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2014.3.月食画像で三重県を描こうプロジェクト 企画書 
伊藤信成 三重大学教育学部天文学教室 

 

概要概要概要概要    

2014 年 10 月 8 日(水)に日本全国で皆既月食を見ることができる。この月食は 2011 年 12 月 10 日

以来，約３年ぶりの皆既月食であり、皆既期間が 19:25～20:25(津市)と小中高生が観察しやすい

時間帯に起きる。皆既月食は日食と並び、特別な機材を使用せずにみることができる天文現象で

ある。多くの人（特に小中高校生）に見てもらいたいが、単に見るだけでなく、県下の広い地域で連

携し同時観察することで、様々な科学的事象を捉えることができる。そこで、三重県下の施設, 天

文に興味を持つ学生・生徒・一般市民と連携し、月食画像で三重県を描く企画を考えた。最近の

デジタルカメラは性能が良く，星夜写真の撮影も問題なく行える。皆既月食中は月と背景星を同時

に撮影することができるため、星の位置と月の位置の比較から月の視差を検出することができる。こ

の方法を用いて、県内各地で同時刻に月食画像を撮影することにより各地の視差が求められ、そ

の値をもとに三重県の形を描くことができる。視差は天体距離推定の基本であるため、本プロジェ

クトは科学体験活動の一環として位置付けることができる。また写真の撮影は小学生でも可能であ

り、一方で解析には高校生レベルの知識が必要となるため、様々な年代が、それぞれのレベルに

応じて参加することができる。また本プロジェクトを三重県内の天文関係者の連携強化のきっかけと

して位置づけていきたい。 

 

１．目的 

日食・月食などの天文現象は、晴れてさえいれば特別な機材がなくても観察することができ、比

較的変化が速いため天文・宇宙への興味・関心を喚起する現象として有効である。 

一方で、その場で見るだけで終わってしまい、宇宙への興味を惹くことはできても、一過性の盛り上

がりで終わってしまう場合も多い。またネット上には過去に取られた多くの月食写真が投稿されてい

るが、これらの写真も個人的な趣味の範囲にとどまり、科学的な観点から利用されることは少ない。

しかし、月食は天文学の基礎をなす様々な考え方（地球の影の存在, 地球の形状, 月の公転, 月

までの距離推定，等）を実感できる場であり、単に見て終わりでは勿体ない。 

2014 年 10 月 8 日に約３年ぶりの皆既月食が日本全国で見られるが、この月食は皆既期間が

19:25～20:25(津市)と小中高生が観察しやすい時間帯に起きる。月食に関しては現象の告知や原

理の説明は様々な機会に行われるが、どこに注目したら面白いかといった点についての解説はあ

まり行われない。そのため漠然と眺めてしまう人も多いものと想像する。多くの人の参加を促し、一

般の方にもわかりやすい成果を示すという点で、観測地点毎の視差の違いを利用して、三重県の

地形を投影する企画を考えた。この描画過程では、県下の様々な地点で、同時に月食写真を撮

影する必要がある。写真撮影という能動的要素を加えることで、月食という現象をより詳細に観察し

てもらうとともに、自分が撮影した画像から科学的結果が出せるという体験を通じて、宇宙への興

味・関心を一歩深めてもらうことを目指す。 
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２．実施内容 

月は地球に最も近い天体であるため視差が大きい。視差は皆既月食時でなくても測定で

きるが、輝面比が大きい時（満月に近く明るい時）には、視差検出の基準となる恒星を検

出することが難しくなる。また輝面比が小さい時（三日月の頃）には，恒星は検出できて

も月面中心の推定が難しくなる。皆既月食期間中は月面全体が観察できるものの、月面光

度は低いため月周囲の恒星も同時に観測可能である。図１は 2004 年に大西洋を挟んで同時

に撮影された皆既月食画像を合成したものであるが，視差の効果が明確に現れている。 

 

 

図１：大西洋を挟んで同時撮影した月食の合成画像。視差の効果が明確に表れている。 

http://www.spaceweather.com/eclipses/27oct04g/lawrence1.jpg 

 

今回はこの例を参考に、月食画像を用いて月の視差を検出することを目的とする。ただ、 

単に視差を用いて距離を推定するだけであれば、２地点での同時観測画像があればよく、

既に様々な機会にそのような取り組みは行われている。しかしそれだけでは限られた人の限られた人の限られた人の限られた人の

みが参加するみが参加するみが参加するみが参加することになることに加え実習的側面が強くイベント性に欠ける実習的側面が強くイベント性に欠ける実習的側面が強くイベント性に欠ける実習的側面が強くイベント性に欠ける。県内の広い地

域の方々に参加してもらうためには、多くの地域の人が参加することによって成し得るよ

うな、何かしら達成感が伴う内容が必要である。そこで視差の違いを用いて三重県の地図

を描くことにチャレンジすることを考えた。 

 視差の大きさは 2 点間の距離に比例する。そのため、図１に示したように大西洋を挟ん

だような長距離の基線が取れれば明確に視差が検出できる。一方、県内の観測点では基線
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長が長く取れないため、図１に示すような明瞭なズレは検出できない。基線長が長くなる

組み合わせの例として桑名－熊野間をとると、その距離は約 160km となる。月までの平均

距離 38 万 km を使って計算すると，両地点で 1.5 分角iの視差が発生することがわかる。こ

の視差の違いを画面上で表したものが図２である。月の周囲の星が一致するように画像を

重ねてあるii。この程度の視差があれば、星の位置合わせを行い、画像を交互に表示（ブリ

ンク）すれば、デジカメ画像上でもはっきりと月の見かけ位置の違いを認識することはで

きる。しかし、上述したように図２のような例はこれまでも作成されている。 

 
図２：桑名および熊野での月の見かけ位置の違いを示したシミュレーション画像 

 

そこでさらに観測地点を増やし、三重県の主要な都市iiiで同時に満月(皆既中の月)を撮影し

た場合の視差によるズレと月面の大きさを模式的に示したものが図３である。上述したよ

うに基線長が短いため、月面の大きさに比べ視差によるズレが小さく，このままでは都市

位置の違いが明瞭にはわからない。 

 

図３：月の見かけ位置の違い 

                                                   
i 1 分角は 1°の 1/60。1 秒角は 1 分角の 1/60。 
ii AstroArts 社ステラナビゲータ ver.8 で作成 
iii 桑名, 四日市, いなべ, 鈴鹿, 亀山, 津, 松阪, 伊勢, 志摩, 尾鷲, 熊野, 紀宝, 伊賀, 名張 
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そこで、月面そのものをプロットするのではなく、月面の中心位置中心位置中心位置中心位置を算出し、その位置

をプロットしてみる（中心位置の算出方法は後述する）。結果を図４に示す。三重県の輪郭

が描けていることがわかる。ただし各地点の視差の大きさは、例えば津－松阪では 7.7 秒角、 

桑名－四日市では 7.0 秒角と非常に小さい。したがって、都市間の視差を検出するためには

少なくとも 7 秒角よりも小さい観測精度が要求される。本プロジェクトでは±5 秒角を目標

精度とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４：月の中心位置をもとにして求めた各地での視差。津での値を基準にしている。 

 

３．実施可能性 

３．１．視差の検出精度の見積り 

 月食画像を用いて三重県を描くためには、各都市間の視差を検出する必要があるが、そ

のためには２章で述べたように、月の位置を±5 秒角程度の精度で求める必要がある。そこ

で、デジタルカメラでの撮影で，そのレベルの精度が可能か評価を行ってみる。手元に適

当な画像がなかったため、ネットに公開されている皆既月食画像から撮影地と撮影時刻が 

わかるものを抽出し、月の見かけ位置の算出を行った。 

 

1. 兵庫県洲本市での撮影例 

                     表２：図５の撮影条件 

撮影地点 兵庫県洲本市 

N 34 ﾟ 18′13″/ E134 ﾟ 55′53″ 

撮影日時 2011.12.10 23:34 

露出 1/4 秒 

焦点距離 520mm / F8 

ISO 1600 

図５：算出に使用した画像(http://www.jpcoast.com/tag/1256_1.html) 
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月面中心の算出には画像処理ソフト ImageJivと pixy2vを用い、以下の手順で算出を行った。 

1) ImageJ で画像上での月の中心位置を算出する。 

  a) RGB 画像を 8bit 画像に変換後、2 値化（図 6a）。 

    b) ImageJ の Analyze Particle モードで月の輪郭を抽出(図 6b)。 

    c) 同じく Analyze Particle モードで輪郭を楕円フィットした際の中心を算出 

2) pixy2 で星を検出するため、月面部分をマスク 

3)上記 1)-c)で求めた月面中心位置に目印をつけておく。 

4) pixy2 で月面をマスクした画像を読み込み星の検出 

  a) 画像上での星の自動検出 (図 7a)。 

    b) 撮影領域を同定するための星表(ガイド星カタログ)を表示 (図 7b)。 

c) 星表を用いて画像に写っている星とのマッチング(図 7c)。 

    c) マッチングにより画像情報の確定(図 7d)。 

    d) 得られた画像情報を用いて月面中心の座標を算出(図 7e)。 

 

 

 

図６：a) 2 値化した月食画像。月面以外に複数の星が検出されている。 

b)月の輪郭抽出の結果。この輪郭をもとに月面中心が算出される。 

 

                                                   
iv 米国立衛生研究所が開発したオープンソースのフリーソフト。様々な画像処理が行える。 
http://rsb.info.nih.gov/ij/ 
v 天体検出を目的に作成されたフリーソフト。天体の検出や位置計算が行える。 
http://www.aerith.net/misao/pixy/index-j.html 

a) 

b) 
(1046.96,562.61) 
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図７：pixy2 による星の検出と位置推定 

(a)デジカメ画像に写っている星の検出。 (b)星表に載っている星。 

a ) 

b ) 

c ) 
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(c)両者のマッチングをとった結果 

 

 

図７（続き）(d)計測結果から得られた画像のパラメータ。 (e)天体位置の表示例 

 

以上より、図５の例では、月面中心の位置は次のように算出された。 

視位置：赤経  5h8m10.9s    赤緯 +22º20’56.8″ 

 

 

 

 

 

d ) 

e ) 
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2.青森県八戸市での撮影例 

表３：図６の撮影条件 

撮影地点 兵庫県八戸市 

N 40 ﾟ 31′10″

E141 ﾟ 30′42″ 

撮影日時 2010.12.21 17:41 

露出 15 秒 

F F6.7 

焦点距離 f=500mm 

ISO 200 

図６：算出に用いた画像(http://eclipse.star.gs/lunar/20111210.htm) 

 

1)の例と同様の解析の結果、月面中心の位置は次のようになった。 

視位置：赤経 06h00m48.2s    赤緯 +23º09’30″ 

 

以上２例の結果をステラナビゲータ(ver.8)による月面中心位置の計算結果と比較してみる。

比較結果を表に示す。表４より月面位置は±5″程度の精度で決められることがわかる。 

 

表４：デジカメ画像からの月面中心位置算出結果と理論計算値との比較 

  算出値 理論値 残差 

洲本 α 05h08m10.9s 05h08m11.1s －0.2s(=3″) 

δ +22º20’57″ +22°21′00″ 3″ 

八戸 α 06h00m48.2s 06h00m48.2s ±0″ 

δ +23º09’30″ +23º09’29″ +1″ 

 

 

３．２．地図が描けるか否かの評価 

２章で視差を用いて地図が描ける可能性を示したが、その際示した図４は測定誤差が無

い場合のシミュレーション結果であった。しかしながら、上述したように公開されている

画像を用いた試行では±5″程度の測定誤差が生じている。この誤差が地図化に与える影響

を評価する必要がある。 

 そこで、図４で示した 14 か所での撮影の際、赤経・赤緯方向にランダムに±δ[″]程度

の測定誤差があった場合に視差の分布がどのようになるかを、次の表５に示す 6 種のケー

スについてシミュレーションを行った。結果を図７に示す。 
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表５：シミュレーションを行った条件 

 視差の測定誤差(δ) 1 地点での画像取得枚数 

ケース１ ±5″ 10 枚 

ケース２ ±5″ 30 枚 

ケース３ ±10″ 10 枚 

ケース４ ±10″ 30 枚 

ケース５ ±20″ 10 枚 

ケース６ ±20″ 30 枚 

 

 

図７：視差の測定誤差と画像取得回数の違いによる位置決定精度の比較 

 

図７より、δ=±5″であれば、個々の測定では位置決定精度は悪く三重県の輪郭は描けな

いものの，観測地点毎にデータを平均する観測地点毎にデータを平均する観測地点毎にデータを平均する観測地点毎にデータを平均することで誤差がない場合とほぼ同じ位置精度が得

られることがわかる。また、そのために必要となる独立に取得された画像枚数は 10 枚以上

あれば目的は達成できることがわかる。また、δ=±10″のケースでは，個々の測定では、
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南北方向に長い三重県の特徴はわかるものの、三重県の輪郭の特徴である志摩半島は検出

できない。しかし観測地点毎にデータを集計することにより，位置精度を高めることがで

きる。独立取得枚数が 10 枚のケースでも三重県の輪郭は再現できているが，30 枚になると

δ=±5″のケースと同等の精度が得られることがわかる。一方、δ=±20″の場合、個別の

測定結果では点がランダムに分布するように見え、輪郭を捉えることは全くできない。ま

た観測地点毎に 30枚集計したケースでも誤差なしのケースに対し大きく推定位置がずれて

いる箇所もあり，プロジェクトの目的を達成する精度を得られているとは言えない。 

以上の結果を踏まえ、観測への要求精度をまとめると次のようになる。 

� 月面中心の位置決定精度： ±10″以下 

� 観測地点毎の独立データ取得枚数： 10 枚以上（30 枚程度が望ましい） 

 

３．３．2014 年 10 月 8日の月と星の配置 

これまでの評価から月食画像を用いた視差検出の可能性は確認されたが、精度を出すた

めには月食画像内に複数の恒星が写っている必要がある。3.1 節での解析から、用いた画像

の検出限界は 10mag と推定されているが、検出限界近くでは星の位置決定精度が低くなる

ことと、一眼レフでなくコンパクトデジカメの利用する場合も考えると、7～8mag の天体

が月周囲にあることが望ましい。図 8 は月食当日の月周囲の星の配置を示したものである。

図８より視野角が 2.5°程度あれば位置参照用の星が複数検出できる可能性が高い。2.5°

のケースでは天王星も写る。天王星は惑星であるため時刻とともに位置を変えていくが、

その移動速度は遅く、位置変化を無視できるものと考える。したがって、天王星の位置決

定精度が十分高ければ今回の目的のために利用することができる。 

 

 

図８：月食時の月周囲の星。(左)視野角 1°, (右)視野角 2.5° 
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３．４．カメラに求められる性能 

実施可能性評価の最後に、カメラに対する要求精度の検討を行う。ここでのカメラはデ

ジタルカメラを念頭においているが、デジタルカメラも一眼レフタイプとコンパクトデジ

カメの２種に大別できるので、タイプ毎に考えていく。 

 これまでの議論をもとに視差測定に要求される精度をまとめると次のようになる。 

1. 視野角が 2.5°程度はあること 

2. 10″の位置精度を確保するため、1 画素あたりの空間分解能は 3～5″となること 

3. 7～8 等星の星が写ること 

 

� デジタル一眼レフカメラ 

デジタル一眼レフカメラはどのメーカーも性能の点では今回の目的については遜色が

ないと考えるが、上記条件について考えると、センサーサイズとレンズの焦点距離の

組み合わせがカギになる。様々な組み合わせがあるので、メーカーの HP 等を参考に 

センサーサイズに対して、2.5°の視野角を確保するのに必要なレンズ焦点距離と、そ

の時の１画素あたりの画角を計算したものを表６に示す。 

 

表６：センサーサイズとレンズの組み合わせ 

センサーサイズ 

APS-C 35mm 

23.6×15.8mm 

Nikon D-Series 

22.3×14.9mm 

EOS Kiss X3,4,5 

36.0×24mm 

Nikon D800 

画素数 4288×2848 画素 5184×3456 画素 7360×4912 画素 

画素サイズ* 5.5µm 4.3µm 4.9µm 

視野角 2.5°†の場合の 

レンズ焦点距離 
540mm 511mm 825mm 

f500mm レンズでの 

画角‡ 
2.7° 2.6° 4.1° 

f500mm レンズでの 

空間分解能 
2.3″pixel-1 1.8″pixel-1 2.0″pixel-1 

f300mm レンズでの 

画角‡ 
4.5° 4.3° 6.9° 

f300mm レンズでの 

空間分解能 
3.8″pixel-1 3.0″pixel-1 3.4″pixel-1 

*: センサーサイズと画素数から算出 

†, ‡:対角ではなく水平視野角 

 

表６より、本プロジェクトの目的達成のためには f300mm 程度のレンズの使用が望ましい。 
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� コンパクトデジカメ 

一方、コンパクトデジカメの場合には、センサーサイズが小さいこととレンズの焦点

距離が短いことから、そのままでは今回の目的のために使えない。コンパクトデジカ

メのセンサーは 1/2.3 型が主流である。またレンズの焦点距離は f=5～20mm 程度が一

般的である。そこで一般的な以下の条件で画角・空間分解能を計算すると表７となる。 

 

表７：典型的なコンパクトデジカメの画角と空間分解能 

センサーサイズ 画素数 レンズ焦点距離 画角 分解能 

1/2.3″型：5.9×4.4mm 4300×2000 f=20mm 16.8° 14″pixel-1 

 

表７より、このままではプロジェクトに使うのは難しい。一方で、一眼レフカメラの所有

者は少ないことから、何らかの対策を施すことでコンパクトデジカメが使えるのであれば、

得られる画像数が飛躍的に増すことが期待できる。小型双眼鏡と組み合わせたコリメート

法での観測など、コンパクトデジカメでの観測可能性については、今後も検討していく。 

 

４．予想される教育上の効果 

今回のプロジェクトでは、三重県下の様々な場所で同時刻に月食画像を撮影する。撮影そ

のものは設定さえ正しくできれば小中学生でも可能であり、年代を問わず参加することが

可能である。本プロジェクトは月食に興味を持ってもらうための活動であるが、そのプロ

セスで以下のような教育上の効果が期待できる。 

 

１）月の撮影は、カメラの設定さえ正しく行うことができれば小中学生でも行うことができる。そのため、

子どもでも活動に参加しやすい。単に眼視観察するだけでなく、撮影などの作業が加わることで、

より興味を持って月食の観察に参加することができる（小中高校生）。 

２）各地点での同時観測が本プロジェクトの鍵である。同時刻に県下の多数の地点で同時にシャッ

ターを押すというイベント性が加わることで、時刻ごとの月の様子をより注目してみることができる。

その過程で、月の日周運動について体感することができる（全世代）。 

３）複数回の撮影を行うことで，背景の星に対し月の位置が移動していることを比較的容易に検出

することができ、月の公転を実感することができる（中高校生）。 

３）他の観察地点での撮影画像と比較することで、場所により月の位置が違って見えることを確認

することができる（視差の検出。中高校生） 

４）三重県の地形が東西南北逆転して描かれるため、視覚的に視差の原理を理解することができる 

（中高生）。 

５）視差を用いることで月までの距離推定ができる。視差検出による距離推定は天文学における 

距離算出法の基盤となる（高校生）。 
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５．スケジュール 

写真を撮影するだけとはいえ、多点同一条件下での撮影を実施するためには、あらかじめ

講習・練習が必要である。また撮影した画像をいつ・どこで・誰が解析するのかの調整。

また解析についても講習等が必要である。そこで、大まかな時間配分として、次のような

スケジュール案を立ててみた。今後、参加を希望される施設間で調整をしていきたい。 

 

2014.1～3 月：三重県下の天文関係者と打ち合わせ 

   4/15(火)：実際の月食を使ってシミュレーションの結果を検証 

     4～6 月：参加者・参加施設の募集（個人だけでなく、学校等の組織単位での参加も OK？） 

       HP などの情報発信サイトの立ち上げ 

        9 月：直前準備。 

      10/8 ：本番 （曇った場合の対策） 

     10 月中：データ収集 

   11～12 月：データ解析（大学?, 高校の科学部?） 

2015.  1 月：初期成果の公開 

    2～3 月：報告書の作成 

 

６．最後に 

 本プロジェクトは、多くの人に月食を楽しんでもらうことを主目的としているが、科学

的要素を取り入れることで、天文の科学的要素にも目を向けてもらいたいと考えている。

また、県内全域のデータ取得が不可欠であり、県内の天文施設・天文関係者との連携が不

可欠である。この取り組みを通じ、多くの施設が連携できる仕組みも作っていきたい。 

 

 


