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１．は じ め に

　本研究は，小川義和（国立科学博物館）が研究代表
者を務める，「知の循環型社会における対話型博物館
生涯学習システムの構築に関する基礎的研究」（平成
24年～28年度科学研究費助成金　基盤研究（S））の
調査・研究における協力地域として筆者が関わった
2013（平成25）～2015（平成27）年度の調査の概要で
ある。
　我が国における科学啓蒙については，学校教育の
「理科」を通じて行われたことが特徴である１。（岡田
2003）同時に明治期の「教育博物館」（現在の国立科
学博物館）では，学校教員の理科実験機器・装置類の
使用方法の習得のための研修会の実施や化石標本等の
貸し出し事業の実施など，現在の国立科学博物館の事
業の基本となる取り組みが当時すでに実施されてい
た。
　戦後，新しい時代を担う人材の育成を目指して，科
学館などの社会教育施設が登場したり，研究者の社会
的役割として研究成果の普及活動などその時々の科学
技術政策などと関わって科学啓蒙・普及・教育のあり
方が変化してきたものの，学校教育の役割は大きく，
また学校以外での普及活動は一方的な知識の伝達の域
を出なかった。
　ところで近年「サイエンスコミュニケーション」と

か「科学技術コミュニケーション」といった概念が
広がりを見せている。その概念は1985年にイギリス
の王立協会がまとめた「公衆の科学理解（The Public 
Understanding of Science）」報告書に登場し，その
定義としては「科学という文化や知識が，より大きい
コミュニティの文化の中に吸収されていく過程」（ス
トックルマイヤー2003）というのがよく用いられてい
る。まだ明確な定義はないものの，「学校教育の理科」
や，研究者の出前講座などのアウトリーチ活動（どち
らかといえば一方的な知識の伝達）とは異なり，科学
者と一般市民との乖離が指摘される中で，国民の科学
者理解という意味で扱われることが多い。
　2011年に設立された一般社団法人日本サイエンスコ
ミュニケーション協会の設立趣旨を見てみると，

21世紀における科学の責務は「知識のための科学」に
加えて「社会における科学、社会のための科学」であ
る（1999年「ブダペスト宣言」）と言われています。
　サイエンス、広い意味での科学をめぐる状況は新し
い時代に入っています。これからの社会では、一人ひ
とりがサイエンスに関心を持ちながらその本質を理解
し、自分なりにうまく活用するサイエンスリテラシー
を養うことで、社会がかかえる課題に主体的に関与し、
判断していくことが求められます。サイエンスは利便
性だけでなく、精神的に豊かに生きるための糧、文化
ともなりえます。
　そこで重要な役割を果たすのが、サイエンスコミュ
ニケーションです。サイエンスに関する理解、関心、
意識を深めたり高め合うことを通じて、多様な意見を
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踏まえた合意形成を図り、人々の声を政策に反映させ、
協働して課題を解決していくための活動です。それは
また、サイエンスの健全な発展とその成果の有効活用
を促進する活動でもあります。２

　という記載が見られる。そこで「サイエンスコミュ
ニケーション」とは，ひとまず，理科教育，科学教育，
研究者の出前講座，企業の地域貢献活動，サイエンス
カフェ，科学館などの事業，メディアの情報発信，行
政の関連政策，市民個人または団体の科学ボランティ
アなどの「総称」としておく。
　本研究はこうしたサイエンスコミュニケーション活
動の広まりの中で，科学系博物館における活動の新た
な展開を模索したものである。国立科学博物館に所属
する研究代表者が，全国の協力館とその周辺地域にお
ける博物館利用者の利用形態や学習スタイルを各地の
事情や特徴を活かして「科学リテラシーパスポートβ」
システムを利用しながら，学芸員と利用者の対話型博
物館を提案した。
　本報告は，平成24年度よりスタートした研究の概要
と，東北地区として筆者らが主宰するふくしまサイエ
ンスぷらっとフォーム（以下，spff）に参加する科学
館との平成25，26年度の活動記録について他地域と比
較して，特徴を述べたものである。

２．PCALi事業の概要と国内の協力体制に
　ついて

２．１　PCALiとは
　PCALiとは「Passport of Communication & 
Action for Literacyの略で、リテラシーを涵養する
ために皆さま（一般市民の登録会員）が自らコミュ
ニケーションと行動を起こすことをお手伝いするパ
スポート」３を利用したシステムのことである。
　小川義和（国立科学博物館）が研究代表者を務め
る，「知の循環型社会における対話型博物館生涯学
習システムの構築に関する基礎的研究」（平成24年
～28年度科学研究費助成金　基盤研究（S））の中で，
博物館における教育プログラムの開発と登録，来館
者の利用形態および学芸員と来館者の対話の場とな
るのがこのシステムである。第４期科学技術基本計
画で示された「地域に根ざした科学コミュニケー
ションの推進と人々が対話を通じて科学技術の知
識を活用できる科学リテラシーの向上」４を目指し，
地域における地の循環型のシステムが機能する場と
しての博物館の機能の解明と構築を目指したのである。

　まず小川らは，以下の目標を立てて，国内に協力
博物館を得て，本プロジェクトをスタートさせた。
①　幼児から高齢者までを対象にする。
②　世代別の科学リテラシーの到達目標を掲げ
る。
③　科学リテラシー涵養活動の構築を実施する。
④　科学系博物館の学習プログラムの収集・整理
をする。
⑤　科学的な思考習慣と社会の上挙に適切に対応
する能力の涵養を目的としたプログラム開発を
目指す。
⑥　全国の博物館でプログラムを共有する。
⑦　利用者からの視点を重要視する。
　その上で，利用者が本システムを利用して，学習
過程を記録・提示することを通じ，利用者の視点か
ら博物館活用モデルを確立し，博物館の新たな機能
としての「対話型博物館生涯学習システム」を提案
することを目的とした６。
　会員はPCALi加盟館が実施する登録プログラム
に参加する際にカードを提示する。それによって全

図１．これからの博物館の社会的役割５

図２． 科学リテラシーパスポートシステムの
構築・運用概念図７
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国のイベント参加者の動向が把握でき，また会員は
参加したプログラムについてアンケートに答え，あ
るいは学芸員にたいして自由に質問などをする。そ
れらのデータが蓄積されるため，会員は自身の履歴
を振り返ることができ，さらに協力館は他館の状況
や来館者の動向を観察できるのである。

２．２　国内の協力地区について
　2014年６月の時点になるが，日本国内の５地区（北
海道・東北・関東・関西・九州）の19機関および海
外の１館が参加協力した。その内訳は科学系博物館・
総合博物館・美術館・動物園・水族館・歴史計博物
館などである。（図３）

図３．研究組織と各研究班の役割８

図４．システムの概念図９

　図３に示すように，各地区にとりまとめや協力拡
大を目指す中心となる館をおいて，各地域ごとの協
力体制の構築，プログラムの共有化を図ることと
なった。（図４）

３．国内協力地区の役割と特徴

３．１　各地区の特徴について
　まず我々，東北（福島）地区以外の地区の「科
学リテラシーパスポートβ」システム（通称：
PCALi。以下，PCALiとする）体制と特徴につい
て概観しておこう。

　なお進捗状況や各地域における取り組み内容には
違いが見られるため，日本科学教育学会で報告され
た概要と実践内容を中心に述べる。
３．１．１　北海道地区の特徴10

　北海道地区におけるPCALi協力館は，旭川市
旭山動物園，旭川市科学館サイパル，旭川市博物
館の３館である。まず活動の中心となっている旭
山動物園の状況を概観してみる。
　同動物園では2013年８月から2014年10月まで
で，登録プログラム数は11件，イベント29回開催。
　イベント内容は「幼児～小学校低学年期」から
「熟年期・高齢期」までと対象を広く設定した「ペ
ンギンの羽でブックマークを作ろう！」，「社会の
状況に適切に対応する能力の涵養」を目的とした
「エゾシカの森農園」など動物園が持つ資源を活
用した多様なプログラムを準備した。PCALi会員
登録者は134名である。

図５．ペンギンの羽のブックマーク作り

　上記プログラム開催イベントへの参加総数は
682名で，そのうち25.6％が会員登録者であった
という。しかし会員登録しても，リピーターとなっ
ていないケースが見られることから，当時は「幽
霊会員」の増加が懸念された。
　他の２館は協力を始めたばかりだが，旭山動物
園での会員登録者が見られ，着実に協力館同士の
ネットワークの構築が図られている。（2015年度
末では他の２館も登録プログラム数，会員数を伸
ばし，国内で最大会員を有する地区に至ってい
る。）
　旭山動物園人気で，道内および全国各地から来
園し，PCALi会員登録をするものの，他の市には
協力館がないこと，道外会員へのサポートが困難
であることなど課題も多い。
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３．１．２　関東地区　科学技術館の連携事例
　関東地区の科学技術館では，多様な館主が参加
していることから，単にPCALiの構築を行うだ
けでなく，館種の違いを超えて博物館同士が学習
プログラムを提供し合うという形の連携活動への
展開と，それによる自館では実施しないプログラ
ムを会員登録者に提供することを目指している
11。プログラム概要は以下の通りである。
　タイトル：恐竜の皮膚の色は何色？３Ｄ塗り絵
教室
　参加者数：32名
　カリキュラム概要：①竜の皮膚は何色。国立科
学博物館研究員から解説，②恐竜３Ｄ塗り絵。ス
テゴザウルスの輪郭のみが描かれた下地用紙に，
自分の考えた皮膚の色を色鉛筆で着色。画像デー
タとしてコンピュータに読み込み３Ｄ化する。③
まとめ
３．１．３　関西地区（滋賀県）の実践について12

　関西地区では，滋賀県立琵琶湖博物館が中心と
なり，滋賀県平和記念館と連携して本事業を進め
ている。
　参加館はまだ少ないものの，琵琶湖は都市部か
ら離れたエリアで，人文系小規模館が多いという
ことで異なる施設を巻き込んでの実践が期待され
るという。PCALi会員数，プログラム登録数，イ
ベント実施回数は，まだ少ないものの，「平和記
念館」では，戦時中の戦時食体験，藁ぞうり作り
体験教室，戦争体験者お話会など40歳代以上の参
加者を取り込む状況となったのが特徴であった。
　同様に琵琶湖博物館においては「湖と人間」を
テーマに地学，生物学，水産学，歴史学，考古学，
民俗学，社会学など多様な分野の展示が特徴であ
る，したがってPCALiの登録プログラムや参加
者層にも，これらの特徴を反映した影響が期待さ
れるという。
３．１．４　 九州地区の特徴13

　　　　　―リレーワークショップ
　九州地区は九州大学総合研究博物館，九州
産業大学美術館，マリンワールド海の中道，
CLCworksの４館で事業を展開している。同地区
では４館が連携して行っている「リレーワーク
ショップ」が特徴であろう。
　それは４館がそれぞれ企画したPCALi対象の
学習プログラムをつないで行く試みである。例え
ば，５月１日「標本de表現」（九大博物館），６

月15日「海のいきもの飼い方教室」（マリンワー
ルド），７月21日「ミュージアムグッズをつくろう」
（九産大美術館），８月３日「ミュージアムでの思
い出を絵本にしよう」（CLCworks）というように，
各企画に関連する内容をつないでいく。体験者は
前回の体験を振り返り，今回受講している内容と
の関連を考察し，気づきを持って次回の館のイベ
ントへ参加することとなる。
　九州地区では，上述のプログラムを通じて利用
者の学びの深まりや博物館同士の繋がりと新たな
博物館モデルを考える上で，意義深いものになる
と期待されている。

３．２　東北地区の実施体制と特徴について
　東北地区では，福島大学が核となって福島県内の
多様な施設の科学コミュニケーション活動「ふくし
まサイエンスぷらっとフォーム（以下，spff）」を
継続して実施している14。本研究では博物館での取
り組みを対象としているが「spff」という地域連携
事業のプロジェクトと，その協力施設をコアに研究
を展開しているのは異色と言える。筆者が事務局を
つとめるspffと須賀川市に所在する，ふくしま森の
科学体験センター「ムシテックワールド」がコアと
なって，会員の勧誘および科学イベント等の参加者
アンケートを実施してきた。

図６．実施班（東北地区）の位置関係

　東北地区では博物館という施設以外でも「spff」
事業に参加する他の博物館や社会教育施設，企業，
個人，各種団体等が実施する科学イベント等も調査
の対象としている点が特徴といえる。
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３．２．１　学習プログラムの登録件数，登録状況
　東北地区に関しては，2013（平成25）～2015（平
成27）年度まで，PCALiプロジェクトに関わった。
2015（平成27）年度までの学習プログラム登録件
数は表１の通り。プログラム登録件数は検討して
いる。

　表１．平成25，26，27年度の学習プログラム登録
　　　　件数（郡山市ふれあい科学館は休止）

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 合 計

ムシテックワールド 6 21 19 46

spff 13 9 5 27

郡山市ふれあい科学館 2 1 0 3

計 21 31 24 76

３．２．２　ムシテックワールドの新規開発プログラム

　表２．Ｈ27年度　ムシテックワールドの
　　　　新規プログラム

【ムシテックワールド】
①　初夏のトンボ調査隊
②　コンコンきつつき
③　ちびっこ実験教室「色いろ実験」
④　ラムネの科学
⑤　チョウの調査隊
⑥　バッタ調査隊

　表２は2015（Ｈ27）年度のムシテックワールド
の新規開発プログラムである。同科学館は昆虫の
みならず，広く自然科学各分野にまたがる観察や
実験の体験プログラムを多数，用意しており，こ
れらも同館の人気の理由となっている。①⑤⑥の
プログラムは同館のテーマでもある昆虫に関する
ものであるが，それらが今頃の時期に新規に登録

されたことは意外である。PCALi事業に参加し，
全国の他の地域の専門性を活かしたプログラム作
成から得られた成果といえるかもしれない。
３．２．３　spffの新規開発プログラム
　　　　　～科学史・他施設との連携・放射線教育～
　spffの事務局では，協力施設は科学館だけでな
く，県の試験研究機関や図書館など，多岐にわたっ
ている。今年度の新規プログラムは以下の通りで
あるが，連携事業の中で，様々な施設の業務や教
育プログラムを利用した，多様なプログラムがで
きたことが特徴である。

　表３．spffの新規プログラム

【 spff 】
①　woodpecker on the magnet
②　100年前の実験に挑戦！石井研堂の理科読み物の
世界⑴虹車づくり
③　野菜シートを作ろう
④　不思議な写真をとろう
⑤　福島県の放射線教育⑷　福島の現状を知ろう
　　―福島県の放射線教育―

　②と④は筆者の科学史研究より作成したプログ
ラム。②は福島県郡山市出身の著述家，石井研堂
が明治期に子供向けに著した『理科十二カ月』『少
年工芸文庫』等の研究から作成したもので，郷土
の偉人を扱った点でユニークなプログラムとなっ
た。今年度は学校の教員向けに実施したが，ほと
んどその存在を知る者はなかった。

図８．100年前の実験に挑戦！石井研堂の
　　　理科読み物の世界⑴虹車づくり

図７．トンボ調査隊
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　④は巨大フレネルレンズの展示物。来館者が自
由に体験できるものとして制作した。また解説に，
科学史の情報を記載し，科学と歴史を扱うプログ
ラムとした。

図９．不思議な写真をとろう

　③野菜シートを作ろうは，福島県農業総合セン
ターの施設公開イベントに参加協力した際に開発
したプログラムである。

図10．野菜シートを作ろう（福島県農業総合
　　　センターのイベントに参加協力）

⑤　福島県の放射線教育⑷　福島の現状を知ろう
　　―福島県の放射線教育―
　本プログラムは，東日本大震災および原発事故後，

４年以上が経過する中で，本県の現状を県内外の
児童・生徒に確認してもらうためのプログラムであ
る。主に福島県内各地における放射線教育への取
り組みから，現状や課題にふれる機会としている。

図11．福島県外の中学生向けの講座の様子。

図12．東京電力福島第一原子力発電所の現状。
　　　原発から約50㎞の郡山市の除染の様子

３．２．４　 平成27年度の学習プログラム実施件数，
状況

　上述したとおり，東北地区では，ムシテックワー
ルドが唯一の協力館である。またspff主催の事業
は２-２-３に示した５件８回のみである。また，
東北地区のPCALiプログラムの実施回数を，表
４に，そしてPCALi会員のイベント参加者数を
表５に示す。
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　表４．東北地区PCALiプログラム実施回数

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 合計（回）

ムシテックワールド 7 55 110 172

spff 22 21 8 43

計 29 76 118 105

　表５．東北地区PCALi会員参加者数

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 合計（人）

ムシテックワールド 100 318 56 464

spff 34 25 3 62

計 134 343 59 526

　表６．東北地区のPCALi会員登録数

Ｈ25年度 Ｈ26年度 Ｈ27年度 合計（人）

ムシテックワールド 56 121 40 217

spff 7 10 0 17

計 63 131 40 234

　上記の通り，東北地区は科学館１館の協力館し
かなかったものの，会員登録数，プログラム登録
数，PCALi会員のイベント参加数は他の地区と比
べてもかなり検討していると言える。
　熱心なリピーターが多いムシテックワールドだ
けで200名以上の会員登録を行ったが，会員のそ
の後のシステム利用，カード提示などの利用は行
われていないことは大きな課題となっている。

図13．小型スキャナでの会員の参加確認

４．東北地区（福島県）の特徴的なプログ
　ラムと地域連携

　2011年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震と
それに伴って発生した津波やその後の余震によって引

き起こされたいわゆる東日本大震災で東京電力福島第
一原子力発電所の事故が発生した。事故から５年が経
過したが，放射線の理解に関する教育プログラムの作
成と実施は学校現場でも喫緊の課題となっている。本
研究では本県の特徴的なプログラムである「放射線教
育プログラム」開発にも積極的に取り組んだ。以下，
概要を簡単に紹介する。

４．１　毎月定例の原発の現状に関する報告会
　基本的には，福島大学に東京電力より担当者が訪
問し，筆者と希望者に対して実施する。この取り組
みは１年近く継続しており，そこから原発の視察や，
教材開発，その他の協力などについて活動が展開し
てきた。

図14　廃炉に関する資料とそれらを用いた
　　　毎月定例の報告会

４．２　 PCALiプログラム「福島第一原子力発電所の
状況のご説明と対話の会」

　ふくしまサイエンスぷらっとフォームのワーキン
グ会議の中において，その他須賀川市のムシテック
ワールド，郡山市のふれあい科学館，そして福島大
学，二本松市等で開催した。上述の報告会と同様に，
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できる限り少人数で，話を聞き，質疑応答がしやす
い環境を作っている。

図15　廃炉状況や教材紹介等が行われる対話の会。
　　　spff関係者，学生等が参加した。

４．３　放射線教育等に関する教材の開発や紹介
⑴　放射線のアナロジーとして光を用いた放射線理
解促進ツール
　光で放射線の性質・除染の効果・被ばく線量を
体感できる模型で，下記の写真がそれにあたる。
　しかし，準備に時間を要すること，その割には
学校の授業等では，教員は利用しないであろうと
いう指摘も多く，現在，筆者が全く異なる視点の
使用方法を提案中である。

図16　アクリル製の箱で屋内と屋外を表現した。
点線源と原発事故後のように一面に放射性
物質が降り注いだ場合との空間線量の値の
違いなどが分かる。

⑵　ベータ線照射済み生分解性プラスチック
　生分解性プラスチックに強力なベータ線を照射
することで，照射しないものと比較して，加熱し
て変形させても丈夫であること，またベータ線を
照射してあるものは熱湯で加熱することで再び，
以前の形状に戻ることを簡単に体験できる。しか
し高価である。

図17． 生分解性プラスチックにベータ線を照射した
ものは，熱にも強く，力を加えて変形させた
場合でも，お湯に浸すと，もとの形に戻る

４．４　東京電力福島第一原子力発電所視察
　これまで，2015年２月と６月に，同発電所の廃炉
作業を視察してきた。これも上記の連携による成果
である。また６月にはPCALi関係者（科博・千葉
市科学館）も同行可能となった。東京電力の広報活
動とサイエンスコミュニケーションをめぐって，教
育機関への支援・協力，本研究への協力等，今後の
展開が期待できる。

図18． 2015年２月東京電力福島第一原子力発電所
視察の様子
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４．５　 フォトブックを活用した「成果報告」と「写
真で見る実践事例集」の作成

　PCALi事務局では，三省堂と連携してアルバム
ディクショナリーという，博物館アルバム辞典「か
はく版」を制作した。それに倣い，東北地区での活
動報告をA５スクエア版のフォトブックにしてま
とめた。内容は基本的に画像で理解できるもの，あ
るいは読者が，一度で理解できずとも，興味・関心
を引き付けるものを掲載した。
　今後，同様の手法で，東北地区のプログラムをフォ
トブックという形で作成し，講師と参加者には思い
出に残る「成果報告書」として，科学を伝える側の
人間には，興味・関心を持たせる「実践事例集」と
して活用できるものを残していきたい。

図19． 東北地区の活動記録を掲載したフォトブック
（しまうまプリントA５スクエア　36頁）15

５．おわりに　今後の課題等について

　東北地区（福島県）は，協力館１館だけで調査を実
施し，期間中に非常に多くの会員を登録した。
　しかし上述したように，会員登録はするものの，
PCALiシステムの利用者は１～２％と極めて少なく，
したがってアンケート調査も入会時だけの回答という
ケースが多かった。この状況は東北地区だけでなく全
国の他地域での課題でもあった。
　東北地区（福島県）は，博物館以外の場や機会で
PCALi事業を実践してきた。すなわち公設試験研究機
関や社会教育施設，企業などの科学コミュニケーショ
ン活動すべてを「spff」で結びつけることで，新たな
形式の博物館機能を模索してきたとも言える。その意
味でこのユニークな東北地区での実践例から，他の地
域へ与える影響は少なくないだろう。
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