
平成 25年度海外科学館視察研修 参加報告 

■研修概要■ 

期 間：平成 26年 2月 2日（日）～2月 7日（土） 4泊 6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、キラウェア火山博物館 

    ［オアフ島］ビショップ博物館、サイエンス・アドベンチャー・センター  

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

■所属館■ かわさき宙と緑の科学館  

■氏  名■ 山田友之  

■目  的■ 弊館は、川崎市立の自然科学博物館として、天文、自然、科学の体験を主と

した教育普及事業を重視している施設であり、一昨年のリニューアルによる施設設備の更

新が図られたのち、幅広い年齢層のニーズをどのように捉え、与えられ人材、予算のなか

で市民の信託に応えていく事業展開、手法が課題となっている。 

昨年 4月から、弊館が所在する緑地及び 3博物館施設の管理業務が指定管理者により運

営されており、市直営の学芸業務と広報や市民サービス等をどのように融合させていくの

か苦慮している。 

今回の視察では、訪問先となる施設其々の設置目的及び外的環境に応えていく運営手法、

学校等教育関係施設等との連携等の知見を得ることを目的として参加した。 

 

●【国立天文台すばる観測所】 

 標高 4,200mのハワイ島マウナケア山頂に近づくと、つい先日噴火したばかりなのではと

見紛うような火山岩の上に各国の天文台群が点在する光景が視界に入った。その一つが、

日本の国立天文台が海外に初めて開設したすばる天文台であり、円筒形の建物の中に直径

8.2mの大型光学赤外線望遠鏡(すばる望遠鏡)が備えられている。 

 当施設は、建築から一つ一つの観測装置等の機器まで我が国が誇る科学と技術がつぎ込

まれ、その運営体制や観測技術などは世界最先端となっている。また、世界の研究者にオ

ープンとなっており、ハワイ大学のほか海外の大勢の研究者による共同観測も行われてい

る。近年は観測、研究施設であるにも関わらず、教育普及活動にも注力し、当施設の山麓

施設も含めて見学の受け入れ、インターネット等を介した遠隔授業や講演等にも積極的に

取り組んでいる。連携協の加盟科学館はもっとも組みし易い教育機関でもあるため、私た

ちにも直接連携へのお誘いを頂いた。 

研究内容については素人には難解であった

が、最先端の大規摸な観測装置と国際的な共同

研究の現場に触れることができたことは大変

有意義であった。莫大な予算が費やされている

この天文台の研究の意義を、そして、高山での

過酷な環境のもとで研究者の御苦労、御努力を

体感することができたこの感動を、どのように

自らの施設で来館者にお伝えしていくかが視

察者にとっての新たな課題となった。          すばる望遠鏡観測室 



●【イミロア天文学センター】 

 当施設はハワイ大学ヒロ校付属の科学教育施設として、ハワイの伝統文化と天文学の融

合を目的とした科学博物館である。展示は、天文展示と併せてハワイの創世神話クムリポ

などハワイ文化に深く関連した内容で展示が混在する構成となっているが、それは、自然

科学と民俗学は距離のあるジャンルという先入観からくる表現であって、実際に見学して

みると何の違和感もなく宇宙、及びハワイアンと宇宙の繋がりについて学ぶことがごく自

然の流れとなる構成となっている。日本では総合博物館において両分野を取り扱う施設は

あるが、少なくとも別区画の展示室となっていることが多い。 

神話では、ハワイ諸島の出現、及びハワイアンの創世はワケア（男性神）とパパ（女性

神）に始まるとされ、マウナケア山頂には伝統的な祭壇もおかれている。ハワイアンが宇

宙に繋がっていくこの聖地を、ハワイ大学が古老たちから許可を得て天文台を設置してい

るとのことで、この地において古代と現代が共存しているという事象は興味深いものがあ

る。イミロアの原点はまさにこの現実であり、ハワイ文化の上に自然科学が探求されてい

るという当センターの設立コンセプトとなっているようだ。 

 展示は、エントランス部において、聖なる山マウナケアに導かれ地球上の生命の始まり

に繋がる大切な場所であることが示唆され、次にマウナケアから宇宙に繋がり、４Ｄ２Ｕ

シアターでは映像を活用して宇宙の形成について学ぶことになる。当施設では、国立天文

台を始めとした日本のサポートによる設備等もあり、天文学やハワイ大学関連施設への貢

献度がうかがい知ることができた。 

 クムリポシアターでは、年老いたハワイアンが伝統文化を語るコーナーとなっており、

天文学センターという施設名称からくるイメージを大きく変化させ、当施設がもつコンセ

プトの理解が始まっていく。 

 当該エリアを抜けると、天文学を探求する各コーナーの他、ハワイアンの祖先が古代ポ

リネシア人に繋がっていることを実証的に明らかにし、太平洋の大海原を航海してきたハ

ワイ伝統的航海術等を紹介するコーナーなどを自由に行き来しながら見学できる仕組みと

なっている。館内は公用語である英語とハワイ語で解説されており、当然のことだが、今

や少数民族となるハワイアンにも公平の扱いとなっている。

 

 ハワイ文化と科学技術の探求が次世代に繋がる         天体観測に基づく伝統的航海術 

 

また、プラネタリウムでは日本人向けの解説もあるが、単に日本人の観光客が多いとい

うことではなく、日本とハワイとの歴史的な関係や、日本のすばる天文台の敷地がハワイ

大学から年間 1ドルで借用していることなどから、国立天文台からの物的、人的支援等の



協力も受けていることなど、当センターの運営面

において日本との係りに特徴がある。 

プラネタリウムは、ハワイ文化を取り入れた解

説が行われており、様々な興味関心に応えるプロ

グラムが用意されている。施設設備は日本と変わ

らないが、無機質なドーム内で一方向座席の前方

に造花と思われる大きな観葉植物が配されている

ことが印象的であった。                 プラネタリウム内にて 

開館直後からの視察ということもあり、前半は 

入館者が少なく見学者の様子は十分に把握できなかった。しかし、ガイドブックでも人気

のレストランは相当な賑わいぶりで席を確保するのにも躊躇するほどであった。彼らの多

くはどこから来たのか、そして昼食後は展示室に足を運ぶのか気になるところである。 

 

●【ジャガー博物館】 

地球上で最も活発な活動を続ける活火山キラウェア火山に関する博物館であり、後に知

ったが火山測候所に隣接していたらしい。火山帯最大のクレーター「ハレマウマウ火口」

に隣接し、博物館前の展望台からの景観はそのスケールとともに一見の価値がある。博物

館そのものは入館料が無料となっており、場所柄からビジターセンタ一的要素が強い。 

火山の歴史や活動のシステムをパネルや映像で端的に解説されている。また、科学的解

説に加え、ここでもハワイ島や火山にまつわる神話的側面を交えて解説されているようで

ある。外の雄大な火口に圧倒されて見入ってしまい、博物館の視察というよりも時間に追

われながら展示を見ていく観光客になってしまった感が拭えない。 

 

●【ビショップ博物館】 

当施設は、カメハメハ王家最後の直系子孫であるバニース･パウアヒ王女の追悼のために、

彼女が築いたカメハメハ・スクールの敷地内に設立された博物館であり、その後スクール

の移転に伴い拡張を重ね、ハワイの伝統文化への誇りをより深めるための教育の場となっ

ている。また、太平洋地域における自然史、文化史の主要研究機関でもあり、収蔵品は、

王家伝来の美術工芸品からハワイと太平洋諸島ポリネシア全域の文化に関する美術工芸品、

文献、写真など約 200 万点とのことである。 

 本館メインホールでは、一階ではポリネ

シア人によるハワイ諸島の発見から、階を

上がるにつれて 19世紀のハワイ王朝の繁栄

まで文化史に関わる貴重な文化財が展示さ

れ、パシフィックホールでは、古代太平洋

諸島の人々の生活や社会、文化、宗教につ

いての展示となっている。当館の来館者が

ホノルルへ訪れた国内外からの観光客が大

多数ということもあり、東ポリネシア文化 

ビショップ博物館メインホール 



圏、及びハワイの文化・歴史について学ぶには格好の博物館となっており、語学力に乏し

くともそれなりに理解できる展示となっている。 

 

●【サイエンス・アドベンチャー・センター】 

ビショップ博物館の敷地内に新設された当セ

ンターは、ハワイの自然をテーマにした文字通

りの体験型科学館となっており、火山、海、風、

動植物など様々な角度からハワイの自然を科学

的に紹介している。人が中を探検できるような

大型模型などが配置され、子ども達が楽しく体

験学習できる仕組みとなっており、なかでも火

山の噴火から誕生したハワイのしくみや何千も

の島が連なるハワイの海底や地下のマグマの様     火山のマグマ 体験型展示 

子などは興味深い展示となっている。 

当センターは、ビショップ博物館の他の展示や活動を考えると、自然科学について身体

を使って体験していくというコンセプトはやや異色に思える。しかしながら、当博物館の

設立時はスクールの子ども達の教育を目的としていたことから、パウアヒ王女の遺志を受

け継ぎ、当センターの開設によって、ビショップ博物館はハワイの全ての子ども達の受け

皿となる総合的な博物館としての使命を担っていくという、施設側の意思が強く伝わって

くるよう感じた。 

当日は、観光客らしい見学者の多くは当センターまで足を運ばないものの、地元の小学

生らしき団体が、用意されている教育プログラムにより賑やかに体験活動を行っていた。

可能であれば、収蔵庫に保管されている自然科学に関する標本群について、その保存状況

や収納方法等について視察してみたかった。 

 

■全体的な感想■ 

ハワイは東ポリネシア文化をもつ王朝時代以降、様々な国からの文化的影響を受ける変

遷を辿り、現在はアメリカ合衆国を構成する州として西欧文化により統治されている。先

住民としてのハワイアンの尊厳を守るためにも、特例的な法制度も存在するという土地柄

によるのか、自然科学を取り扱う施設でも必ずと言ってよいほどハワイアン文化との結び

つきが展示等で紹介されている。視察を重ねるにつけ、自然科学とは、民俗・歴史・文化

とは切り離せないものと改めて認識し、無機質に陥りがちな展示においても、アプローチ

の仕方によっては文化的背景と併せた解説を行うというコンセプトも一考に値するのでは

ないかと感じた。今回の研修に参加し多くの施設を見学させていただいたことは大変有意

義であり、今後の施設運営に大いに役立つものと思う。 



平成25年度 海外科学館視察研修 参加報告 

 

■研修概要■ 

 

期 間：平成26年2月2日（日）～2月7日（土） 4泊6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、キラウエア火山博物館 

    ［オアフ島］ビショップ博物館、サイエンス・アドベンチャー・センター 

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

■所属館■ 公益財団法人つくば科学万博記念財団 つくばエキスポセンター 

  

■氏 名■  佐藤 大亮 

  

■目 的■   

 当館のプラネタリウムでは、館独自のオリジナル番組の制作に力を入れている。オリジナル

番組は、当館のスタッフによって企画立案し、四半期毎に番組入れ換えを実施している。そこ

で、すばる望遠鏡において最新の観測技術や研究に触れることによって知見を広げ、より魅力

あるコンテンツを制作し提供できるように見識を深めることを目的とする。 
 科学館は、研究者と地域住民とを結ぶ架け橋の役割を担う。各研究機関と連携し、最先端の

科学を一般の人達に分かりやすく紹介することは科学館の大きな役割といえる。各国の大型望

遠鏡や観測施設が集まり、世界有数の天体観測のメッカとなったマウナケアを背景に持つ科学

館として、どのようなコンテンツを提供しているのか、また、観測施設等、各研究機関とどの

ような連携を行っているのかについても調査したい。 

 

[すばる望遠鏡] 

 日本が誇る大型望遠鏡すばるは、想像以上に巨大でインパクトがあった。すばる望遠鏡の主

鏡やそれを支える最新技術、様々な観測装置の性能は常に世界トップクラスにある。それは、

より良くしたいという想いを持った多くの技術者達・研究者達の弛み無い努力によって支えら

れていたことを改めて知ることができた。すばる望遠鏡は、最新鋭の観測装置を開発・設置す

ることで、常に性能の向上を図っている。今後も産学連携のもと、新たな観測装置を開発し改

良を重ね続けていくという。すばるの改良には終わりがない。よって最終的な完成形がない望

遠鏡ということであった。すばる望遠鏡の観測によって、今日まで数多くの研究成果が得られ

ている。 

       
マウナケア山頂の望遠鏡群            円筒型のドームが特徴のすばる望遠鏡 



 また、すばるでは観測装置や研究成果の説明紹介だけではなく、観測や研究の舞台裏となる

観測所での生活や苦労話など、すばるで働く研究者の生の声を聴くことができ、大変有意義な

研修となった。研修を快く受け入れ、丁寧に対応していただいたすばる望遠鏡・ハワイ観測所

の皆様には改めて感謝申し上げたい。 

 すばる望遠鏡・ハワイ観測所では、天文学の普及・教育活動に力を入れており、多彩なプロ

グラムが用意されている。すばる望遠鏡の一般見学や講演会、教育機関と連携した出前授業、

科学教室、各種天文イベントなどがある。遠方向けには、インターネット回線を介した遠隔講

演や遠隔授業があり、研究成果の紹介や観測所での仕事などを学ぶことができるようになって

いる。実績を見ると、日本の学校団体や教育・研究施設の名前が多く見受けられた。日本での

興味関心は高いようである。 

 また、すばる望遠鏡・ハワイ観測所では、地域との関係を非常に重視しており、教育活動を

通じた地域住民との繋がりをとても大切にしている様子が伺えた。 

 

[イミロア天文学センター] 

 館内でのイベントや展示物の一部を、すばる望遠鏡・ハワイ観測所がサポートしており、密

接に連携していることが伺える。すばるの研究者による講演会が定期的に行われ、すばる望遠

鏡の研究成果の紹介など、地域住民に向けての理解増進活動を積極的に展開している。 

 館内は、ハワイ文化とサイエンスが程よく調和されており、全体的にバランス良くまとまっ

ている。 

 プラネタリウム番組「マウナケア 天と大地の出会い」は、ハワイの聖なる山マウナケアにス

ポットをあてた番組となっており、ハワイの文化と天文学の変遷を観ることができる。「クムリ

ポ」と呼ばれるハワイの創世神話で、天地創造の四大神伝説、ハワイ諸島の創造、最初の人間

を始祖とするハワイアン誕生までの様々な伝説や星の誕生と死、物質の起源などが紹介されて

いる。文字を持たなかったハワイアンは神話や伝説、民族の歴史や文化を歌や踊りを通して現

代に伝承してきたと云われている。 

         
プラネタリウムホール               伝統的航海術「スターナビゲーション」 

 

 古来より天の象徴である男性神のへそとか、天上と地上、過去と現在を繋ぐ聖なる山と信じ

られてきたマウナケアは、現在でもハワイの人々にとって、神聖な場所と考えられている。 

 イミロア天文学センターは、その地に建てられた望遠鏡の意義とハワイの文化を知ることが

できる貴重な科学館となっている。 

 

[ビショップ博物館] 

 カメハメハ王家と深いつながりをもつ博物館で、ハワイの子供たちの教育を目的として、カ

メハメハ･スクール敷地内に建てられたミュージアムが基になっており、現在でもその伝統と意

志を引き継ぎ、ハワイの伝統文化をより深めるための教育の場としての役割を担っている。 



 館内にはハワイと太平洋諸島ポリネシア全域の文化に関する美術工芸品、文献、写真など、

世界的にも価値の高い貴重なコレクションが保存されている。また、文化財の収集・保存だけ

ではなく、研究活動も盛んに行われており、太平洋地域における自然史、文化史の主要な研究

機関になっている。 

 ビショップ博物館では地域の教育機関との連携を重視しており、地元の学校(主にカメハメ

ハ･スクール)と連携した教育活動を積極的に展開している。現在40種類程の教育プログラムが

用意されているとのこと。 

 

 伝統的航海術とハワイの星空を紹介するプラネタリウム番組を見学。ビショップミュージア

ムでは、毎日日本語のプログラムが上映されており、日本人観光客向けの配慮がなされている。 

 

          
プラネタリウムドーム                           光学式は日本製 

 

 訪れた科学館・博物館では科学と文化を融合する試みが巧みになされていた。文化を重んじ、

大切にする風土がなければ達成するのは容易なことではない。しかし、今回見た限りでは今後

の課題も多いように感じられた。 

 ハワイの科学館と日本の科学館とでは、置かれている状況や環境は大きく異なるが、来館者

が求めているサービスやコンテンツは基本的には同質であり、大変参考になった。 
 今回の研修を通して得られた多くのことを今後の業務に活かし、より魅力のあるコンテンツ

を制作し提供していきたい。 

 

 



平成 25 年度海外科学館視察研修 参加報告 
 
■研修概要■ 
 
期 間：平成 26 年 2 月 2 日（日）～2 月 7 日（土） 4 泊 6 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、キラウエア火山博物館 
    ［オアフ島］ビショップ博物館、サイエンス・アドベンチャー・センター 
 
-------------------------------------------------------------------- 
■所属館■ 伊丹市立こども文化科学館 
■氏 名■ 市川 美沙 
■目 的■ 伊丹市立こども文化科学館は、平成 25 年 3 月にリニューアルオープンし、新

システム MEGASTAR-ⅡB itami を導入した。メガスターとステラドームを駆使し、プラ

ネタリウム番組自主制作や生解説中心の投影を行っている。また企画展示制作やサイエン

スショー、工作等、様々な事業を展開している。今回の研修ではハワイ各施設の最先端技

術やプラネタリウム・展示手法を視察することで、見識を深め、今後の事業実施時の参考

とすることを目的とする。 
-------------------------------------------------------------------- 
 
■すばる望遠鏡 

ハワイ島の最高峰マウナケア山（標高 4205ｍ）山頂にそびえ立

つすばる望遠鏡。気圧が平地の 3 分の 2 しかなく、平地の天候に左

右されにくい高さにあるため、天体観測最適地と考えられている。

空気のゆらぎを抑える円筒型ドームに足を踏み入れ、高さ 10ｍ 
を超える展望デッキからすばる望遠鏡を見学した。多彩な観測 
装置を使い分け、可視光から赤外線領域をカバーする観測が可能な仕組

みとなっている。また、主鏡の洗浄装置やアルミニウム蒸着装置も見学

し、観測能率を向上させるために観測装置を素早く交換する自動装置を

多く取り入れていること等を学んだ。すばる望遠鏡からの魅力的な画像

は、主焦点カメラをはじめとする多彩な観測装置群や、それを支える高

度技術に加え、最高性能を維持するための定期的なメンテナンス等で成

り立っていると改めて学んだ。見学中は高所による頭痛を感じ、過酷な

環境を体感した。このような環境だからこそ、平地ではなし得ない発見

展望デッキから見たすばる望遠鏡と当館

オリジナルキャラクター・ひょんたん 

写真上部リング中央の黒い部分が主焦点カメラ 



につながっていくのだと思う。近年始動した超広視野主焦点カメラ Hyper Suprime-Cam
の活躍にも期待が高まる。宇宙の謎に挑み続けるすばる望遠鏡からの成果や情報を、科学

館という場で広く発信していきたいと感じた。 
 
 
■イミロア天文学センター 
ハワイ大学ヒロ校構内にあるイミロア天文学センターは、ハワイの伝統文化と天文学の

融合を使命に掲げている。その使命はセンターの外観にも表れている。ユニークな三角錐

の建物は、標高 4,000ｍを超えるマウナケア山やマウナロア山などを表現している。 
展示室では、ハワイ島の歴史・文化、生命の起源・太陽系・宇宙を学ぶ体験型展示や、

国立天文台が開発した宇宙体験できる４D2U シアターも常設している。また、Science on a 
Sphere（直径約 2ｍの球体展示）に地球表面や海底の様子、暴風や気温差、貿易ルートな

ど、様々なデータをプロジェクターで映し出していた。米国海洋大気庁（NOAA＝National 
Ocean and Atmospheric Administration）からのデータを使用しており、館スタッフが来

館者と対話しながら必要なデータを球体に映し出すというインタラクティブで魅力的な展

示だった。ハワイ伝統的航海術を紹介した展示も印象的だった。かつてスターラインと呼

ばれる星々を使い、コンパスや海図などを一切使わず正確に方角を知り、航海したホクレ

ア船を復元し展示してあった。 
プラネタリウムはドーム径 16ｍ（ドームは地震対策のため天井から吊るされていた）、120

席、デジタルのみ（Sky-Skan 社 DigitalSky2,Definit system）、SONY SXRD の 4K プロ

ジェクター4 台によるシステムを備えている。世界初かつアメリカで唯一の 3D システムを

導入している。今回見学したプラネタリウムは 3D ではなく、マウナケア山や伝統的航海術

についてのものだった。マウナケアは天と地がつながる場所であり、宇宙の起源を知りた

いと思う人類の絶え間なき探求心とハワイの文化が共存し融合している場所であると学ん

だ。展示とプラネタリウムを通し、マウナケアがどれほどハワイアンにとって神聖で重要

な場所であり、かつ天文学的に大きな役割を果たしているというということが伝わった。

次世代のこどもを育成したいという強い思いのもと、天文だけでなく密接に関係する文化

も紹介しているのが印象的な館であった。 
 
 
 
 
 
 
 
 

伝統的航海術を用いて旅したホクレア船の再現展示 Science on a Sphere（球体に様々な映像を投影） 



■キラウエア火山博物館 
 キラウエアの噴火はいまだに続いており、広大な国

立公園では迫力ある場面を何度も見ることができた。

溶岩流の上や溶岩トンネルを歩き、チェーン・オブ・

クレーター・ロードという道路を寸断した溶岩台地を

車で通り、見渡す限りの溶岩の荒野に火山活動のパワ

ーを感じた。この火山活動はどのようにして起こって

いるのか、火山博物館では火山活動のシステムをパネ 
ルなどで展示している。古代から現代まで、ハワイの人々は大自然の脅威を神と結びつけ、

キラウエア火山に火の女神ペレが住むと信じている。火山博物館には、ペレの涙や髪の毛

と呼ばれる、珍しい溶岩の展示物もある。噴火や溶岩等の本物を見てすぐに火山システム

を学ぶことができるのがこの博物館の強みと感じた。 
 
 
■ビショップ博物館、サイエンス・アドベンチャー・センター 

ビショップ博物館は、ハワイのこどもたちの教育を目的とし、

カメハメハ王家最後の直系子孫であるパウアヒ王女の夫であ

るビショップ氏が 1889 年に設立した。ポリネシア、ハワイを

中心に太平洋地域の自然・文化等に関する美術工芸品や文献等

のコレクションが 200 万点以上収蔵されているハワイ州最大

の博物館である。ハワイ伝統文化の展示ホール以外に、プラネ

タリウムやサイエンス・アドベンチャー・センターを併設する。 
サイエンス・アドベンチャー・センターでは火山、海、風、

動植物などのゾーンに分けて、様々な角度からハワイの自然に

ついて紹介している。特に印象的だったのが、火山をイメージ

した巨大模型である。1 階に設置された大きな火山模型の中に 
入ることができ、地下に続く道を進むと岩石を溶かして溶岩を 
つくる実演ショーのコーナーや海洋展示エリアへとつながっている。2 階からは、火山模型

の火口部分を観察でき、赤く溶けた溶岩が吹きあがる様

子を観察できる。展示物としての空間の使い方が面白く、

学校団体に人気があったようだ。また、ハワイの動植物

や昆虫に関するコレクションを引き出しを開けてのぞ

く展示や、水槽の中にある海洋調査用の水中ロボットを

ジョイスティックで操作する海洋展示等、参加者体験型

の展示が多くみられた。 
 

火山模型に吸い込まれる

ように入っていくこども 

実演ショー。消防服のような装いのスタッフが

溶鉱炉で溶かした溶岩の流れる様子を再現。 

キラウエア火山から煙が立ち上がっている様子 



プラネタリウムは、ドーム径 9.1ｍ、座席 70 席、光学式

は五藤光学研究所の CHRONOSⅡ、デジタルは Digister5
のハイブリッドシステムを備えている。Digister を使用し

ながら、ハワイの星空を紹介されていた。日本語での星空

シートの配布や日本語プラネタリウム投影も用意されてい

る。ポリネシアの人々が地図も羅針盤もない中、星を頼り

航海した伝統的航海術の番組も見せていただいた。夜空を 
４つ領域にわけ、星々を結んで作られたスターライン。航

海士は夕暮れから夜明けまでに、４つ（春夏秋冬）のスターラインのうち３つを使って航

海する。それぞれのスターラインに属する星々と相対位置を頭に入れ、どの星が頭上を通

過するかを頭に入れ航海する。例えば夏のスターラインは天の川に沿って、夏の大三角、

いて座、さそり座をつなぎ、夏の大三角を船の帆に、そこから糸がたれてさそり座を釣り

針と見立てている。加えてハワイ語で方角や星の名前も紹介し、科学的内容だけでなく言

語や歴史についても触れていた。 
また、学校団体来館時に館スタッフがつき、ハワイアンの昔の住まいや暮らしについて

展示物を通して紹介し、その後プラネタリウム室前で球体展示（イミロア天文学センター

と同様の展示）を用いてホットスポットに関する講義を実施していた。ハワイの文化とと

もに科学を伝えるプログラムを、学校団体用に約 40 種類用意している。ビショップ博物館

では、数ある科学分野の中でも特に「ハワイにおける科学」に焦点を絞ったと聞いた。焦

点を絞ったからこそ、科学、地理、文化、歴史といった明確な区切りをあまり意識せず、

ハワイそのものを学べるような印象を持った。月齢ごとのハワイ語での月の呼び名ととも

に、その月齢日に推奨されている行動（例えば釣りや農作業）を紹介し、それに使用する

道具（釣り具や農作業道具）の展示といったように、月の満ち欠けも学びつつ文化的展示

も見学できる仕掛けが各箇所で見受けられた。そして、新しい風を吹き込むべく移動企画

展示（2 月下旬よりドラえもん展）も実施。地元民や旅行者がハワイを学び、楽しめる幅広

い内容を提供していると感じた。 
 
 
■感想 

今回の研修で最も印象的だったのは、科学と文化を融合した事業を展開し施設運営を行

っている様子を見学できたことだ。ハワイは地球の息吹を感じさせてくれる場であり、ハ

ワイの科学を学ぶことは地球を知ることをつながる。科学だけを取り上げるのでなく、そ

の地に根付く文化も合わせて取り上げることで、展示やプラネタリウムがより記憶に残る

ものとなっているように感じた。文化をきっかけに科学につなげていく手法は今後の職務

で活かしていきたいと思う。最後に、大変有意義な研修の機会を与えていただいた関係者

各位に、深くそして心から感謝申し上げたい。 

2012 年にリニューアルしたプラネタリウム 



平成 25年度海外科学館視察研修 参加報告 

■研修概要■ 

期 間：平成 26年 2月 2日（日）～2月 7日（土） 4泊 6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、キラウエア火山博物館 

    ［オアフ島］ビショップ博物館、サイエンス・アドベンチャー・センター 

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

■所属館■ 広島市こども文化科学館 

■氏 名■ 村上聡 

■目 的■ 海外での天文学を中心とした科学普及施設の見学 

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

１．はじめに 

 私が所属する広島市こども文化科学館は開館後３３年を経過し、その期間に天文学を中心とした

科学普及を行ってきた。その間、国内の類似施設を参考することはあっても、国外に対してはあま

り目を向けてこなかった。今回、天文学で最先端を誇るすばる望遠鏡や、科学普及を行っている国

外施設を見学することにより、今後の科学館運営に参考にする点を学んだ。 

 

２．すばる望遠鏡 

 世界最高性能を誇る「すばる望遠鏡」の見学は、今

回の研修の目玉でもあり、非常に楽しみにしていたこ

とであった。これまで様々なところで「すばる望遠鏡」

の活躍を見たり聞いたりしていたが、そのホンモノに

迫ることはなかった。博物館に勤める科学系の学芸員

としては、数少ないホンモノに迫るまたとない機会と

考えて訪れた。 

 高度が 4,200mという高所にあることから、訪れるこ

とは困難であると聞いていたが、驚いたことに、車さ

えあれば簡単に行くことができるのではないか。もちろん、「す

ばる望遠鏡」の詳しい説明は、予約などの諸条件をクリアしな

ければ受けることはできないが、「すばる望遠鏡」を含むマウ

ナケア山頂の天文台群を間近に迫るだけなら、道も完備されて

おり困難ではない。実際、家族連れで天文台群に来ている人達

がいた。非常に驚いたことではあったが、天文学がとても身近

に感じられるところだと強く感じた。 

 実際の「すばる望遠鏡」の見学では、鏡筒の大きさ、そして

その迫力には息をのんだ。これまで写真でしか見ることができ

なかったモノに対面し、それだけで満足であったが、学芸員で

ある以上は他の要素も感じ取らねばならない。昼間の見学であ

すばるドーム 

すばる本体 



ったため、実際の観測等の研究活動に触れることはできなかったが、「すばる望遠鏡」を支えるシス

テムなどの説明を受け、日本の技術で支えられていることを改めて感じた。 

 

３．イミロア天文学センター 

 イミロア天文学センターはプラネタリウムを持ち、いわゆるハワイ島の天文学普及施設という認

識を持っていた。ところが、実際に訪問すると、ハワイ文化と現代天文学との connectionが役割で

あると聞き、深い印象を受けた。ハワイにおいて、すばる望遠鏡等があるマウナケアは神聖な山で

あり、この山頂に天文台を作ることは、現地の人達の感情からすると難しい状況であったようであ

る。しかし、ハワイ文化にも航海に使われる天文学があり、現代天文学と

併せた“ハワイ文化”をこれからの世代に伝える、これがハワイ文化と現

代天文学の connection であり、

そのための施設がイミロア天文

学センターであり、その結果上述

した状況を乗り越えていく、と私

は理解した。したがって、ハワイ

文化の変遷を取り上げた例とし

て、ハワイの人達の様子（顔）の

変化の展示を行い、ハワイ文化の天文学を紹介するプラネ

タリウム番組投影や展示を行いながら、あわせて現代天文

学による宇宙の解説を行っていた。現代天文学の解説の中

で感銘を受けたこととして、マウナケア天文台群の中で唯

一「すばる望遠鏡（国立天文台）」だけが特別な展示（4D2U

シアター）を持っていた。説明を私なりに解釈すると、日

本の人達はハワイ文化を誰よりも理解しており、そのため

特別なコーナーがあると受け取った（間違っているかもし

れないが）。ハワイ文化では様々なものに対して神が宿ると考えるようであり、日本においても古来

から八百万の神の考え方があることから、ハワイ文化を理解する上で受け入れしやすかったのでは

ないかと感じた。 

 他に興味を惹く展示物として、地球上のさまざま

な情報の流れを表示するシステムがあった。リアル

タイムではないが、昨日くらいまでの情報を使い、

インターネットのパケットの流れ、物流、雲の動き

等、世界のつながりが視覚的に理解でき、非常に面

白い展示物であった。球体に３台のプロジェクタで

地形とデータを表示するシステムで、ビショップ博

物館にも展示されていた。 

 

 

ハワイの人達の顔の変化 

天文航法を行う 
ホクレア号展示 

4D2Uシアター 



４．キラウエア火山博物館 

 ハワイ島は火山の島であるが、その中でも活発に火山活動を行っているキラウエアを解説する博

物館である。この手のものは実物をとにかく見て・感じることに限ると思うが、広大な火口、流れ

固まった溶岩の海、全てが巨大であった。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ハワイの中でも一大観光地であり、博物館の展示も観光客向けと

いう感じであったが、印象的だったのは外来種による汚染の解説パ

ネルであった。在来種の鳥がなぜ死んだかという理由をこども目線

で解説するもので、とても興味を引くものであった。自然が主体と

なる普及活動では、このような考慮は必要不可欠であるが、同時に

科学が周りに与える影響を常に考える必要があることも忘れてはな

らない。 

 

５．ビショップ博物館、サイエンス・アドベンチャー・センター 

 ハワイが世界に誇る博物館である。プラネタリウムから

なる天文系および人文系を中心とした博物館であるが、最

近、科学に関する体験型施設がオープンした。職員の説明

によると、ハワイに関する科学を普及するということで、

火山・津波・海洋関連、そして生物系に関連した展示展開

となっている。火山

のサイエンスショ

ーがあり溶岩を再

現することらしい

が、時間の関係で見ることはできず残念であった。次に来た

ときにはぜひ見たいものである。 

キラウエア火口 

キラウエア溶岩台地 

ビショップ博物館 

サイエンスショーコーナー 

外来種による汚染 



 ハワイは太平洋のほぼ中央に位置することから、巨大地震の際に津波の影響を大きく受ける。し

たがって津波に関する展示は重要なものであり、その津波の影響を分かりやすく教えてくれる展示

があり興味深かった。自分で波を起こしハワイ島にどのように伝わるか

という単純なものであるが、“なるほど”と思わせるものであった。多く

の人に見てもらえるように、壁に投影できるように工夫してあることも、

今後の展示手法として参考になるものであった。 

 

 

 

 

 

６．最後に 

 ハワイにおける６日間の研修であったが、移動時間などの関係で３日で上記の施設を訪問するこ

ととなり、かなりの駆け足訪問であった。どの施設も１日かけてじっくりと訪問したかったところ

が本音である。それでも、“ハワイ文化と現代天文学の connection”といった各施設の考え方など、

自分にとって吸収できる部分は可能な限り吸収したつもりであり、今後の博物館活動に生かしてい

けるだろう。さらに今後は、「すばる望遠鏡」のような研究施設では見学だけでなく、研究活動が体

験できる or実施できる研修を行うことができれば、学芸員などの科学館職員にとって貴重な経験と

なるのではないかと思う。 
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 ハワイ観測所の林左絵子さんと嘉数悠子さん、イミロア天文学センターの Ka’lu Kimura さん、ビ

ショップ博物館の Mike Shanahan さんや他の職員さん、キラウエアを案内していただいたメアリー

さんをはじめとしたガイド・運転手・通訳の方、その他多くの方にハワイを案内していただいたこ

とに感謝申し上げます。また、今回の研修の世話をしていただいた全国科学館連携協議会事務局の

谷村さんと原さんに感謝申し上げます。 
 

World War II Valor In The Pacific National Monument に 
展示されている佐々木貞子さんが折った折り鶴 

ビショップ博物館の正式名称 

津波展示 



平成 25年度海外科学館視察研修 参加報告 

 

 

１ 研修概要 

（１）期 間：平成 26 年 2月 2日（日）～2月 7日（土） 4泊 6日 

（２）訪問国：アメリカ合衆国ハワイ州 

（３）訪問先：［ハワイ島］すばる望遠鏡、イミロア天文学センター、キラウエア火山博物館 

       ［オアフ島］ビショップ博物館、サイエンス・アドベンチャー・センター 

２ 所属館  所沢航空発祥記念館（埼玉県所沢市） 

３ 氏 名  近藤亮 

４ 目 的  開館から２０年が経過し、その間に大規模な展示更新が行われていないため、展示更新が運営上の課題

となっている。ついては海外博物館の展示手法等を学ぶことにより当館の展示更新に活かしたいと考え

た。また地域との連携の強化も課題となっており日本とは異なるハワイ（米国）という環境における博

物館と地域との連携の姿を知りたいと考えた。 

５ 報告内容 
（１）すばる望遠鏡 

 小職は 10 数年前に全国科学館連携協議会の巡回展「すばる望遠鏡」を手掛けたことがある。当館の
展示場の面積の都合で全体の 70 パーセント程度の展示しかできなかったが、同望遠鏡に用いられた技
術の展示が中心であったと記憶している。 
 しかし今回実際に訪問して最も心に残ったのは富士山よりも高い標高 4200m の過酷な環境に望遠鏡
が設置されているということである。酸素が薄く活動に注意を要するという環境で望遠鏡の設置や観測、
そしてメンテナンスが行われているというのは十分に伝えられたとはとても言い難く(当然当時の自分
も全く想像していなかった)それを実感できたことはやはり現地を訪れたことならではの成果であると
考える。 

 
（２）イミロア天文学センター 

元々はマウナケア山に天文台を作ることに対する地元対策の博物館であったと思うがプラネ内を 
使った講演会や CD コンサート、美味しいという理由でいつも混んでいるというレストランを通して
すっかり地元に根付いていると感じた。 

   展示はパネル、映像、プラネ等の様々な手法によってハワイの伝説と天文の関係を伝えるべく尽力 
しているという感じであった。確かに同館を一巡すればハワイの特殊性を一応理解できたと感じる。 
これは後日見学したビショップ博物館でも感じたことであるがハワイの特殊性を伝えるというテー 

  マを愚直に守っている点で敬服に値すると感じた。 
   展示の手法はオーソドックスであるが大きな地球の模型に CG で様々な情報を投影しているもの 

は興味を引いた。米国の衛星から最新の情報を入手し太平洋上で起きる様々な現象を再現して見せる 
ことは太平洋の中央に位置するハワイの環境を理解するためにとても有益であると感じた。 

   またプラネタリウムの椅子が地元の企業や個人の寄付によって納入されており、プラネタリウムの入り口

に施設内のどの椅子が誰の寄付によるかを記した一覧表があるのも地元とのつながりが窺えて興味深かっ

た。 
     
 
 
 
 
 
 
  

どの椅子が寄付である

かを示した一覧表  
レッドツェッペリンのＣＤコンサート案内の看板 プラネ

タリウムの活用例の一つとして興味深かった 

hari302
テキストを挿入



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）ビショップ博物館 
   展示は人文系のコーナーを中心に見て回った。日本の歴史博物館では初めに年表があるが、同館では 

見かけなかった(これは文献のない時代のみならず近代でも同様)。また日本では政治の動きに比重を置
いて紹介されているが同館では民族や人物の展示が中心という印象を受け、同じ歴史を伝えるにしても
手法の違いを感じた。 
また展示物が考古学資料や民俗学資料等の「モノ」中心の展示であることや説明パネルに土俗的な(?)

な言葉や過去にハワイを訪れた研究者が書き残した言葉か引用されていることも印象深く感じた(日本
では説明パネルにいろいろと細かい情報を書き込むが同館では本当に必要最小限だけ)。 

   人文系のコーナーでも各階にパソコンや簡単なゲームを使った子供向け体験コーナーが設置されて 
いたことには感心した。パネルや実物展示は大人向けであるがそれを子供向けにアレンジして伝えよう 
と工夫している点は評価に値すると感じた。 

   意見交換会には同館の各部門の職員が出席していた。仮に外国の博物館学芸員たちがグループで当館 
を訪れた場合、(言葉の問題は別として)同程度の対応が可能なのだろうかという疑問を持った。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

子どもが伝統衣装を着用できるコーナー 
 

子どもが民族の伝統的な道具に触れられるコーナー 

 

地球の模型に最新情報を投影 太平洋にお

けるハワイの位置づけが理解できる。 

 

サイエンス・アドベンチャー・センターの 
体験を通して森林環境の大切さを学ぶコーナー 

 

ハワイの固有植物を植えた敷地内の植物園 
ここにもハワイへのこだわりが感じられる 



（４）まとめ 
・これまで海外の航空博物館や美術館の展示を写真で見たことはあったが人文系、科学系の展示とも見学

は初めてであり興味深かった。日本にはないような特殊な展示手法を用いているのではないかと予想し
ていたが実際はパネル中心のオーソドックスな手法であり、意外であった。パネル展示以外では実物展
示（民俗資料や岩石、植物等）に重きを置いているようである。 
ただ全体に子供を意識した構造で、例えば「イミロア天文学センター」ではキャプションや体験展示の
位置を下げたり、「ビショップ博物館」では人文系の実物資料中心であるが各階に子ども向け体験コー
ナーを設けるなどの工夫がなされていたのは感心した。 

・また「ビショップ博物館」においてはパネルや実物資料展示だけでは伝えきれないものをアトリウムホ
ームで職員が実演によって紹介しようとしているのも展示手法の多様性としてとらえられると思う。そ
の点からするとプラネタリウムの投影も展示手法の多様性の１つとして考えられる。 

・「ビショップ博物館」の展示説明は日本のものと比較して情報量が少ないことを前述したが、これはボ
ランティアスタッフや職員が至る所にいるため質問したい時に質問できるということに関係している
のではないか、と思う。ボランティアスタッフに支えられている海外博物館らしいと感じた。 

 ・研究者との連携という点において、「イミロア天文学センター」を訪れた際に前日すばる天文台で当方
の対応をしてくれた日本人の研究者が同センターから呼ばれたとのことで小職たちに展示説明や通訳
をしてくれたということがあった。その研究者は以前同センターのプラネで科学関係の講演会講師を務
めたことがあるとのことで、博物館と地元研究者とのつながりの深さを知ることが出来た。 

 ・今回訪れた各博物館のいずれにも規模の大小はあるがスーベニアショップとレストランが備えられてい
た。周囲にレストラン等がない（であろうと思われる）立地条件のほかに 1 日時間をかけてゆっくりと
過ごしてほしいという思いが感じられた。 

 ・今回訪れた各博物館のいずれにも「ハワイの特殊性」「ハワイの伝説と最新天文学の融合」というテー
マを堅持し様々な展示手法で伝えようという思いが強く感じられた。ある意味において泥臭く愚直でさ
えもあるがだからこそ地元の人々に支持されているのではないかと感じた。「日本の航空発祥の地・所
沢の歴史を伝える」という当館のミッションと相通じるものがあり、当館の進むべき方向について考え
させられた。 

 ・また展示活動や教育普及活動の充実という硬の面だけではなく、プラネタリウムを利用した週末のＣＤ
コンサートや地元民にも開かれたレストランの充実等の軟の面があることも地元との連携強化に役立
っているものと思われる。そして最も大事なことはそれらを長く続けることであろう。 

・今回の博物館を訪れなければ「ハワイの特殊性」「ハワイの伝説」を知ることはなくハワイの皮相的な理
解に終わっていたと思われる。その意味で「博物館とは地域を知るための入口」という以前から考えて
いたことが洋の東西を問わず真実であると理解できた。またすばる天文台が所在する標高 4200ｍを実
際に訪れることがなければ望遠鏡の技術的な理解のみにとどまり、そこで建設、観測、メンテナンスに
携わる人間の過酷さにまで理解が及ばなかったと思われる。今回の研修ですばる天文台及びパールハー
バー（自由研修）を訪れることが出来たがそこで得た感動は、現場（現地）を訪れる重要性を改めて認
識させた次第である。 

 
  最後に貴重な海外研修の機会を与えて頂き、かつ研修が円滑に進むようご尽力頂いた全国科学館連携協

議会の皆様に心より感謝申し上げる次第である。 
 



平成２５年度海外科学館視察研修 参加報告 

■研修概要■ 

期 間：平成２６年２月２日（日）～２月７日（土）４泊６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、キラウエア火山博物館 

    [オアフ島]ビショップ博物館、サイエンス・アドベンチャー・センター 

                                       

 

■所属館■ 松本市教育文化センター 

 

■氏 名■ 宮城 和広 

 

■目 的■ 

各施設における展示方法や取組み、学校・もしくは子どもとの関わりについて視察す

ることで、今後の展示や活動の充実へ向けた参考とする。 

                                       

以下、視察・訪問の際に実際に見聞きした事を中心に報告する。 

 

[ハワイ島] 

●すばる望遠鏡 

 訪問前に立ち寄った標高 2800ｍのビジターセンターは空いている印象であったが、

休みの日となるとサンセットツアーをはじめ、訪れる人がとても多くなるとの事。 

 望遠鏡には、車両通過により発生する埃や空気のゆらぎを引き起こす人体熱等、観測

に支障をきたすものを除くための措置（望遠鏡付近の道路の舗装化や装置の遠隔操作等）

が徹底してとられている事が印象的だった。 

 対応してくださった職員の方からは、例として一般の方や学校との連携・交流を希望

されている旨のお話もお聞きすることができた。

すばる望遠鏡がその観測結果やとらえた天体の姿

等を通して、私たちに宇宙への興味を湧き立たせ

てくれている事に加え、より身近に実感を伴って

望遠鏡や宇宙、そこに携わる方々とつながること

のできる窓が開かれていることに大きな期待を感

じた。これは是非、連携・交流をしてみたい。 



●イミロア天文学センター 

 センターでは、「天文学とスピリチュアルの二つを意識」「コミュニティとどうコネク

ションするかが大切と考える」「これまで外に向けて知らせてこなかったことも示すこ

とにした」という事を視察のはじめに職員の方からお聞きした。全体を通して印象に残

る説明や言葉にたくさん触れることができた施設だった。 

 “天文学センター”という施設であるが、展示内容やその様子から地域性の色濃い雰

囲気を感じた。天文コーナーにある球形の地球の姿をした投映装置には、様々な情報が

映し出され、小中学生見学の際にはこれを利用して「この地の子どもたちに、この地が

地理的、産業的、文化的に他地域とつながっていること」を伝えているという。 

 また、この地の伝統的な航海術のコーナーでは、船の模型やコンパス、他地域の人々

との交流の様子を示すこの地には無い岩等を見ることができた。 

 プラネタリウムで印象に残ったのは、星と航海との結びつきや、私たちの知っている

星座よりもスケールの大きなスターラインという星のまとまりについての投映と説明

だった。 

天文だけでなく、文化・歴史に敬意を示

して運営し、伝統的航海術の展示等、現代

とこれまでの文化を結びつけながら、地域

の人たちやその子どもたちをはじめ、他の

文化圏の人たちにも向けて、文化の中での

科学の持つ意味を伝えていこうとしている

センターの取り組みを見ることができた。 

                       （船の模型とコンパス） 

 

●キラウエア火山博物館 

 火山地域そのものが、歩いて・見て・触れることのできる博物館であったと感じる。 

溶岩の冷えて固まった地面の岩石をよく見ると、穴がたくさん開いており、テカテカ

と七色のように光って見えた。手に取って

みると見た目の印象と違い、軽いものだっ

た。反対に、流れた溶岩がそのままの姿で

固まり、その地面がずっと遠くまで続いて

いる風景には、火山活動の壮大さを感じた。 

 手に取れるものからスケールの大きい実

物まで、現地に立つことで五感にうったえ

てくる説得力の強さはとても印象深かった。 

                      （流れた溶岩でできた地面） 



[オアフ島] 

●ビショップ博物館、サイエンス・アドベンチャー・センター 

 「扱うテーマをハワイにおけるサイエンスに絞る」「ハワイの子どもたちへの教育振

興の一端を担いたい」「サイエンスセンターは体験型学習のできる場に」 

 この施設には、重厚な作りと雰囲気を醸し出す博物館と、天体の説明を交えながら、

ゆっくりとしたテンポで丁寧に空のうつり変わりを投映するプラネタリウム。子どもた

ちが体を動かして展示物や実験装置に触れるサイエンスセンターがあった。 

 施設の活動の特徴として、要望された内容に沿った学習プログラムを子どもたちに提

供すること。そして施設で提供できるプログラムの豊富さがある。 

 私が見学したプログラムは、自分の手にしている自然の物や昔の道具が、どんなこと

に使われていたのか考えを出し合ったり、意見を聞きあったりしながら追究するもので

あった。その中で進行役のコーディネーターが、引率の職員が子どもに声をかけようと

するのをさえぎったり、子ども達からアドバイスを求められた際に、少ない言葉で最低

限の情報のみ提供していたりした姿から、子ども

が考え、発見できるよう時間や教材を十分準備し、

子ども達による追究のプロセスを非常に大切に

していることがうかがえた。 

 見学の中に見えた職員の専門性の高さや、実践

を通して構築されてきたであろうプログラムの

確かさには学ぶ所が多いと感じた。 

                       （この後、空気砲の空気が直撃） 

 

■おわりに■ 

 博物館や科学館等、施設には役割として求められていることがある。そこにはその地

域の人の思いや願いが込められており、それに応えていくことが当たり前かもしれない

が、施設の存在意義でもあると考える。 

 この視察研修で見てきた施設には、人の思いや願いに応えようと取り組んでいる姿が

しっかりと見られ、あらためてその大切さを感じた。いろんな理由をつけて日々つい忘

れがちになってしまう“施設や自分の果たすべき役割” をこれからは折に触れて見返

すようにしていきたい。そして、良い思い出のたくさん作れたとても充実した今回の視

察研修を、いろいろ書きとめたノートを見返しながらいつまでも覚えていたいと思う。 


