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共同利用・共同研究拠点として全国的な研究プロジェクトをリードする宇宙地球環境研究所は、同時

に北海道から九州まで全国に６カ所の附属観測施設を有し、全国規模の観測も実施しています。本事業

は、そうした拠点研究所としての特性を活かし、最新の科学成果を広く社会に還元することを目的とし

たものです。そのため、本研究所の観測施設が置かれている北海道足寄郡陸別町、長野県木曽町、鹿児

島県垂水市の自治体、及び関連する大学、研究機関と協力しながら、宇宙地球環境研究の内容を市民に

分かりやすく説明するイベントを開くと共に、地域の小中学校における出前授業を実施しました。また、

公開講演会や名大祭において研究所の一般公開を行い、名古屋市及び周辺住民のみなさんに研究室を見

て頂き、研究成果を分かりやすく説明するイベントを実施しました。 

 

陸別小中学校における出前授業 
 
2017 年 11 月 10 日(金)に北海道の陸別小学校と中学校で出前授業、11 月 25 日(土)に陸別中学校で土

曜出前授業を行いました。これらの出前授業は、陸別町と名古屋大学・北海道大学・北見工業大学・国立

環境研究所・国立極地研究所による陸別町社会連携協議会の活動の一環として、毎年この時期に行われ

ているものです。11 月 10 日には、本研究所の S.-H. Park 研究員、伊集朝哉研究員、増田智准教授によ

る「太陽の分光観測の話と分光器工作・実験」が行われました。生徒たちは、前半では最新の観測による

迫力のある太陽の動画に感動していましたし、後半では自分で作った分光器を蛍光灯、白熱電球、LED
などに近づけ、スペクトルの違いを熱心に確かめていました。また、同日には、北海道大学の佐藤光輝講

師と大学院生による「ロケットの話とペットボトルロケット打ち上げ実験」、北見工業大学の亀田貴雄教

授による「陸別町が日本一寒い町と呼ばれる根拠の科学的説明」も行われました。幸い天候に恵まれ、運

動場でのロケット打ち上げ実験は大成功で大きな歓声が上がりました。11 月 25 日には、本研究所の寺本

万里子特任助教と小路真史特任助教が、昨年、打ち上げられた「あらせ衛星(ERG)」に関する授業を行

いました。プラズマや電波などの難しい内容でし

たが、ユーモアを交えた分かりやすい語り口で、生

徒たちは最後まで集中して聞いていました。また、

京都大学からお借りしたダジックアースに立体的

に映した自転する地球上のオーロラは、説明にも

効果的に使われ、生徒たちに強い印象を与えたよ

うです。同日は、他に国立環境研究所の森野勇主任

研究員と野田響主任研究員による「いぶき

(GOSAT)衛星の観測成果の話と光合成時に植物

から出る赤外線放射に関する実験」,りくべつ宇宙

地球科学館の村田拓也主任による「霧箱を用いた

宇宙線の実験」が行われました。生徒たちにとっ

て、科学がより身近に感じられるイベントだった

と思います。 

プロジェクトの概要 
共同利用・共同研究拠点の全国ネットワークと自治体の個性を活かして 

自然科学への興味を喚起する取り組み 



陸別町社会連携連絡協議会 

（H30 年 2 月 27 日） 

 
2017 年 11 月 11 日(土)に、りくべつ宇宙地球科学館(銀河の森天文台)における「驚き！おもしろ科学

実験 2017」をりくべつ宇宙地球科学館、北海道大学大学院理学院、北見工業大学社会連携推進センター、

足寄動物化石博物館と本研究所の共催で開催しました。銀河の森天文台の一階展示室にて、本研究所の

「太陽の分光観測の説明パネル・分光器工作及び実験コーナー」など、各共催団体が工夫を凝らした展示

を行いました。また、NHK のコズミックフロント等の科学番組の製作に携わってこられた安藤良美さん

によるミニ講演会「映像で伝えられること～宇宙番組の制作現場から～」が開催され、CG の映像にその

場で生ナレーションを入れるなどしながら、科学番組制作の作業の流れを楽しく紹介していただきまし

た。釧路など遠方からの参加者や毎年来られているリピーターのご家族もあり、一般の人たちの科学へ

の興味・関心の高さを実感させられたイベントでした。 

 
 

地域との連携の強化 
 

陸別町社会連携連絡協議会 

平成 25 年 4 月に、それ以前に名古屋大学と陸別町で結ばれていた

連携協定を拡大する形で、国立環境研究所、北海道大学、北見工業大

学、国立極地研究所を加えた６者で社会連携連絡協議会が発足しま

した。陸別町社会連携に関する情報交換や事業協力などを通して、

地域振興の推進を図っています。本研究所はその取りまとめを担っ

ており、陸別町で行われた本事業はこの社会連携連絡協議会の主要

な活動を担っています。本年度の協議会は 2018 年 2 月 27 日(火)に

行われました。 

 

陸別観測所設立 20 周年記念シンポジウム 

陸別町立りくべつ宇宙地球科学館の２階部分を国立環境研究所と

借り受け、平成 9年 10 月に観測所の前身の陸別観測室が開設されて

から 20 年が経過しました。2017 年 11 月 8 日(水)～9 日(木)にその

記念シンポジウムが開催され、シンポジウムに先立ち記念式典が執

り行われました。記念式典では、野尻秀隆陸別町長から歓迎の挨拶

と 20 周年への祝辞をうけました。松下裕秀名古屋大学理事からは、

大学の３つの大きな役割（研究の推進、学生の教育、地域社会への 

りくべつ宇宙地球科学館（銀河の森天文台）にて 
「驚き！おもしろ科学実験 2017」を実施 

記念式典で祝辞を述べる野尻陸別町長 



貢献）のすべてに関連した取り組みが陸別で実現できていることへの感謝と今後の協力の継続をお願い

する挨拶が述べられました。また、上出洋介りくべつ宇宙地球科学館長、草野完也宇宙地球環境研究所長

からも研究所と町への感謝の意がそれぞれ述べられました。 
またシンポジウムでは、北見工業大学の亀田教授から日本気象学会機関紙「天気」に掲載された調査ノ

ート論文「日本一寒い町、北海道陸別」の報告もなされました。同論文は、大学の研究者だけでなく、陸

別町役場職員や旅館経営者などの民間有志で構成された陸別町しばれ技術開発研究所が過去10年間の北

海道内の気象庁のアメダス観測データをもとに比較解析を行ったもので、社会連携連絡協議会が進めき

た研究機関と地域住民との協力によりまとまった成果と言えます。シンポジウムを通してこの成果を我

が国を代表する地球電磁気学や大気科学の研究者らと共有することができました。 

 

太陽地球圏環境予測（PSTEP）サマースクール陸別 2017 

当研究所は新学術領域「太陽地球圏環境予測(PSTEP)」(http://www.pstep.jp/)、陸別町との共同で

「PSTEP サマースクール陸別 2017」を、2017 年 7 月 30 日(日)から 8 月 4日(金)の６日間、北海道陸別

町にて実施しました。本サマースクールは全国の大学院生・若手研究者を主な対象とし、太陽地球圏環境

予測の基礎から最前線までを様々な側面から学ぶことを目的とした合宿形式の研究会で、全国から約 100

人の参加者を集めて行われました。PSTEP は当研究所の草野所長が代表を務め、本サマースクールには

当研究所からも実行委員・講師・受講生として多数の参加がありました。 
本スクールでは PSTEP 関連分野の最前線で活躍される多彩な講師により、全 19 コマに渡って講義が

展開されました。これらの講義は太陽・太陽風・地球環境のエネルギー伝搬過程や、太陽地球圏環境の基

礎研究と宇宙天気の予報運用とのつながりを理解できるよう意識して配置されました。さらに、事前に

実行委員と講師とが講義の構成を相談し、また、講義ごとにシラバスを作成することで、学ぶべき内容や

講義間の連携がより明確になるよう心がけました。加えて、各分野で使われる専門用語をまとめた用語

集を実行委員が手作りし、プラズマ物理学の未履修者を対象としたインターネット中継形式の事前補講

を草野所長自ら行うなど、スクール期間中の習熟度を最大限に高められるよう、数々の工夫を凝らしま

した。その甲斐あって、幅広いテーマを盛り込んだにもかかわらず、各講義の理解度は良好だったらし

く、講義後には時間が足りなくなるほど活発な質疑応答が展開されました。講義の合間には、エクスカー

ションとして周辺の国立公園に出かけました。また最終日の講義終了後には、本研究所の陸別観測所へ

見学ツアーを実施しました。両日とも好天に恵まれ、太陽地球圏環境をより多角的に学ぶ最良の機会と

なりました。今回のスクールは参加者が同じ宿泊施設を利用する合宿形式としました。連日、夜遅くまで

活発な議論が続き、多くの参加者に楽しんでいただけたようです。本スクールの開催にあたっては、約１

年間に及んだ準備段階から、一貫して陸別町の皆様の全面的なご協力をいただきました。また、実行委員

の皆さんには献身的に研究会の運営に取り組んでいただきました。関係各位には深く御礼申し上げます。 
 

 
 



 
 2017 年 8 月 5 日(土)～6 日(日)、長野県上松町にある木曽観測施設で一般公開が実施されました。これは、

東京大学木曽天文台との共催で、毎年８月上旬に行われているものです。今年は、公開期間中に木曽観測施設

が「長野県は宇宙県」サマー・スタンプラリーのスタンプ設置場所の一つとなりました。「長野県は宇宙県」

は昨年度に設立された長野県の宇宙関連機関の連携組織です（http://www.nro.nao.ac.jp/~uchuuken/ 
html/uchuuken.html）。両日とも好天に恵まれ、またスタンプ・ラリーの効果もあって、長野県・愛知県のみ

ならず日本全国から数多くの来訪者がありました。来訪者数は、２日間で約 130 名に達しました。本公開で

は、来訪者に木曽観測施設に設置された大型電波望遠鏡を間近に見て頂きながら、その仕組みや観測の原理つ

いて説明しました。さらに、パネルを使って太陽圏研究部が推進する太陽風研究・宇宙天気研究の説明を行い

ました。今後も、「長野県は宇宙県」と連携しながら、地域の教育普及活動に貢献してゆく予定です。 
 

 
木曽一般公開の様子（上）と「長野県は宇宙県」サマー・ 
スタンプラリーのポスター（右） 

 
 
 
 
  
 
 
 

青少年のための科学の祭典 in 垂水 2017 
 

当研究所国際連携研究センターの鹿児島観測所がある鹿児島県垂水市で 2017 年 12 月 16 日（土）に開

催された「科学の祭典」に、同センターの教員と学部生４名が参加し、「地磁気をはかろう」というブー

ス展示を行いました。実際に人工衛星や地上観測で使われているフラックスゲート磁力計の動作展示や、

ネオジム磁石にコイルを巻いて紙コップに取り付けスピーカーを作る実験を行いました。会場は約 600

人の参加者があり、大勢の小学生が磁石の不思議さを楽しみました。 

木曽観測所施設一般公開 



 
 

科学の祭典 in 垂水のブース展示 

 

名大祭における宇宙地球環境研究所の一般公開と講演会 
 

宇宙地球環境研究所で行われている研究について一般の人たちにも広く知っていただくため、第２回

宇宙地球環境研究所一般公開を、2017 年 6 月 10 日(土)～11 日(日)に開催しました。内容は、昨年度と

同様、研究室公開・特別講演会・合同展示会で、このうち研究室公開と合同展示会は第 58 回名大祭の研

究公開企画としても開催されました。 
 

研究室公開 

2017 年 6 月 10 日(土)10:00～17:00 に研究所共同館 I・II で研究室公開が行われました。公開の内容

は、各研究部の研究内容をわかりやすく説明したパネル・ビデオを展示し、教員・ポスドクや学生がそ

の内容を訪問者に説明するものから、観測の実演や体験型の研究紹介など多岐に渡りました。好天にも

恵まれ約 220 名の方が来訪され、熱心に見学していかれました。来訪者は年配の方から子供まで様々な

年代の方々でしたが、見学後のアンケートを拝見すると、展示の内容や説明の仕方については概して好

評で、大勢の方に満足していただけたようです。各研究部の公開テーマは以下のとおりです。 
 
主な展示内容：宇宙は真空じゃない? －電波で見る太陽風の不思議、目で「みる」地球の空のいろい

ろ、海を見て感じてみよう、太陽と地球が織りなすストーリー、宇宙線研究の紹介と

宇宙線検出器、宇宙にさわってみよう、ものの年代はどうやってはかるの？ 



 

 
名大祭における研究所公開の様子 

 

特別講演会 

 特別講演会は、研究所公開のテーマ「最先端の技術で測る宇宙地球環境」に直結する二つの講演を用

意し、2017 年 6 月 10 日（土）13:00～15:00 に、研究所共同館 II の３階ホールにて開催しました。三好

由純准教授による「“あらせ”が挑む宙（そら）の嵐」と髙橋暢宏教授による「最先端のレーダーによる

雲・降水の観測」の二つの講演が行われました。高校生や大学生からシニアに至る年代の方が、会場を

ほぼ満員近くまで埋め、熱心に講演を聞いていかれました。少し難しいかなという内容も、平易な表現

や上手なたとえを用いて講師のそれぞれが、わかりやすく説明しました。両講演後には熱心な方からの

質問がありましたし、講演会終了後も、数名の方が講師に質問に来られていました。 

 

名大祭展示会 

 合同展示会では、2017 年 6 月 10 日(土)～11 日(日)に名大祭の合同展示会に参加しました。各日 10:00

～17:00 に研究所全体を紹介するポスター２枚と、７つの基盤研究部及び３つのセンターを紹介するポ

スター10 枚を展示しました。10 日には、教員や大学院生が展示されているポスターの説明も行いました。

同時に当研究所で発行している一般向け冊子の展示・配布も行いました。来場者のアンケートを拝見す

ると、研究の内容に多くの方が関心をもっていただいた様子が窺えます。また、冊子については昨年度

同様、置いてあったものがほとんどなくなり、こちらも関心を持っていただけたようです。 



 

宇宙地球環境研究所の公開講演会 
 
2017 年 12 月 2 日(土)、名古屋大学 理学南館坂田・平田ホールにおいて、市民や学生など 155 名の参

加のもと、公開講演会「地球を観る」を開催しました。本講演会は、最先端の観測から明らかになりつつ

ある「地球」の新しい知見を一般の方々にわかりやすく紹介し、「地球」への興味を持ってもらうために

企画されたものです。名古屋大学の諸田智克講師からは、月周回衛星「かぐや」によって得られた月の観

測結果から地球の進化を考える「月を観たら地球が観える」、本研究所の石坂丞二教授からは、衛星リモ

ートセンシングによって海洋の環境を観る「宇宙から海洋のプランクトンを観る」、海洋研究開発機構の

阿部なつ江主任技術研究員からは、地球深部探査船「ちきゅう」で行われている掘削によって海洋底深部

を観る「ちきゅう深部を掘ってみよう！」、同機構の大林政行主任研究員からは、地震波トモグラフィー

で地球深部を観る「地球の CT —地震波で観る地下 3000km —」の４講演が行われました。それぞれの熱

のこもった講演に対して、専門的な内容を含めて会場から多くの質問がなされました。現在も旅を続け

ている「はやぶさ２」、「東日本大震災」から「地球環境変動」に至るまで多方面にわたる話題も提供さ

れ、盛況のうちに講演会は幕を閉じました。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宇宙地球環境研究所公開講演会のポスター 

公開講演会の様子 



  

夏休み体験学習「東海の地球環境史を学ぼう」を開催 
  

宇宙地球環境研究所年代測定研究部は、静岡県ふじのくに地

球環境史ミュージアムの山田和芳教授、菅原大助准教授、静岡

大学理学部の北村晃寿教授と協力し、2017 年 8 月 3 日(木)と 4

日(金)の２日間にわたり、小学高学年生を対象とした夏休み体

験学習「東海の地球環境史を学ぼう」を行いました。 

初日は、名古屋大学キャンパスにて、テフラ編年法と年輪年

代法に関する講義や実習を行いました。テフラ編年法の講義で

は、テフラが火山降下物であること、火山ごとに溶岩やテフラ

の特徴が異なること、テフラの違いの見分け方などについて学

びました。その後、いくつかのテフラについて、火山ガラスの

色や形、どのような鉱物が多いかなどを実体顕微鏡で観察しま

した。年輪年代法の講義では、樹木年輪についての基礎を学び、

樹木年輪幅の変化パターンを利用して、年代を決定することが

できることを学びました。名古屋大学の構内に生育していた杉

の樹木円板を用いて、年輪幅を測定し、グラフに描き、実際に

年輪年代法を体験する実習も行いました。「火山灰を顕微鏡で見

る機会はなかなかないのでよかった」、「火山によって火山灰が

違うことをはじめて知りました」、「年輪の実験は数えるのが大

変だったが、グラフを描くのが楽しかった」など、特に実習が

楽しかったという感想が多く寄せられました。   
 
  

 
 
 

２日目は、大型バスをチャータして、静岡県ふじのくに地球環境史ミュージアムの見学、三保松原・日本平

の巡検を実施しました。ふじのくに地球環境史ミュージアムでは、山田和芳教授から、ネイチャーテクノロジ

ーについて学びました。例として、ハスの葉の表面を観察し、この表面構造を利用して水や汚れをはじく素材

が作られていることについて学びました。また、ミュージアム内に設置されている地球環境史（人と環境の歴

史）に関する数多くの展示を見学しました。その後、同ミュージアムの菅原大助准教授と静岡大学理学部の北

村晃寿教授に引率していただき、三保松原と日本平の野外巡検を行いました。三保松原では松枯れ問題や海岸

侵食について、日本平においては有度丘陵の成り立ちや富士山の形成史などについて学びました。幸いに天気

にも恵まれ、楽しい巡検になりました。教室での講義だけでは得られない現場での実体験の機会は、子どもた

ちの自然への興味を引き出し、自然科学・地球科学への関心をより高めるきっかけになったと思います。 

  

夏休み体験学習のポスター 

名古屋大学における講義・実習の様子 



 
 

   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ふじのくに地球環境史ミュージアムでの様子 

（上）三保松原にて 
（右）日本平にて集合写真 



一般向け科学冊子の制作と配布 

宇宙地球環境研究所では最先端の研究をわかりやすい言葉で解説し、広く社会に紹介するために、太

陽地球科学の分野を題材に小冊子を制作し、研究所公開や講演会などで一般に配布しています。冊子は、

りくべつ宇宙地球科学館などにも置かれており入館者に特に好評です。研究所のホームページでも公開

しており、年間 350 万件以上のアクセスがあります。 

 

｢50  のなぜ｣シリーズ 

Q＆A 形式で 50 項目の「なぜ」に、わかりやすく丁寧

に答えるシリーズ科学冊子です。研究所教員が平易な文

で解説、陸別町職員がイラストを描いたシリーズで、平

成 15 年に始まり、これまでに 12 作が完成しています。

平成 29 年度からは新たな分野の冊子の製作に取り組み

始めました。 

オーロラ  太陽・太陽風 

惑星  オゾン 

宇宙線  地球温暖化 

大気のてっぺん 極地 

地磁気  放射線帯 

電波             宇宙天気 

 

コミック｢～ってなんだ!?｣シリーズ 

人気科学漫画家、はやのん氏を起用したコミックのシ

リーズです。国際学術組織 Scientific Committee on 
Solar-Terrestrial Physics (SCOSTEP)と共同で制作し

ており、日本語版だけではなく英語版 “What is ･･･?!” も発行し、国際会議などで配布しています。

これまでの全作品のテーマは次のとおりです（発行順）。現在、SCOSTEP を通して、日本語・英語以

外に 15 言語への翻訳が進められ、太陽地球系科学の社会還元と教育に国際的に大きく貢献しています。 
 

 

 

 

 
 
 
 

冊子の配布 

2017 年 5 月に幕張で開催された地球惑星科学連合 2017 年大会では展示ブースに出展し、「50 のなぜ」

シリーズ及びコミック｢～ってなんだ!?｣シリーズなどの科学冊子を展示し、希望者に配布しました。名大

祭における研究所公開でも宇宙地球環境研究所内および豊田講堂シンポジオンにおいても冊子の展示・

配布を行いました。さらに 2017 年 10 月に開催された名古屋大学ホームカミングデイにおいても、豊田

講堂ホワイエで冊子の展示・配布を行い多くの来訪者が冊子を受け取っていました。これらのイベント

全体で合わせて 6,000 部以上が配布されました。当研究所の研究内容の社会への発信、自然科学一般へ

の関心の喚起という点で大きな貢献があったと思われます。 
                           

（日本語版） （英語版） 
地磁気  Geomagnetic Field 
オーロラ Aurora 
オゾン  Ozone Hole 
太陽風  Solar Wind 
地球温暖化 Global Warming 

（日本語版） （英語版） 
宇宙線  Cosmic Rays 
極地  Polar Regions 
超高層大気 Upper Atmosphere 
太陽と地球気候は関係あるの   
What is the Sun-Climate Relationship 



成果 

 講演会や小・中学校での出前授業、講演会、一般参加科学イベント、観測所の公開などを自治体と協

力して開催し、当研究所の研究内容への理解のみならず、自然科学、理科全般への市民の関心を喚起

し、地域社会への成果還元を進めることができました。これまでの自治体との連携の積み重ねによ

り、自治体支援のもとでの PSTEP サマースクールなどに発展しました。 

 名大祭企画として研究所一般公開を行い約 200 名の市民のみなさんに来訪して頂きました。来訪者

のアンケートでは多くの方が満足され、再度参加することを希望されていました。研究所の様子と

研究成果を一般市民に理解していただくとても良い機会となりました。 

 研究所の公開講演会を継続して実施し、200 名に近い市民の皆さんに最先端の研究について紹介を行

いました。アンケートでは聴講者の多くの方が満足されていたことが伺えますが、一方で、若年層の

聴講者を増やすことが課題となりました。 

 イラストを交えての冊子は好評で合わせて 6,000 部以上が配布されています。 

今後の課題と取り組み 

 地域貢献事業の活動に対する人々からの積極的な反応を、どのようにして活用し、理科教育の向上

に繋がる取り組みへと発展させることができるかを、今後さらに考える必要があるでしょう。また、

参加する人の興味関心に配慮し、常に新鮮な事業展開が必要であると考えます。そのため、知識や情

報の発信だけではない、より密接な“双方向”のコミュニケーションの機会をさらに発展させるべき

と考えています。 

 当研究所の進める地域貢献事業をより広く人々に伝えていく活動を進めることが必要です。大学が

主催する名大祭やホームカミングデイなどによる研究所の主体的な活動報告を引き続き実施する予

定です。 

 名古屋市をはじめさらに多くの関連する自治体との連携を発展させるべきと考えています。このた

め、陸別での例をモデルとした、他大学や他の研究機関とも連携した地域連携活動を進めることが

効果的であろうと考えます。 

 宇宙地球環境研究所の創設から２年以上経過し、水循環や年代測定などの分野における地域貢献も

広がりを見せていますが、さらに広い科学分野を通した地域連携を実施する必要があります。 

 理科に興味を持つ中高生の掘り起こしは急務であり、研究所としては広報冊子の充実と周知を徹底

させることが重要であると考えています。その一環として、ホームページに中高生向けのページを

作成するとともに広報冊子のページや宇宙地球環境研究所ビデオを紹介するカードを作成し、高校

等へ配布することも検討しています。 

 優れた地域貢献事業活動のための安定した予算の確保を行っていく必要があります。 
 

成果と今後の課題 


