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天体の大きさや速度を測る
教材開発の現状と、一眼デジカメ活用の可能性
艶島
特定非営利活動法人

敬昭

熊本県民天文台

2007 年の 10 月、ホームズ彗星が歴史的な大バーストを起こした時、撮影された数日分
の写真から彗星のコマの直径を計測して比較すると、簡単な計算でその大きさや膨張の速
度が求められると分かりました。大学生向けの講座や一般向けの解説に使ってみたらとて
も好評です。これは面白い！ これまで遠い世界だと思っていた「宇宙」が、とても身近
に感じられます。自分で調べてみようという意欲も湧くし、理解も深まるのですから一石
二鳥といえるでしょう。そこで、
「教材化を進めよう！」と取り組み始めました。今回は、
その進行具合を発表します。併せて、一眼デジカメで撮影した天体画像を使い、Makalii
で計測する面白い活用事例もご紹介します。
【基礎編】

地球から遠く離れた場所に
ある天体の大きさを求めよ
う
１．遠くにある物体の大きさ

図－ 1

遠くのものほど小さく見える

私たちは、普段の生活の中で、建物や車
など、さまざまな物体が遠くにあるときは
小さく見え、近くにあるときは大きく見え
るという関係にあることを良く知っていま
す。右の図１は送電線の鉄塔が並んで立っ

図－２

見かけの大きさと視角

ている様子を表したものです。そして、図
２は鉄塔の見かけの大きさを「視角」で示
しています。
みなさんは、遠く離れた場所にある物体
の大きさは、直接物差しなどを当てて測る
ことができないことをよくご存知でしょう。
こんな場合には、物体の見かけの大きさを
角度で表す「視角」を使うと、大きさの違
いを数値で表すことができ、とても便利で
す。
「視角」は、天体の見かけの大きさを表
すのにも適しています。ある天体までの距

図－３

視角から天体の大きさを求める
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離が分かっているとき、その視角が計測できれば、あとは簡単な計算で天体の実際の大き
さ(直径や半径）を求めることができます。ここでは、三角関数を学んでいない人でも計
算できるように、大きさを求めようとする天体の「視角」と、それに対応する円弧の長さ D
を比例配分で求める、簡便な方法を使いましょう。(図－３）
図－３に示すように、

D=2 π R ×

θ
360

D：天体の直径

θ：天体の視角（視直径）

R：天体までの距離

（三角関数を使い、より正確な数値を求める方法もあります

－＞

注 1）

２．Makalii(マカリ）を使って「天体の大きさ」を計測しましょう
あなたが使っているパソコンに、Makalii（マカリ）がインストールされているでしょ
うか。すでにマカリがインストールされているなら、早速、マカリを起動し、目的の画像
を開いて、天体の大きさ（直径）や広がり（2 点間の距離）などを測ってみましょう。
１）計測には、Makalii(マカリ)というソフトを使います。マカリを起動しましょう。
３）マカリが起動したら、測定したい画像を選び、開きます。
ファイル名：

0017PK071024G21.FTS （ 2007 年 10 月 24 日夜の撮影画像）

４）画像が表示されたら、天体の見かけの大きさを計測しましょう。
計測するために、「メニュー」から「グラフ」を選びます

次に、マウスを使って、彗星画像の中心を通るように、
「直線」を引いてください。
すると、その「直線」を断面として、「明るさ」がグラフに表示されます。
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グラフと画像を見比べながら、明るい部分の両端の X 座標を計測します。
座標値は「端点からの距離」で表示されています。座標値の大きい値から小さい値
を引き算して、彗星のコマの「直径」を「ピクセル数」で求めます。
５）計測した数値と、与えられている写野の大きさとから、比例計算をして、見かけの
大きさ(視直径）を角度で表します。（512 × 512 ピクセル、写野角は 18 分＝ 0.3 度）
６）見かけの大きさ(視直径）と、その天体までの距離を使うと、天体の実際の大きさ
が計算できます。
※（エクセルを使い、「ホームズ彗星_教材.xls」 を開き、計測値を入力すると、自
動的にホームズ彗星の直径を計算できます。）
７）ワークシートの使い方

（2007 年 10 月 24 日の画像を計算するワークシート）
計 測 した 「外 縁」の 値を
そ れ ぞれ のセ ルに入 力し
ます。
撮 影 した 日時 におけ る彗
星までの距離や、CCD の
写野の広さ(写野角）など
のデータは入力済みです。
数 値 を入 力す ると、 自動
的 に 彗星 のコ マの直 径が
計算され、表示されます。

＜参考＞
●

ホームズ彗星のような周期彗星が太陽

を周回する軌道は、円ではなく楕円です。
そのため、地球とホームズ彗星との距離は
刻々と変化します。それぞれの画像を撮影
した日時に、地球とホームズ彗星の距離が
どれだけだったかを知るには、軌道計算が
必要です。しかし、ここではステラナビゲ
ーターというソフトが持っている軌道計算
機能を利用し、対象とする「天体の情報」
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を表示するウィンドウに表示される、彗星
までの「地心距離」の値を使いました。
●

画像を撮影した時刻は、マカリの「FITS

ヘッダー」アイコンをクリックして、表示
される FITS ヘッダー情報から読み取ってく
ださい。

注 1）三角関数を使って天体の大きさを計算する方法

視直径（angular diameter 、 角直径ともいう）とは、ある位置から天体を見た時の見か
けの大きさを、その天体の直径を見込む角度で表した値です。よって角直径 θ は以下の
式で表されます。
D
θ = 2arctan ( － )
2R

ここで D は天体の直径、R は天体までの距離です。

天文学では、天球上の天体の大きさを表す際に、その天体の実際の大きさではなく地球か
ら見た時の視角(視直径）で表す場合がしばしばあります。代表的な太陽系天体の視直径
は以下の通りです。
太陽

30'

火星

4" ～ 16"

月

29' ～ 33'

木星

32" ～ 49"

金星

10" ～ 58"

土星

16" ～ 20"
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１】

ホームズ彗星の膨張速度を求めよう

上記の画像で、10 月 24 日のホームズ彗星の大きさが計算できたら、同じ方法で、10 月 26
日に撮影した、もう 1 枚の画像を測定します。 （ファイル名：0017PK071026C001.FTS）
エクセル教材の２枚目のワークシート「10 月 26 日」を使うと、計測した数値から、自
動的に彗星のコマの直径を求めることができます。
１枚目（10 月 24 日）、２枚目（10 月 26 日）のワークシートが完成したら、３枚目の「膨
張速度」のシートを開いてみましょう。ここでは、２枚の画像からみなさんが計測した値
を使って、彗星のコマの大きさの差と撮影の間隔を求め、膨張速度を計算しています。
このように、時間をおいて撮影された複数枚の画像を計測して大きさを比較すれば、そ
の天体が膨張していることが確認でき、膨張する速度を求めることもできるわけです。
私たちは、41 時間余りを隔てて撮影された２枚の画像から、ホームズ彗星のバースト
に伴って、彗星の核（本体）から、秒速 500m 程度の速度でダストやガスの成分が吹き出
し、四方に飛び散っているらしいことを突き止めました。しかし、どのようなメカニズム
が働けばこのような現象が起こるのか、それは謎のままです。あなたもこの謎解きに参加
してみませんか？
【発展編

２】

その他の活用例
天体画像とマカリを使って、天体の大きさや、広がりを求めたり、その速度を測るの
に適した事例を以下に列記します。この事例を参考に、ぜひみなさん方自身で対象天体を
考え、新しい活用法を発見してください。
●

太陽観測画像から

●

散光星雲の画像から

●

惑星状星雲の画像から

●

銀河の画像から

●

星団の画像から

●

星野写真の画像から

－＞

黒点の大きさ、太陽フレア、CME の拡散速度
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３】

一眼デジカメも活用しよう

例 1：エスキモー星雲

太陽クラスの恒星の最後
複雑な現象が起こっている？
その実際の広がりは？

今回の発表では、活用事例の中に、一眼デジカメで撮影した「天体写真」をたくさん加え
てみました。

みなさん方の中には、ご自身で天体写真を撮影される方も多いでしょう。

また、お仲間に天体写真撮影の得意な方がいらっしゃるはずです。撮影された天体写真と
「マカリ」を使って、楽しい「教材」に変身させてはいかがでしょうか？
マカリと一眼デジカメ画像を活用すれば、誰にでもできる簡単な作業を通じて、宇宙空
間でのダイナミックな動きを知ることができ、大きな感動を味わえるはずです。
教材化するために必要なのは、撮影に使用した工学系の焦点距離、カメラの機種名(撮
像素子のサイズ）、撮影日時など、わずかなデータだけです。手軽に撮影できる天体写真
を教材に使うことは、学生や生徒達にとってだけ有用なのではありません。それは、市民
や子ども達など広範な人たちにさえ、星空や宇宙を「科学する」対象だと考える重要なき
っかけを与えてくれるはずです。ぜひ、あなたもチャレンジしてみて下さい。

例 2：ソンブレロ星雲
（M104）

系外銀河の直径と
銀河円盤の厚みを
測ってみよう
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