イベント実施結果報告書
気象衛星「ひまわり」・なんでも・調査隊！
～気象衛星『ひまわり８号』のひみつを探る～

2014.8.23

2014年9月24日

公益財団法人日本宇宙少年団

イベント概要
１

イベント名

気象衛星「ひまわり」・なんでも・調査隊
～気象衛星「ひまわり８号」のひみつを探る！～
２

目

的

「ひまわり８号」の打上げをきっかけに、子どもの気象に対する興味・関心を喚起させ、
｢ひまわり８号」の新たな機能や日々の暮らしに欠かせない気象衛星の役割について理解
を深めることを目的とします。
３

構

[主
[共
[後
４

成
催]
催]
援]

開催当日

[日
時]
[会
場]
[対
象]
[募集人数]
[応募人数]
[当日人数]
[参 加 費 ]
５

公益財団法人日本宇宙少年団
三菱電機株式会社
気象庁、地球ウォッチャーズ気象友の会

会

平成２６年８月２３日（土）
１３：００～１６：３０
三菱電機本社 ４階 会議室 （東京都千代田区丸の内２－７－３）
小学生、中学生とその保護者
親子５０組 １００名 ※兄弟参加も可
保護者４４名、子ども５１名 合計９５名
保護者３２名、子ども４２名 合計７４名
無料
場

前方からの会場風景

後方からの会場風景
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会場入口に設置した公衆衛生
注記喚起、マスク、消毒液

６

プログラム
時

間

進

行

内

容

講

師

12:30～13:00

受付開始

13;00～13;10

ごあいさつ

本日のプログラムについて

司会:
YAC宇宙兄さんズ

13:10～13:40

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ１

気象衛星「ひまわり」の誕生・歴史、気象庁の
仕事やひまわりの気象観測データを利用した天
気予報のお話。

気象庁観測部
気象衛星課
吉田 良 先生

13:40～14:10

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ２

「ひまわり8号」の多機能について観測機能の
強化されたポイントやこれまでの違いを分かり
易く解説。

三菱電機(株)
鎌倉製作所
ひまわり8号･9号
プロジェクトマネージャ

磯部 昌徳 先生

14:10～14:30

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ３

親子で楽しみながら気象を学ぶ「お天気○×ク
イズ」に挑戦。

気象庁総務部総務課
広報室
牛田 信吾 先生

14:30～14:40

（休憩）

－

－

14:40～15:25

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ４

[実験]サーモグラフィーを用いた実験を通して ＹＡＣ宇宙兄さんズ
雲の温度により変化する特性を知ることやペッ
トボトルで雲をつくるしくみを学ぶ。
[工作]ﾅﾉﾌﾞﾛｯｸで台風の模型づくり。立体的かつ
配色によって雨量の違いや台風の構造を理解す
る。

15:25～15:30

（片付）

－

－

15:30～16:20

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ５

講演「地球とともに生きる～この国とこの星と
私たち～」人によって冒険心・好奇心・匠の心
と、それぞれ成し遂げたい心の色が異なること
のお話。

ＪＡＸＡ名誉教授
的川 泰宣 先生

16:20～16:30

終わりの
ごあいさつ

本日イベントご参加の御礼。
三菱電機の宇宙事業の取組みなど。

三菱電機(株)
宇宙ｼｽﾃﾑ事業部
宇宙ｼｽﾃﾑ企画部長
水谷 雅人 様

先生方の話を聞きながらメモをとる子ども達の姿が印象的でした
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７

実施内容

プログラム１
気象庁 観測部気象衛星課 吉田 良 先生
「ひまわり」は天気予報な
どを通して日々のくらしに
なくてはならないもの！

「ひまわり」の衛星画像はおおまかに３種類の
観測装置が搭載され、約36,000km上空の静止
軌道から地球を観測しています
●可視光画像：雲に反射した太陽の光で白黒写真と
可視画像で見た台風8号（2014年7月8日）の紹介
ほぼ同じ。
●赤外画像 : 雲のてっぺんの温度がわかる。
３５年以上の歴史をもつ衛星「ひまわり」の紹介
●水蒸気画像：空の湿り具合がわかる。
1959年の伊勢湾台風は東海地方を中心におおきな被害を
もたらしました。当時の台風観測はアメリカ軍が飛行機
で行っていましたが、台風の全体が見えない、回数も少
ないことからできるだけ遠くまで観測するため日本で一
番高い富士山頂に気象レーダーが作られました。台風が
発生しやすい南の海上は観測ができなかったこともあり、
やがて気象観測は富士山レーダーから気象衛星に引き継
がれることになりました。最初の「ひまわり」は1977年
に米国から打ち上げられましたが、続く2号以降は種子
島宇宙センターからの打上げられ、現在活躍しているの
は７号。そして今年１０月に８号を種子島宇宙センター
より打上げを予定しています。ひまわり誕生から35年以
上の歴史！ みなさんのお父さん、お母さんとどちらが年
上でしょうか。

「ひまわり」という名の由来

ひまわりの花は常に太陽に向かっているので、い
つも地球を見ているという意味と1日に1回地球
を回るという意味で「ひまわり」と名付けられま
した。

新しい「ひまわ８号」について
観測性能が大幅にアップしてカラー画像になり世
界一の性能になります。また、雲の発達をより早
く捉えることが可能になるほか今まで雲との識別
が難しかった黄砂などをきめ細かく観測できるよ
うになるという興味深いお話がありました。

天気予報はどうやってできるの？
気象観測→ｽｰﾊﾟｰｺﾝﾋﾟｭｰﾀによる数値予報→予報官による天気予
報の作成
気象観測の（ほんの一部）を紹介

●レーダー（雨）電波を使って雨や雪をごく短時間で観測して
います。
●アメダス（雨、気温、風など）降水量を観測する観測所は全
国に約1,300ヶ所あります。
●ラジオゾンデ（気球による観測）気温や気圧のデータを電波
にのせて地上の観測所に情報を送ってきます。
毎日世界中の観測地点で同時に実施し、得られたデータは気象
庁から世界の気象機関へ提供されます。
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プログラム２
三菱電機鎌倉製作所
ひまわり8号・9号プロジェクトマネージャ

磯部 昌徳 先生

どんな衛星が何に使われているか
知っていますか？
●気象衛星 （ひまわり7号 天気予報）
●通信放送衛星（BS、CS、衛星通信）
●測位衛星（GPS、みちびき、ｶｰﾅﾋﾞ）
●観測衛星（いぶき、だいち）

今日は、気象衛星
「ひまわりの」開
発・製造 について
お話します！
ひまわり７号の紹介
初めて三菱電機が製作した気象衛星です。ひまわり7号は気象観測
のほか航空管制のための2つの役割を持つ多目的衛星といわれる衛
星です。衛星の寿命は10年ですが、観測機器の寿命は5年で2015
年7月で寿命がやってきます。そのため、ひまわり8号を2014年10
月に打上げて2015年7月から観測運用を引き継ぐ予定です。

衛星は打上げまで多くの試験を
行います
衛星は打上げに向けた様々な試験を行い
ます。衛星が打ち上げ時の振動に耐えら
れるかどうかを確認する振動試験や温度
変化・宇宙放射線が飛び交う宇宙環境で
機器に問題が発生しないか、太陽電池パ
ネルがきちんと開くかなどを徹底的に調
べます。太陽電池パネルがきちんと開く
かの試験では折り畳んだ太陽電池パネル
を固定しているワイヤを火薬で切断して
展開するそうです。

音響試験

振動試験

「ひまわり８号」の紹介をし
ます
ひまわり8・9号はひまわり6・7号
の後継機種として2009 年に三菱電
機が開発を開始しました。 現在の6
号・7号に比べて非常に高性能な観
測センサ（世界最高性能の可視赤外
放射計AHI）を世界に先駆けて搭載
することが特長です。これにより気
象予測の精度向上、
例えば可視画像が白黒からカラーに
なったり、一番大きいのは解像度が
2倍になり、観測頻度も3倍に上がっ
た点です。つまり「今ここを見た
い」という場所や現象の撮影が可能
になるということです。
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「ひまわり8号」は今まさに種子
島宇宙センターに向けて輸送中
衛星の製造が終わった「ひまわり8号」
は鎌倉製作所から出荷・輸送し本日今
朝出港、ただ今種子島宇宙センターに
向けて輸送中であることをお話下さい
ました。まさにこのイベント中の出来
事に子ども達もイメージを膨らませ無
事到着と10月7日の打上げを楽しみに
している様子でした。
ひまわり8号は打上げられた後も搭載機
器の様々な試験を行い来年（2015年）
8月頃に実際の運用が始まる予定です。

プログラム３
気象庁 総務部総務課広報室 牛田 信吾 先生

お天気〇×ｸｲｽﾞ！何
問正解できるかな？
問題１：台風のまんなか近ち
かくでは、風の速さが、高速
道路を走る車と同じぐらいに
なることがある。

問題１

問題１
以外に難しいぞ、親子で相談○？×？

問題１

答えは〇、みんなよくわかったね。

台風のミニ知識として覚えていてね。

問題２：台風がちかくにきたよ！こんな
とき、「ひまわり」は、「みんなにげ
て！」っておしえてくれる。
問題３：台風がくるときは台風警報、す
ごい台風がくるときは、台風特別警報が
発表される。
問題４：川の水があふれて、いえの周り
が、びしょびしょだ！こんなときは、２
階の部屋でじっとしているのがいい。

問題２

問題２

クイズは全部で4問。普段天気予報はニュースや新聞でみるけれどクイズになると天気の基礎知識が問われる問題ばかり。
答え合わせでは「やったー！」などの歓声もあがり全問正解者には三菱電機より人工衛星模型「ＳＴ－２」の賞品をもら
いました。残りの衛星模型は次に正解率の高かったお友達と牛田さんがじゃんけんをしてさらに会場が盛り上がりました。
あっという間の時間でしたがクイズでお天気基礎知識が深まり楽しいひと時でした。
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プログラム４
（公財）日本宇宙少年団

ＹＡＣ宇宙兄さんズ
その１：「ひまわり８号は赤外線
で観測する。「わたしたちには見
えない赤外線を見る」というテー
マで、赤外線カメラで会場の参加
者を撮影、そのサーモグラフ画像
をスクリーンに映し出した。

その３：「台風の立体模型作りに挑
戦！」台風の雨の強さを表すデータを
使って、ブロックを使って、立体模型
を作り、台風の構造を調べた。立体模
型はプレゼント。
その４：「自由研究のヒント」として、
台風について、過去の台風や台風経路
図、台風の番号と名前についてなど、
調べるときに使える気象庁のwebペー
ジを紹介。

（小島、小
定）
小島

小定

その２：いろいろな雲の形、雲がで
きるしくみを知ってから、雲の材料
である、ちりと水蒸気と温度をペッ
トボトルに入れたものを使って雲を
つくる実験をした。

その５： アマガエルが
鳴くと雨になる!?など、
「天気を知るいいつた
え」について、みんなで
考えた。みんなの街に伝
わる天気のことばは？
その６：「自由研究のまとめかた」に
ついてのヒントも紹介。
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プログラム５
ＪＡＸＡ名誉教授

的川

泰宣

先生

講演「地球とともに生きる
～この国とこの星と私たち～」

宇宙に挑戦する人達の心とは？
自ら「宇宙へ行きたい」と挑戦し続けた若田宇宙飛行士は『冒険心』を持った人。色で例えるなら「赤色」でしょう
か。「はやぶさ」ミッションに携わっていた人たちの気持ちは小惑星イトカワからサンプルを採取して地球に持ち帰
って宇宙の始まりを「知りたい」という『好奇心』が強く、色で例えるなら「青色」。また、イプシロンロケットの
森田プロジェクトマネージャは絶対に成功するという確信から「創りたい」という『匠の心』を持ち続け、色で例え
るなら「黄色」でしょうか。このように宇宙に挑戦する人達は目標によって人の役に立ちたいと思う心の色は異なり
ます。ですが、同じ目標を共有し心の色が組み合わさって大きなことが成し遂げられるのです。

きゅうりやなすも子どもの心を育む宇宙の素材
こんな話がありました。女の子がお母さんが一緒に料理をしているときに、なす、きゅうり、キャベツなんかがあって、
じーっと見ているうちになすにはヘタがあるのに、どうしてきゅうりにはないの？ってお母さんに聞いたらしいんです
ね。するとお母さんは、「そんなくだらないこと考えないで算数やりなさい」って言ったとか。
それで僕は「ああそう、ママも言い分があるかも知れないからちょっと聞いてみよう」って言って、 お母さんにたず
ねたところ、「それが、 わたしは何十年もなすときゅうりは見ているけれどそんな疑問持ったことなく、この子すご
いな、 よく気がついたなと思ったけど、次の瞬間にこれはやばい、絶対答えられないと思って。 それでちょっと大人
の照れというか、メンツもあって、その場しのぎでちょっと言ったんですが、反省してます」 とのことでした。
その女の子に「じゃあ、ママが『本当だ！あなたずいぶんいいところに気がついたね、 ママ全然わかんなかったよ。
じゃあ一緒に調べてみようか？』って言ってくれたらよかったの？」ってその子に尋ねたら「うん」って言って確信あ
りげな顔してうなずいてましたね。 そしたらお母さんがニコニコして「これからはきっとそうすると思います」って
言ってました。
ですから、なすときゅうりの話にしても、それは植物の進化、 生命の進化というプロセスで生まれてきていてものす
ごく面白い話があるわけで、 子どものすぐそばで感じているいろんな身の回りのものから宇宙というものへどうやっ
てつなげていくかで子どもがぐんぐん伸びていくんですね。

青い地球は自分たちで守る
惑星探査機が十数万キロの彼方から撮影した地球の写真です。この青い点の周りには全く他の星が見えません。
もしも核戦争が起きたとしたらこの青い点は赤い点に変わり、助けてくれと叫んでも誰も助けに来てくれる気配すら
ないですね。青く輝く星「地球」をこれからも守り続けるのは私たち自身の仕事です。
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