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VIII　公開事業

1. 三鷹地区

　国立天文台、東京大学天文学教育研究センター、総合研究
大学院大学天文科学専攻の三者の共催事業。2010年から2日
間の開催としている。毎年人気の高い講演会は、メインテー
マにちなみ、東大天文センターが「赤外線で宇宙を見よう～
動き始めたTAO望遠鏡計画～　本原顕太郎（東京大学 准教
授）」、国立天文台が「The Search for Planets and Life Outside the 
Solar System　Ed Turner（プリンストン大学 教授）」、「30 m望
遠鏡TMT、いよいよ建設開始！　家正則（国立天文台、総合
研究大学院大学 教授）」とそれぞれ行われた。
　2日間とも晴天に恵まれて過去最高の入場者数となり、盛
況であった。普段立ち入ることのできない施設の公開、参加
型の展示やミニ講演のほか、子どもたちに人気のゲームやク
イズ等、幅広い年齢層に対応している。

※団体見学、4D2Uシアターとガイドツアーも開催している。
詳細は天文情報センターの報告を参照。

2. 水沢地区

　今年は、いわて銀河フェスタのプレイベントとして、
JAXAの宇宙飛行士である若田光一氏のミッション報告会
が開催され、第1部では日本人として初めて国際宇宙ステー
ションの船長を務められた若田氏の半年にわたる任務につい
て報告があり、第2部では若田氏、水沢VLBI観測所の本間希
樹准教授、RISE月惑星探査検討室の松本晃治准教授の３名
による「宇宙を語る特別講演会」が行われた。
　「いわて銀河フェスタ2014」当日は、昨年に引き続き、奥州
市とNPO法人イーハトーブ宇宙実践センター／奥州宇宙遊
学館との共催で行われ、地元の小学校のマーチングバンドに
よる演奏により開会し、県内の大学生によるワークショップ
コーナー開設等、地元に密着したイベントとなった。　　
　VERAやRISE、CfCAの研究成果紹介、20 ｍアンテナツ
アー、記念プリクラ、ペットボトルロケット体験、クイズラ
リー、木村榮記念館ガイドツアー等を行った。
　木村榮記念館では、特別展として、「木村榮記念館ガイドツ
アー」と日本宇宙少年団水沢Z分団による「今夜の星のガイ
ドツアー」が行われ、好評であった。
　また、当日のイベントとして、北海道大学の橘省吾准教授
による特別講演会『はやぶさ2－太陽系大航海時代に見る夢』
を開催、会場は満員御礼となり、良い雰囲気の中で講演が行
われた。
　遊学館側では、「科学の不思議」実験や、サイエンスコンダ
クターによる実演、インターンシップの学生らによるワーク
ショップ等が行われ、星空観望会はあいにくの天候で星の講
話に変更になったものの、大盛況のまま閉会を迎えることと
なった。

［常時公開］
日　　時 4月～3月　10:00－17:00

年末年始（12/28～1/4）を除く毎日
入場者数 19,754人
公開施設 大赤道儀室（天文台歴史館）、第一赤道儀室、

太陽塔望遠鏡、展示室、レプソルド子午儀室
（子午儀資料館）、天文機器資料館、ゴーチェ子
午環、旧図書庫

 
［定例天体観望会］
日　　時 第2土曜日の前日の金曜日と第4土曜日
入場者数 5,161人（23回）
公開施設 50センチ公開望遠鏡

［特別公開］　「三鷹・星と宇宙の日」
日　　時 平成26年10月24日（金）14:00－19:00

平成26年10月25日（土）10:00－19:00
テ ー マ 宇宙のフロンティアに挑むTMT
入場者数 4,768人

［常時公開］
日　　時 4月～3月（年末年始を除く）毎日　9:00－17:00
入場者数 17,021人
公開施設 木村榮記念館、VERA20 mアンテナ、VLBI用

10 mアンテナ等
キャンパス内に設置されている奥州市の奥州宇宙遊学館と
の協力による公開を実施している。

［特別公開］「いわて銀河フェスタ2014」（10:00－21:00開催）
とあわせて開催
日　　時 平成26年8月16日（土）17:00－20:00（プレイベント）

平成26年8月30日（土）10:00－16:00（本開催）

入場者数 プレイベント約1,000人、本開催847人
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入来地区
VERA入来観測局

　本年度は台風接近の影響により中止となった。

小笠原地区
VERA小笠原観測局

　本年度も「スターアイランド14」と名付けて特別公開を実
施した。昨年同様、無料送迎バスの運行が好評を得ており、
入場者は通常より多い200人以上となった。VERAとRISEに
加え、岡山天体物理観測所の研究成果紹介、ふしぎ実験コー
ナーやクイズラリーの他に今年も「4D2U」を使った4次元デ
ジタル宇宙シアター上映会を行い、たいへんな人気で見学者
の注目の的であった。また、14日には地元の小笠原天文倶楽
部主催の天体観望会に協力し、天候に恵まれたこともあり、
盛況であった。
　また、15日の夜には、小笠原ビジターセンターで水沢VLBI
観測所の澤田氏、RISE月惑星探査検討室の山田氏による宇
宙講演会が行われた。

石垣島地区
VERA石垣島観測局

　例年と同様にアンテナツアー、プリクラ、グッズ販売、記
念講演会、展示説明等を行った。

石垣島天文台 

　今年は、VERA石垣島局が完成し、南の島の星まつりが始
まってから13年目を迎えた。ライトダウン星空観望会は雲に
遮られたものの、約8,000人の参加があった。
　また、南の島の星まつりでは、単独で開催する隕石展とし
ては沖縄県で初めてとなる「隕石展」をなよろ市立天文台の
協力を得て開催し、754人の入場があった。恒例となったプ
ラネタリム上映（8月7－10日）には、734人が入場した。
　国立天文台の石垣島での活動は、学校教育、生涯教育、観
光など、地域との連携による地域振興にも役立っている。石
垣市観光交流協会との連携協定も結ばれ、星空を観光資源と
する活動にも注目が集まっている。今後も連携の輪を広げて
いきたい。

［常時公開］
日　　時 4月～3月（年末年始を除く）毎日
入場者数 7,535人

［特別公開］
日　　時 平成27年2月15日（日）10:00－16:30
入場者数 213人

［常時公開］
日　　時 4月～3月（年末年始を除く）毎日
入場者数 2,000人

［特別公開］
日　　時 平成26年8月10日（日）10:00－21:00 

［常時公開］
日　　時 4月～3月（年末年始を除く）毎日、構内は24時間

見学自由。10:00－16:30は観測室内も見学できる。
入場者数 2,754人

［特別公開］「南の島の星まつり2014」とあわせて開催
日　　時 平成26年8月3日（日）10:00－17:00
入場者数 264人（南の島の星まつり期間中は、406人）

［常時公開］
日　　時 4月～3月 
施設公開 水～日（月・火が祝日の場合は公開し、翌日休

館。年末年始を除く）10:00－17:00 
天体観望会 土、日、祝日、星まつりウィークの夜（19:00

－22:00） 、一夜に2回、一回30分
4D2U上映 公開日の毎日　15:00－15:30
入場者数 12,790人（南の島の星まつり期間中は、877人）
公開施設 105 cm光学赤外線望遠鏡「むりかぶし」望遠鏡、

星空学びの部屋（4D2U「4次元デジタル宇宙」
映像の上映）、観測ドーム内（天体画像展示な
ど）。

2013年に石垣市により併設された「星空学びの部屋」での
4D2U鑑賞者は3,488人と大好評であった。

「南の島の星まつり2014」
日　　時 平成26年8月2日（土）～8月10日（日）　
入場者数 10,950人
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3. 野辺山地区

　2014年度の野辺山地区特別公開は、2,698名の来場者でに
ぎわった。毎年盛況である特別講演会には、中島弘元教授に
よる「野辺山から世界へ：太陽電波45年」、および、立松教
授による「電波で見る宇宙：野辺山、そして南米のアルマ望
遠鏡の成果」を企画し、特別公開のテーマを「電波天文、野
辺山から世界へ！」とした。45 m電波望遠鏡の鏡面パネルに
触ってみよう、太陽電波の検波器工作やミニ講演会、スタン
プラリーなど恒例の企画に加え、ボランティアやOBの参加
による工作やカレンダー企画も実現できた。また、長野県観
光PRキャラクターである「アルクマ」を招致したことで、一
段と華のある特別公開となった。

　特別公開は農繁期であるため地元の方々が参加するのは難
しいことと、国立天文台をはじめ、筑波大学、信州大学の野
辺山キャンパスにてどのような研究が行われているのかをあ
まり知らないという声に応えるため、筑波大学農林技術セン
ター八ヶ岳演習林、信州大学農学部野辺山ステーションとと
もに、地元、南牧村・川上村民を対象にしたイベントを開催
した。天文台の施設見学ツアーとともに、それぞれの施設の
紹介講演、悪天候のため中止となったが観望会などを企画し
た。「初めて何をやっているかがわかった」などのコメント
があるなど、一定の手応えをつかんだものとなった。

4. 岡山地区

　平成26年度の岡山地区特別公開は8月30日（土）に岡山天文
博物館と共催で行った。
　188 cm反射望遠鏡ドーム内を会場とする特別講演会を2つ
開催した。一つ目は講師に 渡部潤一 国立天文台副台長 を迎
え「彗星の予測はなぜ外れるのか？－アイソン彗星を例に－」、
2つ目は京都大学大学院 長田哲也 教授による「京都大学3.8 m
望遠鏡、建設はじまると」と題したそれぞれ約1時間の講演は
約140人の聴講者が集まり大盛況であった。この講演は天文
情報センターの協力によりインターネット中継を行った。毎
年好評の188 cm反射望遠鏡主鏡見学は、午前と午後それぞれ
120人の定員で実施した。50 cm反射望遠鏡ドームの公開に
は東京工業大学学生2名応援を得て行った。岡山天文博物館
ではプラネタリウム投映、15 cm望遠鏡による太陽観測、天文
工作、星座・天文ビンゴゲーム、天文クイズラリーが行われ、
年齢を問わず多くの方々に楽しんでいただけたものと思う。
　なお、特別公開開催にあたり、浅口市教育委員会から共催
を、矢掛町教育委員会から後援をいただいた。特に浅口市教
育委員会のみなさんには JR山陽本線鴨方駅－岡山観測所間
の無料シャトルバス運行に関して多大なご協力をいただいた。
ご協力いただいたみなさまに深く感謝したい。

［特別観望会］
　岡山天文博物館との共催事業である特別観望会は春と秋の
年2回実施している。特別観望会の定員は100人としている。
毎回定員を上回る応募があるので抽選を行い、当選者数は
キャンセルを見越して120人としている。
　平成26年度に行なった2回の特別観望会は、残念ながらど
ちらも天候が悪く天体観望はできなかったので施設見学を
行った。

［常時公開］
時　　間 8:30－17:00（12月29日－1月3日を除く毎日。夏

期7月20日－8月31日は18:00まで公開）
入場者数 48,837人
公開施設 45m電波望遠鏡、ミリ波干渉計、電波ヘリオグ

ラフ等（いずれも外観のみ）

［特別公開］
日　　時 平成26年8月23日（土）9:30－16:00
入場者数 2,698人

［常時公開］
日　　時 毎日　9:00－16:30
入場者数 10,867人
公開施設 188cm反射望遠鏡を窓ガラス越しに見学

［特別公開］
日　　時 平成26年8月30日（土）9:30－16:30
入場者数 632人

日　　時 平成26年4月4日（土）18:00－22:15
入場者数 92人
159件519人の応募があった。

日　　時 平成26年11月1日（土）17:00－21:15
入場者数 78人
121件338人の応募があった。

［地元感謝デー］
日　　時 平成26年11月8日（土）13:30－19:00頃
入場者数 65人
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5. ハワイ地区

［山頂施設］
• 一般見学可能日：99 日（見学可能日はハワイ観測所ホームページに掲載、12月は望遠鏡作業のために一般見学プログラム
を中断）

• 一般見学プログラムによる訪問者：559 人
• 特別手配による訪問者：111 件 717 人
• 一般見学時間に特別見学を行い、人数カウントに重複があるため、実際の見学人数総合計は　1,252人

［山麓施設］
• 特別見学：41 件 451 人

［広報活動］
• ハワイ観測所の公式ウェブサイトにおける情報発信 http://subarutelescope.org
・すばる望遠鏡の成果に基づく発表　和文10件、英文11件
・ハワイ観測所の活動紹介やお知らせ　和文24件、英文21件

• ハワイ観測所の公式アカウントによるソーシャルメディアでの情報発信
・ツイッター、フェイスブック、YouTubeにより　和文197件、英文138件
・Twitter (和文アカウントSubaruTelescope, 英文アカウントSubaruTel_Eng)
・Facebook page（和文アカウント 国立天文台、英文アカウントNational Astronomical Observatory of Japan （英語版は2015年

2月より））
・YouTube channel（和文SubaruTelescopeNAOJ, 英文SubaruTelescopeNAOJe）

1. ハワイ観測所山麓施設における講演
平成26年

5月29日 「シニア大学ネット」のグループ向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
6月10日 東広島商工会議所およびヒロ地元の日系商工会議所メンバー向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
6月26日 NASA Explorer team（Key Peninsula Middle school）向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
7月21日 京都府立命館高校およびワイアケア高校（ヒロ）の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
7月25日 兵庫県洲本高校の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
8月12日 沖縄県名護市選抜中学生向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
8月22日 埼玉県川越高校の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
9月12日 東京都市大学の学生向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
9月16日 東邦大学の学生向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
9月23日 札幌日本大学高校の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
9月26日 琉球大学の学生向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
10月8日 島根県益田高校の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
10月17日 茨城県並木高校の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
10月13日 愛知県名城大学付属高校の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
11月10日 山形県九里学園高校の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
11月13日 Joachim Group（MPIA, "Sterne und Weltraum"）向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
12月2、3日 大阪府千里高校の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。

平成27年
1月5日 徳島県脇町高校の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
1月8日 奈良県青翔高校の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
1月27日 香川県三本松高校の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
3月6日 長野県飯山北高校の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
3月8日 京都府立命館高校、ワイアケア高校（ヒロ）の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
3月10日 京都府立命館宇治高校の生徒向けに、ハワイ観測所山麓施設で講演を行った。
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2. 遠隔講演
平成26年

5月22、23日 名古屋市科学館向けに、ハワイ観測所山麓施設より遠隔講演を行った。
6月17日 島根県出雲高校向けに、ハワイ観測所山麓施設より遠隔講演を行った。
6月27日 DNA Expedition Service Lab/Seodaemun Museum of Natural History in Korea向けに、ハワイ観測所山麓施設より

遠隔講演を行った。
7月3日 益田さいえんすたうん向けに、ハワイ観測所山麓施設より遠隔講演を行った。
7月11日 東京未来大学向けに、ハワイ観測所山麓施設より遠隔講演を行った。
7月22、29日 琉球大学向けに、ハワイ観測所山麓施設より遠隔講演を行った。
7月25日 鳥取市さじアストロパーク向けに、ハワイ観測所山麓施設より遠隔講演を行った。
7月28日 和歌山県信愛高校向けに、ハワイ観測所山麓施設より遠隔講演を行った。
8月1日 足立区こども未来創造館（ギャラクシティ）向けに、ハワイ観測所山麓施設より遠隔講演を行った。
9月5日 足立区こども未来創造館（ギャラクシティ）向けに、ハワイ観測所山麓施設より遠隔講演を行った。
9月6日 科学技術館ライブショーユニバース向けに、ハワイ観測所山麓施設より遠隔講演を行った。
12月5日 東京都荒川区第三中学校向けに、ハワイ観測所山麓施設より遠隔講演を行った。

3. 近隣施設における講演、ワークショップ等
平成26年

7月21-25日 イミロア天文センターで開催されたPAES（Pacific Astronomy & Engineering Summer Summit）にて、日本・
米国・カナダ・中国・インドの高校生向けのワークショップを行った。

9月13-14日 ハワイ島で開催されたHawaiiConにて講演およびパネルディスカッションを行った。
11月15日 Office of Mauna Kea Management talk for volunteers at an invasive species control work dayにてハレポハクの会議

室を使い、講義を行った。

平成27年
1月24日 Onizuka Science Day at the University of Hawaii at Hilo にて４件のワークショップを行った。
2月7日 Universe tonight @Visitor Information Station, Maunakeaにて講演を行った。
3月1-5日 Journey through the Universe にて合計２６の地元学校クラスで出前授業を行った。

4. 日本における講演
平成26年

4月2日 沖縄県南部医療センターにてハワイ観測所の職員が講演を行った。
4月4日 沖縄県名護市図書館にてハワイ観測所の職員が講演を行った。
5月19日 徳島県阿南市伊島中学校（ふれあい天文学）にてハワイ観測所の職員が講演を行った。
6月7日 朝日カルチャーセンター（朝日 JTB・交流文化塾　横浜教室）にてハワイ観測所の職員が講演を行った。
6月26日 大阪府豊中市東豊台小学校（ふれあい天文学）にてハワイ観測所の職員が講演を行った。
7月16日 琉球大学にてハワイ観測所の職員が講演を行った。
9月19日 東京都三鷹市第五小学校（ふれあい天文学）にてハワイ観測所の職員が講演を行った。
11月15日 仙台市天文台（国立天文台講演会「すばる望遠鏡　宇宙へのまなざし」）にてハワイ観測所の職員が講演を

行った。

平成27年
2月12日 埼玉県西武台新座中学校にてハワイ観測所の職員が講演を行った。
3月14日 アクロス福岡にてハワイ観測所の職員が講演を行った。
3月15日 福岡県小倉高校（会場は夜須高原青少年自然の家）　にてハワイ観測所の職員が講演を行った。
3月16日 福岡教育大学付属小倉中学校にてハワイ観測所の職員が講演を行った。

5. その他
平成26年

4月26日 “Merrie Monarch Festival Parade”に、マウナケアの観測所群とともに参加し、地元との交流を深めた。
5月3日 マウナケアの観測所群などが合同で催したイベント“AstroDay”でハンズオンや展示を行い、幅広い年齢層

の市民との交流を深めた。
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平成27年
1月27日 ハワイ大学ヒロ校で開催されたイベント“Onizuka Science Day”で理工ワークショップと、観測所活動を紹

介する展示を行い、特に理工数に関心の高い教員、生徒とその家族との交流を深めた。
3月1日 イミロア天文センターのオープンハウスに参加し、展示と簡単なハンズオンデモを行い、幅広い年齢層の

市民と交流を深めた。

6. 取材
日本語対応　28件、英語対応　5件


