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２ デジタルカメラにより撮影された天体写真を用いた

光害調査方法

桝井 俊彦（大阪府教育センター教科教育部）

１．目的

光害調査は，直接的には夜空の背景の明るさを写真測光することにより求められる．実

際によく行われているのは，夜空の恒星を眼視によって観察したり，写真撮影を行って恒

星の限界等級を求めるなど，間接的に夜空の明るさを知るという簡単な方法である．以前

は天体写真の撮影は難しいものであったが，近年は天体写真撮影にもデジタルカメラが使

用されるようになって簡単になってきたことや，コンピュータの普及によってデジタルカ

メラによって撮影されたデータを画像処理することも一般化してきていることから，それ

らの機材によって撮影され画像処理された天体写真を使って，学校でも実施できる簡単な

光害を調べる方法を開発することにした．

２．写真限界等級と光害の程度について

初めに，CCDなどの電子撮像素子を用いたデジタルカメラで撮影された天体写真からフ

ィルムを用いた銀塩写真と同様に限界等級を求めることができるかどうかを考えてみる．

天文年鑑によると，写真撮影での限界等級の項は次のように記述されている．

天体望遠鏡を使って長い露出で写真を撮影すると，眼視での限界等級を上回る暗い星まで

記録することができる．写真による限界等級は，１平方秒あたりの空の明るさ，望遠鏡の

焦点距離，星像の直径に左右され，表の下に示した実験式でうまく表現される．このうち，

星像の直径は，エアリーディスクの直径，シーイング（大気による星像のよろめき），光

学系の収差を考慮する必要がある．表の写真限界等級は，充分暗い空を想定して，空の明

るさを22等級，星像の直径を0.02mmとしたものである．

焦点距離(mm) 50 100 200 300 500 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

限界等級（等） 11.6 13.1 14.7 15.5 16.6 17.7 18.1 18.5 19.0 19.7 20.1 20.5

ｍｐ= ｍｓ + 5log f - 2.5log d -23.1

ｍｐ；写真限界等級（等）ｍｓ；空の明るさ(等）f；焦点距離（mm）d；星像の直径（mm）

天文年鑑2000 276ページより

上の記述は銀塩写真についてのものであるが，CCDなどの電子撮像素子の最小単位であ

るピクセルはフィルム上で写真像を形作る銀粒子に相当する．その銀粒子の大きさは，感
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度により大小があるが約0.02mmである．天体写真の撮影によく使われる600万画素クラス

のデジタル一眼レフカメラでは，電子撮像素子の1ピクセルの１辺は0.007mm前後であり，

赤緑緑青の各フィルターを被せたピクセルを市松模様に配置して得た像を，後でソフトウ

ェアで合成してカラー出力していることから２×２＝４ピクセルが銀粒子に相当すること

になる．したがって，撮像素子の最小単位は１辺約0.015mmの正方形といえるので銀粒子

の大きさと大差がない．天体写真撮影の実際で考えてみると，恒星像の大きさが撮像素子

の最小単位以下になれば，それ以上は写真限界等級は向上しないことになるが，日本では

大気のゆらぎが最良の時でも２″，冬期は10″，平均的には５″もあるので，500mm程度

の焦点距離が短い天体望遠鏡の撮影でも恒星像の直径が0.02mm以下になることは少なく，

デジタル一眼レフカメラで撮影された天体写真を従来の銀塩写真で撮影された天体写真と

同じように扱うことは問題がないと考えられる．

また，文中に「充分暗い空を想定して，空の明るさを22等級（中略）とした」とあるの

は，十分に暗い空でも夜光や大気光の影響によりその明るさは22.0等であるということが

観測によって求められてからである．

次に，表中の式について考えてみる．

式の第１項より，写真限界等級は空の明るさが明るいほど低下するということがわかる．

すなわち，写真限界等級を測定することによって間接的に光害の程度を知ることができる

ということになる．

式の第２項より，写真限界等級は天体望遠鏡の口径には関係しないで焦点距離のみが関

係する．たとえば，焦点距離が2倍になるとf に２を代入して5log２ = 1.5となるから写

真限界等級は1.5等向上する．

式の第３項より，撮影された恒星像がシャープであるほど写真限界等級は向上する．恒

星像の直径が半分になると，d へ0.5を代入して2.5log0.5 = 0.75となるから写真限界等

級は0.75等向上するということである．また，従って，天体望遠鏡での撮影時にはピント

は正確に合わせなければならない．また，恒星を点像として得るためには，装置を赤道儀

に載せて日周運動に合わせて正確に追尾しなければらない．

この式にはフィルムの感度に関する項がない．これは，十分に露光を与えればフィルム

感度と写真限界等級には関係がないということである．ただし，恒星像が測定できないよ

うな画面全体が白く飛んでしまう露光オーバーは論外である．電子撮像素子についてもフ

ィルムと同様に考えられる．

上に述べたことから総合的に考えると，赤道儀があれば市販のデジタル一眼レフカメラ

と望遠レンズや取り扱いの簡単な焦点距離の短い屈折望遠鏡を使用し，銀塩写真の代わり

に写真限界等級を求めて光害の程度を知ることは可能であると考えられる．

３．デジタルカメラによる天体写真撮影について

日常生活でも写真がほとんどデジタルカメラによって撮影されるようになったのと同様
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に，天体写真の撮影もデジタル化が進んでいる．もともと写真技術と天体撮影技術は密接

な関係がある．一般にデジタルカメラが普及する遙か以前の1980年代より天文学ではCCD

（電荷結合素子）による撮影が普及し始めた．光電効果を利用したCCDを用いたカメラは，

ハロゲン化銀による光化学反応を利用した銀塩フィルムを使用したカメラと比べて多くの

点で優れているためである．以下にその長所と短所を述べる．

(1) デジタル撮影機材の長所

①高感度である

銀塩写真では受光した光子の１％程度しか画像に変換できないのに対し，CCD等は50～8

0％と変換効率が高く，高感度である．特に長時間露光が必要な天体写真では，銀塩写真

では露光時間が長くなればなるほど実効感度が著しく低下するが，CCD等ではそのような

感度低下がないので，実効感度の差はより大きくなる．

②撮影の成功率が高い

銀塩写真では撮影後に現像をしなければ画像を見ることができないが，デジタルカメラ

では撮影した画像がすぐに確認できる．写りが悪ければすぐにピントや露光等の条件を変

えた撮影のやり直しができるので，天体撮影の成功率を高めることができる．

また①で述べたように，銀塩写真では天体写真の撮影には数十分間の露光が必要であっ

たが，CCDでは数分間で済むために，天候の変化や天体の日周運動を追尾する際に生じる

誤差による影響が少なくなり，結果的には天体撮影の成功率を高めることになる．

③経済的である

フィルムや現像液などの消耗品が不要なので，ランニングコストが低い．特に惑星の撮

影では，大気の揺らぎの影響を受けやすく，良像を得るために多くのコマ数を撮影しなけ

ればならなかったので，よりコストの差は大きい．機材の価格が高いように思われるが，

以前のフィルムカメラより低価格になっており，今後の普及によって，さらに低価格化が

進むと考えられる．反対に，フィルム等は消費量の減少によって，今後はコストが高くな

っていくことが予想される．

④画像処理が容易である

撮影された画像はデジタルデータであるので，ソフトウェアによる画像処理で天体の姿

を鮮明に浮かび上がらせることや，以前は高価な測定器が必要であった天体の位置や等級

の測定も簡単にできるようになった．

(2) デジタル撮影機材の短所

①広写野が得にくい

大型になればなるほどCCDの製造は難しく高価になる．そのため，一般にデジタル撮影

機材に用いられるCCDの面積は狭く，広い写野を得ることが難しくなる．

②熱ノイズの発生

CCDでは，動作電流により発生する熱で，画像上にあたかも星のように見える“ホット
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ピクセル”や周辺の回路から生じる熱による”かぶり”を生じる．図１はカメラに光が入

らないようにして10分間露光した写真であるが，画面全体に赤緑青の原色のホットピクセ

ルが見える．また，右側には赤くかぶりが生じているのが分かる．天文用の冷却CCDカメ

ラは冷却することによってこれらの発生を防いでいるが，冷却機構を持たないデジタル一

眼レフカメラでの長時間露光の際には，気温の低い時に撮影したり，画像処理で取り除く

などの工夫が必要である．また，天文用の冷却CCDカメラは高価である．

③Ｈα線の感度が低い

本来，CCDは赤外域に高い感度を持っているが，一般撮影用カメラでは，見た目に自然

なカラーバランスになるようにCCDの直前に取り付けられるフィルターによって赤外域は

カットされている．天体写真では，散光星雲はＨα線（水素原子の輝線656.28nm）で光っ

ているものが多いが，この波長は赤外線に極めて近いためにほとんど写らず，天文用冷却

CCDカメラに比べると写りが悪い．この点，フィルムカメラの場合は撮影に使用するフィ

ルムを天体撮影に向く銘柄に換えさえすれば解決できる．ただし，最近のカラーフィルム

は感色性の傾向としてＨα線の写りが悪くなっており，Ｈα線に感度の高いモノクロフィ

ルムであるTP2415（コダック社製）も製造中止になった．

④画像の内部処理

デジタルカメラでは，撮影後にデータが保存される時点で階調の圧縮やトーンカーブの

変更などの画像処理が行われるために等級や色の厳密な測定には向かない．撮影画像を無

圧縮のRAWデータで保存すれば，12bit（4096階調）であるので，画像処理の際には有利で

ある．

４．天体写真撮影に使用した機材と撮影地について

ここでは，学校で簡単に光害を調べる方法を開発し，その結果を確かめるのが目的であ

るので，天体望遠鏡の代わりに望遠レンズとしては比較的安価に入手できる焦点距離200m

mのものを主に用い，これも比較的安価に入手できる小型屈折望遠鏡（焦点距離500mm口径

77mmF6.5）を比較に用いた．またはデジタル一眼レフカメラは旧式となったため中古品と

して安価に入手できる600万画素のEOS Kiss Digital（Canon製）を用いた．赤道儀はEM-1

1（高橋製作所製）を用いた．望遠レンズまたは天体望遠鏡にカメラに取り付け赤道儀に

載せて撮影するのであるが，カメラにはミラーアップ機能がないため，できるだけシャッ

ターを押す際の振動を軽減するために電子レリーズを使用した．

撮影地については以下の場所を選んだ．

・大阪府池田市

伊丹空港が近くにあり，中国自動車道も通っているので自動車による煤塵も多い．

環境省の光害調査において，全国で最も星が見えない地域にも選ばれたこともある

光害の程度が非常に大きい場所．
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・大阪府豊能郡能勢町

大阪府最北部にあり，大都市近郊では比較的星がよく見える場所．

・奈良県吉野郡野迫川村

撮影地は紀伊山地の尾根にあり，南の方向は日本国内では有数の良好な空である．

アマチュア天文家がよく天体写真の撮影を行なっている場所．

・ニュージーランド・カンタベリー州テカポ

大都市が近くになく，自動車も少ないので大気も清浄である．その地域の中でも約

1000mの山頂にあるMt.John天文台は，世界的にも最良の空の一つであるとされている．

５．写真限界等級を求める方法について

（１）星図により恒星を同定して等級を調べる方法

写真限界等級を求めるには，撮影した天体写真から最も暗い恒星を探し出し，星図と見

比べて恒星を同定しその等級を知るのが簡単な方法である．ところが書店で入手しやすい

星図は６等級までしか表示されてないために使用することができなことが分かっていた．

市販のソフトウェアにもプラネタリウムソフトがあるが，高価であるために学校の予算で

は購入し難い．そのように考えている時に，フリーソフトウェアの「Hnsky(正式名Hallo

northern sky）」の存在を知った．このソフトウェアの製作者はドイツのHan Kleijn氏で

あり，"Hallo northern sky" software page (http://www.hnsky.org/software.htm)よ

りダウンロードできる．もともとは英語表記のソフトウェアであるが，日本語化ファイル

も公開されている．（図２は日本語化された画面）詳しくは日本語化に協力された佐藤正

紀氏のホームページ(http://hosi.gozaru.jp/Hnsky)をご覧いただきたい．このソフトウ

ェアは非常に高機能であり，別にダウンロードしなければならないがGSC-ACT星表を使っ

て，最大20等まで表示することができるというのも利点であった．しかし，実際に使用し

てみたところ，すべての20等までの恒星が表示されるのではなく，また，デジタル一眼レ

フカメラを用いて撮影した写真には筆者が予想していたよりもはるかに等級の暗い恒星ま

で写っていて，この星図を用いても写真限界等級を求めることができないこともあった．

詳しくは後述の実例をご覧いただきたい．

（２）天体画像処理ソフトウェアを用いて等級を調べる方法

次に試みたのが，天体画像処理ソフトウェアを用いて写真限界等級を求める方法である．

初めは国立天文台が提供しているフリーソフトウェアである「すばる画像解析ソフト：マ

カリ」を使用する予定であった．しかし，天文分野で使われる画像ファイルの形式である

FITS (The Flexible Image Transport System)画像のみの光度測定に限定されていて，一

般的な画像ファイルを扱うことができない．「マカリ」では現実的には学校では使用しに

くいため，やむなく市販ソフトウェアである「ステライメージVer.5」（アストロアーツ

社）を使用することになった．ステライメージには光度測定ツールが用意されていて，天
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体をマウスでクリックすると指定した半径内の値を積算してからバックグラウンドを減算

して天体の等級や座標を表示する．半自動である程度の任意の設定もできるが，恒星間が

離れていれば自動測定で十分であり使いやすい．図３は設定ダイアログを開いた状態のス

テライメージの画面である．標準星を決めて光度を測定し，その恒星の等級を入力してお

くと，未知の恒星の等級を求めることができる．

６．写真限界等級の測定の実際

（１）大阪府池田市における撮影結果

筆者の自宅前において2005年４月９日午前１時頃にうしかい座のアルクトゥールス付近

を撮影した．すべてに共通の撮影データは，焦点距離200mm望遠レンズ，絞りF2.8開放，

カメラISO感度800，画質RAWである．適正露光を調べるために２秒から62秒（カメラで設

定できるのは30秒までで，電子レリーズを使用したためこのようになった）までの２倍ず

つの段階露光をおこなった．図４はその結果であるが，RAWから現像した時に余分な処理

が入ると見た目が変わってくるので，現像に用いるソフトウェアはカメラに付属してきた

EOS Viewer Utilityを使い，ファイル変換の出力設定はトーンカーブ調整がおこなわれな

い16bit/chリニアとした．写真の下のグラフはEOS Viewer Utilityの画面に表示される輝

度の分布を示すグラフであり，横軸は輝度が０（黒）から255（白）までを表し，縦軸は

その輝度にあるピクセルの数を相対的に表している．自然の風景などを適正露光で撮影す

ると，正規分布に近い山のような形になるが，これらの写真のすべてのグラフは針のよう

で山の広がりが非常に狭くなっている．このことは撮影された画像の階調が狭いというこ

とを示している．この中から測定に適した露光時間を選ぶのであるが，この写真を見ると

62秒間露光では露光オーバーであるので写真全体が白く飛んでしまっており測定できない

ということが分かる．グラフからも山が右端に寄っていて，また山が半分しかないという

ことからも客観的に判断できる．反対に２秒露光では写真に写っている恒星の数少なく，

グラフも左側に寄っていることから，等級の小さい恒星像は撮像素子そのものが持つホッ

トピクセルや熱ノイズに埋もれてしまって判別できないことが予測される．したがって，

山が横軸のほぼ中央にある15秒間露光が適正であるということになる．

図５は15秒間露光した写真から，恒星を同定する際の目印になりやすいようにアルクト

ゥールス付近を拡大して明暗を反転したものである．これをHnskyで同じ画角を表示させ

た図６と比較してみると，「－－」印をした恒星が最も暗く12.2等であることがわかる．

これは，眼視による限界等級は３等程度であったことから，筆者の漠然とした予想と比べ

て非常に暗い恒星まで写っていた．

続いて，焦点距離500mm屈折望遠鏡，口径77mm，F6.5で30秒露光により撮影した写真が

図７である．写真上には恒星とは異なる丸くぼやけたものが写っているが，これは撮像素

子の上に乗ったゴミがぼけて写っているものである．

星図と向きを合わせるために図７を反時計回りに90°回転させてアルクトゥールス付近
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を拡大して明暗を反転した図８とHnskyで同じ画角を表示させた図９を比較してみる「－

－」印をした恒星が最も暗く13.2等であった．これを200mmで撮影したものと比較してみ

ると，500mmでは200mmよりも限界等級が1.9等大きいはずであるが，この場合は13.2－12.

2＝1.0（等）しか大きくなっていない．この原因を調べるために恒星像を強拡大して見る

ことにした．200mmで撮影したものが図10，500mmで撮影したものが図11である．両方を比

較してみると，図10は恒星像が３×３ピクセルにおさまっているが，図11は斜め方向に変

形して３×４ピクセル程に広がっているように見える．このように500mmでの撮影が200mm

での撮影よりも恒星像が大きくなっているために恒星像が暗くなっているということがわ

かった．この恒星像の広がりは，赤道儀の極軸の設置誤差によって焦点距離の長い方がよ

り大きく影響を受け，撮像素子上の恒星の位置が動いたためであるか，あるいは天体望遠

鏡の取り付けが緩いために動いてしまったためであると予想される．

（２）大阪府豊能郡能勢町における撮影結果

この場所は，大阪市中心部から北へ距離30Km，自動車に乗れば約１時間で着く場所であ

る．山間部であるが，南東から南西にかけて高度45°位まで都市による光が広がっている．

天頂付近では，眼視による限界等級は５等程度である．図12は，2004年１月24日午前０時

頃に撮影したＭ45（すばる）である．焦点距離200mm望遠レンズ，絞りF2.8開放，カメラI

SO感度800，画質はRAWで露光59秒である．一部分を拡大した図13と図14の星図を比較する

と「－－」印をした恒星が最も暗く写真限界等級は13.7等であった．

（３）奈良県吉野郡野迫川村における撮影結果

この場所は，大阪市中心部から南西へ距離50Km，自動車に乗って約３時間で着く標高約

1000mの山の稜線上にある．北側は高度60°位まで都市による光が広がっているが，南側

は遠くの山の稜線近くまで星が見え，眼視による限界等級は６等である．図15は，2004年

４月17日午前２時頃に撮影したさそり座のアンタレスと付近にある散光星雲である．焦点

距離200mm望遠レンズ，絞りF2.8開放，カメラISO感度800，画質はRAWで露光300秒である．

一部分を拡大した図16と図17の星図を比較すると「－－」印をした恒星が最も暗く写真限

界等級15.4等であった．これは前出の口径と写真限界等級との関係を示した表にある14.7

等よりもよく写っていることになる．

（４）ニュージーランド・カンタベリー州テカポにおける撮影結果

この場所は光害がなく，黄道光や対日照も見える最良の空である．天体写真に悪い影響

を及ぼすのは南の方に出現するオーロラだけである．当然のことながら眼視による限界等

級は６等である．図18は，2006年４月１日１時頃に撮影したケンタウルス座の電波銀河と

オメガ星団付近である．焦点距離200mm望遠レンズ，絞りF3.2，カメラISO感度800，画質

はRAWで露光300秒である．一部分を拡大した図19と図20の星図を比較してみたところ，よ

り暗い恒星が多くあるにもかかわらず，星図上にあった最も暗い恒星は15.0等であり写真
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限界等級を測定することができなかった．そこで， ステライメージを用いて等級を調べ

てみたのが図21と図22である．図21では17.818等，図22では16.408等という測定値が表示

された．恒星を指定する円が他の恒星に重ならないようにするため，測定に使える暗い星

を探すのは難しかった．この値を正確なものとして扱うには問題があるが，現地で夜空を

見た実感からは，大まかな値は得られていると思われる．

７．写真限界等級の測定結果と光害について

測定結果は次表のようであった．写真限界等級は光害の程度を示していることがわかる．

写真限界等級は12.2等から15.4等と差は3.2等級と小さいように思えるが，１等級の差は

明るさでは2.5倍であるので，2.53.2 ≒18.8倍も空が明るいことになる．ニュージーランド

での参考値17.8等を用いるならば，その差は5.6等級となり2.55.6 ≒169.2倍も空が明るい

ことになる．

また，露光時間からも光害の程度が分かる．露光時間が長いということは，それだけの

時間では背景が白く飽和しないということであり，空が暗いということである．

観測地 写真限界等級（等）露光時間（秒）

大阪府池田市 12.2 15

大阪府豊能郡能勢町 13.7 59

奈良県吉野郡野迫川村 15.4 300

ニュージーランド・カンタベリー州テカポ 15.0（参考値17.8） 300

８．まとめ

デジタル一眼レフカメラと望遠レンズを用いて撮影された天体写真から光害の程度を調

べることは，赤道儀を使用できれば可能である．また，天体望遠鏡よりも焦点距離の短い

望遠レンズを用いた方が写真撮影の成功率は高くなり，良い結果が得られる．

写真限界等級のを求めるのに，星図を表示するソフトウェアを用いる簡単な方法は，日

本国内で撮影された天体写真には用いることができるが，海外の非常に空の暗い場所で撮

影された天体写真には用いることができないことが分かった．また，天体画像処理ソフト

を用いて等級を調べることは，焦点距離の短い望遠レンズでは，恒星の密度が高いので難

しいが，光度測定の時に指定する恒星を選べば用いることができる．

同じ場所でも気象条件等により光害の程度は日によって異なるうえ，場所が違えばそれ
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以上に条件が異なるので絶対的な比較は難しい．しかし，大まかな傾向を調べることはで

きる．
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図１

ホットピクセルと熱によるかぶり

図２

Hnsky(Hallo northern sky）

図３

ステライメージVer.5
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２秒間露光 ４秒間露光 ８秒間露光

15秒間露光 30秒間露光 62秒間露光

図４

うしかい座のアルクトゥールス付近（200mm望遠レンズ）
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図５

拡大・明暗反転

図６

左図と同写野の星図

図７

うしかい座のアルクトゥールス付近（500mm天体望遠鏡）

図８

拡大・明暗反転

図９

左図と同写野の星図
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図10

200mm撮影の強拡大

図11

500mm撮影の強拡大

図12

Ｍ45（すばる）

図13

拡大・明暗反転

図14

左図と同写野の星図
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図15

さそり座のアンタレスと付近にある散光星雲

図16

拡大

図 17

左図と同写野の星図
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図18

ケンタウルス座の電波銀河とオメガ星団付近

図19

拡大

図20

左図と同写野の星図
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図21

ステライメージによる光度測定１

図22

ステライメージによる光度測定２


