
月のトリヴィア
知っていると少し楽しいこと

★日食・月食はなぜ毎月見られないのか？ 
★皆既月食になると，月が赤く見えるのはなぜ？ 
★月にウサギはいるのか？ 

ボランティア団体「てんもんぶ」 
大阪工業大学　情報科学部 真貝寿明 2014年10月8日 

あべのハルカス　月食観望会



1朔望月＝29.53日 
!

毎日，月の出の時刻は 
50分づつ遅くなる



!

十五夜 
じゅうごや 
!

!

十六夜 
いざよい 
!

!

立待月 
たちまちづき 

!

居待月 
いまちづき 
!

!

寝待月 
ねまちづき 
!

!

更待月 
ふけまちづき 





月食のしくみ

日食のしくみ



半径　6378km

半径　1677km

距離　388400km



★日食・月食はなぜ毎月見られないのか？

月の軌道面が地球の公転面と5度傾いているから



本日（2014年10月8日）の皆既月食

http://www.youtube.com/watch?v=Vbt_F_xwr98

あべのハルカス　標高300mでの月食予報 
北緯34度38分45.41秒 
東経135度30分51.36秒 
!
18時15分 部分食の始め 
19時27分 皆既食の始め 
19時55分 食の最大 
20時24分 皆既食の終り 
21時34分 部分食の終り

天王星 
5.7等級

http://www.youtube.com/watch?v=Vbt_F_xwr98


本日（2014年10月8日）の皆既月食

あべのハルカス　標高300mでの月食予報 
北緯34度38分45.41秒 
東経135度30分51.36秒 
!
18時15分 部分食の始め 
19時27分 皆既食の始め 
19時55分 食の最大 
20時24分 皆既食の終り 
21時34分 部分食の終り

★皆既月食になると， 
　月が赤く見えるのはなぜ？



【光】 太陽の白色光はいろいろな色の合成

プリズムを通すと分光する
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【光】 太陽の白色光はいろいろな色の合成

42度
51度

51度

42度

雨上がりの水滴は虹をつくる

主虹

副虹



朝焼け・夕焼け　なぜ赤い？

レイリー散乱（Rayleigh scattering）
光の波長よりも小さな物体（窒素分子，酸素分子）で散乱を受ける． 
散乱する量は，波長の4乗に反比例するので，青い光は赤い光の5倍強く散乱する
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!
昼間は，青い光の散乱を見上げるので，青い空 
朝夕は，青い光の成分が散乱されて届かないので，白ー青＝赤い空



★皆既月食になると，月が赤く見えるのはなぜ？



皆既月食を使って食糧を手に入れたコロンブス

クリストファー・コロンブス 
(1451-1506)

4回目のアメリカ探検 
船員の振る舞いが悪く，原住民が食糧配給をやめた． 
!
1504年3月1日の皆既月食を利用 
「月が血のように赤くなれば，君たちの行いに対して， 
　神様が怒っている証拠だ」

http://en.wikipedia.org/wiki/March_1504_lunar_eclipse

http://en.wikipedia.org/wiki/March_1504_lunar_eclipse


http://edu.jaxa.jp/campaign/moon2014/

http://edu.jaxa.jp/campaign/moon2014/


月探査機かぐや(2007-2009)による月面撮影
http://wms2.wms.selene.darts.isas.jaxa.jp/ 
http://www.kaguya.jaxa.jp

http://wms2.wms.selene.darts.isas.jaxa.jp
http://www.kaguya.jaxa.jp


月の裏側は表側（地球側）よりデコボコ．「海」もない．



本日（2014年10月8日）の皆既月食

あべのハルカス　標高300mでの月食予報 
北緯34度38分45.41秒 
東経135度30分51.36秒 
!
18時15分 部分食の始め 
19時27分 皆既食の始め 
19時55分 食の最大 
20時24分 皆既食の終り 
21時34分 部分食の終り



2013年04月26日 部分月食 日本の一部で見える（月入帯食） 

2014年04月15日 皆既月食 日本の一部で部分月食が見える（月出帯食） 

2014年10月08日 皆既月食 日本で見える 

2015年04月04日 皆既月食 日本で見える 

2015年09月28日 皆既月食 日本で見えない 

2017年08月08日 部分月食 日本で見える 

2018年01月31日 皆既月食 日本で見える 

2018年07月28日 皆既月食 日本で見える（月入帯食、一部では部分月食のみ） 

2019年01月21日 皆既月食 日本で見えない 

日本でみられる月食は？



年　月　日 種 類 見　　え　　る　　場　　所
2009年7月22日 皆既日食 奄美大島・屋久島・種子島・トカラ列島・硫黄島
2012年5月21日 金環日食 南九州･南四国･南近畿･東海地方･関東地方
2030年6月1日 金環日食 北海道
2035年9月2日 皆既日食 能登･富山･長野･前橋･宇都宮･水戸
2041年10月25日 金環日食 北近畿・中部地方・伊豆諸島
2042年4月20日 皆既日食 鳥島（伊豆小笠原諸島）
2063年8月24日 皆既日食 青森県北部・北海道南部
2070年4月11日 皆既日食 須美寿島（伊豆小笠原諸島）
2074年1月27日 金環日食 鹿児島県南部・屋久島・種子島
2085年6月22日 金環日食 沖縄島・大東島
2089年10月4日 皆既日食 宮古島・尖閣諸島
2095年11月27日 金環日食 中国地方・四国地方・南近畿・小笠原諸島

日本でみられる皆既日食／金環日食

2035年9月2日　 
関東ー北陸皆既日食 
最大2分54秒



日付 種類 食の経路等

2012年11月14日 皆既 
オーストラリア北部から南太平洋を通過し、チリの西方洋上で終わる。ニュージーラン
ド北島で食分0.8前後。

2015年3月20日 皆既 
グリーンランド、アイスランドの南沖から北極を通過。ユーラシア北西部・北アフリカ
で部分食を観測できる。

2016年3月9日 皆既 インドネシアを通過し北太平洋に至る。日本では全国で部分食が見られる。
2017年8月21日 皆既 北太平洋中部に始まり北米大陸を横断、中部大西洋で終わる。
2019年7月3日 皆既 南太平洋、南米のチリ、アルゼンチンで観測できる。
2020年12月14日 皆既 太平洋西部に始まり南米大陸南部を通過、アフリカ南西岸沖で終わる。
2021年12月4日 皆既 南極大陸の南米側で観測できる。

2023年4月20日 皆既 
南インド洋からオーストラリア北西岸、インドネシアを経て中部太平洋。九州・四国・
東海・関東の南岸でも僅かに欠ける。

2024年4月8日 皆既 中部太平洋に発し北米大陸東部を北上、ヨーロッパ沖に至る。
2026年8月12日 皆既 北極、グリーンランドからイベリア半島に達する。
2027年8月2日 皆既 北大西洋中部からアフリカ北岸、アラビア半島南岸を通過しインド洋に至る。
2028年7月22日 皆既 インド洋に発しオーストラリア、ニュージーランドを横断する。
2030年11月25日 皆既 南アフリカ、南インド洋、オーストラリアを通る。
2031年11月14日 皆既 北西太平洋に始まり赤道付近を経過してパナマ付近に達する。

2033年3月30日 皆既 
ベーリング海峡から北極にかけて起こり、北米大陸、シベリア東端とグリーンランドで
部分食が見える。

2034年3月20日 皆既 南米東沖からアフリカ中部、アラビア半島を通り中国奥地で終わる。

2035年9月2日 皆既 
中国奥地から日本を横断、太平洋東部で終わる。日本では能登半島と茨城県を結ぶ一帯
で中心食が見られる他、全国で部分食。1970年頃までの古い書籍では東京を中心食が
通るように書いてあるが、東京は食分0.992で部分食。

世界でみられる皆既日食



• 地球の自転軸の傾きはかなり不安定になる 
現在，地球の自転軸の傾きは平均23.34度に保たれている（変動
は5度以下）．もし、月がなければ自転軸の傾きはかなり不安定に
なり、地球の気候は極端に変動する． 

• 潮汐力によって，生命の創造に必要な化学物質の混合がおきたと
考えられるので，月がなければ大気の構成は変わるだろう． 

• 地球の自転は速く，1日が8時間になる 
月の潮汐力は，地球の自転速度を抑えるようにはたらく．月がな
ければ地球の自転速度が速まり，大気の流れが速く，生命環境に
は過酷になる．

もし月がなかったら？

http://www.ganshodo.co.jp/mag/moon/files/m_c302.html


