
長 崎 県 地 学 会 誌 第 14号 (1970)

材

天 体 指 導 の 実 際 的 方 法

「惑星の運行 について」

究研

ェ 教材 としての惑星運動

惑星の進行が教材 として挙げ られてあるのは,

地球の自転 と公転 とい う事実 を理解させるため

と,地球の太陽系の中における位置 を理解 させ

るための 2つ の目的があると考えている。

天体指導の段階 として島村補太郎は「 自然 と

教育 10」 の中でこうのべている。

1.直覚的段階 (天が動 く)……小学校:低学年

2.可能的段階 (地球が動 く)…小学校高学年

3.必然的段階 (自 転の証拠 )…中学校

4.普偏的段階 (地球は惑星の 1つ )…高等学

校

すなはち,中学校では,地球が動いていなけ

れは説明つかない天体現象があることを理解さ

せることが必要なのである。

この地球が自転 じ公転 しているという事実を

どのような観測事実からどのようにして推論す

るのか。そのためには豊富な観測データーが提

供されな〈てはならないし,叉生徒 自身 も天体

現象 /C~つ いて体験的なデーターを持っているこ

とが大切なことである。

地球の自転,公転を正 しく理解するための観

測教材として一般に次のようなものがある。

o周極星の動き

0太陽の高脇変化

0太陽の出没時亥」の変化

O太陽の南中時亥」の変化

0月 の満ち欠け,方位,出没時亥Jの変化

o南天の星の日周運動

1坂  目 禾日 則

o惑星 の運行

天体観測は一般 に長期の継続観演」を必要 とす

るが,すべてがそ うではない。

周極星 の動 き,南天の星の日周簿ヨ|な どはκl

3時殿:ほ どの観測で十分・であり, 月C)満 ち欠け,

惑星 の進1行 などは 1週臓:に どの継続観察でその

変化 を把えることができる。叉,長期を要する

ものとして,太陽の高度,出没時刻,南中時亥||

の変化等があるが, これも毎 日観測する必要は

な く,毎月 1回 の観測で十分である。

上の鶴演J教材 の うち月の運行については小学

校 でかなりくわ し〈扱われているので, この惑

星 の運行の観測は中学生にとって最良の教材で

はないだろ うか。

最近ESCPの 考えでは, このような観漁り事

実を重視 し, これを出発点 として創造的な自由

奔放 な考え方で探究活動を進め, 1つのモデル

をつ 〈りあけてい (。 地学現象は殆 どが (〕pen

endで あり, これ こそが真 に事実であると証

明できるものは 1つ もない。

このモデルを観測事実をもとにし訂正 した り,

破棄 したり,修正 したりする学習態度が本来の

姿であることを強調 している。

そのためには天体観演Jの体験は是非必要 であ

ろ うと層、われる。天体観測をどの ように行 なう

か非常に大きな問題 であるが,周到 な準備 と一

方では父兄の協力 とが必要である。

叉, ここで 1つ問題があるのは, いわゆる天

文学的数字の取扱いである,我 々が直感 できる

-11-



数量はご〈せま く限 られている。その量の大 き

さを示すために不必要に天文学的数字を並べる

ことは意味がない, これを理解させるためには

かなりの王夫が必要であるが, 1つの方法 とし

て具体的なモデルとして生徒 に示すや りかたが

ある。できるだけ具体的モデルを教師 自体が工

夫することが大切ではないだろ うか。

この講習では,天体の動 きの観察事実か ら如

何に して地球が 自転 し公 転 しているかを理解さ

せるかを考えてみることに したい。

これは,あ 〈までも私の教材研究であり, ど

こまでその目的が達成できるか疑間であるが ,

諸先生の御指導をお願い致 したい。

Ⅱ 展開の一例

1.天体観測

惑星の動 きと恒星 の動 きのちがいの確認

(1週間～ 2週間の観演」期耐:が 必要 )又 は静止

カメラによる惑星の撮影

2.天体観測又は作図

内惑星,外惑星の動 きのちがいの観察又は

天文年鑑その他の資料をもとにした天球上で

の運 きの研究

3.惑星の祝運動に対する考察

惑星の視運動には個性がある。そのちがい

は どうして起 こるのか。惑星は地球 と同 じよ

うに太陽の夜わりをまわっているのではない

だろ うか。望遠鏡 で惑星を見 ると円 く見える

ことか ら地球か らそ う遠 〈ない所に存在する

ことがわかる。

4.太陽系のモデルを考える

作図又は模型の製作及び考察

5.演  習

金星か ら地球の動 きをみた らどう見えるか。

作図又は模型操作に よって考える。

6。 他の視点か らの検討

例えば:太陽は地球 より大質量であること

か ら,太陽のまわ りをまわっていると考えた

方が妥当である。叉, もし,すべての恒星が

地黙を中心として回転しているとすれば,遠

距離にある恒星は遠ノ心力のため匹l散 してしま

うだろう。等

Ⅲ 静上 カメラに よる惑星撮影

1968年 10月 は土星が魚座を逆行中であ

ったのでそれを撮影 して惑星 の動 きを記録する

ことにした。使用 カメラは ミノルタSR-1型

フ イールムは トライX(本 SA400,粒 状は

中, コントラス トは硬調, 35御 36枚 どり

500円 ),三脚に しっか り固定 し, レリーズ

でシャッターを押 した。露出時間に 2分程度必

要 だか ら手押 しはまず無理である。図 1は
,

1968年 10月 6日 の土星 の位置 F2,露 出

時間 l rn 1 5 S90警露出不足,偶然にも皆既月

食が撮影されている。図 2は 1968年 lo月

21日 の土星の位置,F2,露 出時間 2m00

SeCであ亀両図を比較すると恒星 を背景に して

土星が図中右上方に移動 していることがわかる。

これをもとに して話題 を展開させたい。授業 で

はア イルムのネガをマウン トして 2台の幻灯機

を使用 して,画面の大 きさを等 し〈して同時に

撮影 して惑星の動 きを見せる。 これによって生

徒は惑星の動 きを実感できる。
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図 1 上 塁 の 重 ウ下

lq68尋 1086日 キ遍を影

lq6,尋 10日 21B撮影

1168.10e` ―  !0,21.

F.2 ,1分 15秒    トライχ f費 用

下.2 .2分 0秒    トライχ

“

菫印

太陽系モデル模型の作製及び操作

従来製作されている木星時計 と同 じものであ

るが筆者はそれに地球及ひ金星 を加えた。

大 きさのちが う木纂の円板を組合せてそれそ

れ C)惑星の公転周期 をきめた。設計は図 3の通

りである。円板はゴムベル トで接いだ。

時板の回転を導 〈パイフ
゜
は塩化 ビ三_ルのパ

イプ (1.5“ と2.8徽 )を 使用 した。円板は半

径 12αルのもの 1個, 5翻のもの 3個, 3ε2の

もの 1個 ,‐ 1"′ のもの 1個を組i合せた。 これに

よって必要な回転が回転軸にえ られる}の で, こ

の回転出むに各惑星の太陽か らの距離に比例する

ように適 当に切 った太めの針金 (筆者の場合 ,

木星までの針金の長さを 52翻′とした )を 回転
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軸 に しっかりと固定させ る。 この先端がそれぞ

れの惑星の位置にあたる。 これを回転させて,

地球か ら見える外惑星の動 きを調べるのである。

ついでなが ら木製円板の端はゴムベル トがはず

れないように角をかとした方が良い。適当な歯

車が入手できればそれを組合せた方が より良い

ものができるであろう。

V 星指 し (天体観測用教具 )の工大

校庭等を利用する天体観測の際,生徒の数が

多かった り,望遠鏡が不足 したりして,観 測が

層、うようにできなかった とい う苦 い経験をする

ことがある。又星の位置を示すのに,な かなか

生徒が,そ の方を向いて 〈れない,ひ どい場合

は生徒 自身,教師の説明を聞 きなが ら勝手 にち

がった星 をtPす んで星座をつ くって自分 自身で

納得 して しまっている例が ある。星座説明のた

めの星指 しもいろいろと工夫されたものが発表

されているが,以下筆者が工夫 した星指 しを紹

介 し御批判をあおぎたい。図 3に示 した ように

天体望遠鏡の赤道儀に構造が似ている。赤道儀

と経緯台 を併用 した型にした。図の斜線を した

部分は木材 を,自 の部分は塩化 ビニールのパイ

プを使用 して作製 した。 これは三脚に取付けて

操作する。

方位角,高度の測定,赤経,赤緯 の測定,星

を追跡 して, 1時間に 15づつ東か ら西へ移動

してい くことから,地球の自転を知 る。照準を

設けて北極星付近の星の動 き,及び星座 の訪i明

に便不」である。照準 (A)は一辺 20御程度の

方形にし, 4鍬 間隔の網状に した ものが便利で

ある。照準 (B)は塩化 ビニールのパイプ径 2

働のものを 5魏程度に切 って使用 した, これは

適当に変えて使用 した らよい。 (イ )・ ……(二 )

は固定 ネジ,(a)… … (d)は [11転部分であ

る。

最近観測をしなが ら光の強い懐中電灯でもか

なりよ〈星指 しができることに気がついた。

」ヒ芍直・ ォ軸
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説  明

1.天動説か ら地動説へ

A 地動説の基礎になった考え (コ ベルニタ

ス
)

(1)恒星 の世界 (天球 )は球形であって不

動である。

(2)地球 も球形であって, 自転をしなが ら

公転をする。

(3)天球は大 きく,それに 〈らべると地球

は 1つの点にす ぎない。

(4)各惑星 もすべて太陽のまわ りをいちよ

うに円運動 している

(5)太陽は守宙の中心にある。

B プ トレマイオスの宇宙体系における矛盾

第 1 円軌道を画いているはずの五つの惑星

(水星,金星,火星,木星,土星 )が行

きつ もどりつのきわめて不規則な運動 を

する。すべての恒星が地球を中心 として

整然 とした円運動をしているのに, この

五つの星は惑いなが ら違行する。

第 2 日食観測において,太陽がすっか り隠

れる皆既 日食のばあい と,太陽の周縁が

みえる金環 日食の場合があって明 らかに

月と太陽 との祝直径が変化する。地球 を

中心に して,均―な円運動 をしているは

ずの月 と太陽に, どうしてこのような変

化がか弓るのでと,ろ うか。

第 3 金星 と火星 の明るさが一定でない。 あ

るときはいつ もより明るいが, しば らく

すると肉眼観演1で はっきりわかるほど,

その明るさが減 じて暗 くなる。天体は永

久不変の光を枚 っているはずであるのrC

どうしてこのような変化がお こるのであ

ろ うか。

これ らの矛盾を合理的に説明 しようとして

周転円と離心円の考えが生れた。

C 地球 自転 の証拠

(1)フ ー コー振 り子の振動面の回転

(2)弾丸,風,海流などの進路に及ぼす転

向力の作用

(3)人工衛星が 1周 ごとに通過ずる地点が

ずれることを,すなはち,経度移行

地球 の権円体の形状

ロケットの速度は東方へ発射すれば早

〈,西方へ発射すればおそ 〈なる。 これ

は地上の各点は地球 自転により常に東向

きに運動 しているか らである。

恒星の視線速度が 日変化する。

高い ところから自由落下させると真下

より東にずれる。

(8)ジ ャイロコンパスの軸は常に地軸 に平

向方向を保つ。

(9)地球 自身が空殿|に 対 して歳差運動を し

ている。

D ヶプラーか らニ ュー トンまで

RPフ ァィンマン著 :物理法則はいか rC

して発見されたか。 より抜粋 )

コベルニタス (COpernicus NicO一
lauS 1473～ 1543)の あと地動

説 と天動説の大論争がつづいた。デンマー

クの天文学者チ コーブラーエ (TyChO
Brahe 1546～ 1601)は この問

題 に答える方法 として,惑星が天空に現わ

０

０
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れるその位置 をうスノと注意深 く調べて記録

すれば
｀
よいだろうと考えた。

ぼ う大なデー タは彼の弟子 ケプラー (JO―

hann Kepler 1571～ 1630)

の手にわた り,彼が惑星は太陽のまわりを

どのように運動するかを解析する努力をし

た。

彼はこれを試行錯誤の方法で行なった。

そ して三つの法則を発見 した。

第一 惑星たちは太陽のまわ りに楕円軌道 を

描 〈,太陽はその楕円の焦点に位置する。

第二 惑星は動径の動 きによってできる扇形

の面積を一定にするために太陽の近 〈に

きたときは速 く,遠 〈に離れるときは遅  :

く走 らねばならない。

第三 惑星が太陽のまわ りを一め くつ するの

に要する時間は軌道の大 きさを三乗 して

平方根に開いた ものに比例する。

惑星を太陽のまわりを回 らせるものは何だろ

うか。 ケプラーの時代には惑星 の後に天使がい

て翼をはばたいて後押 しをするのだと答える人

がおりました。

ガリレォ (Galilei Galileo 1564
～ 1642)は 床にボールをころが したとき,

床 との間に摩擦などがなければ,そのボールは

下定 の速さでどこまでも転がってい 〈だろ うと

考えました。  慣性の原理

つぎに 〈るのがニ ュー トン (Newton ls―

aac 1642～ 1727)で す。彼は物体の

速度を変化させるには力がいる。力の大 きさは

二つの星iで はか られる,すなはち,短時間にお

ける速度変化  加速度 とその物体の質量 を掛

けたものである。

惑星が太陽のまわ りをまわるためには進行方

向に対 して横むきの力が加わっているはずであ

る。 この横むきの力は太陽に由来することがわ

か ってきた。

すなはち,力は太陽の方を向いていることを

ニ ュー トンは確認 した。惑星 の公転周期が太陽

か らの距離によって変わる変わり方か ら力が遠

〈にゆ 〈に従 って弱まってい 〈椋子が決定でき

た。

彼は力が距離の二乗に反比夕jし て減少するこ

とを規出 した。

このニ ュー トンの力が惑星 の運動,二重星の

運動,球状星囲の運動,渦状星雲  星雲団ま

で広がって成 り立 っていることが確認された。

これを直接テス トしたのがキャベンデ イッシ

ユ(くLVendish Hcnry 1731～ 1810)

である。水品の糸 と鉛の玉 でつ 〈った装置でG

の値を決定 した。

ニ ュー トンは重力の法則

: F=G・
mJ 

を導いた。

G=6.670× 10~8 dyn″  7~2

E ヶプラーの第二法則 (面積速度一定の法

則 )の図字的説明

省略,(物理法則はいかにして発見されたか。

P51, 52参 照 )

Ⅶ 実  習

1.金星の東方最大離角,内合,7Lii方最大離角

の日付けを知 って金星の軌動を描 く。

2.地球の日心黄経 と火星 の地心黄経 を知って

火星 の軌動を画iき , ケ フ
゜
ラ」 三法則が成立

っていることを確かめる。

以上二つの実習をやっていただいた。詳 しい説

明は ここでは省略する。

おわ りに

これは 1968年 11月 に佐世保市教育委員会

主催の中学校教師研修会の際に佐世保市立福石中

学校内の理科 ャンターで発表 した ものである。講

習は約 3時間であったが全内容わ完全に消化でき

なかったことを残念 に思 った。

その後数名の先生方か ら要望があったので講習

原稿を整理 してみた。まだ不完全な点が多いか今

後 の問題 としておきたい。諸先生の御指導,御意

見 を切にお願い したい。
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