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5.日食関連商品のまとめ 
～ 2012 年 5 月 21 日の金環日食に関する調査から ～ 

塚田 健（平塚市博物館／金環日食調査 WG）  
 

1. はじめに 

2012 年 5 月 21 日の金環日食は国内で大い

に盛り上がり、数か月前からは日食めがねな

どの観察用品や日食関連書籍のみならず、多

くの商品が市場を賑わしました。特に金環食

帯が通る地域では、その地の特産物と合わせ

た企画も登場、中には地方自治体が率先して

商品の開発・イベントの実施などを行ったと

ころもありました。本稿では、どのような日

食関連商品・企画があったのかを振り返り、

まとめました。ここで紹介する事例が関連商

品・企画のすべてではなく、誌面の関係で載

せられなかったものがあることを予めお断り

しておきます。 

 

2. なんといっても日食めがね 

日食は太陽を見るため肉眼での観察は危険

です。観察には専用の日食めがね（フィルタ

ー）が必要という周知も様々なところから出

されたこともあって、多くのメーカーから

様々なバリエーションの日食めがねが発売さ

れました。中には安全性に問題がある日食め

がねも発売され回収されるという騒ぎも起こ

りましたが、安全性については『天文教育』

誌 2013 年 7 月号[1]ほか記事がありますので、

ここでは商品としての日食めがねについて記

述します。 

2012 年 5 月 21 日の日食の前には、非常に

多くの種類の日食めがねが発売されていまし

た。日常的に発売しているものに加え、この

日食のために作られた商品が多く出回ってい

ました。書籍の付録となっていたものも多数

ありました。定番のめがね型のものからうち

わのように顔全体を覆うことができるもの、

仮面ライダーやウルトラマンなどキャラクタ

ーのお面のようになっていたもの、下敷き型

[2]のもの、それぞれ差別化を図っていました。

中には携帯電話のカメラに貼り付ける専用の

フィルターもありました。 

 
図 1 さまざまな日食めがね 

 

日食めがねの種類の多さに加えて特筆すべ

きは販売店の多様さです。この原稿を書いて

いる 2013 年 10 月 10 日現在、街を歩き回っ

ていろいろなお店を覗いても、日食めがねを

売っているところはほぼ皆無でした（代わり

に“大彗星”の文字が踊っているポスターは

見ましたが…）。ですが 2012 年 5 月上旬には、

カメラ店や書店、家電量販店に加えコンビニ

エンスストアやファミリーレストランでも日

食コーナーが設けられ販売していました。日

食の前日・前々日が土・日曜日だったことも

あり、筆者の自宅近くにある大手家電量販店

では「日食めがね特設コーナー」が作られ長

蛇の列ができていました。 

 

3. 書籍 

2012 年 5 月 21 日の日食に合わせて出版さ

れた書籍を表 1（末尾）にまとめました。一
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つの天文現象でここまで関連書籍が出版され

たのは初めてではないでしょうか？天文や科

学関係の書籍だけでなくイベントガイド誌や

ファッション誌などにも日食が取り上げられ、

それらを含めると把握できないほどの数とな

るでしょう。 

 

4. 切手・切符 

郵政三事業が民営化されて以降、郵便局株

式会社は各支社でご当地ネタを扱ったオリジ

ナルの切手を多数、発行するようになりまし

た。その中では天文・宇宙に関連する切手も

多数ありますが、2012 年 4 月 19 日には、郵

便局株式会社東京支社からオリジナルフレー

ム切手セット『金環日食』が発売されました

[3]。観測ノートや日食めがねをセットにした

商品で、5,100 セット、東京都内（一部島し

ょ部を除く）の郵便局のみの限定販売でした。 

 

図 2 オリジナルフレーム切手『金環日食』 

 

また 2012 年 5 月 11 日には、千葉県北部を

走る鉄道、新京成電鉄と北総鉄道がコラボレ

ーション乗車券として「金環日食 記念乗車

券」を発売しました[4]。これは、両鉄道の新

鎌ヶ谷駅がある鎌ヶ谷市が金環食帯の中心線

下にあることを受けたもので、両鉄道のほぼ

全駅で計 1,400 セットが販売されたそうです。

各券面には、金環日食の写真や解説図のほか、

鎌ケ谷市内の航空写真、今回日食が起きる地

域と時刻を記載した地図がプリントされてい

ます。 

 
図 3 「金環日食 記念乗車券」 

 

鎌ヶ谷市では、「金環日食中心食線と東経 140

度線が交差するまち」というコンセプトでか

まがや金環日食プロジェクトが官民一体とな

って立ち上がり[5]、鎌ヶ谷市庁舎、イオン鎌

ヶ谷ショッピングセンターなどの屋上を日食

観察用に開放したり、金環日食観測証明書を

交付したりしていました。記念切符発売もこ

のプロジェクトの一環ということです。 

（鎌ヶ谷市のある千葉県では社団法人千葉県

観光物産協会を事務局とする『CHIBA 金環

日食プロジェクト 2012』[6]が立ち上がりま

した。） 

 

5. 飲食品 

 日食に関連して発売されたもののうち、最

も多かったのは飲食品ではないでしょうか。

なかには官民一体となって金環日食に合わせ
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て地域振興・商店街活性化を目的とした取り

組みも数多く見られました。その一部をご紹

介します。 

 

5.1 金環→金柑！？ 

 「きんかん」と読みが同じであることから、

金環日食にあやかって特産の金柑を PR する

地方自治体があり、日食に因んだ商品を開発

するところもありました。 

 和歌山県の串本町では町の観光協会が中心

となって飲食店や土産物店などが「きんかん

ソフト」「きんかんジェラート」「きんかんブ

ッセ」「きんかんパンナコッタ」などを販売し

ていました。レストランでは各種きんかん料

理も提供されたそうです。 

 また神奈川県の横浜市緑区でも、金柑を使

ったメニューの公募を行い、審査で選ばれた

商品「金環リングロッククッキー」が区のお

祭りなどで配られました。また、このとき応

募があった 28 品のレシピが緑区の web ペー

ジに掲載されています[7]。緑区ではさらに、

区内にあるせんべい専門店「銀の杵横浜中山

店」が区役所と共同で金環せんべいを開発、

販売していました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 金環リングロッククッキー（左）と 

金環せんべい（右） 

 

5.2  区マスコットキャラクターとコラボ 

 神奈川県の横浜市旭区では、区のキャラク

ターが区名にちなんだ「あさひくん」という

こともあり、区職員有志で「旭区金環日食プ

ロジェクト」が立ち上がりました。そこで区

内事業者と協力して金環日食とあさひくんに

因んだお菓子・パンを開発、各店舗で販売さ

れました。金環日食や旭区を地域全体で盛り

上げていこうという思いが感じられます。期

間限定商品がほとんどでしたが、旭区の活性

化とともに、金環日食の周知にも一役買った

のではないでしょうか。 

 

図 5 金環日食に因んだ様々なお菓子・パン 

 

5.3  日食見ながら一杯！？ 

 坂本龍馬と最も縁が深いと銘打たれた高知

県の蔵元「司牡丹酒造」では、国際宇宙ステ

ーションに滞在した宇宙育ち（？）の高知県

産酵母と宇宙を旅した高知県産酒造好適米

「吟の夢」を使用した「土佐宇宙酒」が造ら

れています。その「土佐宇宙酒」の金環日食

バージョン「土佐宇宙酒 金環司牡丹」が発
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売されました。

 また鹿児島県の「本坊酒造」では、これま

たスペースシャトルに搭載され国際宇宙ステ

ーションに滞在した麹と酵母から造られた薩

摩焼酎「天覆地載（てんぷうちさい）」が金環

日食を楽しみながら飲めるように、と発売さ

れていました。金環日食は平日早朝の天文現

象でしたので、一杯やりながら…とはいかな

かったと思いますが、前夜祭や打ち上げで飲

まれたかともいるのではないでしょうか？

（筆者は資料（？）にと購入したものの、タ

イミングを逸してまだ飲んでいません…）

図 6 「金環司牡丹」(左)と「天覆地載」（右） 

6. まとめ

2012 年 5 月 21 日の金環日食は、大きな社

会現象となり、ここで挙げたように様々な取

り組みが行われ、関連商品が誕生しました。

ここで紹介できたのはほんの一部で、ほかに

も DVD や T シャツなどの衣服なども発売さ

れており、筆者が把握していないものもまだ

まだたくさんあることでしょう。これらの商

品などは、ただ単にこじつけと見るのは簡単

ですが、そうではなくここまで広範囲に金環

日食を媒介とした取り組みが広がったことが

重要なのです。2030 年には再び日本国内で金

環日食が、2035 年には皆既日食が見られます。

これら多くの活動を記録し残していくことで、

来るべき次の日食の際に必ず役に立つと思い

ます。今からでも何か情報があればぜひ筆者

までお送りください。
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表 1 日食関連書籍（順不同） 

書名 著者等 出版社 ISBN 

宝島 mook 太陽の神秘 DVD BOOK 

－日食・黒点・オーロラ・磁気嵐 

渡部潤一 宝島社 9784416211250 

別冊宝島 天体ショーへようこそ！ 

－日食、月食、流れ星…105 年に一度の

天文現象のラッシュ！ 

 宝島社 9784796689670 

藤井旭の日食観測ガイド 藤井旭 誠文堂新光社 9784416212066 

太陽のかがく えびなみつる 旬報社 9784845112456 

日食のすべて  

－皆既日食と金環日食の観測と撮影 

大越治 

塩田和生 

誠文堂新光社 9784416212264 

これから見られる日食と月食データブック 

－2050 年までの日食・月食詳細データ 

片山真人 誠文堂新光社 9784860643201 

金環日食観測ガイド 花岡庸一郎 マイナビ 9784839942083 

日食観測ガイド 2012 藤井旭 学研教育出版 9784052034794 

5 月 21 日金環日食を見よう！  誠文堂新光社 9784416212233 

金環日食観察ブック 石橋彰 秀和システム 9784798032856 

金環日食パーフェクトガイド 沼澤茂美 

脇屋奈々代 

成美堂出版 9784415110417 

2012 年 5 月 21 日金環日食ガイド  青山ライフ出版 9784904001974 

日食が観測できる本 縣秀彦 二見書房 9784576120126 

金環日食カ・ン・ペ・キ観測ノート 渡部潤一 小学館 9784091064974 

金環日食観測ノート えびなみつる 旬報社 9784845112401 

月刊星ナビ増刊 金環日食を見る  AstroArts  

ECLIPSE GUIDE 金環日食 2012  AstroArts 9784048865050 

NEWTON 臨時増刊 金環日食 2012  ニュートンプレス  

超高級ガラス製金環日食グラス BOOK  宝島社 9784796689724 

 


