
年・月・日
2019.7.3
2019.12.26
2020.6.21
2020.12.15

種類
皆既
金環
金環
皆既

観測できる地域
南米，南太平洋
アラビア半島，インド，東南アジア
アフリカ，アジア，太平洋
南太平洋，南米，南大西洋

年・月・日
2018.1.31
2018.7.28
2019.1.21
2019.7.17

種類
皆既
皆既
皆既
部分

日本での観測
見える
見える
見えない
一部で見える

日食と月食

●日食

　地球から見ると太陽も月も約0.5°の大きさに見えます。

そのため，太陽，月，地球の順で一直線上に並び，月の影

が地球上に見られる場合，月の本影の中にいる人は太陽が

月にかくされて見えなくなります。完全に見えなくなる場合

を皆既日食，一部分が欠けて見える場合を部分日食といい

ます。

　太陽よりも月が小さく見える場合には，太陽は月のふちか

らはみだして，右の図のようにリング状に見えます。これを

金環日食といいます。皆既日食は平均すると地球上でおよ

そ2～3年に1回くらいしか起こりません。

●月食

　太陽，地球，月がこの順に一直線に並ぶと，月は地球の影の中に入り，太陽からの光が当たらなくなるために

月は輝きを失います。月が完全に地球の影の中に入り，全体が輝きを失う状態を皆既月食といいます。月の一

部が影に入って月が欠けて見える状態を部分月食といいます。

　日食は限られた地域でしか見ることはできませんが，月食の場合は，月を見ることができる地球上のすべての

地点から見られます。　

●今後見られる日食・月食
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には 年から 年の間に日食が見
られる時期や場所などを示してある。
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3 月食

太陽，地球，月がこの順に一直線に並ぶと，
月は地球の影の中に入り，太陽からの光が当た
らなくなるため月は輝きを失う。月が完全に地
球の影の中に入り，全体が輝きを失う状態を皆
既月食という。月の一部が影に入って月が欠け
て見える状態を部分月食という。
皆既月食のときには，月には太陽の光が直接
当たらないため，月は輝きを失うが，わずかに
暗い赤褐色に輝いて見えることが多い。これは，
地球の大気中で，太陽の光のうち波長の短い青
い光は散乱され，波長の長い赤い光だけが屈折

して本影の中に入りこむためである。この際，
大気中のちりなどの状態によって，屈折した赤
い光の通過率が変わるため，皆既中の月の色や
明るさは変化する。火山の大噴火があり，上空
の大気中にちりが多いときに皆既月食が起こる
と，月がどこにあるかわからないほど暗くなる。
日食は限られた地域でしか見ることができな
いが，月食の場合は，月を見ることができる地
球上のすべての地点から見られる。また，皆既
月食の皆既の時間の長さは，月が地球の影のど
の部分を通るかで変わるが，地球の影の大きさ
が月の大きさに比べてはるかに大きいため，
時間というように長い。それに対して皆既日食
の皆既の時間は長くて数分である。

4 日食・月食における太陽と月の欠け方

日食も月食も月の公転によって起こる現象で
ある。月は，毎日，西から東に 日に約 の
速さで動いていく。日食の場合，太陽の前を月
が西から東に横切っていくことになるので，太
陽は西側から欠け始めていく。月食の場合は，
月が地球の影の中を西から東に通り抜けていく
ため，月は東側から欠け始めていく。ただし，
この方位は赤道座標の方位(東の空の場合，上
が西で下が東)であって，地平座標の方位とは
異なる。

5 ぶれいく time

地球から見た視半径(下図参照)は，太陽が平
均約 ，月が平均 でほぼ同じ大きさで
ある。しかし，地球や月の公転軌道はだ円であ
るため，見かけの大きさは，太陽では
～ ，月では ～ の間で変化する。
そのため皆既日食や金環食が起こる。教科書本
冊の月の写真は，大きいほうは視半径が約
で，小さいほうは視半径が である。

観測者

視半径
月・太陽
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日食（皆既日食と金環日食） 月食

アポロ計画と月の内部構造

年にアメリカの月探査機アポロ 号は
月面の軟着陸に成功し，アームストロング宇宙
飛行士が初めて月面を歩いた。そして「これは
人の人間にとっては小さな一歩だが，人類に
とっては偉大な躍進である」と交信してきた。
この後，アポロ 号まで合計 回の月面探査
が行われ， 人の宇宙飛行士が月面ジープな
どを用いて月面探査を行ったり，地震計やレー
ザー反射板の設置を行ったりした。月面探査に
よって地球に持ち帰られた月の岩石は
にも及び，世界中の科学者に分けられて研究が
進められ，月について多くのことが解明された。
月の内部構造は，下図のように，地表から約

の深さまでは地球の地殻にあたる部分
で，カルシウムとアルミニウムに富んだ斜長岩
からなり，この深さから約 の深さまで
が 地殻

マントル

部分融解
した
マントル月震

月の海
（玄武岩）

約60km

月の内部構造

マントルとよ
ばれる層で，カ
ンラン石やキ石
のような鉱物か
らなると考えら
れている。これ
より深いところはよくわかっていないが，マン
トル物質の一部分がとけかかっている可能性が
ある。さらに中心部はマントル物質，あるいは
鉄のとけた部分があると考えられている。
月は地球よりずっと冷え切った天体であり，
内部の活動も止まった死の天体とよばれている。
月で起こる地震のエネルギーの総量は地球の
億分の 以下である。
アポロ計画後には有人による探査は行われて
いないが，月にはわからないことが多く，多く
の国が探査衛星を打ち上げて調査を行っている。
日本でも 年に「かぐや」を打ち上げ，高
性能カメラによる地形の撮影や月の重力分布の
調査など多くの成果をあげた。

月の成因

月の成因については，｢ジャイアント・イン
パクト説」が有力になっている。地球が形成途
上にあった約 億年前，火星サイズの原始惑
星が地球に衝突し，その際に飛び出した地球の
岩石と原始惑星の一部が月をつくったとする説
である。誕生直後の月の表面はマグマの海でお
おわれていたが，しだいに冷え固まっていった。
この当時の岩石は月の高地に現在も見られる。
億～ 億年前には，たくさんの巨大な隕石

の衝突があり，無数のクレーターが形成された。
億～ 億年前には，巨大なクレーターの割

れ目から玄武岩質の溶岩が流れ出してクレータ
ーを埋めていき，海とよばれるなだらかで黒っ
ぽい地形がつくられた。

雨の海
晴れの海

ほとんどの月の海が地球側に見られるのは，
地球側の地殻が薄いためと考えられているが，
なぜ地球側の地殻が薄いのかについては，よく
わかっていない。地球側の地殻が薄いため，よ
り重いマントルの中心は地球側に寄っている。
また，より重い玄武岩の海が地球側にあるため，
月の重心は月の中心と一致せず，地球側に寄っ
ている。このため，月は重心と地球の位置が最
短になる状態で安定して運動するようになり，

常に同じ面を地球に向けて公転している。

今後見られる日食・月食

日食(皆既日食と金環日食)

年・月・日 種類 観測できる地域

2016．3．9 皆既食 インドネシア，
太平洋など

2016．9．1 金環食 南大西洋，インド洋，
アフリカなど

2017．2．26 金環食 南米，アフリカ，
南太平洋など

2017．8．22 皆既食 北太平洋，アメリカ，
北大西洋

2019．7．3 皆既食 南米，南太平洋

2019．12．26 金環食 アラビア半島，インド，
東南アジア

2020．6．21 金環食 アフリカ，アジア，
太平洋

2020．12．15 皆既食 南太平洋，南米，
南大西洋

月食

年・月・日 種類 日本での観測

2017．8．8 部分食 日本で見える

2018．1．31 皆既食 日本で見える

2018．7．28 皆既食 日本で見える

2019．1．21 皆既食 日本で見えない

2019．7．17 部分食 日本の一部で見える

皆既日食の経過

太陽が星座の中を 日に 東に動くのに対
し，月は約 も東に動く。このため，太陽は
西側から月におおい隠されていく。日食が始ま
ってから皆既日食になるまでの時間は約 時間
かかる。太陽が細くなるにしたがって薄暗くな
り，鳥の移動や動物の鳴き声が聞かれるように
なる。皆既日食 ～ 分前にはシャドーバンド
とよばれる明暗の細い帯状の影が地表を流れて
いくように見られる。空は薄暗くなり，明るい
星が見えるようになる。地平線付近は赤く染ま
って見え，気温は数度下がる。皆既日食の数秒
前には月の谷間から光がもれて数珠のようにつ
ながった輝きが見られる。これをベイリービー
ズとよぶ。そして最後の 点の輝き(太陽の東
側)がダイヤモンドリングとして見られる。ダ
イヤモンドリングが消え，皆既日食の状態にな
ると月に隠された黒い太陽のまわりに真珠色に
輝くコロナが肉眼でも見られる。望遠鏡で見る
と真っ赤に輝くプロミネンスが炎のふき上がり
のように見られる。皆既日食の時間はそのとき
の月と太陽の大きさによって変わるが，最長で
も 分ほどであり，数秒のこともある。皆既日
食の終了には再びダイヤモンドリングが太陽の
西側に見え，また約 時間かかってもとの太陽
の姿に戻っていく。
なお，金環日食の場合は下図のような経過と
なる。

金環日食とその前後
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中学理科 ３年2－３②

教授用資料さらにくわしくお知りになりたい場合
啓林館教師用指導書3年 詳説 p144，145，151

宇宙の中の地球
月と金星の動きと見え方


