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1.　問題の所在と研究の目的
　近年，日本各地で多様な科学コミュニケーション（以降SCと表記する）実践が行われている．持
続的にSCを推進するためには，1）市民が批判的思考力（説明を能動的に聞き，説明の根拠を明確
に示し，論理的に考え問題を解決する力）を持ち，それらの能力を土台にしたメディアリテラシー，
科学リテラシー，リスクリテラシーなどの市民リテラシーを身につけること，2）専門家も，こう
した批判的思考力と市民リテラシーを土台にした専門能力と，市民へのコミュニケーション能力を
含む高次のリテラシーを備えることが必要である．小中高から大学教養教育，市民教育においては，
批判的思考力と市民リテラシーを育成するための教育プログラムが必要であろうし，専門教育にお
いては，専門的な知識やスキルに支えられた高次リテラシーを育成すること，さらに教師教育にお
いてはこうした授業を設計するための知識を育成することが重要である（都築ら 2011b）． 
　米国では，1980年代後半から各種研究・教育機関でのアウトリーチ活動が始められ，科学界も
それを奨励するようになった．1985年に開始された科学教育改革プロジェクト“Project 2061”では，
科学活動への市民参加を目指し「すべてのアメリカ人のための科学」として一般市民が身につける
べき科学リテラシーが整理され，これを更新することにより，科学リテラシーの標準を継続的に示
し（水沢2008），公衆の科学関与を向上させようとしている．
　本稿では，北米西海岸のSC関連実践に取り組む機関への訪問調査，関係者へのインタビューから，
子どもから大人まで幅広い年齢層の人々を対象に，批判的思考力や市民リテラシーを育てる実践に
注目し，その内容，実施・連携体制，ICT（Information and Communication Technology：情報通
信技術）活用のあり方を整理し，日本におけるSC実践・研究の持続的な展開への示唆を整理したい．

報告
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2.　調査方法
2.1　調査対象の選定
　北米西海岸地域におけるSC関連実践と連携の動向を探るため，科学コミュニケーションの教育・
研究を進める大学を中心に，それらと連携もしくは協働している科学館などの施設を訪問すること
にした．調査対象は，カリフォルニア大学バークレー校とその付属施設ローレンス科学教育館，エ
クスプロラトリウム，ベイエリア・ディスカバリー・ミュージアム，オレゴン州立大学とその付属
施設ハットフィールド・マリンサイエンスセンター，オレゴン産業科学博物館，ワシントン州にあ
るパシフィック・サイエンスセンター，カナダのブリティッシュ・コロンビア大学とバンクーバー
水族館である．

2.2　調査の手順
　北米における科学コミュニケーションの動向を把握するため，カナダのブリティッシュ・コロン
ビア大学教育学部の科学教育研究者に対し，2011年8月に予備インタビューを実施し，調査対象選
定のための基礎情報を収集した．調査対象に対し「北米における科学コミュニケーション事例とし
てインタビュー調査を行いたい」という訪問目的を伝えて了承を得た後，これらの機関に関する文
献およびウェブ調査をもとに作成した質問項目リストを送付した．現地訪問調査は，パシフィック・
サイエンスセンターは2011年11月に，その他の調査対象については2012年7月に実施し，インタ
ビューと資料収集，施設内の視察を行なった．訪問日程・訪問先・インタビュー対象者を表1に示す． 

 表1　北米訪問調査の日程・訪問先・インタビュー対象者

訪問日程 訪問先 インタビュー対象者・講師 （役職）
2011年8月11日 京都大学大学院教育学研究科 デビッド・アンダーソン准教授

（Associate Professor, University of British Columbia）
2011年11月7日 パシフィック・サイエンスセンター ブライス・セイドル氏（President & CEO）他5名
2012年7月21日 カリフォルニア大学バークレー校 マーシャ・リン教授（Professor）他3名
2012年7月22日 ベイエリア・ディスカバリー・

ミュージアム
ブリアナ・カッツ氏（Director of Visitor Experience & 
Exhibit Design）他2名

2012年7月23日 カリフォルニア大学バークレー
校付属ローレンス科学教育館

クレッグ・ストラング氏（Associate Director）他2名

2012年7月25日 エクスプロラトリウム カ ート・フェイヒトメ ア 氏（Director, Extended 
Learning）他4名

2012年7月26日 オレゴン州立大学ハットフィール
ド・マリンサイエンスセンター

ケーティ・ヒルデンブランド氏（Extension Marine 
Fisheries Educator, Sea Grant Extension）他3名

2012年7月27日 オレゴン州立大学 パトリック・コーコラン氏（Coastal Hazards Specialist, 
Oregon Sea Grant County Leader, OSU Clatsop 
County Extension）
ジョン・フォーク教授（Director, Center for Research 
on Lifelong STEM Learning, Colleges of Education 
and Science）　他2名

2012年7月28日 オレゴン産業科学博物館 ナンシー・ストゥーバー氏（President）他1名
2012年7月30日 ブリティッシュ・コロンビア大学 デビッド・アンダーソン教授（Museum Education & 

Visitor Studies, Faculty of Education）
2012年7月30日 バンクーバー水族館 ドルフ・ディジョン氏（Vice President, Conservation 

& Education）
他1名
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3.　実践・連携事例
　本節では，上記の調査対象へのインタビューおよび訪問調査から得られた，各機関のSC関連実
践と連携，ICTの活用事例について報告する．本報告では紙幅の関係上，米国内の6機関の事例を
紹介する．

3.1　カリフォルニア大学バークレー校
　カリフォルニア大学バークレー校（University of California, Berkeley：以降UCBと表記する）は，
米国ならびに世界の科学研究を先導する大学である．科学教育やSCに関しても後述の大学付属機
関ローレンス科学教育館などとも連携し，さまざまな研究・実践を展開している．UCBのリン教
授らへのインタビューでは，米国民は国際比較において気候変動（地球温暖化現象）への関心が低く，
進化（論）を否定する人が多いことや，科学番組視聴者や新聞購読者の割合も非常に小さいことへ
の問題意識が示された．こうした背景から，科学に関する理解を高め，生涯にわたり科学を学ぶ必
要性を理解してもらうことを重視した研究・実践を展開しているという．
　プロジェクト“WISE（The Web-based Inquiry Science Environment）”1）は，その一例である．
これは，子どもたちが科学への親近感を持ち，科学を生涯学び続けるようになることを目指し，日
常的な話題や現代的課題を取り上げた科学のオンライン教材を提供するもので（鈴木 2011），全米
科学財団の助成を受けて開発・運用されている．登録ユーザーはWISEが提供する教材を使い，フ
ローチャートで示される指導案に従ってICTを活用した協働学習を進めることができる．用意され
ている題材には，例えば，エネルギー転換について学習し，気候変動のメカニズムと，人間の活動
が気候変動に与える影響について取り上げた後，「リサイクルと肉を食べること」や「電気を消すこ
とと学校に徒歩通学すること」のエネルギー消費量を比較するといったものや，がん発症のメカニ
ズムとステージごとのがん治療薬について学ぶものなどがある．
　これらの指導案は，モジュール化してオンライン上に公開され，登録ユーザーなら米国内外の
誰でも使用し，授業を組み立てられる．サンフランシスコ・ベイエリアには，WISEを活用して学
ぶ教師のコミュニティが形成され，実践が積み重ねられている．その他，1）ワシントン大学にお
いてWISEデータベースを活用し，喫煙とがんに関するデータを収集して，仮説を立て，分析する
という喫煙リスクを学ぶ実践や，2）東京大学工学部において，アウトリーチ活動（出前授業）に
WISEを活用し小学校で実践する例もあるという．台湾などでは，教材を翻訳し，資料や文脈を地
域に合わせて改変して活用されている．
　WISEで開発されている学習環境は，一般のLMS（Learning Management System）のようにICT
による通常の学習環境の提供ではなく，科学の探究活動を支援するシステムとして設計されてお
り，予想，観察，説明，振り返りとフィードバック，科学のナラティブをサポートする機能が実装
されている．WISEは，使用地域を他国へと拡大するだけでなく，子どもたちが学校だけでなく，
家庭や学校外の学習の場でも活用できるようにしている．具体的には，グーグル社製タブレットを
使って動物園でデータを集め，教室に戻ってWISEのフレームワークでデータを整理するといった
モバイルデバイスの開発や，開発者コミュニティを形成し，海外から開発者が集まる“Developer’s 
Summit”においてWISEの活用方法について互いに共有し，応用性の向上を図る取り組みが進めら
れている．
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3.2　ローレンス科学教育館
　ローレンス科学教育館（Lawrence Hall of Science：以降LHSと表記する）2）は，1968年に設立さ
れたUCB付属の科学教育研究所であり，一般に開放される科学館機能も持つ．総職員300人のうち
約20％はUCBの学生が占め，科学館での教育活動や教育研究に従事している．専任職員も科学・
教育分野の研究者だけでなく，元教師や野外活動指導の経験者など，幅広い経歴を有する． 
　LHSは，全米科学財団やビル＆メリンダ・ゲイツ財団等から助成金を受け，UCBの教育学部，
理系学部と連携し，大学で行われている科学研究の成果を，人々の学習のあり方（how people 
learn）を反映した教育アプローチによってプログラム化，教材化して提供している．教材開発
には，LHS職員と研究者の協議による概念整理，現職の教員らによる試行のプロセスも組み込ま
れている．開発した教材類はすべて文書化し外部に普及することを基本方針としており，教材に
よっては国内外に大規模な普及拠点を展開するものもある．初等中等教育向け科学数学教材GEMS

（Great Explorations in Math and Science）3）や海洋科学教育プログラムMARE（Marine Activities, 
Resources and Education）4）は，日本にも普及拠点がある．
　また，開館以来，科学・数学の指導者の成長支援（Professional Development：以降PDと表記する）
プログラムを開発している．年間2万人の教師，学校管理職，博物館や水族館などのインフォーマ
ル教育機関のエデュケーターにプログラムを提供するほか，自分の研究成果のアウトリーチ，科学
を伝えることに関心のある研究者に対するPDプログラムも実施している．人々の学習のあり方に
沿った指導を目指すLHSにとって，科学を伝えることは，学習者に科学を能動的に学んでもらうこ
とであり，SCは教育に関わるものであるととらえられている．
　そうした考えに基づいて開発された大学（院）生向け科学コミュニケーション実践講座が

“Communicating Ocean Sciences（COS）”5）である．これは，LHSでこれまでに開発された子ども
向けのアクティビティの背景にある教育学の考え方や科学の伝え方について，大人向けに指導する
内容で構成されている．この講座は，他大学でも開講できるよう，大学教員らを対象にした指導者
養成研修がおこなわれており，研修受講者には教材一式が提供される．現在，本講座を開講あるい
は一部活用している大学は，UCBをはじめ米国内外で20校以上ある（藤田ら 2012）． 
　インタビューでは，人々の学び方に関する過去20年の研究知見とICTをどう組み合わせるかが
今後の課題であるとされた．第一に，Web活用の多くは，コンピュータの前に座り，パワーポイ
ントスライドやビデオを見るというWeb上でのセミナーが主流だが，これは人々の学び方を反映
したものではないとの指摘があった．第二に，開発したツールと，学校で利用できるツールにギャッ
プがあるという課題も挙げられた．より多くの人々にプログラムを届けるためには，新しい技術を
実験レベルで活用するのは困難な現状がある．上述の科学コミュニケーション実践講座COSには，
インフォーマルな教育機関のエデュケーターやCOSの実践家たちが参加するネットコミュニティが
開設されているが，ログインして実践情報を共有する手続きが面倒，そうした時間がないという声
が寄せられているといい，学習ツールとしてソーシャルメディアを十分に活用する状況には至って
いないようだ．
 
3.3　エクスプロラトリウム
　エクスプロラトリウム（Exploratorium）6）は「探究する」（explore）「場所」（atrium）という意味
の先駆的な体験型科学館である．訪問調査は金門橋の近くの美術館地区にある1969年の開館当初
からの施設でおこなった（2013年4月17日に，ダウンタウンのピア15（桟橋）近くに移転）．倉庫を
改造して作られた巨大な館内には，展示とともに開発スペースがあり，展示開発プロセスが来館者
に見えるようになっている．来館者は年間57万人，来館者の55％は大人である．職員は554人（フ
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ルタイムが290人）で，25人が博士号保持者である．説明員の中には，訓練を受けた120〜150人の
高校生がいるのも特色として挙げられる．開発されたインタラクティブな展示物は1000点以上で，
475点が展示中である．エクスプロラトリウムは，他の科学館に対して，その思想・展示・教材を
普及することに積極的であり，日本を含む世界200箇所で展示されてきた．
　展示は，科学と芸術そして，人の知覚に関する心理学展示（視覚，聴覚，学習，認知など）があ
るのが大きな特徴である．その理由は誰でも何かを知覚して生きていること，何をどう知覚するか
は人により異なり，重要な研究領域であること，学校では取り扱われない領域であるためである．
展示には，変化盲（Change Blindness）のような最近話題の心理現象の実演展示や，便器の水飲み
場（sip of conflict）のような論理と感情の葛藤を示す展示もあった．そのほか，物理学（光，運動，
電気など）や生命科学なども扱っている．また，移転後は海洋科学も取り上げるとのことであった．
展示には，背景知識を解説としてつけていない．これは，来館者に考えてもらうためである．それ
が間違っていたとしても，まずは自分で触れて考えて，もっと興味を持てばそれについて調べたり
研究したりするのが科学である．すなわち，展示にとって大事なことは，来館者が「疑問を持つこと」

「懐疑的になること」を促すことである，という考えに基づいている．
　教育機関との連携に関しては，1995年以来6400人の教員がワークショップに参加している．教
員向けのプログラムは，どうすれば教師がよりよい科学教育者になれるか，どうすれば授業におい
て本では学べないようなより多くのハンズオン体験が提供できるか，どうすれば科学授業が一方的
に知識を提供する場ではなく，子どもたちが探究できるような場になるか，という課題に取り組ん
でいる．毎夏には，200名程度が参加するサマーインスティテュートを開催しており，これが一種
のネットワークとしても機能している．将来的には，オンラインコースの提供も考えているとのこ
とである．なお，教材は， “Exploratorium Science Snackbook”として，書籍やWeb上で，材料や
情報リソースが公開されている．
　子ども向けの放課後（Afterschool：out of school time（OST））プログラムには，科学体験教室が
ある．所得の低い家庭の子どもたちは放課後プログラムへの参加が難しいため，州政府などが予算
を出して各学校の放課後プログラムを支援している．中学生向けプログラムは，成人や高校生の説
明員と共同して活動することを重視している．指導に当たる高校生らは，この中学生向けプログラ
ムで数年間学んできており，そうした先輩たちが中学生にとって「ロールモデル」となり，コミュ
ニティが形成されている．
　成人向けのアウトリーチプログラムとしては，“After Dark”という企画が2年前から実施されて
おり，1カ月に1回，夜間に大人対象に開館し，アルコールも提供して博物館を体験してもらう．
移転後は，毎週2回は午後10時まで開館し，水曜日は家族向け，木曜日は大人向けに開館する．社
会人たちが仕事を終えて食事や科学を楽しむ場として，大人向けのランチタイムワークショップや，
トークイベントもより充実させること，60歳以上の人々を対象としたプログラムを展開していく
予定とのことであった．誰にとっても科学にアクセスしやすくするという公平性（equity）が，大
きな課題として位置づけられていた．
　各種活動の評価は来館者研究グループが担当している．例えば，中高生来館者の経年変化の追跡
調査や展示とのやりとり，博物館体験，人類学的アプローチ（参与観察や会話分析など）を用いた
調査を行っている．また，展示は「試作→評価→再試作→評価→再試作・・・」という順に評価を
繰り返して開発している．
　エクスプロラトリウムにおいても，ICTは活動を支える柱の一つと位置づけられており，幹部の
中にもICT業界出身者が多く在籍している．Webサイトの管理および館内の展示で用いるアプリ
ケーションの開発は20人程度の技術者グループが担当している．エクスプロラトリウムのWebサ
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イトには館内で開発された膨大な数のコンテンツが公開されている．また，近年は展示サポートを
目的とした， スマートフォンやタブレット端末向けアプリケーションの開発にも力を入れている．

3.4　オレゴン州立大学とハットフィールド・マリンサイエンス・センター
　オレゴン州立大学（Oregon State University:以降OSUと表記する）には，州内住民に向けて知
を還元し，科学研究へのコミュニティの積極的な関与を促すための「エクステンションサービス

（Extension Service）」7）という部門がある．このエクステンションサービスは2011年に設立100年
を迎えた．州内の各地域（郡）に駐在するエクステンションサービスのスタッフが，コミュニティ
の直面する農業，漁業，水産加工業などの課題と大学の研究をつなぎ，協働して学び，課題を解決
するための活動を展開している．
　今回インタビューしたコーコラン氏は，州内北西部クラトソップ郡で防災を担当している．現在，
沿岸地区において大学の研究成果を生かし，地元住民とともに海岸の浸食対策に取り組んでいる．
この他，地域住民のグループとOSU内外の研究者をつなぎ，政治家や消防・警察などの行政関係
者と連携しながら津波防災教育も行っている．東日本大震災により，オレゴン州沿岸域でも津波防
災への意識が高まっているが，研究知見と住民の地震への備えとをつなぎ，住民の行動変化をもた
らすためには，リスクコミュニケーションが必要であり，コーコラン氏のように専門知識も理解で
きる人材が，一般の人たちに繰り返し伝え，地域の交通・運輸・道路政策も含めた街づくりの政策
に一貫性をもたせる必要があるとの見解が示された．
　ハットフィールド・マリンサイエンスセンター（Hatfield Marine Science Center:以降HMSCと表
記する）8）は，1965年に設立されたOSU付属の海洋研究・教育機関で，スタッフ数は350人に上る．
HMSCは，米国海洋大気庁（NOAA）とオレゴン州政府のマッチングファンドであるオレゴン・シー
グラント（Oregon Sea Grant）によって運営されている．敷地内にはOSUの研究施設だけでなく，
政府機関の研究拠点もある．海洋研究機関としての研究活動のほか，ビジターセンターでの研究成
果普及・啓発活動や，子どもや家族向けの教育プログラム，教育委員会と連携した教員研修の提供
などの教育関連活動を行っている．
　HMSCのビジターセンターには，海洋科学に関連する問題にアプローチする4つの視点（グロー
バルスケール，鳥瞰スケール，人間の眼レベル，顕微鏡レベルの研究）に分けて， HMSCの研究員
らによる研究成果や，地域住民との課題解決プロジェクトの成果が展示されている．展示の多くは，
センターの専門スタッフが開発しているが，一部の展示はOSUの大学院生が研究者とともにデザ
インし，プロトタイプ展示，来館者の反応などを含めたデータ収集，改訂，改訂版展示というサイ
クルを繰り返して展示の実践研究も行っている．HMSCが推進する海洋科学研究プロジェクトにも
OSUの大学院生らが参加しており，本センターはOSUの学生の教育と研究の場としても機能して
いる． 
　インタビューしたヒルデンブランド氏は，上述のOSUエクステンションサービスのスタッフで
あり，HMSCのあるニューポート地区において，水産をめぐるステークホルダーの間で議論の分か
れる問題，たとえば波力エネルギーや環境保護の問題について，地元住民の団体や科学研究者と連
携し，議論の整理や利害の調整にあたるほか，こうした取り組みに関する展示やプログラムを開発
している．氏が開発に関わった「波力エネルギー」の展示は，波力エネルギー発電装置の洋上設置
によって地域の海域にもたらされる各種の影響について，ステークホルダーが議論した内容を紹介
していた．
　このビジターセンターでは，全館を挙げてICTを活用した来館者研究を進めている．常設のほと
んどの展示に監視カメラを設置し，来館者の展示前での対話や行動をすべて記録している．画像を
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用いて展示間における来館者のプロトコル分析を行うとともに，顔認識ソフトウェアを用いて来館
者の行動を時系列に特定し，音声認識ソフトウェアにより展示前の対話における単語データを取出
し，データマイニング技術を用いて展示前の来館者の対話の変化を検出し，行動と結びつけること
により，展示が来館者に与える影響を大量のデータから分析するプロジェクトを実施している．
　HMSCビジターセンターにおけるこれらの来館者研究や展示開発の実践研究は，OSUの教育学部
Center for Research on Lifelong STEM Learningセンター長を務めるジョン・フォーク教授が提唱
する“Free Choice Learning” （自由選択学習と称されることもある）の考え方に基づいて展開され
ている．フォーク教授らは，科学の学習や科学への関与は，授業時間や学校生活を超えて拡大して
いるが，そうした生涯にわたる科学の学びや科学への関与にとって，学習者が選択，コントロール
する機会が重要であるとする（Falk and Dierking, 2010）．生涯にわたる科学の関与を促進するうえ
で，年齢や学ぶ場所に関わらず，学習者が自分自身の学習をデザインできるようにし，その支援を
するという視点が欠かせないという主張である．
　フォーク教授は，英国，オーストラリア，アジアにおいても共同研究を進めている．英国では，
インフォーマルな教育が公教育（科学教育）にどう貢献できるかについて，生態学モデルで分析を
試みている．インフォーマルな教育部門は複雑なコミュニティであることから，個別の専門性や役
割をもった15の「ギルド（＝生態学用語で群の意）」を見出し，生態学的な視点から相互の関係を整
理しようとしている．また，科学館の影響に関する国際調査研究では，科学館の利用者，非利用者
について，テストの点数，職業，文化的要素などの各種変数の相対的な貢献度を明らかにするとい
う，レトロスペクティブ9）な疫学的アプローチを採用して分析を行っている．その他，オレゴン州
ポートランド近郊の小規模コミュニティに住む10歳児200人を4年間追跡し，科学関与の鍵を握る
成人（教師，その他のエデュケーター，親戚，近所の大人など）や要素を追跡する研究も進めている．
この研究によれば，5年生で見られた科学への関与が8年生には激減しており，全員を対象にした
ウェブでの質問調査と，30人を対象にしたインタビューにより，この科学への関与低下の引き金
となる出来事を明らかにしようとしている．

3.5　オレゴン産業科学博物館
　オレゴン産業科学博物館（Oregon Museum of Science and Industry：以降OMSIと表記する）10）

は民営の博物館である．スタッフは250〜300人（夏期は増員）で，500人以上のボランティアスタッ
フが活動している．OMSIは地域のアドバイザーや大学研究者に最新の専門知識の監修を依頼し，
実践の専門家らと協働して展示や教材を開発し，他館にも貸与，販売している．米国内だけでなく
カナダや欧州に巡回する展示もあり，上海，マレーシア，ブラジルの博物館への展示販売実績もあ
る．全米科学財団より20万ドルの助成を受けている10年間のプロジェクト「ナノサイエンス」は，
OMSIが展示を開発し，他館が関連する教材やプログラムを開発するなど，総計100館がプロジェ
クトに参加している．一連の訪問調査でも，OMSIの展示開発力について各地で高く評価されてい
た．OMSIには多数のエデュケーターが勤務し，各階にある実験体験室では，子どもたちの実験・
ハンズオン体験に大人のサポートを提供して展示と関連した学習を深めるようにしている．エデュ
ケーターは来館者とのやりとりから，来館者の間に根強く保持されている科学に関する誤った概念
や興味関心を拾い，来館者が学ぶべきことを整理してプログラム開発に生かしているという．
　OMSIは，小学校教員向けのPDプログラムの提供や，オレゴン周辺の5州ではデモンストレーショ
ンや教室での出前授業，移動プラネタリウムなどのアウトリーチ活動を進めている．オレゴン州東
北部の森林地域では生態学，西部沿岸部では海洋生物学に触れる宿泊キャンプも実施している．「サ
イエンスパブ」というサイエンスカフェも月1回実施しており，席が取りにくいほどの好評を博し
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ている．
　OMSIは，「エネルギーと環境」，「イノベーションとエンジニアリング」，「健康と福祉」をメイン
テーマに掲げ，全館の展示やプログラムを通して，来館者の批判的思考スキルを育てるため，科学
と科学の方法について伝え，それらにまつわる議論を起こすことを目指している．しかし，気候変
動の問題については，人間の活動が地球温暖化に影響を与えている証拠はないと主張するグループ
が存在するため，どのようにバランスをとるかについて地域の科学者らと協議し，気候変動を取り
上げる展示やプログラムにおいては，論争を起こさないようにする選択をしたという．科学者集団
はこの内容を支持したが，政治的にも非常に難しい問題であるとのことであった．
　OMSIの評価・来館者研究部門では，OSUのフォーク教授らの方法論を用いて，インフォーマル
な学習の場で人がどのように学んでいるのかについて研究を進めている．スパニッシュコミュニ
ティの人々が科学をどう理解しているか，農村地域住民にとって意味のある展示やプログラムとは
どのようなものか，などについて評価を行い，コミュニティのニーズに応えるようにしている．
　OMSIにおいてもICTは重要な位置を占めており，4人のテクニカルスタッフおよびWeb担当者
が1人在籍している．開発した教材の多くはWebサイトで公表され自由に参照できる．また，博物
館外部の人々とのコミュニケーションツールとしても利用されており，館内展示と連動した意見収
集などを携帯端末から行い，展示内容にフィードバックするなどの試みが実施されている．近年は，
携帯端末の利用が進み，展示サポートや 研究活動の入力デバイスとしてiPad などが利用されてい
る．館内だけでなく市街地の要所にQRコードを設置し，携帯などの端末から関連した情報を取得
できる仕組みを構築している．これにより市民に博物館とのつながりを強め，関心を持ってもらう
ことを目指している．

3.6　パシフィック・サイエンスセンター
　パシフィック・サイエンスセンター（Pacific Science Center：以降PSCと表記する）11）はシアト
ルにある科学博物館であり，太平洋岸北西部の市民をターゲットにしている．シアトル万国博覧会
終了後，米国科学パビリオンの建物を利用して1962年に開館した．全米で初めてサイエンスセン
ターという名称が使われた．年間109万3500人の来訪者，館外のプログラムの参加者は約30万人
であり，来館者数では米国トップ10に入る．独立した非営利教育機関として運営されている．職
員数は388人（修士以上の学位保持者は22人）である．主な展示は，Explore Nature（自然探求）を
中心に，地球科学（海，気候，地形，環境，恐竜など），生命科学（動物，昆虫，人体，遺伝など），
ワシントン州の北西部の自然（ピュージェット湾の地形，動物など）の分野である．館内には，熱
帯の蝶の館，ライブサイエンスステージ，子ども向けの体験コーナー，OMINIMAXシアターとプ
ラネタリウムがある．ステージでは，電気，空気，燃焼，錯覚，ヘビなどの15〜30分のデモンス
トレーションが行われている．
　また，科学の営み（How Science Works）については，近隣の大学などの科学者が，自分の研究
の最前線を紹介する展示があり，デジタルメディアを用いたインタラクティブな方法で，研究者の
顔写真とともに，研究の目的，方法，結果，示唆を紹介していた．論争的問題に関しては，遺伝学
に関するセクションにおいて，遺伝学の進歩によって生じる問題（例:両親が子どものもつ特性を選
んで良いか）について，来館者が3択（賛成，反対，わからない）で回答する展示があり，ディスプ
レイにはこれまでの来館者の回答（21万7千人分）が表示されていた．
　PSCは，展示や学校関連，教員向けプログラムをワシントン州の学習指導要領に準拠するように
して教育機関との連携を進めている．学校単位の見学者は年間5万7421人である．学校訪問プログ
ラムでは，ワシントン州の209校と112の地域会場の32万5000人を対象に，地質学，物理学，生理

Japanese Journal of Science Communication, No.13 （2013） 科学技術コミュニケーション 第13号 （2013）

− 66 −



学，天文学等に関する授業や活動を行っている．科学キャンプは，シアトル市周辺5箇所において，
50以上企画されて，2182人の児童生徒が参加している（年次報告書2009年7月〜2010年6月に基
づく）12）．また，高校生向け人材育成プログラム“Discovery Corps”では，科学的探究活動，セン
ター内での来館者への説明員としての仕事，リーダーシップなどのライフスキルの経験を積むこと
ができるようにしている．教員向けプログラム（Leadership and Assistance for Science Education 
Reform：LASER）では，探究型学習の教材，評価，力量形成に関する内容が用意されている．
　近隣のワシントン大学，ワシントン州立大学，医療・教育関係機関とも連携している．これら
の機関の研究者や大学院生は，研究成果展示への協力のほか，毎月第一土曜日に行われている

“Scientist Spotlight”で市民に向けて3〜5人の科学者が交流するイベントや，月3回シアトル市と
周辺の2つの都市で開催されているサイエンスカフェにも協力している．
　PSCの全活動は，多様な手法で評価が行われている．実施中の12の評価プロジェクトでは，活
動に即した評価項目を設定している．例えば，展示については来館者の観察や行動のトラッキング，
個別やグループインタビュー，センター内のイベントでは質問紙やiPadを用いた評価，サイエンス
カフェでは質問紙，新たな展示企画に関しては登録会員へのWeb調査など，量的・質的方法を用
いている．

4.　まとめと日本への示唆
　米国において公衆の科学関与向上を目指
す人々のネットワークとして，各地のイ
ンタビューで挙げられていたのがCenter 
for Advancement of Informal Science 
Education（CAISE）13）であった．これは設
立から6年以上が経過している．フォーク
教授は，CAISEへの参加者は少なくはない
が，米国は国土が広く，多くの人が多様な
活動をしていること，公衆の科学関与にも
さまざまな側面があり，みな同じ方向で活
動しているわけではないこと，さらにトッ
プダウンがなじまない国であることから，
ネットワークを機能させることは難しいと
述べていた．この他にもさまざまなネット
ワークがゆるやかに形成されているようだ
が，こうしたネットワーク組織の動きには
今後も注目すべきであろう．
　前節において，各機関・プロジェクトが，
母体となる大学や周辺地域の研究機関，科
学者,教育関係者と連携し幅広い活動を展
開していることを報告した．表2に，各機
関・プロジェクトの実践の概要とICT活用
状況の特徴，情報の流れに注目した連携体
制のモデルをまとめた．連携体制モデル図

SC
実施
母体

SC対象

SC
内容
提供
組織

コンテンツ開発 SC活動実施

材料提供 コンテンツ

対価
評価・情報

対価
評価・情報

SC対象

SC対象

SC対象

SC実施母体を中心とした
SC対象のネットワーク

SC
実施
母体

SC
対象

SC内容

提供組織

コンテンツ開発 SC活動実施

材料提供 コンテンツ

対価
評価・情報

対価
評価・情報

SC内容

提供組織

SC内容

提供組織

SC 実施母体を中心とした
SC内容提供組織のネットワーク

図1　SC 対象ネットワーク型連携

図2　SC 内容提供組織ネットワーク型連携
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（図1〜3）は鳩野（2011）に基づく．
　いずれの機関・プロジェクトも，SC実
施母体として，SC内容提供組織やSC対
象組織のネットワーク化を図っている．
WISEプロジェクトでは，WISEのコンテ
ンツユーザー，つまりSC対象のネットワー
クが形成され，WISE活用実践の情報共有
がおこなわれている（図1）．エクスプロラ
トリウム，OMSI，PSCという科学（博物）
館は，SC内容提供組織，つまりさまざま
な専門領域の科学研究者らと連携し，展示・
プログラムや教材の開発を進めている．ま
た，他館や他地域（場合によっては国外）
の研究者・教育機関とも連携して独自の活動を展開し，展示を公開・販売・貸与するなどしてSC
コンテンツを共有している（図2）．LHS，HMSCという大学付属機関は，SC内容提供組織とSC対
象の双方をネットワーク化し，長期にわたり各種のSC実践とSC研究を展開・拡張している（図3）．
SC内容提供組織とSC対象者の双方のネットワークの管理を担うLHSとHMSCには，科学研究者と
SC対象者である子どもや地域住民をつなぐ，多数のエデュケーター（教材開発者・教育実践者）や
エクステンションサービススタッフが配置され，専門知の翻訳・教材化，ワークショップの実施，
地域住民との対話の場のデザインの専門家として活動している．いずれの実践においても，エデュ
ケーターやエクステンションサービススタッフの活動の評価は，教材評価や来館者研究などの評価
研究の専門家が担っていること，こうした実践と評価にかかる資金は，政府機関や民間企業・財団
からの多額の助成により支えられていることは，注目するべき点であるといえよう．

SC
実施
母体

SC内容

提供組織

コンテンツ開発

材料提供

対価
評価・情報

SC内容

提供組織

SC内容

提供組織

SC 実施母体を中心とした
SC内容提供組織のネットワーク

図3　SC 内容提供組織ネットワーク・
SC 対象組織ネットワーク並存型連携
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表2　調査対象機関・プロジェクトの実践内容，ICT活用状況の特徴,連携体制モデル

機関・プロジェクト名 実践内容 ICT活用状況の特徴 連携体制モデル
UCB　
WISEプロジェクト

●日常的話題や現代的課題を取り上
げた科学の協働学習教材のオンライ
ン提供

●科学の探究活動支援ツール
●テータ収集・分析のモバ
イルデバイス

SC対象ネットワー
ク型連携（図1）

エクスプロラトリウム ●ハンズオン科学展示開発・他館へ
の提供
●教員研修の提供
●放課後科学体験プログラム提供
●中高校生向け人材育成プログラム
●展示評価・来館者研究の実施

●館内展示に関するWeb
コンテンツ提供
●展示サポートのためのタ
ブレット端末やスマートフォ
ンアプリケーション開発

SC内容提供組織
ネットワーク型連
携（図2）

オレゴン
産業科学博物館

（OMSI）

●科学展示の開発・他館への提供
●教員研修の提供
●州内でのアウトリーチプログラム
の実施
●展示評価・来館者研究の実施

●開発した教材のWeb公開
●携帯端末を使った展示に
関する来館者フィードバック
収集
●iPadを活用した展示サ
ポート
●QRコードを使った市内
各地での情報提供

パシフィック・
サイエンスセンター

（PSC）

●近隣の科学者の研究内容紹介展示
●州内教員への研修提供
●高校生向け人材育成プログラム
●展示評価・来館者研究の実施

●iPadを活用したイベント
参加者からの情報収集
●展示企画に関するWeb
調査

UCB　
ローレンス科学教育館

（LHS）

●学習科学の知見に基づく科学研
究成果のプログラム／教材化と国内
外への普及
●大学生，科学研究者やフォーマル
／インフォーマルな科学教育に従事
する人々のアウトリーチスキル向上
支援

●教材活用・講座受講者
のネットコミュニティ運営

SC内容提供組織
ネットワーク・SC
対象組織ネット
ワーク並存型連携

（図3）

オレゴン州立大学
ハットフィールド・
マリンサイエンス
センター

（OSUとHMSC）

●エクステンションサービスによる
知の還元，科学研究への住民関与
促進
●Free Choice Learningの考えに
基づくHMSCでのアウトリーチ実践・
研究
●市民の科学関与に関する研究
●教員研修の提供

●顔認識システムや音声認
識ソフトウェアを活用した来
館者行動データ収集・分析

　筆者らは，冒頭で述べたとおり，幅広い年齢層の人々を対象に，批判的思考力や市民リテラシー
を育てる実践を中心に調査をおこなった．そのため，今回のインタビュー対象者が自らの実践を「科
学コミュニケーション」と称することはほとんどなかった．彼らは，自らの実践を，市民が生涯に
わたって科学を学び，科学に関与するための支援をデザインするという，「科学教育」ととらえてい
た．そして，科学教育の対象とされるのは，学校内外で科学を学ぶ子どもだけではなく，社会生活
の中で科学に関わる機会のある大人，そして科学を教える教員や科学研究者であるという認識が確
かめられた．学校で展開されるフォーマルな科学教育と，学校外の場で展開されるインフォーマル
な科学教育が対等に連携し，多様な科学教育環境をデザインしようとしていることがうかがえる．
日本においても，博学連携，学社連携といった言葉でフォーマルな教育とインフォーマルな教育の
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連携が図られているが，学校教育を補うものとしてのインフォーマルな教育ではなく，生涯にわた
る科学関与を目指した学習活動・学習環境デザインに、フォーマル／インフォーマル教育の関係者
が参画するという視点は重要であると思われる．
　本論で報告した実践は，市民の科学リテラシーと科学関与を向上させることを目指した「すべて
のアメリカ人のための科学」等の方向性にも合致するものである．これらの実践においては，市民
の科学関与を幅広く，また長期にわたって促すために，1）科学教材や科学館展示の開発，地域の
問題解決のための対話の場づくりや組織づくりなど，さまざまな形で科学研究者と市民をつなぐデ
ザインを担う人材の活動の場が恒常的に用意されており，彼らがSC実践の中核的な役割を果たし
ていること，2）それらの活動の評価は，評価を専門とするスタッフが担当していること，3）持続
的なSC実践を支えるための官民による資金助成が継続的に実施されていること，4）SC実施母体を
中心としたネットワークにはいくつかのモデルが考えられ，調査した実践においては活動の目的に
かなったネットワーク運営がなされているといった特徴が指摘できよう．
　生涯にわたる科学の学びを支援し，科学の知を地域の問題解決につなげるこれらの活動や連携の
あり方は，日本にとっても参考になると考える．また，いずれの事例においても経営やICTなど必
要な専門家を含む体制が形成されていることが活動の推進に大きく寄与していることも指摘してお
きたい．

注
1）WISE （The Web-based Inquiry Science Environment）, http://wise.berkeley.edu/webapp/index.html
2）Lawrence Hall of Science, University of California, Berkeley, http://www.lawrencehallofscience.org/
3）ジャパンGEMSセンター, http://japangems.org/
4）ジャパンMAREセンター, http://www.marinelearning.org/mare/index.html
5）Communicating Ocean Sciences （COS）, http://www.coseeca.net/programs/communicatingoceansciences/
6）Exploratorium, http://www.exploratorium.edu/
7）Oregon State University Extension Service, http://extension.oregonstate.edu/
8）Hatfield Marine Science Center, http://hmsc.oregonstate.edu/index.html
9）レトロスペクティブなアプローチとは，時間を経た因果関係や現象の変化について，現在から過去にさ

かのぼってデータを収集し分析する手法のことである．
10）Oregon Museum of Science and Industry, http://www.omsi.edu/
11）Pacific Science Center, http://www.pacificsciencecenter.org/
12）Pacific Science Center Annual Report 2010, http://wordclout.files.wordpress.com/2011/02/psc_

annual_report_20101.pdf
13）Center for Advancement of Informal Science Education （CAISE）, http://caise.insci.org/

付記　
　本研究は，文部科学省科学研究費補助金 基盤研究（B）「サイエンスコミュニケーションデザイ
ンを支援する知のネットワーキングに関する研究」（課題番号：22402001，研究代表者：鈴木真理
子）の助成を受けた．研究代表者の鈴木真理子教授は，本研究の訪問調査終了後，論文作成途上の
2012年9月2日に逝去された．ここに謹んで哀悼の意を表します.
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