
  

 

ポルタの教科書 
ポルタ A80Mf はこう使え 

要約 

入門用望遠鏡の定番とも言えるビクセンのポルタ
ⅡA80Mf の使い方を組立から観察、そして写真撮
影などの応用まで詳しく解説します 

スター☆パーティ 

 スタパオーナー 
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ポルタの教科書 (ポルタ A80Mf はこう使え) その１ 

ポルタの教科書 序章 
2019 年末にスターラウンド八ヶ岳が実施した「星空案内人養成講座」では、星空案内をする際ビクセンの【ポル

タⅡ A80Mf】を基本機種とするため、星空案内人に望遠鏡の使い方を習得してもらうことになりました。 

【ポルタⅡ A80Mf】を用意し実際に演習を行ったのですが、初めての講座だったこともありテキストやレジメを準

備せずに実施したため、少なからず混乱が生じました。 

この反省を踏まえオリジナルなマニュアルを作ることとしました。 

 

ポルタシリーズというのは「ポルタ式経緯台」と呼ばれる、ビクセンオリジナルの架台 (一般的には片持ちフォー

クタイプのフリーストップ＋上下水平全周微動付き経緯台) ですが、この架台をベースに様々な鏡筒を組合わせ

た製品群です。 

2005 年に販売が開始されましたが、途中「ポルタ」から「ポルタⅡ」にマイナーチェンジがありましたが、大きな

変化無しに現在に至ります。 

コラム「ポルタ」と「ポルタⅡ」の違い 

「ポルタ」は専用三脚だったのですが「ポルタⅡ」には架台基部に黒い部品が付いており、ビクセンの標準的望遠鏡用三

脚が使えるようアダプターが付属しています。「ポルタ」以外の望遠鏡を使う気のない人にとってはあまり意味のないことで

すので本シリーズでは「ポルタ」と「ポルタⅡ」とくにことわりの無い限り区別しません。 

 

現在では「ミニポルタ」、「モバイルポルタ」などの派生品も販売されて

いますし、海外メーカーからは明らかに模倣と思える製品がいくつか販

売されていますので、ある意味入門用望遠鏡のお手本ともなっていると

いっても過言ではないでしょう。 

中でも今回取り上げる「A80Mf」という口径 80mm の屈折アクロマート

鏡筒との組み合わせは、「ある程度本気で星が見たい」、「大人の初心

者」向けの最初の望遠鏡として個人的にはベストな選択だと思っていま

す。(子供が使ってはいけないというわけではないですが、一人で扱う

前提だと大きさと重量が、小学生が気楽に使うのには少し辛いのでは

思います。) 
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もちろん予算や、個々人のスキルや環境に

より別の選択もあるのですが、コストパフォーマ

ンスにたいへん優れており、将来的に(マニア

になっても)所有していたいと思えるところが推

奨の根拠です。 

使いやすさも秀逸で、この望遠鏡がまともに

使えない人は、一生望遠鏡が使えるようには

ならないのではないかと思える程です。 

観察会の時にたくさんの人に望遠鏡を覗い

てもらうシーンでは天体を追尾しやすい赤道

儀がベターなのですが、「星のソムリエ八ヶ岳」

ではより多くのメンバーに望遠鏡を扱ってもら

い、たくさんの人に望遠鏡を覗いてもらおうと

いう主旨で使う上でハードルの低い【ポルタⅡ A80Mf】を標準機種としています。 

 

口径 80mm の屈折望遠鏡と言うと、昭和期にはハイアマチュア向けの高級機で、とりあえずひととおりの観測が

おこなえる機種で憧れのスペックでしたので性能的にもバカにできないものですが、今日では入門向けとして入

手しやすい物になっています。 

そんなわけで【ポルタⅡ A80Mf】は、これから「星を趣味にしたい」、「星を見せる人になりたい」という方には最

低限ぜひ使いこなして頂きたい望遠鏡なのです。 
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第１章 ポルタの組立かた 

1-1.ポルタ A80Mf の構成 

ポルタを購入すると大きな箱が２個届きます。(写真後ろの箱がそれ

です) 

ひとつには鏡筒と鏡筒周りのアクセサリー類。 

もう一つの箱にはポルタ式経緯台と三脚が組み上げられたセットと

取扱説明書類が入っています。 

 

鏡筒には予め鏡筒バンドが取り付けられて

いて、対物レンズ先端と接眼部にはそれ

ぞれキャップが着いています。 

アクセサリー類は下のような構成になっています。 

接眼レンズはプルーセル式の

20mm(PL20mm)と 6.3mm(PL6.3mm)の２個

で 46 倍と 144 倍が得られます。 

 

天頂プリズムは天頂付近でも楽に見ら

れるようにする屈折望遠鏡には必須のア

クセサリーですが、正立式というタイプで

昼間に使用したり月をても違和感の無い

ものです。 

接眼延長筒は普段は使用しなくても大

丈夫な部品ですが、地上を見るときやカメ

ラを取り付けるときなどに使用することがあ

りますので紛失ないように保管しましょう。 

また接眼レンズ、天頂プリズムにもキャッ

プが付属しています。 
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ファインダーは脚部とスコープ部、黒い輪

ゴムのようなＯリングがバラバラになってい

ますが取説を見て組立てて下さい。(ファイ

ンダーの調整については別章で詳しく紹介

します。) 

 

付属するファインダーのキャップはとても紛失し

やすいので注意して下さい。 

 

 

 

 

微動棒はポルタのオリジナル部品です。 

 

通常は固定に小ビスを使いますが、この微動

棒は先端部分のポッチマークにバネが入ってい

て固定します。 

他の微動棒と構造が違っていることを知って

おいて下さい。 

スターラウンド八ヶ岳のポルタⅡA80Mf では使

いやすさを考慮して純正と異なる微動棒(少し長

くて止めねじ式)を使用することがあります。 

 

以上がポルタ A80Mf を構成する部品です。(アクセサリートレイが脱けました。説明するまでもないのです

が、組立編で登場します。) 
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 1-2.三脚の使い方 

さていよいよポルタの組立に入るのですが、始めに

三脚の組立かたについて少し詳しく解説します。 

 

構造は単純なので見ただけで組み立てられるとい

う方も多いと思いますが、初心者の方が組み立てるの

を見ていると、予想外に苦労されているのを見かける

ことが多いため、あえてひとつの節として解説すること

にしました。 

 

１)三脚の高さ調節について 

ポルタは三脚の長さを調節して高さを 87cm から 137cm(いずれも架台上下軸中心)の範囲で選べるようになっ

ています。 

一番低い状態だと未就学の小さなお子さんがいても

なんとか覗くことができます。 

全員が大人の場合は一番延ばした状態の方が楽に

観察しやすいですが、写真撮影や高倍率を用いる場

合は、できるだけ低くしておいた方がブレが小さくなりま

す。 

必要に応じて高さ調整をするようにして下さい。 

高さ調節は原則として鏡筒を取り付ける前に三脚を

閉じた状態の時に行うのが良いです。 

全ての組立が終わってからでもできないわけではない

のですが、不安定なので一人で行うのは危険が伴いま

す。 

 

２)高さの調節と脚の開き方 
まずは高さの調整。 

閉じた状態の三脚を立て、高さ調整用のネジを３本と

も緩めます。 

所望の高さまで持ち上げ、とりあえず１本のネジを締め

付けます。 

 

１本ネジが締まっていれば、倒れないように支えるだけ

で良いので力を脱いても大丈夫です。 

脚の長さが均等になるようにしながらあとの２本のネジ

を締め付けます。 
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三脚を開くときは脚をやや前倒しにして、前側の脚の先端(石突き部)につま先を当て、手前の２本の脚

を手前に持ち上げながら開きます。 

三脚がほぼ開ききったら、開き止めを下側に押しつけて開き具合を確定します。 

 

次にアクセサリートレイを取り付けます。 

開き止め中央の樹脂ネジを外します。 

アクセサリートレイを中央に置き、樹脂ネジで固定しま

す。 

このとき開き止めの中央を少しだけ押し上げるようにする

とトレイの収まりが良くなります。 

 

 

次に微動ハンドルを微動軸に取り付けます。 

微動軸は２箇所に取付部が出ているので、望遠鏡を覗いたときに操作しやすい方向になるように取り付けま

す。(あとからの変更も簡単なのでとりあえず着けて見ましょう。) 

取り付けるときは微動ハンドル先端のポッチマークと微動軸の平らな部分を合わせて差し込みます。 

確実に合わせて差し込まないとうまく入らないばかりでなくハンドルのバネを壊してしまうことがあるので注意し

ます。 

 

微動ハンドルが取り付けば三脚・架台の組立は完了です。 
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脚を延ばそうとしたとき、中脚が下の写真のように奥にはまり込んですんなり伸びてくれないときがあります。 

 

そんな場合はネジを緩めてから後ろからグイッと押し出してやるとストンと落ちるようになります。 

 

ひどくはまり込んでうまく外れない場合のようにひどい状況の時は、架頭部と中脚の間にマイナスドライバー

などを差し込んで抉ってみて下さい。 

 

３)組み立てた状態からの高さ調節 
三脚を開いて(さらに鏡筒を取り付けたあとで)三脚の高さ調整を行う場合は、できるだけ２人で作業をすること

をお奨めします。 

一人が適切な高さに望遠鏡全体を保持した状態で、もう一人が脚を伸ばしネジの締め付けを行うのが一番安

全な方法です。 

やむを得ず一人で行う場合は、望遠鏡が倒れない範囲で１本ずつ 10cm くらい順に延ばして行く方法が安全

です。 

それがどうしても面倒な場合は、片手で所望の高さに望遠鏡を保持して、とりあえず１本だけ脚を延ばしネジ

を締めます。 

次にこの延ばした１本に望遠鏡の重さを預け、他の２本を延ばしてネジを締めます。 

一人でこの作業を行うと脚の長さが均等にならないことが多いので、最後に微調整をして架台の水平を取っ

て下さい。 
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1-3.鏡筒の取付、ファインダーと接眼レンズの取付 

１）鏡筒の取付 

鏡筒を取り付ける前に鏡筒取付部(アタッチメントプレートと呼びます)の向きを調整します。 

写真のように鏡筒取り付けねじを上側にし水平になる向きにして、２本のネジが内側に出っ張らないように緩め

ます。 

架台アームの傾きに対し鏡筒の向きを間違えないようにしてアタッチメントプレートに鏡筒側の金具を引っかけ

るように載せ黒い取り付けねじを手早く締めます。 

鏡筒の向きが逆だとアーム基部に鏡筒がぶつかり天頂方向に向きません。 

黒い取り付けねじは鏡筒側の金具の凹んだ部分に嵌まるように締め込みます。 

銀色の落下防止ネジも締め込みます。 

暗闇のなかで手探りでは黒い鏡筒固定ネジと微動ハンドルの区別が付かず、誤って緩めすぎて鏡筒が脱落し

てしまう事故を防止するためぜひ２本ともしっかり締め込んで下さい。 

 

鏡筒の前後のバランスが極端に悪い場合は鏡筒バンド

の止めねじを少し緩め鏡筒を回転させるようにしながら前

後させラフなバランス調整をします。 

 

バランス調整はポルタ式経緯台を快適に使うための重

要な調整ですので、実際には全ての部品を取り付けてか

ら最終的なバランス調整が必要です。 

工場出荷状態では鏡筒バンドの止めねじは鏡筒を取り

付けたとき上になるようになっているはずですが、万一下

側になっていると落下の危険がありますので注意します。 
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２）ファインダーの取り付け 

次にファインダーを組み立てます。(工場出荷時はバラバ

ラです。) 

ファインダー鏡筒にＯリング(黒い輪ゴム)を掛け、２本ある

鏡筒の溝の対物側の溝からほんの少し接眼寄りに止めま

す。 

 

接眼部を脚にはめ込み銀色のバネ部を引くようにして接

眼側の溝にバネが嵌まるまで鏡筒を押し込みます。 

２本調整ネジを少し締めておきます。 

 

ファインダーが組み上がったら本体のファインダー取り付けレール部の固定ネジを緩め 

ファインダー脚を差し込み固定ネジを締めまればフ

ァインダーの取付完了です。 
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３）接眼レンズの取り付け 

取扱説明書には延長筒を接眼部にねじ込んで使用

するように記載されていますが、延長筒無しでも無限遠

にピントは合いますし、接眼レンズも問題なく取り付けで

きるので無理に使う必要はありません。 

 

むしろ観察の都度、着脱は面倒なので使わない方が

良いです。(極端に近い場所を見るとか純正のカメラアダ

プターを付ける場合に使用することもあるので大切に保

管しておきましょう。) 

 

接眼部に部品を取り付ける前に固定ビスが筒内に出っ張っていないか確認して下さい。 

この作業は暗闇でスムーズに部品交換を行うのに必要なことが多いのでクセになるようにすると良いです。 

 

屈折鏡筒の場合、ほとんどの場面で天頂プリズムを使用した方が観察がしやすいので、まず天頂プリズムを取

り付けます。しっかり奥まで差し込み固定ビスを２本とも締めておきましょう。 

特にポルタ A80Mf に付属の天頂プリズムは正立型なので地上を見るときにも便利です。 

 

次に接眼レンズを取り付けます。 

 

接眼レンズは２本(低倍率用の PL20mm：46 倍と高倍率用の PL6.3mm：144 倍)が付属しますが、まずは低倍率

用の PL20mm を取り付けます。 
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初心者の方ほど高倍率を好みますが、高倍率だと見える範囲が極端に狭く対象の導入に苦労しますし、ピント

も合わせにくいので、まずは低倍率で充分に練習してから高倍率を使うようにしましょう。 

さていよいよ組み立てが完了しました。 

 

とりあえず接眼筒(銀色の筒部)を 10cm くらい繰り出して遠くの景色を見てみましょう。 

何となく景色がぼやけて見えたら○です。 

でも使い始めるのにはせいみつなピント合わせや、ファインダーの調整など快適に使えるようになるには各種

調整が必要です。 

前節からここまでの一連の作業は、夜になって暗い外でいきなり実行してもまごつくばかりになるはずです。 

明るい室内で充分に(目を瞑っていても)できるように練習しておきましょう。 

 

望遠鏡の使い方を早く身に着けるコツは、 

明るい場所で充分な練習をくり返しすることです。 
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第２章 ポルタの調整 
2-1. ピント調整 

望遠鏡の組立(接眼レンズ取付も含む)が完了したら、

まずは目的対象物の導入とファインダーの調整が必要

になります。 

導入・ピント合わせとファインダーの調整は初心者が

躓きやすく、望遠鏡が難しいものと挫折してしまう一番の

原因です。 

また慣れない人が夜を待って、いきなり取りかかるとか

なり難しいので、ぜひ明るいうちに練習の意味も含め調

整方法をマスターして下さい。 

天頂プリズムを取り付けた状態では合焦ハンドルで合焦筒(ドロチューブ

とも言います)を 10cm くらい繰り出したあたりでピントが合いますので、予め

延ばしておきましょう。 

(ハンドルは左右２箇所にありますが、どちらを使用しても良いです。延長筒

を使用しているときはその分繰り出し量は少なくなります。) 

 
ピントを調整するためには、とりあえずできるだけ遠くにある地上の目標

物(少なくとも 100m 先の木や電柱、避雷針などが望ましいです)を選び、で

きるだけ低倍率の接眼レンズを付けた鏡筒を向けます。 

ポルタの場合、右の写真のように２本ある鏡筒バンド上部の隙間を照準

のように合わせて目標に精密に向けます。 

この状態でピントは合っていない場合が多く下のように遠くの景色はかなりぼやけて見えます。 

接眼レンズを覗きなが

ら、合焦ハンドルをグリ

グリといった感じで大き

めに前後させながらピン

トを追い込んで行きま

す。 

最後はピントが｢カリ

ッ！｣という感じで合うま

で納得の行くまで微調

整をします。 

初めのうちはもっと良

く見えるのではないかと疑いながら妥協せずに調整して下さい。 

ピントが合ったら目印となる部分(例えば木の先端など)が視野のできるだけ中心になるように微動装置で調整し

てから、次のファインダー調整に進みます。 

なおピント調整の作業はとても微妙です。 

接眼レンズを交換すればピント位置も変わりますし、人によっても変わりますのでこまめに合わせ直すクセを付

けるようにしましょう。 
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2-2. ファインダーの光軸調整 

ファインダーの光軸調整はファインダー脚の上部に付い

ている２本のネジで行います。 

 

写真のポルタ A80Mf は歴戦の勇者、調整ネジが折れてしまったので

金属製の六角穴付ネジ(M6×12)に交換してあります。 

機材への負担を考えると樹脂ネジがベターなのかも知れませ

んが代用も可能なのでご参考まで。 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて、今メインの鏡筒で導入した対象物はファインダーでも見えているでしょうか？ 

ファインダーを覗いて望遠鏡で中央に見える対象が十字線の中央に来るように調整ネジで合わせます。(注

意！： 本体鏡筒の天頂ミーラーは正立式なので景色も違和感なく見えますが、ファインダーは普通の望遠鏡な

ので逆さまに見えます。) 

 
このとき決してポルタ本体の微動は使わないこ

と！ 

ここまでできたら、確認の意味でファインダーで

別の対象を狙い、望遠鏡側で中央に導入できて

いるか確認したり、高倍率にしても鏡筒とファイン

ダーの光軸が合っているかなども確認して見て下

さい。 

ファインダーの光軸がしっかり合っていると安心

していろいろな天体の導入に挑戦したくなりますの

で、正確に合わせられるように練習をしておいて下

さい。 

  

転
載
不
可



2-3. ファインダーのピント調整 

ポルタに付属するファインダーは口径 30mm6 倍の

天体望遠鏡ですので、本体の望遠鏡と同じようにピント

の調整が必要になります。 

工場出荷状態でだいたいは調整されているのです

が、個人差によるピントが必要な場合の多いのでと調

整方法を知っておくと良いです。 

明るい天体を導入する場合は多少ピントが狂ってい

てもそれほど困らないのですが、暗い星はピントが合っ

ていないと良く見えず、見つけるのに苦労するからで

す。 

 
ファインダーのピント調整は鏡筒にねじ込まれた対物レンズのセル(レンズが組み込まれた黒い筒の部分)を回

転により前後させ行います。 

 
セル固定用のリング(幅の狭い方の筒)を回転させて緩め

るとセルも回転させることができるようになります。 

 
 
 
 
 
 
 
実際に星や無限遠に近い対象を見ながらピント調整を行

い、固定リングとセルをダブルナット式に締めて固定します。 

ファインダーのピント調整、実は予想外にシビアで微光星

を探すときにはかなり見え方が違ってきますので、ぜひ自分

でできるようにしておきましょう。 

  

転
載
不
可



2-4. 合焦筒(ドロチューブ)の調整 

A80Mf 接眼部の合焦筒を 10cm くらい繰り出すと

合焦筒がかなりぐらついていることがあります。 

 
そのような状態だと合焦ハンドルの前後で視野内が

グラグラ動き、焦点合わせごとに微動操作も必要にな

るので操作性が悪いです。 

 

下で指し示した合焦筒固定ネジを締めればある程

度軽減されますが、合焦ハンドルの動きが渋くなり快

適とはいえません。 

この鏡筒の場合、右上の写真で指し示した２点に小さなイモネジが組み込まれていて、このネジで合焦筒のガ

タつき調整ができるようになっています。 

 
調整には細い六角レンチが必要ですが、軽く締める程度まで回すと合焦筒のガタつきが劇的に軽減されま

す。 

 
合焦筒固定ネジを締めたり緩めたりしなくても快適にピント合わせができるようになります。(これまで何台かこの

鏡筒を見ていますが、工場出荷状態では調整されていないようです。) 

  

転
載
不
可



2-5.  高度・方位 摺動堅さの調整 

ポルタ式架台の大きな特徴として、フリーストップ式の摺動

方式を採用していることが上げられます。 

フリーストップ式でない場合、大きく動かす時にはクランプと

呼ばれる止めねじを緩め、位置決めしてまたクランプを締めて

から微動操作という手順を踏まなければならないので操作が

煩雑になります。 

直感的に使うにはフリーストップ式のほうが良いのですが、

摺動させる堅さが適切でないと(例えば緩すぎれば)思わぬと

ころで鏡筒が動いてしまったり、逆に堅過ぎれば鏡筒が振り

回しづらかったりします。 

 

快適に使うにはこの摺動堅さを調整する必要があります。 

ポルタ式経緯台をよく見て頂くと、高度・方位の両方向に

イモネジが埋め込まれた穴があることに気付きます。 

このイモネジが堅さを調整するネジです。 

このネジの調整には架台の黒いゴムカバーの下にある六

角レンチを使います。 

堅さの調整はかなり微妙で、ちょうど良い堅さの範囲はか

なり狭いです。 

ほんの少し回しただけで使用感(＝堅さ)がかなり変わる

ので、実際に鏡筒を回転させながら自分なりのちょうど良い

堅さを見つけて下さい。 

ゆるめが好きな人は スーと動き出し、ピタッと止まる と

いった感じ 

私的には ヌルッと動き出し、スー、ピタッ という感じが好

きです。 

堅すぎると グッ、ググググー、グピッ という感じになっ

て、最後のグピッでキックバックという戻りを感じてしまうよう

な動きになります。 

擬音で表現してもわけがわからないかも知れないのですが、自分で実際に調整してみるとだんだん判ってくる

のではないかと思います。 

使用感の快適性に深く関わるので、納得の行くまで調整の練習をして見て下さい。 

一度調整してしまえば、あとはあまり触らなくても良いのですが、 

純正の鏡筒だけでなくいろいろな鏡筒を付け替えて使うようなマニア

ックな使い方をする場合は、頻繁に過多さ調整したくなることがありま

す。 
ビクセンではポルタのオプションパーツとして写真のような工具レス用のクランプ

レバーも用意しています。 

興味のある方は｢ポルタ経緯台用クランプレバー｣で探してみて下さい。(鏡筒の換

装をしない方には不要と思いますのでご参考まで)  

転
載
不
可



2-6. 微動ハンドルの位置調整 

工場出荷状態のポルタ式経緯台は微動ハンドルの方向が下

の写真のようになっています。 

 
操作系においていろいろな干渉がなく、ニュートン式反射鏡

筒を使う場合にはそれほど支障はないのですが、屈折鏡筒の

M80Mf を使って天頂方向を観察しようとすると右下の写真の

ようなポジションになってしまいます。 

 
このスタイルを私は｢修行｣と呼んでいるのですが、もの凄く疲れますし常に両

手を使うことになるのでとても不便です。(屋外で観察しているときには片手に接

眼レンズや参照用の資料を持っていることが多く、両手が塞がるのは避けたい

ところです。) 

長いフレキシブル式の微動ハンドルに交換すると多少楽にはなるのですが、

ハンドルがプヨプヨ動いて振動の素になりやすいので、あまり長いハンドルはお

奨めではありません。 

ポルタ式経緯台では上下・水平両軸の微動ハンドルの向きを調整して 45°間隔で好みの方向に位置調整がで

きるようになっています。 

黒いゴムカバー下の付属工具を使用して微動軸に対するプレートホルダ

ー(上下方向)角度調整ができます。 

同様に水平方向もアーム脱着により角度調整ができます。 

お奨めの調整角度は微動軸が上下方向が鏡筒と同じ向き、水平方向が

右手前４５°になるようにします。 

この状態で鏡筒の右側に身体を置くようにすると、両手をあまり高く掲げ

ないで操作可能ですし、両軸のハンドルがすぐ近くにあるので片手でも操

作が容易です。 

これまで私が出会ったポルタ A80Mf を使われているかたのほとんどが工

場出荷状態のポジションのまま使用されています。(取扱説明書には調整が

できるという記載があるのですが、お奨めのポジションまでは書いてありません。) 

５分もあればできる作業ですし、劇的に楽なポジションで使えるようになるのでぜひ試してみて下さい。(当然で

すが、鏡筒は必ず取り外した状態で作業して下さい。)  

転
載
不
可



3-1. ポルタ A80Mf で何を観るか 

ここでは具体的に何を観るかというお話しではなく、｢観る｣

ための準備・心構え的なお話しをさせて頂きます。 

昭和の中頃、望遠鏡はまだ高級品で、口径 80mm の屈折

望遠鏡はハイアマチュアでないと持てない高価なもので｢い

つかは屈折 80mm｣と思えるような憧れのスペックでした。口

径 80mm もあれば月や惑星、二重星、星雲・星団など入門

用ガイドブックに載っている各種の天体がひととおり観ること

ができ、太陽黒点の観測をはじめアマチュア向けの観測がそ

こそここなせるし、実際にそれで観測を続けている人も沢山い

ました。 

星雲・星団については空の条件により、大きな影響を受けるので都会では観られる天体は限られますが、条件

の良い場所で使えるときは主要なメシエ天体がそれなりに楽しめ、見え方は都会とは比べものになりません。 

今日では社会が豊になり、工業製品がコストダウンされて口径 80mm の屈折望遠鏡であるポルタ A80Mf が

入門向けとして進められるほど入手しやすい価格になっています。 

そんなわけで入門向けとはいえ充分なポテンシャルを持った望遠鏡なので、鉄板ともいえる月や土星はとても

良く見えて充分に楽しめます。使い始めてしばらくはそれだけでも充分とは思うのですが、でもそれだけ観ておし

まいと言うのはもの凄くモッタイナイと思うのです。 

でも困ったことに望遠鏡で見える範囲というのはとても狭いので闇雲に望遠鏡を振り回しても、面白い天体が視

野に入ってくれることはありません。一部の自動導入機能の付いた望遠鏡以外は自分で見たいと思う天体を導入

しなければいけませんし、どんな天体が見られるのかを知っておくなどの知識がないと全くの宝の持ち腐れにな

ってしまいます。(世の中にどれほど押し入れで眠っている望遠鏡の多いことか・・) 

ただ少し厄介なのは月や土星などのとても良く見える天体以外については、観測場所の環境によって大きく見

え方が左右されることと、同じ見え方でも人それぞれの感性により感じ方が全く変わって来ることが多くて何をお

奨めしたら良いのがかなり難しいのです。 

特に昨今ではもの凄い写りの天体写真をたくさん目にすることが多いので、望遠鏡で観てリアルタイムで眼に

入る微かな光では失望してしまう人も多いので困るのですが、ある人は寄り添って輝く二重星の輝きに感動します

し、ある人はシリウスの並外れた明るさに感嘆したり、ある人はたとえとても微かでも何百万光年の光が見えたとい

うだけで大喜びしたりと、人それぞれに琴線に触れる部分がかなり違うのです。 

そんな事もあって自分の感性に合う対象やテーマを絞り込んで行かないと面白くないし感動もできないので長

続きしません。お奨めとしては入門向けの天体ガイドブックなどに掲載されている天体の中で興味をそそるものを

端から見て行くとか、誰もが観察しやすい月の満ち欠けを追いかけ様々なクレーターや地形の見え方の変化を

観察するとかテーマを絞り込んで行くのが良いと思います。 

月・惑星がテーマならいつどこにその天体が見えているか調べておく必要があります。 

星雲・星団や二重星がテーマなら自分の感性に合うガイドブックを見つけて、いろいろな星座の中にある様々

な天体の情報を収拾することをお奨めします。 

いずれにしても夜になって｢星が綺麗だから望遠鏡で見てみよう｣ではなく｢今度晴れたらこれを望遠鏡で観て

みよう｣という事前の準備をしておきましょう。単に｢見えた｣ではなく｢観た｣というスタイルで観察ノート(メモ)を残す

ようにすると、後々楽しめることが多いのでお奨めです。 

望遠鏡は宇宙を旅する船みたいなものだと考えれば、船(望遠鏡)のオーナーであり船長であるあなたが行く先

(何を観るか)を決め、航海日誌(観察ノート)を残すことが大切なことだと思うのです。 

転
載
不
可



3-2. 天体導入のしかた 

1) ファインダーを使えるようにする 
前節で述べたように望遠鏡を宝の持ち腐れにしない

ためには、自分の望遠鏡で見ることのできる天体にはど

んなものがあるのか知っておくことがとても重要です。 

そして見たいと思う天体を望遠鏡の狭い視野の中に

導入することができる技を身につけなければなりません。 

 
そのための基本として、まずはファインダーを駆使し

て、ファインダーで見える明るさの天体を導入します

が・・・ 

・前章で紹介したファインダースコープの調整(光軸と

ピント)が確実にできる。 

・意外に視野が狭い上に、逆さまに見え、しかも覗きにくい、このファインダーで見たい星を見つけられる。 

という、とても基礎的な技の習得ができないと先へ進めないのですが、多くの初心者が躓いたり、苦手と感じて

しまう作業なのです。(もちろんできるだけ低倍率でスタートするのが大前提です。) 

修行と思えるかも知れないですが、これはもう(申し訳ないのですが)できるまで練習してもらうしかないのです。 

望遠鏡で星を見る趣味を続ける限り、先々どこまででも必要になるスキルだからです。 

(完全全自動の望遠鏡も出回り始めています。あなたが絶対それ以外使わないなら別ですが・・・) 

ファインダーが使いこなせるようになれば、ファインダーで見える明るさの天体であれば星図と見比べながら、

明るい星から辿って見たい天体を導入することができるようになります。 

余談ですが、ビクセンの素晴らしいところはファインダー脚取付部のレールの部分に他社互換性があるので、

サードパーティー製のファインダーを使えることが多いのです。 

純正品で購入するより安価であるとか、別の機能があるといった製品もあり、その中には正立ファインダーとい

って、像が倒立せず上下左右が裸眼で見たのと同じように見えるファインダーもあります。 

ファインダーの見え方が倒立像で、どうしてもなじめない方はそういったものを使用するのも良いでしょう。 

また星雲星団は探すのには、純正の 6×30 のスペックでは少し非力です。 

 
9×50 などの口径の大きなファインダーに交換する

と、より暗い天体を導入するのに威力を発揮します。 

 
  

転
載
不
可



2) 裏技編 
ファインダーで見つけられる天体は良いのですが、暗くて見えない場合でもメインの鏡筒のほうでは見えると言

う場合があります。 

そんな場合どうするかという方法についてすでに｢番外２｣で詳しくお話ししました。 

「SkySafari」や｢SkEye｣といったスマホ用無料版プラネタリウムアプリを使うとかなり暗い星までリアルタイムの位

置情報を簡単に調べることができるので、これを使い架台側に目盛を付ければ意外に簡単という話です。 

でも中には目盛を作るのが面倒という方もいると思います。 

より簡単な方法として微動ハンドルの回転数で星を探す方法があります。 

ポルタでは微動ハンドルを一周廻すと鏡筒が３度向きを

変えます。 

導入したい天体のなるべく近くの恒星を視野中心に導入

してから、微動ハンドルの回転で差分の角度を移動させま

す。 

 
微動ハンドルの回転角がわかるように目印を着けておくと

0.5°くらいの精度で回転角を調整できるので、低倍率であ

れば何とか視野内に導入できます。 

上下方向の角度調整については市販のデジタル角度計

を用いる方法もあります。 

 
鉄製のＬ字金具をゴムバンドなどで鏡筒に固定し、デジタル角度計(底

部にマグネットが内蔵されている)を着けます。 

 
ガイド星を導入したらリセットボタンを押し｢0.00°｣にして、差分の上下

角になるまで鏡筒の上下方向を移動させます。 

左右方向は目盛や微動ハンドルの回転角で移動させれば、両軸目盛

で移動させるよりも精度良く導入が可能になります。 

  転
載
不
可



3-3. ポルタで月の写真を撮る 

ポルタ A80Mf で月や惑星を見ていると、何とか写真を撮れないだろうかという欲が出てきます。 

結論を先に言ってしまうのですが、 

・｢月｣はわりと簡単に撮れます。 

・｢惑星｣は撮れなくはないですがかなり難しいのと、｢とりあえず写った｣というレベルが限界で、見えているほどに

写すのはかなり難しいです。 

・星雲や星団に至っては根本的に、そのための機材ではないので全くお奨めできません。 

そんなわけで、ここでは月の撮影について解説します。 

月の撮り方としていくつかの方法がありますが、ここではわりと簡単な二つの方法を紹介します。。 

1) スマホやコンデジで撮る 

もっとも手軽なのはスマホやコンパクトデジカメを、眼の代わりに

覗かせてとる方法です。(コリメート式といいます。) 

カメラのレンズと接眼レンズの中心(＝光軸)をしっかり合わせる

のと、接眼レンズからほんの少しカメラを離すというコツが必要です

が、慣れるとわりと簡単に撮れます。 

 
レンズを適切な位置に合わせることができると、右のように視野

いっぱいに写せますが、レンズとの間隔が適切でない(例えば接眼

レンズにスマホをピタリと着けてし

まう)と、下の写真ように一部分し

か写らなくなります。 

 
スマホ用のアダプターなとも市

販されていますが、意外に調整

が難しいです。 

 
また、ピント合わせや、露光量

の調整はカメラ任せになりがちな

ので、コンスタンに同じような写真を撮るのも

難しいです。 

 
とりあえず記録用といったレベルであれ

ば、少し練習すれば撮れるようになると思い

ますのでぜひ試してみて下さい。(右は練習

がたりず位置合わせがうまくいっていない例

です。) 

  

転
載
不
可



2) 一眼デジカメで撮る 
レンズ交換が可能な一眼レフ(ミラーレスも含め)タイプだ

と、安定した撮影結果が得られやすいです。 

カメラレンズを取り外し、A80Mf の鏡筒そのものを超望

遠レンズとして使う方式(直接頂点式といいます)です。 

 

カメラの取付方法には様々な方法がありますが、もっとも

簡単なのはカメラアダプターリング(通称｢Ｔリング｣とか｢Ｔ４

２リング｣とか呼ばれ、各メーカーのマウントに合うものが用

意されています)を接眼部に直接ねじ込みカメラを取り付

けます。 

 

取り付けたときにカメラが適切な傾きで取り付けられると

は限らないのですが、その場合は接眼部のリングががダブ

ルナット方式になっているので、かみ合わせを変えて傾き

を調整します。 

 
  
カメラを取り付けると接眼部が極端に重くなるので鏡筒バ

ンドを緩めて、前後方向のバランスを取り直して下さい。 

 

 

確実にバランス調整を行わないと、せっかく導入

した月がズレてしまったり、微動が聞かなかったりし

ますので、面倒でも必ず実施して下さい。 

シャッターを手で直接押すとブレの原因になるの

で、リモコンや WiFi 接続でシャッターを切るように

して下さい。 

セルフタイマーを設定して、シャッターボタンを押

してから少し時間が経ってからシャッターが切れるよ

うにしても良いです。(少しの待ち時間が意外に億

劫になりますが・・・) 

撮影を始める前に特に重要なのがピント合わせです。 

当然ですがオートフォーカスではないので、自分でピント調整が必要です。 

液晶モニターを最大倍率にして調整します。 

大気の揺らぎでユラユラ動くし、日周運動で月がドンドン視野から逃げて行くのですが、微動で追いかけなが

ら、納得の行くまで合わせて調整をして下さい。(少し練習が必要だと思いますのが、慣れると意外に簡単にでき

るようになります。) 

使用するカメラはどこのメーカーでも良いのですが、撮像素子の大きさにより月の大きさが変わります。 

転
載
不
可



 

上は APS-C(キヤノン EocX5)で撮影したもので、下は m4/3(オリンパス OM-D E-M10)です。(いずれもノート

リミング) 

 

望遠鏡が作る月の像の大きさは同じなので、撮像素子の小さい方が大きな面積になるのが分かります。 

フルサイズのカメラだと月の大きさが少し物足りない写りになるかも知れません。 

 転
載
不
可


