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１．はじめに 
 現代の天文学において天体分光学の成果が大きな役割を果たしていることは、天文学に関わ

っている人々にとっては常識といってもよかろう。しかし、研究者以外の市民に対する広報普

及活動においては、分光観測については取り上げられることは、かなりまれであった。一方で、

専門的な研究成果と結びつく天文画像データの提供は、PAONET を初めとする多くの関係者の

努力によって、かなりのレベルまで到達している。逆に、それだからこそ、このギャップがか

えって目立つようになってきた。たとえば、画像情報だけからでは得られない研究成果につい

て、「あのような画像からどうしてそのような結論が得られるのか？」という当然の疑問が寄せ

られることも、実際に起きていると聞く。このような疑問に対応しなければ、「客観的な証拠に

よって誰でも理解しうる論理展開によって結論を導く」という“科学の基本”にもとることに

もなりかねない。 
 日本ハンズオンユニバース協会（以下、JAHOU と略記する）では、最新の天文学やその方法

論に対する理解を深めるために米国で開発された教育プログラム HOU を日本流にアレンジし

つつ普及に努めてきた。これは研究用とほぼ同じ方法で取得された観測データあるいは研究用

のデータそのものを直接操作し、自ら発見の経験をすることが大きな特徴となっている。画像

の処理や測定による天体情報抽出が主な内容となっていて、そこから、超新星や小惑星の発見

につなげる展開となっている。 
 そこで我々は、HOU の手法を踏襲しつつ、対象を天体分光学としたカリキュラムを作成した。 

JAHOU 会員を中心にワーキンググループを組織し、一部、会員外の方にも協力を仰いで製作に

当たった。ワーキンググループには天文研究者、学校教員、公共天文台職員、ボランティアな

ど、様々な立場の人々がいる。 
 天体分光学への導入教材の必要性を感じている人は JAHOU 会員以外にも多数いると考えら

れるため、その内容を今回 PAONET の皆さんへも紹介したい。 
 
２．天体スペクトルと画像 
 これまで天体分光データが初心者向けに紹介されることが少なかったのは、その内容になじ

みが薄く、電磁気学や量子力学の学習が必須であると考える人が多かったためだったようだ。

けれども、これは現状追認であるに過ぎない。歴史的には、電磁気学や量子力学の学問体系が

確立する以前から天体スペクトルの観測は行われていたし、恒星スペクトルの MK 分類は物理

学の専門教育を受けていなかった人によってなされている。 
 天体スペクトルを“画像の一種”としてとらえ、その特徴を比較することを内容の中心とす

れば、電磁気学や量子力学の詳細に立ち入ることなく、天体分光学への導入を与えることは可

能である。その先駆けは、一般向け書籍であり「宇宙スペクトル博物館シリーズ３部作」にも

見られる 1)。あるいは、研究分野においても詳細な量子力学的検討を行う準備段階や検討後の

結果に対する物理学的解釈の段階では、スペクトルデータの比較は画像比較として行われてい

ることが思い出されよう。 
 ところで、今日ではデータ流通の面からだけでも、画像データといえばデジタル形式を考え



る必要がある。現在、インターネット環境で普及している画像データ形式（たとえば、jpeg）
は、“人間が目で見た印象が大きく異ならない”ことを条件としてなるべくファイルサイズが小

さくなるような処理（不可逆圧縮処理）が行われている 2)。しかし、データから何らかの結論

を導くためには、定量的測定を行うことが必要であり、不可逆圧縮処理されたデータは不適当

である。単に画像を鑑賞することから一歩踏み込んだ利用方法を想定すると、研究用と同様、

定量測定が可能となるデータ形式が望ましい。このようなデジタルデータの形式が FITS である。

実際、PAONET でも、FITS の利用が話題となっているし、JAHOU でも、カリキュラム内容で

定量比較を行うため、FITS データの取り扱いが含まれている。そして、これらに対応するよう

に、初心者が FITS 画像データをパソコンで扱うソフトウェアが既に複数開発されており、その

多くは無償ないしは比較的廉価で利用できる。例えば、JIP, Makali’i, QFITS, HOU-IP などがある。 
 FITS の仕様は、最初の規定以来、様々な拡張が行われており、現在の最新規定では天文学で

扱うほとんどすべてのデータを表現することが可能である 3)。特に、スペクトルデータについ

ては、通常の画像とほとんど同じ形式でも集録することができる。このようなデータについて

は、先に挙げた FITS を扱える画像処理ソフトで扱うことができる。 
 したがって、天体分光学の理解に最低限必要な概念の紹介と、実際のデータを利用したカリ

キュラムさえ作成すれば、初学者に天体分光学を理解してもらうことが可能となる。そこで、

我々が具体的に作成したのが、今回紹介する「JAHOU スペクトルカリキュラム」である。 
 
３．カリキュラムの構成 
 「JAHOU スペクトルカリキュラム」は、主に、科学館・公共天文台での教室・講習会での利

用や学校での課外授業での利用を想定して製作した。これは天体分光学を理解するために必要

な最低限の話題だけで全体のストーリーが展開できるようにし、他の外的制限の影響をできる

限り受けないようにしたかったからである。このため、学校での通常授業での利用も可能では

あるが、学校の指導要領などとの関係は具体的には考慮していない。 
 既存のいわゆる“教材”と大きく異なるのは、これが問題集でも実習書でもないという点で

ある。本体である「ワークブック」は、見かけこそ演習書の形態をしているものの、“正解がな

い設問”も多数設定されている。これは、答えを得るための考察自体を重視し、その過程を楽

しむことに重点が置かれているためである。天体分光学を知っている人ほどむしろ「これは何

を答えとして求めているのだろうか？」「正解はなんなのだろうか？」と迷うかもしれない。発

想の柔軟性を高め指導者・受講者が一体となって考えを巡らすこと、指導者にとっても毎回新

しい発見や展開があり得るようにすることが重要だと考えたからである。これは、HOU が提供

している天体画像処理を中心としたカリキュラムに倣ったところである。ただし、あまりに手

がかりがないと不安に感じる指導者もいることと考え、製作者が考慮した背景事情についての

解説書として「ティーチャーズノート」を別冊で添付した。この点も HOU に倣っている。 
 カリキュラム全体を通して、「スペクトルから天体のどのようなことがわかるのか」が理解で

きるような展開とした。４章構成で、導入としての基礎概念の紹介、天体の構成元素とスペク

トルの関係、物理状態とスペクトルとの関係、天体の運動とスペクトルとの関係をそれぞれ紹

介する内容となっている。それぞれの章のなかで、概念的なまとまりを持ったテーマとして 12
を採用し、それらを１節ごとに記述した。標準的に所要とする時間については特に配慮してい

ないので、節によって要する時間の長短はまちまちである。これについては、今後の実践の結

果フィードバックを集計することなどで、標準所要時間を表記できるようにしたいと考えてい

る。 
 最小限の話だけで展開しようとしたとはいえ、「JAHOU スペクトルカリキュラム」全体を通

して実施するのは、時間的にかなりの枠を取れる状況に限られる。カリキュラム本体が発見的



学習方法を採用しているため、進捗に対して時間効率が悪いことも時間が限られた場合の利用

を難しくすることになりそうである。このため、理想的には全体を本書に準拠して進めてもら

いたいとはいえ、現実的には一部分だけをつまみ食いすることになると製作陣自身が予想して

いた。そこで、「JAHOU スペクトルカリキュラム」では、あえて、他の教材も混合した利用法

の便も図ることを考えた。そのための最小限のヒントとして、12 の節のそれぞれに対して、そ

の節で前提としている概念を一覧表として巻頭に掲げた。一部だけの利用、他の教材との混合

利用などがやりやすくなることで、「JAHOU スペクトルカリキュラム」が目的としている、天

体スペクトルへの理解がより広まるようになればとの考えている。 
 
４．使用する道具 
 「JAHOU スペクトルカリキュラム」本体は、ワークブックとティーチャーズノートの２分冊

で構成されている。しかし、新規の概念を実感するためには座学だけでは不十分である。この

ため、実際に簡単な実験をすることと実際のデータを測定することにも重点が置かれている。 
 実験については、必要な道具が日常生活でも比較的容易に入手できるものを中心とした。こ

れは実験準備の便のみならず、「特殊な装置を使用することによる実験のブラックボックス化」

をさけるためでもある。一部のものについてはティーチャーズノートに購入先の例を記載した。 
 データについては、前述のように FITS データを用いる。このため、FITS データを表示・測

定しうるソフトウェアとそれが動作するパソコンが必要である。受講生１名ずつにパソコンを

１台ずつ割り付けられれば理想的であるが、数名に１台程度でもよく、むしろ共同作業として

相談しながら進めるというメリットが生じる場合もある。ただし、定性的な比較でも目的が達

成できる部分については、どうしてもパソコンを調達できない場合でも利用できるように、印

刷物を配布することでも利用できるように工夫した。 
 使用するソフトウェアは、HOU-IP を使用した場合として記述されているが、前述の JIP, 
Makali’i, QFITS4)を利用しても機能としては問題ない。あるいは、美星天文台の川端哲也によっ

て開発されたスペクトルデータ処理ソフト BeSpec5)も利用可能で、FITS 画像処理ソフトを転用

するよりも使用上の都合がよい点も多い。なお、JAHOU に於いては、FITS 処理ソフトの基本

的な使用方法は HOU の既存のカリキュラムに含まれているため、「JAHOU スペクトルカリキ

ュラム」では省略している。したがって、これらのソフトウェアの基本的な使用方法について

は別途、指導・教授する必要がある。 
 FITS データについては、標準添付の CD-ROM にワークブック中で具体的に指示したものが

収録されている。ただし、指導者にとっても発見的であるためには、同種のファイルを公共天

文台や学術研究機関のアーカイブから入手して適宜差し替える程度の変化がある方が望ましい。 
 せっかくパソコンを利用するのであれば、グラフ化や計算には、表計算ソフトなど市販され

ているものを積極的に利用するのも望ましいと考えている。これによって、多少、時間効率を

向上させられる可能性もある。もちろん、古典的な筆算とグラフ用紙とを利用することでもか

まわない。 
 
５．具体的内容とポイント 
 具体的内容を概観するために、以下に「JAHOU スペクトルカリキュラム」の目次を掲げる。 
 
•第 1 章 導入「色で広がる新しい世界」  
‐1-1. 虹を見てみよう 

‐1-2. 何がわかるのだろう？ 

‐1-3. 光と波 



‐1-4. 運動とドップラー効果 

•第 2 章 分光と組成「虹で見る物質の指紋」 
‐2-1. 恒星のスペクトル「星の虹を見てみよう」 

‐2-2. 天体は何からできている？ 

‐2-3. 星雲のスペクトル「星雲の虹を見てみよう」 

•第 3 章 分光と温度「虹は温度計」 
‐3-1. 恒星のスペクトルと温度 

•第 4 章 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 

‐4-4. かに星雲の膨張速度を測ろう 

 

 このように全体を通じて「光やその波長の認識」「光のドップラー効果」からスタートしつつ、

銀河の運動や宇宙膨張などといった、天文学研究の一線に近いテーマまでが連続的になるよう

な内容となっている。 

 第１章のテーマは、既存の教材でも取り上げられることの多い内容ではあるが、人間の色彩

認識と光の性質としての色とが異なる概念として意識されるような説明を行ったり、光のドッ

プラー効果が日常生活ではなぜ認識されないのかなど、過去に生じた問題点を解消すべく、表

現・解説方法に工夫を凝らしている。 

 また、第２章では、具体的に恒星スペクトルの類似性や連続性などを感じ取ってもらうため

に、スペクトル型が冗長なサンプルが意図的に含まれている。標本抽出効果を避けることも科

学では重要だからである。 

 第３章以降についても、従来の類似教材とは意図的に異なったアプローチを取ったものが多

い。第４章では、可視光以外の天体データへの導入もかねて、電波天文学のデータも取り上げ

ている。 

 そのまま教材として使用する場合以外でも、天文普及に対するなんらかのヒントを与えられ

るのではないかと考えている。ご一読いただきたい。 

 

６．入手法・利用条件と将来展望 
 「JAHOU スペクトルカリキュラム」は、現在、第１版を完成し公開している。ただし、印刷

経費を捻出することが難しかったため、基本的な配布形態は PDF による電子版となっている。

今回の PAONET ユーザーズミーティングで配布された CD-ROM にも収録した。また、以下の

URL でインターネット上でも公開している。こちらは、改訂が実施された場合には随時更新す

る予定である。 
http://jahou.riken.go.jp/wg/SpCurWG/ 

 利用に際しては特に資格制限などは設けないので、JAHOU 会員に限らず、どなたでもご利用

になれます。 
 我々は、現在の版が完成品とは考えていない。実践に際しては問題点も多々あり、随時、改

良が必要と考えている。また、具体的な天文学のテーマを取り上げている部分では、他の様々

な具体例を追加していくべきと考える。「JAHOU スペクトルカリキュラム第１版」は、そのプ

ラットフォームとして公開したものである。利用された際の利点・問題点・改良案・追加テー

マの提案などを積極的にフィードバックしてほしい。そして、できれば、一緒に第２版以降の

製作に加わって頂きたいと考えている。これら拡充の結果は、上記 URL を通じて、今後も積極



的に公開していきたいと考えている。 
 また、実際に様々なデータを操作することがカリキュラムのポイントとなっていることを考

えると、利用可能な FITS データが具体的に増加していくことも重要である。十分な数がそろっ

てきたら、それを提供するサーバーやリンク集などの設定も配慮すべきであろう。 
 JAHOU が日本に導入した HOU は米国に端を発する天文教育プログラムであるが、現在、そ

の活動は日米ばかりでなく、世界各地に展開しつつある。それらの国々の参加者からも天体分

光学を対象としたカリキュラムを望む声は強く、具体的に「JAHOU スペクトルカリキュラム」

の内容公開が望まれている。このため、現在、「JAHOU スペクトルカリキュラム国際版」とす

べく、第１版の英訳作業が進んでいる。これが完成するとフランスおよびドイツの HOU メン

バーによってフランス語版とドイツ語版が製作されることになっている。このように世界的広

がりを持つことになればこそ、それにふさわしい内容に拡充すべきと思っている。 
 利用とその報告と拡充が好循環して、やがて標準的なカリキュラムに進化してほしいものと

我々は考えている。皆さんのご協力を改めてお願いするものである。 
 なお、フィードバック、提案、問合せなどには以下のメールアドレスをご利用ください。 

spectrum@jahou.riken.go.jp 
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