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事業報告

企画展「磁石と日本人」実施報告

篠原　功治 *

Abstract：This paper reports contents and a framework of a special exhibition held at the Ehime prefectural science 
museum in 2013. The special exhibition aimed to introduce the development of permanent magnets and to be 
concerned with them by the Japanese scientists. The author guessed the visitors were proud of the Japanese scientists 
and given the good influence to take an interest in the science and technology by means of understanding their greatest 
contributions to the development magnets.
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は　じ　め　に

愛媛県総合科学博物館では，毎年，夏の特別展や企画
展，巡回展を入場料有料で開催しているほかに，入場料
無料の企画展も開催している．印刷費用や消耗品のみの
低予算で行う展示であり，基本的にプロパー学芸員が企
画立案を行っている．収蔵資料や体験型の展示を多く取
り入れるなど，調査研究の成果を来館者に披露し，また，
還元する機会でもある．平成 24 年度の春期は，永久磁
石をテーマとした企画展「磁石と日本人」を開催したの
で，その開催結果を本稿では報告したい（表1）．ポスター
とチラシは本稿末尾に図版 1として示した．
会期中の平成 25 年 2 月 28 日（木）～ 3月 1 日（金）
の 2日間，全国科学博物館協議会の総会と研究発表会が
当館で開催され，全国から来館した約 100 名の科学博物
館関係者に観覧していただく機会があった．
本企画展では，永久磁石の開発に携わった世界に冠た

る日本人科学者の偉大な功績を科学技術史として取り入
れることができた．　　　

展　示　概　要

現在の世界最強永久磁石であるネオジム磁石を開発し
たのが，日本人科学者の佐川眞人（さがわまさと）博士
である．佐川博士は，2012 年に第 28 回日本国際賞を受
賞された．
磁石開発には，佐川博士のネオジム磁石開発以前にお
いてもたくさんの日本人科学者が携わっており，磁石開
発の歴史は物理学の発展の歴史でもある．本企画展では，
実験コーナーや磁石が使用されている家電製品の展示を
行い，有馬朗人名誉館長を含む日本人科学者の業績を紹
介しながら磁石についての理解を深めることを目的とし
た． 
展示は，「磁石の種類」，「磁石開発に携わった日本人
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表 1　企画展「磁石と日本人」開催結果

タイトル
会期
会場
入場者数
入場料
イベント参加者数

磁石と日本人
平成 25 年 2 月 23 日（土）～ 4月 7日（日）計 40 日間
愛媛県総合科学博物館　企画展示室
7,406 人
無料
501 人
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図 1　企画展「磁石と日本人」平面図
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表 2　「磁石の種類」展示一覧

展示名 展示物等（すべて実物）
永久磁石の主な原材料 鉄や酸化鉄，ニッケル，コバルト（体験用）
フェライト磁石 フェライト磁石（φ 5× 3.5㎝）

フェライト磁石（体験用リング形状）
酸化鉄
実用化されている様々な形状のフェライト磁石（着磁なし）

アルニコ磁石 アルニコ磁石（φ 5× 3.5㎝）
アルニコ磁石（体験用リング形状）
アルミニウム（棒状）
ニッケル（粒状）
コバルト（粒状）
実用化されている様々な形状のアルニコ磁石（着磁なし）

サマコバ磁石 サマコバ磁石（φ 5× 3.5㎝）
サマコバ磁石（体験用リング形状）
サマリウム（粒状）
コバルト（粒状）
実用化されている様々な形状のサマコバ磁石（着磁なし）

ネオジム磁石 ネオジム磁石（φ 5× 3.5㎝）
ネオジム磁石（体験用リング形状）
ネオジム（粒状）
ホウ素（粒状）
鉄（粉末状）
実用化されている様々な形状のネオジム磁石（着磁なし）

表 3　「磁石開発に携わった日本人科学者 10 人」展示一覧

日本人科学者名 解説パネル（枚） 展示物等
長岡半太郎 1
本多光太郎 1
三島徳七 1
加藤与五郎 1 パソコン接続用コードや磁心
武井武 1 パソコン接続用コードや磁心
佐川眞人 3 日本国際賞受賞者紹介映像
（日本国際賞紹介含む） 日本国際賞メダルレプリカ

書籍「ネオジム磁石のすべて」
書籍「マグネットワールド」
Japan Prize News No.48 Jun.2012

仁科芳雄 1
湯川秀樹 1 論文（複写）On the Interaction of Elementary Particles.Ⅰ．
朝永振一郎 1
有馬朗人 2 論文（複写）原子核の磁気能率について

論文（複写）原子核における配位混合の理論
論文（複写）核磁気モーメント
論文（複写）原子核の新しい集団励起状態
論文（複写）原子核の相互作用するボソン模型
論文（複写）原子核構造理論の発展と現在 : 殻模型を中心として
仁科記念賞授賞審査要旨
日本学士院賞授賞審査要旨
書籍「研究力」
書籍「研究者」



企画展「磁石と日本人」実施報告

－ 40 －

科学者 10 人」，「実験コーナー」，「磁石を使用した家電
製品」の 4つのゾーンに分けて行った（図 1）．次に展
示物と展示展開について記述したい．
なお，本企画展においては，強力な永久磁石を展示し
たため，ペースメーカーや金属製の医療器具を使用して
いる方は，体験を控えていただく旨の記述を行ったパネ
ルを設置して安全対策を行った．このほかパーティショ
ンの設置や，腕時計やデジタルカメラ，携帯電話などの
精密機械は，企画展示室内 2か所に設置したコインロッ
カーへ預け入れた上で体験していただく配慮を行った．

展　示　展　開

磁石の種類（表 2，図 2～ 5）
導入部分となるこのゾーンでは，はじめに永久磁石
の主な原材料となっている粉末及び粒状の鉄や酸化鉄，
ニッケル，コバルトを容器に入れて保護した上で，来館
者が小型のネオジム磁石をくっつけることができるよう
にした．次に 4種類の永久磁石を紹介した．磁石名は，
性能昇順にフェライト，アルニコ，サマコバ，ネオジム
である．φ 5× 3.5㎝の永久磁石にゼムクリップを最大
限くっつけて静的展示を行い，その両側に原材料と様々
な形状の永久磁石を陳列した．このすぐ後に，来館者は
実際に永久磁石を触って，質感を知り，そして，ゼムク
リップを自らくっつけることで永久磁石の性能を知るこ
とができるようにした．体験させる永久磁石に関しては，
ワイヤーで固定するためリングの形状をした永久磁石を
展示した． 

磁石開発に携わった日本人科学者 10人（表 3，図 6～ 9）
パネルを中心に，論文や書籍，映像なども展示した．
日本人科学者は長岡半太郎，本多光太郎，三島徳七，加
藤与五郎，武井武，佐川眞人，仁科芳雄，湯川秀樹，朝
永振一郎，有馬朗人を紹介した．日本人科学者を紹介し
たパネルは本稿末尾に図版 2～ 11 として示す．論文は，
湯川秀樹のノーベル物理学賞受賞論文の英文と邦文の複
写，有馬朗人の論文 6編の邦文の複写と仁科記念賞及び
日本学士院賞の授賞審査要旨を，環境が配慮されている
すべて紙でできたファイルにとじて閲覧可能な展示とし
た．書籍は，有馬朗人監修「研究力」，「研究者」共に東
京図書発行の 2冊，佐川眞人監修「ネオジム磁石のすべ
て」アグネ技術センター発行の 1冊，永久磁石に関する
普及啓発書「マグネットワールド」日刊工業新聞社発行
の 1冊を展示した．映像は，佐川眞人博士の日本国際賞
受賞者紹介映像の「環境，エネルギー，社会基盤」分野
（約 8分）を展示し，希望者には，佐川博士の授賞業績
の概要が記述されている Japan Prize News No.48 Jun.2012
を附与した．授賞業績は，世界最高性能 Nd-Fe-B系永

久磁石の開発と省エネルギーへの貢献である．この刊行
物は，日本国際賞の顕彰事業を行っている公益財団法人
国際科学技術財団が発刊している．なお，日本国際賞受
賞者紹介映像は，同財団 HPから閲覧できる．加藤与五
郎と武井武のパネル付近には，現在もソフトフェライト
が使用されているパソコン接続用コードや磁心を展示し
た．出口付近の展示ケース内には，日本国際賞メダルレ
プリカの展示を行い，企画展開催期間中の土日および春
休みの 13 時 30 分～ 14 時 30 分には，企画展イベントと
して「メダルを持って記念撮影しよう」を実施した． 

実験コーナー（表 4）

永久磁石の性質をより深く理解するために，入場者が
自ら実験することができるコーナーとした．
「磁石の正体」は，球状の発泡スチロールを回転させ
ることで，磁気モーメントなどについて知るきっかけを
与える展示物である（図 10）．
「イヤホン方位磁石」は，イヤホンを糸でつったもの
であり，ゆっくりイヤホンに触れても同じ向きで止まる．
イヤホンの内部には永久磁石が使用されており，細い糸
でぶら下げると，イヤホンの耳に入れる部分が北の方向
を向く（図 11）．
「銅パイプとアルミパイプの中をゆっくり落ちる磁石」
は，銅パイプとアルミパイプの筒の中で，球状のネオジ
ム磁石を落とす実験である．銅やアルミニウムは，近く
で永久磁石を動かすとこれらの金属内に電流が発生し，
永久磁石の動きを妨げる電磁石となる（図 12）．
「スプーンが磁石になったり！元に戻ったり？」は，
永久磁石でスプーンを数回こすると，鉄でできたスプー
ンが磁性を帯びてゼムクリップがくっつき，そのスプー
ンをテーブルの角でたたくと磁性がなくなる実験であ
る．解説は，鉄の原子は一つ一つが小さな磁石となり，
その小さな磁石はバラバラの方向を向いているが，大き
な磁石でこすると同じ方向を向き，スプーンは磁石とな

表 4　「実験コーナー」展示一覧

実験項目
磁石の正体
イヤホン方位磁石
銅パイプとアルミパイプの中をゆっくり落ちる磁石
スプーンが磁石になったり！元に戻ったり？
時計よ止まれ
カラータイをあやつる
磁石くるり
磁石につく物とつかない物　小さいもの編
磁石につく物とつかない物　大きいもの編
ガウス加速器で遊ぼう
着磁パターンの観察
巨大なネオジム磁石の磁力線
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図 2　入口風景 図 6　磁石開発に携わった日本人科学者 10 人 1

図 3　永久磁石の主成分 図 7　磁石開発に携わった日本人科学者 10 人 2

図 4　磁石の種類 1 図 8　メダルを持って記念撮影しよう 1

図 5　磁石の種類 2 図 9　メダルを持って記念撮影しよう 2
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図 10　実験コーナー 1「磁石の正体」 図 14　実験コーナー 5「磁石くるり」

図 11　実験コーナー 2「イヤホン方位磁石（写真左）」 図 15　実験コーナー 6「磁石につく物とつかない物　大きい
もの編」

図 12　実験コーナー 3「銅パイプとアルミパイプの中をゆっ
くり落ちる磁石」

図 16　実験コーナー 7「ガウス加速器で遊ぼう」

図 13　実験コーナー 4「スプーンが磁石になったり！元に戻ったり？（写真
左）」，「時計よ止まれ（写真中央）」，「カラータイをあやつる（写真右）」

図 17　実験コーナー 8「巨大なネオジム磁石の磁力線」
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る，とした（図 13）．
「時計よ止まれ」は，ネオジム磁石が入っている据え
付けの箱の上にアナログ時計を置くと時計の針が止ま
り，時計を箱から遠ざけると，針が動き始める実験であ
る．時計のシステム部にあるコイルに，強い磁力が加わ
ることによって針に動力が伝わらなくなり止まる．また，
時計の針が鉄でできているため，針自体が磁石にくっつ
くため動かなくなる．
「カラータイをあやつる」は，手のひらにのせたカラー
タイをあやつる実験である．ネオジム磁石が入っている
据え付けの箱の中心付近に手のひらを移動させ，手のひ
らを左右に動かすことでカラータイをあやつることがで
きる．カラータイの中には鉄でできた針金が入っており，
磁力の向きに沿って動く．つまり，倒立したカラータイ
は磁石の磁力の向きを示しているので磁力線の観察とな
る．
「磁石くるり」は，裏に磁石を配置した板の上に鉄球
を転がすことで鉄球の軌道が曲がり，条件によっては急
激な変化も体験できる展示物で，久松洋二（2009b）によっ
て館内で展示製作され，平成 20 年 4 月から幼児向け体
験展示コーナーに常設されていた．詳細については研究
報告を参照いただきたい（図 14）．
「磁石につく物とつかない物　小さいもの編」は，ス
チール缶やアルミ缶，プラスチック，黄銅，ゴム，木な
どを机に置いて，永久磁石がくっつくか否かを実験した．
銅パイプやアルミパイプ，鉄分を多く含むコーンフレー
クは，糸でつった状態で実験できるようにした．
「磁石につく物とつかない物　大きいもの編」は，幼
児用のプールにスプレー缶や大きな箱，灰皿などを入れ，
ネオジム磁石で釣りあげることができるようにした．ネ
オジム磁石は小さくても強力で，身近にある物がたくさ
んくっつくことからもその性能の高さを知ることができ
る．また，磁力により鉄製品が連なるようにくっつくこ
とも知ることができる（図 15）．
「ガウス加速器で遊ぼう」は，著者が過去に報告して
いるので詳細については省略するが，球状のネオジム磁
石と鉄球を，磁力によって加速させて衝突させ，この衝
突を連鎖させることにより鉄球がより加速していく現象
を観察する実験である（図 16，篠原功治，2011）．
「着磁パターンの観察」は，着磁パターン観察シート
を用いて，様々な用途や形状で使用されている永久磁石
の N極と S極の境界を観察した．なお，この実験は着
磁パターン観察であり磁力線の観察ではない．
「巨大なネオジム磁石の磁力線」は（図 17），一辺が
約 10cmある立方体のネオジム磁石の磁力線を様々な方
法で観察できる（斎藤吉彦，2003， 2007）．磁力が強力
だから行える実験もあり，実験方法は，カラータイの入っ
た透明のケースを近づける，スチール缶を近づける，ア

ルミ缶を転がす，スパナをゆっくり近づけて動かしてみ
る，手のひらにカラータイを数本のせて近づけて動かし
てみる，実験用のデジタル時計を近づける，ひもを持っ
てお玉やスプーンを近づける，展示台下側にひもで固定
しているホッチキスやカッターなどを近づける，の 8通
りを解説パネルに記述した．

磁石を使用した家電製品（表 5，図 18 ～ 19）
当館収蔵品から永久磁石及び電磁石を使用している家
電製品 15 種類約 40 点を展示した．家電製品の内部を観
察できるようにすることで，永久磁石が使用されている
箇所を知ることもできるようにした．家電製品の種類は，
洗濯機，電子レンジ，ブラウン管テレビ，炊飯器，エア
コン，プリンタ，パソコン，扇風機，ラジオ（テープレコー
ダー），固定電話機，携帯電話機，ビデオデッキ，ビデ
オカメラ，スピーカー，エレキギターとした．科学技術
資料の大部分は，平成 20 年に開催された企画展「おか
しな機械」（久松洋二，2009a）で展示した中から選定した．
エレキギターについては，手作りのエレキギター（久松
洋二，2000）を展示して，来館者が弦を触れることで実

図 18　磁石を使用した家電製品 1

図 19　磁石を使用した家電製品 2
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表 5　「磁石を使用した家電製品」展示一覧

家電製品種類 周辺機器等 正式名称
洗濯機 TOSHIBA SUPER CLEAN Double VH-7760

HITACHI NW-8S
電子レンジ TOSHIBA ELECTRONIC RANGE ER-607E

RICCAR ELECTRONIC RANGE ENTREC RM-680
ブラウン管テレビ GENERAL TELEVISION RECEIVER TYPE 17T-7

NATIONAL T-14C1Sa
Panasonic TH-29V30 IC・トランジスタ式 94 製　
Panasonic TH-26V10 IC・トランジスタ式 91 製

炊飯器 TOSHIBA RCK-X18Y
ZOJIRUSHI 電子ジャー　TES-1100 型
Toshiba 東芝電気釜　自動式　TYPE ER-5

エアコン ダイキンルームエアコン　AN2505 X-W(C)
プリンタ NEC 日本語ページプリンタ　N5274-11
パソコン デスクトップ FUJITSU FMV-DESK POWER T16 

FUJITSU FMV-5133 T3
フロッピードライブ NEC Diskunit PC-9881
MOドライブ LOGITEC MO640MB 
分解済みハードディスク 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
フロッピー／MOディスク 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

扇風機 Shibaura Engineering Works Electric FAN
NEC NF-30AG

ラジオ （テープレコーダー） ICラジオ SHARP GF-108M   
NATIONAL PANASONIC RQ-238

真空管ラジオ Toshiba Matsuda Radio MODEL 519A  
Toshiba Matsuda Radio MODEL 7RA-32 

固定電話機 600 型（Ｇ）電話機
田村電機製作所 670-A2 電話機　S45 年 10 月製造
3号自動式卓上電話機　37.12
デルビル磁石式　壁掛電話機

携帯電話機 分解なし 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
分解あり 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ビデオデッキ VHS National Video Recorder NV-8310 VHS
ベータマックス SONY VIDEO CASSETTE RECORDER SL-7300

ビデオカメラ VICTOR COLOR TV CAMERA MODEL CH-1800
VICTOR COLOR VIDEO CAMERA GX-S11
National VIDEO CAMERA VY-85

スピーカー Panasonic SB-CD370  
London SOLID STATE FM-MPX STEREO speaker

エレキギター gibson USA Les'Paul MODEL
体験装置 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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際にスピーカーから音が出るようにしピックアップに永
久磁石が使用されていることを気付かせる工夫をした．

来館者の反応

企画展示室の出口付近で，入場者に対して任意でアン
ケートを実施し，満足度や感想について調査した．アン
ケート様式は本稿末尾に図版12として示した．アンケー
ト結果は表 6aに示した．企画展入場者の割合は，来館
して開催を知ったリピーターが高く，また，家族・親
族などと共に来館した 10 歳未満が高かった．満足度は
平均 4.4 であった．満足度とは，大変満足という回答を
5とし，満足を 4，ふつうを 3，不満を 2，大変不満を 1
として集計した指標であり，5に近いほど高評価を得ら
れたと推測するものである．ネオジム磁石の感想は，「強
い」，「すごい」，「面白い」，「感動」，「驚いた」，「びっく
りした」などが大部分を占め，中には「不気味」，「怖い」
といった感想もあった．企画展に関する感想などは，重
複したものもあるが，6種類の感想とその他に分類する
ことができた（表 6b）．1種類目は，「いろいろな力のじ
しゃくがあること知りました．」や「磁石の力がすごく
強かった．」などの永久磁石の種類や性能を知ることが
できたという感想である． 2 種類目は，「日本人が磁石
にかんけいしていることがわかった．」や「磁石を開発
した日本人科学者たちは，とても私たちの誇りだと思い
ました．これからもがんばってください！応援していま
す．」などの日本人科学者と磁石開発のかかわりを知る
ことができたという感想である．3種類目は，「たくさ
んじしゃくをさわれてたのしかった！」などの学校とは
異なる観点から楽しく学べたという感想である．4種類
目は，「磁石が身近なものに多く使われているのに感動．」
や「日常の家庭電化製品に幅広く応用されているのを
知って大変驚いた．」などの身近にたくさんある永久磁
石の応用例を知ることができたという感想である．5種
類目は，「小さな子供がすごく興味をもったので，この
ようなわかりやすい企画があればまたやってほしいで
す．」や「何年か後に同じような企画をしてもらえると，
子どももまたちがう年齢で勉強できると思います．」な
どの再び同じような内容の企画展を希望するという要望
である．6種類目は，「少し勉強したい．」や「家に帰って，
磁石の特性を子どもがわかるようにまとめてみたいと思
います．」などの永久磁石について学ぶきっかけとなっ
たという感想である．7種類目は，その他とした．原則
として「すごい」という感想は 1種類目とし，「喜んだ」，
「楽しい」，「面白い」，「勉強になった」という感想は 3
種類目とした．

考　　察

永久磁石は，子どもが楽しく体験でき，学校での理科
にも出てくるテーマである．
文部科学省の小学校学習指導要領（平成 25 年）によ
ると，第 3学年は，磁石の性質で，磁石に付く物や磁石
の働きを調べ，磁石の性質についての考えをもつことが
できるようにすると記述されている．第 5学年は，電流
の働きで，電磁石の導線に電流を流し，電磁石の強さの
変化を調べ，電流の働きについての考えをもつことがで
きるようにすると記述されている．第 6学年は，電気の
利用で，手回し発電機などを使い，電気の利用の仕方を
調べ，電気の性質や働きについての考えをもつことがで
きるようにすると記述されている．　　
文部科学省の中学校学習指導要領（平成 25 年）によ
ると，第 1分野の電流とその利用で，電流回路について
の観察，実験を通して，電流と電圧との関係及び電流の
働きについて理解させるとともに，日常生活や社会と関
連付けて電流と磁界についての初歩的な見方や考え方を
養うと記述されている．
日本人科学者を知る機会ともなり，現在の家電製品の
大部分に使用されていることから科学技術について学ぶ
機会ともなる．佐川博士が 2012 年に日本国際賞を受賞
されたこともタイムリーであり，授賞業績から環境につ
いて考える機会ともなる．企画展に関する感想などから
得られたその他を除く 6種類の感想の内 1～ 4種類まで
は，企画展の 4つのゾーンに対応した内容であり，5～
6種類目の感想は，繰り返し企画展で展示してほしいと
いう来館者からの要望などであった．
アンケート結果の企画展に関する感想などの中で，「科
学者たちはどのような想いを持って磁石開発に携わって
きたのか ･･･．今回，その『何か』を感じ取ることがで
きた．僕はこのことをきっかけに日本を変えていきたい
と思う！」という記述があった．佐川博士の日本国際賞
受賞者紹介映像の中に若き研究者たちへのメッセージ
（図 20）が綴られており，“なぜ科学者を志すのか”と
いう回答の一例を前述のアンケート記入した入場者に伝
えることができたと推測することもできる．

お　わ　り　に

2011 年 3 月の当館研究発表会で，ガウス加速器に関
する著者の発表時に，有馬朗人名誉館長から磁石の展示
をするようにとのご助言をいただき実現することとなっ
た．
企画展の準備として，佐川博士の日本国際賞受賞者紹
介映像の動画編集を行った．映像の中に出てくる若き研
究者たちへのメッセージ内容は，科学技術分野の展示に
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図 20　佐川博士からの若き研究者たちへのメッセージ

若き研究者たちへ

研究とは「考える」ことです．
頭で考えたことが
人々の役に立てることの素晴らしさを，
どうか実感してください．

その上で，
「社会の役に立ちたい」，
「自分が中心になりたい」という
自意識や自己顕示欲を
大切にしてください．

私は研究によって
「自分はこういう人間だ」と理解できるようになりました．

このことを実感し，
科学技術者を目指す若者が増えることを強く願っています．

佐川眞人

携わる著者自身の考え方をも大きく変えてしまうほどの
インパクトがあった．磁石と日本人という壮大なテーマ
の企画展を担当させていただき感謝の一言に尽きる．こ
の企画展入場者の中から，将来，佐川博士が受賞した日
本国際賞のような国際的な賞の受賞者が生まれることを
期待して，本稿を締めくくることといたしたい．

謝　　辞

菊池菜月氏には，日本人科学者 10 名の似顔絵を描い
ていただきました．当館指定管理者の秋山紘胤氏には，
アンケートの管理をしていただきました．当館学芸員の
藤本光章氏には，体験展示物を製作していただきました．
当館学芸員の久松洋二氏には，物理学全般や科学技術資
料に関することについて適切な助言をいただきました．
大阪市立科学館学芸員の斎藤吉彦氏には，巨大なネオジ
ム磁石の製作ならびに体験方法についてご指導いただき
ました．ここに記して厚くお礼申し上げます．
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基本情報
項目 カウント
回答数 188

地域
項目 県内 県外 無記入 小計
回答数 122 44 22 188
比率（％） 64.9 23.4 11.7 100

地域（県内詳細）
項目 東予 中予 南予 小計
回答数 74 42 6 122
比率（％） 60.7 34.4 4.9 100

地域（県外詳細）
項目 広島県 香川県 高知県 福岡県 岡山県 大阪府 奈良県 滋賀県 小計
回答数 10 9 7 4 1 1 1 1 34
比率（％） 29.4 26.5 20.6 11.8 2.9 2.9 2.9 2.9 100

男女構成
項目 男 女 無記入 小計
回答数 70 107 11 188
比率（％） 37.2 56.9 5.9 100.0

年齢
項目 10 歳未満 10 代 20 代 30 代 40 代 50 代 60 歳以上 無記入 小計
回答数 72 61 13 16 6 3 3 14 188
比率（％） 38.3 32.4 6.9 8.5 3.2 1.6 1.6 7.5 100.0

来館単位（重複回答含む）
項目 家族親戚近所 友人・恋人 団体 一人 無記入 小計
回答数 126 31 11 6 18 192
比率（％） 65.6 16.1 5.7 3.1 9.4 100.0

来館頻度
項目 はじめて 数回程度 よく来る 頻繁に来る 無記入 小計
回答数 39 78 53 4 14 188
比率（％） 20.7 41.5 28.2 2.1 7.5 100.0

広告媒体（重複回答含む）
項目 来館して チラシ・ポスター ホームページ その他 無記入 小計
回答数 121 38 11 9 11 190
比率（％） 63.7 20.0 5.8 4.7 5.8 100.0

満足度
項目 大変満足 満足 ふつう 不満 大変不満 無記入 小計 平均
回答数 114 49 13 5 6 1 188 4.4
比率（％） 60.6 26.1 6.9 2.7 3.2 0.5 100.0

表 6　a.アンケート結果
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ネオジム磁石の感想 企画展に関する感想など 感想の種類
（表 6b参照）

無知なりにも理解した 人も少なく最高によかった．今まで来た中で一番ゆっく
りできた．実験もでき満足だった．注意書きはひらがな
じゃないと子どもが読めません．

3 7

ネオジムじしゃくは重かったです．クリップをくっつけ
るとなかなかとることができなかったので，びっくりし
ました．

じしゃくのことがよく分かりました．ネオジムじしゃく
や多くのじしゃくで遊べて楽しかったです．学校のじしゃ
くよりよくくっつきました．すごくおもしろかったです．
ネオジムじしゃくでくっついたクリップは柱のように
立っていてびっくりしました．手軽に入れてだれでも入
ることができてすごくよかったです．

1 3

理科でのじしゃくとてんじかいのじしゃくは，ぜんぜん
ちがいました．たのしかったです．

1 3

ゆっくりおしたけど，スピードが大変はやかった． 大変おもしろかった． 3 
あぶなかった． 日本人が磁石にかんけいしていることがわかった． 2 
つよいちからのじしゃくがあっておもしろかったです．
予想以上に強力で驚いた． ガウス加速器の壁に貼ってある説明の→（向き）と実験

器具の向きが逆なので分かりにくかったです．
7 

驚いた．感動． 少し勉強したい． 6 
触るだけではすごさがよく実感できませんでした． 全体的に簡素でもの足りませんでした． 7 
すごかった．じしゃくがくっついていたので． とっても楽しかった． 3 
すごい． じしゃくってすごいと思った． 1 
すごかった． とてもたのしかった．いろいろな体験ができてうれしい．

またきたい．
3 

強かった． すごいじしゃく． 1 
これがネオジム磁石なんだなぁと思いました． 楽しかったです． 3 
すごく強力でこわいくらいでした． 研究をして発想と努力ですごいと思いました．説明もす

ごくわかりやすく，子供たちも大喜びでした．ありがと
うございます．

2 3

価格はおいくら？ 電気と同じで磁力は目に見えない．知らず知らずの間に
磁界に入り影響受けているのかなぁ～．

7 

超強力で驚いた． 最後の実験がおもしろかった． 3 
いろいろな力のじしゃくがあること知りました． 1 

すごく強かった． 磁石について新たなことを知れていい勉強になった． 3 
面白かった． たくさん説明してもらって分かりやすかった． 3 
強いっ !!

じしゃくのことがしれてうれしかった． 3 
強い !!
クリップをくっつけるのが楽しかった． ケイタイやパソコンがぶんかいされているのが印象的で

した．
4 

おもしろかった．
力が強い．すぐにスプーンがじしゃくになってすごかっ
た．
すごくおもしろかった． すごくおもしろかったです．いろんなじしゃくがあると

おもいました．
1 3

子供たちが興味を持って実験をしていた．楽しそうだっ
たのでよかった．

とろうとしたけどとれなかったので，すごいと思った． 理科の授業ではあまり習わなかったので，すごかったで
す．漢字が多く子供が読めないので，ふりがなをつけた
方が良いと思う．

3 7

楽しかったです． 実際に体験ができて学びになりました． 3 
引きつけられてすごかった !! 日本はすごい !!そして，磁石の強さを知りました ! 1 2
磁石ってすごい ! もうちょっと実験コーナーを増やしてほしい． 7 
すごかった． いろいろな人がじしゃくの研究をしていてすごいと思い

ました．
2 

とてもきょうみがもてました．
あたまがいたくなった．
うちにもほしい． 磁石さいこー !!!超たのしかった ! 3 
磁石すごいねー !! 磁石が身近なものに多く使われているのに感動． 4 
すごい．

もっとおもしろくしてください．夏におばけやしきをし
てください．むりょうにしてください．つまんない．

7 

おばけやしきもしてください．あんまりおもしろくなかっ
たです．これは本当です．

7 
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ネオジム磁石の感想 企画展に関する感想など 感想の種類
（表 6b参照）

すごかった !
すごくおもしろかった !

普通に楽しめました． 3 
普通の磁石だなぁと思った ! 松山市から来ました！楽しかった！ 3 
あのしかくいのが強力とはおもわなかった．
とにかく，すごかったー！ 人間は，磁石にかなり助けられて生活してる !! 4 
たのしくあそべました．
感激．開発した日本人技術者に敬意を表する． 日常の家庭電化製品に幅広く応用されているのを知って

大変驚いた．
4 

よくひっつきました．
よくひっついて，とてもおもしろかったです． おべんきょうによくなりました．また，おねがいします． 3 5
じしゃくのなかで，一番くっつく力が強かったです． 科学者はえらいと思いました．また磁石について教えて

もらいたいです．
2 5

よくひっつきました． 科学者はえらいと思いました． 2 
超，強かった．

たのしかったです． 3 
すごい．
磁石には素晴らしい力が秘められており，これからの日
本を支えていくために必要な素材だと感じた．

科学者たちはどのような想いを持って磁石開発に携わっ
てきたのか ･･･．今回，その「何か」を感じ取ることがで
きた．僕はこのことをきっかけに日本を変えていきたい
と思う！

2 6

クリップみたいだった． 日本人がビデオなどを開発してすごいと思いました． 2 4
すごかった．

じしゃくはてつなどにひっつくことがわかりました． 1 
すごく強かった． 親切に男の人がおしえてくれたから，しらないことがわ

かった．
3 

よかった．
ネオジム磁石はよくひっつくことが分かった． 1 

すごく，じしゃくにくっつくものがあってすごかったで
す．
すごくすごかった．楽しかったです．
つよい．
とても楽しくて，分かりやすかった．
きもちわるい．不気味だった． そんなことが発見できるなんてすごいと思った． 2 
すごい．おもしろい． おもしろすぎる～ !!! 3 
おもしろい．すごい．
おもしろい．すごい．
すごくおもしろかった ! すごくおもしろかったので，これからも続けてください． 3 5
とてもきもちよかったです．
とてもきもちがよかったです．
磁石はとても強い力を持っていると思った． 磁石を開発した日本人科学者たちは，とても私たちの誇

りだと思いました．これからもがんばってください！応
援しています．

2 

たくさんクリップがついたので，びっくりしました．
すごかった！最強としか言えない． 今日来ていろんな磁石のことを知れた !! 3 
すごかった． メダルをとった科学者の人はすごいと思ったから，ぼく

もメダルをとりノーベル賞をとってみせるぜ !!
2 

じしゃくがいっぱいついて，びっくりした．
磁石はすごい !!
ノーベル賞をとりたいです． 日本の人はあんまりメダルをとっていないので，メダル

をいつかとりたいです．
2 

すごかった． たくさんじしゃくをさわれてたのしかった！ 3 
びっくりしました !! じしゃくでいろいろつくりたいです． 7 
すごかった． じしゃくをつかって，いろいろなものをつくりたいです！ 7 
すごかった．
すごく磁力がつよくてすごかった． こんどもまた同じようなことをしたらいいよ． 5 
ぜんぜん楽しくないし，おもしろくない． 子供にはむずかしく，意味わからんかった．子供向けの

もっと楽しい所をつくってや！
7 

あまりおもしろくなかった．
いろんなものがくっついてたのしかった！モールがたく
さんくっついてすごかった．
すごかった．
あそこまで強いとは思わなかった．
すごかった．
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ネオジム磁石の感想 企画展に関する感想など 感想の種類
（表 6b参照）

とても強力でおどろいた．いろいろな実験や体験ができ
て楽しかった．
引く力が強かった．
とても磁石とは思えないほどの強さだったので，すごく
おどろいた．きゅうばんみたいでした．
すごく磁石の力がつよかった． また行きたいです． 7 
くっついたらとれないくらい，きょうりょくでした．ス
ゴイ !!
すごい！ 実験とかがおもしろかった． 3 
磁力がものすごく強かった． おもしろかった． 3 
いろいろなじしゃくがあり，じしゃくはじしゃくでも一
つ一つすごいところがあるとわかった．
世界最強というだけあり，きょうりょくでした．
すごい !!
すごくほしい．
さいこー．ほしい．
ほしい．
ほしいほしい．
すごくきょうれつだった．
すごい！
鉄がぬけないぐらい強かった．
クリップがいっぱいついて，びっくりした．
強力磁石で大変驚きました． 日本人が関わっていると知り，親しみを持ちました．実

際に磁石に触れるチャンスはあまり多くはないので，楽
しむことができました．

2 3

ひっつく力が強かったです． すごかったです． 1 
おもしろかった． すごかった． 1 
仕組みがいまいち分からなかったので，また来て，考え
てみたい．

これからも，磁石を使い日本を良くしてほしい． 7 

きょうりょくだった．
強力さにびっくりした． 子ども（7歳）が磁石のフシギについて，今までとは違う

ギモンを持ちました．7歳なりの理解ができたようです．
3 

ちょっとおもい． いろいろなものにつかえるじしゃくをかんがえて，すご
いなと思いました．

4 

とてもすごかった．
ものすごく強力だった．
少し恐いくらいですね． できればもっと大きく，いろいろな装置がほしいですね． 7 

いいねー． 7 
びっくり !! 楽しかった． 3 
最初は良かった．しかし後々なんだか腹がいたくなった． もうちょっと調子の良い人だけが入れるようにしたらい

いと思う．
7 

強力でびっくりしました． 小さな子供がすごく興味をもったので，このようなわか
りやすい企画があればまたやってほしいです．何年か後
に同じような企画をしてもらえると，子供もまたちがう
年齢で勉強できると思います．

5 

けっこうつよかった． いろいろとたのしかった． 3 
すばらしい． 日本発の技術をどんどん紹介し，次世代へつながるよう

な企画があればいいと思います．
2 5

力が強かった．
普通の磁石より強くて，びっくりしました．
すごくおもしろかった．
磁石の力がすごかったです． 「磁石の日本人」の磁石コーナーで，磁石の力がすごかっ

たので，また行きたいです．
1 

クリップがすごくくっついた． たのしかった． 3 
すごい．
おもしろかったです．なかなかはずれなかったです． 磁石にこんなに種類があるのを今回はじめて知りました．

開発に携わった方のことも知ることができて，貴重ない
い体験でした．

1 2

いいねー !! いいねー !! 7 
世界最強と思った． がんばれ !! 7 
すごく力がすごかった！
玉のじしゃくがひっついて，のかなかった．
じしゃくの力が強かったです． さわれてうれしかったです． 3 
とっても楽しかった．少しかたかった． 磁石の力がすごく強かった． 1 
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7種類に分類した企画展に関する感想 感想数 備考
1 永久磁石の種類や性能を知ることができた 15 ゾーン「磁石の種類」に対応
2 日本人科学者と磁石開発のかかわりを知ることができた 19 ゾーン「磁石開発に携わった日本人科学者 10 人」

に対応
3 学校とは異なる観点から楽しく学べた 44 ゾーン「実験コーナー」に対応
4 身近にたくさんある永久磁石の応用例を知ることができた 8 ゾーン「磁石を使用した家電製品」に対応
5 再び同じような内容の企画展を希望する 6 入場者からの要望
6 永久磁石について学ぶきっかけとなった 3
7 その他 19

表 6　b. 7 種類に分類した企画展に関する感想など

ネオジム磁石の感想 企画展に関する感想など 感想の種類
（表 6b参照）

大変おもしろかった．
すごく強くてビックリした．
じしゃくがすごく強かったです．
たのしかった．
ひきよせられる感じでした． いろいろな実験があって，楽しかったです． 3 
すごい磁力でした． じしゃくのふしぎが大変わかったので，べんきょうにな

りました．
3 

めっちゃひっついた !! おもしろかったです． 3 
磁力の強さにおどろいた．ふだん生活の中にある磁石と
は全くちがっていたので．

すごく興味深くおもしろかったです．子どもと来ていた
ので，ゆっくりビデオを見れなくて残念でした．論文も
ゆっくり読んでみたかったです．家に帰って，磁石の特
性を子どもがわかるようにまとめてみたいと思います．

3 6

きつかった．
とても威力が強い． 磁石は，生活にいっぱい使われているけど，これだけ威

力のある磁石は初めてです．
1 4

超強力でおもしろかった．子どもたちもよろこんでいた． 子どもたちが楽しんでいたが，もう少し大きな規模でも
いいかなぁと思った．磁石の力はいろんなところに使わ
れていることもわかり，科学者の皆さんがいたからこそ
今日の生活があると思うと，とても偉大に思う．

2 3 4 7

おもしろかった．
こんなに強い「力」とは思わなかった． 5才の息子がすごくキョウミを持って，勉強になりました． 3 
おもしろかった．
つよかった．
すごかった．
すごく楽しかったです．こんなのがあるんだなぁと思い
ました．
強かった．
おもしろかったです．
想像していたよりはるかに強力だったので，おどろいた． 発明や発見は外国人ばかりのイメージがあったが，日本

人がこんなにも関わっているのかと驚きとともに，日本
人としての誇りを感じることができた．また，体験でき
るコーナーがとても良かった．

2 3

クリップをはずすのがかたかった． 日本人が，世界最強のネオジム磁石を作ったと分かって，
日本を誇りに思った．

2 

何でもひっつくんだな～と思いました．
強力！
きもちいい．
見本のクリップをみたら，いっぱいくっついていて，やっ
てみたら，クリップがいっぱいくっついていました．

じしゃくは，前までちょっといやだったけど，今日のを
やったら，「じしゃくっておもしろいんだな」と思いまし
た !!あと，じしゃくを作った人のをたいけんできるから
楽しかったです．

2 3

すごくかたかったです． さかなつりがたのしかったです． 3 
とても強力だった．
すごい．
おもしろかった． たのしかった． 3 
ふつうの磁石とちがって強力なので，とてもびっくりし
た．

こどもがとても楽しめて良かったと思う． 3 

すごかった !!
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図版 1　ポスターとチラシ
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図版 2　長岡半太郎

図版 3　本多光太郎

図版 4　三島徳七

図版 5　加藤与五郎
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図版 6　武井武

図版 7　佐川眞人

図版 8　仁科芳雄

図版 9　湯川秀樹
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図版 10　朝永振一郎

図版 111　有馬朗人 1

図版 112　有馬朗人 2

図版 12　アンケート様式




