックする
ことによりダークフレーム補正をキャプチャーされたイメージに適用します。この操作は、星
と間違われる可能性のあるホットピクセルの補正を行います。
Invert  Declination axis（ＤＥＣ軸の反転）: このボックスは望遠鏡の光のパスに奇数の鏡があ
ることによりDec 軸がイメージ中で反転していることを EQAlign に伝えます。このボックスは、
ニュートニアン（反射）望遠鏡ではチェック無し、しかしダイアゴナルプリズムが使用された
場合はチェックします。

この他に４つのプロセスボタンがあります：

レティクルの表示 及び非表示  : カメライメージウィンドウでのレティクルの表示/非表

示を切り替えます。

マスターダークの取得  : ダークフレームのキャプチャー及びマスターダークの計算処理を

開始します。このボタンが押されると、EQAlign からカメラのキャップをつけて暗くするよう
に指示が出て、９つのダークフレームを指定された露出時間でキャプチャーします。それから、
ダークフレームを平均してスタックしてマスタダークとし、マスターダークによる補正の適用

“を開始します。マスターダークの適用は、 Apply Master Dark” をアンチェックすることにより
いつでも停止することができます。 

カメラの設定  : カメラのコンフィグレーションダイアログボックスを呼び出します ( “カメ

ラコンフィギュレーションダイアログ”を参考にして下さい)。 

5.3.カメラコンフィギュレーションダイアログ

各カメラタイプにより、別々の設定ダイログがあります。

シムカム用の設定ダイアログ:
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このダイアログでは、いくつかのシミュレーションパラメターを設定することができます : 方
位（Azimuth）及び高さ （Altitude）のアラインメントエラー (ピクセルで),
ピリオディックエラー（Periodic Error）の振幅 (秒（角度）) 及び周期 (秒)。イメージサイズは、
 640x400, 752x852 又は 1392x1040の中から選ぶことができます。

ウェブカム及び長時間露出機能をつけたウェブカム用の設定ダイアログ:

シリアルポートコントロールパラメター パラレルポートコントロールパラメター
 Ａｍｐチェックボックス : 露出の間に Amp-offモッドを使用/非使用します。 

Turn AMP ON Lead : 長時間露出の最後にフレームをダウンロードする前に amp をオンにした
ままにするリードタイムを設定します。 通常 20ms で十分です。
PostLX Time: ” ”露出終わり の信号がカメラに送られた後及びフレームをダウンロードする前の、

ディレイ時間をミリセカンドで設定します。値が小さすぎるとフレームが失われ、値が大きす
ぎると長時間露出で得られたものより、あとのフレームをダウンロードするかもしれません。  
10Msから 20ms の間でうまく動作するようです。
PixelSizeX  及び PixelSizeY:  X 及び Y ピクセルの大きさをミクロン単位で設定します。これら
のパラメターは、望遠鏡のフォーカル長と合わせてピクセルと秒（角度）（アークセカンド）
間の置き換えをするための計算に使われます。

変更されたパラメターは、アプリケーションのレジスター中に格納され、コンフィギュレーシ
ョンの変更（ポート又はウェブカム）がおこるまで、変更する必要はありません。

Video source configuration 及び Video format ダイログが “WDM config”及び“WDM format” ボ
タンを押した後に表示されます。これらは、あなたのカメラの通常のダイアログで、どのよう
に表示されるかはカメラのモデルによって異なります。

以下にいくつかの例を示します:
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ビデオソース：

ビデオフォーマット：
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5.4.サブフレーム

星が選択された時（カメライメージウィンドウ中で左クリック）、イメージウィンドウの右下
角の虫眼鏡アイコンをクリックすることによりサブフレームズームを始動することができます。
選択されている星は、拡大されたサブフレームの中心に置かれ、動くたびに追跡されます。ズ
ームファクターは、 camera control panel.から変更することができます。
アラインプロセスは、オートガイディング使用するカメラ（通常フォーカル長の短いガイドス
コープに付けられている）に関係なく、主望遠鏡のカメラを使っても行うことができます。
Atik 16IC をオートガイディングに使用する場合、サブフレームズームによりフレームダウンロ
ードを速くすることができます。
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6. Scope(望遠鏡）の選択
LX200, ASCOM 又は DA1 プロトコル互換のマウントが使用された場合、EQAlignは、次のい
ろいろな操作を自動化することができます：キャリブレーションプロセス中のトラッキングモ
ーターのスタート/ストップ,軸調整後に星を中心へ移動、選択された GoTo 座標への望遠鏡を
向ける、または選択された座標へ望遠鏡を同期させる。Scope メニューよりマウントコントロ
ーラーを選択することができます。

 ベーシックコンフィギュレーション.  で見られたように、 First Time Wizardからスコープコン
トローラーコンフィギュレーションダイログをアクセスすることができます。

表示されるダイアログは、選ばれているコントロラーにより違うものが表示されます:

LX200の場合

ASCOMの場合
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DA1の場合

いったん望遠鏡への接続が確立されると、Scope targetパネル（画面の右下角）により望遠鏡
を選択された座標へ向けること（GoTo ボタンを押すことによって)

又は望遠鏡の位置を選択された座標と同期させること（Sync ボタンを押すことによって) 又は
GoToにより開始された移動を止める（Halt ボタン)ことができます。

座標は、 RA 及び Decをタイプすることにより、又は天体暦（Ephemeris）の投影ウィンドウ
より選択したい位置を左クリックすることにより設定することができます。

注意: オートガイディングは、ノンパルスガインディング互換のマウント（例えば、いくつか
のCelesronモデル）ではテストされていません。
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7.カメラ回転角度の測定
どんな測定又はオートガイディングをする前に、EQAlignはカメラの回転角度を知る必要があ
ります。これは一度だけ行えば良いはずなのですが、ドイツ式赤道儀(GEM) の設計上、観測点
での子午線を通過した際に東と西の方向が反転します。 回転角度の測定は、短時間で行われる
ので、測定に使用される星が変更されるたびに、回転角度を測定することをお勧めします。最

“初に、ダイレクトプロセスボタンパネル（画面左側）にある Calibrate”（キャリブレート）ボ
タンをクリックして、キャリブレートプロセスを選択します。

a)測定用に選んだ星を、コントロールパッドのRA/Decアロー（又は
望遠鏡のコントローラより）イメージウィンドウの中心に合わせて、
星のイメージをクリックして選択します。小さな赤い円と大きな黄
色の円により選択された星に印がつきます。

b) イメージウィンドウの下にある、測定開始ボタン .を押します。
もしもマウントコントローラーが無い場合は、次のメッセージでト
ラッキングモーターを止めるように指示がでます。
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c) トラッキングモータ－を止めて OKをクリックします。LX200, ASCOM  又は DA1 コントロ
ーラーが接続されている場合、EQAlign がトラッキングモーターを停止します。

注意: いくつかの ASCOM 互換コントローラーでは、自動でトラッキングモーターを停止する
ことは不可能です。この場合EQAlign は、東方向へのガイディングパルスを送信し、強制的に
星が西へ動くようにします。ASCOMコントローラーのデザインによっては、星は西ではなく
東へ動くかもしれません。これは北/南を決める計算に影響しますが、Dec軸を反転することに
より直すことが可能です。(カメラコントロール: を参照).

d) 星が西の方向に移動する間に、EQAlignはカメラの回転角度を計算します。しばらく、その
まま星を移動させて、回転角度測定のゆらぎによる影響を最小にしましょう。EQAlignは、星

がイメージの端に近づくと、測定を止めますが、その前に測定停止ボタン を押しても止め
ることができます:

次のメッセージが表示されます。

LX200, ASCOM 又は DA1 コントローラーが接続されている場合、EQAlignは自動的にトラッ
キングモーターを再開します。そうでない場合は手動でトラッキングモーターを作動させてOK
をクリックします。もしも星がイメージウィンドウの外にでてしまったら、左のRA矢印を押し
て、再び中心に合わせて下さい。カメラの回転角度が測定され、イメージウィンドウ中のレテ
ィクルもこの角度に合わせて回転されます。

32



EQAlign 2.0

33



EQAlign 2.0

8.極軸合わせ
ダイレクトプロセスパネル（画面左側）中の “Align”（アライン）ボタンを押してアラインプロ
セスを開始します。

どちらの軸（Altitude  （高さ）又は Azimuth  （方角））を調整したいかを選択すると、EQAlign 
は、東/西の水平線近く（Alt軸）又は観測点での子午線付近（Az軸）で調整に使える星を選択
する手伝いをします。

8.1.軸調整を始める前に

満足の得られる調整を行うために、次の点に注意を払ってください。

• 正確にマウントの水平度を取ってください。マウントが水平でない場合、１つの軸の
調整が、もう一つの軸の位置合わせに影響します。

• マウントは十分バランスされていなけらばなりません。そうでない場合、測定された
ドリフトの一部は、バランスの取れていないマウントが重力により引き下げているも
のによるかもしれません。　

• 各軸ごとに最低でも１０分の測定をして下さい  。２，３分の測定でドリフト角度は安
定しているように見えることがありますが、実際にはドリフトはとても遅い周期を持
ったコンポーネント（周期的な誤差による）でありトレンドコンポーネント（軸合わ
せの誤差による）です。私たちは、このトレンドコンポーネントを知らなければ、マ
ウントを調整できないのです。

ではこの例を見てみましょう：下のグラフは最初の５分間の測定値のグラフを表示しています。
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まったくドリフトがなく、この軸（オレンジ色側）は調整できているように見えます。
次のグラフは、１５分間にわたって完全に測定したものです。

最初の５分間では分からなかったけれども、この測定により星のドリフトをはっきりと見るこ
とができます。測定開始１０分からの、トレンドライン（赤）が正しいドリフト角度を示して
います。このように、最低でも１０分間測定を続けることが非常に重要です。
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8.2.Ａｌｔ（高さ（仰角））軸の誤差測定と調整

a) 調整用の星の選択:
画面左下中央のパネルで、East（東）又は West（西）オプションを選び、“星の選択”ボタン 

（双眼鏡アイコン）を押して下さい。

EQAlignは、東又は西の水平線近くのセーフゾーンをハイライトした天体暦の投影図を表示し
ます。.このゾーンからあなたの観測サイトから見える星を選んでクリックしてください。６ｈ
/１８ｈの時角度に近い星が、より正確な測定値をもたらすことを思い出してください。

東の水平線近くのセーフゾーン (18h)
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西の水平線近くのセーフゾーン (6h)

選択した星がクリックされると、EQAlignは、アライン画面に切り替えます。もし LX200 又は
ASCOM互換のコントローラーが接続されている場合、望遠鏡は自動的にこの星に向けられま
す。そでない場合は、手動で選んだ星へ望遠鏡を向けなければなりません。選択された星の座

”標は、画面右下の Scope Target”(スコープターゲット）パネルに表示されます。

b) 測定の開始:

調整用の星をイメージウィンドウの中心に置いたら、星をクリックして”最初の訂正ポイント”

を設定し（赤い円が表示されます）、イメージウィンドウの下の”プロセス開始”ボタン を
押して測定を開始します。EQAlignは、星のトラッキング及び最初の位置からの星の移動値の
記録を開始します。現在の測定値が、測定値ウィンドウ（”Scope Target”(スコープターゲッ
ト）パネルの左側)に表示されます:
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dX: ピクセル単位での X軸のドリフト値 (カメライメージウィンドウでの X-Y 回転座標系)
dY: ピクセル単位での Y軸のドリフト値 (カメライメージウィンドウでの X-Y 回転座標系)
dRＡ: 秒（角度）でのRA（赤経）軸のドリフト値
dDC: 秒（角度）でのDec（赤緯）軸のドリフト値
dT: 測定開始時から経過した時間
FWHM: 秒（角度）での FWHM（半値全幅）値 　ガウス関数にあてはまる星の明るさのカーブより
計算される。意味のある値を得るためには、星の像がはっきりしていなくてはならない。.
H.A..: 星の時間角度.
Centroid: ピクセル単位での計算された星の重心座標 (カメライメージウィンドウでの X-Y 回転座標系).
Camera Angle: 最後に測定されたカメラの回転角度（度）
Correction: Iピクセル単位での最後に計算された訂正値。.ピクセル数（軸の方向によって、正又は負の値
となる）及び現在のイメージサイズで必要な訂正をするために必要だった反復回数 (計算された
訂正値が、カメライメージ内に収まるピクセル数より大きい場合）として表現される。
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c) 軸ずれの訂正:

” ”最低１０分記録を続けさせて、 プロセス停止 ボタン を押して測定を停止します。次のメ
ッセージがヘルプウィンドウに表示されます（画面右側上部）:
“Please place the star with the control pad into the init correction point (little red circle). If you 
have a compatible computerised mount, you can push the ‘autoguide to init point’ button. Then 
turn the Altitude axis screw until the star fall into little green circle or near the perimeter of the 
larger white circle.”（コントロールパッドで星を訂正開始ポイント（赤い円）の中に置いて下さ

’い。互換性のあるコンピュータ化されたマウントを使用していれば、開始点へのオートガイ

”ド ボタン を押すこともできます（訳者注：このボタンはシミュレーションモードでは確認
できませんでした）。それから調整用の星が、緑の円の中又は大きな白い円の周辺近くにくる
ように、Alt(仰角）軸のネジを回して下さい。、

測定されたエラーがイメージウィンドウサイズより大きい場合、調整はいくつかのステップに
分けて行われなければなりません。そして次のようなメッセージがヘルプウィンドウに表示さ
れます。

“The measured error is larger than the window dimensions. You must repeat the axis correction 
n times. The last correction you must carry the star from initial correction point (red circle) to the 
perimeter of the smallest white circle.”（測定されたエラーは、ウィンドウサイズより大きすぎ
ます。何回か、軸ずれを訂正を繰り返して下さい。最後の訂正では、調整用の星を訂正開始点
（赤い円）から白い円の周辺へ移動して下さい。）

この時のイメージウィンドウは、上の絵のような感じになります。
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この絵の例では、星は既に RA/Decパッドを使って訂正開始点（赤い円）に移動されています。
この例では、訂正が何回かに分けて行われなければいけないため２つの白い円があります。大
きな白い円は、最初の訂正リミットを示し、小さな白い円は、最後の訂正リミットを示してい
ます。

例えば、EQAlign が 1440ピクセルの訂正値を計算したが、最大での画面の移動幅が 380ピク
セル（大きな円の半径）だとしたら、３回最大の訂正（それぞれが、RA/Decパッドを使って
訂正開始点に移動し、マウントの Alt（仰角）軸調整ネジを使って星を大きな白い円の周辺に移
動する）をして 1140ピクセルの訂正をしたことになるので、あと 300ピクセル足りません。
一番最後の訂正で、残りの 300ピクセルの訂正をしなければなりません（小さな白い円、半径
300ピクセルを使う）。

’ ”互換性のあるコンピュータ化されたマウントを使用していれば、開始点へのオートガイド ボ

タン を各訂正手順の最初に使用することができます。.
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8.3.Az（方角）軸の誤差測定と調整

a) 調整用の星の選択::

画面左下中央のパネルで、Meridian（子午線）オプションを選び、“ ”星の選択 ボタン （双
眼鏡アイコン）を押して下さい。

EQAlignは、子午線近くのセーフゾーンをハイライトした天体暦の投影図を表示します。 .この
ゾーンからあなたの観測サイトから見える星を選んでクリックしてください。子午線に近い星
が、より正確な測定値をもたらすことを思い出してください。

Alt（仰角）軸の時と同じように、選択した星がクリックされると、EQAlignは、アライン画面
に切り替えます。もし LX200 又は ASCOM互換のコントローラーが接続されている場合、望遠
鏡は自動的にこの星に向けられます。そでない場合は、手動で選んだ星へ望遠鏡を向けなけれ

”ばなりません。選択された星の座標は、画面右下の Scope Target”(スコープターゲット）パネ
ルに表示されます。

b) 測定の開始:

Alt（仰角）軸の時と同じように、調整用の星をイメージウィンドウの中心に置いたら、星をク
” ”リックして 最初の訂正ポイント を設定し（赤い円が表示されます）、イメージウィンドウの

” ”下の プロセス開始 ボタン を押して測定を開始します。

c) 軸ずれの訂正:

” ”最低１０分記録を続けさせて、 プロセス停止 ボタン を押して測定を停止します。Alt（仰
角）軸の時と同じように、EQAlignは必要な訂正について、あなたをガイドしてくれます。唯
一つの違いは、今回は Alt（仰角）軸のネジではなく Az（方角）軸のネジによってマウントの
調整を行うことです。
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8.4.これで終わり？私のマウントは完全に極軸合わせできたの？

理屈では、イエスですが、実際にはノーです。何故？えーと、それは現実的には、私たちはぴ
ったりと6h/18h及び0hにある星を測定することができないからで、そのかわりにこれらの角度
近くの星を測定しているからです。

軸を訂正している時、この近似がもう一つの軸へのエラーに貢献することになります。このエ
ラーは、星が正しい時角度に近いほど小さく、離れているほど大きくなります。

このことを前提にして、次のように進めることができます。

1) 最初に Az（方角）軸の訂正をします。この測定では、Alt（仰角）軸のエラーによる部分が
含まれていますが、Az（方角）軸のエラーよりも小さなものです。前もって、マウントの仰角
を観測点での仰角に大体合わせておけば、より小さくなります。これらの測定の後、殆どの方
角軸でのエラーが訂正され、残りのエラーは小さなものとなります。

2) 次に、Alt（仰角）軸の訂正をします。残りの（とても小さな）Az軸のエラーが、星のドリ
フトに影響しますが、主な部分は仰角のエラーによるものです。またしても、この測定の後、
殆どの仰角エラーは訂正され、残りのエラーはとても小さなものとなります。

3) Az（方角）軸の訂正を繰り返します。ここでは、Alt（仰角）軸のエラーがとても小さいため
これによる影響の星のドリフトは、殆どなくなり Az（方角）軸は、正確に軸合わせされます。

4) 最後に Alt（仰角）軸の訂正を繰り返します。ここでは、Az（方角）軸のエラーはゼロに近
く、その影響による星のドリフトも殆どなく、Alt（仰角）軸も正確に軸合わせされます。

もちろん、もっと訂正を繰り返すこともできますが、画像を撮りたくありませんか（訳注：
take shot ” ” ” ”で 画像を撮る と 試みる にかけた洒落か？）
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9.ピリオディックエラーの測定と測定値の解析
EQAlignには、ピリオディックエラーの測定と測定データ解析(ピリオディックエラー、軸調整、
オートガイディングからの）をするための特定のプロセスが用意されています 。

9.1.ピリオディックエラーの測定

ピリオディックエラーの測定プロセスを始動するには、ダイレクトプロセスボタンバー（画面
“の左側） P.E.”ボタンを押してください。.測定用の星をイメージウィンドウの中心に 置いたら、

” ”その像をクリックして 最初の訂正ポイント （赤い円が表示されます）を設定し、イメージウ

” ”ィンドウ下の 測定開始 ボタン を押し測定を開始します。カメラの回転角度は、同じ半球
（観測点での子午線の西または東）について既に測定されていなければなりません。
I正確なピリオディックエラー測定値を得るために、最低でも２つの完全なマウント周期分の時
間、記録が続くようにしてください。もしマウント周期が分からなければ、最初の測定値群を
１６分として下さい。

” ”測定を止めるには、 プロセス停止 ボタン を押します。測定値の解析（次）をする前に測
定値をセーブすることをお勧めします。.

9.2.測定値の解析:

測定値解析を始動するには、ダイレクトプロセスボタンバー（画面左） “中の Analyze”（アナラ
イズ）ボタンを押します。
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解析画面の上の部分に測定データのグラフがあります。青い線は、RA（赤経）データを表し、
オレンジの線は Dec（赤緯）データを表します。水平と垂直のスケールは、グラフの下及び右
のスライダーバーを使用して、調整することができます。これは、ドライブ又はマウントの機
械的な問題を示唆しているかもしれない特定のグラフのピークを拡大したい時にとても便利な
機能です。 

情報パネルは、グラフの下に位置しています:

“Trends”グループ:
トレンドアングルの統計情報（値が小さいほど、軸調整が良くできていることを示しま
す）RA（赤経）Dec（赤緯）の最大、最小、標準偏差、RMS（RootMeanSquare）を表示しま
す。この他にDec（赤緯）のトレンドアングルを分/秒（角度）（ミニツパーアークセンド）単
位（又は分/ピクセル）での時間ドリフトレートに変換します。この時間が長いほど、軸調整が
良くできていることになります。

マウントが完璧に調整されている時、Dec（赤緯）の標準偏差、RMS値は、シーイングの指数、
RA（赤経）の標準偏差、RMS値はピリオディックエラーの振幅の指数となります。

“Periodic Error Analysis”グループ:

EQAlignは、測定データの周波数解析を行い、ここに基本周期（ fundamental period)を表示し
ます。RA（赤経）のグラフは、理論的には、唯一つの基本周期（及びその倍音）を持つべきで
すが、実際には２つ又はそれ以上（及びその倍音）が通常みつかります。
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測定用の星の座標が選択される（天体暦図の中でクリックすることによって（いつもこの方法
で選択することをお勧めします））と、EQAlignはRA（赤経）の値をピクセルから秒（角度）

 へ変換します。 EQAlignを使い、RA（赤経）値を秒（角度）に変換しない他のよく知られてい
る天文ソフトウェア（K3CDツールのような）で記録されたデータを解析することもできます。
この場合、 “Declination correction”中の“Compensate” オプションをチェックして、星のDec
（赤緯）座標を指定しなければなりません。

“Graphic options”グループのチェックボックス :
•RA/Dec trend: ドリフトの傾向を示すRA (青) and Dec (赤)のトレンドラインの表示/非表示。
•Normalize RA/Dec: ピリオディックコンポーネントが見えるように、それぞれのグラフよりト
レンドコンポーネントを除去する。
·Smooth graph:滑らかなカーブが見えるように、ゆらぎの影響を除去する。グラフ中の跳ねで
検出することができる機械的な問題をみつけようとしている時は、使用しないで下さい。跳ね
をみつけたなら、別の軸に同時に跳ねが起こっているかを確認して下さい。もし同時に起こっ
ていれば、跳ねは、外部的要因（風、望遠鏡への接触、その他）によるものかもしれません。

“Graphic type” グループ:
生のデータ（Measuresチェックボクス）または差分データ（Differencesチェックボクス）のど
ちらかを選択します。差分データは、１つ前にキャプチャーされたフレームと現在のフレーム
の各軸での位置の違いを表示します。これは、もう一つのシーイングの指数になります。
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10.オートガイディング
EQAlignは、ビルトインのオートガイディングシステムを持っているので、同じソフトウェア
を使って望遠鏡の極軸合わせをし、それに続けて、メインカメラとあなたが良く使うキャプチ
ャーソフトウェアで画像を撮りながら、ガイドカメラでマウントをコントロールすることがで
きます。
EQAlignのオートガイディングプロセスは、一つ前の測定値と訂正に基づいた、適応型（ゲイ
ンを調整し、自分で調整）であり予想型（次に起こるエラーを予想する）です。
オートガイディングプロセスを始動するには、ダイレクトプロセスボタンバー（画面左）中の
“Guide” ボタンを押して下さい。次のような画面が現れます:

” ”ガイド用の星を選んで、イメージウィンドウ下の プロセス開始 ボタン を押します。ガイ

” ”ディングを停止するには、 プロセス終了 ボタン を押します。
オートガイディングプロセスが開始されると、現在の星の位置が目標位置として設定され、RA
とDecの許容範囲がカメライメージウィンドウ中でマークされます。

ガイディングプロセスの間、EQAlignは、ガイディング情報を測定値ウィンドウに表示します。

Ａｌｔ（高さ（仰角））軸の誤差測定と調整の時に表示された測定値情報に加えて、オートガ
イディングが動いていることを示すために、測定値ウィンドウ左下に５つの丸い点が表示され
ます:
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中央の大きな点は、目標位置からのガイド星の相対的な位置によって色を緑から黄又は赤に変
えます。オードガイディングが作動してない時には、灰色で表示されます。
周りの４つの小さな点は、その方向のガイドパルスが使用された時に星型に変わります。

” ”ガイド星をイメージの中央に置くには、 センター ボタン を押せば、EQAlignがガイドパル
スを使用して、ガイド星をイメージの中央に運びます。
マウントコントローラーが、いくつかのモード（ガイド、センター、ムーブ、スルー）がある
LX200互換であれば、センターのドライブ速度が使用されます。
ST4タイプ（リレーを使用した）のマウントコントローラーであれば、センターとガイドのド
ライブ速度は同じなので、遅いかもしれません。

ボタンは、セルフキャリブレーションプロセスを開始します。最初にカメライメージウィ
ンドウ中で星（ウィンドウの端っこ近くではないもの）を選択し、このボタンを押します。
EQAlignは、いろいろなガイドパルスをコントロールドライブへ送信し、どのような反応があ
るかを評価して、オートガイドパラメターを設定します。

ボタンは、オートガイディングのコンフィグダイアログを表示します:

ここでは、手動でガイドパラメターを設定することができます:

Control port（コントロールポート）: 望遠鏡のシリアルポート（ネィティブシリアルポート）、
ST4互換ポート（GPINT-PT  又はシューストリングのGPUSB  又は Pierri-Astro のUSB オート
ガイダー）または ASCOM互換のコントローラーを使用することができます。ST4互換のコン
トローラーには、両方の軸を同時に制御できるという利点があります。
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-
Guide freqeuncy（ガイドフリークエンシー）: ガイドパルス間の最小ディレイ時間（ミリセカ
ンド単位）を設定します。デフォルト値は 500 ms です。
Max pulse（マックスパルス）: 最大のパルス長をミリセカンド単位で設定します。EQAlignは、
必要なガイドパルスの長さを計算しますが、このパラメターにより送信されるパルスのの最大
値が制限されます。デフォルト値は 500 ms です。
Invert pulse direction（インバートパルスディレクション）:ASCOMドライバーのデザインまた
は ST4ポートの配線によっては、RA及び/又はDec軸方向のガイドパルスの向きの反転が必要
になります。
Margin（マージン）:RA軸では、エラーの許容値を秒（角度）（これより小さなエラーは訂正
されません）で設定、Dec軸では、正及び負の別々のエラーを設定し、これにより、より大き
なドリフト自身で矯正されるドリフトにより起こるエラー（マウントが正確に軸あわせできて
いない場合）を許容することができます。望遠鏡のフォーカルレングス及びピクセルサイズに
応じて。これらの最適な値をみつけなければなりません。　オートガイディングプロセスは、
シーイングによるエラーを評価し続け、最小許容値を計算しますが、あなたはここにより大き
な値を設定することができます。
Backlash compensation（バックラッシュコンペンセーション）:Dec軸が動き出す際のバック
ラッシュ用のガイディングパルスの長さ（ミリセカンド単位で）を設定します。モーターの方
向が反転する時には、訂正パルスにこの時間が加算されます。サイドリアルトラッキングで常
にバックラッシュで動いているので、この時間はRA軸には必要ありません。
Pos. read mode（ポジションリーディングモード）:EQAlign がどのようにエラーを計算するか
を設定します。実際のエラーリーディング、最後のエラーの平均値又はエラーのトレンド値
（線形近似）によるかのう＝いづれかです。あなたの観測機の設定でどれば一番良く動くのか
を試してください。分からない場合にはActual.を使ってください。
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-

（訳者注：この時点での実際のソフトウェア（２．２）のオートガイドコンフィグダイア
ログは、この絵と既に若干仕様が異なるようです）
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11.GoToシステム
EQAlignには、ビルトインの天体データベース検索システムがあります。

“この機能を始動するには、ダイレクトプロセスボタン（画面左側）中の GoTo” ボタンを押しま
す。
以下のような画面が表示されます。:

クラッシクなGoTo システムに加えて、EQAlign2では、教育的目的又は単に観測夜の計画をよ
りよくするための、スカイツアーを作成することができます。

GOTO画面内で、ツアーのタイプを選択して下さい。
Manual:特定のルートはロードされていません。天体を１つずつサーチします。これがデフォ
ルトのオプションです。
Auto:このオプションにより、以前に格納されたルートのインポートまたはロードが可能にな
ります。

11.1.ルートプランニング

Auto “オプションが選択されると、 Select planning”ボタンが使用可能になります。格納された
ルートがない場合は、次のメッセージが表示されます。:
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"OK”をクリックすると、Path selection ダイアログが表示されます。

これには、格納されたルートのリストが含まれています。ここでは、以下の操作を行うことが
できます。：
Delete:ルートの削除
Export:ルートを EQAlignルートフォーマット（xmlベース）で格納します。
Import :ルートを EQAlignルートファイルからデータベースへ読み込みます。
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新しいルートを作成又は保存されたルートを読み込むには、Admin path ボタンを押します。
これにより Route　planning(Planificador de rutas) ダイアログが表示されます。

ここでは、以下の操作ができます：（訳注：英語を選択しても、いくつかのテキストはスペイ
ン語のままのようです。更に機能的にテストされていなように見えます（例えば、一度ルート
を作成して、ルートプランニングダイアログを閉じてしまうと場合によっては編集できないよ
うです）
Load route(Cargar planificacion):データベースに格納されたルートを読み込みます。ルートの
選択又は取り込みができる、Path selection Iダイアログを表示します。
Add route(Crear nueva planificacion):新しいルートを作成します。  Data entry(Entrada de 
datos) ダイアログが表示されるので、新しいルートの名前を入力します。

次のメッセージが、ルートの作成を確認します:

Route　planning(Planificador de rutas)  ダイアログ中の、Comments(Comentarios), Object 
Add(Anadir objecto)  及び delete（Borrar objecto)ボタンが使用可能になります。
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Comments(Comentarios):ここでは、ルートについてのコメントを入力できます。
Add object(Anadir objecto):現在のルートに天体を追加します。追加するには、最初にメイン
画面で、天体を検索し、みつかったら、このボタンを押します。天体の名前が、リストに追加
され、確認のメッセージが表示されます。

Delete object(Borrar objecto):天体をリストから削除します。

リスト中の天体名をダブルクリックすることにより、コメントを入力することができます。

ルート作成が終了したら、OKボタンを押して下さい。このルートは、メイン画面中の Load 
route ボタン又はSelect planning ボタンで読み込むことができます。
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ルートが読み込まれると、メイン画面上部のPlanning route オプショングループが使用できる
ようになります。ここには、天体の数、作成者、コメントなどのルート情報が表示されます。
ルートコメントは、編集でき、更新することができます（updateボタンで）。

最初の天体の座標が自動的に読み込まれます。（訳注：と書いてありますが、２番目以降の天
体が選択されないと座標がかわらないようです）ScopeTargetパネル（画面右下）中でGoToボ
タンをクリックして、望遠鏡を選んだ星へ向けましょう。

以下のボタンで、ルート中の１つ前、最初、又は次の天体を選ぶことができます。

11.2.天体の検索

Manual オプションが使用された時（又はルートの作成中、使用中）、EQAlignの天体検索機能
を使用することができます。天体名を入力して、<enter>キーを押すか、Search buttonボタン
をクリックします。Similar search  （類似名のサーチ）  及び Autocomplete  （自動補完）オプ

ションをオン/オフすることができます。現在、高度なキューリーフィルターを開発中です
”（ Advanced filter”ボタンが将来のバージョンで使用可能になる予定です）。
いくつかの天体名が、サーチクライテリアに合致したら、結果のリストから１つ選択すること
ができます。これにより、空の投影図がその天体を中心になり（訳注：実際には天体暦図中で
黄色の照準円が表示されるだけ）、その天体の情報が情報パネル（画面の下側）に表示されま

 す。 天体が水平線上にあれば、ScopeTargetパネルの座標が更新され、GoTo ボタンを押すこ
とにより、望遠鏡をその天体に向けることができます。白いパネル中で、天体についての２種
類のコメントを編集することができます。

General:天体についての一般的なコメント。
Plan:現在のルート中の天体についてのコメント
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キーボードユーティリティー

暗闇で天体名を入力するのは、とても難しいかもしれません、それで EQAlignは、画面上のキ

ーボードユーティリティーを組み込んでいます。これは、 ボタンを押すことで起動するこ
とができます。.
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12.データベースの更新
EQAlignデータベースには、すべての恒星、DSOカタログ、彗星及び小惑星についてのデータ
が格納されています。

12.1.天体カタログの更新（未実装）

EQAlignの天体カタログ編集機能を開発中ですが、この機能はまだ使用不可能です。将来のバ
ージョンで使用可能になるかもしれません。

12.2.彗星と小惑星のデータ更新

“この機能は、 Data” -> “Comet/Asteroid data”より使用可能です。

Orbital Elements ダイアログが表示されます。

56



EQAlign 2.0

このダイアログでは、オービタルエレメントを検索、挿入、更新またはマイナープラネットの
削除をすることができます。
天体をサーチするには、その名前の一部分を Object Id”  に入力し、 <enter>キーを押すか、 
Search ボタンをクリックします。天体のオービタルエレメントが表示され、選択日時での位置
をCompute ボタンをクリックすることにより、計算することができます。
Scope Coord ボタンをクリックすることにより、計算された座標が ScopeTargetパネル中に設
定されます。
Iインターネットが使用可能ならば、彗星及び小惑星のオービタルエレメントを自動的に更新す
ることができます。もしネットが使用できない場合は、MPC互換ファイルより更新することが
できます。.
MPC data load タブをクリックします:

彗星又は小惑星のMPCファイルをディスク又はインターネットリンクをしようして選んでくだ
さい。小惑星のファイルには、150,000 エントリー以上があるので、その中の一部分を処理す
るように指定することができます（デフォルトでは１０００個）。
新しいエントリーが、データベースに追加され、既存のエントリーは更新されます。
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付録:  J.Scheiner方の理論的背景

1. The method. (参照文献 ref.[2]よりの抽出)

１９世紀の後半、時間軸を調整するためのいくつかの方法が開発されました。最初の実用的な
方法の１つは、J. Scheiner により 1889年に発表されたドリフト調整方です。 たぶん、これは、
その単純さのために、非常に頻繁に使用されている方法です。この調整方を行うには、レティ
クルのついたアイピースのみしか必要ではありません。方角と仰角の時間軸の訂正は、別々に
決定され、方角は子午線で、仰角は時間角度が t=6hで行われます。同じような記述がある中で、
ここでは、この方法.を AstronomicalLeague(アストロノミカルリーグ)版で記述しています。:

1. 赤道線の近く（ドリフトレートを最大にするため）で子午線の近くの、明るく、簡単
に位置を調べることができる星を選択。アイピースの十字マークの中心に置く。

2. Dec（赤緯）方向のドリフトが目立つようになるまで、星を追尾します。RA（赤経）
方向のドリフトは無視します。星が北にドリフトするようなら、極軸を東へ移動しま

 す。星が南にドリフトするようなら、極軸を西へ 移動します。微調整して、ドリフト
がなくなるまで繰り返します。

3. 西又は東の水平線の近くの明るく、簡単に位置を調べることができる星を選択。アイ
ピースの十字マークの中心に置く。

4. Dec（赤緯）方向のドリフトが目立つようになるまで、星を追尾します。RA（赤経）
方向のドリフトは無視します。東の星を選んでいて、星が北にドリフトするようなら、
極軸を下へ移動します。東の星を選んでいて、星が南にドリフトするようなら、極軸

 を上へ 移動します。（西の星を見ている場合、調整方向を逆にすること）微調整して、
ドリフトがなくなるまで繰り返します。

J. Scheiner氏 “は、屈折が解除（ unschadlich”)）されなければならないとはっきりと指摘して
いました。このヒントを無視すると、子午線と西又は東のどこかでの観測が可能になります。
しかしこの方法は、観測される移動方向は、時間角度 t=0h及び t=6hの時間角度で、起こると
いう事実に依存しています。
上の説明に従えば、水平線の近くを観測する時が、もっとも屈折の影響をうけることになりま
す。それでも、屈折の影響は、十分な赤緯をもった星を選ぶことによって、避けることができ
ます（観測地点での緯度による）。

2. 理論的背景. (参考文献 ref.[1]よりの部分的な翻訳)

以下の２つの方程式が、与えられた軸調整エラー（方角及び仰角）での、時間角度と偏差
（declination)エラーの関係を示しています:

)sin()cos()cos(:)2(
))tan()cos()cos()(sin()tan()sin(:)1(

hAhH
hAhHh

φδ
δφφδ

∆+∆=∆
−∆+∆=∆

, ここで:

h∆  時間角度エラー A∆ 方角軸エラー

δ∆  偏差エラー H∆  仰角軸エラー

h  星の時間角度 δ  星の偏差
φ  観測点での緯度

式(1)と (2)を時間で微分することにより、みかけの(h')と真の(h)時間角度との違い及びみかけの
(δ’)と真の(δ)偏差との違いを得る。

 しかし、 h = ω t,、ここで ω は、時間による時間角度レート、すなわち 23.93  時間 (又は 
1436.04 分),で 2π ラディアン、故にω = 0.0043754 又は, 1/ω = 228.55, 故に:

ωφδ
ωδδ

))cos()cos()sin((/:)4(
))tan()sin()tan()cos((/:)3(

hAhHdtd
hAhHdthd

∆+∆−=∆
∆+∆=∆
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原理的には、これは空のどこででも成立するが、赤経（又は時間角度）のドリフト測定方は正
確なトラッキングドライブの使用（それはいつでも可能という訳ではない（ピリオディックエ
ラーの影響を考慮に入れると））を前提とする。.
しかしながら、いくつかの点を考慮に入れると、デクリネーションドリフトdDd/dt を測定する
だけで、DA と DHを計算することができる。

子午線にある星のデクリネーションドリフトを測定すると仮定しよう。この場合、 h= 0になる
ので、sin(h)=0 で cos(h) = 1になり、これを式 (4)に代入すると:

)cos(
/55.228

)cos(
/)cos(/:)5(

φ
δ

ωφ
δωφδ dtddtdAAdtd ∆=∆=∆⇒∆=∆

すなわち Azimuth（方角） エラーは、 meridian.（子午線）にある星のデクリネーションドリ
フトの228.55/cos(f )倍、大きいことになる。

同じように、子午線から時間角度± 6hの星のデクリネーションドリフトを測定すると、sin(h) = 
± 1  と cos(h) = 0になり、これを式.(4)に代入すると:

dtddtdHHdtd /55.228//:)6( δ
ω
δωδ ∆⋅±=∆±=∆⇒∆±=∆

 すなはち、 Altitude（  仰角）エラーは、子午線から６ｈの星のデクリネーションドリフトより、

228.55 倍大きいことになる。子午線から-６ｈの星のデクリネーションドリフトより、反対方
向に228.55 倍大きいことになる。

われわれは、最後の考慮をしなくてはならない。Az（方角）軸を訂正するためには、式(5)から
の訂正が、星が水平線平面上にある時のみ有効であることを知らなければならないが、そこで
は屈折の効果により、適当な星をみつけることができない。半球の幾何学を当てはめることに
より、 水平線上の星の訂正要素は、天中の星からのデクリネーションの差（天中距離）のSin
を掛けた値になる、ということが示される。
これにより、Az（方角）軸の訂正式は:

)cos(
/)sin(55.228:)7(

φ
δδφ dtdA ∆−=∆ となる。

式(6)  と (7)は、デクリネーションドリフト測定では、子午線（時角度 0h)にある星及び時角度
6h又は 18hにある星だけを使用しないといけないという軸調整の問題を解決する。
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参照文献.

Ref.[1] Polachsenjustierung (極軸調整):
http://www.astro-electronic.de/polachse.pdf

Ref.[2] The atmosphere as a prism (大気をプリズムとして):
http://leq.one-arcsec.org/e/Methods/framMethods_e.html

Ref.[3] Die Scheinermethode (Scheiner方):
http://www.baader-planetarium.de/download/scheiner.pdf
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