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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と、本年新たに発足した自然科
学研究機構アストロバイオロジーセンター四者の共催事業。
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「宇
宙の始まりから私たちに至る138億年の長い道　田中 培生
（東京大学 准教授」、国立天文台が「宇宙に『新世界』を切
り拓くアストロバイオロジー　田村 元秀（東京大学、国立
天文台、アストロバイオロジーセンター 教授）」、「生命の
起源にせまるアストロバイオロジー」　山岸 明彦（東京薬
科大学 教授）」とそれぞれ行われた。

※団体見学への対応とガイドツアーも開催している。また
三鷹駅南口 「天文・科学情報スペース」にて情報発信を27
年度より開始した。詳細は天文 情報センターの報告を参照。

2. 水沢地区

「いわて銀河フェスタ2015」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、地元小学校のマーチングバンドに
よる演奏と20 ｍアンテナツアーは雨で中止となったものの、
VERAやRISE、CfCAの研究成果紹介、20 mアンテナの駆
動体験、記念写真ブース、ペットボトルロケット体験、ク
イズラリー、スパコン「アテルイ」ツアー、サイエンスカ
フェ等を行った。
　今年は、新企画として、木村榮記念館、本館2階のAOC
（アレイオペレーションセンター）、相関器室を案内する特
別内覧ツアーが行われ、好評であった。
　また、当日のイベントとして、千葉大学の石山智明准教
授による特別講演会『スーパーコンピュータの威力で宇宙
の暗黒面に迫る－ダークマター構造形成－』を開催、スー
パーコンピュータを駆使した宇宙の構造形成や進化に関す
る研究について、わかりやすい講演が行われた。
　遊学館側では、サイエンス屋台での各種実験、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、大盛
況のまま、地元に密着したイベントとなった。

入来地区
VERA入来観測局

［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 19,729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 4,717人（23回）
公開施設 50センチ公開望遠鏡

［4D2U定例公開］
日　　時 第2土曜日の前日の金曜日と第3、第4土曜

日
入場者数 4,446人（35回）
公開施設 4D2Uドームシアター

［特別公開］　「三鷹・星と宇宙の日」
日　　時 平成27年10月23日（金）14:00－19:00

平成27年10月24日（土）10:00－19:00
テ ー マ アストロバイオロジーへの挑戦
入場者数 5,036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 17,415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2015」（10:00－21:00開
催）と併せて開催
日　　時 平成27年8月22日（土）10:00－16:30
入場者数 約660人

［常時公開］
日　　時 4月～3月（年末年始を除く）毎日
入場者数 1,551人

［特別公開］
日　　時 平成27年8月8日（日）12:00－20:00 
入場者数 約4,000人
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　昨年は台風により中止となったため、2年ぶりとなる特
別公開は例年同様、薩摩川内市、鹿児島大学等が中心の実
行委員会が主催する「八重山高原星物語2015」と合わせて
開催された。
　VERA20 ｍ電波望遠鏡と1 m光赤外線望遠鏡施設では、
恒例のアンテナツアーや観測棟機器説明、ミニ講演会、星
空観望会等を開催し、また初めての試みとなる4D2Uの出
張上映も好評で、多くの入場者に一日中楽しんでもらい大
盛況であった。
　今年の特別講演会は、水沢VLBI観測所の田村良明氏に
よる地球物理の話であった。また多くの学生達による理科
実験は大好評で、実験の醍醐味を満喫してもらった。

小笠原地区
VERA小笠原観測局

　本年度も「スターアイランド15」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、入場者は昨年より多い222人となり、島民数が約2,000
人であるため、島民の約1割の方が来場したこととなった。
VERAとRISEに加え、TMTの研究成果紹介、ふしぎ実験
コーナーやクイズラリー、ミニ講演会が行われた。
　また、前日の13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、来場者
は約50人であった。
　さらに、14日の夜には小笠原ビジターセンターで水沢
VLBI観測所の坂井伸行氏、TMT推進室の原川紘季氏によ
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、記念写真ブース、記念講
演会、展示説明等を行った。

石垣島天文台 

　今年は、VERA石垣島観測局が完成し、南の島の星まつ
りが始まってから14年目を迎えた。ライトダウン星空観望会は
これまでにない晴天の恵まれ、約9,000人の参加があった。
　また、今年が戦後70周年となることから、山梨県立科学
館制作の「戦場に輝くベガ」を期間中毎日上映し、記念に
残る鑑賞会となった。恒例となったプラネタリム上映には、
435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 8,540人

［特別公開］
日　　時 平成28年2月14日（日）10:00－16:30 
入場者数 222人

［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 2,713人

［特別公開］「南の島の星まつり2015」と併せて開催
日　　時 平成27年8月16（日）10:00－17:00
入場者数 238人（南の島の星まつり期間中は、343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 13,906人（南の島の星まつり期間中は、1,032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3,925人と大好評であった。

「南の島の星まつり2015」
日　　時 平成27年8月15日（土）～8月23日（日）　
入場者数 約10,930人



VIII   公開事業 185

3. 野辺山地区

　2015年度の野辺山地区特別公開は、2,429名の来場者が
あった。毎年盛況である特別講演会では、観山正見元台長
による「宇宙に生命を探す」、および、大石雅寿准教授に
よる「宇宙の生体物質2 －やはり、宇宙と生命は繋がって
いる－」を企画し、特別公開のテーマを「宇宙に生命の根
源を求めて」とした。イベントとして、恒例となっている
45 m望遠鏡にタッチ、電波望遠鏡の工作、太陽電波の検波
器工作、折り紙などの体験工作型の企画とともに、ミニ講
演会、質問コーナーといった企画も実施した。ボランティ
アやOBなどの参加もあり、スタッフとしては119名の参加
となった。長野県観光PRキャラクター「アルクマ」ととも
に、NROキャラクター「のべやま先生」も登場し、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。今年は、同日に実施された「筑波大学
恵みの森オープンセレモニー」より一般開放された筑波大
学敷地内を会場にして、会場内に用意された4つのスポッ
トを巡る「森林樹木ラリー」が行われ、見学者に好評だっ
た。その後、それぞれの機関からの講演があり、現在行わ
れている研究内容などの紹介があった。

4. 岡山地区

　平成27年度の岡山地区特別公開は8月29日（土）に行った。
　188 cm反射望遠鏡ドーム内を会場とする太陽系外惑星
命名記念講演会を2つ開催した。1つ目は講師に東京工業大
学 佐藤文衛 准教授を迎え「岡山で見つけた太陽系外惑星」、
2つ目は自然科学研究機構 アストロバイオロジーセンター 
成田憲保 特任助教による「188 cm望遠鏡の新観測装置マス
カットで探る太陽系外惑星」と題したそれぞれ約1時間30
分の講演は約110人の聴講者が集まり大盛況であった。
　なお、特別公開開催にあたり、浅口市・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・浅口市教育委員会のみなさんには近隣駐車場、
及び 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。

［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 50,185人
公開施設 45 m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27年8月22日（土）9:30－16:00
入場者数 2,429人

［常時公開］
日　　時 毎日　9:00－16:30
入場者数 11,126人
公開施設 188 cm反射望遠鏡を窓ガラス越しに見学

［特別公開］
日　　時 平成27年8月29日（土）9:30－16:30
入場者数 366人

日　　時 平成27年4月11日（土）18:30－22:45
入場者数 112人
186件544人の応募があった。ふたご座のカストルと木星
の観望を行った。

日　　時 平成27年11月3日（火）17:00－21:15
入場者数 103人
76件192人の応募があった。こと座のベガと球状星団M15
の観望を行った。

［地元感謝デー］
日　　時 平成27年10月10日（土）13:30－19:00頃
入場者数 76人
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5. ハワイ地区

［山頂施設］
• 一般見学可能日：77 日（見学可能日はハワイ観測所ホームページに掲載、うち16日は天候以外の理由による道路通行止め
などで中止、また12月から3月まで休止）

• 一般見学プログラムによる訪問：421 人（上記、通行止めにより約100人が来訪不可）
• 特別手配による訪問：131 件 538 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923 人
（特記事項）6月下旬から8月中旬まで、マウナケア山頂への道路が通行止めになり、また高度馴化の休憩に利用しているビ
ジターインフォメーションステーションが閉鎖されていたため、見学プログラムは大きな影響を受けた。この期間はアメ
リカや日本の夏休みのかなりの部分に相当する。

［山麓施設見学］
• 特別見学：67 件 393 人

［広報活動（情報発信）］
• 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14件、英文17件
・ハワイ観測所の活動紹介やお知らせ：和文14件、英文24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
・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）

［普及活動］
1. ハワイ観測所山麓施設における講演
平成27年

7月13日 地元の高校生向けプログラムUpward Bound Summer Workshopの一環として講演を行った。
7月24日 PAES（Pacific Astronomy & Engineering Summer Summit）プログラム（世界5ヵ国の高校生）の一環として講

演を行った。
8月5日 沖縄名護市の選抜中学生に向けに講演を行った。
8月18日 福島県人会メンバー向けに講演を行った。
8月19日 神奈川県関東学院高校の生徒向けに講演を行った。
8月19日 福島県からの中学生向けに講演を行った。
8月20日 東京都早稲田学院高校の生徒向けに講演を行った。
8月24日 埼玉県川越高校の生徒向けに講演を行った。
8月26日 東京都日比谷高校の生徒向けに講演を行った。
9月23日 日本からのグループ向けに講演を行った。
9月28日 琉球大学の学生向けに講演を行った。
10月15日 茨城県並木中等教育学校の生徒向けに講演を行った。
11月18日 大阪国際サイエンスクラブのメンバー向けに講演を行った。
11月20日 沖縄の選抜高校生向けに講演を行った。
12月7日 茨城県竜ヶ崎第一高校の生徒向けに講演を行った。
12月8日 大阪府千里高校の生徒向けに講演を行った。

平成28年
1月8日 奈良県青翔高校の生徒向けに講演を行った。
1月26日 香川県三本松高校の生徒向けに講演を行った。
3月2日 新潟県長岡高校の生徒向けに講演を行った。
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3月15日 京都府立命館宇治高校の生徒向けに講演を行った。
3月17日 島根県益田高校の生徒向けに講演を行った。
3月23日 神奈川大学附属高校の生徒向けに講演を行った。

2. 遠隔講演
平成27年

4月25日 科学技術館向けに遠隔講演を行った。
6月6日 科学技術館向けに遠隔講演を行った。
6月8日 島根県出雲高校向けに遠隔講演を行った。
7月2日　　 益田さいえんすたうん向けに遠隔講演を行った。
7月14日 琉球大学向けに遠隔講演を行った。
7月17日 東京未来大学向けに遠隔講演を行った。
10月31日 科学技術館向けに遠隔講演を行った。
11月9日 島根県益田高校向けに遠隔講演を行った。
11月16日 島根県益田高校向けに遠隔講演を行った。
11月27日 足立区こども未来創造館（ギャラクシティ）向けに遠隔講演を行った。
12月2日 滋賀県草津市松原中学校向けに遠隔講演を行った。
12月11日 東京都荒川区立第三中学校向けに遠隔講演を行った。
12月18日 兵庫県川辺郡猪名川町向けに遠隔講演を行った。

平成28年
2月12日 和歌山県信愛高校向けに遠隔講演を行った。
3月5日　　 科学技術館向けに遠隔講演を行った。

3. 近隣施設における講演、ワークショップ等
平成27年

4月17日 Journey master educators workshop, career panel discussion（イミロア天文センター）にてハワイ観測所の職員
が講演およびパネル講演を行った。

5月3日 ヒロ本願寺にてハワイ観測所の職員が講演を行った。
7月13日 ライマン博物館にてハワイ観測所の職員が講演を行った。
7月21日 PAES（Pacific Astronomy & Engineering Summer Summit）プログラム（ハワイ大学ヒロ校）にてハワイ観測

所の職員が講演を行った。
8月18日 ハワイ大学ヒロ校にて中国からの選抜高校生向けにハワイ観測所の職員が講演を行った。
8月21日 キラウエア・ミリタリー・キャンプにて兵庫県洲本市と地元ヒロの高校生向けにハワイ観測所の職員が講

演を行った。
9月10－13日 HawaiiConにてハワイ観測所の職員が合計3つの講演を行った
10月16日 イミロア天文センターにてハワイ観測所の職員が講演を行った。
11月17日 ハワイ大学ヒロ校にて千葉明徳高校の生徒向けにハワイ観測所の職員が講演を行った。

平成28年
1月2日 マウナケアのビジターインフォメーションステーションにてハワイ観測所の職員が講演を行った。
1月10日 キラウエア・ミリタリー・キャンプにて神奈川県星槎中学校の生徒向けにハワイ観測所の職員が講演を行った。
1月30日 オニヅカ・サイエンス・デイにて4つの理科教室と展示を行った。
3月7－11日 Journey Through the Universeプログラムにて地元の公立小・中・高の合計55クラスに出前授業を行った。

4. 日本における講演
平成27年

4月5日 科学技術館にてハワイ観測所の職員が講演を行った。
10月5、7日 沖縄県立南部医療センター・こども医療センターにてハワイ観測所の職員が講演を行った。
10月6日 沖縄尚学高等学校附属中学校及び高等学校にてハワイ観測所の職員が講演を行った。
10月8日 沖縄県石垣市民会館にてハワイ観測所の職員が講演を行った。
11月2日 京都府立命館高校にて開催された国際サイエンスフェアでハワイ観測所の職員が講演を行った。
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11月4日 京都府立命館高校の在校生向けにハワイ観測所の職員が出前授業２件を行った。
11月6日 大阪府守口市庭窪中学校（ふれあい天文学の一環）にてハワイ観測所の職員が講演を行った。

5. その他
平成27年

5月2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。

8月2日 イミロア天文センターにおけるAloha Art Festivalにて展示を行った。
8月3－14日 ホノルルにおける国際天文連合総会にて展示・説明を行った。

平成28年
1月27日 イミロア天文センターの特別イベントにて、展示・4D2UおよびWorld Wide Telescopeでのデモ・説明など

を行った。
1月30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。
2月18日 地元で開催された中高生向けの職業紹介プログラムに参加し、展示・説明を行った。
2月21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。
3月26日 地元で開催された地域イベントに、他のマウナケアの望遠鏡グループとともに参加し、展示・説明を行った。

6. 取材
日本語　14件、英語　8件


