
“すばる”カラーに塗られた外観 

主焦点には HSC（ハイパーシュ

ープリムカム）が取り付けられて

いた。HSC の取り付けには丸 1

日かかるそうだ。 

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）～平成 26 年 2 月 7 日（土） 4 泊 6日 

訪問国：アメリカ合衆国ハワイ州 ハワイ島 オアフ島 

訪問先：［ハワイ島］国立天文台すばる望遠鏡、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■ 盛岡市子ども科学館 

■氏 名■ 武田佳子 

■目 的■ 弊館は，名称の通り子ども達の科学・技術に対する興味関心の向上を

目的として 1983 年，盛岡市により設置される。科学・技術に関わる

展示物を置いた展示室とプラネタリウム室からなり，その中で，主に

天文教育普及に携わる者として，世界をリードする天文施設を視察す

ることで，今後の天文教育普及の拡充につながる知見を得ることを目

的とした。 

                                        

●国立天文台ハワイ観測所 すばる望遠鏡 

 すばる望遠鏡が設置されているマウナケアは，晴天率の高

さや地理的な要素から世界中で最も天体観測に適した場所

のひとつとされているが，訪問した時期には積雪もあり，悪

天候から観測中止を余儀なくされる事態にみまわれていた。

マウナ･ケアとはハワイ語で“白い山”を意味し，雪の女神

ポリアフが住まう場所とされている（このハワイ先住民に伝

わる神話は，その後視察する全ての施設にも関わってくる）。 

到着して何よりも驚いたことは，自然環境の苛酷さである。

出国前から高山病の諸注意は受けていたが，いざその段にな

り初めて深刻さに気がついた。たった 1時間居ただけで，思

考が不安定になり，集中力を持続させることが困難であると

感じた。このような状況の中で，最先端の技術が稼動し，誰

も見たことの無い宇宙の深淵を覗こうとする研究者がいる



ことに感銘を受けた。 

ハワイ観測所ではアウトリーチ活動にも積極的に取り組んでおり，専門分野で学ぶ学

生のほか，子ども向けにも出前授業やテレビ会議システムでの特別授業を行っていると

のこと。機会を見つけて活用したいと思う。 

 

●イミロア天文学センター 

「‘ＩＭＩＬＯＡ（イミロア）」とは，ハワイ語

で“冒険者”“探求”を表わす言葉。2006 年 2月 23

日，ハワイ大学ヒロ校附属科学館としてオープン。

ハワイ文化と天文学の融合を目指し創設された。 

すばる望遠鏡含む，11 カ国が運営する 13の望遠鏡

が設置されているマウナケアは，天文学の分野で重

要な役割を担っているばかりでなく，ハワイアンの

ルーツ，ポリネシアの人々にとっても最も重要な山

である。天と地，あるいは内と外とを繋ぐ聖なる山，

マウナケアの持つ役割を，神話や伝統文化という流

れを汲みながら，最新の科学にまで繋げていく展示

が興味深い。海から始まるハワイの神話になぞらえ

た展示室の導線は，見終わった後にまるでひとつの

物語を読んだ時のような理解を私たちに与えてくれ

るものであった。 

国立天文台ハワイ観測所でも，ハワイ文化に敬意

を表し，イミロア天文学センターで開催されるフェ

スティバルで講演をおこなうなど，活動に積極的に

参加している。 

 

●キラウエア火山 ジャガー博物館 

 

日本語で展示解説を聞くことのできるヘッ

ドセットの貸し出しも行っている。 

空間として，世界のつながりを感じること

のできる展示物 

タブレット端末で操作することができ，地

球環境の学習などで利用。 

女神ペレが住まうとされる“ハレマウマウ”火口 女神ペレの印象的なイラストから始まる展示 



ハワイ移民にまつわる展示室 

ホノルルは現在，日本人観光客が多く訪れる

地であるが，その歴史には移民としての日本

人が深く関わる場所でもある。 

ハワイアンホール 

コンセプトにあわせ，展示室設計もなされた。 

膨大な数のコレクションを，ただ羅列することなく

イメージに合わせてまとめるために，どれだけ細

かな打ち合わせがおこなわれたことだろうか。 

ビショップ博物館でのミーティング 

火山活動で形成されたハワイ島は，火山の女神ペレとの関係が深く，ここの博物館で

も神話とのつながりを感じる仕立てとなっていた。地質学的用語や動植物名の多くにハ

ワイ語が残されていることからも，ハワイの自然環境が特異であることは容易に想像が

つく。現在でも間近に火山活動の様子を見ることができ，その壮大なスケールは圧巻の

一言。舗装されたコンクリートの道路が溶岩によってせき止められた場所に立つと，溶

岩流がまるで生きているかのように感じられ，ペレの神話が今も息づく理由が良くわか

る。 

 

●ビショップ博物館 

 1889 年設立（日本は明治時代）。現在，200 万点を越えるコレクションを有する壮大

なスケールの博物館へと発展。貴重な資料展示でハワイの伝統文化を伝えるハワイア

ンホール，ハンズオンでハワイ固有の自然環境を学べるサイエンス・アドベンチャー

センターほか，その内容は美術・工芸・歴史・文化・科学など多岐にわたる。ハワイ

移民の歴史についても学べる展示室があり，ハワイの光と闇を垣間見ることができた。

およそ 200 人いるスタッフの中には日本語専属スタッフも在籍。ほかロシア語や中国

語などに精通しているスタッフもいるという話であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校利用について尋ねると，ハワイ全校でハワ

イアンカルチャーの学習が必修となっており，ビ

ショップ博物館でも学年ごとに約 40 種の教育プ

ログラムの用意があるとのことだった。 

サイエンス・アドベンチャーセンターを新設す

るにあたっても，話し合いの結果，展示内容をハ

ワイに関わるサイエンスに絞ることにしたように，

彼らの根底にはハワイの歴史文化を未来に繋ぐ強

い意思が感じられた。 



●サイエンス・アドベンチャーセンター 

2006 年 11 月にビショップ博物館の敷地内にオープン

した自然に関する博物館。ハワイに関わる自然科学に限

定することで，生物や化学が混在していてもまとまりを

持たせることに成功している。 

ハンズオン型の展示は，目に見える形でその体験結果

が変わり，何度でも体験したくなるものであった。説明

が無くても展示物のフォルムで大体のカテゴリーを予

測することができ，何度も体験することで，結果の意味

を理解することができる。 

ひとつの現象に余白を与えるだけで，思考の広がりが  

生まれる。現象に特化した展示物でも応用ができるので 

はないだろうか。参考にしたい。 

 

■まとめ■ 

今回の研修では，科学や天文がその地域の文化と結びつくことにより，理解が深まる

例を多く見ることができた。本邦でも，科学技術と文化の融合による理解の増進が推進

されてきたが，もともと文化とは当時の科学であったのだとあらためて気づかされ，分

科しすぎて倦厭されてきた事柄にも様々な角度から光を当てることで理解を深めるこ

とが可能なのだという望みを得た。 

また，移民や外国人ツーリストが多いためか，コミュニケーションのツールとして言

葉ではなくビジュアルが中心になっており，それがとても効果的に使われていたことも

忘れがたい。現に，英語をほとんど話せない私ですら面白く見てまわり，最終的にはそ

れぞれのミッションに近いことを感じ取っていたのだから。言葉がなくても本質を感じ

られるというのは，子ども向けの施設に勤める自身にとっ

て見習うべきところが大きい。 

今回の研修では，当初の目的を超え，多くのことを学ぶ

ことができたと感じている。 

この貴重な機会をいただいたことを，関係各位に心から

感謝申し上げる。 

 

なお，報告書を作成するにあたり，八ヶ岳自然文化園の平

手美環氏撮影および連携協議会事務局撮影による画像を使

用させていただいたことをここに申し添える。 

火山を模した展示室 

地下室では溶鉱炉で溶かした溶岩の

流れる様子が毎日実演されている。

その準備には 3 時間かかるそうだ。 

未来を担う子どもたちのために 

この研修で得たことを次につなげ

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）～平成 26 年 2 月 7 日（金） 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■ 八ヶ岳自然文化園 
■氏 名■ 平手美環 
■目 的■ 当館は長野県の八ヶ岳中央高原という立地から、パターゴルフ場やサマースキー場、

レストランを有する複合レジャー施設に併設された科学館のため、ほぼ観光客向けの運営となって

いる。標高１３００ｍに位置する科学館での展示内容は、星や宇宙・自然をテーマにしているもの

の統一感や関連性の面から上手く伝えきれていない点が課題であり、魅力的かつ独自性の高い企

画・展示の必要性を感じている。また学校教育との関わり方についても学びたい。更に実際の夜空

で美しい星を眺められる数少ない科学館として、この環境を守り皆に意識を向けてもらうためのヒ

ントを各訪問先の取り組みを通して発見できればと思っている。 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
■すばる望遠鏡 2 月 3 日（月） 

標高 4,200m の過酷な環境に位置する観測所は、流体力学テストにより最も大気の流れが安定す

る円筒形に設計された 10 階建てビル相当の建物の中に、口径 8.2m という世界最大級の光学赤外線

望遠鏡が設置されている。94 名のスタッフのうち天文台には操作オペレーターと装置の交換作業な

どを行うデイクルー7～8 名のみで、ほとんどのスタッフは山麓施設で作業にあたっている。実際の

望遠鏡を目の当たりにすると、とにかくその大きさに圧倒されると同時に、プレアデス星団の青い

輝きをイメージしたという青色のボティの美しさにしばし見とれてしまう。鏡やカメラをはじめあ

らゆる装置は日本の高度な技術によって開発され、現在の研究成果に大きく寄与している。 
 

      
珍しい円筒形の天文台                ブルーの本体が美しい望遠鏡 



鏡は CO2 クリーニングされるが、マウナケアの火山灰の影響を受けるため 3 年ごとにコーティン

グしている。鏡の取り外しやカメラの交換には半日から 1 か月半かかる上、世界各国の観測でも使

用されるため、実際に観測できるのは 1 年のうちわずか 1 割程度にすぎないという。さらに精密機

器なのでその限られた観測時間内に装置がしっかり作動するか苦労されているとのこと。観測中は

かげろうが立ち込めるため研究者でも立ち入れず制御棟で駆動操作しており、観測時は建物側面の

空気孔で外気との温度を一定に保っている。 
 
マウナケアの数ある天文台で一般を対象とした見学ツアーを実施しているのはすばる望遠鏡だけ

である。現地見学に加え、学校などの教育機関その他外部とテレビ会議などを使用して、すばるの

取り組みを広く認知しようと努めており、その活動は特に将来のある子供たちにとって貴重な経験

となるはずである。 
 

 現在進められている TMT 計画では、30m の複合鏡にすることで系外惑星の観測が可能になり、

より宇宙の謎に迫ることができるようになる。大気の揺らぎがない宇宙空間のハップル望遠鏡は、

主鏡直径 2.4m のため視野が TMT の 1/1000 程度と狭く、赤外線に至ってはハップル以上の性能が

可能となるため TMT 計画の意義と期待は極めて高い。 
 

    
   外気との空気調整のための穴（右）      装置交換クレーン         見学時の様子 

 
 
 
■イミロア天文学センター 2 月 4 日（火） 

ハワイにとって科学・天文学は重要な位置づけであり、スピリチュアルにも重点をおいて作られ

た「宇宙に対する文化的な見解」という新しい試みの科学館であることに新鮮な印象を受けたが、

ハワイアンのルーツや伝統と宇宙が密接に関わりあっていることが展示で見事に表現されていた。

また、学校教育との連携により次世代を担う子供たちが天文学者になるための教育の場としても機

能しており、幼稚園から星について学び、小学校から高校それぞれに星のカリキュラムが設定され

ている現地の学校に対応すべく、科学館でのイベントにはマウナケアの各国天文台がバックアップ

するなど、最高の学習環境が整った科学館である。解説展示パネルの位置やショーケースの高さを

子供の目線に合わせるなど配慮も覗えた。 



         
   低い位置に設置されたショーケースや解説        床に描かれたマウナケア山頂各望遠鏡の実物大主鏡輪郭 

 
S.O.S.(Science on a Sphere)を使用した展示では、ハワイと世界の（地震・天気・津波・貿易・通

信など）様々な繋がりを視覚的に分かりやすく学ぶことができる。こういった展示は子供のみなら

ず見学者の理解を格段に深め、大変効果的である。 

     
各国の衛星から送られた様々な情報を表示する S.O.S. 

 

プラネタリウム内でも、星空だけでなくハワイの文化・歴史を紹介している。中でも、星の位置

や高さによって緯度や方角を割り出し、目的地まで航海する伝統航海術「スターライン」について

は、機械ではなく自身の手や指を使って測量する様子もドームに示されたが、疑似体験することで、

古代ハワイアンがいかに豊富な天文知識を持ち合わせていたのか、またそういった伝統が今日まで

継承されている素晴らしさをあらためて認識することができた。伝統航海術についてはもちろん展

示スペースでも詳しく解説されており、現在、復元船が世界を航行しているという。プラネタリウ

ム番組と展示内容をリンクさせることで相乗効果が生まれ、より印象付けられた。 



    
季節ごとのスターライン    プラネタリウムで紹介された伝統航海術      伝統航海術の展示 

 

科学館独自の取り組みではないが、ヒロの町として光害に対する意識が高く、外灯には比較的光

害が少ないナトリウム電灯が使用されていた。 
 
 
■ビショップ博物館・サイエンスアドベンチャーセンター 2 月 5 日（水） 

カメハメハ王家と深いつながりのあるハワイ州最大の博物館だけあって世界的にも価値の高い貴

重なコレクションを収蔵。雰囲気のあるイギリス様式の建物がコレクションにマッチし引き立てて

いる。ハワイの学校で必修科目とされているハワイの文化・科学についての学習を補う意味でも有

効な施設となっており、視察時も先住民のための学校であるカメハメハスクールの生徒さんたちが

社会科見学に利用していた。年齢別に 40 種類の学習プログラムが用意され、200 名のスタッフの中

にはドーセントと呼ばれるボランティアスタッフが施設の案内や展示物の説明をするなど体制が整

っている。別棟では移民に関する展示も充実しており、日本と密接に関わったハワイの歴史を読み

取ることができる。 

    
見学に訪れていたカメハメハスクールの生徒たち        投影中の星を消さずに手元を照らすライト 



プラネタリウムではハワイの星空を生解説し、惑星についてもダイナミックな映像を交えて触れ

ていた。通常投影者は操作の関係上、後方のコンソールで解説することが多いが、ここでは前方で

観覧者の顔を見ながら話をする場面も見られ新鮮に感じた。投影途中、事前に配られた星座の解説

リーフレットを見ながらドーム上の星を確認する時間があり、そのため恒星を消さずに手元の文字

が読めるライトも完備されていた。このシステムがあれば、プラネタリウム活用の幅が広がるので

はないか。 
週に一度開催される観望会については悪天候時の対応が気になったが、実際の星空よりもプラネ

タリウムをメインと考える参加者が多いとのことで、科学館側がそれほど苦慮していないことに逆

に驚いた。 
サイエンス・アドベンチャー・センターは、うって変わって近代的な建物。火山の噴火から誕生

したハワイの仕組みを大型の模型やビデオなどで紹介しており、見学に訪れていた地元の小学生も

積極的に展示物に触れ、自発的に学習している様子が見て取れた。文字や写真の解説パネルだけで

なく、子供たちを惹きつける参加型展示の大切さを実感した。  

   
地下から火口まで再現された火山模型（内部にも各種展示コーナーが設置） 

 

         
大型展示物のある館内          空気砲実験の様子             海中撮影体験 

 
 各訪問先では豊富な学習プログラムや学生の受け入れ体制が整備され、その土地の伝統や文化に

即した科学展示が印象に残った。このことは、よそにはない独自の展示を手掛ける上でとても重要

である。最後に、この有意義な研修に携わった全ての方に深く感謝いたします。 



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■  半田空の科学館  

■ 氏名  ■  櫻井  守  

■ 目的  ■  当館は、図書館、博物館、体育館とともに半田市地域文化広場を構成し

ている。 科学館の主な施設には、18 メートルホール内に 240 の客席を備えたプラネタリウ

ム、３０センチ反射望遠鏡を設置した天体観測所、地球に関する展示を行っている第一

展示室、そして天文・宇宙に関する展示を行っている第二展示室、及び企画展や講座な

どに使用されている特別展示室がある。この半田空の科学館は 5 年前から指定管理者

制度により運営されている。 

まもなく開館３０年周年を迎える当館は、この地域の生涯学習施設であるとともに、見て

触れて楽しむことができる場所として一層有効に活用できるよう、他施設の運営も参考に

して工夫を重ねている。今回の海外科学館視察研修にはこの目的のもとに参加した。 

     

 

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

１ すばる望遠鏡の公式訪問  

  プラネタリウムの投影や、定期的に開催している星空観察会では、星座や惑星に関す

る基本的な知識を判りやすく正確に伝え、観客や参加者に楽しく学んで頂くことが大切で

ある。その一方、繰り返して何度も科学館を訪れるリピーターに対しては、目新しい情報や  

ニュースとして報じられる情報をかみ砕いて提供できることもまた必要である。 

当館の特別展示室の一部には、すばる望遠鏡やアルマ望遠鏡で観測されたニュース

性の高い情報を伝えるコーナーを設けている。 

この展示を生きたものにするには、すばる望遠鏡やアルマ望遠鏡本体に対する情報も

大切であり、今回のすばる望遠鏡の訪問はよい機会であった。 



 

四輪駆動車の車窓から茶筒型と呼ばれるお馴染みの建物が見えたときには「とうとうやっ

て来た」と心が躍った。冬季ということで「すばる」は雪景色の中にたたずんでいた。 

マウナケアに設置されている、大型望遠鏡群で「すばる望遠鏡」の持つ優位性の一つ

には、広視野の主焦点観測が可能であることが挙げられている。この特徴を最大限に発

揮するため我が国は、官民の力を結集して、十年と言う歳月をかけてＨＹＰＥＲ‐ＳＵＰＲＩＭ

Ｅ‐ＣＡＭを開発した。この新しいカメラは昨年の 7 月にファーストライトを迎えているが、たま

たまこのカメラが主焦点部に取り付けられているのを見ることができたのは幸運であった。 

すばる望遠鏡の詳細については様々な資料で知ることができる。しかしその「空気にふ

れる」ためにはここに来なければならない。また各種観測装置の交換のために設けられた

設備などは想像以上に複雑であり、書籍やネットでは十分に伝えることができないことも、

自らの目で見ることができた。 

 

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

イミロア天文学センター 

 マウナケア頂上の望遠鏡群はヒロの街から見ることができる。その景観は、ポリネシア人

の血を引く人々にとって信仰の対象でもある山の頂に異質なものと映ったのではないだろ

うか。イミロア天文学センターはそのようなハワイの人々の感情を大切にして運営されてい

ることが感じられた。 

 またホクレア号の模型を見て、ｽﾀｰライン航法の話を聞くこともできた。天測航法はヨーロ

ッパ式のものばかりと考えていたので、新鮮な驚きであった。 

 プラネタリウムも見せていただくことができた。残念ながら英語の説明は十分理解できな

かったが、天文学者の嘉数悠子さんに通訳していただくことができた。プラネタリウムの解

説もその話し方から熱意と技術が感じられ、私自身の今後の投影に反映させたいと思っ

た。 

 



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

キラウエア火山博物館  

 ハワイ諸島は地球のダイナミズムが最も活発な箇所であり、キラウエア火山博物館は目

を見張るような自然自体が展示物である。溶岩で埋め尽くされた平原や、道路までもが溶

岩に埋もれた景観は日本では決して見ることが出来ないものだ。 

 サーストンラバーチューブには本当に驚かされた。溶岩が流れた跡がまるでトンネルのよ

うになっている。溶岩ってこんな具合に流れるものなのか。直接、科学館の仕事にむすび

つくものではないが、不思議なものを目にした感動は別の形でかならず伝えてゆきたいと

思った。 

 

 

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

ビショップ博物館  

 美しく、落ち着いた博物館であった。特に秀逸であったのはポリネシアコレクションである。

これだけの収集をして、伝えて行くためにはいかほどの労力を必要とするのであろうか。私

の「科学館」とは規模も、目的も異なるが、この博物館と同じ「伝える心」を持ちたいと思っ

た。 

落ち着いたと書いたが、現地の小学生が学習のために訪れるときは、かなり騒々しいよ

うである。現地の小学生が訪れることは日常的なことと思われるので、要するに常に騒々し

いわけである。子供が騒々しいのは万国共通なようだ。 

 

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

終わりに 

 今回、全国科学館連携協議会の海外科学館視察研修に参加させていただきましてあ

りがとうございました。お骨折りを頂いた日本科学未来館の事務局の方々にお礼を申し上

げます。訪れた施設はすべて目新しく印象的なものでした。この経験を明日からの仕事に

生かしてまいりたいと思います。 
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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■ 飯能市市民活動センター 
■氏名■  萩原勝夫 
■目的■ 今回の参加者の中で私は全く異色の存在であった。 
というのは科学館とは殆ど関係ない飯能市市民活動センター 
が科学館連携協議会に加盟していてそこからの参加であった 
から。当センターは市民活動や文化活動などを応援し、新た 
な市民文化を創造する拠点として３年ほど前に設置された 
施設である。たまたま私が未来館でボランティアをやって 
いる関係上、当センター設立の当初から、子供たちの夏休み 
と冬休みを利用して、未来館から実験器具をお借りして先端科学体験教室を開講してきた。

ところが今年度からこの実験器具貸し出しが連携協加盟館のみということになり、急遽当

センターも連携協に加入した。また未来館でのボランティア活動の中で最近は“宇宙の誕

生の謎の解明”につながる“加速器”や“スーパーカミオカンデ”に興味がわきこの分野

を中心に展示解説をしている。ある時、すばる望遠鏡もまさにこの分野（“宇宙の誕生の謎

の解明”）をミッションとしていることを知り、 “すばる望遠鏡”をテーマとしたサイエ

ンスミニトークをやりたい趣旨を願い出て実施するようになる。実施しだすと今度は何と

しても現物を見ておきたいという思いに駆り立てられていた。こうした矢先今回の研修の

話が舞い込む。当センターの業務とは直接関係ないが上長の許可を得て年休を利用して自

費参加した。 
 
以下、特に印象に残った点について報告する。 
1 すばる望遠鏡 
1-1 現地見学の前に訪問の手引きとして配布された文書で印象に残った表現 

・見学前日はガスを生じる食べ物(豆類、キャベツ、タマネギ等)食べ過ぎないようにし 
ください。お腹が張りやすくなります。 

・脱水症を避けるため、十分に水分を補給しましょう。  
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・山頂では決して急いで動かないようにしましょう。 
1-2 ワクワクしながら車窓からすばる望遠鏡に近づくのを見る。 
  海抜殆ど０メートルのヒロ市から標高 4,200 メートルのマウナケア山頂までの車の旅。

市街地、居住区、草木林、溶岩台地を経て目的地に到着。標高を増すに従い気候の激変、

それに伴う環境条件の変化が感じられた。 途中オニズカ・ビジター・センターに立ち寄

り体を高度 4,200 メートルの気圧にならせるための休息をとる。 ここではまだ殆ど気圧

の変化による影響は感じられなかった。  
1-3 すばる望遠鏡施設見学  
 周りは一面の雪であった。この場所は天体観測に適した場所であり世界各国の天文台が

あちこちに見られた。現在全部で１３基が建設されているとのこと。他のドームの形状は

ほとんどが半球形であるのになぜかすばるは円筒型であった。これもすばるの工夫の一つ

で空気の揺らぎを抑える構造になっているとのこと。円筒型の望遠鏡本体の建物とそのす

ぐ隣に観測のための制御棟があった。人の体温でも影響を受けるため観測時は望遠鏡本体

の建物には人は入れず制御棟からすべてリモートコントロールで観測は行うとのこと。い

よいよ望遠鏡本体の格納されている建物の中を見学する。二手に分かれて説明を受ける。

エレベータで上に上がり、一旦降りて一歩足を踏み入れた床が望遠鏡の格納されている建

物でこの建物自体が回転するようになっていて回転台の直径が 40 メートルにも及ぶ。世界

最大級の有効直径 8.2 メートルの主鏡、これを運用するための各種機器とメンテナンスのた

めの機器が備わっていた。主鏡のクリーニングは通常はドライアイスで行い 3,4 年に一度ア

ルミ蒸着の、し直しが必要とのことで、直径 8.2 メートルの主鏡の蒸着装置まで設置されて

いたのには驚いた。また主焦点には世界最高性能の超広視野カメラであるハイパー・シュ

プリーム・カム HSC が搭載されていて、実稼働に向けて試運転中とのことであった。この

装置を利用すると宇宙誕生と密接にかかわるダークマター(暗黒物質)の分布の直接探査に

威力を発揮するということで今後の成果が楽しみである。 

 

 
 
 

 

 

オニズカ・ビジター・センター マウナケア山頂 
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2 イミロア天文学センター  
 すばる望遠鏡を見学した翌日に同じヒロ市のハワイ大学のキャンパス内に位置している

イミロア天文学センターを訪問した。 
最初にセンターの責任者の方からセンター内の案内を受けながら展示物の解説をして頂

いた。その後 3D 眼鏡をかけてプラネタリウムの番組を見学する。 
この施設は強力なミッションのもとに開設されたことが伺われ、そのミッションを強烈

にアピールしていた。 
・マウナケア山頂は原住民のハワイアンにとってはまさに神聖な場所であり、この場所

に天体観測のような機材を持ち込むこと自体自然への冒涜と感じたであろうと思う。

この信仰の世界と先端科学をつなげる役目をしているのがイミロア天文学センターの

位置づけであると感じた。 
・神聖なマウナケア山をハワイの民族文化と宇宙の起源を探る天文学を介して”地”と”

天”を結ぶ場所としてとらえて、いろいろな展示やプラネタリウムの番組を作成して

いることが伺えた。したがってハワイの文化と天文学に関するものを主体に展示して

いた。  
・スバル望遠鏡のスタッフとイミロア天文学センターのスタッフとは非常にうまく連携

を取り合っているように感じた。すばる望遠鏡を訪れる人は、ハワイの文化を愛し、

自然の美しさを大切にする心を持ち、そのうえでこのような科学施設を建立した努力

を評価してほしいという気持ちが十分に感じられた。  
3 キラウエア ・ジャガー博物館への道中で感じたこと 
 ジャガー博物館に行く途中、車でチェーン・オブ・クレーター・ロードを走り海岸まで

出る。まさにハワイは火山の島だということを感じた。広大な溶岩台地、あちこちで活火

山の生き証人である噴煙が上がっていた。溶岩で絶えず道路が寸断され新しい道路を作ら

なければならないとのこと。寸断された旧道路の一部があちこちで目に付いた。人間の力

ではどうにもならない自然の威力さを目の前で見た感じであった。 
4 ビショップ博物館 
 責任者の方が最初に博物館についての全体的な説明があり、そのあとプラネタリウムの

開演時間まで自由に見学時間があった。プラネタリウム見学後に質問時間を設けて頂いた。

組織あげての歓待して頂きたい感じであった。 
ハワイアンホール本館：ハワイアンの歴史を垣間見る展示で 1 階が神話の世界、2 階が古

代の人々の生活や娯楽の展示、3 階がハワイ王国の復興の過程をたどる展示あった。 
また別館となっていたサイエンスセンターはハワイ固有の自然環境をテーマとした展示

で火山関連のアイテムが多かった。またホット・スポット・シアターでは溶岩の流れる様

子の実演と表示されていたが何時から実演されるのか分からず実演が見られなかったのが

残念であった。 
プラネタリウムでは殆ど私たち連携協議会のために放映して頂いた感じであった。3D 眼
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鏡をかけずに立体的に星空を見られたのが印象的であった。 
またこの 2 月 15 日から 4 月 20 日まで開催されることのなっている”どらえもん”の特

別展示の宣伝のためのチラシやパンフレットが目についた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 おわりに 
 今回の４泊６日に亘るハワイ研修旅行、私にとってはとても有益であった。特にすばる

望遠鏡の実物の見学ができたこと。また神聖なマウナケア山頂にあのような先端科学機器

を持ち込むこと自体、地元原住民との格闘の末の成果であることがイミロア天文学センタ

ーを訪問して初めて知ったことである。同行の中では私は異色の存在であり、また最年長

でもあったがお蔭さまで楽しく有意義な研修旅行であった。今回の体験を未来館でのボラ

ンティア活動の中でまた市民活動センターの業務の中で生かしていきたい。連携協事務局

の皆様、同行の皆様また私の我儘に協力して頂いた飯能市市民活動センターのスタッフの

皆様に心から感謝する。     
 
                  

 

  
キラウエア火山 ビショップ博物館 



平成２５年度海外研修科学館視察研修 参加報告書 

 

■研修概要■ 

期 間：平成２６年２月２日（日）～７日（金） ５泊６日 

訪問国：アメリカ合衆国ハワイ州（ハワイ島、オワフ島） 

訪問先：【ハワイ島】マウナケア・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 

    【オワフ島】ビショップ博物館 

 

■所属館■ 原子力の科学館「あっとほうむ」 

■氏 名■ 橋本 祥 

 

■目 的■ 

原子力の科学館「あっとほうむ」は、子どもたちとその家族を対象に『「なぜ」

から始まり、楽しみながら学べる』をテーマに、エネルギーと科学を身近に感

じ、遊びながら楽しく体験学習できる施設を目指してきた。平成１３年の展示

館改装から 10 年以上が経過し、常設展示のマンネリや情報の陳腐化、施設や

設備の老朽化等の問題を抱えるようになった。そのため、平成２８年に開館４

０周年を迎えるにあわせて、展示館をリニューアルし、展示物を効果的で魅力

的かつ安全に活用し、学校との連携を密にできる展示館にしたいと考えている。

そこで、今回の研修を通して、ハワイの博物館と学校との連携、展示の方法や

案内を学び、さらに当館との比較を行うことで、取り組むべき課題を見つけ、

今後の展示館運営を充実させていきたい。 

 

■科学館の共通点■ 

イミロア天文センター、ビショップ博物館、マウナケアでのすばる望遠鏡の見

学を通して、どの博物館も広大な自然と独特なハワイの文化、そのバックボー

ンを活かした科学理解や環境教育に力を入れていて、「人と自然の関わり」や「現

地の人々の生活・文化」から「最先端科学技術」まで、まさしく幅広い「イミ

ロア（新たな知識の探求）」を実践していた。子どもだけでなく大人も楽しめる

よう、ビジュアル的で、また、常に新しい情報が取り入れられるよう投影型の

展示や子どもたちが主体的に考えられるよう対話式の展示など展示方法も工夫

されていた。 

 

 

 



■マウナケア・すばる望遠鏡 

【概要】４０００メートルを超えるマウナ・ケアの頂上に、日本の国立天文台

がハワイのマウナ・ケア山頂に建設した、世界最大級の光学赤外線望遠鏡があ

る。マウナ・ケアとは、ハワイ語で「白い山」という意味で、熱帯のハワイに

あっても、冬には標高 4200m の山頂が雪で覆われて真っ白になることから名

づけられたそう。ちょうど私たちが訪問した時は山頂が雪に覆われ、ガイドさ

ん曰く「ラッキー」だそう。まさに、研修に参加したみんなの日頃の行いの良

さと運の良さ！望遠鏡ドームの内部に入ると、まずその寒さに身震いした。こ

れは外との温度差を抑えて気流を安定させるように調節されているからで、観

測精度を上げるためにあらゆる工夫が施されていることを実感できた。天文台

の中には、世界最大の一枚レンズをとりつけたブルーの望遠鏡本体がある。直

径 8.2m で、肉眼の約 140 万倍の集光力を持つこのレンズによって、128 億

光年という途方もない距離にある原始銀河や、太陽系外の惑星など、次々と新

しい発見がされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所感】 

今回、研修のメインの一つだが、標高４０００メートル以上を初めて体験し、

私の体がこの環境についていけず、せっかく貴重なお話を頂いたにもかかわら

ず、ほとんど頭のメモに残っていない。1 番の原因は、事前の学習が足りなか

ったことだと深く反省した。案内をして頂いた際に、「小学生に見学に来てもら

う時、必ず事前に学習をしてもらう。折角、見学してもらうのに、何も分から

なかったということがないように予習は必須」という言葉が胸に刺さった。 

酸素が薄く、気温が低い人間にとっては苛酷な環境が、実は、天体観測には絶

好の場所。それでも、日夜、天文台で膨張し続ける宇宙の起源や宇宙の把握す

る作業に励んでいる研究者の皆さんには頭が下がる思いだ。 

▲標高４０００メートル以上に建設さ

れた天文台。周りには植物さえ生えて

いない。 
▲世界最大のレンズを内蔵した望遠鏡 



■イミロア天文学センター 

【概要】古くはハワイ文化に多大な影響を及ぼし、現在は天文学の拠点となっ

ているマウナケアについて、天文学とハワイ文化の両面から学ぶことができる

のが同センターの特徴になっている。館内のプラネタリウムでは、世界最高と

されるマウナケアの天文台がとらえた星空の情報を元にした「デジタルフルド

ームプラネタリウム」を毎日 12 時、13 時、14 時、15 時の４回と土曜日は

10 時、金曜日は１９時からも追加で上映。最新のレーザープロジェクションシ

ステムによる約 22 分間の天体ショーが堪能できる。 

また、館内にはマウナケア山頂にある１３の天文台に関する情報が展示されて

おり、世界トップレベルとされるマウナケアの天文観測について知識を深める

ことができる。さらに、３D シアターでは最新の宇宙科学の知識に基づき、宇

宙誕生の瞬間であるビックバンから始まる１３０億年の時間を遡る歴史の旅が

経験できる。このほか、フラやハワイ語などハワイの独自文化について学べる

展示コーナーが設けられている。 

 

【所感】映像の生解説を始め、当館に比べて対話形式の展示が多いように見受

けられた。特に、位置スフィア展示は、約１８０メートルある直径の球に大気

中の嵐、気候変動、海洋温度、惑星表面のアニメーションを表示することがで

きる。ハワイと全世界とのつながりを視覚で感じることができ、グローバルな

感覚を子どもたちに意識づけられる。さらに、国（米国海洋大気庁）と連携す

ることで、最新の情報も随時更新され、福島事故での放射性物質の飛散状況も

忠実に表現し、小学生高学年以上の案内に加えられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

▲映像は基本的に生解説で、 

効果音もスタッフが演出していた 

▲パソコンを使って、位置スフィア

展示に投影 



■ビショップ博物館 

【概要】州最大の博物館。特徴として、ポリネシアの文化に関連したコレクシ

ョンが数多く展示されている。特に、ビショップ博物館内にある「サイエンス・

アドベンチャー・センター」は広さ１５００㎡。館内には工夫を凝らした各種

展示物があり、ハワイが世界をリードする火山学や海洋学の研究成果に基づく

最新知識を含むハワイの自然観環境について学ぶことができる。特に火山の火

口部分を再現した展示は圧巻で、火口模型の中心部から、真っ赤に溶けた溶岩

が吹き上がる様子を観察し模擬体験できる。さらに、火口深部を再現した展示

もある。海洋学に関する展示では、水槽の中にある海洋探査用の水中ロボット

を、見学者がジョイスティックを使って実際に操作し、沈没船の様子を模擬調

査。ハワイの生態系を学べる展示ゾーンでは、ハワイの動植物や昆虫に関する

２０００万件に及ぶコレクションのデータを引き出しの中に展示し、見学者自

らの操作で引き出して学べる。この他、森林が持つエコシステムを解説する展

示や、岩石を実際に溶かして溶岩を作ってみせる実演コーナーもある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【所感】ワークショップは当日受付で時間制という運営やサイエンス・アドベ

ンチャーの基本的に子どもたちが自由に体験して学習する展示方法は、当館の

運営スタイルに共通部分が多い。一方、時間を決めてボランティアがツアー形

式で施設内を案内したり、家族連れはもちろんだが、夫婦や大人の団体など当

館より年齢層が高めのグループに向けたアプローチも多くみられた。 

また、ハワイの小学校と連携し、学年に応じたプログラムを実施している。

特に、ビショップ博物館本館のハワイアンホールでは、サイエンス・アドベン

チャーの展示方法とは違い、ボランティアが館内を案内し、それぞれの展示物

の前で児童たちは博物館のスタッフと話しながら、ハワイの文化、歴史につい

て興味を深めていく。基本的には博物館のスタッフ主導のもと、できるだけ児

童たちに対して大人たちは考えを誘導せず、子どもたちの考える自主性と創造

▲自由に体験できる展示装置 

▲１５分毎に火山の噴火を模

擬体験 

▲水中ロボットを子どもたち

が実際に操作体験。上からや

裏側からもその様子を見るこ

とができる 



性を伸ばす方法が取られているように感じられた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■まとめ 

２つの博物館の事前調査で「子どものための」博物館だと考えていたが、今回

実際に訪問し、来館者である子どもやその家族連れはもちろんだが、「大人も楽

しめる」博物館であることが分かった。対象により案内を変えることは当館も

同様だが、展示物の対象が子ども向けに作られているため、大人への案内の時、

困ることが多々ある。しかし、ハワイの博物館のように投影型や対話型の展示

だと、最新の情報に入れ替えることも容易で、対象に応じて案内を工夫するこ

とが可能である。また、今回の研修を通して、1 番心に残っていることは、ハ

ワイ島ヒロのホテルなどの外灯が、日本の外灯と違い、オレンジ色に統一され

ていた。それは、街灯の発色をおさえ、天体観測を少しでも行いやすくするた

め。この街灯は、ハワイを支えている自然と天文、科学技術を象徴しているよ

うに思えた。よりよい科学館にするためには、科学を教えるだけではなく、そ

の地域の特色を活かした運営スタイルを確立する必要性を感じた。 

 

最後になりましたが、各館とも丁寧な館内案内や各分野のスタッフ参加の質疑

応答の時間を設けて頂きました。このような研修の機会を与えて頂いた関係各

位に心から感謝を申し上げます。 

▲博物館のスタッフが昔のハワイの

生活や昔の道具の使い方を解説中 

▲解説を受けた後、子どもたちは班に

なり、子どもたちだけで相談して昔の

道具の使い方を考えさせる 

▲実験のワークショップの会場は溶

岩の実験に合わせて、赤いライトで会

場の温度も上げてある 



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 ■ 名古屋市科学館 
■ 氏 名 ■ 小林修二 
■ 目 的 ■  
 当館では、毎月テーマを変えてプラネタリウムの一般番組の投影をおこなっている。その

他にも、ファミリー番組、学習投影、友の会向けの番組などの投影をおこなっており、これ

らの番組は、素材の収集をはじめ、プログラムの制作や解説も学芸員自らがおこなっている。 
 今回の視察研修では、世界最大級の口径をもつ「すばる望遠鏡」をはじめ、イミロア天文

学センター、ビショップ博物館などを訪問し、現場の様子を肌で感じると同時に、番組作り

のためのいろんな知識を吸収し、番組素材などを収集することを目的とした。 
-------------------------------------------------------------------- 

＜すばる望遠鏡＞ 
 すばる望遠鏡は、標高 4,200 メートルの

ハワイ島マウナケア山頂にある大型光学赤

外線望遠鏡で、単一鏡としては世界最大級

の口径 8.2 メートルをもち、天体からの微

弱な光を集める。また、その大きさから、

望遠鏡と望遠鏡を覆う建物の上部が一体と

なって動くような構造となっている。 
 今回の訪問では、望遠鏡や建物上部を支

える「ドーム１階」と、カセグレン焦点が

位置する「観測階」（天文台１階）、望遠鏡

を見下ろすことができる「第三鏡階」（天文

台３階）を国立天文台のスタッフの方に案内

していただいた。なお、この日は、風が強く、すばる望遠鏡建物外部にあるキャットウオー

クを歩くことは、残念ながら出来なかった。 

図 1 観測階から見た「すばる望遠鏡」 



 観測階から見上げたり、第三鏡階から見

下ろす、すばる望遠鏡の姿は圧巻だった。

主鏡部分には、2012年に性能試験観測を開

始したHyper Suprime-Cam (HSC; ハイ

パー・シュプリーム・カム)（高さおよそ３

m）が取り付けられていたが、それすらも

小さく見えるほどだった。一方、建物内部

は、広いながらもとても整然と整理が行き

届いており、作業環境が整えられていた。

観測階には主鏡の観測装置を短時間で交換

するための観測装置待機室が設けられてお

り、ドーム１階には主鏡洗浄装置や真空蒸

着釜など、日常では使用しないが、望遠鏡

の性能を維持するには欠かせない大型装置

がきちんと整備されている様子は印象的だ

った。 
 今回は、幸いにも山頂までたどり着くこ

とができたが、天候によっては山頂までの

道が通行止めになる等、現場を見られない

場合がある。また、高山で空気が薄いため、

高山病のリスクが伴うなど、自然環境の厳

しい場所でもある。自分も訪問中は、写真

をどこまで撮影したか等、記憶が曖昧にな

ったり、多少の動きでも息が荒くなるなど、

普段何気ないことが大変に感じた。現場で

は思考能力が低下しがちなので、現場を訪

れる際には、そこがどのような状況なのかを、ある程度事前にイメージを持って訪問される

ことをお勧めする。すばる望遠鏡の一般見学については、すばる望遠鏡のHPより、そのヴ

ァーチャルツアーの様子を見ることができる 
（参照：http://subarutelescope.org/Information/Tour/VTour/j_index.html） 

図 2 第三鏡階から見下ろす「すばる望遠鏡2」 

図 3 主鏡洗浄装置 

図 4 朝日を浴びる見たマウナケア山（中央右寄り） 

http://subarutelescope.org/Information/Tour/VTour/j_index.html


＜イミロア天文学センター＞ 
 イミロア天文学センターは、2006年、ハワイ大学ヒロ校付属の科学館として設置された。

マウナケア山には、先に訪れたすばる望遠をはじめ、世界各国の多くの望遠鏡が設置されて

いる。また、マウナケア山の語源は、父なる空ワケアの山「マウナ・ア・ワケア」と言われ、

天と地がつながる聖なる場所であると同時に、宇宙創世とハワイの現地の人々の起源がつな

がりを感じる地でもあると言われている。このようにマウナケアは、最新の天文学に触れら

れる場所であるとともに、ハワイ文化を考

える上でも重要な役割を担っている。 
 本施設では、このようなハワイ文化と天

文学に関する内容がより深く学べる展示の

他にも、ポリネシアの人々が風や海流、星々

（スターライン）から得た情報をたよりに

太平洋を航海してハワイにやってきた航海

術に関する展示や、日本の国立天文台が提

供した「4D2Uプロジェクト」（天体や天

体現象を空間３次元と時間１次元の４次元

で可視化するために、４次元可視化実験システム「４次元デジタル宇宙シアター」）が常設さ

れていた。また、プラネタリウムでは、ハワイ文化と天文学の出会いと融合を表現した「マ

ウナケア：天と大地の出会い」（Maunakea: Between Earth and Sky）を見学した。デジタ

ル式プラネタリウムは、スカイスキャン社のデジタルスカイが導入されている。プロジェク

ターは４台設置され、ドームの前側と後ろ側の領域でそれぞれスタック投影をおこなうこと

により、立体映像の投影が可能になっている。また、スターラインがドーム内に投影でき、

ポリネシア人の航海術を学ぶのに最適な環

境が整っている。 
 
＜ビショップ博物館＞ 
 ハワイ州最大の博物館であるビショップ

博物館は、1889年に設立された。カメハメ

ハ王家最後の直系子孫であるバニース･パ

ウアヒ王女が亡くなり、夫であるチャール

ズ･リード･ビショップ氏がその追悼のため

に、ハワイの子供たちの教育を目的として

パウアヒ王女が築いたカメハメハ･スクー

ルの敷地内に建てられた。ハワイや太平洋

図 5 プラネタリムでみたスラーライン 

図 6 ビショップ博物館（本館） 



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、その数は200万点

を超え、ハワイの歴史、文化を伝える重要

な施設として知られる。 
 複数の建物のうちの一つ、サイエンス・

アドベンチャー・センターは、2006年にオ

ープンし、6つのゾーンに分かれ、火山、

海、風、動植物など様々な角度からハワイ

の自然が紹介されている。ホットスポッ

ト・シアターのサイエンスショーでは、火

山の形成や噴火についての紹介の後、高温の溶鉱炉で溶かした溶岩を流す実演ショーもおこ

なわれている。 
 プラネタリウムは、2012年にリニュアールされ、光学式プラネタリウムは、五藤光学研究

所製の「CHRONOS II」が、デジタル式プラネラリウムは、エバンス＆サザーランド社の

デジスターが導入されていた。解説者が見学者に語りかけながら、今晩の星空の解説をおこ

なったり、デジタルプラネタリウムを使用した宇宙旅行に出かけたりと、次々といろんな話

が展開された。 
 ハワイは日本人も多く、日本人のボランティアがデイリープログラムとして展示案内を実

施したり、日本語のプラネタリウム番組の時間が設けられていた。また、ハワイの歴史、文

化を伝える施設として、多くの学校が館内を見学している姿が印象的だった。 
 
＜終わりに＞ 
 今回の訪問では、天文学の最先端の観測がおこなわれているマウナケア山が、現地の人の

歴史や文化ととても深い関わりがあることを初めて知った。また、日本の国立天文台のスタ

ッフが、ハワイの現地の人々の理解を得るために、講演会をはじめ、幅広い広報活動をおこ

なわれていることを知り、とても嬉しく思った。 
 今回の視察研修では、すばる望遠鏡をはじめ、各博物館の関係者の方には、とても詳しく

案内をしていただいた。また、このような研修の機会を与えていただいた関係各位に心から

感謝を申し上げる。 

図 7 ホットスポット サイエンスショー 


