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前提履修概念対応表 
For Teachers 

章 節 取得目標概念 前提知識 
左記前提知識を

扱っている節 

1-1. 虹を見てみ

よう 

色と分光スペクトルとの関係 

分光スペクトルの基礎概念 
なし なし 

1-2. 何がわかる

のだろう 

物体の状態や組成によってス

ペクトルが変化する 

元素のスペクトル(輝線と吸

収線(炎色反応など)） 

黒体放射と温度と色 

分光スペクトルの

観察 
1-1. 

1-3. 光と波 
光が波であること 

光の干渉 
なし なし 

1章 
導入 

1-4. 運動とドッ

プラー効果 
ドップラー効果 

光が波であること 

分光スペクトルの

基礎概念 

1-1. 

1-3. 

2-1. 星の虹を見

てみよう 

恒星には様々なスペクトルが

あること 
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分光スペクトルの

基礎概念 

炎色反応 

1-1. 

1-2. 

2-2. 天体は何か

らできている?

（補充活動） 

スペクトル線の同定 

分光スペクトルの

基礎概念 

元素のスペクトル(特

に吸収線) 

恒星スペクトル 

1-1. 

1-2. 

2-1. 

2 章 
組成 

2-3. 星雲の虹を

見てみよう 

星雲のスペクトルは輝線で見

えること 

分光スペクトルの

基礎概念 

元素のスペクトル(特

に輝線) 

1-1. 

1-2. 

3 章 
温度 

3-1. 恒星のスペ

クトルと温度 

恒星のスペクトル分類と温度

の関係 

分光スペクトルの

基礎概念 

元素のスペクトル 

恒星スペクトル 

1-1. 

1-2. 

(2-1.) 
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基礎概念 
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ドップラー効果 

1-1. 

1-3. 
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ドップラー効果 

1-1. 

1-3. 

1-4. 

4-3. 宇宙膨張 ハッブル膨張則を導く 

分光スペクトルの

基礎概念 

ドップラー効果 

1-1. 

1-3. 

1-4. 

4 章 
運動 

4-4. カニ星雲の

膨張速度を測ろ

う（補充活動） 

カニ星雲の膨張速度を測る 

分光スペクトルの

基礎概念 

ドップラー効果 

星雲のスペクトル 

1-1. 

1-3. 

1-4. 

(2-3.) 
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[Teachers' Note] 0. まえがき 
 
本書は、天文学において撮像よりも重要な役割を果たすといっても過言ではない、分光スペクト

ル観測について、その基礎的概念を、実体験を通じて中高生が理解することを目的とした独立教材

である。基本的には高校生レベルに適しているようであるが、学校カリキュラムに準拠しているわ

けではないので、中学生でも学習可能であり、また、大学生や社会人でも十分に興味が持てる内容

となっている。 
ワークブックのまえがきにも記載したが、現代天文学において明らかにされてきた数多くの観測

結果は、そのほとんどが分光スペクトル観測に基づく結論である。しかしながら、天体画像に比べ

て天体のスペクトルは、その基礎となる物理学が難解であるとの理由から回避されることが多く、

ほとんど触れられないようである。その状況を打開するために執筆されたのが本書である。 
本書を企画するに当たっては、実際にはかなり高度な概念が含まれるにも関わらず、現代天文学

に於ける天体画像処理を実体験に基づいて理解させることで、最新の観測データに対する扱いまで

も可能とする米国の理科教材、「ハンズオンユニバース」の存在がきっかけとなった。同じような

方法で作成された天体スペクトルについての入門用教材が本書である。 
このような経緯で企画されたものであるため、本書「JAHOU スペクトルカリキュラム」は、集団

学習を前提として構成されてはいるものの、本来、日本の学校教材用として作られたわけではない。

このため、そのまま現状の日本の学校教育で全面的に取り上げることには困難が伴う可能性もある。

しかし、現代天文学が物理学・数学・化学を基礎としていることを考えると、逆に、これらの教科

での学習動機付けに用いたり、これらの教科の学習と重複するところは割愛したりするなどの方法

で、部分的に利用することは十分に可能である。その助けとなるために、どのような概念をどのよ

うに扱っているかの一覧表を掲載した。 
本書は、２分冊からなる。１冊は本編となるワークブックであり、２冊目が本分冊であるティー

チャーズノートである。ワークブックは生徒に配布し、それに沿って学習することで天体の分光ス

ペクトルと、どのようにしてそこから天体のデータを導き出すのかを実例を用いて解説している。

ティーチャーズノートは、指導者たるティーチャーがワークブックの学習利用に当たって留意すべ

き点、便利なアドバイスなどを掲載した。 
ワークブック使用に際しては、実際にデータを学習者自身が表示・処理することが望ましい。デ

ータは、本節末尾の web ページより入手可能である。CD-ROM 版では、CD-ROM 内に収録されてい

るはずである。処理ソフトウェアは JAHOU メンバーであれば、HOU-IP が利用できる。他にも

PAOFITS より配布されている JIP(Junior Image Processor)など FITS の画像処理が可能な「天文普及教

育用画像処理ソフト」を入手して使用されたい。 JIP は天文普及教育の目的であれば、

http://paofits.dc.nao.ac.jp/よりダウンロード可能である。ただし、HOU-IP と JIP とでは FITS の画面上

の表示軸が上下または左右逆向きになっている部分があるので注意されたい。本書は、HOU-IP を使

用する場合に基づいて表示画面の上下左右を表記している。 
「ハンズオンユニバース」の天体画像カリキュラムとも共通することではあるが、本書の設問は

明確な正解があるものはほとんどない。考える過程を重視したためである。また、これが実際の自

然科学研究の進め方に近いためでもある。この点、在来型の教材とは企画した哲学が大幅に異なる

ことには特に留意されたい。本書はあくまでも素材であり、それをどのように具体的な授業に活か

すかは、かなりの部分、使用するティーチャーの腕にかかっている。その意味で教師に対しては

「誰でもすぐに易しく授業で使える」ことを目指した教材ではない。しかし、使い方によっては生

徒の興味を強く惹くことが可能な素材であることには十分な自信を持っている。従来型の教材では

飽き足らない新進気鋭のティーチャーに特にお勧めしたい。 
本書の執筆陣には学校教員でないものも多く、教育的方法論としては決して完成度が高いものと

はいえないかもしれないが、逆に従来の考えに捕らわれぬ、新しい立場から提供された教材として

広く利用されることを願っている。本書のさらなる向上のため、また、参加者のソサエティを広げ

ていくためにも、利用された方は、是非、執筆陣へご一報願いたい。電子メールアドレスは、

spectrum@jahou.riken.go.jpである。 
このような形態を取るため、本書の内容は今後も随時更新・追加していく予定である。印刷物形

態で入手された方は、ぜひ、我々の web サイトをご覧頂きたい。URL は母体組織である JAHOU の

ページ（http://jahou.riken.go.jp/）の下、「教育プログラム」「スペクトラムカリキュラム」であり、

その下に随時、最新版も置く予定である。 
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 [Teachers' Note] 1-1. 虹を見てみよう 
 

この節では、日常の光・色に対する認識から出発して、物理的な分光の基礎概念の取得を目指す。 
 
【実験１】～【実験３】 
色フィルターの代表として、ここでは全て「色セロファン」と表現したが、それにこだわる必要は

ない。市販の色セロファンでも十分に目的を果たせるが、演劇の舞台照明に用いる「ゼラチン」の

方が、分光特性が明瞭なので結果が鮮明に得られやすい。必要に応じて特性を調べて購入すること

も可能である。場合によっては、検討されたい。実験は、暗幕などを用いて部屋を十分に暗くする

必要がある。色つきの光以外が混在すると肉眼の調節効果によって、色の誤認が起きにくくなるの

で注意。 
 

推奨セット 

色紙     ：桃色、黄、緑、白、黄緑 

色セロファン ：赤、緑、青 

 

○ 色とはなんだろう？ 

（問 1）・（問 2）・（問 3）：「色」が「物体の性質」ではなく「光の性質」であることを、実験

１を通して認識してもらうことが目的。照らす光の色をフィルターで変えることと、反射光を同じ

色フィルターを通すこととでは結果が変わらないことから、物体の性質ではないことに気づいても

らう。 
 
○ 色の順番と虹 

【実験２】 
手順１は容易に虹が見える。手順３と４は、懐中電灯の前にスリットを置く必要あり。 
 
（問 4）・（問 5）：どのような方法で「虹」を作っても、虹の色の順番が同じであることを 
確かめる。また、中間の色はないのか？ 色の区別や中間の色をどう表現すればいいか？ 
これらの点を考慮することで「虹の７色」が近似表現であることに気づけばよい。 
 文化的にも、虹を「７色」としていない国も多く、国内でも CM やロゴに登場する虹は必ずしも７

色で描かれていないので、適当な実例があればその例を引き合いに出してもよい。 
 

○ 色を測る方法 

【実験３】 
明るさ見本として掲載した画像と同じ画像ファイルが、bsample.gif として CD-ROM に含まれている。 
 
（問 6）～（問 8）：色フィルターを用いることで、色を定量化できることに気づいてもらう。 
関係が掴めれば（問8）のグラフ化作業は省いてもよいし、表計算ソフトなどを用いて、即座に 
図示してもよいだろう。 
ここでは関係に気づきやすくするために「虹の順番に並べた色の帯」を用いているが、カラー 
写真や色神検査表に色フィルタを重ねてみるなども試してみるとよい。特に、色神検査表ならば、

単純に白黒化すると別の文字が現れる一方で、色フィルターの選択が的確ならば白黒画像であるに

も関わらず、カラーで認識したのと類似の模様が見られるはずなので印象的だろう。 
イメージスキャナーをモノクロ画像モードで取り込みしてみるとコンピュータで画面に示せて 
効果的だが、使用可能なイメージスキャナーがない場合は、デジタルカメラ（デジカメ）で代用す

ることも可能である。スキャナが何か知らない生徒が多いようならば、装置としてはより身近なデ

ジカメを用いるのが効果的だろう。この場合も（モノトーンであっても）色がついていると、その

印象が強烈になるので、モノクロ撮影モードに切り替える必要がある。 
デジカメならば、履修者に自分たちを撮影させ、服の色を当てさせるなどの演出もできよう。 
最終的に、色フィルタの種類が増え、透過波長範囲が狭くなれば、（原理的には）より詳細に 
光の色を表現できることを理解してもらう。これによって「多数の狭帯域色フィルター」という考

え方から、分光へ導入する。 
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○ 分光器を作る 

【工作１】自分専用の分光器を作ってみよう 
展開図には糊しろが描かれていない。ビニールテープで貼り合わせるか、糊しろを適宜追加して 
使用してほしい。どこに糊しろを追加すべきか自体、立体図形の学習の一環としてもよいし、 
手間を省くために予め指定しておいても構わない。 
掲載した設計図は格子定数の異なる（分散が異なる）グレーティング 2種類を、覗く方向を 90度 
回すことで使い分けることができるものになっているが、手に入った 1 種類だけで作っても今回の

目的には十分な分光器となる。 
グレーティングの貼付面とスリットとが正対して直交する位置に正確に配置すると、スリットから

輝線の見えた位置までの距離をもとに、簡単な計算で波長を算出できる。 
 
ここでは、方眼紙から全て手作りの例を掲載したが、以下に示した市販のキットを利用してもよい。

これらならば、ハサミなどの道具すら不要で、10 分ほどで製作可能である。 
◇ 「スタープロジェクト分光器 Project STAR Spectrometer」 
国内発売元：テレスコハウス（オルビィス株式会社）（http://www.orbys.co.jp/） 
価格：1380 円 送料 300 円 
 
4000 円程度で市販されている完成品もあるが、内部構造がいかに単純であるかを知ってもらうこと

も重要なので、あえて、組立キットや手作りにこだわりたい。 

（問 9）：分光器と虹とが関係していることが感覚的にわかればよい。つまり、「虹が見える」こと

が指摘できればよい。 
 
○ 分光器で見る 

（問 10）～（問 12）：分光器では、色の情報が分光器画像の位置の情報と対応していることに  
   気づいてもらうことが目的。スペクトルの特定の位置に注目することと特定の色フィルターを 
用いることとが対応していることに気づけばよい。 
 白熱電球の代わりに蛍光灯を用いて、（問 13）～（問 15）と同じことを行ってみてもよいだろ    
う。 
 
（問 13）～（問 14）：透過波長範囲が狭い色フィルターを多数用意して光を調べることと、分光器

を通して光を分光することとが本質的に同じ作業であることを理解してもらうことが目的。これに

よって、分光器の機能を理解してもらう。 
 
［発展学習］ 
 分光器の分光原理については、光の干渉や分散を理解する必要がある。この節での概念取得目標

を越えるが、可能ならば説明を発展させてもよい。 
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[Teachers' Note] 1-2. 何がわかるのだろう 

 
実験を通して、スペクトルのどんな特徴に注意を払うのか、それによって、光源のどのようなこと

がわかりうるのかを知ってもらうのが目的。 

 

【実験１】～【実験４】 
1-1. で製作した分光器をそのまま利用するのがよい。市販の分光器を用いてもよいが、内部構造が

わかっている（つもりになれる）器械の方が、自分が行っていることを履修者が理解する上でより 

効果的であろう。ただし、1-1. で製作した分光器などは、スリットを向ける光源の方向と、 

スペクトルが見える方向とが大きく異なっているので、ある程度の慣れが必要。 

 

○ 見かけの色とスペクトル 

（問 1）～（問 4）：連続スペクトルと輝線スペクトルの違いを認識すること、肉眼で見た光の色

では光源の正体を判別するのに不十分であることを体感してもらうことが目的。 

 

（問 5）～（問 6）：温度とスペクトルの変化について体感してもらうことが目的。白熱電球の 

温度を知ることは比較的困難なので、ここでは電流量で代用した。温度測定が可能であれば、温度

として直接示したい。 

 

○ 輝線スペクトル 

【実験２】 

放電管には予め A, B, C のラベルをつけ、どの放電管かがわからないようにしてから始める。 

（問 7）～（問 9）をクイズ仕立てに演出するためである。不要ならば最初から放電管の種類を 

示し、（問 8）は省略してもよい。 

 

（問 7）～（問 9）：放電管が輝線スペクトルを放つことを体感してもらう。 

 

（問 8）：このテキストの原稿ファイルはここだけカラーなので、ここだけカラー印刷するか、 

データセットに含まれている３つのファイル Hg_sp.jpg, Na_sp.jpg, Cd_sp.jpg をモニター画面で 

示すこと。 

なお Hg_sp.gif, Na_sp.gif, Cd_sp.gif は、 

「スタープロジェクト分光器 Project STAR Spectrometer」 
国内発売元：テレスコハウス（オルビィス株式会社）（http://www.orbys.co.jp/） 
価格：1380 円 送料 300 円 
を通してデジタルカメラで撮像したスペクトル画像。もちろんこちらを使っても良いが、その際 

には波長方向は左が赤になっている点に注意されたい。 

 

○ 物質とスペクトル 

物質固有の輝線・吸収線を示し、それらは同じ波長であることを体感してもらうことが目的。 

 

【実験３】 

アルコールランプの燃料には、通常の燃料用アルコールではなくて、試薬としての純エタノール 

（または純メタノール）を推奨する。燃料用アルコールは、安全対策として炎に着色するため 

ナトリウム成分を添加したものがあり、これでは実験にならない。 

 手順５ では、照度が十分に確保できるならば、放電管ではなく連続光ないし蛍光灯のような多数

の輝線が生じる光を用いてもよい。 

 炎色反応には、硫酸銅など典型的な薬品が理科の教科書に掲載されているので参考にすること。 

いうまでもないことだが、可燃物や蒸気が有毒な試薬を炎色反応に用いないこと。 
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（問 10）～（問 11）：炎色反応が起こること、その炎の色は元素固有の色（実は輝線）で見える 
ことがポイント。ナトリウム炎の光が分光器で見えれば話は単純なのだが、実際には暗くて無理 
なので、炎の影が生じることで代用している。スペクトルを見て、その輝線とナトリウム灯の輝線

とが同じ波長であることを直接示せればよいので、予備実験で可能なことがわかったならば、輝線

の観察を補足して実施して欲しい。 
(問 11)の回答に相当する画像が、データセットに Na_Na_shadows.jpg などのファイル名で入って 
いるので、実験の際の参考にされたい。 
 
（問 13）～（問 14）：炎色反応と関連づけて、物質とそれに固有のスペクトルに話を持っていける

とよい。ここでも、可能ならば、スペクトルを見ることで、その輝線が物質によって異なることが

直接観察できればよいので挑戦してみたい。混合物でもやってみて、炎色反応の場合、スペクトル

の場合とでどうなるかを見てみるとよい。 
おすすめ薬品名：CuSO3,  NaCl 
 
 
○ 吸収線スペクトル 

（問 15）～（問 16）：太陽スペクトルには連続光に吸収線があることに気づいてもらうことが目的。

曇っていても昼間ならばある程度可能。太陽本体を直視しないように注意が必要。吸収線を生じる

物質が存在することに思い至ればよい。最後の部分は、第２章以降への展開のプロローグなので、

この章できちんと理解できていなくてもよい。晴天・曇天で見えるスペクトルを比較してみると 

おもしろい。 
 
 
†参考文献：坪田 幸政、松本 直記（2000）、天文教育 44号、Vol.12、No.3 

[実践研究]“フラウンホーファー線の原理に関する演示実験” 
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[Teachers' Note] 1-3. 光と波 

 
この節は概念理解が最重要。実験を元にして納得ができるまで議論を積み重ねることに重点を 
置きたい。 
 

【実験１】 

本当に目の前で実験してみせることが重要。レーザーポインターを光源にしているのは、廉価に 
入手可能なこともあるが、比較的馴染みがある道具ということで「特殊な装置が必要」と思わせ 
ないことが大事。ダブルスリットについても同じで、「種も仕掛けもない」ことを知ってもらう 
ことが重要。壊されてしまうことを覚悟の上で、実物を回覧させる程度のことはしたい。履修者の

技量によっては、うまくいく見本を提示して各自にダブルスリットを製作してもらってもよい。 
実験で干渉縞がうまくできるようにするのには、多少、コツがいる。スリット幅やスリット間隔を

適宜、調整した実験を事前にしておく必要がある。また、レーザー光源も点光源に近いものを使用

する必要がある。レーザーポインターの中には、光源が拡大してあるものもあるので要注意。干渉

縞はかなり細かいので光源よりもずっとスクリーンに接近しないと識別が難しい。実験実施の際に

留意すること。なお、レーザー光が眼に入らないように注意。 
シングルスリットによるフラウンホーファー回折像に留めるならば、髪の毛などを用いて回折像を

作り、それを観察させるということでも代用できる。ただし、ダブルスリット像が、シングルスリ

ット像２つの並列に見えないことの方がインパクトは強い。さらに、可能ならば、ダブルスリット

の一方のみを隠すとシングルスリット像になることまで再現できればベスト。 
ダブルスリットは、煤付きスライドガラスや感光後に現像した黒い写真フィルムなどに、剃刀の刃

２枚を重ねたもので作った方が性能のよいものが高い歩留まりで製作できるが、ここに示したよう

に、黒ケント紙を用いてもある程度のものなら製作可能。 
 
（問 1）と（問 2）、および【実験２】の（問 6）と（問 7）は、事前に予想を記述してもらう 
ことが大事。 
 

○ 予想や結果を説明してみよう 

（問 5）と（問 10）は、他人に説明することで考えがまとまることが多いことは、よく経験する 
こと。口頭で議論した後、うまくできた説明を記録するようにする。 

 

○ 実験による判定は？ 

最後の穴埋め文章は、この節のまとめと次節への導入。結果的に、ここを回答することで、「波」

という回答を要求するようになっていないかには注意が必要。議論が自由に進むようならば、この

文章は削除する程度の覚悟が欲しい。 
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[Teachers' Note] 1-4.運動とドップラー効果 
 
この節では音が波動であることは既成知識としている。これが未だの場合は、対応する実験など

（例えば、太鼓の上に紙くずを置き、音と紙くずの振動を観察するなど）を行っておく必要がある。 
 ドップラー効果が音に固有の現象ではなく、波動ならばいずれの場合でも起こる現象であると 
一般化することが最初のステップ。これと「光も波動である」との理解とを連結することによって

「光でもドップラー効果が生じる」ことを理解するのが狙い。一方で、光のドップラー効果が日常

的に経験できない理由についても、速度について定量的な評価を行うことで納得してもらうことに

よって、日常経験との違和感が軽減することも狙っている。定量的評価は、とかく避けがちである

が、桁の見積もりに留まるならば、本来同じものでも値が「桁違い」であるならば「質的に異なる

印象を与える」ことを知るよい機会と考え、敢えて避けることがないようにしたい。 
 
○ 運動による音の変化 

（問 1）と（問 2）は、生徒が盛り上がることが大事。なかなか、物まねを始めないようならば、

教師が自らやってみることも必要。取り立てて大仰に実験をせずとも日常生活での経験自体が実験

になっているという観点も大切。 

音の大きさの変化を回答としてあげる場合もあろう。その場合は、音の再生時間順を逆転させた 

録音を用いることで生じる不自然さで気づく可能性がある。 

 

○ 運動による波の変化 

できるだけ実物で実験した方が、種や仕掛けがないことがわかってよいが、この実験内容は起こる

現象が単純なので、振動によって発生する同心円状の波を表示するＣＧアニメを利用してもよい。 
（問 3）と（問 4）では、一旦、言葉で伝えるという作業を挟むことで、現象の本質を抽出する作業

をすることになるのが狙い。したがって、十分な量の紙を用意し、「伝言ゲーム」が収束するまで

繰り返すことが必要だろう。 

 

○ 波の伝わる速さと波の発生源の速さ ～ 地球の公転速度 

（問 7）から（問 9）は、計算問題の体裁をしているが、実際はどの程度の違いになるのかを感覚的

にとらえることが目的。このため、厳密な数値が得られるような設問になっていない。状況によっ

て正確な値が異なっていても（例えば、自動車の速度を 50km/h としても 100km/h としても）、その

程度の違いはここでは問題とされておらず、桁でどの程度異なるかをとらえられればよい。「それ

ほどまでに桁違いな値ならば結果が全然違うはずだという感覚（桁見積もり感覚）」を理解するこ

と自体が目標に含められていると考えてもよい。 
 

○ 視線速度 

ここは、後の節で「視線速度」という用語を使用しているので、それを定義しているが、概念が理

解できれば割愛してもよい。 
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２．分光と組成「虹で見る物質の指紋」 

 

 

 

コラム：スペクトル画像について 

 

 

2-1. 星の虹を見てみよう 

 

 

2-2. 天体は何からできている？（補充活動） 

 

 

2-3. 星雲の虹を見てみよう 
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[Teachers' Note]  2-1. 星の虹を見てみよう 
 
この節では、恒星にはいろいろなスペクトルがあることを知る。また、さまざまな恒星スペクトル

から特徴を抽出し、比較して分類を行う。分類の結果は、妥当な特徴抽出の結果に基づいたもので 
あればよく、ヤーキス式やハーバード式といった分類と一致している必要はない。 
恒星のスペクトルデータからわかるバリエーションとそれ以外の情報（明るさ、星座、色、など）

との関連性について考察する。 
 

○ こと座 α
アルファ

星 のスペクトル 

ここで使うスペクトルの FITS 画像は、もともとは縦（Y 軸）方向には１ピクセルしかない FITS 画
像、つまり、X 軸×Y 軸が 376 ピクセル×1 ピクセルの画像である。縦に１ピクセルしかない画像で

は HOU-IP で表示するのに不都合なので、X 軸のピクセルそれぞれを縦方向に 20 ピクセル分複製し

て一枚の画像とした。すなわち、Y軸方向には同じ値のピクセルが並んでいる。 

 

○ 横軸波長方向のグラフ 

FITS 画像を使ってスペクトルの特徴を調べる手法として、HOU-IP のスライス機能を用いたグラフ

描画の手法を提示する。 

（問 1）は、スペクトルから特徴を抜き出す作業を行うことが目的。まず最初の作業として 

ひとつの恒星（ α
アルファ

 Lyr）についてスペクトルの特徴を調べる。解答には特に「正解」はない。 

  

○ いろいろな恒星のスペクトル 

様々な恒星のスペクトルを見る。データ（画像）はワークブック添付のスペクトルカタログ（紙媒

体）と FITS 画像との両方が用意されている。（初版ミニマムセットの）カタログに載っている恒星

の数は 49 個。 

（問 2）は、たくさんの星のさまざまなスペクトルから、特徴の共通する星を選び出しをさせる。

その際に、スペクトルのどのような特徴を共通する特徴とみなしたかについても問う。 

（問 2）では（問 1）で既に特徴を調べたベガを比較対象として、ベガと共通する特徴をもつ星を

選ばせる。 

（問 ３）は、（問 2）の作業を踏まえて、恒星スペクトルの分類を行わせる。HOU-IP ソフトを 

使って画像やグラフを比較してもよいし、例えば、カタログをコピーして一つ一つのスペクトルに

切り離し、カードを作って見比べるというような方法もあるだろう。 

また、カタログ中の星のカラー画像も（一部）用意されているので、参考用に提示してもよい。 

（問 4）は、恒星のスペクトルデータからわかるバリエーションとそれ以外の情報（明るさ、星座、

色など）との関連性について考察させる。関連がないというのも結果のひとつである。 

 

星の名前とファイル名の対応表 

『○○座（星座名） α
アルファ

星』のように、その星座の中で肉眼でみてほぼ明るい星の順に α
アルファ

、

β
ベータ

、．．．とギリシャ文字のアルファベットをつけた星の名前をバイエル名という。基本的には、

同じ星座の中ではアルファベットの順に暗くなっていくが、中には α
アルファ

星よりβ
ベータ

星のほうが明るい

というように、明るさとアルファベットの順が入れ替わっているケースもある。例えば、ふたご座

α
アルファ

星（カストル）は 1.6 等で 1.1 等のふたご座β
ベータ

星（ポルックス）よりも暗い。 

スペクトルデータのファイル名は、ギリシャ文字のアルファベット（ α
アルファ

，β
ベータ

，．．．）の英語頭

三文字（一部の文字は二文字）＋星座名略符というルールで付いている。 

ギリシャ文字アルファベットの表に載せた読み方については、日本での一般的な読み方（教科書や

ワープロソフトなどで採用されている）を中心にした。日本で一般的に使われている読み方は、実

際は英語読み、ギリシャ読みが混在していることに注意されたい。 
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[Teachers' Note] 2-2. 天体は何からできている？（補充活動） 

 
元素のスペクトルはそれぞれ決まった波長に線スペクトル（輝線・吸収線）を示すということを 
もとに、恒星スペクトル中の線スペクトルから恒星大気中にはどんな元素があるか調べることが 
できることを学ぶ。 
 

○ いろいろな元素のスペクトル 

  元素ごとに特有の輝線スペクトルが現れることを認識させる。水素（H）、ヘリウム（He）、 
鉄（Fe）、ナトリウム（Na）、カルシウム（Ca）のスペクトル（輝線スペクトル）が用意されて 
いる（試用版ミニマムセット）。 
（問 1）元素のスペクトルは、それぞれ元素ごとに特有の輝線スペクトルが現れる（輝線スペクト

ルのパターンは元素ごとに異なる）ということが認識されればよい。 
 
○ 元素の輝線スペクトルと恒星のスペクトル 

（問 2）と（問 3）は、いずれも、（問 1）で見た元素の輝線スペクトルと恒星のスペクトルを 
比較して、恒星スペクトル中の元素をパターンマッチングにより同定する。 
この節では波長同定は行わないので、各元素の輝線が波長何 nmのところに出るかについては触れて

いない。 
（問 3）は、低温度星（M 型星など）のスペクトルには分子を含む多数の吸収線が現れるため、 
同定が著しく困難になるので、星を選ぶ際には注意が必要。教師がある程度数を絞って提示する 
なら、はくちょう座やおおぐま座（北斗七星）を選ぶとちょうどよいだろう。 
多少のバリエーションをとりまとめるとすると以下の５恒星が妥当か。 
Alp_Lyr.fts（こと座α星） , Bet_Uma.fts(おおぐま座β星 )、Gam_Boo.fts( うしかい座γ星 ) 、
Del_Cap.fts(やぎ座δ星)、Kap_Oph.fts(へびつかい座κ星)。 
ただし、「同じような元素が含まれている」「複数の元素の吸収線が重なっているので実際に決め

ようとすると、なかなか難しい」こと自体も、それなりに重要な事実なので、あまり、厳選しない

のも１つの考え方である。 
また、複数の元素が混ざっている場合、そのスペクトルは両者の重ね合わせになるが、このことは

1-2 では明示されていない。このことが理由で元素同定が困難だと判断される場合には、これを指摘

する必要があるだろう。 
星座の画像は、JPGImgs フォルダーに jpeg ファイルで集録されている。ファイル名と星座の対応は、

And.JPG=アンドロメダ座、Aql.JPG=わし座、Aur.JPG=ぎょしゃ座、Boo.JPG=うしかい座、 
Boo_CrB.JPG=うしかい座＋かんむり座、Cap_Aqr.JPG=やぎ座＋みずがめ座、Cyg.JPG=はくちょう

座、Her.JPG=ヘラクレス座、Lib.JPG=てんびん座、Lyr.JPG=こと座、Lyrl.JPG=こと座、 
Oph_Ser.JPG=へびつかい座＋へび座、UMa.JPG=おおぐま座、UMa.JPG=おおぐま座、 
UMa_CVn.JPG=おおぐま座＋りょうけん座。 
また、以下の恒星は、その星を中心とした拡大画像もある。 
Arcturus.jpg=アークチュルス（うしかい座α星）、Deneb.jpg=デネブ（はくちょう座α星）、 
Vega.jpg=ベガ（こと座α星）。 
（問 4）は、恒星に含まれる元素は特殊なものではないことに気づかせることが目的。 

（問 2）、（問 3）で同定した元素をもとに、それらの元素を含む身近な物質をあげさせる。 
  元素そのものだけでなくそれらからなる化合物も含め、自由に発想させたい。 
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[Teachers' Note] 2-3. 星雲の虹を見てみよう 
 

（趣旨）星雲が強い輝線を放射していることを学ぶ。 
 
○ 星雲のスペクトル 

（問 1）スペクトル画像をスケッチすることを通して、これから扱う星雲のスペクトルが、天体画像

の一部にスリット当てて分光した、横方向が波長、縦方向が空間となるスペクトルであることを 
確認する。 
ここで、天体画像とスペクトルの空間スケールが必ずしも一致していないことに注意。スリットは

全て南北方向になっている。また、厳密には、ここで扱う画像では空間方向と分散方向とが直交 
していない。 
 
（問 2）星雲のスペクトルが主に輝線で輝いていることを学習する。 
NGC2392や M57のスペクトルには、星雲のスペクトルの他に、恒星のスペクトル、地球大気の 
スペクトルも写っている。ここでは、それぞれを区別して、特徴をつかむ。 
 
各スペクトルについて： 
・惑星状星雲のスペクトル M57，NGC2392 

太陽質量の 8 倍以下の恒星は、最後に膨張して赤色巨星になる。その後、エネルギーを使い果たす

と、中心は急速に潰れますが、その際に恒星の外層が、宇宙空間へ放出され、惑星状星雲となる。

惑星状星雲の中心には白色矮星が残り、５万度という高温で輝いているために強い紫外線を放射し、

周りのガスはこの紫外線により電離され再結合時に輝線スペクトルを放射する。星雲は輝線スペク

トルを強く放射するが、その他に電離した自由電子が放射する電子の自由‐自由放射が連続スペク

トルとして観測される。星雲のスペクトルにうっすら連続スペクトルが見えるのはこのためである。 
中心星の白色矮星のスペクトルは、恒星のスペクトルと同様に連続光で輝いている。ここでスペク

トル型までは画像から調べることはできないが、一般に白色矮星のスペクトルは O 型である。この

恒星は、やがて温度が下がり黒色矮星となる。 
NGC2392（「エスキモー星雲」の名前で知られている）のスペクトルには、近くに水素のバルマー

線に吸収を示す恒星スペクトルが写っている。 
 
・HII 領域のスペクトル M42 

恒星は、水素ガスの密度が高い星間分子雲の中から生まれてくる。オリオン星雲は、そんな分子雲

の中から今まさに恒星が周りのガスを吹き飛ばして生まれ出た、恒星誕生の現場である。 
オリオン星雲の中心には、トラペジウムと呼ばれる若い星の集団がある。これらの恒星は、質量が

重く短命な星だが、温度が高いため強い紫外線を放射して周りのガスを電離させ星雲を輝かせてい

る。 

hr1895sp.fts は、トラペジウム星団中のθ
シータ

 1C 星 (HR1895) を観測したスペクトルである。恒星のスペ

クトルの他に、周りに広がるオリオン星雲のスペクトルも写っている。 
 
・超新星残骸のスペクトル M1 

質量が太陽の 8 倍以上の恒星は、最後に超新星爆発を起こして、華々しい終わりを迎える。カニ星

雲（M1）は、1054年に超新星爆発を起こした星のなれの果ての超新星残骸である。 
M1 の中心には高速で回転するパルサーが存在し、周期 33 ミリ秒で電磁波を発している。他の星雲

が高温星からの紫外線で輝いているのに対して、M1 は電波から X 線にわたって放射されているシン

クロトロン放射（磁場と電子の相互作用による電磁波放射）により、電離が起こっていると考えら

れている。 
カニ星雲のスペクトルは、他の星雲と異なり、輝線スペクトルがスリット方向に曲がったり、分か

れたりしていることに気づくだろう。これは、カニ星雲が膨張しているため、輝線に赤方偏移、青

方偏移が起こっているからである。また、天体画像を見るとわかるように、無数のフィラメントが

存在し、フィラメントごとに速度が違うために、スペクトル画像は、複雑な速度構造を示す。 
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・地球大気のスペクトル 

地球大気のスペクトルは、スリット全体に当たっているために画像の縦方向に長い線ができる。 
特に強い輝線が、都市から出る蛍光灯の HgI 輝線である。コラム「スペクトル画像について」の 
図３を参照して、主な輝線が何によるものかを同定させてもよい。また、ここで、光害が分光観測

に与える影響について考えてもよい。 
なお、M42のスペクトル画像（hr1895sp.fts）では大気のスペクトルはよくわからない。 
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（補足資料） 
 

 
 

図 M57のスペクトルの同定 
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図 美星天文台での空（夜光と人工光）のスペクトル 
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３．分光と温度「虹は温度計」 

 

 

 

３-1. 恒星のスペクトルと温度 
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[Teachers’ Note] 3-1. 恒星のスペクトルと温度 
 
 この節の問は、各スペクトル型に属する７個の恒星のスペクトルの分類を試みるが、正解を求め

ないで分類に挑戦してみる、というタイプの設問である。 

 

○ 恒星のスペクトルの特徴  

（問 1）から（問 3）までで使用するスペクトルは、主に青色の光に相当する比較的狭い波長域の  

スペクトルである。それは、 

（１）狭い範囲のスペクトルの方が、拡大されているので線スペクトルの特徴が一目でわかること、 

（２）高温から低温までの特徴的な線スペクトルがこの狭い範囲に集まっている波長域であること、 

（３）歴史的にもこの波長域で恒星分類がよく研究されてきたこと、 

（４）使用するスペクトルが波長による感度較正がよくなされたものであれが、広い波長だと連続

スペクトルの様子だけで分類が可能になりますが、実際の観測現場ではそれほど良質な分光感度 

補正を施したデータは入手が難しいので、連続スペクトルの様子で分類することは現実的でない、 

などの理由による。 
ただ、線スペクトルによる分類は、１８６０年代のＡ．セッキの研究に始まり２０世紀初頭の 

ハーバード分類まで、天文学者が４０年もかかって完成させているのであるから、生徒が何の 

手掛かりもなしに短時間に分類を正確に行うことを求めるのは無理であろう。 

 

調べ方は、次の二つの方法を事情に応じて選択すればよい。 

方法 1【アナログ的方法】 恒星のスペクトルの写真を切りぬいて並べ替える。 

方法 2【デジタル的方法】 HOU-IP ソフトの上で並べ替える。 

 

参考資料 ７つの恒星名のスペクトル型、光度階級 

恒星名 スペクトル型   光度階級 

BD+63 137 M1 V 
HD  10032 F0 V 
HD 116608 A1 V 
HD 215835 O5.5 V 
HD  23524 K0 V 
HD 240344 B4 V 
HD  66171 G2 V 

全て、A library of stellar spectra から得たスペクトルである。 

 

○ 恒星の線スペクトルの特徴と温度 

 この実習では吸収線の強さを比較することになるが、その際には、同一の吸収線スペクトルが、

異なる星についてどう変化しているかを比べるとよい。というのは、同一の星で、ある元素の 
吸収線と他の元素の吸収線の強さは、厳密には温度だけでなく、圧力や元素組成（天文学では化学

組成と呼ぶ場合が多い）によって比率が変化するからである。 
 ここで示した図は、太陽と同じ化学組成の高温ガスがあった場合の吸収線スペクトル（可視域に

現れる典型的な吸収線）の現れ方を示したものである。ガスの電子圧は典型的な恒星での値として

100dyne/cm2 として計算した場合を示している。ここで扱う程度の厳密さでならば、太陽は元素組

成・圧力とも典型的な星であると考えてよく、さまざまな表面温度の恒星に対する吸収線スペクト

ルの現れ方を近似的に表すことができる。 
 
 図にも示した元素記号表記は、現在では主に天文学でのみ使用されるもので、H I は中性水素原子

（イオン化していない水素原子）、He I、He II はそれぞれ中性ヘリウムと一価のヘリウムイオン、

Na I と Na II は中性ナトリウムと一価のナトリウムイオンを表す。それぞれの吸収線の波長・別名は

以下の通り。 
    H I は Hγ線 
    He I は 4471Å 
    Na I は 4226Å 
    Na II は 3945Å 
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 グラフの値の意味を厳密に記すと、それぞれの原子（イオン）の励起状態の数密度 N をサハ・ボ

ルツマンの方程式によって求め、その元素の太陽の化学組成 A（水素に対する原子数の比）と、可

視域に現れる１本の代表的な吸収線スペクトル（脚注）の振動子強度ｆを掛け合わせた量を縦軸に

とっている。同一元素（イオン）のほかの線も同一スペクトル画像上ではほぼ似たような変化を示

すとみてよい。 
 なお、He II は振動子強度ｆの値を調べても見つからないために 1.0 として計算してあるため厳密

ではないが、このカリキュラムにおいては実用上では問題ないと本稿著者は判断している。 
 
（問 3）について、高温の気体では、温度が高いほど電子が高いエネルギー準位を持つ軌道に励起さ

れる（ボルツマンの励起式）。しかし、さらに温度が上がると、原子どうしの衝突により、電子が

剥ぎ取られてイオンになる（サハの電離式）。それらの兼ね合いによって線スペクトルの見え方が、

図のように変化することがわかっている。 
○ 連続スペクトルの様子でみた恒星スペクトルの特徴 

ここでは、恒星の連続スペクトルがおおよその形として、黒体放射のスペクトルと比較できること、

そして表面温度を反映したものであることを理解できればよい。 
（問 6）では、黒体放射と現実の恒星の連続スペクトルがある程度ずれていることも理解できるかも

しれない。これは、実際の恒星のスペクトルが、黒体放射に単純に線スペクトルが加わっただけの

ものでなく、束縛－自由遷移や自由－自由遷移、水素の負イオンによる幅広い吸収など、さまざま

な原因のために黒体からのずれが生じていることによる。スペクトルの全体形状によく注意して見

てみると、ある種の恒星のある波長領域がおかしいことに気づくかも知れない。 
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4. 分光と運動「光の速度計」 

 

 

 

4-1. 太陽の自転 

 

 

 

4-2. 銀河の回転 

 

 

 

4-3. 宇宙膨張 

 

 

4-3b. 夜空はなぜ暗い？（補充活動） 
 

 

4-3c. 距離と明るさ（補充活動） 
 

 

 

4-4. カニ星雲の膨張速度を測ろう（補充活動） 
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[Teachers' Note] 4-1. 太陽の自転 
 
太陽面の赤道付近の両縁で撮ったスペクトルの暗線（吸収線）のドップラー効果から、太陽の自転

速度を求める。この活動を通じて、スペクトルのドップラー効果から天体の運動がわかることを学

ぶ。 
導入として、最初に太陽面の異なる位置でスペクトルを撮ると、太陽の暗線（吸収線）のドップラ

ーシフトから太陽の自転運動がわかることを解説しているが、ここでは 1-4. は既習のものとして簡

単にしか触れていない。 
なお、計算問題が多数あるが、この節では求めた答の数値が正確かどうかではなく、解答を導出す

る過程を理解したかどうかが重要である。解答として得られた数値自体は、桁で間違っていなけれ

ばよいだろう。 
 

○ 太陽面の異なる位置のスペクトル 

用意されているスペクトルの FITS 画像の説明。原理的には、両縁のスペクトルだけでも速度は 

求まるが、比較用として太陽面正面位置で撮ったスペクトルも用意されている。 

 

○ 太陽面の東西の縁のスペクトル 

（問 1）、（問 2）は、この問を通して、スペクトル中の暗線のすべてがドップラーシフトしては

いないことに気が付けばよい。その上で、なぜシフトする線とシフトしない線があるのかを考察 

させる。ここで、データ処理メニューのスライスで作ったグラフのＸ座標値は、スライスをする 

起点によって、Ｘ座標値が変わってしまうので、注意が必要。 

 

○ 暗線がしめす物質をつきとめよう 

（問 3）は、スペクトル中のどの暗線が太陽のものであり、どの暗線が地球大気起源のものかを考

えさせる。ここでは、太陽の縁は自転によって我々に対して速度を持っているので太陽起源の暗線

はドップラーシフトし、地球大気は我々観測者に対してほとんど動いていないので、暗線もシフト

しないという考察が求められる。 

 

○ ドップラー効果による波長のずれを測る 

（問 4）から（問 9）までの一連の問は、ドップラーシフト量、そして太陽の縁の視線速度を求め

させる問である。 

（問 4）から（問 6）では、（問 3）で同定した波長を用いてピクセルあたりの波長を 求めさせる。 

（問 7）、（問 8）では、（問 6）までで求めたピクセルあたりの波長の値から、太陽スペクトル

中に見られる暗線の波長の観測値を求め、表の値との差からドップラーシフト量Δλを求めさせる。 

 

○ 太陽の縁の速度 

（問 9）では、それぞれの暗線のΔλからそれぞれの視線速度を求めさせる。 

（問 10）、（問 11）は、それぞれのΔλが示す速度が、すべて一致するかどうかを問う。観測の 

誤差ももちろんあるだろうが、ここで求めた速度とは実際は視線速度であること、すなわち、太陽

面上の観測した位置の視線速度を求めたことから、答えとして東西の縁で同じ値が出てこない方が

自然。 

○ 地球から太陽までの距離 

最後に演習として、太陽の半径および地球から太陽までの距離を算出する。 
導入で太陽の自転は黒点の移動からもわかるということに触れている。よって、ここでは逆に黒点

の観測から求められている自転周期を与え、この節で各自が求めた太陽の縁の視線速度から太陽の

半径を求めさせる。さらに、地球から見た太陽の視直径を与えて、地球からの太陽の距離を導出さ

せる。ここで、視直径は太陽を見込む角度であることに注意が必要。 
 



 - 27 - 
JAHOUスペクトルカリキュラム第１版 

[Teachers' Note] 4-2. 銀河の回転 
 
この節は光のドップラー効果を用いることで、視線速度の分布から、天体の内部運動についての情

報を得ることができるということへの理解を得ることが目的。このような方法論で天体内部につい

て、ある程度知ることができるという考え方自体が理解できればよい。補充活動まで進むと、銀河

という具体的な天体の内部運動についての考察までたどり着ける。そこまでいくと、大学や天文台

にある分光データから銀河について研究することも可能となる。 
銀河回転速度が測定可能な高波長分解能（高分散）データの入手のしやすさから、ここでは電波輝

線のデータを用いているが、可視光輝線・可視光暗線のデータでも原理的には同じことが可能であ

る。 
 
○ 可視光と電波 

用語として「可視光」を本文中では定義していないので、未知の単語だと考えられる場合は、概念

を補う必要がある。1-1.や 1-2.でのスペクトル概念から拡張して説明するとよかろう。 
（問 1）は理科年表などを調べて、典型的な波長で比較すればよい。電波とされる電磁波の波長範囲

はいくらでも長いものまであるので、数値として１つには限らない。少なくとも 100 倍以上（最短

電波波長 0.1mm、最長可視光波長 1000nmとして）あることがわかればよい。 
（問 2）と（問 3）は、導入として設定しているので、いろいろな想像や着想を自由に書いてもらえ

ばよい。 
 
○ 電波輝線 

（問 4）は適当な例がなければ、「1-2 何がわかるだろう」参照。 
（問 5）の電波で輝線スペクトルを示す物質は、状況・進行時間に応じて、生徒に調べさせても、 
ティーチャーから提示してしまってもよい。電波輝線を示すのは主に分子、可視光輝線を示すのは

主に原子という違いはあるが、そこまで言及しなくてよい。 
◇ 参考資料の例： 
「理科年表」（丸善）→「宇宙電波」→「これまでに観測された星間分子」（天 81） 
「宇宙スペクトル博物館 電波編 宇宙が奏でるハーモニー」（裳華房） 
◇ 宇宙空間で電波輝線が検出されている物質の例： 
H2O（水）、NH3（アンモニア）、H2CO（アセトアルデヒド）、CH3OH（メタノール）、SiO（一酸

化珪素）、CS（硫化炭素）、OH（遊離水酸基）、HCN（青酸、シアン化水素） 
 
○ 広がって見える天体のスペクトル 

（問 6）から（問 8）は、広がりを持つ天体のスペクトル表示のための導入として設定しているので、

いろいろな想像や着想を自由に書いてもらえばよい。以下に実例をあげるが、これらにこだわる必

要はない。先を急ぐようならば、（一例として）答えを示してしまってもよい。 
天文学で実用化されている例： 
◇ 「長スリット分光」：スリットの長さ方向の位置の違いを利用する 
◇ 「多天体分光」：空の異なる複数の点で分光したデータを集積する 
◇ 「ファブリペロー分光」：少しずつ異なった波長について狭い波長域の画像を多数集める 
 
電波干渉計を用いた場合を除き、電波天文学観測では原則として同時には空の１方向（１点）しか

観測できない。このため、電波天文学観測のデータは「空の１点ずつについて分光観測を行い、そ

れを集積して広がった天体の分光観測データとする」という手法、すなわち上記でいう「多天体分

光」に相当する観測が行われることが多い。 
 
天文学研究に実際に利用されている表現方法： 
◇ 「位置‐速度図」あるいは「スペクトログラム」：波長（あるいはドップラー効果と考え換算 
した速度）と１次元位置とでの平面上に強度を表記する 
◇ 「プロファイル図」：位置ごとに波長と強度を示した多数のグラフを平面上に配置する 
「速度チャンネル図」：特定の波長（あるいはドップラー効果と考え換算した特定の速度）での強

度分布 
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○ 位置-速度図 

画像の表現法と基本的には同じ。画像の縦横が共に位置である必要はない。HOU 画像カリキュラム

にあるように、学術的には「等高線式」「濃淡」「擬似カラー」などがよく利用される。 
 
○ データを表示してみよう 

円盤状の渦巻銀河を真横から見ていることに想像が及べばよい。このことは、傾きが異なる銀河の

画像をいくつか見せることで、生徒にも、ある程度、推測可能だろう。例えば、M51，M101, M33, 
M31 などを傾きの順に並べるとわかりやすい。 
 
○ 位置-速度図を読みとる 

（問 9）では分布が、ほぼ点対称であること、中心に対して速度差が最も大きい部分がほぼ一定の速

度で見られることがスケッチされていればよい。 
（問 10）で速度を測るべき場所が決められない場合は、中心から上下端までを 10 等分して測ること

にするなどのアドバイスをすればよかろう。どのようにサンプリングするかもセンスのうちではあ

るのだが。また、「電波強度が強い部分の縁」というのが決めにくい場合は、スライスを用いるな

どの工夫が必要。このデータは、本当に観測したデータなので、観測の不均一さなどが原因となっ

て縁を明瞭に決めにくいものとなっているが、それを的確に処理できるかも、生徒の腕の見せ所。 
（問 11）では、「平均」の意味の取り方に自由度がある。「サンプル点での値の算術平均」でもよ

いし、分布の具体的な形状を考え、それでは不十分ではないかという意見がでてくる可能性もある。

天文学的には「強度や誤差レベルで重みをかけた平均」という考え方が標準的であるが、これを正

解と考える必要はない。学術的にも、知りたい「平均」が何を意味するべきなのかによって重みの

かけ方は変わってくることはよくある。 
（問 13）では、画像の見かけだけでなく、運動的に言っても中心に関して対称であることに気づけ

ばよい。 
 
○ 銀河の回転運動を考えてみよう 

この部分は、内容が多少高度なので、補充活動とした。したがって、天文学的に知られている内容

に理解が一致するためには、他の付帯情報が必要である。 
 
（問 14）は、銀河が例えば、全体が一体となった回転（全ての回転角速度が一定、剛体回転とい

う）の場合は、円盤上の同一視線上のどの位置も視線速度は同じになってしまう。 
（問 15）は、回転速度が半径によって変わらない、すわなち、回転周期が軌道一周の長さに比例す

る回転をしている場合である。このような、剛体回転でない回転を「差動回転」というが、ここで

あげたのは、そのうち、「平坦回転」と呼ばれる回転の仕方である。視線と垂直な直径上で視線速

度が最大となるが、その前後の部分は、それより遅い速度になり、全体の平均速度までの間の値と

なる。 
（問 17）では、銀河の回転速度が銀河中心からの距離が変わっても、ほとんど変化していないこと

（平坦回転であること）に注目できればよい。これによって、銀河の円盤が剛体でできていては困

ることに思い至る可能性がある。かつて、渦巻銀河の「渦巻腕の巻き込み問題」（渦巻が短時間に

巻き付いてしまって見えなくなってしまうという問題）が天文学者の間で議論になったのは、この

類の観測結果による。重力と遠心力の釣り合いまで理解できているならば、これから、missing mass
の話まで持っていくことも可能である。 
 
電波画像データの掲載論文 Sakamoto et al. 1997, Astrophys J. 475, 134 
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[Teachers' Note] 4-3.宇宙膨張 
 

この節は光のドップラー効果を用いて複数の天体の相互運動を調べることができるということを理

解してもらうことが目的。そのうちで最も有名な例として宇宙膨張を取り上げた。宇宙膨張につい

ては、さまざまな媒体で情報が流されているものの、実際、どのようなデータをどのように扱って

得られたどのような概念なのかを実感で理解できるレベルで解説していない場合も多い。 
銀河までの距離の見積もり方には多数の方法があるので、ここで示した超新星の最大光輝による方

法に固執する必要はない。距離測定法が納得できさえすれば、他の方法による距離データを伴った

銀河のデータを利用することもよいだろう。 
 
○ 宇宙の膨張とは？ 

（問 1）と（問 2）は、導入として設定しているので、いろいろな想像や着想を自由にあげてもらえ

ればよい。学術的に知られている解釈や方法論に固執する必要はない。（問 2）については、それが

方法論となりうるかまでを議論してもよいだろう。 
 
○ 超新星の（最大の）明るさ 

明るさが距離の２乗に反比例して暗くなることが理解できていないと思われる場合には、HOU の 補
充活動 19 を実施しておくこと。 
 
○ 超新星が現れた銀河のスペクトル 

ここでは、HOU-IP を使用する。具体的な操作はここには示さなかったので、事前にその単元を 
やっておく必要がある。画像上でのピクセル位置の読み方やピクセル位置からスペクトル線の波長

を求める方法、および、波長のずれから速度を求めるなど。 
（問 4）では、最終的に、ほぼ同じパターンのスペクトルが波長方向にずれていることに気づけば 
よい。ここで用意された銀河はすべて輝線の見えるもので、波長範囲は 649nm～673nm（水素の 
Hα線付近）である。ただし、地球大気による輝線も同時に写り込んでおり、そちらは全てのスペク

トルで同じ波長に見えている。これの区別などについては、「2-3. 星雲の虹を見てみよう」で 
扱っているのでそちらを参照のこと。 
共通点としては「(銀河回転によって)輝線が曲がっている。」「銀河中の輝線強度の違いによって 
輝線の明るさが場所ごとに変わる。」などもあろう。 
（問 5）では、銀河回転によって、厳密には、場所によって波長が異なるが、ここでは、それを追求

しなくても良い。どこを測定すべきか悩むこと自体が発見につながる。これについては「4-2. 銀河

の回転」で詳しく扱っている。もちろん、銀河中心に相当する場所でのずれを測定するのがベスト

である。 
（問 6）で使用する両端の波長は、（問 4）の直前に示した値を用いる。この設問では回答箇所が 
多くなりすぎるので、波長を調べるのは一方の輝線のみとしたが、時間に余裕がある、班分けで 
分業できるなどの場合には、左右の輝線、両方で同じ作業をしてつきあわせてもよい。スライス 
機能を活用すると測りやすいが、（過去の HOU の実行経験から考えると）具体的な方法は履修者が

自主的に見つけるのを期待してよい。 
（問 7）は輝線同定の話で、厳密には単一の根拠ではない。「波長がほぼ等しい」、「波長パターン

が一致している」、「類似の天体でよく見られる」などが学術研究の際には根拠となっているが、

予想外に大きくずれていると専門家でも気づかないことがある。クェーサーの輝線がその実例で 
ある。ここでの履修者にとっては「天下りでどの輝線か決められてしまう」という感覚を軽減でき

ればよい。 
（問 9）では、光の速度 30 万 km/s として計算してよい。ここには記載しなかったがドップラー効果

の式は、調べ学習によってもよい。 
（問 10）では、一旦、距離と速度とがほぼ比例していることがわかる。これがハッブルの発見した

「ハッブルの法則」である。 
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○観測データから全体の傾向をみつける（詳しい説明） 

今回のデータからは実際にはきれいなハッブルの法則を得ることはできない。これには測定誤差な

どがあるためである。この本文では、測定誤差についてのみ説明したが、ここの部分は、このテキ

ストだけで完全に理解できなくてもよい。 
今回のデータで正確な比例関係が得られないのは測定誤差によるものの他に、銀河の固有運動の影

響がある。個々の銀河は平均的には宇宙膨張にしたがっているが、個々の状況によって、それぞれ

勝手な方向・速度で運動していることが知られており、その速さは大きなものでは 1000km/s 程度に

まで及ぶ。この影響を完全に取り去るためには、固有運動が平均化できるほど多数の銀河を調べる

必要がある。少数の銀河についてしかデータがない時点でもハッブルが宇宙膨張を発見することが

できたのは、その程度の個数でも、純粋な固有運動が示すはずの「ランダムな速度分布」とはかけ

離れた「距離と視線速度の相関」が見られたからである。履修者の理解が進んでいるようならば、

なぜ「正確な比例関係にならないか」の考察から始めて、測定誤差やサンプリング効果（サンプル

が少数だと正しい関係が得られない場合があるということ）について考えさせるのも良いだろう。 
 
○ 列車ダイヤグラム：時間と距離と速度を示す図 

ここは、距離と時間と速度とのグラフでの関係を理解することが目的。これによって（問 11）のグ

ラフと（問 15）のグラフとの関連を理解してもらう。 
列車時刻表は 2001 年３月のものを用いている。ここに示した距離は時刻表に掲載されている営業キ

ロなので実際の走行距離よりは１割ほど長い。ここで示した列車は４つとも使用車両が異なるため

平均速度が異なる。リアリティを出すために他の区間にしてもよいが、東海道区間だと列車ごとの

速度差が現れにくいので事前の確認が必要。 
（問 12）では、グラフの線の傾きと速度とが関係していることが理解できればよい。 
 
○ 銀河の視線速度と宇宙膨張 

（問 13）は、km/s から年と光年に変換するための準備。 
（問 15）では（問 14）で作った表から作図する。速度が「傾き」になっているところで作図にてま

どる可能性が高いので、適宜、アドバイスが必要となろう。 
（問 16）では、全ての銀河が同時に距離 0 になることがわかればよい。距離と速度とが比例してい

るために、このような状況になる。ハッブルは、これを「宇宙が膨張している」と解釈したが、同

一の解釈にたどりつかなくてもよい。 
（問 1）で考えたことと、ここまでの結論とで比較して議論してもよかろう。 
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[Teachers' Note] 4-3b.夜空はなぜ暗い？ (補充活動) 
 

この節では、「オルバースの逆説」を考えることで、論理によって導かれる結論が観測事実と矛盾

した場合、どのように考えるべきかを具体例として考えることが目的。スペクトル学習とは本来独

立な話題なので完全に省略してもよい。 
 
○ 星は点光源か？ 

（問 1）と（問 2）では、作図から、星の大きさと距離との関係を掴んでもらおうというもの。校庭

の利用などで太陽系の大きさを体感してもらう教材と組み合わせてもよいかもしれない。例えば 200
億分の１の縮尺模型を作ると太陽の直径約 7cmに対して、ケンタウルス座α星までの距離は 2000km
ほどになる。 
 
○ 見える星の数 

（問 3）から（問 5）まででは、作図から、空の同じ角度範囲に見える、同じ距離の星の数が、距離

の自乗になっていることを納得してもらうことが目的。既に平面上の作図と立体図形との対応が履

修者に理解できていると思われるならば、(問 3)と(問 4)とはまとめて逆自乗則へ直結してしまって

もよい。 
 
○ 夜空の明るさ 

（問 7）は、前提として、明るさが距離の自乗に反比例して暗くなることを認識しておく必要がある。

これは HOUの 補充活動 19 で扱っている。この設問の回答は無限大に発散することになるが、学習

者の回答としては感覚的にわかれば十分で、「暗い夜空にならない」ことがわかればよい。これが

「オルバースの逆説」と呼ばれる問題である。 
 
○ 矛盾の原因はどこに？ 

（問 8）については、矛盾の解決策は１つとは限らないので、あれこれ考えてみることが大切。この

時点では、「宇宙が膨張しているため」ということが結論になる可能性は低い。歴史的にも、「宇

宙では星々は無限に一様に広がっているわけではない」、「宇宙は有限である」ということとして

理解されていたようである。この設問を、「宇宙が膨張していると考えると、（問 7）の結論はどう

かわるだろうか？」と変えてもよかろう。 
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[Teachers' Note] 4-3c.距離と明るさ (補充活動) 
 

幾何学によって、明るさが距離の自乗に反比例することを認識することが目的。HOU の 補充活動 19 

では実験によって同じ内容を理解することとなっているので、可能ならば、そちらを取り上げた方

が印象的になってよいだろう。 
 
○ 光で照らされる範囲 

（問 3）では、「ぴったり隠す」ということから、「同じ量の光が照らす範囲」と考えることで、距

離と明るさとの関連をつけてもらおうという意図。立体図形を針金とボール紙と糸で作ると良いか

も知れない。 
 
（問 4）と（問 5）は、既に平面上の作図と立体図形との対応が履修者に理解できていると思われる

ならば、まとめて逆自乗則へ直結してしまってもよい。 
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[Teachers' Note]  4-4. カニ星雲の膨張速度を測ろう 
 
（趣旨）カニ星雲の膨張速度を測定する。 

 

 

（問 1）同じ輝線が２つに分かれているところを探す。例えば、下図に示すような場所である。も

ともと２本並んでいるものと間違わないように注意する。 

 

 

（問 2）データ処理メニューのスライスを使って、輝線の間隔を測定する。下の図のように同じ輝線

同士の間隔を測定する。図２を参照して測定している輝線の波長も記録する。 
 

輝線 間隔 

[S II] 671.7nm    8 ピクセル 

 

 

（問 3）波長とピクセルの関係式を図２に波長が示されている２本の輝線を使って求める。 
例えば、[S II] 671.7nm と [S II] 673.1nm の 2 つの輝線の間隔が、４ピクセルなので、 
(673.1-671.7)/4＝0.35[nm/pixel] として計算する。 
 
（問 4）（問 2）、（問 3）の結果から [S II] 671.7nm の輝線が 8×0.35＝2.8[nm] の幅であることが分

かる。 
 
（問 5）式に当てはめると(2.8/673.1)×299800＝1247.1[km/s]で、 
膨張速度は、1247.1/2＝623.6[km/s]となる。この速度は、測定する場所により異なる。 
とにかく、すさまじい速さで膨張していることがわかればよいだろう。 
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  大島 修（岡山県立鴨方高校） 

1-4. ドップラーシフトＣＧ 半田 利弘（東大天文） 
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 星雲画像（NGC2392, M42） 国立天文台広報普及室（福島 英雄） 
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 黒体放射スペクトル 計算により作成（川端 哲也） 

4-1. 太陽スペクトル 葛飾区郷土と天文の博物館（新井 達之） 

4-2. 銀河 NGC891 電波データ 阪本 成一（国立天文台野辺山） 
 銀河 NGC891 可視画像 国立天文台広報普及室（福島 英雄） 
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