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論文

相互交流と情報交換の場の創生によるサイエンスコミュニケーションの活性化

～…サイエンスアゴラ2006から2007，2008へ…～

長神風二1，谷村優太2

Facilitating science communication activities in Japan 
–Science Agora 2006, 2007 and 2008

NAGAMI Fuji, TANIMURA Yuta

Abstract
Science Agora is one of the largest domestic science communication events, and it was originally 
designed to contribute to the entire science communication activities in Japan. From the 
viewpoint of the organizers of the event, we examined the last three annual events. Science 
Agora started in 2006, participants are increasing year after year, and various groups and 
organizations make presentations every year. Science Agora owes its prosperous development 
to the progress of science communication activities themselves in Japan, and meanwhile, 
consecutive holdings of the events contribute to the activities all over Japan. Science Agora 
should play a more important role as a commodity fair for science communication, by facilitating 
the interactions between various groups and organizations involving science communication.

Keywords:  science communication, Science Agora, public awareness, science literacy, science 
festival

1.　本論文の狙い
　本論文は，独立行政法人科学技術振興機構（JST）の主催によって，2006年からの3年間，毎年11
月に行われた日本最大規模のサイエンスコミュニケーションのイベント，サイエンスアゴラについ
て，企画・運営を担った側の視点から，イベントの実施が，当初の目的であった日本のサイエンス
コミュニケーションの基盤整備1）に如何につながったか，あるいはつながりつつあるかについて，
論考し検証することを目的としている．筆者の1人は，既にサイエンスアゴラ2006の実施とその総
括を論文にまとめている（長神 2007）が，企画に至る経緯について多くの筆を割いた．本稿におい
ては，毎年開催の意義や発展性，継続的な開催が経年的なネットワーク形成に寄与しているかの検
証などについてを中心に論考し，集約的なイベントを毎年実施することが参画団体のその後の活動
に対して果たす役割についても考えていきたい．

2009年1月13日受付　2009年1月26日受理
所　属： 1東北大学脳科学グローバルCOE  

2日本科学未来館
連絡先：f-nagami@mail.tains.tohoku.ac.jp
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　筆者のうち，長神は，サイエンスアゴラ2006の起案・企画・運営・総括を担い，サイエンスアゴ
ラ2007についても企画から実施までを担当し，サイエンスアゴラ2007実施報告書（サイエンスアゴ
ラ実行委員会事務局 2008）の編集を終えた段階でJSTから離職したが，サイエンスアゴラに対して
は引き続き実行委員として関与している．谷村は，サイエンスアゴラ2007の企画公募に対する応募
が終了した時点から実行委員会事務局に合流し，以降の企画・運営・総括までを担当した後，2008
年2月にJSTを離れたが，サイエンスアゴラ2008においても日本科学未来館の主担当として企画段
階から運営に携わった．

2.　サイエンスアゴラの企画とシリーズ化について
2.1　サイエンスアゴラとは
　サイエンスアゴラとは，2006年からJSTが主催する日本最大規模のサイエンスコミュニケーショ
ンのイベントの名称である2）．アゴラはギリシア語で“広場”を意味し，科学技術に関わるあらゆ
る層・セクターが参加し，語り合う場となることを目指している．目的は，「日本全国のサイエン
スコミュニケーション活動の基盤整備のために，関係する機関・団体・個人等が交流し，情報交
換を行える『場』を創設すること」と明文化されている（サイエンスアゴラ2006プログラム委員会 
2007）．但し，必ずしもイベントそのものの成功だけが目的ではなく，イベントを通じてネットワー
クを形成し，恒常的な活動につながることが望ましいということも常に意識されている3）．
　過去3回の開催は，いずれも11月の勤労感謝の日周辺の週末などに設定されている4）．会場は，
東京国際交流館・日本科学未来館・産業技術総合研究所臨界副都心センターの3つからなる国際研
究交流大学村（村長：吉川弘之・独立行政法人産業技術総合研究所理事長）で，日本各地から多く
の団体が参画し，期間中に多彩なプログラムが組まれている．イベントは，主に，シンポジウム・
ワークショップなど，数時間単位のもので，科学技術に関するものである．参加者は，サイエンス
アゴラのために来場した一般市民，日本科学未来館を目当てに来て立ち寄った人々などと，関係者
で，毎年増加している．過去3回の概要を以下の表に記す．

表1　サイエンスアゴラ2006，2007，2008概要

サイエンスアゴラ2006 サイエンスアゴラ2007 サイエンスアゴラ2008

テ　ー　マ 科学と社会をつなぐ
広場をつくる

みんなでつなごう
未来のスイッチ

地球の未来
日本からの提案

期　　　間 2006年11月25日（土）
～27日（月）

2007年11月23日（金・祝）
～25日（日）

2008年11月22日（土）
～24日（月・祝）

共　　　催 日本学術会議科学と
社会委員会科学力増進分科会

日本学術会議，
国際研究交流大学村

日本学術会議，
国際研究交流大学村

来 場 者 数 1500名以上 約3000人 約6000人

参加団体数 83 124 148
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2.2　�サイエンスアゴラ2007の企画に至るまで―主催組織での状況を中心に
　サイエンスアゴラ創設の際に参考としたのは，ア
メリカにおける全米科学振興協会（The American 
Association for the Advancement of Science; 
AAAS）の年次大会5）であり，サイエンスアゴラは当
初から毎年開催とすることを視野に入れていた（長
神 2007）．しかし，企画の経緯などから，2006年11
月に実施後、数カ月経過するまで，翌年以降の開催
について明確な決定はなかった6）．開催後，準備期
間が短かったにも関わらず多くの賛同者・参加者を
得たこと，一般参加者からの評価も概ね高かったこ
と，メディアへの露出効果も高かったこと，関係者
から継続開催を望む声があがったこと，などから，
主催組織内においては，継続実施の方向で雰囲気が
固まっていった．もとより，サイエンスコミュニケー
ションを国として推進していくことと，他機関に先
駆け1996年から科学技術理解増進事業を推進してき
たJST7）がその中核機関の1つであるべきことは，関
係者間の共通認識であった．主催組織内での議論の
焦点は，サイエンスアゴラを継続的に実施していく
ことが，[1]サイエンスコミュニケーションの推進に
なると言えるか，という点と，[2]JSTという組織の目標・計画として事業の推進をどのように
位置づけるか，という点とにあった．[1]については，次節で詳述すると共に本論文を貫くテーマ
となる．次段落以降で[2]について述べる．
　JSTは独立行政法人として，5年ごとに，国が示す中期目標に対して，中期計画を立てて国の認
可を受けて具体的な事業を実施している（文部科学省 2007, 48）8）．JSTの第2期の中期計画は2007
年4月から2012年3月までの5ヵ年であり，2006年秋から2007年初めにかけてのサイエンスアゴラ
2006の実施から開催報告に至る過程は，第2期中期計画の策定に反映された．
　文部科学省が定めたJSTの第2期中期目標には，「5．科学技術に関する知識の普及，国民の関心・
理解の増進」で「（2）科学技術コミュニケーションの促進」内に，「①地域における科学技術理解増
進活動の推進」という項が設けられた9）．「科学館・博物館，大学，地方自治体等や個人が身近な場
で行う体験型・対話型の科学技術理解増進活動を支援するとともに，科学技術を分かりやすく国民
に伝える人材の連携を図る取り組みや手法の開発を実施する．これにより，国民の科学技術に関す
る興味・関心と理解を深める．」がその項の全文である．サイエンスアゴラは，このうち，「科学技
術を分かりやすく国民に伝える人材の連携を図る取り組み」と位置づけられる．この目標を受けて
中期計画では，「科学コミュニケーション活動に携わる個人，団体，機関等が，その活動に係る人
材情報やノウハウ等の収集・共有化を円滑に行うための場を提供し，科学コミュニケーション活動
の活性化を図る．」（独立行政法人科学技術振興機構 2007a）10）とした．この「場」という表現はサイ
エンスアゴラを具体的に想定して表記された11）．
　国側の目線に立った文言でまとめると，国策である「科学技術の振興」のためには，「科学技術に
関する知識の普及，国民の関心・理解の増進」が必要であり，科学コミュニケーションの促進が急
務となり，担い手の連携のためにサイエンスアゴラが存在する，ということになる．

■アクセス 新交通ゆりかもめ
「船の科学館駅」下車、徒歩約5分、「テレコムセンター駅」下車、徒歩約4分

東京臨海高速鉄道りんかい線
「東京テレポート駅」下車、徒歩約15分

http://scienceportal.jp/scienceagora/ info@scienceagora.jpお申込み、詳しくは

詳細はホームページにて

お問い合せは

「サイエンスアゴラ2007」運営事務局（日本科学未来館内）
担当：土屋・吉田

TEL. 03-5530-0886  FAX. 03-3570-9150

一部材料費等の実費を
頂くものがあります

参加費
無料

あなたのまわりのサイエンスを「感じて・考え・語り合い・楽しむ」、
日本最大級のサイエンスコミュニケーションイベント！

主　催

共　催

後　援

協　力

：

： 日本学術会議、
  国際研究交流大学村（東京国際交流館、日本科学未来館、産業技術総合研究所臨海副都心センター）

： 文部科学省、全国中学校理科教育研究会、自然科学研究機構国立天文台、
  独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人理化学研究所、独立行政法人産業技術総合研究所、
  ブリティッシュ・カウンシル、独立行政法人日本学術振興会

： 日本科学未来館、日本大学芸術学部

会　場 ： 国際研究交流大学村（日本科学未来館、東京国際交流館、産業技術総合研究所臨海副都心センター）

開催日 ： 

日本科学未来館 〒135-0064 東京都江東区青海2-41
URL http://www.miraikan.jst.go.jp/

東京国際交流館 〒135-8630 東京都江東区青海2-79
URL http://www.tiec.jasso.go.jp/

産業技術総合研究所
臨海副都心センター

〒135-0064 東京都江東区青海2-41-6
URL http://unit.aist.go.jp/waterfront/jp/

※一部の企画は事前に参加登録をお願いいたします。下記ホームページをご確認ください。
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　「リテラシーの観点からみたトキの島再生プロジェクト」東工大トキの島リテラシープロジェクト　23日 13:00～
　「講演会 ユメミルチカラ～宇宙に挑戦する理由～」科学技術コミュニケーション工房スペースタイム　23日 13:30～　
　「サイエンス・スクエア臨海休日特別公開・特別講演会」産業技術総合研究所 臨海副都心センター　23日～24日 終日
　「SNOW FOREST」北海道東海大学、林ゼミナール　23日～25日 終日
　「トップクラスのサイエンスアートを通じて」TANE+1 LLC.　23日～25日 終日　

　「みんなで探そう　第二の地球－世界天文年2009プレ・イベント－」国立天文台　24日 10:00～
　「においの不思議―くんくんと嗅覚を再発見！ 体験！―」におい・かおり専門ネット　24日 終日
　「実演・情報通信技術を駆使したレスキューロボット」東北大学、大阪大学、情報通信研究機構　24日 終日　
　「携帯音楽プレーヤーを使用した科学情報配信の実践報告」インターネットラジオ局くりらじ　24日 13:00～　
　「かがくナビ 折り紙飛行機大会」科学技術振興機構 科学技術理解増進部メディア課　24日 13:00～

　「エチゼンクラゲで国を生む―新物質クニウムチン発見―」理化学研究所　24日 15:00～　
　「『サイエンス・ダイアログ』～科学で世界とつながれ！」日本学術振興会　24日 15:00～　
　「アート・アンド・サイエンス―科学と芸術のコラボ―」NPO法人 科学芸術学際研究所ISTA　24日～25日 終日
　「サイボーグに未来はあるか？～エンハンスメント技術の光と影」
　 NPO法人市民科学研究所、財団法人未来工学研究所　25日 15:00～
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図1　サイエンスアゴラ2007の開催告知ポスター



Japanese Journal of Science Communication, No.5 （2009） 科学技術コミュニケーション 第５号 （2009）

− 6 −

　この中期計画には，計画の記述と共に「達成すべき成果」（独立行政法人科学技術振興機構 2007a, 
49）が記されており，「機構は，iのロの活動への参加団体を毎年度増加させることを目指す」（iのロ
とは，先に引用した中期計画の「科学コミュニケーション活動に携わる・・・（中略）・・・の活性
化を図る．」の部分のこと）としている． 5年間の継続実施にあたって，毎年，参加団体数を伸ばし
ていくことが表明されている．サイエンスアゴラの目的に立ち戻るならば，あくまでサイエンスコ
ミュニケーションの基盤整備とそのための連携・交流の促進なので，中核的な参加者数はある程度
絞った上で，実質的な連携・交流の質を深化させていく，という別の方向性も考えられる．いわば，
プロ化を促進する方向性である．だが，サイエンスコミュニケーション活動をプロ化していくこと
が，当面の発展の方向性としてそぐわない，と筆者を含む主催者・実行委員会の判断12）から，より
活動に触れる人々を拡大し，その交流の輪を広げていく方向性を目指すこととした．
　一方で，中期計画は可能な限り数量化すること，という不文律に従い，「毎年度増加」を盛り込ん
だという面もある．5年にわたって，毎年，参画団体数を増やしていくことが半ば義務付けられた
わけだが，今後，回を重ねるにつれて，数を増やすことそのものが自己目的化していくことがない
よう注意をしていきたい．

2.3　サイエンスアゴラの継続実施は，サイエンスコミュニケーションの推進となるか
　前節で挙げた，サイエンスアゴラを継続的に実施していくことが，[1]サイエンスコミュニケー
ションの推進になると言えるか，という問題について考えていく．
　サイエンスアゴラの企画設計段階では，サイエンスコミュニケーション活動に携わる多様な機関・
団体・個人等が，交流し，情報交換を行える「場」となることを目指していた（長神 2007）．サイ
エンスアゴラがそれらの「場」として有効に寄与したかを検証し，それがサイエンスコミュニケー
ションの推進につながったか，をはかるために，以下の調査を行った．
a）　サイエンスアゴラ2006から2007，2008に，参画団体の数や属性がどのように変化していったか
b）　 サイエンスアゴラに参画した団体・機関は何をメリットとして捉えたか．また，再度の参画

に至ったか
c）　出展などの結果，参画団体の活動にどのような影響や変化を生じたか
　上記のa）が，年を経るごとに有効に広がっていれば，少なくとも交流や情報交換の範囲が広がっ
たことがわかり，b）の結果によって参画団体が具体的に得たメリットがそれぞれのサイエンスコ
ミュニケーション活動を深化・発展させることができたかがわかり，c）において，発展的な変化が
生じている事例が多数あれば，サイエンスコミュニケーションの新たな創出に関与したこととなり，
結果サイエンスアゴラがサイエンスコミュニケーションの推進に寄与していると言えると考えた．

3.　サイエンスアゴラの参画団体の広がり
　2.3で述べたa） サイエンスアゴラに参画した団体の数や属性の変化について，属性を後述する6つ
に分類し検証した．参画した団体・機関数は，83（サイエンスアゴラ2006），124（サイエンスアゴ
ラ2007），148（サイエンスアゴラ2008）と，毎年増加している13）．サイエンスアゴラ2007以降では，
2006年開催と異なり，企画公募を行っている（詳しくは3.2参照）．各年次の開催について，参画団
体の属性ごとに分類を行うと表2の通りになる．団体は，サイエンスアゴラ内の各企画を主催して
いるか，あるいは，協力・後援などの形でクレジットされている団体を数えた．個人参加は計数さ
れていない14）．
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表2　サイエンスアゴラへの属性別の参画団体数の推移

①企業等 ②NPO等 ③行政機関等 ④学術機関等 ⑤科学館等 ⑥高校等 合　計

2006 15 29 10 24 4 1 83

2007 7 45 16 36 18 2 124

2008 12 45 21 49 15 6 148

合計 34 119 46 109 37 9 354

《属性の分類を行うにあたって》
　サイエンスアゴラを企画した当初に掲げた，下記の概念図をもとに属性の分類を行った．

図2　サイエンスアゴラ概念図

① 企業等…企業中心の業界団体や，企業系の財団，企業名の冠のついたCSR（Corporate Social 
Responsibility：企業の社会的責任）団体なども含んでいる．

②NPO等…NPOや任意団体，また科学館の会員組織やボランティア組織も含んでいる．
③ 行政機関等…各行政機関をはじめ，地方自治体や，明確な研究機関ではない独立行政法人やその

半独立的な組織を含んでいる15）．
④学術機関等…大学本体から一研究室，学協会や研究者の横断的な研究組織なども含んでいる．
⑤科学館等…科学館，博物館をはじめ，動物園，図書館，公園なども含んでいる．
⑥高校等…小学校～高等学校までの学校をはじめ，教育委員会や教育研究会，PTAなども含んで
いる．
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　なお，サイエンスアゴラ2006への参画団体の属性別の分類は，既に別のところで一部報告してい
る（長神・山科 2007）が，上記と若干異なる基準を用いて分類したため，多少の異同がある．また，
出展などの形でサイエンスアゴラに関わるにあたっては，メディアや市民は，カテゴリーとして馴
染みにくいので除いている16）．

　表2に示した属性別の分類の結果から，全体的な参画数が増えるとともに，各属性においても，
概ね参画数が増えていることがわかる．企画公募の実施という2006から2007にかけて行った変更と
その影響や，各年次の特徴，増加の要因等について，以下に記す．

3.1　サイエンスアゴラ2006への出展と参画団体
　サイエンスアゴラ2006への参画団体の属性ごとの分布は，目指したもの（図2 参照）から大きな
偏りが見られる．6つの属性から満遍なく参画が集まることが必ずしも理想とは限らないが，科学
館や博物館の閉館日にあたる月曜日を含んだにも関わらず参画が少なかったこと，期末試験に近い
時期だったこともあり高等学校等からの参加がほとんどなかったことなどが反省点としてあげられ
た．準備期間が短く，また，初開催であり，実行委員会とその事務局からの個人的なつながりに依
存した依頼ベースで出展が行われたという事情などが作用している．その中で，2007や2008と比べ
て，企業等の参画が多いことが目につく．これは，CSR活動の一環として学校とタイアップし実験
教室の実施などに携わっている企業から1社あたり数十分程度のプレゼンテーションを実施すると
いう企画17）を行い，その各発表社も1つと数えていること（合計5社），就職フェア的なイベント18）

の開催を盛り込んだこと（参加4社プラス主催1社）による効果が大きい．その後，このような取り
組みはサイエンスアゴラでは行われていないが，イベントの規模が拡大した現在の方がこうした場
を設定する意義は大きくなってきていると言えるだろう．2009以降での実行委員会からの企画とし
ての採用も検討すべきと考える．

3.2　サイエンスアゴラ2007以降での企画公募による状況変化
　サイエンスアゴラ2007以降では，2006開催時には大々的にはできなかった企画の公募を行った．
2007の企画公募の概要は以下の通りである19）．

サイエンスアゴラ2007　企画公募概要
　　　公募期間： 2007年6月19日～8月20日
　　　応募対象： 法人格の有無を問わず，あらゆる個人・グループ・団体．同一の個人・グループ・

団体による複数の応募も可．
　　　応募可能な企画：
　　　　カテゴリーA：参加者を一般と想定するもの
　　　　　①  科学技術の研究者・技術者などが，研究内容を双方向的な方法を用いてコミュニケー

ションするもの
　　　　　②  科学技術に関して，参加者の意識もしくはリテラシーが向上するようなイベント（体

験的なものがより望ましい）
　　　　　③ 科学技術の内容を，アートなどの手法を用いて表現するもの
　　　　　④  科学技術に関係する，社会性や倫理性などの高い問題に関して，専門家を交えて話

し合うもの
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　　　　カテゴリーB：参加者を科学技術関係の専門家と想定するもの
　　　　　⑤  サイエンスコミュニケーションに関して，新規性など共有する価値の高い実践事例，

実践手法，評価手法などについて紹介（試行含む）・討議するもの
　　　　　⑥  科学技術に関係し，行政と学術界，教育界などセクターをまたぐ問題について討議

するもの，また，その問題を解決するための実践
　　　　　⑦  科学技術に関係する話題について，異分野間の討議を行うもの（人文・社会科学な

ども含むもの）
　　　応募可能な企画の形式と応募枠：
　　　　ア．オーラルセッション（シンポジウム，セミナーなど）
　　　　イ． ワークショップ（工作教室，小グループに分かれてのディスカッション，サイエンス

カフェ，参加者の作業を伴う講習会など）
　　　　ウ．ショー（サイエンスショー，実験ショー，演劇，演奏会，紙芝居など）
　　　　エ．展示（ポスターセッション，ブース展示，体験設備展示など）
　　　　オ．その他
　　　　カ．活動報告

　上記の詳細に応募にあたっての留意等をまとめた公募要項を作成し，JSTからプレスリリースし
広報に努めた．とは言え，応募側自身の費用負担による出展を募る公募であり，また，サイエンス
アゴラの知名度も低いためにニュース性は乏しいとされたのか，取りあげた報道機関等は少なかっ
た．そのため，広報は，JSTニュース20）や各種メールマガジン21）など，JSTからの直接的なものに
頼らざるを得なかった．JSTは大学をはじめとする研究機関へのファンディングを主要事業の1つ
としているため，所有する媒体の受け手もそれらに偏りやすい．なお、応募された企画は，実行委
員会での採点・審議を経て，採用・実施に至っているが，不採択となった提案は数件のみであった．
　サイエンスアゴラ2006から2007への変化として，表2から，②NPO等，③行政機関等，④学術機
関等，⑤科学館等で参画数の増加が見られ，特に⑤科学館等で顕著である．これは，JST科学技術
理解増進部による「地域科学館連携支援事業成果報告会」をイベントの一環として取り込んだこと
が大きい．地域科学館連携支援事業は科学館・博物館を主対象とした支援であり，この支援を受け
た館の報告会をサイエンスアゴラの一部として実施したもので，16の館が参画した．上記の企画公
募概要の中にある「応募可能な企画の形式と応募枠」の中の「カ．活動報告」はこの「地域科学館連
携支援事業成果報告会」とは別のもので，実行委員会が主催・運営するシンポジウムの枠の中で，
1つのプログラムを実施することが負担になるような小さな団体や個人などが参画しやすいように，
と考えて設定した．結果的には，同枠のみで参画したのは10団体に留まり，2008年の応募要項から
は削除されている．

3.3　サイエンスアゴラ2008
　サイエンスアゴラ2008も，企画出展については，2007で始められた企画公募方式が踏襲された．
応募対象・応募可能な企画・応募可能な企画の形式と応募枠などの基本的なことは，前述の「応募
可能な企画の形式と応募枠」の中の「カ．活動報告」の削除以外，大きな変更はされていない．また，
企画公募にあたって，各地での説明会の回数は増加し22），ポスター・チラシの製作・頒布が行われ
たが，主だったメディアの反応はなく，メーリングリスト等での告知も2007年と同等程度であった
23）が，企画公募に応募するなどして参画した団体数は，2007よりも20%程度増加した．その要因と
して，以下のことが考えられる．
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　（1）　継続開催によるサイエンスアゴラの浸透
　（2）　サイエンスコミュニケーション活動そのものの広がり
　（3）　サイエンスアゴラの開催規模の拡大による出展者メリットの増大

　（1）継続開催によるサイエンスアゴラの浸透
　サイエンスアゴラは，2.2で述べた通り，2006年時点では，2007年以降の開催が白紙の状態だった．
しかし，2007年の開催時には，最終日に2008年の開催予定日程がアナウンスされ，ウェブサイトで
も会期終了翌日に告知されるなど，翌年開催が参画している人々にも周知された状態となっていた．
これらにより，特に前年の参加者には準備がしやすい状態ができていたと思われる．表3に見られ
るように，2006年から2007年のリピート数（繰り返して参画することを本論文でリピートと呼ぶ）
の割合に比べて2007年から2008年へのリピート数の割合が13%高い．これらは，継続開催によって
サイエンスアゴラが浸透した成果と言ってよいだろう．

表3　参画団体のリピート状況

①
企　業

等

②
NPO
等

③
行政機関

等

④
学術機関

等

⑤
科学館

等

⑥
高　校

等

全体
（リピート

割合）

2006⇒2007のリピート数
／2006の全参画団体数 1/15 8/29 6/10 8/24 3/4 0/1 26/83

（31％）

2006⇒2008のリピート数
／2006の全参画団体数 0/15 9/29 6/10 7/24 3/4 0/1 25/83

（30％）

2007⇒2008のリピート数
／2007の全参画団体数 2/7 22/45 10/16 13/36 5/18 2/2 54/124

（44％）

2006,2007,2008ともに参画
（3年連続） 0 7 6 4 3 0 19

　最上段は，サイエンスアゴラ2006に参画した機関・団体がどれだけサイエンスアゴラ2007にリピー
トして参画したかを属性ごとに示した．例えば，最上段一番左の欄の①企業等は，1/15，すなわち，
2006に参画した15の企業等のうち，2007でも参画したのはわずかに1であることを示す．2段目は，
2006で参画した機関・団体が，2008でどれだけ参画したかを，2007での参画の有無に関わらずに示
している．最下段は，3年連続して参画している団体・機関の絶対数である．

　（2）サイエンスコミュニケーション活動そのものの広がり
　2005年を日本におけるサイエンスコミュニケーション活動が広がる転換点と位置付けている論考
もある（小林 2007）24）が，ここ数年で活動は着実に広がっているといってもよいだろう．
　特に，民間企業のCSR活動は，そもそもCSRという言葉が一般に使われるようになったのが最近
であることから分かるとおり，近年になって拡大している．また，折からの温暖化など地球環境問
題への社会的な関心の高まりから，CSR活動のターゲットに環境を掲げる企業は増加傾向にある25）．
2008年のサイエンスアゴラが，「地球の未来 日本からの提案」と環境問題を連想させるテーマを掲
げたこともあり，大手企業の参画を増加させたと言えるだろう．
　表2からわかる通り，④学術機関等の参画が年々増加している．背景には，サイエンスアゴラの
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浸透だけでなく，学術機関そのものの中で，サイエンスコミュニケーションへの意識が高まってい
ることが考えられる．参画団体の属する地域は北海道から九州にまで及び，参画単位も，大学本体
から個別研究室，学会の連合組織など，多様性が増したことが2008年の特徴である．また，絶対数
としては依然として少ないものの，⑥高校等も年々増加している．

　（3）サイエンスアゴラの開催規模の拡大による出展者メリットの増大
　サイエンスアゴラは，2006から2007，2008へと，全体の参加人数規模を，約1.5倍，約2倍と増や
してきている．また，2008年の開催にあたっては，日本科学未来館の1階企画展示ゾーンを利用す
ることになっていたことから，大幅な来場者数の増加が当初から見込まれていた．来場者数の増大
は，自らの団体の活動のPRを主に考える出展者26）にとっては特に出展メリットを増していたと考
えられる．

3.4　参画団体の広がりの総括
　3.1から3.3で，3年間のサイエンスアゴラの参画団体の広がりを年次ごとにみてきた．参画団体は，
2006から2007への変化に際して，企画公募の導入やJSTの広報ツールの利用，「地域科学館連携支援
事業成果報告会」の併催により，②NPO等，④学術機関等，⑤科学館等で劇的に増加したほかは，
急激ではないが着実な増加を見せている．
　サイエンスアゴラ2007では，参画団体のうち，自らプログラムを主催する出展者に事前（サイエ
ンスアゴラ開催10日前頃に送付）にアンケートを行い，38の回答を得た．その中で，前年のサイエ
ンスアゴラ2006について聞いたところ，「昨年は出展せず，登壇あるいは一般参加した」という回答
が7つ（18%），「参加しなかったが，出展者などから聞いた」が5つ（13%）もあった．2008のデータ
は未入手だが，こうしたこともイベントの拡大には継続開催が意義を持っていることを示すデータ
と言えるだろう．
　2007年から2008年の開催にかけては特に，リピート参画の割合が高く，とりわけ②NPO等に関
しては顕著である．再度の参画につながった要因を出展者の動機から探るのは4章で詳述するが，
少なくとも出展によって得られたものが費用や労力等の投資に値するものだったのであろう．毎年
の開催が定着し，恒例行事として各団体の活動に組み入れられつつあるのではないかと考えている．
　一方で，⑤科学館等はほとんどリピート参画していない．大半が，併催した「地域科学館連携支
援事業成果報告会」の参加館であり，これらはJST支援をその年に受けたか否かで，参加が決まっ
ている．裏を返せば，半ば自動的に参画した科学館等は，その後の自発的な参画につながっていない，
とも言える．11月の3連休という，各地の科学館にとって，言わば書き入れ時に館を離れることのバー
ターとしては，出展メリットが足りないと言えるのであろう．サイエンスコミュニケーションにとっ
て，各地の科学館は重要な要素であり，これらの参画の拡大を目指すには，更に，何らかの仕掛け
作りが必要なのであろう．

4.　サイエンスアゴラへの出展は出展者に何をもたらしたか
　サイエンスアゴラ2007では，事前（開催10日前），直後（実施終了直後），事後（開催10日後）の3度
にわたって，アンケートを実施した．その結果と別途行った個別のメールによるインタビュー等を
もとに以下，述べていく27）．アンケート結果は，一部，既に報告している（サイエンスアゴラ2007
実行委員会 2008）が，大量のデータのうち，それらはごく一部である．今回は，2.3で述べた「b） 
サイエンスアゴラに参画した団体・機関は何をメリットとして捉えたか．また，再度の参画に至っ
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たか」「c） 出展などの結果，参画団体の活動にどのような影響や変化を生じたか」に関係する主な
データをもとに論じていく．

4.1　直後アンケートの結果から
　出展者から，プログラム実施の当日中に回収したアンケートは65にのぼった．但し，1団体あた
り1枚提出という訳でなく，65の回収のうち、同一出展・同一団体で複数人から提出を受けたもの
が8つあった（2007の参画団体数は124なので、単純計算では46%の回収率）．下記の5問について，
4段階（4; そう思う，3; おおよそそう思う，2; あまりそう思わない，1; そう思わない）での評価を
求めた．設問は、出展者に向けて自身の出展について尋ねたもので、例えばQ1では、出展者の準
備は満足いくものでありましたか？という意であり、Q4は出展をサポートした人々との連携はう
まくいきましたか？という意となる。設問の右に記した数字は，65の回答の平均であり，いずれも
3を超え，出展者の自らのプログラムに対する満足度が，非常に高いことが窺える．なお，この65
の回答における，2007年から2008年開催へのリピートの割合は，45%で，全体（44%）とほとんど
同じであり，回答者に特段のバイアスはないものと考える．

Q1： 準備は満足いくものでありました？    3.05
Q2： 参加者は満足していたと思われますか？   3.35
Q3： 出展者の意図は参加者に明確に伝わっていましたか？  3.29
Q4： サポートされた方々との連携はうまくいきましたか？  3.42
Q5： 参加者と交流はもてましたか？    3.23

　また，Q1からQ5までの5つの回答の数値の平均が3を超える，出展に高い満足を覚えた回答者は
50あったが，その中だけでリピート割合を算出すると，46%となった．有意な差ではなく，自らの
プログラムに対する満足度が，次の出展には必ずしもつながらないことがわかる．出展者自身のプ
ログラムに対する達成度の自己評価が再度の参画につながらないのであれば，出展者はサイエンス
アゴラに対して何をメリットとして捉えているのだろうか．開催10日後に集めたアンケートと，事
前のアンケートとの比較が示唆を与えてくれる．

4.2　開催前後のアンケートの結果と再度の参画
　サイエンスアゴラに出展するにあたり，出展者が何を期待し，実際に何を得たと感じたのかを，
開催前と開催後のアンケート比較により，抽出しようとした（図3 サイエンスアゴラ2007実施報告
書から再掲）．アンケートの回収数は，開催前38通，開催後31通と多くなく，必ずしも出展団体全
体に対して結論付けられるデータではないが，幾つかの傾向は見てとれる．

　出展者が期待し，且つそれが満たされたのは，自身の活動を広く知ってもらい，活動のPRの場
としてサイエンスアゴラが機能した点である（図3）．また，来場者との直接の交流や触れ合いを持
つことについても，事前の期待よりも達成が上回っている．4.1のQ2.Q3の結果も合わせ，出展者に
とって，サイエンスアゴラが期待を満たす場となったことが結果から見てとれる．しかしながら，
前節で示した通り，自身のプログラムの実施による達成感は，再度の参画には必ずしもつながって
いない．
　開催後アンケートの回答結果とリピート率との関係を示したのが，表4である．アンケート提出
者の中でのリピート率は61%と高い（表4 参照）．今回のアンケートでは回答数も少なく，顕著な結
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果は出ていないが，「他の出展者との交流」（リ
ピート率61%）というお互いの相互作用や，「科
学コミュニケーションの動向を知る」（同69%）
といった俯瞰的な視点を，メリットとして挙げ
た出展者が再度の出展に繋がっている割合が比
較的に高いことに，筆者らは着目している．サ
イエンスアゴラ出展のメリットが，他の団体・
機関と交流することで，将来の連携の芽を探る
場であるとの認識が生まれ，交流や連携の結果
が再度の出展に結びついていくようなサイクル
を作りだしたいと筆者らは考えている．図3か
らは，「他の出展者との交流」が出展者の事前の
期待を下回るなど，サイエンスアゴラ全体での
取り組みがまだ十分でないことも窺える．2008
以降の開催において，出展団体間の交流を活性
化させていくことは重要である．実際，サイエ
ンスアゴラ2008の開催にあたって，幾つかの試
みが行われたが，その効果等については別の機会で報告したい．個別の事例においては，2007年の
開催から2008年にかけて，出展者間など参加者同士の交流が再度の参画への足がかりとなったり，
各出展者の日常の活動に影響や変化を及ぼしたりした例がある．5章で述べていく．

表4　サイエンスアゴラ2007参画のメリットと2008での再参画の関係

回答 回答数 リピート数（割合）

自身の活動を広く知ってもらえた 25 15  （60％）

来場者と直接の交流・触れ合いを持てた 22 13  （59％）

他の出展者・登壇者との交流をもてた 18 11  （61％）

科学コミュニケーションの動向を知れた 13   9  （69％）

科学コミュニケーションスキルの向上になった   7   5  （71％）

全回答 31 19  （61％）

5.　サイエンスアゴラの波及効果
　サイエンスアゴラが，出展したり参加したりした人々に，影響を与え，それが具体的な形となっ
たとき，そもそもの目的に掲げた「サイエンスコミュニケーションの推進に寄与」したと，明確に
言うことができる．とは言うものの，各団体の活動内容などに何らかの変化が現れたとしても，そ
の要因をサイエンスアゴラが生んだものだ，と断定的に述べるのは容易ではない．その中で筆者ら
が集めることができたいくつかの事例について紹介し，それらを通して，このイベントが果たし得
る役割について再考する．

図3　サイエンスアゴラ2007に対する出展者の期待とその達成

5つの選択肢，及び，その他からの選択式で回答．
開催前38通，開催後31通をそれぞれ回収した．
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5.1　サイエンスアゴラでの出展が他の企画や団体などに結びついた事例
1） 企画展の展示に結びついた事例
　神戸市立青少年科学館の企画広報担当者が，平成20年度春の企画展“みんなもってるいのち展～
いのちのなが～い大冒険～”28）の事前調査のためサイエンスアゴラ2007を見学した際，日本学術会
議科学力増進分科会の主催する「miniセルフェスタ2007 in 東京」の展示が当該の事前調査中の企画
展の主旨と合致したことから，事務局を通じて担当者間での連絡が始まった．miniセルフェスタで
展示していた細胞模型セル蔵くん29）や，展示パネル，展示デザイン等が企画展に取り入れられ，子
供から大人まで楽しく身近に生命科学分野を感じられる企画展になり，そこで実施された工作教室
やワークショップはメディアにも取り上げられるなどの反響があった．
2） イベントの出演者の紹介などに結びついた事例
　北里大学とバイオインダストリー協会が主催した「遺伝子検査が街にやってきた」の登壇者と，
他に出展していた企業との連絡がサイエンスアゴラ2007をきっかけに始まり，横浜市での講演会が
実現した．「遺伝子検査が街にやってきた」は科学技術振興調整費の研究プロジェクト30）であり，研
究プロジェクトのアウトリーチの場としてサイエンスアゴラが機能し，その後の発展にも繋がった
ひとつの例となった．
3） 新規の団体の創出に結びついた事例
　サイエンスアゴラ2007で「分子が見える! 分子で魅せる!」を出展した，「分子計算と視覚化研究会」
は，ウェブサイト「生活環境化学の部屋」を主宰する本間善夫氏（県立新潟女子短期大学）を中心に，
主にインターネット上で連絡を繰り返してきた7～8人のメンバーが出展を機に結成した団体で，サ
イエンスアゴラ2008にも出展するなど活動を続けている．
　また，3年連続で出展している「サイエンスカフェを考える会」も，サイエンスアゴラ2006に際し
て立ち上げられ，その後，活動の場を広げている．

5.2　サイエンスアゴラがより高い効果を生みだすために
　前節で，サイエンスアゴラが直接的に各団体の活動に影響を与えた3種の事例を取り上げた．こ
の他にも，イベントの演者を見つけた，参考になる手法があった，共同研究の話が持ち上がった，
といった例を複数仄聞している．参画団体間や参加者間でのこれらの事例は，実行委員会事務局で
全てを把握できるものではないが，こうした連携や発展が増えることが，サイエンスアゴラが日本
のサイエンスコミュニケーションの基盤強化に貢献することに直結すると考える．
　日本最大規模のサイエンスコミュニケーションの集約的なイベントであるサイエンスアゴラは，
一種の見本市的な役割を果たしている．とは言え，見本市にあって，現段階のサイエンスアゴラに
ないものとして，マーケットが挙げられる．元来，見本市は，売り手と買い手が双方多数集合する
ことで，イベントとして成り立っている．サイエンスアゴラにおいて，出展者たちを売り手と見立
てるならば，買い手は誰であろうか? もちろん，サイエンスコミュニケーション活動の最終消費者
としての，親子連れをはじめとした一般の参加者はあるが，一方で出展を見てその中にあるものに
対して資金を投じてもよいと考える参加者は，ほとんど見られない．商品化に向けたアイディアや
欲しい人材を求めて，例えば教材会社の担当者が参加し，CSR活動のタイアップ先を求めて各種企
業が参加し，といったマーケットが成立して行けば，サイエンスアゴラが果たし得る役割も大きな
ものになっていくだろう．
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6.　結語 ― 今後に向けて
　1～5章を通じて，サイエンスアゴラがわずか3年で，日本のサイエンスコミュニケーションを代
表するイベントとなり，企画公募の実施などを通じて出展を拡大させ，毎年開催のメリットを活か
して各団体からのリピート参画を得るなど，発展してきた様子を振り返り，当初の目的であった我
が国のサイエンスコミュニケーション全体の基盤を強化する役割も担えたかを，参画団体の属性を
主な視点としてみてきた．
　筆者らは，サイエンスアゴラについて，
・ 参画団体数の年々の増加や，リピート数の多さ，出展者の満足度の高さなどから，年に1回の集

約的なイベントに対するニーズは高く，その重要性は増している
・ 毎年開催することが浸透につながっており，今後も継続していくべきであると考える．また，サ

イエンスアゴラの毎年開催と規模の拡大は，イベントの影響力を増し，
・ サイエンスコミュニケーションそのものの社会への浸透にも寄与すると考える．  

今後，さらにその特長を活かしていくために，
・参画団体同士が交流できるような仕掛けづくりを主催者として強化する
・これまで参画していない団体等が参加しやすいような取り組みを強化する
・実施後の出展者間等のネットワークの強化に貢献することを検討する必要があると，考えている．
　特に，高等学校・高等専門学校以下の学校や教育関係者の参加は少なく，企業等の再度の参画は
多くない．今後の開催での大きな課題と考える．
　また，サイエンスアゴラがサイエンスコミュニケーションに関わる全国の人々が集まる場である
ことから，そのスケールメリットを活かして，全体での提言をまとめるといった活動に踏み込んで
いくことも検討に値するであろう．さらに，東京での集約的なイベントと別に，各地域でのネット
ワーク作りについて，サイエンスアゴラが貢献する道も模索できると考える．本稿では扱わなかっ
たが、サイエンスアゴラの出展者の地域的な分布に関する分析を行った上で，取り組んでいきたい
課題である．
　5章で述べたマーケットの成立は，サイエンスアゴラに限らず，日本のサイエンスコミュニケー
ション全体に関わる問題である．一部の出版業や教育産業を除くと，サイエンスコミュニケーショ
ンの多くは，当事者の手弁当か，税金で支えられている．コミュニケーションの成立によって受益
する層が応分の負担をしながら，サイエンスコミュニケーションが発展していく健全なモデルづく
り，といった大きなビジョンを形成するために，サイエンスアゴラが貢献できないか．筆者らにとっ
て今後の最大の懸案である．

7.　謝辞
　本稿をまとめるにあたって，独立行政法人科学技術振興機構科学技術理解増進部にはデータ提供
など，多大なご協力を頂いた．特に，前田義幸氏には両筆者がJST在任中から多くの示唆を頂いた．
また，渡辺政隆氏，笠松舞氏からは2008年開催のデータ利用にあたって便宜を図って頂いた．仲矢
史雄氏（お茶の水女子大学），土井陽子氏（神戸市立青少年科学館），住田朋久氏（東京大学），本間
善夫氏（ウェブサイト「生活環境化学の部屋」主宰，県立新潟女子短期大学）の各氏からは，多くの
示唆を得た．図2は，もともと，美馬のゆり氏（公立はこだて未来大学）の作図による．あわせて感
謝したい．
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注
  1）  「活動を担う人々・団体同士がお互いを知り，交流することによって，有機的なネットワーク

を形成していくことが，我が国全体のサイエンスコミュニケーション活動の基盤整備につな
がっていく」（サイエンスアゴラ2006プログラム委員会 2007, 5）．

  2）  イベントの全貌は，サイエンスアゴラのホームページ参照．  
http://scienceportal.jp/scienceagora/

  3）  サイエンスアゴラ2006実施報告（サイエンスアゴラプログラム委員会 2007）や，筆者の前著論
文（長神 2007）など．

  4）  初年度のサイエンスアゴラ2006の開催は，2006年11月25日（土）～27日（月）と平日開催を含ん
でいる．

  5）  AAASのホームページ（http://www.aaas.org/）や，白楽ロックビル氏によるレポート参照
（http://scienceportal.jp/HotTopics/aaas/）．AAASの年次大会とサイエンスアゴラの関係は，
美馬（2006）の文章に詳しい．

  6）  2006年11月25日（サイエンスアゴラ2006最終日）に行われた「総括シンポジウム」の席上で，当
時のJST理事長は，「翌年以降の開催については白紙」と発言した．この発言を捉えて，参加者
の一部から「大丈夫か？」といった心配も寄せられたが，もともと，「2006の1回限り」を基本に
見切り発車でスタートしたプロジェクトであり，筆者にとって「白紙」まで漕ぎ着けたことは
大きな前進だった．

  7）  独立行政法人科学技術振興機構の科学技術理解増進事業については，サイエンスアゴラが始ま
る以前の2006年までについて，前田義幸氏の論文（2006）がコンパクトにまとめている．

  8）  「JSTの具体的事業は，国から示された中期目標を達成するため，JSTが作成し国の認可を得た
中期計画に従って実施されます．」（独立行政法人科学技術振興機構ホームページ，  
http://www.jst.go.jp/pr/intro/jigyou.html）

  9）  第2期中期目標は以下のURLからダウンロードできる．  
http://www.jst.go.jp/pr/intro/h19m-target/target.pdf

10）  中期計画は以下のURLからダウンロードできる．  
http://www.jst.go.jp/pr/intro/h19m-plan/plan.pdf

11）  中期計画をもとに策定される年度計画等では，「場」は具体的に，「イベント」と言い換えられて
いる． 2008年度の年度計画では、「機構は，科学コミュニケーション活動について，携わる個人，
団体，機関等の情報を幅広く調査し収集するとともに，それら個人，団体，機関等が有効な連
携を行えるようなネットワークを形成するためのイベントを企画し，開催する．イベントの内
容や参画機関は，公募等により決定する．」（独立行政法人科学技術振興機構 2008, 45）とあり、
前年の2007年度にもほぼ同じ記述がある（独立行政法人科学技術振興機構 2007b, 43）．年度計
画（2007, 2008年度）はそれぞれ以下のURLからダウンロードできる．  
http://www.jst.go.jp/pr/intro/h19plan/h19plan.pdf  
http://www.jst.go.jp/pr/intro/h20plan/h20plan.pdf

12）  既に前出の論文（長神 2007）においても，「サイエンスインタープリテーションジャパン」など
との差別化が企画の段階で図られたことなどに触れている．行われた議論の主旨は，サイエ
ンスコミュニケーションのプロに特化した集まりであれば，一般的な学会活動と大差はなく，
JSTが国費を投じて支援する上では，サイエンスコミュニケーションの発展を通じて国全体の
利益にかない，且つ他にはない特徴を備えるべきである，といったものである．
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13）  サイエンスアゴラ2006，2007については，それぞれ，開催報告による．サイエンスアゴラ2008
については，プログラムをもとに，筆者らが計数した．

14）  個人での参加はサイエンスアゴラにとって重要だが，本稿では主にプログラムの出展について
分析を行っており，出展者としての参加に個人は今のところ多くない．個人の属性を分析する
には，「行政機関等」「学術機関等」など団体の分類に使った区分は使いづらい．単純なイベン
ト参加，登壇，ポスター出展による参画などの個人参加を分析する試みは重要だろうが，本稿
においては論じていない．

15）  この分類の場合に，いくつか微妙なものが生じるが，理化学研究所や産業技術総合研究所は
④の学術機関等に，科学技術振興機構は③の行政機関等に分類している．例えば，日本科学未
来館や，科学技術研究開発センターは，法人ではなく科学技術振興機構の一ブランチとも言え
るが，出展にあたっているメンバーに重なりがなく，別の取り組みとして行っており，それぞ
れ計数している．

16）  NPO等という区分には，法人格を持たない任意団体も含んでいる．図2での「一般市民」は，
もともとサイエンスアゴラに来場する人々を想定して作られた．消費者団体など「一般市民」
を代表する意図で設立された団体であっても，NPO等という区分と分別することは難しい．ま
た，図2における「メディア」は，サイエンスアゴラを伝える媒体としての役割を考えて作られた．
出展団体の中には，ジャーナリストの団体や新聞社もあるが，出展者としてはそれぞれNPO等，
企業等として分類した．

17）  サイエンスアゴラ2006で，NPO法人市民科学研究室の主催で行われた報告会「科学リテラシー
育成の試みをつなぐ～学校，企業，NPOの『科学教室』の実践から」というイベント．

18）  サイエンスアゴラ2006で行われた，「理系人材のための就職イベント『Career Discovery』」と
いうイベント．モデルにしたAAASの年次大会などにも同種のものが見られたことから，同年
夏に京都で開かれた国際生化学・分子生物学会で併催されたキャリアフェアなども参考（長神 
2006）に，株式会社リバネスに依頼して開催した．

19） サイエンスポータルのサイエンスアゴラ2007のページから全文ダウンロードできる．
20）  JSTが毎月発行する広報誌．関係機関等に無償配布されている．  

http://www.jst.go.jp/pr/jst-news/
21）  学校での理科教育関係者を中心とした「理数大好きNEWS」や，基礎研究に関する政策動向や

公募情報を発信している「基礎研究通信」など．
22）  企画公募説明会は，2007年は，東京・京都の2度開催，2008年は，東京・仙台・大阪・福岡

の4度開催である．2008年の東京開催を除いて，サイエンスコミュニケーションに関係が深
い他のイベントの開催に合わせて行われている．

23）  ほかに，実行委員会事務局のメンバーが筆者から渡辺政隆氏らに交代したことも変化の要素と
して挙げられるが，この効果は，実行委員会企画が多彩になることに最も大きく発揮され，企
画公募に多大な影響を与えたとは考えにくい．

24）  小林傳司氏 は，著書の中で，「科学技術コミュニケーション元年」という表現を使っている（小
林 2007）．

25）  例えば，環境省： 環境にやさしい企業行動調査 調査結果報告  
http://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/kigyo/index.htmlなど．

26）  4.2に述べる通り，自らの活動のPRを出展メリットに挙げた出展者は多い．また，特に企業
CSRの参画においては，出展の可否の判断にあたって来場者数の規模を最重要視するという見
解が多く見受けられた．
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27）  サイエンスアゴラ2008においては，事前アンケートに相当するものを企画公募時点で一部行い，
事後のアンケートも行っているが，論文執筆時点（2009.01.10）で集計結果未入手である．

28）  神戸市立青少年科学館で，2008年3月20日から4月7日まで開催された．  
http://www.kobe-kagakukan.jp/modules/tinyd5/index.php?id=39

29）  仲矢史雄氏（お茶の水女子大学）が制作．バルーンなど，商店で入手可能な素材で手作りされ，
動物細胞と植物細胞があり，ミトコンドリアなど細胞の各構成物も再現され，子どもならば中
に入れるように工夫されていた．

30）  2006年度 文部科学省 科学技術振興調整費採択課題研究 「遺伝子診断の脱医療化・市場化が来
す倫理社会的課題」　http://www.idenshi.jp/
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