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◆発泡スチロール球と月の違い >>> 周辺減光の有無

◆お盆のような月の輝き >>> その秘密を実験的に確かめる



★ （観測）
色々な月齢の写真から月の表面の明るさを測る

★ （実験）
月の表面に見立てた資料で反射実験を行う

★ （結果比較）

月の反射の特徴を実験的に確かめる

光の反射散乱の特徴から
お盆のような月の原因を探る



項目 内容

望遠鏡
口径15cm屈折望遠鏡
焦点距離1,800㎜（F12）

カメラ CANON  EOS  60D

撮影方法
直焦点撮影（レデューサー使用）
合成焦点距離1,260㎜

露出 適正露出とその前後を10枚ずつ撮影

感度 ISO 100～800

その他
ブレを防ぐため、電子レリースを使用
画角の縦と横を天の南北、東西に
合わせる画質モード



◆測光ポイント
月面での２２．５毎の
地球高度（青線）
太陽高度（黄線）
が交わるエリア



◆明るさの測定

Paint.NET(フリーソフト)
一定エリア内にある
明るさのカウウント値

＊解像度を落とし誤差を減少

◆明るさの測定
測光は１ポイント３回
中央値を測光値とする

PaintNETで月の表面輝度を測る（グレースケール）



◆月齢ごとのポイントの明るさ（満月の例）
写真（測光ポイント） 直径方向の明るさのグラフ

◆結果
中央も周縁も同じ明るさ ＞＞＞ 周辺減光は観測されない

満月の直径方向
周縁 中心 周縁



◆周辺減光がない月の反射の原因 （非周辺減光の原因）
考えられるもの
①物質の組成 （石の種類）
②物質の色 （石の色）
③月の地形 （クレーター、山、谷）
④反射面の粒子の形状と大きさ
（砂粒の形、砂粒の多きさ）

＞＞月の陸（斜長岩：白）
海（玄武岩：灰～黒）
・ 非周辺減光の差がない（物質や色に因らない）
・月の地形の影響によらない測光方法

∴反射面の粒子の形状、大きさが原因と考えられる



◆周辺減光がない月の反射の原因 （非周辺減光の原因）
反射面粒子（レゴリス）の形状によると仮定

◆レゴリスの特徴
角ばった微粒子
表面に穴

◆反射実験の試料
レゴリスの粒子に
似たもの
似てないものを
資料にする

月のレゴリス（表面の粒子）
出典：JAXA月の環境http://edu.jaxa.jp/himawari/pdf/2_moon.pdf



◆レゴリスに似た実験資料
粗い砂と紙やすりに注目
拡大すると小さな砂粒が
たくさんある

◆比較実験
表面が滑らかな白色コート紙

粗い砂と紙やすりとコート紙で
反射実験を行う

粗い砂 紙やすり



◆実験装置
入射光：LEDライト
反射光の明るさ：照度計
入射光と反射光の高度角、
入射光と反射光の水平角が
自由に変えられる
◆誤差軽減策
短時間で実験を終える
（LED光度変化防止）
光源とセンサーにフード
（迷光防止）

◆反射資料
粗い砂、紙やすり、白色コート紙



◆鏡面反射 （正反射）
（反射の法則）

◆拡散反射 （乱反射）
・ランバート反射
（1760年）
・オーレン・ネイヤー反射
（1993年）
＊ランバート反射を一般化したもの



◆鏡面反射 （正反射）
（反射の法則）

◆拡散反射 （乱反射）
・ランバート反射
（1760年）
・オーレン・ネイヤー反射
（1993年）
＊ランバート反射を一般化したもの



◆鏡面反射 （正反射）
（反射の法則）

◆拡散反射 （乱反射）
・ランバート反射
（1760年）
・オーレン・ネイヤー反射
（1993年）
＊ランバート反射を一般化したもの
右図はその内の完全拡散反射
＊反射面の粗さの係数を変えることで、
様々な反射の様子を再現



◆拡散反射による球体

ランバート反射
滑らかな表面 粗い表面

オーレン・ネイヤー反射



◆光源とセンサーが
同じ位置で実験
＞＞満月と比べる
・コート紙・・・山形
・紙やすり・・・僅かに山形
・粗い砂・・・ほぼ一定

満月の直径方向
周縁 中心 周縁



◆変角光度分布（コート紙）

反射の特徴

・入射角が大きいと
鏡面反射光が非常
に顕著なランバート反射

・入射角が小さくなると、
鏡面反射成分が目立つ
ランバート反射

入射角67.5° 45.0°

入射角22.5 0.0°



◆変角光度分布（紙やすり）

反射の特徴

・入射角が大きいと
拡散がある鏡面反射

・入射角が小さくなると
拡散反射光が減り、
ランバート反射になる

入射角67.5° 45.0°

入射角22.5° 0.0°



◆変角光度分布（粗い砂）

反射の特徴

・光の入射と同じ方向の
反射光は明るさがほぼ
一定で、かつ、最大
（月の特徴と同じ）

・ランバート反射の要素も
ない

入射角67.5° 45.0°

入射角22.5° 0.0°



◆周辺減光がある月



◆周辺減光が目立たない月



◆周辺減光がない月



◆粗い砂と紙やすりの違い

粗い砂 紙やすり レゴリス

・複雑な凹凸をもって堆積 ・のりによるつやがある ・角ばっている
・穴がたくさんある



◆お盆のような月の理由は

①拡散が強い乱反射で説明できる
凹凸の激しい粒子の形状が深く関与している
（粗面のオーレン・ネイヤー反射）

②反射率が低いことでも説明できる

＞＞ 追加の反射実験を行った



◆追加の反射実験

①粒子が深く複雑に堆積することが反射特性に
関係あるかを検証
＞＞ 剣山を使った反射実験
〈方法〉
剣山に真横からLEDライト・レーザー光を照射し、
真上から反射の様子を撮影する。
・剣山は円形のものを使用
・光跡がわかりやすいように
線香の煙を充満



◆剣山による追加実験
実験：剣山の針に横から光を当てる

白色LEDライトの照射
表面反射だけでなく、深さがある複数
の反射の後、表面から全方向に反射

緑色レーザー光の照射
中央が明るいものの全方向に反射し
ている



◆剣山による追加実験で分かったこと

①月の表面の特徴的な反射は、粒子が深い凸凹
に積もって堆積した反射面で、再現できる。
＞＞粒子の形状は関係ない（丸でも角でもよい）

レゴリス粒子の表面の穴も関与
ただし、実際の月での堆積を考えると

②角ばった粒子は、より深く複雑な凹凸で堆積す
るのに有利である。
③月面は、水、大気（風）がなく、重力が地球の1/6



◆この研究でわかったこと
①月の表面の特徴的な反射は、拡散が強い
乱反射で説明できる。

②その反射の原因は粒子が深い凸凹に積もって
堆積したことによる。
＞＞粒子の形状よりも積もり方が重要
＞＞月の気候（大気の有無・重力の小ささ）が
堆積に関係



◆お盆のような月の原因のより確かな証拠を

①レゴリスにより似た実験資料を見出し
＞＞
月の非周辺減光がレゴリスの堆積によることを、
さらに多くの実験で提示

②剣山の実験で
＞＞
複雑な凸凹面が低い反射率を生み出すか検証
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（順不同）

この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。



 天文年鑑2014

 最新・月の科学

 月の地形ウオッチングガイド

 月のひみつ

 光の百科事典

 光と光の記憶－光編



ぼくのその他の活動
・岐阜市科学館で天文ボランティアとしても活動
第二土曜日・・・岐阜市科学館 星を見る会
第四土曜日・・・岐阜スターウォッチング（岐阜駅前）
その他にも小中学校のグラウンドで出張観望会

←岐阜駅北口の広場で
岐阜スターウォッチング



天文普及への思い
子供ながら、たくさんの人に天文学・星空の

美しさとおもしろさを伝えたいと思う

・星を見る会で初めて望遠鏡をのぞいて感動

・解説を聞いて宇宙の神秘さに興味津々
このような人がもっと増えていけばいいなぁ

→それは、僕自身も科学館の職員が解説する宇宙の話を
きいて天文学にとりこになった天文少年だから



宇宙の美しさを知ってほしいから 画像：アストロアーツホームページより



ご清聴ありがとうございました


