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切頭二十面体型プラネタリウムの製作

阿部 修・佐藤 浩之＊
北海道教育大学旭川枚物理学教室
＊新十津川町立花月小学枚教諭

AConstructionofatruncatedicosahedronshapedplanetarium
ABEOsamuandSATOHiroyuki＊
DepartmentofPhysics，AsahikawaCampus，HokkaidoUniversityofEducation，Asahikawa

＊KagetsuElementarySchool，ShinTotsukawa，Hokkaido，Japan

要 旨
天体現象の観察は夜に限られるため，小中学校ではなかなか実施しにくい．このため，実際に天体観測を
行っている学校は多くないのが現状である．自然科学では，実験・観測・観察を行うのが最良であるが，天
体現象のように観測が夜間に限定されたり，あるいは観測を長期に行うのが不可欠な場合には，実際に観測
を行うことが困難になる場合がある．このような場合には，次善の策としてモデルを用いた学習やコンピュー

タシミュレーションを行うことが多い．しかし，コンピュータシミュレーションでは，実際の夜空のどのあ
たりに天体が位置するかを実感することが難しい．本稿では，目的に応じてさまざまに利用できる可能性が
あり，小学校の高学年であれば製作可能な，切頭二十面体型プラネタリウムの作成について報告する．

Abstract

Sincetheobservationsofthephenomenaofastralbodiesarelimitedatnight，itisnoteasytohave
SChooIchildrenactuallyobservethem．Usingexperimentsandobservationsisthebestwaytohavethe

SChooIchildrenunderstandthephenomenainthenaturalscienceeducation．Whenobservationsareli−
mitedatnighttimeorwhenobservationsareexpectedtotakeasignificantamountoftime，thecom−

putersareoftenusedforsimulationsthoseareintendedtotaketheplaceofanactualobservationinthe
SChool．However，itisdifficultforschooIchildrentorealizetheactualpositioningoftheastralbodieswhen

COmputerSimulationsareused．Thispaperinvestigatestheconstructionofatruncatedicosahedron
Shapedplanetarium．Suchaplanetariumcouldbeusedormodifiedaccordingtothepurposeofeducation．
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学館「サイバル」内に170席を擁する最新式のプ
1．はじめに

ラネタリウムが設置され，好評を博している．し

平成14年度から実施されている現行の小学校指

かし，全国的に見ると，施設の老朽化あるいは入

導要領1）によれば，第4学年の『c 地球と宇宙』

場者数の減少に伴う入場料収入の減少等により，

の内容区分の中で『り星の集まりは，1日の内で

閉館する施設が増えている状況にあり，必ずしも，

も時刻によって，並び方は変わらないが，位置が

天体現象の教育にプラネタリウムが利用できる状

変わること』を学ぶことが求められている．その

況にはなさそうである．

内容については，『イウの「星の集まり」につい

最近になって，家庭用の廉価版のプラネタリウ

ては，二つ又は三つの星座を扱うこと』とされて

ムが販売されている．また，大平貴之氏監修によ

いる．

るピンホール式プラネタリウムが雑誌付録として

また，中学校指導要領2）によれば，『（6）地球

廉価に販売されており4），これらを用いて教室の

と宇宙』の項で『ア天体の動きと地球の自転・公

壁や天井に投影し，授業に役立てることが考えら

転（ア）天体の日周連動の観察を行い，その観察

れる．これらの市販のプラネタリウムは，きれい

記録を地球の自転と関連づけてとらえること．

な星空を再現することに主眼が置かれているため

（イ）四季の星座の移り変わり，季節による昼夜

に，必ずしも教育に使いやすいわけではない．例

の長さ，太陽高度の変化などの観察を行い，その

えば，これらの市販のプラネタリウムでは，投影

観察記録を地球の公転や地軸の傾きと関連づけて

される恒星の数は1ないし数万個にもおよぶ．小

とらえること』とされている．そのために，『（ア）

学校あるいは中学校で星座を説明する時には，星

について…，観察者の視点（位置）を，自転する

の数が少ない方がいい場合もあり得る．教育効果

地球の外に置き換えることが必要であり，モデル

を上げるためには，目的に応じ，プラネタリウム

などを用いて，多様に思考することが必要である．

を自作する方が好ましいと考えられる．

その際，天球儀や地球儀を用いたモデル実験やコ

さらに，それほど困難なく製作できるものであ

ンピュータシミュレーションを用いて視覚的にと

れば，児童・生徒に自作させることもできる．自

らえさせるなど様々な工夫が必要である』とされ

ら穴あけをし，組み立てるといった作業を通じて，

ている．

星座を構成する恒星の位置関係を体感し，理解が

天体現象，特に星座等，の観察は夜に限られる
ため，小中学校ではなかなか実施しにくい．この

より深まる効果も期待される．

本稿では，目的に応じてさまざまに利用できる

ため，実際に天体観測を行っている学校は多くな

可能性があり，小学校の高学年であれば製作可能

いのが現状である3）．

な，切頭二十面体型プラネタリウムの作成につい

自然科学では，実験・観測・観察を行うのが最
良であるが，天体現象のように観測が夜間に限定

て報告する．

地上から見た星の見え方は，季節によりまた時

されたり，あるいは観測を長期に行うのが不可欠

間により移り変わっていく．これは，星座の年周

な場合には，実際に観測を行うことが困難になる

運動あるいは日周運動として知られている．

場合がある．このような場合には，次善の策とし

本稿で報告するプラネタリウムにも，簡単なが

てモデルを用いた学習やコンピュータシミュレー

ら星座の移り変わりを再現するしくみも備えてい

ションを行うことが多い．しかし，コンピュータ

る．投影機の支在の付け根には日付と時刻を合わ

シミュレーションでは，実際の夜空のどのあたり

せる目盛を付してあり，この目盛を合わせること

に天体が位置するかを実感することが難しい．

で，どの季節の何時の星空でも自由に再現するこ

次に，プラネタリウムを利用して夜空を疑似体
験させることが考えられる．旭川では，旭川市科
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とが可能である．

切頭二十面体型プラネタリウムの製作

2．切頭二十面体型プラネタリウムの展開図
の作成

同じ長さの辺を持つ正五角形12個と，正六角形20
個からなる，いわゆるサッカーボール型の多面体
であって，正二十面体の頂点を1／3切り取るこ

プラネタリウムは，天球（図1．の外側の球）

とで得られる．したがって，切頭二十面体を構成

上の恒星アを同心の恒星球（図1．の内側の球あ

するためには，正二十面体の構成法を知る必要が

るいは多面体）上のク 点に射影し，適切な大き

ある．
まず，正二十面体の構成について述べる．

さの穿孔を施すことで，作成される．

1．4個のベクトル（±1，±￠，0），（複合

実際の使用にあたっては，恒星球の中心に点光
源を置き，同心のスクリーンに投影すればよい．

任意）および，これらの偶置換を加えた12個

プラネタリウムを作成するには，恒星球を作成

のベクトルを頂点とする．ただし，￠＝（1

し，この恒星球に実在の恒星を射影する必要があ

＋ノち）／2は黄金比である．

2．距離が2となるすべての頂点の組み合わせ

る．恒星の等級ならびに天球上の位置，すなわち

赤経および赤緯は例えば理科年表に記載されてい

を辺とする．

る．従って，恒星球を球状に作成すれば，恒星球

3．共通点が3となるすべての3辺の組み合わ

への射影はほとんど自明に行える．しかしながら，

せで面を構成する．

球の（近似的な）展開図を作成し，組み立てるこ
とは困難であることが予想される．ここでは，小

これにより正二十面体が構成された．次に，切
頭二十面体の構成法について述べる．

学生でも製作可能なように，恒星球を切頭二十面

1．上記2．で与えられた辺の3等分点を頂点

体（truncatedicosahedron），いわゆるサッカー

とする．すなわち，20個のベクトル（±1／

ボール型の多面体とする．

3，±￠，0），（±1／3，±（2＋￠）／3，
±2￠／3）（複合任意）および，これらの偶
置換を加えた60個のベクトルを頂点とする．

2．距離が2／3となるすべての頂点の組み合
わせを辺とする．

3．共通点が5となるすべての5辺の組み合わ
せ，および共通点が6となるすべての6辺の
組み合わせで面を構成する．
これにより，切頭二十面体が構成された．
■−−−−−●●■■

図1．天球と恒星球

2．2．恒星の恒星球への射影と展開図の作成

理科年表5）には，主要な恒星の赤緯（∂）およ
切頭二十面体型プラネタリウムを作成するに

び赤経（α）が記載されている．天の赤道から北

は，すべての頂点の座標および，面を構成する辺

向きを正，南向きを負とし，度単位で測定した角

の組み合わせを知る必要がある．以下では，切頭

度が赤経である．また，天の南北両極と恒星とを

二十面体の構成方法について簡単に説明する．そ

通る大円が大の赤道と交わる点まで赤道に沿っ

れに引き続き，恒星球への恒星の射影について説

て，天の赤道上の一定点，すなわち春分点，を起

明する．

点として東回りに測った時分単位の角が赤経であ
る．（ここでは，便宜上αか α∽としておく．）

2．1．切頭二十面体の構成
切頭二十面体（truncatedicosahedron）とは，

通常用いられる極座標での角度β，￠への変換
は
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方

∂∬

を定義する．交線』Cの中点の位置ベクトルを
→

g12とする．このとき，

甲＝【芸・蒜】

→→→→ （Gl−g12，r−g12），

×2方，

（1）

（4）

で与えられる．従って，注目している恒星の方向

を求め，この値が正ならば，恒星の射影は面ク1

ベクトルは

上にあり，負ならば面ア2上にあることになる．

こうして，今注目している恒星の射影が面ア1

→ ；＝i（sinOcosq），SinOsinq），COSO）

上にあることが判明したとする．ア1の重心ベク
（2）

→ トルGlをとするとき，この恒星のア1へ射影され
→

で与えられる．

たベクトルrは（3）式で与えられる．必要な恒星

に対し以上の操作を行い，恒星球上に射影する．

図3．展開図
図2．恒星の射影

次に展開図の作製法を示そう．図3は，切頭二
第1節で述べたように，切頭二十面体の各面の

十面体の北半球部分の展開図の一例である．図2

頂点の位置ベクトルは既知であるから，その重心

→ の面Pl上の任意の点rを展開図3上の対応する

→ ベクトルG も求められる．恒星の方向ベクトル

→ 面ア 1上の点r に射影しなければならない．こ

→ ；と各面の法線ベクトルのなす角の方向余弦

→ れには，行列0と，並進ベクトル屈を用いるこ

→

→ →．■−ノ→．■−ノ （G，r）／llGll・llrllを求める．この最大値を

とで達成される．ア1上の点をア 1上に写像する

与える面をア1とし，次に大きい方向余弦を与え

だけであれば，行列0はランク2となる．ここでは，

る面をア2とする（図2参照）．これらの面の重心

0がランク3の回転行列になることを要求する．

ベクトルをそれぞれ，ClおよびC2とする．恒星

以下では，この回転行列0と，並進ベクトル扁

をア1を拡張した平面上に射影し，その点が面ア1

を求める．

→ 図2の面ア1の近傍の点の位置ベクトルを』f，

とア2の交線』βから見て，ア1の重心と同じ側に
あるか否かを判定する．すなわち，まず，ベクトル

（f＝1，2，…）とし，それらの展開図3上での

→ 対応する点の位置ベクトルを月f，（f＝1，2，…）

→→ →（Gl，Gl） ゴ

とする．すなわち，

ゴ → ・rI （r，Gl）
（3）
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→→→

→→

→

の両辺に右から≠（言1，言2，言3）をかけることで，

βi＝α射＋斤，f＝1，2，…，

回転行列0が，
（5）

0＝（ム1，ム2，ム3）・≠（言1，言2，言31＿

である．適切な4点を選ぶとき，
→→→
∂f＝』才一』4，f＝1，2，3

㈹
と得られるのである．0が求められたので，
（6）

→→→ 屈＝月1−0』1，

で定義される3つのベクトルを一次独立にするこ
とができる．このとき，

㈹

→ により並進ベクトル屈も得られる．

→→→
ムf＝月才一月4，f＝1，2，3

→ あとは，』f，（f＝1，2，3，4）の取り方だ
（7）

を定義するならば，
→

けが問題となる．』1，』2しては，ク1の隣り合
う2］鼠点の位置ベクトルを取り，』4としてはア1

→→ の重心ベクトルGJを灰る．さらに，』3として，

→

ムf＝0∂f，f＝1，2，3，

オ3＝【1・忘卜己1，

（8）

㈹

である．

→ を取る．これは，∂3として，ア1の法線ベクトル

さて，ここで，逆基底ベクトルを次式

a, xa,,,,

→
∂2＝

→→ を取ったことを意味する．これに伴い，月1，月2

a, xa,,,,

→

月4，ア 1の対応する2頂点の位置ベクトルおよ

1￣→→→ ∂1・（∂2×∂3）
∂1・（∂2×∂3）
→

び重心ベクトルに取る．本来これら3つのベクト

a, xa,,,,

ルは，2次元平面上に射影されているので，∬，ツ

∂3＝

座標しか持たないが，これにz座標として0を加

→→→ ∂1・（∂2×∂3）

（9）

えて得られる3次元ベクトルを用いる．さらに，

→ 月3としては，扁4＋≠（0，0，1）を取る．これ

で定義する．すると，
→

→ は，ム3として，ア 1の法線ベクトルを取ったこ

≠言1・言ノ＝∂む

とを現している．

以上の操作を，全ての面に対して行って，32組

㈹

の回転行列ならびに並進ベクトルが求まるのであ

は明らかである．また，
→

→

→→→ ア＝（∂1，∂2，∂3）・≠（言1，言2，言3）
→

→

→

る．

→

＝言1・≠言1＋言2・≠言2＋言3・≠言3，

2．3．天体の明るさと等級
㈱

を定義すると，

常に明るい天体を1等星とし，肉眼でようやく見
えるものを6等星する等級付けが，ギリシア時代

ア＝1＝diag（1，1，1），

にヒツバルコスによってなされが）．
㈹

このようにして決めた1等星と6等星とでは，
ほぼ100倍の光量の違いがある．そこで，現在では，

であることが容易に示される．したがって，

（ム1，ム2，ム3）＝0（∂1，∂2，∂3），

天体には，さまざまな明るさのものがある．非

1等と6等の差が光の強さでちょうど100倍にな
㈹

るように定義されている5）．すなわち，明るさが
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ノ1，ノ2の天体の等級をそれぞれml，m2とする

表2．最大等級と天体の個数

とき，

最大等級

天体の個数
15

ノ2

ml￣m2＝2・5loglO，
圧力
の関係が成り立つ．仕刀式はポグソンの式と呼ばれ

る．ポグソンの元々の定義では等級の基準値とし
て北極星を2．0等としていた．その後，北極星が

2

50

3

174

4

518

5

1630

6

5080

変光星であることが明らかになったため，こと座
のベガを0等と定めた．

四等星までを含めれば十分であろうと思われる．

ポグソンの式によれば，1等級小さくなるとき，

天体の明るさは1001／5＝2．51…倍明るくなる．
プラネタリウムに用いる光源が点光源であれ

製作するときには，必要に応じて，3等星までを
穿孔したり，あるいは，教えたい星座を構成する
恒星のみを穿孔しても良い．

ば，スクリーン上での光量は，恒星球に開けた細
孔の面積に比例する．したがって，細孔の半径は

光量の平方根に比例させなければならない．表1

2．5．支柱について
支在は，旭川市内から見た星空がほぼ正しく再

に，一等星の半径を基準にしたときの各等級に対

現されるように設計してある．すなわち，円柱の

する相対半径を示した．

中心軸が北極星の方向を向くように設計してあ
る．具体的には，度単位ではかった北緯を∂と

表1．等級と相対半径
等級

するとき，支柱の固定台への接地面の境界が

相対半径

y＝aSin［‡tan［÷一意州・const・，

1．00
0≦∬≦2方α

2

0．63

3

0．40

4

0．25

の形状をしていればよい．ここで，αは円在の半

5

0．16

径であり，今回は15mmとしてある．const．＝Omm，

6

0．10

150mmとした時の㈹式で表される2つの曲線と2

㈹

つの直線x＝Omm，150mmで囲まれる領域が支柱
これを今回の手作りプラネタリウムで忠実に再
現することは，困難であろうと思われる．そこで，

本体の展開図を与える．これに，適宜のりしろを
加えたものを型紙とした．

本稿のプラネタリウムの展開図では，一等星から
四等星までを，半径の比5：4：3：2の円とし
て製作した．

3．組み立て
紙数の都合上，本稿には展開図を含めていない．

2．4．天体の等級と個数
肉眼で観察できる天体の数はおよそ6千個であ

卜記1．のURLからダウンロードすること．
1．展開図の画像ダウンロードページ

るといわれている．表2に最大等級と天体の個数

（http：／／www．phys．asa．hokkyodai．ac．jp／osa

をまとめた．この全てを自作プラネタリウムで再

mu／planetarium／index．html）から，PDF

現することは困難であろう．

形式の型紙データをダウンロードし，印刷す

星座の形状と位置関係を学ぶ目的のためには，
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る．この際，ケント紙あるいは工作用紙に印

切頭二十面体型プラネタリウムの製作

刷できる場合には，それらの用紙に印刷する．
プリンターによっては，薄い印刷紙にしか印
刷できない場合がある．その場合には，印刷
した原稿を，工作用紙に木工用ボンドなどで
貼り付ける．（インクジェットプリンターで
印刷すると，この工程で印刷がにじむので，
可能ならばレーザープリンターを使用する．

レーザープリンターが使用できない場合に

図4．支柱と補強板の組み立て

は，インクジェットプリンターで印刷し，コ
ピーしてから使用すると良い．）
2．太線に沿って支在および補強板を切り取る．

3．直径30mmのパイプに支柱を巻き付け，接着
する．さらに，その外側に補強板を巻き付け，
接着する．この際，補強板が支在に固定され
ず，自由に回転できるように注意すること．
（図4は，見やすいように支在と補強板に用
いた紙の色を変えてある．）
4．インクの切れたボールペンで，北半球，南半
球の型紙の細い線をなぞり，折れ線を付ける．

図5．恒星球の組み立て

5．型紙を太い実線に沿って切り抜く．
6．下にコルクボードあるいは発泡スチロール
板を敷き，南半球，北半球の型紙の黒い点に
合わせ，千枚通しなどで孔をあける．
7．番号を付したのりしろは，印刷面側に，番

号のついていないのりしろは，印刷していな
い面倒に折り込み，のり付けする．
8．接合部に隙間ができた場合には，適当な大
きさに切った紙片をのり付けし，補修する．
9．南半球の内側に，補強板を接着する．

図6．補強板の取り付け

10．電球取り付け板を間に挟むように電球ホル
ダーに豆電球を取り付け，支在に接着する．
11．北半球と南半球ののりしろの番号が一致す
るように接着する．
12．のりしろによってふさがれた穴を再度千枚
通しで開け直す．
13．恒星球に光源部を取り付け，固定台に固定
して完成．

図7．光源部
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中で，無理なく，かつ有効に行うことは，極めて
困難であると言える．実際には，意欲ある保護者

や教師の働きかけで，PTA主催のレクリエー
ション活動の一環として行われるキャンプ活動等
において，イベント的に取り組まれるのがせいぜ
いであって，それも，当日の天候，雲の様子に大
きく左右されてしまう．
その点，本稿で述べたプラネタリウムであれば，
図8．完成図

教室内で，天候，時間帯の制限無く夜空を再現し，
星の巡りを確認することが出来る．

4．おわりに

また，みずからの手指を使って製作する中で，
とりわけ，製作時の穿孔作業の経験は，「長期記憶」

子供達が天体現象に興味を抱き，その理解の一

の一つである「知識に関する記憶」となって，天

助となることを願って，新しい教材としてのプラ

球上に投影された，あるいは実際の夜空の星々や

ネタリウムの開発を行い，その製作方法を詳しく

星座を特定する際に，活用可能な手がかりとなる

記した．

と考える．さらには，自分の手で作ったプラネタ

本稿は，プラネタリウムの製作原理の記述に終
始したが，その教育効果については，一つは，脳
科学における「長期記憶」という観点から，有効
であろうと考えている．

一般的に，ヒトの記憶は「長期記憶」と「短期

リウムから夜空が飛び出すという感動体験が「思
い出に残る記憶」となることも期待出来る．
このように，プラネタリウム作りは，天体現象

の振る舞いを理解するための方策として，教科書
による二次元的な教授を補完する手だてとして，

記憶」とに分類される．そして小田切7）は，理科

より有効であると考える．今後は，本教材を用いた

の学習内容を確かな学力として定着させるための

教育を実践し，その教育効果を検証していきたい．

一方策として，「長期記憶」に残る学習をおこな
う必要があると主張している．中でも，「思い出
参考文献

に残る記憶」として保持する工夫が必要であると
し，それが困難な場合には，特別な誘導（きっか

け）を多数付け加えた「知識に関する記憶」とし
て保持させる工夫が必要であるとしている．

夜空の星の動きといった天体現象を，教科書の
記述や写真のみで理解することは，子供達にとっ
て大変な困難を伴う．例えば，さそり座，はくちょ
う座といった星の並びを覚えることは出来ても，

それらがどのように移動するのか，どの季節の何
時頃に，大球のどのあたりに位置するのか，といっ
た事柄は，三次元的な広がりの中で，実際に目で

見て確認するという経験を重ねなければ実感の
伴った理解には到底成り得ず，なかなか「長期記

1）文部科学省，」、学校学習指導要領解説，理科編3版，
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プロジェクト」報告書，北海道教育大学旭川校，平成18
年（2006）．
4）湯本博文編集，大人の科学マガジンvol．09，学習研
究社，2005．

5）文部科学省国立天文台編，理科年表CD−ROM2003，
丸善株式会社，2003．
6）吉岡一男，天体物理学入門一恒星を主な対象として−，
放送大学教育振興会，平成9年（1997）．
7）小田切真，「長期記憶に残る理科教育」，初等理科教

育 3月号，22−25，日本初等理科教育研究会，2004．

憶」としては定着しづらい．
しかし，現状としては，天体観測を学校教育の

（阿部 修 旭川校教授）
（佐藤 浩之 新十津川町立花月小学校教諭）
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