
名前 国名 区分（観測拠点・研究機関） 緯度 経度
SuperDARN最高執行委員会 （イギリス） 研究機関 - -
フッサフェル アイスランド 観測拠点 64.7 39.6
ガコナ アメリカ 観測拠点 62.4 290.8
すばる望遠鏡 アメリカ 観測拠点 19.8 301.9

アラスカ大学地球物理研究所 アメリカ 研究機関（学術交流協定） 64.9 290.8

カリフォルニア大学サン・ディエゴ校天体
物理及び宇宙科学研究センター

アメリカ 研究機関（学術交流協定） 32.9 44.2

カリフォルニア大学サン・ディエゴ校天体
物理及び宇宙科学研究センター

アメリカ 研究機関（学術交流協定） 32.9 131.0

バージニア工科大学宇宙空間科学工学
研究センター

アメリカ 研究機関（学術交流協定） 37.2 90.4

米国海洋大気局宇宙空間環境研究所 アメリカ 研究機関（学術交流協定） 39.0 291.9

米国海洋大気局地球物理データセンター アメリカ 研究機関（学術交流協定） 39.0 314.1

マサチューセッツ工科大学ヘイスタック研
究所

アメリカ 研究機関（学術交流協定） 42.4 246.7

ブルックヘブン国立研究所 アメリカ 研究機関 40.9 246.4
アリゾナ大学 アメリカ 研究機関 32.2 265.1
南部パタゴニア大気観測所 アルゼンチン 観測拠点 -51.6 274.1
レーザー応用技術研究センター アルゼンチン 観測拠点 -33.5 277.8
リオ・ガジェゴス アルゼンチン 観測拠点 -51.6 298.3
エレバン物理研究所 アルメニア 研究機関（学術交流協定） 40.5 292.3
タタ基礎研究所電波天文センター インド 観測拠点 18.9 90.5
インド・ソニパットメタン観測サイト インド 観測拠点 29.0 121.6
デカン大学 インド 研究機関 18.6 25.5
コトタバン インドネシア 観測拠点 -0.2 26.6
インドネシア国立航空宇宙研究所 インドネシア 研究機関（学術交流協定） -6.3 27.0
ダーウィン オーストラリア 観測拠点 -12.4 25.0
アサバスカ大学 カナダ 観測拠点 54.7 339.0
アサバスカ カナダ 観測拠点 54.6 72.8
レゾリュート カナダ 観測拠点 74.7 77.0
ユーリカ カナダ 観測拠点 80.0 73.9
カプスケーシング カナダ 観測拠点 49.4 100.3
ネーン カナダ 観測拠点 56.5 106.8
欧州原子核研究機構 スイス 研究機関 46.2 142.3
スウェーデン宇宙物理研究所 スウェーデン 研究機関（学術交流協定） 67.8 130.7
EISCAT科学協会 スウェーデン 研究機関 67.8 138.6
チェンマイ大学 タイ 観測拠点 18.8 143.8
チェンマイ タイ 観測拠点 18.8 137.6
アタカマ高地 チリ 観測拠点 -23.0 124.1
ナイジェリア国立宇宙研究開発機構 ナイジェリア 観測拠点 9.0 130.7
アブジャ ナイジェリア 観測拠点 9.0 136.1
昭和基地 南極 観測拠点 -69.0 137.4
ニュージーランド国立水圏大気圏研究所 ニュージーランド 研究機関（学術交流協定） -43.5 137.6
カンタベリー大学理学部 ニュージーランド 研究機関（学術交流協定） -43.5 127.8
オークランド大学地球物理研究センター ニュージーランド 研究機関（学術交流協定） -36.9 138.5
アルタ ノルウェー 観測拠点 69.9 143.6
トロムソ ノルウェー 観測拠点 69.6 143.6
トロムソ大学理学部 ノルウェー 研究機関（学術交流協定） 69.7 137.6
バングラデシュ工科大学物理学部 バングラデシュ 研究機関（学術交流協定） 23.7 126.3
ニロラ フィンランド 観測拠点 62.3 126.8
ソダンキラ フィンランド 観測拠点 67.4 129.1
ケボ フィンランド 観測拠点 69.8 76.7
フィンランド気象研究所地球物理部門 フィンランド 研究機関（学術交流協定） 60.2 262.7
ブラジル国立宇宙科学研究所 ブラジル 研究機関（学術交流協定） -23.2 172.6
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名前 国名 区分（観測拠点・研究機関） 緯度 経度

ラパス・サンアンドレス大学理学部附属
チャカルタヤ宇宙線研究所

ボリビア 研究機関（学術交流協定） -16.4 172.6

メキシコ国立自治大学MEXART観測所 メキシコ 観測拠点 11.4 174.8

シェラネグラ山頂, 国立天体物理・工学・
電子工学研究所

メキシコ 観測拠点 19.0 7.4

レベデフ物理学研究所プシナ電波天文観
測所

ロシア 観測拠点 54.8 7.4

イストーク ロシア 観測拠点 70.0 23.3
ジガンスク ロシア 観測拠点 66.8 19.2
マガダン ロシア 観測拠点 60.1 19.0
パラツンカ ロシア 観測拠点 53.0 37.6

ロシア科学アカデミーシベリア支部・
太陽地球系物理学研究所

ロシア 研究機関（学術交流協定） 52.2 88.0

ロシア科学アカデミーシベリア支部・
宇宙物理学及び超高層大気物理学研究
所

ロシア 研究機関（学術交流協定） 62.0 123.4

ロシア科学アカデミー極東支部宇宙物理
学および電波伝搬研究所

ロシア 研究機関（学術交流協定） 43.1 150.7

ロシア科学アカデミー・シベリア支部・
寒冷圏生物問題研究所

ロシア 研究機関 62.3 158.2

韓国宇宙天気センター 韓国 研究機関（学術交流協定） 33.4 104.3
韓国海洋科学技術院海洋衛星センター 韓国 研究機関（学術交流協定） 37.3 129.7
プキョン大学校　環境・海洋大学 韓国 研究機関（学術交流協定） 35.1 131.9
国立台湾海洋研究所 台湾 研究機関（学術交流協定） 22.6 129.2
国立台湾気象気候災害研究センター 台湾 研究機関（学術交流協定） 25.0 20.4
国立台湾大学理学院大気科学系 台湾 研究機関（学術交流協定） 25.1 20.4
中国科学院高能物理研究所 中国 研究機関（学術交流協定） 30.1 6.0
中国極地研究所 中国 研究機関（学術交流協定） 31.3 120.3
母子里 日本 観測所 44.4 121.5
鹿児島 日本 観測所 31.5 121.5
富士 日本 観測所 35.4 98.9
陸別 日本 観測所 43.5 98.9
東京大学宇宙線研究所乗鞍観測所 日本 観測拠点 36.1 214.8
石垣 日本 観測拠点 24.4 204.5
佐多 日本 観測拠点 31.0 213.0
信楽 日本 観測拠点 34.8 242.8
豊川 日本 観測拠点 34.8 242.8
木曽 日本 観測拠点 35.8 279.6
琉球大学千原キャンパス（宇宙地球環境
研究所中城観測点）

日本 観測拠点 26.3 283.0

野辺山電波ヘリオグラフ (国立天文台野
辺山宇宙電波観測所内)

日本 観測拠点 35.9 283.0

SuperDARN北海道-陸別第一レーダー 日本 観測拠点 43.5 289.0
SuperDARN北海道-陸別第二レーダー 日本 観測拠点 43.5 287.1
東京大学宇宙線研究所神岡宇宙素粒子
研究施設

日本 観測拠点 36.1 249.0
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