
平成 29 年度全国科学館連携協議会海外科学館視察研修 参加報告 

 

期 間：平成 29 年 2 月 26 日（月）から 3 月 2 日（金）まで 

訪問先：ハワイ島 

・2 月 27 日：国立天文台ハワイ観測所（すばる望遠鏡） 

・2 月 28 日：イミロア天文学センター（展示室、プラネタリウム、スカイガーデン） 

ハワイ火山国立公園（ジャガーミュージアム、ハレマウマウクレーター） 

所属・氏名：旭川市科学館サイパル 天文台担当 近藤 祐司 

 

【2 月 26 日（月）】 
成田空港 19:00 集合に合わせて、参加者全員が 30 分前に到着。 

パスポートの確認や航空券を受け取り、出発前ミーティングを行

いました。 

そこで、“悪いお知らせ“としてマウナケア山が路面凍結など天

候条件が思わしくなく、2 週間ほど頂上へのルートを閉鎖している

との報告がありました。 

一瞬場が凍りましたが、事前に知らせを聞けたおかげで、心の準

備は整えることができました。 

 出発は日本時間で 26 日の午後 9 時 25 分発で、到着は現地時間

で 26 日の午前 9 時 20 分。 

 時間は巻き戻りましたが、夜に出て翌日の朝に到着する感覚だっ

たため、時差ボケの影響の少ないフライトでした。 

【2 月 27 日（火）】 
 午前 10 時にホテルを出発しマウナケア山へ。 

 この日も頂上への道は閉鎖されているとのことでしたが、天候が

快晴だったため、もしかしたら行けるかもしれないとの報告があ

り、予定時刻頃には凍結路面も解消され頂上まで行けるであろう

と、祈りながらマウナケア山を目指すこととなりました。 

12 時頃、標高約 2800ｍにある山頂手前のオニズカビジターセン

ターに到着。この場所で高山の環境に体を慣らしながら昼食をと

り、閉鎖解除を待ちます。頂上付近は青空が見えるのに・・・ 

ビジターセンターのあたりは雨も降ってきて状況は厳しいのか

なと思っていましたが、12 時半頃に、ここまで連れてきてくれたド

ライバーさんより「オープンしたぞ」と声をかけられ一安心。文字

通り晴れて山頂を目指すことになりました。 

オニズカビジターセンターを出発してから山肌の残雪や雲の下

の景色を見下ろしながら約 20 分ほどで、今回の訪問での最重要目

的地、すばる望遠鏡と各国の望遠鏡群が見えてきました。 

オニズカビジターセンターではほとんど気にならなかったので

すが、標高 4200ｍまでくるとさすがに気圧の低さからくる息苦し

さを感じます。 

あこがれの地に来ることができて気持ちが高揚しているせいも

あるのかもしれませんが、心拍も上がります。 

建物内の見学をする前に、血中酸素濃度を測り、数値が低い人は



酸素ボンベを装着して行動します。ガイドスタッフの方もしゃべり

ながらの行動になるため、酸素ボンベが必須のようです。 

ボンベを装着しないで行動する人も、息苦しくなったら、深く息

を吸い溜め、2 回ほど深い呼吸すれば良いと教えられました。 

このレクチャーは後の行動でとても役に立ちました。 

ロッカールームでヘルメットをかぶり、いよいよすばる望遠鏡の

中枢へ・・・ 

急いで動くと息苦しくなるので、階段の上り下りも慎重にゆっく

りと行います。内部はまるで何かの製造工場のような光景です。 

カセグレン焦点のところに設置された機材も相当な大きさでし

たが、圧巻だったのが Hyper Suprime-Cam (ハイパー・シュプリ

ーム・カム)の大きさです。 

ハイパー・シュプリーム・カムの性能はよく知られていると思い

ますが、高さが 3 メートル、重さが 3 トンもの巨大な観測装置で

す。人の背の高さと比べるとその大きさがよくわかるでしょう。 

副鏡の大きさもさすが有効径 8.2ｍに対応したものであり、触れ

てはいけない神々しさまで感じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

すばる望遠鏡見学後はお隣のケック望遠鏡のそばで景色を一望

しました。 

各国の望遠鏡群が建ち並ぶ景色は解放感もすばらしく、空気が薄

いのも忘れてつい動き回って撮影に夢中になってしまいました。 

ＴＭＴが完成する頃にでも、また訪れることができたらと思いま

す。 

 

【2 月 28 日（水）】 
午前 7 時過ぎにホテルを出発しイミロア天

文学センターへ。 

館内の展示は英語の他にハワイ語での解説

パネルがあり、古き良きハワイの伝統を伝え

ようという情熱が随所に見られた。 

エアドーム型プラネタリウムにて星空解説

のほかに伝統的航海術についてお話しいただ

いた。 

近代的な道具を使わずに星空だけを頼りに

目的地を目指すという無謀ともいえる航海

を、継承するべき伝統として今日まで受け継

がれている素晴らしさを感じることができ

た。 

午後 2 時頃、ハワイ火山国立公園へ。隕石クレーターのようにも見える火口からは今でも白い煙の上がっており、

自由に見物することができる。館内ではキラウエア火山の女神ペレの髪の毛と呼ばれる象徴的な溶岩の展示の他に

様々な溶岩や岩石を実際に触れるようにしてある展示もある。親子連れや観光客など多くの来館者でにぎわってい

た。解説文を読むだけではなく実際に触れる

ことのできる展示の興味深さを実感するこ

とができた。 

【3 月 1 日（木）】 
午前 9 時にホテルを出発し、午後 12 時過ぎの JAL 便にて帰国の途へ 

日本時間の 3 月 2 日午後 4 時半頃、成田空港到着。 
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平成２９年度海外科学館視察研修 参加報告 

 

■研修概要■ 

 期 間：平成 30 年２月 26 日(月)～３月２日(金) ４泊５日 

 訪問国・都市：アメリカ合衆国 ハワイ島(コナ，ヒロ) 

 訪問先：すばる望遠鏡[マウナケア山頂]，イミロア天文学センター[ヒロ]，ハワイ火山     

国立公園[ジャガーミュージアム，ハレマウマウクレーター，サーストン溶岩           
洞]，ブラックサンドビーチ[プルナウ]  

 

 

■所属館■ 阿南市科学センター 

■氏 名■   稲井 俊道 

■研修参加の動機と目的■ 

    阿南市科学センターには，口径 113ｃｍの望遠鏡が設置され，天体観測や地域の天文 

教育に役立てられている。今回の視察で，単一鏡では世界最大のすばる望遠鏡を訪れ， 

深宇宙の観測方法や最先端の観測技術に触れられることを楽しみにしている。天候が安 

定し，世界で最も天体観測に適しているマウナケア山頂の自然環境も体験したい。マウ 

ナケアの麓にある，イミロア天文学センターでは，各ブースのテーマや展示の方法，解 

説の仕方を学び当科学センターの展示に生かしていきたい。 

  今回の視察のもう一つの大きなポイントは，世界遺産であるハワイ火山国立公園訪問 

である。地学を専門とするものにとって一度は訪れてみたい場所である。現在進行中の 

火山活動を間近で見られるのは，貴重な体験になると思う。以上のように，世界一の天 

文台や天文学センターの訪問，火山活動の現場を見学することは，自分自身の見識を深 

めたり，今後の科学センター学習において，子どもたちの指導に大いに活用できると思 

い参加した。  以下，時系列に沿って報告を行う。  
 

 

●２月 27 日 すばる望遠鏡 

    ホテルを出発して，マウナケア山に向かう途中   
の道路脇には，溶岩が押し寄せてきて冷え固まっ    
た様子があちこちで見られた。ハワイ島が度重な  
る火山の噴火によって溶岩が積み重なりできた島  
であることがよく分かった。 

ト イ レ 休 憩 の

後，オニヅカビジ

ターセンターで気

圧に体を慣らすため，１時間ほど休憩をとった。前日

まで，山頂付近は，雪や道路の凍結で閉鎖されていた。

南国とはいえ，標高 4000m を超す山頂付近の自然環境

の厳しさを実感した。幸いにも視察団が出発する頃に

は奇跡的に閉鎖が解除された。山頂に近づくほど植物

もなくなり道も険しさを

増してきた。山頂の望遠鏡群が雪の中に見えてきたときは

感動した。中でもすばる望遠鏡の円柱形ドームは，その形

から一番目立っていた。近づいて行くとまず目に入ってく

るのは，すばる望遠鏡の下にある３つのサブミリ波観測施

設である。平地では，大気によって吸収され観測しにくい

サブミリ波を観測しているのである。その南側の山は，先

住民の聖域である。このアンテナ群の西側に，次世代望遠

鏡 (口径 30ｍ )ＴＭＴの建設が予定されている。 

 

マウナロア山から押し寄せた溶岩  

 

ビジターセンターから山頂へ  

 
SMA アンテナ群と聖域の山  
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 すばる望遠鏡に到着し，職員控え室で血液中の酸素濃度のチェックを受けた。少し数値

が低いということで酸素ボンベを装着した。施設を案内してくれたスタッフも酸素ボンベ

を付けていた。階段を上ったり移動するときは，一歩一歩  

 
 

ゆっくり進むよう指示された。ヘルメットを付けエレベー

ターと階段ですばる望遠鏡が設置してある階に着いた。ま

ず，22ｍあるその高さと 8.2ｍの鏡の大きさに圧倒された。次に，主焦点での広視野撮影

が可能になったことやナスミス焦点での太陽系外惑星の直接撮影ができることに驚いた。

大望遠鏡では，高倍率で視野が狭いのが普通で 1.5 度の広視野撮影ができる大望遠鏡はす

ばるだけである。太陽系外惑星の観測には，干渉計を使って複数の望遠鏡で行われるがそ

れを単独でしかも直接観測できる日本の技術の高さに驚かされた。望遠鏡下部の階には鏡

を再メッキするための装置があり，繊細な鏡を最少の移動でリ

メイクできるよう工夫されていた。ドームの最上階には，主焦

点カメラなどが観測装置交換システムの上に並んでおりスムー

ズに取り代えれるようになっ

ている。観測は，ドームから

少 し 離 れ た 制 御 棟 で 行 わ れ

る。コントロールルームには

たくさんのコンピュータが並

んでおりこれをオペレーター

が操作し観測者と協力して観

測を行っている。観測によっ

て得られたデータはケーブル

を通して麓のハワイ大学や日本にも送られている。すばる望遠鏡の視察を終え，隣に設置

されているケック望遠鏡に立ち寄った。ここにはハニカム鏡で世界最大口径 10ｍのツイン

望遠鏡がある。すばる望遠鏡と協力して観測を行っている。さらにケック望遠鏡の東側稜

線には，世界各国の観測施設が建ち並んでいる。その望遠鏡群下の道路を通って下山した。

下山中，水分補給のため持って行ったペットボトルを見ると真っ平らにつぶれていた。山

頂との気圧の違いを実感した。  
 

 
 
 
 

 
鏡の再メッキ用台  

 
観測装置交換システム  

 

コントロールルーム  

 
すばる望遠鏡ドームとケック望遠鏡ドーム  

 
酸素ボンベを装着  

 
8.2m 主鏡とカセグレン焦点部  

 
最上階から撮ったすばるの全景  
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ケック望遠鏡の東の尾根にある世界各国の天文台  

 
●２月 28 日 イミロア天文学センター 

 途中までは，昨日と同じ道を行きヒロ市に入った。

イミロア天文学センターは，ハワイ大学ヒロ校構内

にある。玄関を入ると，地元の子どもたちがたくさ

ん見学に来ていた。ロビーで所長さんのお話を聞き，

館内を見学した。

正面が展示ホール

になっており天文

学関係の展示はも

ちろん，ハワイの

文化を学べる展示

にも力を注いでい

る。クムリポシアターでは，お年寄りが語る伝統文化に

関する話に耳を傾け「ハワイ創世物語」が体感できる。

天文学的観点から見た生命の起源の展示は，科学的観点

から見た生命の起源，太陽系，銀河系，宇宙などに関す

る様々な体験型の展示である。日本の国立天文台が寄贈した 4D2U シアターでは，「アロ

ハすばる」や「スペースシアター」の３次元映像が体験できる。マウナケア仮想天文台で

は，最先端の映像技術が使われている。米海洋大気庁の球体プラネタリウムでは，地球表

面の雲の様子や惑星表面の様子を見ることができる。ハワイの伝統的航海術では，古代ポ

リネシアンの航海術に関することや船が展示されている。いずれの展示も，最先端技術で

分かりやすい説明がされており，大変参考になった。  

 
展示を見学した後は，移動式プラネタリウムでハワイの伝統的航海術に関する話を航海

士のカラパさんから聞いた。実際に太陽，星，海流などを利用して航海した体験談である。

カラパさんは，このプラネタリウムで各地を回り伝統航海術やハワイの先住民の文化につ

いて普及活動をしているとのことで大変すばらしいと思った。展示ホールの左奥には，も

う一つプラネタリウムがある。このプラネタリウムは，世界で初めて３D デジタル映像を

取り入れた最先端の施設である。その日の星空や天文現象によって様々なプログラムが用

意されている。すばる天文台や NASA からは，毎日新しい情報が提供されている。解説

は，ハワイ大学の天文学専攻の学生が担当している。当日は，ハワイアン・スターライン

について生解説を通訳付きで聞いた。ハワイアン・スターラインは，伝統航海術を伝える

 
気圧でつぶれたペットボトル  

 

イミロア天文学センター入り口  

 
所長さんの挨拶  

 

球体プラネタリウム  

 

マウナケア仮想天文台   

ポリネシアン航海術に関する展示  
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方法として活用されている。空を４つに分け北から南に

星々をつないで作られた。星座より大きい星の家族のよ

うなものである。KAIWIKUAMOO「背骨」と呼ばれる

春のスターラインは，北極星から北斗七星，アルクトゥ

ールス，スピカ，からす座，南十字までつなぐ。このよ

うなスターラインが季節ごとにあり，夏「釣り針」，秋

「凧」，冬「ひしゃく」の４つである。航海士は，夕方

から朝まで４つのスターラインのうち３つのスターラ

インを観察し自分の位置を知るのである。このように，

プラネタリウム一つとってもハワイの文化や伝統を大

切にして伝えているのである。阿南市科学センターで

も，地域の文化や伝統を大切にした展示や解説を取り入

れていきたいと思う。  
 

 

 

●２月 28 日 ハワイ火山国立公園(ジャガーミュージアム)   
    イミロアスカイガーデンで昼食後，火山国立

公園に向かった。ジャガーミュージアムに近づ

くと道路脇から水蒸気があがっていた。ハワイ

島の火山は，ハワイ島の地下深くにあるホット

スポットと呼ばれるマグマだまりから絶えずマ

グマが供給され活動が続いているのであるその

最前線にあるのが火山国立公園である。  
ジャガーミュージアムからは，広大なキラウェ

アカルデラの中のハレマウマウ火口が噴煙を上

げているのが見える。カルデラの中は，水平で，

粘性の低い溶岩が固まってできたことがよく分

かる。カルデラから南西にのびるリフトゾーン

と呼ばれる付近には亀裂が見られた。このリフトゾーンは海岸まで続き現在はここが活

発に溶岩を噴出している。残念ながら時間の関係で，ここは見学できなかった。ミュー

ジアムには，噴火が起きたときの地震波やキラウェア火山に関するいろいろな展示がさ

れていた。縄をよったようなシワが見られる滑らかな表面のパホイホイ溶岩，温度が低

く，ガスが抜けて流れにくいため，表面に凹凸ができたアア溶岩，溶岩が回転しながら

飛んでいるうちに冷えた火山弾などの噴出物の展示がされていた。「ペレの髪の毛」は，

噴火の際，溶岩の成分である火山ガラスが空気中で急激に冷やされてできたものである。

どの展示もよく分かるように説明されていた。  
 

 

 
 

 
ハレマウマウ火口  

 
移動用プラネタリウム  

 

ペレの髪の毛  アア溶岩  

 

パホイホイ溶岩  
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●２月 28 日 サーストン溶岩洞  

キ ラ ウ ェ ア 火 口 の 東 隣 に 位 置 し 熱 帯 植 物 の 森 の 中

に あ る 。熱 い 溶 岩 の 通 り 道 の 周 り が 冷 や さ れ 固 ま っ た

後 ，ま だ 固 ま っ て い な い 内 部 の 溶 岩 が 流 れ 出 し チ ュ ー

ブ 状 の 洞 窟 が で き た 。  

 

 

 

 

 

 

 

●２月 28 日 ブラックサンドビーチ  
  南の島の海岸の砂は，珊瑚が砕けた白い砂を思

い浮かべるが，ここは，玄武岩の砂でできた真っ

黒の海岸である。ちょうどウミガメが上陸してい

た。徳島にもウミガメが上陸する海岸があるが昼

間は上陸しないので感動した。  
 
 
 
●研修を終えて  
  初めて海外研修に参加させてもらって感じたことは，日本国内では体験できないこと

を体験できたことである。ハワイ島のスケールの大きな自然や 4000m の高山の厳しい環

境，活発な火山活動を間近で見られたことは自分自身にとって有意義な研修となった。

ハ ワ イ 島 の 火 山 に つ い て は ， 大 学 時 代 に 講 義 を 受 け て い た が ， その内容につい

て今回確認できたので大変良かった。 

イミロア天文学センターでは，天文学と地域の文化をうまく融合させ伝えていること

に感心した。テーマの設定や展示の仕方は大変参考になった。今後の阿南市科学センタ

ーでの取り組みに生かしていきたい。  
最後に，この素晴らしい研修を企画してくださった全国科学館連携協議会の事務局の

方々をはじめ，すべての関係者の皆様に心からお礼を申し上げます。ありがとうござい

ました。 

 
溶岩洞の入り口  

 
上陸したウミガメ  



平成 29 年度 海外科学館視察研修参加報告 
 

１ 研修概要 

 期間   平成 30 年 2 月 26 日（月）～ 3 月 2 日（金） 3 泊 5 日 

 訪問先  ハワイ島（すばる望遠鏡，イミロア天文学センター，キラウェア火山） 

 所属館  阿南市科学センター  

 氏名   豊田 理絵 

 

２ 研修目的    

私は今年度 1 年間，阿南市科学センターで市内の小学生を対象として教育課程に位置付けた理科学

習を行ってきた。また，地域にある科学センターを休日に子どもたちに利用してもらうことで，自然

科学への興味を持ってもらいたいと思い，小学校 3 年生からの理科学習につながるようにと考えたイ

ベント等にも取り組んできた。今回の研修では，国内の他の科学館だけでなく海外の科学館でどのよ

うに地域に根ざし，子どもたちにどんな影響をもたらしているのか意見交換したいと思った。また，

ハワイ島という良い気候条件の中にある自然の産物を学校現場で使うことができるように資料集めを

すること，そしてすばる望遠鏡という日本の研究機関を知ることで，次世代を担う子どもたちに最新

技術を少しでも伝えることができればと思い，参加することにした。 

 

３ 研修内容 

（１）すばる望遠鏡（マウナケア山） 

 公式訪問 1 カ所目は，ハワイ島中央に位置する標高 4200m のマ

ウナケア山頂に国立天文台が設置したすばる望遠鏡である。山頂は

空気が薄く乾燥していること、そして 365 日のうち 300 日は晴れる

と言われるほど晴天率が高いことから世界で最も天文観測に適した

場所のひとつとされる。 

すばる望遠鏡は，星や銀河からの微弱な光を集めることができ，

その光を集める主鏡の口径は 8.2m である。可視光と赤外光を観測

することができる望遠鏡として世界最大級である。 

集光された光は 8.2ｍの鏡に反射され，一番初めに集まるのが副鏡

である。副鏡までの距離は 15ｍと，下から見上げるといかに大きい

かを実感した。カセグレン焦点での撮像だけでなく，副鏡を使わず

にハイパーシュプリームカム（HSC）という装置を主焦点に取り付

けることもできる。今回，すばる望遠鏡の案内をしてくださった天

文学者の嘉数さん曰く，HSC の技術は日本の技術開発でできたもので世界初であるということであっ

た。世界の天文学者が欲しがるほどの技術を使った HSC は，大口径の望遠鏡では最大の視野を持つカ

メラで，アンドロメダ銀河を一度に観測することができるという。かなりの高倍率で撮像することが

できるということで，日本の技術の高さがよく分かった。研究者の惜しみない努力のおかげで，宇宙

の神秘に迫ることができ，私たちはその恩恵を受け取っているのだと感じた。 

すばる望遠鏡全体像 



外観にしても，すばる望遠鏡は円柱型にすることで雨や風に耐えうるといった条件が整い，マウナ

ケア山頂の尾根の端に設置することができたということだが，この形一つをとっても努力のたまもの

といえる。 

すばる望遠鏡については，小学生に伝えるときに何からどう伝えればよいか難しい部分もあるが，

まず技術開発の高度さであると思う。天文学者たちが，宇宙の歴史や宇宙を漂うあらゆるもの（例え

ば最近成功したという系外惑星の直接撮像など）のためにどんな研究を重ねてハワイ島のこの地にた

どり着き，研究にいそしんでいるかは子どもたちが知るべき大人の姿であると思う。次に，別の天文

台と協力していることだ。世界で競い合い貶めあうのではなく，電波のデータが欲しいときはスミソ

ニアン天体物理観測所が運営しているサブミリ波の電波望遠鏡と，隣のケック望遠鏡とは時間を交換

して共同研究するという，宇宙を探るという同じ目標をもって各国が協力できる場所であるというこ

とも，子どもたちが夢を持てるきっかけになると思った。余談ではあるが，雪が積もったときには，

クルーが登って雪を落とすこともあるという手作業があることも，高度な技術を持つすばる望遠鏡の

中でも，人間の存在を感じられる場面だと感じた。 

 

 

（２）イミロア天文学センター（ヒロ） 

 公式訪問の 2 カ所目は，ハワイ島東側の街ヒロにあるハワイ大

学ヒロ校付属科学館のイミロア天文学センターである。 

イミロア天文学センターは，ハワイ島にあるマウナケア山を天

と地のつながる神聖な場所だと考えることから始まるハワイ文化

と，マウナケア山頂のあらゆる自然条件の整った中で進められる

天文学とを学び，融合することでハワイ島のすばらしさを知り，

深い理解と探求心を持つことを目指して建てられた科学教育施設

である。 

 
① 展示ホール 

館内のすべての展示パネルには，ハワイ語と英語で説明が

書かれていた。新しい天文用語もあることから，ハワイ語を

作る委員会も設置されているという。また，ハワイアンイマ

ージョンスクールという，ハワイ語を教える学校があり，こ

の学校の設置により一時期減少していたと言われるハワイ語

を話せる若い人が増えてきたそうだ。そのイマージョンスク

 
展示ホール 

 
ハワイ語と英語で書かれたパネル 



ールを再現した部屋もあり，ハワイ語で書かれた絵本やあやとりを学ぶ場所があった。昔からある

ハワイの文化を継承するための取り組みを垣間見ることができ，ハワイ島を愛する地元の方々の次

世代へとハワイ文化を引き継ぐ意志を感じられた。ちなみに，ハワイには折り紙が好きな人も多く，

日本文化を大切にしてくれていたり，ハワイ語で日本語を教えていたりするところもあると教えて

いただいた。日本とのつながりが思わぬところで見えた話だった。 

 

② プラネタリウム・スターラボ（移動式プラネタリウム） 

館内のプラネタリウム，移動式のプラネタリウム両方と

も体験させていただいた。 

各季節の星空を見上げるために，ハワイアンスターライ

ンと言われる星座よりも大きな集まりの概念を教えていた

だいた。「ひしゃく」「背骨」「釣り針」「凧」という 4 つの

季節のスターラインは、ハワイに伝わる物語・信仰から語

られるものであるが，これは，ハワイの伝統航海術にも使

われているという。実際に現在の航海でも，どの方角にど

の位置にどの星があるということが分かれば，今自分の居

る場所がわかるという，昔からの手法でありながら現代天文学とも融合した手法であった。館内，

移動式両方のプラネタリウムで語られたスターラインの話に興味がわき，解説してくださったボラ

ンティアのエミリーさんに聞いたところ，小学生だけでなく幼児に対してもこのスターラインの話

をするということだった。小学生には，実際に自分で星座をつないでもらってオリジナルの星座の

イメージを持ってもらうことで興味をもたせていること，そして幼児にはわかりやすい星座を星空

から探してもらい方角や場所を知らせる方法を知ってもらうという，ハワイで語られる物語を大切

にプラネタリウムで解説をしているということがよくわかった。 

また，移動式のプラネタリウムは，地元の小学校低学年の子どもたちにハワイの星座の話や太陽

系の話をするそうだ。出前授業を行っているということで，地元の方に対してイミロア天文学セン

ターの意識付けになり，子どもたちの自然科学への興味のきっかけ作りになるだろうと思われる。

地域をあげて行う教育の取り組みが見られて良かった。 

 

③ すばる望遠鏡が提供したソフト 

イミロア天文学センターがオープンす

る時には，すばる望遠鏡から技術提供を

したそうだ。写真にある「ワールドワイ

ドテレスコープ」というフリーソフト，

展示ホールに入ってすぐにあった

「4D2U シアター」，それから「ロボット

カメラ」があった。地元の科学館への情

報提供がしっかりとなされていた。 

 

 
スターラボ（移動式プラネタリウム）

 
ワールドワイドテレスコープ 



私たちが到着したときには幼児のグループが，出発の時

には小学生や中学生と見られる地元の子どもたちが，スク

ールバスでイミロア天文学センターを利用するために次々

と到着していた。地域の施設をしっかりと活用している様

子が伺え，スクールバスも必要な時に利用され，ハワイ島

で学習をする子どもたちの支えとなる一つの手段として定

着していると感じた。 

また，ハワイでは小学生の授業の中で天文についての学

習はそれほど深く行っていないと聞いた。それは日本も同

じで，発達段階に応じて小学 4 年生で学習する内容は 2 つ

の季節の中で比較的分かりやすい星座を扱うのみである。しかし，ハワイ島の子どもたちには身近に利

用できるこのセンターがあり，ハワイ島に関わりの深い物語とともに天文について語り継いでくれる大

人達の姿も見ることができる。子どもたちにとって必要な情報を得る体制が整い，またそこに携わる大

人の姿を見ることで，子どもたちの中には成長後の自分を重ねて見ることができ，未来の夢を探る場所

となる素晴らしい施設である感じられた。 

 

（３）キラウェア火山 

 公式訪問ではなかったが，今後の小学校の理科学習指導につなげたいものとして火山の見学ができた

ことは，今回の研修での大きな成果の一つだと思っている。 

 キラウェア火山は，ハワイ島を構成する火山の１つで，

現在も噴火が続いている活火山である。ハワイ諸島は，ホ

ットスポットからマグマが上昇し，溶岩として吹き出した

結果形成された。その理由がわかる図解が，ハレマウマウ

火口の側にあるジャガー博物館にあった。プレートがずれ

ることで，ホットスポットからマグマが噴出する場所が少

しずつずれたため，現在はハワイ島南部にまで移動してい

るという図でとてもわかりやすいものだった。 

 小学校 6 年生の理科で，「土地のつくりと変化」について

学習する。阿南市科学センターでも，教育課程に沿った授

業展開の中で火山灰の粒を観察する学習があり，火山ので

き方にも少しだけ触れる。徳島県では，約 3 万年前に大爆発した九州の姶良火山から飛んできた火山灰

が地層に含まれていることから，火山のない四国でも見られる火山灰の地層のでき方を子どもたちに伝

えている。 

 ハワイ島は玄武岩質の溶岩が比較的穏やかに流れ出ている。日本の火山のように爆発的ではないため，

キラウェア火山は比較的安全とされ，噴火口ぎりぎりまで見に行くことができる。今回到着したときは

あいにく小雨が降っていて，噴煙がみられただけであったが，雨が上がるとキラウェア火口とその中に

さらにハレマウマウ火口のカルデラが見えてきた。その火口から南西に走る割れ目噴火の火口の筋も見

られた。その様子から，噴火口がプレートの動きによって少しずつずれていることが分かる。 

 
スクールバスで到着した子どもたち 

 

ホットスポットとプレートの関係図 

（ジャガー博物館内） 



 
 今回は，残念ながら赤く染まった溶岩を見ることができなかったが，溶岩でできた土地の色の黒さが

はっきりとわかった。島のいたるところが黒い溶岩からできいているが，その溶岩の間の少しの土から

植物が育っていて，地元の人たちから「オヒア」と呼ばれ大切にされている植物を見ることもできた。 

 これらの写真資料は小学校 6 年生の学習の中で、日本の火山と比べると溶岩の性質や火山の爆発の仕

方は違うけれど，カルデラのでき方は同じであるということを比較するための資料として，そして，自

分たちの周りの自然と関連づけて考えるための材料となると思う。 

 

 

４ 研修を終えて 

 今回，教育現場で生かせるものをと思い研修に参加したが，小学生に伝えたいことが思った以上にた

くさんできた。ハワイ島の方たちが地域を大切にし，地域と結びついた生活をしていることを知り，私

も理科学習の題材について、阿南市の地域や自然を改めて見直し，取り入れることを念頭に授業構成を

考えていきたいと思った。ハワイ文化を継承するための取り組みまではなかなか真似ることは難しいと

思うけれども，阿南市にあるたとえ小さな自然に対する発見だったとしても，そこに生まれる子どもた

ちの感動を大切にし，拾い上げることができるような教員でありたいと思う。 

 

溶岩でできた黒い浜（black sand beach） 
オヒアの花 



平成 29 年度海外視察研修 参加報告書 

 

                 

【研修概要】 

日 程  平成 30 年 2 月 26 日(月)～3月 2日（金） 

 

訪問先 すばる望遠鏡 

 イミロア天文学センター 

ハワイ火山国立公園・ジャガーミュージアム 

 

所 属  出雲市教育委員会 出雲科学館 

 

氏 名  日野 武志 

 

目 的  海外における科学館・博物館への視察研修をとおして、出雲科学館講師として 

の資質向上を目指すとともに、科学館事業に活かし、事業の充実を図る。 



【内容及び所感】 

＜2月 27 日 すばる望遠鏡＞ 

すばる望遠鏡はハワイ島のマウナケア山（右写真）

山頂（高度約 4200m）に設置された望遠鏡である。高度

4200m であるため大気は薄く、訪問については高山病に

十分注意の上、行われた。研究員が常駐してはいるが、

その環境が故に13時間以上の滞在はできないというル

ールのもと、滞在されているとのことであった。視察

当時、マウナケア山は例年にない低温と雪に見舞われており、状況次第では山頂への道が

封鎖されるため、訪問できない可能性もあった。幸いにも道路封鎖は、訪問直前に解除さ

れたため山頂まで登ることはできた。施設内では、呼吸を

ゆっくりと行うことや、急激な動きは避けることなど、低

酸素に対する諸注意が行われ、メディカルチェックとして

血中酸素濃度の測定も行われた。すばる望遠鏡では一般の

方の見学も受け入れており、その際にもこれらのチェック

は行われるとのことであった。当日は望遠鏡へのエレベー

ターがメンテナンスのため使用できず、階段を利用した。 

1 階から 3 階へ上がる程度の距離であったが、高地である

ためすぐに息切れし、油断するとめまいがするような感覚

もあった。すばる望遠鏡は副鏡を交換することができ、鏡

の代わりにカメラを取り付けることで、広角での撮影も可

能とのこと。今回の訪問では特別に副鏡を収納してある部

分も見学させてもらえることとなり、貴重な経験をするこ

とができた。望遠鏡の操作については、施設内のコンピュ

ータが使われるが、遠隔操作もできるため、日本から操作 

することもあるとのことであった。余談だが、室内に飾っ

てあったてるてる坊主について、日本人スタッフが晴天

を祈念して吊り下げてものだそうだが、外国人スタッフ

はこれを不思議そうに見ていたとのこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

すばる望遠鏡・外観 

すばる望遠鏡 

すばる望遠鏡・主鏡 

直径は 8.2m 



＜2月 28 日  イミロア天文学センター＞ 

イミロア天文学センターは、ハワイ島ヒロにある施設

で、ハワイ島の歴史と先端の天文学について紹介してい

る。ハワイ島では古くから伝えられる創世神話が現在で

も文化として様々な場所に根付いている。イミロア天文

学センターではこの古くから伝えられる精神 

（ハワイ語で「ピコ」）を重要なコンセプトに位置づけ

しており、①過去から受け継がれてきたもの、②現在の

人々のつながり、③最先端の科学やこれからの未来へ受

け継いでゆくもの、といった順で施設内をめぐることが

できるようにつくられている。地域に根差した考え方を

軸にして科学にふれることができるため、科学が学習の

対象としてではなく、身近な文化としてとらえられてい

るように感じた。ここを訪問して、地域に根差した神話

と先端の科学とが見事に融合した施設であると感じた。 

出雲科学館でも、このような地域の文化や伝承に親しみ 

ながら、科学にふれられる機会が提供できると、今以上 

に地域に根付いた科学館となるのではないだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イミロア天文学センター・入口 

エントランスホール 
館内にはハワイの伝承をモチーフ
にしたものも展示されている 

館内展示 
ハワイの自然や伝承が、ハワイ語と
英語で紹介されている 

館内展示 
天文に関する展示 

プラネタリウム 
ハワイの伝統航海術でも使用されて
いる星のならびが紹介されている 
写真は冬の星空、ハワイではイラスト
のような大きなひしゃくを描く 



＜2月 28 日  ハワイ火山国立公園＞ 

ハワイ滞在3日目午後はハワイ島南部のハワイ火山国

立公園を中心に、様々な自然に触れることができた。国

立公園内に限らずハワイ島は火山島であるため、島内の

いたるところで露出した溶岩を見ることができた。 

国立公園内のジャガーミュージアムでは、近辺の地質

学的な特徴などが、触れられる実物とともに展示されて

いた。ここでもやはりハワイ島の神話と合わせて展示物

が構成されており、伝承と科学の見事な融合を垣間見る

ことができた。施設内とその周辺には、レンジャーと思

われる職員もおり、展示の内容や周辺に見ることのでき

る巨大な火口などについても解説を行っていた。 

ハワイ島の植生を見てみると、溶岩に覆われた島では

あるが実に様々な植物が生育していることが分かる。ま

た島の東部と西部は、間にマウナケア山、マウナロア

山といった 4000m 級の山をはさんでいるためか、がら

りと変わった植生を見ることができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜さいごに＞ 

今回のハワイでの視察研修を終えて、ハワイの科学館のコンセプトについて日本とは大

きな違いがあると感じた。出雲科学館では館の目的のひとつに「市民各層に科学学習の場

を提供する」とあり、科学にふれること、科学を学ぶこと、科学を楽しむことを前提とし

ている。一方でハワイの科学館では、ハワイの伝承を根底として施設が運営されており、

その流れの中に科学が融合されていると感じた。これについては日本と海外との文化的な

背景の違いも大いに影響していることだと思うが、異なる文化圏で運営されている科学館

を視察することで、このことに大いに驚かされた。この視察研修での体験をこれからの出

雲科学館をどのような施設として運営していくか、考える手助けとしていきたい。 

 

ハワイ火山国立公園・入口 

ジャガーミュージアム・入口 

職員による解説 

溶岩標本の展示 
展示物の多くは、実物をさわれるよ
うに設置してある 



全国科学館連携協議会平成 29 年度海外研修 参加報告書 
川崎市青少年科学館 米谷夏樹 

 

■日程■ 

２０１９年２月２８日（月）～３月２日（金） ３泊５日 

■訪問国■ 

アメリカ合衆国 ハワイ島 

■訪問先■ 

マウナ・ケア山 

オニヅカビジターセンター 

国立天文台すばる望遠鏡 

イミロア天文学センター 

サーストン溶岩洞 

トーマス・ジャガー博物館 

プロミア・ブラックサンドビーチ 

■参加者■ 

旭川科学館サイバル  近藤 裕司 

宮崎科学技術館    中山 貴義 

阿南市科学センター  稲井 俊道 

阿南市科学センター  豊田 理絵 

防府市青少年科学館  土井 優 

川崎市青少年科学館  米谷 夏樹 

出雲科学館     日野 武志 

富山市科学博物館   竹中 芽美 

名古屋市科学館    鈴木 雅夫 

新潟県立自然科学館  百崎 幸子 

事務局     谷村 優太 

事務局        中峯 宏介 

 

■概要■ 

全国科学館連携協議会の海外博物館視察研修に参加しました。訪問先のアメリカ合衆国ハワイ州ハワ

イ島では、天文学、地質・岩石学、民俗学の分野を中心に展示を見学したり、研究者の方々の解説を聞

いたりしました。訪問した博物館施設等では展示内容や手法について重点的に見るように心がけました。

最先端の研究内容を反映させるためにディスプレイやタッチパネルなどが多用されていたり、ウェブサ

イト上で資料を見ることができたりと、画期的な展示方法が多くありました。ハンズオン展示や音声ガ

イド、ノンステップといったノーマライゼーションが徹底されているのもアメリカらしさを感じ、逆に

国内でいまだ普及しきっていないことへの危機感も感じました。 

 



■マウナ・ケア山■ 

 ハワイ島最高峰マウナ・ケア山は典型的な楯状火山です。マグマ成分にケイ素が少なく粘性が弱いた

め、非常に流動的なことが特徴的です。日本の火山でよく見られるような爆発的な噴火はあまり起こら

ず、噴出した溶岩がなだらかな傾斜を作り出します。まるで盾を逆さに置いたように見えるため楯状火

山と呼ばれています。そのため標高 4,205m という非常に高い山であるにも関わらず、山頂まで車で登る

ことが出来ます。4,500 年前の噴火を最後に死火山となり安定状態を保っているため、年間を通して観光

ツアーが組まれています。さらに、安定した気温と高い晴天率、交通の便が良いという条件が重なり、

マウナ・ケア山頂は世界有数の天体観測施設になっています。現在は 13 基の超大型望遠鏡が運用されて

おり、その筆頭ともいえるのが日本の国立天文台が運用する「すばる望遠鏡」です。雪の残る赤茶けた

岩山に立ち並ぶ望遠鏡は圧巻でした。地上に比べ酸素濃度が約 60 パーセントで、高山病を避けるために

研究者や作業員の中にも酸素ボンベを着用して活動している人もいました。私も低酸素症状が出たため、

ボンベを着用しての見学になりました。体が未発達な 16 歳以下は登頂が制限されています。さらに冬季

は日中でも氷点下に達することもあり、私達が訪れた日の前日まで約 2 週間、悪天候と低気温のため入

山禁止になっていたそうです。 

   

図 1a：左からすばる望遠鏡、ケック望遠鏡(２基)、IRTF  図１b：左から IRTF、CFHT、Gemini、UH2.2、UKIRT 

 

■国立天文台すばる望遠鏡■ 

 国立天文台すばる望遠鏡（以下、すばる）は、可視光と赤外線を観測できる口径 8.2ｍの反射式望遠鏡

です。単一鏡としては世界最大級の大きさを誇ります。すばるの特長は超広視野撮像と高い分解能です。

一度に広い範囲の星空のデータを取得することができ、遠い銀河や暗い天体の発見を得意としています。

数億光年という遠くの天体を調べることで、星の進化、宇宙の進化のメカニズムを解明できると期待さ

れています。超広視野主焦点カメラ Hyper Suprime-Cam (HSC; ハイパー・シュプリーム・カム)が新

たに搭載され、次々と新たな成果を収めています。申請書を提出し、審査を通れば誰でも観測利用する

ことができるため、世界中の天文学者が毎晩観測を続けています。 

 すばる望遠鏡の職員でアウトリーチ・スペシャリストでもある嘉数悠子博士に案内をしていただき、

普段の観光ツアーでは入ることのできないドーム駆動部（図 2c）、観測機器室（図 2e）も見学し、詳し

くお話を聞くことが出来ました。望遠鏡の仕様や研究内容にとどまらず、研究者や作業員の方々がどの

ような活動をしているのか生の声を聞くことが出来る貴重な経験となりました。 

 



 
図 2a : 国立天文台すばる望遠鏡 

 

  

   

図 2b : B 主鏡のメンテナンスを行うドーナツ状のフロア。レールに乗って回転できる。 

図 2c : C ドームを回転させる駆動部。 

図 2d : D 見学デッキから見た望遠鏡全体。図 2a 中の D の内部にある。奥が開口スリット。 

図 2e : 観測装置室内にある最新の Hyper Suprime-Cam(HSC) 

 

B 

D 
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■イミロア天文学センター■ 

 イミロア天文学センターはハワイ大学構内にある、世界的な科学教育博物館です。天文学とハワイ文

化を融合させて学ぶことでマウナ・ケアの素晴らしさを認識し、より深い理解と探求心を持つことを目

指しています。大学との連携が強く、最近の研究成果が常時更新されて展示に反映されていました。と

りわけ膨大なデータを可視化する技術に力を入れていて、定期的にスキャンしたサンゴ礁を立体視して

白化現象の研究をしたり、宇宙、細胞内といった通常では見られない世界を立体的に見ることができた

りしました。より研究しやすくするためのツールが、一般の教育普及にも役立っている良い例だと感じ

ました。しかも大学研究者が自作したソフトの多くがフリーで利用できるようになっていました。 

最初のフロアには、文字を持たなかったハワイの先住民族の人々が口伝してきた「ハワイ創世物語」

を見るシアターがあります。展示パネルは英語とハワイ語で書かれていました。ガイドの方によれば、

現代科学で新しく生まれた単語も委員会で話し合って新しいハワイ語を作り出しているそうです。次の

フロアでは科学的観点から見た生命の起源や、地球、宇宙の広がりが展示されており、日本の宇宙シミ

ュレーションソフト Mitaka も導入されていました。ここでもハンズオン展示や可視化が積極的に取り入

れられていました。ポリネシア系の航海移民であるハワイの人々は、造船や操舵の技術にたけていまし

た。太陽と星から位置と方角を知り、風と波を読んで長い旅をしてきました。コンパスや GPS といった

道具を全く使うことなく目的地へたどり着く伝統航海術が今でも受け継がれており、その旅の様子や船

のレプリカ、マスター航海術師と呼ばれる人々の紹介がされていました。今回はマスター航海術師の一

人である Chad Kālepa Baybayan 氏と直接話す機会をいただき、西洋や日本とは全く違う星座や星空の

見方を教えていただきました。プラネタリウムではハワイ大学の学生さんによる投影を見せていただき

ました。日本語音声の番組もあるそうです。平日は 4 回投影を行い、学習利用で団体が入る場合は午前

中にその時間を設けているそうです。ポインタの使い方や星座絵、星座線の表現が自館と大きく違い、

受ける印象も違いました。  

 

■トーマス・ジャガー博物館■ 

 キラウエア火山の火口を見下ろす場所に火山博物館があります。巨大な火口からは噴煙が立ち上り、

夜にはマグマであたり一帯が赤く染まるそうです。実物の溶岩を見ながら噴火の歴史を辿ることができ、

防災システムについても詳しく説明がありました。展示室には、火山の女神ペレの絵画や神話も大きく

取り上げられており、ここでも科学と文化の融合を強く感じることができました。 

 

 

 



■サーストン溶岩洞■ 

世界的に見ても非常に活発なキラウエア火山の火口近くには、いくつもの溶岩洞窟があります。流動

性の高い溶岩が斜面を流れ落ちる際にまず表面が固まって、内側の溶岩が流出することでできる長いト

ンネル構造です。鬱蒼とした原生林の中にぽっかりと口を開けた洞窟はひんやりとしており、歩いて 20

分もかかる長いトンネルでした。風雨や火山性地震による風化現象が早いため、いずれは崩れる可能性

もあるそうです。 

 

■まとめ■ 

 今回の訪問で印象的だったのは、自然現象を科学と文化の両面からとらえ、それらを融合して展示に

反映させている事でした。またそういった考え方や見方が人々の中にも浸透していて、自然万物に対し

て常に敬意と畏怖の念を持ち続けていることが強く感じられました。 

その境遇は日本とも非常に近しいものがあると気づきました。海に囲まれた火山島で、地震や台風（ハ

リケーン）などバリエーション豊かで活発な自然現象が多く、それが人々の生活と密接に関わっている

という点では日本とハワイはとても似ています。日本の科学館でも地震とナマズの錦絵を同時に展示し

ている例があります。歴史系や人文系の資料を積極的に取り入れたり、もしくは別の博物館と連携をし

たりすることで、もっと自然科学へのアプローチの方法が増えるのではないか、もっと自然を身近に感

じるきっかけを作ることが出来るのではないかと思いました。 

 参加者に天文分野が多いことから、ハワイでの星の見え方や普段見られない南半球の星座などが観ら

れると期待しましたが、残念ながら今回は天候不良で星空を見ることができませんでした。教えていた

だいた星探しを実践できなかったのが唯一心残りでもあります。個人的にも再度訪れたいと思える素晴

らしい場所であり、とても有意義な研修となりました。今回の研修をきっかけにして、引き続き全国科

学館連携協議会を中心に博物館同士の情報共有を密にし、天文教育に限定せず教育普及に寄与していき

たいと思います。 

 

参加者全員の集合写真 すばる望遠鏡の前にて 



図2. すばる望遠鏡の全景 

平成29年度海外科学館視察研修 参加報告 

 

■ 研修概要 ■ 

期  間：平成３０年２月２６日（月）～３月２日（金）３泊５日 

訪問国：アメリカ合衆国ハワイ州 ハワイ島 

訪問先：すばる望遠鏡、イミロア天文学センター、ジャガーミュージアム 

-------------------------------------------------------------------- 

■ 所属館 ■ 富山市科学博物館 

■ 氏 名 ■ 竹中 萌美 

■ 目 的 ■ 当館の通常投映はフルオート番組で、職員制作の星座解説（約10

分）と購入番組（約30分）を投映しているが、毎月２回程度学芸員が生解説で

投映を行っている。生解説の番組では、毎月テーマを変えて天文の話題を紹介

しているが、全て自主制作となっている。その他にも、外部と連携してプラネ

タリウムコンサートを開催しており、映像の一部は自分達で撮影・編集を行っ

ている。本研修ではすばる望遠鏡の現場を見て、普段WEB上で目にするデー

タがどのような場所で観測されているのか知ること、また、職員が兼ねてより

構想していたポリネシア航法における星空の利用について紹介する番組制作の

ための資料収集、その他ハワイの自然の映像資料収集を目的とした。 

-------------------------------------------------------------------- 

 

＜すばる望遠鏡＞ 

すばる望遠鏡は1999年、ハワイ島マウナケア

山（標高4200m）に建設された日本の光学赤外

線望遠鏡で、口径8.2mという単一鏡では世界最

大級である。 

ドームは円筒形の特徴的な形をしており、

（図1）乱流を取り込まない構造となっている

他、観測時には外部との温度差を少なくするた

め温度管理が徹底されている。また、観測時に

は人間の体温も大気ゆらぎの要因となるため夜

は人が出入りすることは基本的にない。望遠鏡

の焦点は、主焦点、カセグレン焦点、ナスミス

焦点（可視、赤外）の4つがあり、各々装置を設

置し観測データを得る。特に可視領域のナスミ

ス焦点においては系外惑星の直接撮像が行われ

ているほか、主焦点では2012年より運用されて

いるHyper Suprime-Cam (ハイパーシュプリー

ムカム）を用いた観測がされていることが特徴

の一つとなる。 

 本訪問では、すばる望遠鏡の全景（図2）を見

上げられる観測階と、望遠鏡を見下ろすことが

図1. すばる望遠鏡のドーム 



できる展望デッキ、観測機器の取り替え場、主

鏡のメッキ・洗浄装置などを見学し、国立天文

台の職員の方々に詳しく説明していただいた。 

 すばる望遠鏡は圧巻の大きさだった。日本最

大級の望遠鏡であるなゆた望遠鏡（口径2m）

を見上げた時の感覚と比べてみても、数倍も大

きく感じた。また、展望デッキからは望遠鏡上

方に装置を設置するためのレーン（図3）が取

り付けられており、作業員が命綱をつけて高所

で作業していることやドームの雪下ろしなども

人力だという話があり、多くの人に支えられて

観測が成り立っているのだと感じた。 

すばる望遠鏡では様々な観測がされている

が、中でも新しい観測カメラであるハイパーシ

ュプリームカム（図4）は満月9個分という視野

の広さで、世界から注目されている。実際に見

学した時にはその本体の大きさに驚いた。副鏡

を見学した際も、地上から見ているよりも実物

は非常に大きかった。鏡のコーティングはアル

ミ蒸着のものと銀蒸着の2種類があるが、標高

4000mという環境下では、銀蒸着でも酸化によ

る反射率の低下があまり見られないそうだ。空

気の薄い観測所ならではだと感じた。 

すばる望遠鏡のあるマウナケア山は、ケック

天文台やジェミニ天文台など多くの天文台が建

てられている。すばる望遠鏡の訪問後は、天文

台群を見学した。（図5）標高が高いため植物

が生えておらず、玄武岩質の黒い土壌中に含ま

れる鉄が酸化してできた赤黒い大地に、残雪と

天文台の白がよく映えていた。今回は幸い山頂

まで登ることができたが、今年は天候不順や路

面凍結のため満足な観測ができないチームもあ

ったそうだ。 

訪問中は終始驚きの連続だったが、高所に慣

れていない体では、ちょっとした動作ですぐに

息切れしてしまうので注意が必要だった。また

帰ってきてみるとすばる望遠鏡が大きかったと

いう感覚は残っているが、どんな道を通って何

を見たかなど細かい部分の記憶が少し曖昧にな

ってしまったのが残念である。次回来訪する機

会があれば夜はどんな雰囲気なのかも見てみた

い。 

図3. 望遠鏡上方の作業レーン 

図4. ハイパーシュプリームカム 

図5. マウナケア山の天文台群 



＜イミロア天文学センター＞ 

 イミロア天文学センター（図6）は2006年に開

館した施設で、ハワイ文化と最新の天文学の融

合の象徴としてマウナケア山を大きなテーマと

している。マウナケア山はその気象条件の良さ

から天文学者の聖地であるだけでなく、ハワイ

アンにとっても天と地がつながる場所で、宇宙

創世と自分達の起源のつながりを感じる聖地な

のだそうだ。 

本訪問では、天文学センターの展示とモバイ

ルプラネタリウム、およびデジタルプラネタリ

ウムを見学させていただき、イミロア天文学セ

ンターの職員の方と国立天文台すばるの職員の

方、ホクレア号（後述）乗組員のカレパさんに

話を聞かせていただいた。 

展示は施設のテーマであるマウナケア山から

始まり、ハワイアンの宇宙観や星を使って航海

をするポリネシア航法、マウナケアでの最新の

天文学について紹介されていた。プロジェクタ

ーによる展示やハンズオン展示も多く取り入れ

られ、日本の国立天文台が制作した4D2Uも導入

されており宇宙の最新の姿を知ることができる

ようになっていた。 

展示の解説パネルは英語とハワイ語が併記さ

れていた。（図7）ハワイアンは文字をもたない

ため「重力波」などの新しい言葉については新

しいハワイ語を作る委員会が開かれたそうだ。

ハワイアンが育んできた文化を残すために様々

な努力がなされていることが伝わってきた。 

イミロア天文学センターのプラネタリウムは

当館と同じフルデジタルプラネタリウム（図8）

で、機械は米国Sky-Skan社製 DigitalSkyⅡを

採用し、4台のプロジェクターで投映されてい

る。投映は１日４回に加え、午前に学校向けの

プログラムも行っているそうだ。訪問時は多目

的室のようなところで、空気で膨らむモバイル

プラネタリウムが設置され、学校団体への説明

に使用されていた。（図9）そのモバイルプラネ

タリウムの見学時には、主にポリネシア航法や

ハワイの星空について教えていただいた。 

ポリネシア航法とは、ハワイの伝統的な航法

図6. イミロア天文学センター 

図7. ハワイ語と英語が併記された 

展示パネル 

図8. プラネタリウムホール 

（水平・一方向型） 



で、道具を一切使わずに星や太陽をたよりに航

海する伝統的な航海術である。これを使えばハ

ワイから遠く4000km離れたタヒチまでも自由

に航海することができる。近年途絶えつつある

航法だったが多くの人の努力で復興し、この航

法を実践するホクレア号という船が世界中を旅

していて、日本に寄港したこともある。 

訪問時は、ホクレア号の乗組員の一人である

カレパさんに、航海をする上で使用する星につ

いて教えていただいた。カレパさんによると、

船の乗組員達は出港前に必ずプラネタリウムで

星の学習をするそうだ。また、ポリネシア航法

の復興に大きく寄与し、現在も活躍しているナ

イノア氏が独自に編み出した「ハウス」と呼ば

れる方位を使って特定の星がどこに沈むかで船

の位置を知る。星を見る上では邪魔になってし

まう月明かりも、真っ暗な海上では海を照らし

水平線を教えてくれるので大事な存在なのだと

いう話が印象的だった。 

航海の際、ハワイ独自の星座であるスターラ

イン（図10）も使用される。このスターライ

ンに関する神話は、オワフ島に伝わる神話など

を元にハワイの大学生が作ったそうだ。過去と

現在の融合がなされているという点で、今まさ

に新しいハワイの星空文化が芽生えているのだ

と感じた。 

デジタルプラネタリウムでは、解説員のエミ

リーさんによる今夜の星空解説とバックヤード

の見学をさせていただき意見交換も行った。

（図11）ハワイの子ども達にどのようにして

星空案内をしているか、という質問では子ども

たちに自ら星を見つけてもらうために初めは指

をさしてもらっている、ということなどを教え

ていただいた。次回来訪することがあれば是非

午前の学校団体向けの投映を見学したい。 

 

＜ジャガーミュージアム＞ 

 ジャガーミュージアムはキラウェア火山のあ

るハワイ国立公園内に位置し、1985年に建て

られた施設である。展望台からは火山の火口で

あるハレマウマウ・クレーターを望むことがで

図9. モバイルプラネタリウム 

図10. スターラインとハウス（方位） 

図11. プラネタリウムのバックヤード 

図12. ハレマウマウ・クレーター 



きる。（図12）施設内には火山噴出物が多く展

示され、実際に触ることもできた。今回は滞在

時間が短かかったため、じっくり見学すること

は難しかったが、噴出物に「ペレ（ハワイの女

神）の髪の毛」（図13）という名前がついてい

ることなど、ハワイアンの自然の捉え方が解説

されている点が印象的だった。また、地震計の

実演コーナーなどもあり、多くの観光客で賑わ

っていた。 

 

＜終わりに＞ 

 ハワイに行ったのは今回が初めてだったが、随所に日本的な呼び名があり、

現地の人も日本のことをよく知っておられ、親切に接してくださったことが印

象的だった。また、サーストン溶岩洞やブラックサンドビーチなど火山島であ

るハワイならではの自然を自分の目で見ることができたのも大きな学びであ

る。夜は残念ながら雲が多く、南十字星を始めとした南天の明るい星は見えな

かったが、ハワイで見る月の高さ、明け方のさそり座の高さに緯度の違いを感

じることができたのは貴重な体験だった。 

訪問にあたり、すばるでの解説やイミロア天文学センターでは逐一日本語に

翻訳をしてくださった国立天文台ハワイ観測所の嘉数さんをはじめ、現地でお

世話になった方々、真夜中まで一緒に空を見上げた参加者の方々、そして何よ

り本研修を企画してくださった事務局の方々、引率してくださった日本科学未

来館の中峯さんと谷村さんに深く感謝申し上げます。貴重な経験をありがとう

ございました。 

図13. ペレの髪の毛 



平成29年度海外科学館視察研修 参加報告 
 
■研修概要■ 

期 間：平成30年2月26日（月）～3月2日（金） 3泊5日 

訪問国：アメリカ合衆国（ハワイ州ハワイ島） 

訪問先：すばる望遠鏡 イミロア天文学センター（以上公式訪問） 

    ハワイ火山公園内 ハレマウマウ・クレーター ジャガー・ミュージアム 

             サーストン溶岩洞 

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
■所属館■ 名古屋市科学館 

■氏 名■ 鈴木雅夫 

■目 的■ 当館では、すばる望遠鏡が完成したおよそ20年前のファーストライト・ライ

ブ中継イベントに始まり、プラネタリウム番組等を通じて観測結果・研究成果を市民等に

紹介してきた。明らかになった新しい宇宙の姿や、そこで起きている現象の科学的な価値

を伝えるのが我々の仕事である。その際、データの正しい理解や観測装置自体を理解する

ことは有益かつ必須なことである。今回、公式訪問により「すばる望遠鏡」の本体、観測

装置、立地環境、観測環境、メンテナンス状況などを現地で実際に視察・体験することを

主目的に、併せて火山島であるハワイ島の魅力体験も目的として研修に参加した。 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
 

★短期集中！？の全体行程 

 今回の研修は成田とハワイ島コナの直行

便を利用したため、乗り継ぎによる待ち時

間や移動の時間が比較的短く、効率の良い

行程であった。到着日、現地出発日を除く

滞在中の２日間で、公式訪問先が２箇所で

あったことも無理の無いスケジュールで、

それぞれの箇所で充実した視察を行うこと

ができた。 

 ３泊とも同じホテルで、到着後に自由時

間があったので町の様子を知ることができ、

ツアーに組み込まれていないなかった夕食

も不安無くとることができた。 

 全体で５日間の日程は、職場を開けるの

が比較的短期間で済むという点では有利で

あるが、実質現地で２日間しか研修を行え

ないという点では物足りない点がある。移

動が少ない今回のツアーでもこの様な状況

なので、毎回「日程対効果」を考慮して立

案する事務局の苦労がしのばれる。 

 

★“すばる望遠鏡”と対面は 50:50 

 成田空港集合時点で「道路が凍結してお

り山頂まで登ることができないかもしれな

い。当日にならないと通行規制が解除され

るのか判断されない」と説明を受けたとき、

参加者全員、顔が青くなった。 

 山頂まで登ることができない場合でも、

すばる望遠鏡アウトリーチご担当から説明

をいただけること、その場所も確保してあ

るという代替案を計画していただいており、

研修を確実に実施できる体制を整えていた

だいたことが分かった。相手が自然現象で

あり人知のおよぶところでは無い。連携協

事務局とすばる観測所と密に連絡を取って

くれているので、良い知らせを期待して飛

行機に乗り込んだ。 

 結果的に中腹のオニツカビジターセンタ

ーに着き、高地に体を慣らしている時、ま

さにゲートが開いた。タイムリミットギリ

ギリまで登頂可否が分からない！ドキドキ

のスリルをも体験することができた！ 

 

★何事にも代えがたい実際の体験 

 今は科学館の職務でインターネットの活

用は必須で、SNS による情報発信も研修対

象となっている時代である。今回の研修も

事前に“すばる望遠鏡”の広報サイトを紹

介いただいており、各自が研修・準備でき

るコンテンツが多く存在している。 



 

 観測／研究の施設や装置、そこに携わる

人々の苦労や大変さも情報で得ることはで

きるが、実際に現地に赴くことは「直接、

肌で理解することができる」ことになる。

標高 4000 メートルの地は、人間にとっては

厳しい環境であるが装置にとっては極低湿

度の良好な乾燥環境であること、山麓移動

中は雲の中で山頂付近は雲上に出て晴れ！

「年間 300 日晴れる」と言われているマウ

ナケアの天候そのものを表していた。こう

した彼の地の環境を自分も一般向けに解説

してきたが、実体験を踏まえて話すことが

できることは強みとなる。残るのは「好天

の夜間に実際の天体を観て好シーイングを

実感」できればパーフェクトであるが、「科

学館関係者」対象研修より「天文教育関係

者」の研修で実施すべきことかと思う。 

 観測所内では、血中酸素濃度測定結果で

70 未満の数値が出た人は酸素携行しての

移動となった。帰国後にネットで調べたが、

あの数値は血液中のヘモグロビンが実際に

酸素を運んでいる割合（％）ということで

通常の生活では 98 程度の値が出る。自分は

77 だったので補助酸素無しで行動したが、

途中で心臓バクバク！を何度か体験した。

普段の生活環境と全く異なる高地・低酸素

環境であることをまさに「体感」できた。 

 主焦点部に上がった際、アルミ蒸着（メ

ッキ）と赤外線反射率の高い銀蒸着（メッ

キ）の２種類副鏡に用いて観測装置によっ

て副鏡を交換していると説明を受けた。研

究装置なので 適な装置の組み合わせを選

ぶのは当然である。天体観測の歴史では、

アルミの蒸着メッキ技術が開発される前は

銀メッキが主流であった。銀メッキは材料

費が高価であるだけでなく、短期間で反射

率が落ちるため定期的な再メッキも必要で

あり、そのコストも必要となる。対するア

ルミメッキはコーティングを施すことで一

般的な使用では 10 年以上も再メッキが必

要の無いレベルに達している。そのため、

現代ではアルミメッキが主流である。 

 すばる望遠鏡の銀メッキ副鏡は、想定よ

りも反射率が落ちないため、当初の計画よ

りも再メッキ間隔を長くしていると説明を

受けた。銀が曇る原因は酸化である。大気

中の酸素割合は地上と標高 4000ｍでさほ

ど変わらないが気圧が低いことは間違いな

い。酸素が鏡面に与える影響が少なく酸化

しにくいのではと（自分は）理解した（真

偽の確定には追調査が必要かも！）。 

 

★イミロア天文学センター 

 ハワイ大学ヒロ校の関連施設として

2006 年に開館したセンター。館長のご挨拶

と開館の経緯、ハワイの歴史とハワイ語を

使った解説パネルといった特徴も説明して

いただいた。アメリカの博物館施設らしく

入館料は高めだが、ドネーションも集めて

運営している。国立天文台もスポンサーと

して協力しており、WEB では日本人を対象

とした日本語のページもある。 

 マウナケアという世界の観測天文学のメ

ッカを紹介する「天文学センター」の名の

通り 新の天文関係の展示が多くあるが、

観測所スタッフミーティングが行われる部屋

に案内され、説明を受けているところ 

血中酸素濃度の測定結果で酸素携行する 

一般見学では入らない４階！（実際はすばる望

遠鏡の高さ約 22ｍの最高点付近の横にある部

屋）で交換する複数の観測装置を確認 



ポリネシア航法として太陽と星を使って海

を思い通りに移動していたハワイの歴史も

力を入れて紹介している。この伝統航法を

用いて航海した双胴のカヌー・ホクレア号

も屋外に展示してある。また、当日、タヒ

チーハワイ間を実際に航海した航海士から

移動式プラネタリウムを用いる児童・生徒

向け教室の実演解説を聞く事ができた。 

 施設のプラネタリウムでは、我々のため

だけにスタッフによる特別解説を実施。ま

た、プラネタリウム設備のバックヤードも

見せてさせていただいた。通常見ることが

できない対応ばかりで、まさに公式訪問と

させていただいた成果であった。 

 科学館であると同時に、民族的な文化継

承も大切にする地域性を活かした施設であ

ることを良く理解できた。 

 

★公式訪問以外の視察 

 ハワイ火山国立公園では観光地であり多

くのツアー（日本人も含む）客が訪れてい

た。到着時、悪かった視界が急に良くなり、

ハレマウマウクレーターも全景を見ること

ができた。火山や火口、吹き出る水蒸気な

ど、日本でも見ることはできる。しかし、

地球上でも限定的であるホットスポットで

あるハワイ島では、粘性の低い溶岩で形成

される特徴的な光景を見ることができた。 

 ハワイ島の火山研究者トーマス A ジャガ

ーの名を冠したジャガーミュージアムでは、

火山およびハワイ島の地球上の地質学的意

義、調査の歴史などが紹介されていた。 

 過去の溶岩が通り抜けた際に形成された

サーストン溶岩洞は、人が立ったまま歩け

るサイズの洞窟である。雨天に加えて、洞

窟内で落ちる水も多く、途中水が溜まって

歩きにくいところもあったが、照明なども

ある程度整備されており、問題無く通り抜

けできた。 

 玄武岩質溶岩が多数を占めているハワイ

島は、玄武岩が黒いため、天然の白い砂浜

は無いと言われている。帰路途上で「ブラ

ックサンドビーチ」にも立ち寄りウミガメ

と遭遇することもできた。 

 観光地のハワイなので、見学先に観光客

が多くいたが、「自然」に対する人々の興味

関心を再確認することができた。 

 

★最後に、研修への参加形態と謝辞 

 今回はマウナケア山頂への移動車の都合

もあり、全体の参加数は決して多くなかっ

たが、北海道、九州、四国からも参加があ

った。研修先の魅力を理解したメンバーが

日本各地から参集したと思われる。 

 連携協の研修は公的／職務としての要素

が強いが、参加形態はそれぞれの職場の判

断がある。情報交換している中で、「出張費」

は出なくても「職務免除（専念義務免除）」

は与えられて参加している例があることが

分かった。当館でも、今後、特に若い職員

が見聞を深めるために連携協の研修に参加

したいと希望した場合に同様に扱えないか、

職場と調整をしておきたいと考えている。 

 

 

 すばるのアウトリーチ・スペシャリスト

ですばる望遠鏡に加え、イミロア天文学セ

ンターでも説明をいただいた嘉数悠子氏の

アクティブさには大変、感心した。研究者

としての経歴を持った人が、一般の人に対

して研究施設・装置を解説し、自ら社会教

育施設で教育普及活動を積極的に行ってい

る姿は、見習うとことが多く、刺激になっ

た。「すばる望遠鏡の見学には欠かせない」

彼女の存在自体を人々に広く知っていてい

ただきたいと感じた。 

 後に、この様な企画を立案いただいた

連携協関係の皆様、特にご同行いただいた

谷村様、中峯様には大変お世話になり、そ

して何のストレスも無く楽しい時間を共有

できた同行者の皆様に感謝して報告とさせ

ていただく。 

すばる望遠鏡の広報用配布物 望遠鏡・装

置・観測者紹介 ポストカード 写真に写っ

ていないが USB メモリも！ 



平成 30 年 3 月 18 日 

 

平成 29 年度海外科学館視察研修 参加報告 

 

【研修期間】 平成 30 年 2 月 26 日（月）～3 月 2 日 3 泊 5 日 

【訪問先】 

 

アメリカ合衆国ハワイ州ハワイ島 

・国立天文台すばる望遠鏡 

・イロミア天文学センター 

【報告者】 新潟県立自然科学館 百崎幸子 

【目的】 新潟県立自然科学館（以下、当館）は、科学全般を扱う総合科学館であ

り、天文分野においては常設展示の他に口径 60 ㎝反射望遠鏡を備えた天

体観測室と平成 24年 3月にリニューアルしたプラネタリウムの施設を有

する。展示およびプラネタリウム番組投映以外にも、それらを活用した

天体観測イベントやプラネタリウムイベントを実施している。 

今回の視察では、天文系の科学普及施設を見学することで、自館のイベ

ント実施・広報面において還元できる手法や見せ方などを吸収したいと

思い参加した。 

【研修内容】 【国立天文台すばる望遠鏡】 

ハワイ観測所において、アウトリーチ・スペシャリストとして勤務する

女性天文学者の方より、施設内をご案内いただいた。 

マウナケア山頂（標高 4,200ｍ）という高地に立地し酸素が薄いことから、

施設勤務者は皆、必ず脈拍・心拍数を計り、基準以下の場合は酸素チュ

ーブをつけ高山病を防ぎながら、作業につくといい、ここには日本人ほ

か海外スタッフを含め 100 名ほどが在籍している。彼女もこの日の測定

数値が低かったため、酸素チューブを装着しながら私たちを案内してく

れることとなった。私たち見学者も一度、標高 2,800m のオニヅカビジタ

ーセンターで小休憩を取り、体をならした後、山頂に上がり同様に測定

し、基準に達しなかった人はチューブを装着しての見学となった。高地

では、思考能力も鈍くなるため作戦会議など重要なミーティングなどは

全て下界の山麓施設で行っているとのことだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真◄ すばる望遠鏡が収められている観測棟 



まずは、円筒形の観測棟に収められている世界最大の 1 枚鏡、8.2m の主

鏡を真下より眺める。主鏡が大きければ大きいほど、より多くの光を集

めることができる。この主鏡に星や銀河からの光が届き、反射した光は

その上にある副鏡でさらに光を反射させて、カセグレン焦点へ届くとい

う仕組み。 

次に、階を上がり、主鏡をほぼ真横の高さから眺める。観測時には主鏡

のカバーが開き、建物外壁もオープンになる。主鏡と副鏡間の距離は

15m。ちょうど当館がすっぽりと収まってしまう高さであった。その副

鏡を最新のハイパー・シュプリーム・カム（HSC）に付け替えることに

よって、より広大な視野を持つことが可能になり、アンドロメダ銀河を

一度に収めることができ、それはこのすばる望遠鏡でのみ可能なことだ

という。そして、つい先日もその装置を使って暗黒物質の新しい分布を

描くことに成功したばかりという最新のニュースが伝えられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この観測棟に人がいると人体から多少なりとも大気に揺らぎを生じさせ

てしまうため、観測の際には、全くの無人になり、全て遠隔操作で観測

が行われる。隣の制御棟には複数のモニターが並ぶコントロールルーム

がある。 

 

 

 

 

 

（写真▲ 左）コントロールルーム 右）気圧 620hPaを示す気象モニター画面） 

写真◄ 主鏡部（下部） 

写真▼ 主鏡部（上部） 

副鏡 

主鏡 

約 15ｍ 

写真▼ 当館の外観 



【イミロア天文学センター】 

エントランスホールにて、館長による歓迎のあ

いさつを受け、その後は前日もお世話になった

すばる望遠鏡の女性職員により館内の展示案

内、エアドーム内で伝統航海士による星座を利

用した伝統航海術の紹介、ハワイ大学の学生に

よるプラネタリウム解説が行われた。 

ハワイは昔から天文学分野では最先端の技

術・情報を持ち、本施設はハワイ伝統文化と天文学を融合して紹介して

いる。展示の文字解説は、英語とハワイ語

が併記されている。マウナケア山頂にある

各国の天文台の情報センターという役割

もあり、天文台の紹介のほか、展示エリア

の床には各天文台望遠鏡の大きさを表す

円が描かれていた。もちろん一番外側の円

はすばる望遠鏡のものである。またここには、国立天文台が開発した

4D2U が設置されているほか、マウナケア中腹にあるオニヅカビジターセ

ンターから見られる星空映像をライブ中継でプラネタリウム内で映すイ

ベントも実施している。私たちが訪れたこの日は、伝統航海術による世

界一周の旅を終えたばかりの伝統航海士がおり、ハワイの伝統航海術に

ついてエアドーム内で星を投映しながら解説をしていただいた。また、

プラネタリウムでは、特別に私たち訪問団のためだけに、学生によるハ

ワイ文化を交えた南半球の星空解説が行われ、ハワイ伝統航海時代から

ある４つのスターライン（星座線）について教わった。 

【研修の成果 

および所感】 

【国立天文台すばる望遠鏡】 

日本出発時に連携協事務局の方から、天候不良が続いているためすばる

望遠鏡施設には上がれない可能性が高い旨の説明を受け、訪問当日も待

機場所のビジターセンターにて、1 時間後に天気が回復しなければ下山す

るという状況であった。しかし、マウナケア山頂の天気が好転し、幸運

にもすばる望遠鏡を見学することができた。眼前に巨大な望遠鏡を見て、

その大きさを体感しつつ、先に紹介した案内人による分かりやすい説明

で望遠鏡の仕組みや最新技術、観測方法等について知るとともに、数あ

る観測施設の中でも、唯一無二の観測を可能にしているからこそ世界の

天文学者から注目されているということが実感できた。 

天文イベント等で使用する天文画像は、まさにこのすばる望遠鏡で捉え

たものであり、そういった日本の優れた科学技術やそれよってもたらさ

れた情報を今後も積極的に当館で活用していくべきだと感じた。 

【イミロア天文学センター】 

館長が歓迎のあいさつの際にされたお話の中で、ハワイ伝統文化では人



間の体には 3 つの重要な部分があり、それらは頭・おへそ・生殖器であ

るという話がとても印象的であった。中でもおへそは、母親と赤ちゃん

が繋がる大切な場所＝へその緒であり、またマウナケアも宇宙とつなが

る聖なる場所＝へそだと考えられる･･･というような内容だったと記憶

する。そして、現在マウナケアは世界各国の天文施設が集まる宇宙観察

の中心的役割を果たしている。 

センター内の展示では、最先端の天文技術・情報を伝えながら、ハワイ

伝統文化を絡めた展示方法で構成されていた。前述した 4D2U のほかに

も、The Science On a Sphere という大きなデジタル地球儀があり、

NOAA, NASA などのデータベースから、子どもたちは地球上の大気、海

流の様子など知りたい項目を自由に選んで表示させることができる。展

示パネルは全てハワイ語と英語を表記し、星空解説でもハワイ語の星

名・星座線を紹介、展示・イベント名の一部にもハワイ語を採用、子ど

もたちがハワイ語を学習できる一角もあるなど、ハワイならではという

展示手法が大変興味深く、地域色を出す手法として大変参考になった。 

広報面においては、時間の都合上、センター職員との質疑応答時間が取

れず、広報に関するお話が聞けなかったことは残念であったが、参考に

なるような掲示・案内表示を見ることができた。イベントポスターや案

内表示に手書きのものは一切なく、一枚のポスター内で綺麗にレイアウ

トし掲示され、すっきりとした印象を受けた。当館では、イベント数も

多く、貼替スパンも短いので全ては真似できないが、特に施設入口付近

の掲示は来館者の第一印象を大きく左右するものなので、当館の現状の

掲示方法について改善のヒントを得ることができた。 

今回の視察では、すばる望遠鏡を支える最新技術と、古代より現代に伝

わるハワイ伝統航海術時代の天文学は延長線上にあるということが感じ

られる面白い体験をすることができた。特にハワイ独自の星空の区分（4 

star lines）の考え方や、方角と東西南北にそれぞれある家（6 houses）

の考え方は、大変合理的で天文学の歴史を知る上でも大変面白いと感じ

た。また各施設で、普段見られない場所も見学させていただき、web サ

イト上の情報とは異なる分かりやすい説明案内に喜びを感じた。当館の

バッグヤードツアーもこういった工夫があれば、子供たちに十分魅力的

なイベントコンテンツとなる可能性を感じた。各日、往復 4 時間という

長い移動時間ではあったが、他科学館情報やそれぞれの施設での課題

点・問題点など意見交換ができたことも収穫の一つである。今回の研修

の経験を普段の業務に活かし、地元独自の色で人を惹きつけられるよう

なイベント・広報を仕掛けられたらと思う。 

最後に、個人では経験・体験できないような研修に参加できたこと、そ

の機会を与えて頂いた関係者の方々に深く感謝いたします。 

 



平成２９年度海外科学館視察研修  参加報告  

 
■研修概要■  

期間：平成 30 年 2 月 26 日（月）～ 3 月 2 日（金） 3 泊 5 日  

訪問国：アメリカ合衆国ハワイ州  

訪問先：[ハワイ島 ]すばる望遠鏡、イミロア天文学センター、ハワイ火山国立

公園  

■所属館■ 防府市青少年科学館  

■氏 名■ 土井 優  

■目 的■  

 当館は、子供たちに科学・技術に対する興味関心の向上を目的として 1998

年、防府市により設置される。科学・技術に関わる常設展示物や科学教室等

様々な企画を行っている。その中で天文教育普及に携わる者として、世界的

に有名な天文施設（すばる望遠鏡）を視察研修し天文普及教育の見識拡充す

ることを目的とする。  

 
[すばる望遠鏡 ]  

日本の技術の粋を集めた、すばる

望遠鏡を実際にみるということは

天文に興味を持つ者にとって極め

て 強 い 衝 撃 を 受 け る も の と 興 味

津々であった。しかし、天気が不安

定でオニズカビジターセンター到

着時、頂上付近は通行止めであると

いう案内に落胆、昼食終わりの頃、

皆さんの行いが好いため通行止め

解除となり、マウナケア頂上にまで

辿り着くことが出来た。標高 4200

ｍの頂上に近づくにつれ辺りは火

山岩がごろごろしており、まるで火

星の地形を思わせるようであった。

また途中マウナロア山頂まで下層雲が滑昇している光景は熱帯気候エリアの

自然現象の大きさを感じた。  

頂上に近づくとドームの形が周りと比べ異なるエンクロージャー型が姿を

現した。設計までに風洞実験を重ね強風に耐える造りとなっている。国立天

文台が海外に初めて建設した天文台の中に入ると、主鏡 8.2ｍの大型光学赤

外線望遠鏡を備えた青い色をした望遠鏡がそびえ立ち、また、３階からも見

下ろしてその大きさに感動を覚えつつ、ハイパー・シュプリーム・カムも見

ることが出来た。建物内部は整然としており、高山病の恐れがあるにもかか

わらず平然と作業している整備員等みなさまには驚かされた。その後、ケッ

ク望遠鏡の外観を見学した。この折、頂上付近の池に赤ちゃんのへその緒を  

図１ マウナケア山の滑昇雲  



沈めた話を聞き、神の宿る山であることを再認識した。  

[イミロア天文学センター ]  

 2006 年ハワイ大学ヒロ校附属科学館として開館。ハワイ文化と天文を融合

した展示であり、ハワイアンのルーツや伝統と宇宙が密接に関係しているこ

とを見事に展開していた。また、学校教育との連携を重視しており、解説パ

ネル等は、子供目線に合わせ、幼稚園から小中学校、高校まで、文化と天文

に関する最高の学習環境を提供できる施設であった。  

 移動式のプラネタリウムでは復元船で世界一周した航海士による解説があ

った。星の位置や高さによって、緯度や方向を決め、目的地まで航海する伝

統的航海術スターラインについて説明を受け、実際に手や指を使って測量す

る解説は、時間があればもっと聞きたい話であった。  

[ハワイ火山国立公園 ]  

最初霧が覆っていたが、霧が晴れると、活火山であるキラウエア火山が迫

力をもって姿をあらわした。火山博物館では火山活動のシステムをパネルや

図２ すばる望遠鏡外観  

図４ 復元船模型  図５ 移動式プラネタリウム  

図３ すばる望遠鏡  



溶岩を展示して説明しており理解しやすかった。また、キラウエア火山と火

の女神ペレを結び付け、ペレの髪の毛などの溶岩の展示もあり、伝統文化と

の融合が見られた。また溶岩が流れた後トンネルとなるサーストンラバ・チ

ューブには驚かされた。最後にブラックサンド海岸公園の溶岩が砕けた黒い  

砂浜を歩きハワイの景色を堪能し、ウミガメにお別れの挨拶し本研修をわる。 

 

 
■まとめ■  

天文学の最先端の機器を備え観測がおこなわれているマウナケア山がハワ

イの歴史・文化に深いかかわりをもっていることに感銘を受けました。また、

キラウエア火山でも同様の結びつきを見ることが出来、ハワイ島に対する考

えが変わったことを痛感しました。  

なお、標高の高い自然環境のなかで、すばる望遠鏡の維持管理に努めてお

られる従業員の方々に心から敬意を表します。今後の普及教育に生かしてい

く所存です。  

最後に、この貴重な機会を頂いた関係各位の皆様及び、すばる望遠鏡等で

熱心に御説明頂いた関係者の皆様に心から感謝いたします。  

 

図６ キラウエア火山  図７ 火の女神ペレ  



平成２９年度 海外科学館視察研修 報告書 
 

（公財）宮崎文化振興協会 宮崎科学技術館 

副館長兼業務一課長 中山 貴義 

１ 目的 
○ 地上での天文観測の最適地であるハワイ島マウナケア山頂を訪問し、多くの研究に貢献し、成

果を生み出しているすばる望遠鏡の視察を行うことで、自らの天文教育に活かす。 

○ 科学教育施設であるイミロア天文学センターを訪問し、天文研究の最先端の地のひとつである

ハワイ島における天文教育の実際を視察することで、今後の宮崎県の天文教育に活かす。 

○ 現在も活発な火山活動を続けているハワイ島を訪問し、山の形状や地質の特徴を視察し、日本

と比較することで、自らの地学教育に活かす。 

 

２ 視察研修期間 
○ 平成３０年２月２６日（月）〜３月２日（金） 

 

３ 視察研修先 
○ アメリカ合衆国ハワイ州 ハワイ島 

・ 自然科学研究機構国立天文台ハワイ観測所（すばる望遠鏡）、マウナケア天文台群 

・ イミロア天文学センター 

・ ハワイ火山国立公園（ジャガー博物館、キラウエア山ハレマウマウ・クレーター、サースト

ン溶岩洞）、プナルウ黒砂海岸 

 

４ 視察研修人数 

○ １２名 

 

５ 視察研修内容 
○ すばる望遠鏡・マウナケア山 

 
国立天文台の運営する有効口径 8.2ｍのすばる望遠鏡は、標

高 4200ｍのハワイ島マウナケア山頂に設置されている。訪問し

た 2018 年 2月は悪天候が続いており、道路の凍結等で訪問が

危ぶまれた。高山病予防のために 1時間ほど滞在した標高 2800

ｍのオニヅカビジターセンターでも、到着時は入山が規制され

ていた。また、晴れ間も見える天候であったが、みるみる雲の

中に入り、横殴りの小雨の天候になった。幸運にも規制は解除

され、入山が可能となった。 

山頂に向け出発すると、すぐに雲は晴れて、日差しが降り注

ぐ穏やかな天候になった。また、標高 2800m付近には群生して

いた植物の姿が全く見られなくなった。山頂に向かうに連れ茶

褐色から赤色の岩肌に変わり、白い雪も見られるようになっ

た。赤色に変わった岩石から地中深くから噴出した玄武岩に多

くの鉄が含まれていることが予想された。 

次第に富士山よりも高い高地に、望遠鏡を収めるドーム群が

見られるようになる。そして、目的地の国立天文台ハワイ観測

所の特徴的な円筒形が山陰から現れた。 

 
オニヅカビジターセンター 

付近の植生 

 
マウナケア山頂 



高所にある天文台では、低酸素のため落ち着きのある行動を心がけなければならなかった。レ

クチャーを受けた後、ドームの内部に案内された。ドームを駆動するリニアモーターの並ぶ内部

は薄いオイルで支えられているとの説明に驚いた。いよいよ、すばる望遠鏡へと案内された。ま

ず目に入ったのは、カメラ等の観測装置を取り付けるカセグレン焦点の部分だった。むき出しの

コード類で構成されている複雑な装置の部分は難解ゆえの魅力を感じた。また、その上部の主鏡

部分が非常に巨大で、圧倒された。時間を忘れて見入ってしまった。また、主焦点部分に取り付

けられる、副鏡及び超広視野主焦点カメラ HSC（Hyper-Suprime-Cam 4096×2048画素の CCDを

116 個並べた画素数約 8億 7千万のデジタルカメラ）を間近で見れる機会があった。2 月 26日に

発表されたダークマターの「地図」作成で用いられたカメラを見ることができたことに大きな喜

びを感じた。最後にドームの上部に案内され、すばる望遠鏡の全体像を視察できた。大きな構造

物が稼働する姿をイメージする事ができ、同時に魅力的な宇宙の姿に思いを馳せることができ

た。また、すばる望遠鏡の制御・計算室にも入室でき、研究者の熱意を感じることもできた。 

 

 

 

 

 
カセグレン焦点部と 

観測装置 

 
すばる望遠鏡 

副鏡 

 
ドームを稼働する 
リニアモーター 

 
すばる望遠鏡 副鏡 

 
すばる望遠鏡 HSC 

 
すばる望遠鏡 全体像 

 
観測装置 

取り付けクレーン 

 
制御・計算室 

 
ハワイ観測所 



○ イミロア天文学センター 

イミロア天文学センターはハワイ大学ヒロ校付属の科学

教育施設で、ハワイの歴史、伝統から航海術、そして最新

の宇宙科学までを学ぶことができる。イミロアとはハワイ

語で「探検者」「探求」つまりナビゲーターという意味が

あり、センターの玄関にもマウナケアと航海で使われるホ

クレア号がデザインされている。 

館内は 3つのコンセプトでレイアウトされている。セン

ター長のカイウさんの説明を、国立天文台の嘉数さんが通

訳してくださった。 

「古来ハワイには自らの身体と、外の世界を繋ぐ場所と

して３つ大事な部分があります。１つ目がピコ・イー、

それは頭の天辺となります。その頭の天辺ピコ・イー

が、外のスピリチュアルな世界とつなげるポイントとな

っています。マウナケアはハワイアンにとってはピコ・

イーとして大事にされています。2 つ目のピコはおへそで

す。（ピコ・オー）我々人間はへその緒で母親と結ばれて

いますので、ハワイアンにとっては非常に大切なところ

です。生命の源になると考えられています。ですから、

まず、展示場を入って、まずはマウナケアを見ます。そ

の次に、おへそとなる生命の源、宇宙の源の説明の会場

へと進んでいきます。おへそが生命の源、我々の起源だ

とすると、３つ目のピコは生殖器、ピコ・アーです。こ

こが次世代に繋いでいきます。マウナケアの天文台のさ

まざまな研究を次世代へ繋いでいく、ホクレアのような

ハワイの伝統航海術の船が世界中を巡って戻ってきたの

ですが、それを次世代に繋いでいく、そうした役割を担

っているのが生殖器です。なので、３つ目の展示場のポ

イントがピコ・アーとなります。」 

展示場にはマウナケアの説明をスタートにハワイの伝

統を伝えるエリア、生命の起源から天体を解説するエリ

ア、天文学を探求するエリア、ハワイ伝統的航海術のエ

リア、出口には次世代を担うハワイの子どもたちの沢山

の笑顔が掲示されていた。キャプションは、全て英語に

ハワイ語が併記されていた。 

また、ハワイの伝統航海術を、簡易ドームの中のプラ

ネタリウムを使って解説していただいた。ハワイの方位

の考え方、また、伝統と近代の天文学を融和させた四季

の星を繋いだ４つのスターラインの解説は、大変興味深

いものだった。また、海原の中でスターラインと、船の

位置の把握の仕方など、古代の航海術に思いを馳せるこ

とができた。 

さらに、センターのプラネタリウムで、スターライン

及びマカリイ（すばる）などハワイの伝説を映像ととも

に視聴できた。ハワイアンの自らのルーツや伝統を大事

にしている姿勢を感じることができた。 

館内では、小さな幼児に NOAA Science On a Sphereを

使い、惑星や地球などの話をするインストラクターの姿

や、WorldWide Telescope を使った体験型の展示など、天

文を身近に感じるととともに、興味を持ったことを更に

深く探求できる工夫を見ることができた。 

 

 

 
イミロア天文学センター玄関 

 
センター長 カイウさん（左） 
国立天文台 嘉数さん（右） 

 
カタマラン船（双胴船） 

 
幼児への語り 

 
展示室の様子 



○ ハワイ火山国立公園 

 ・ハレマウマウクレーター、ジャガー博物館 

 
現在も噴煙を上げるキラウエア火山のハレマウマウ・クレーターを視察するため、ジャガー博

物館を訪問した。到着時は火口内に雲があり、十分に観察ができなかったが、幸運にも雲が晴

れ、火口の全体を観察することができた。粘性の低い火山の火口が浅く広い範囲で形成されるこ

とが観察できた。また、火口付近からは絶えず噴煙が上がっている姿が間近で観察できた。ジャ

ガー博物館内でもインストラクターによる解説や、岩石標本等による説明があった。 

・サーストン溶岩洞 

地中を溶岩が流れる際に、周りが冷え

固まって、内部が空洞になった溶岩洞内

を観察することができた。短時間の訪問

であったが、照明があえて少なくされた

溶岩洞は、水滴が絶えず滴り落ちて、あ

ちこちに水たまりができていた。歩きに

くかったが、自然を感じる公開方法とし

て興味深かった。また溶岩洞の周りは大

きなシダ植物に覆われており、太古の地球を思わせる雰囲気があった。 

・プナルウ黒砂海岸 

溶岩流が海岸まで達し、冷え固まった黒い岩場に、絶えず激

しい波が押し寄せていた。岩場には溶岩の流れの様子がそのま

まの姿で残っていて、粘性の低さがよく理解できた。宮崎の山

中でも見られる枕状溶岩の産状が観察できたことは貴重であっ

た。波打ち際の溶岩が削られてできた砂地は、その名の通り黒

色だった。ウミガメが甲羅干しに訪れる海岸としても有名で、

観光地になっているようであった。 

 

６ 所感 
国立天文台ハワイ観測所のすばる望遠鏡を間近に視察し、触ることができた体験は、今後、自ら

が天文について話をしたり、解説をしたりする上で非常に参考になることであった。真っ青の空に

銀色に輝く観測所の姿を仰ぎ見ながら、日本の科学技術が未知なる宇宙の研究に大きく貢献してい

ることが、誇らしく感じた。これからの天文の説明で、子どもたちが夢を抱くような語りのために

大いに、この経験を活用したい。 

イミロア天文学センターでのハワイアンが伝統と神話、自然と人とのつながりを大切にした精神

に短時間であったが触れることができた。日本（宮崎）の教育においても、自らの存在の周りとの

繋がり、周りからの支えを大切にする心情を養うことの大切さを改めて学ぶことができた。神との

対話、神聖なる自然や宇宙との対話について今後も自らの研修を深めていきたい。 

宮崎県も新燃岳の噴火や近隣の阿蘇山、桜島など身近に火山に触れられる土地である。今回は玄

武岩質の溶岩を噴出するキラウエア火山の麓の海岸で枕状溶岩の観察ができたこと、裾野が広い楯

状火山の山の形状が観察できたことは、大変うれしかった。宮崎県の山中でも採取できる枕状溶岩

が遠く太平洋上で形成され数千万年をかけてユーラシア大陸に付加し、日本列島が形成されたこと

がしっかりと認識できた。裾野が広いとは言え、標高 4000ｍまで溶岩を噴出して火山を形成してい

くダイナミックな地球の営みを、子どもたちにも伝えていきたいと感じた。 

今回の研修の貴重な経験は、私の教職人生に、これからも大きく影響を与え続けることは、言う

までもない。最後に、今回の貴重な経験を企画し、案内していただいた連携協事務局の皆さん、同

行し友好を深めていただいた参加者の皆さん、ハワイでの対応を頂いた国立天文台のスタッフの皆

さん、ドライバーの皆さんに感謝いたします。ありがとうございました。 

 
溶岩の解説展示 

 
溶岩洞 

 
海岸の枕状溶岩の様子 
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