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第１章 本論文の目的 

第１節 本章の概要 

本章では、国内外における科学技術コミュニケーションの進展の歴史を概観し、科学技術

コミュニケーション実践の普及と質的向上のためにはそれらの適切な評価が重要であるこ

とを述べる。さらに、評価手法整備の障壁となっている要因を整理した上で、包括的な評価

枠組みが必要であることを主張し、本論文の目的を定める。 

第２節 背景 

第１項 科学技術コミュニケーションの取り組みが生まれた経緯 

科学技術の社会に対する影響力は、この 100年で急速に拡大してきた。市民の関心の高低

に関らず、科学技術の影響力は大変大きく、今後増えることはあっても、減ることはないで

あろう。一方科学技術は、地球環境問題、巨大技術システムの事故、最先端技術のもたらす

リスクなど、我々の社会に様々な「マイナスの影響」をも及ぼしてきた。 また、科学技術

は我々のライフスタイルを大きく変え、我々の倫理観や価値観にも本質的な影響を与えて

いる。さらに、科学技術研究は、政府からの多額の公的資金によって支えられている。 

それにも関わらず、我々は科学技術を十分に理解しているとは言えない。すでに 1950 年

代にスノー は、『二つの文化と科学革命』において、「西洋社会の知的営み全体を俯瞰する

と、これが「科学」と「人文学」という二つの文化に分断されていることがわかる。そして、

この分断が、世界の諸問題の解決にとって大きな障害となっている。」 (Snow 1959)と指摘

している。 

この問題の背景には、以下のような「科学技術の高度化、複雑化、不透明化 」「社会シス

テムの複雑化、流動化、不透明化」という二つの側面があると考えられる。 

 

1. 科学技術の高度化、複雑化、不透明化 
 非専門家にとって現代の「科学技術」を理解することは非常に敷居が高い。  
 科学技術の専門家にとってさえ、自分の専門分野以外の内容を適切に理解するこ

とは難しい（科学技術の全体を見通せる者が存在しない）。  
 科学技術の高度化、複雑化、不透明化により、科学技術自体が新たなリスクを生み

出している (Beck 1986)。  
2. 社会システムの複雑化、流動化、不透明化  

 科学技術を受容ないし利用する側の個人や共同体の価値観の多様性が著しく増大

している。  
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 科学技術と密接に関わる社会システムもまた、複雑化、流動化、不透明化が著しい。

このことが、科学技術と社会システムの複合体に非常に大きなリスクをもたらし

ている。  
 科学技術と社会システム、個々人の価値観が相互作用することによってどのよう

な事態が生じるのか、その帰結を見通すことが極めて難しい。 
 

近年、科学技術と社会との関係は極めて複雑になってきている一方で、両者は一体不可分

なものになってきた。「科学に問うことはできるが、科学が答えることのできない問題（＝

「トランス・サイエンス問題」）」が増加してきたのである(Weinberg 1972, 小林 2007)。小

林(2007)は、「現代の科学技術というものが理系の専門家だけに任せるには重要すぎる存在

になっている」と述べている。 我々の社会や生活の質を高めるためには、そればかりかそ

れらの現状を維持するためにでさえ、我々は科学技術との「適切な付き合い方」を考えなけ

ればならないのである。こういった問題を適切に扱うためには、科学技術の専門家だけでは

なく、科学技術と社会の間に横たわるさまざまな課題に多様な立場で関わる一般市民を含

むステークホルダーが互いに知恵を出し合い、双方向のコミュニケーションを行うための

機会を創出しなければならず、そのような「場の創出」を担うための新しい種類の実践が必

要であるといえよう。これが「科学技術コミュニケーション 1」と呼ばれるものである。た

だし、この「科学技術コミュニケーション」という実践は、まだ明確な定義が与えられてい

るものではなく、立場によって様々な解釈がなされている。 

ここで「科学技術コミュニケーション」という概念をより明確にするために、藤垣・廣野

(2008)、小林(2007)に沿い、これらの内容を要約しながら「科学技術コミュニケーション」

の進展の歴史を辿ることとしたい。 

第２項 海外における科学技術コミュニケーションの進展の歴史 

もっとも古くから科学技術コミュニケーション（の原型となる活動）が行われてきたのは、

イギリスである。すでに 19 世紀前半から、王立研究所(Royal Institution of Great Britain、 

1799～)において、様々な科学技術コミュニケーション活動 が行われてきた。代表的なもの

が、1825年にマイケル・ファラデーが始めた「クリスマスレクチャー」である。これは、若

者を対象とした、エンタテイメント性にあふれる演示実験を含む科学イベントである。また

同年、金曜講座も始まった。 

また、1831 年には、科学と社会を橋渡しする活動を行う団体である英国科学振興協会(BA: 

British Association for the Advancement of Science) が設立され、「サイエンス・フェ

                             
1 同様の活動を指す呼称として、「科学コミュニケーション」「サイエンスコミュニケー

ション」といった用語も用いられている。敢えてこれらの用語を区別し、それぞれの含意

の違いを論じる向きもあるが、一般的にはこれらの用語に実質的な違いがあるわけではな

いので、本研究では「科学技術コミュニケーション」という呼称に統一することとする。 
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スティバル」などを実施してきている。 

王立協会(Royal Society)は 1985年に「公衆の科学理解(PUS: The Public Understanding 

of Science)」（別名「ボドマーレポート」）を発表し、若者の理科離れ、国民の科学への関

心低下への懸念を表明すると同時に、その対策として「公衆の科学理解を促進すること」に

大きな重点を置いた。 

それを受けて、1985 年に「公衆の科学理解委員会(COPUS: Committee on the Public 

Understanding of Science)」が設立された。COPUSは、多様な社会階層を対象にした様々

なプログラムを展開した。例えば、以下のようなものである。 

 

 上層の公務員向け講義、女性グループ向け講座  
 大英科学博物館などと協力したポピュラーサイエンスの書籍に対する顕彰  
 地域密着型の科学普及活動への資金提供  
 メディア・フェローシップ、ウェストミンスター・フェローシップ 2 

 
さらに、ロンドン大学インペリアル・カレッジによる大学院修士課程における科学技術コ

ミュニケーションの専門家養成が開始され、他大学も追従した。また、 経済・社会研究会

議（研究資金配分機関）が科学コミュニケーション領域への研究助成を開始した。そして、

雑誌 Public Understanding of Science(PUS)が創刊された。 

ところが 1990年前後に、イギリスの科学技術政策を大転換させるような重大な事件が発

生した。「BSE (牛海綿状脳症 Bovine Spongiform Encephalopathy)問題」である。  

1988 年に設置された、オックスフォード大学の動物学者であるサウスウッド教授らによ

る専門家委員会は、検討の結果 1989 年に、「人間への BSE感染の危険性は極めて少ない」と

結論づけた。 ただし同時に同委員会は、「さらなる研究が不可欠」「こうした評価が誤って

いれば結果は大変深刻なものになるであろう」と警告した。しかし、行政関係者や政治家は

この警告を適切に評価せず、安全性のみを強調した。  

ところが 1996 年に政府は、10 名のクロイツフェルト・ヤコブ病(vCJD : variant 

Creutzfeld Jacob Disease)患者について、BSE感染牛を食べたことが原因で発症した可能

性を認めた。その結果国民は、政府や政府機関に所属する科学者に対して強い不信感を抱く

ようになった。  

政府は、この経緯の反省を踏まえ、科学技術コミュニケーションにおける施策の重点を、

科学の公衆理解増進から、科学に対する公衆の不信感を取り除くことへと転換した。  

2000年には「上院科学技術委員会勧告「科学と社会」」が出され、以下のような内容が記

載された。 

 

 公衆の、政府や産業界と関わりを持つ科学への信頼が低い  
                             
2 科学者に政治の世界で働く機会を提供するインターンシッププログラム 
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 遺伝子組み換え食品やクローニングなど直接的な利益を実感しにくい科学に対しても

拒否反応がある  
 信頼に対する危機的状態が、「対話(dialogue)」を求める新しい社会状況を生み出してい

る  
 科学的知識の不確実性を隠せば、必ず公衆からの信頼と尊敬を損なう  
 政策決定における公衆関与の先行事例として、フォーカスグループ、市民陪審、コンセ

ンサス会議などが挙げられる 
 

また、「科学技術社会論」(STS: Science and Technology Studies)の分野における研究か

ら、「「科学知識が増えれば、科学への肯定的態度が増す」という通説が、単純には成立しな

い」「ロイヤル・ソサエティの「科学の公衆理解の不足」という認識自体に再検討が必要 」

ということが主張されるようになった。 

特に、ロイヤル・ソサエティの依拠してきた「「公衆は知識を欠いた、いわば「空っぽの

バケツ」であり、そこに知識という水を注ぎこみ、啓蒙すれば問題は解決する」というコミ

ュニケーションモデルは「欠如モデル」(deficit model)と名付けられ、厳しく批判された。 

欠如モデルに変わる新しいコミュニケーションモデルとして、「文脈モデル」「素人の専門

性モデル」「市民参加モデル」などが提案されたが、いずれも非専門家・市民の持つ知識や

知恵を尊重し、彼ら彼女らとの十分な対話、双方向のコミュニケーションを重視する点が共

通している。 

こういった考え方を背景に「科学技術コミュニケーション」という言葉が使われるように

なってきた。その意味では、科学技術コミュニケーションの実践的背景は科学技術行政の現

場での経験から得られた歴史的教訓にあると言え、一方その理論的基盤は科学技術社会論

の研究の蓄積にあると言えよう。 

第３項 日本における科学技術コミュニケーションの進展の歴史 

1990年代の日本においては、1995年に施行された科学技術基本法「第五章 科学技術に

関する学習の振興等 第十九条」に「国は、青少年をはじめ広く国民があらゆる機会を通じ

て科学技術に対する理解と関心を深めることができるよう、学校教育及び社会教育におけ

る科学技術に関する学習の振興並びに科学技術に関する啓発及び知識の普及に必要な施策

を講ずるものとする」とあることからもわかるように、「理解増進」「欠如モデル」「PUS」的

方針が全面に出されている。 

2000 年代前半になって、海外の動向を受けて、国策として日本に科学技術コミュニケー

ションが積極的に導入されるようになった。2004 年頃より、国内での科学技術コミュニケ

ーション実践事例の急速な蓄積と拡大が見られる。 

2005 年に発表された「「第３期科学技術基本計画」の重要施策（中間まとめ）」における

「アウトリーチ活動」の定義は「国民の研究活動・科学技術への興味や関心を高め、かつ国
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民との双方向的な対話を通じて国民のニーズを研究者が供給するため、研究者自身が国民

一般に対して行う双方向的なコミュニケーション活動」となっており、ここに、前述の科学

技術基本法とは異なり、「双方向」「コミュニケーション」という言葉が記載されていること

が注目に値する。 

2005 年は「日本の科学技術コミュニケーション元年」と言われ、文部科学省科学技術振

興調整費により、「科学技術インタープリター養成プログラム（東京大学）」「科学技術コミ

ュニケーター養成ユニット（北海道大学）」「科学技術ジャーナリスト養成プログラム（早稲

田大学）」という 3つの人材育成プログラムが開設された。 

それぞれの大学の養成する人材像と、それぞれの人材が担う活動のイメージは表 １-1の

通りである。 
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表 １-1 北海道大学・早稲田大学・東京大学の人材養成プログラム 

機関名 北海道大学 早稲田大学 東京大学 

課題名 科学技術コミュニケーター養成

ユニット 

科学技術ジャーナリスト養成プ

ログラム 

科学技術インタープリター養成

プログラム 

育成す

る人材

像 

各種のアウトリーチ活動を通し

て、科学技術の研究内容や意義に

ついて一般市民や小中高生など

にわかりやすく伝え、また社会的

側面などについても適切に伝え

ることのできる人材、あるいは研

究者と一般市民との間に立って

両者の相互理解を促進する活動

を企画・運営できる能力を身につ

けた人材 

科学技術の理解、ジャーナリズム

とメディアの理解、実践的スキ

ル、現場主義、建設的批判精神を

併せ持ち、コミュニケータとジャ

ーナリストを兼ね備えた人材 

・ 科学の本質を知り多様な科学

技術の各分野に精通してお

り、現場感覚にもとづく問題

提起能力を持ち、科学技術と

社会とのギャップを埋めて相

互交流を促進する人材 

・ いわゆる科学コミュニケータ

ーを養成するものではなく、

自分の専門をしっかりと持つ

指導的な人材をインタープリ

ターとして養成 

育成す

る人材

が担う

活動の

定義 

科学技術の研究者と一般国民と

の相互理解を大きく促進するこ

とによって、科学技術の重要性な

どについての国民的理解を深め、

わが国の科学技術振興・国際競争

力強化にとっての貴重な社会的

基盤を構築するとともに、国民の

各層において科学技術を学ぶこ

との意義・楽しさ等についての理

解を促進し、科学離れの解消や次

世代を担う研究者群の育成に資

し、ひいてはわが国の研究開発・

産業発展に寄与することを目的

とした活動全般 

科学的思考を生み出す最低限の

知識、多様な科学的思考や方法を

理解し、ジャーナリズムの精神、

倫理、マス・コミュニケーション

社会過程や社会的機能を把握し

た上で、諸研究機関ならびに企業

からもたらされる科学的研究や

その成果の社会的意味（そこでは

社会的効用とリスクの科学的な

検証が不可欠）を批判的、自立的

に検証し、科学技術の学問的知識

の世界と一般社会との間の相互

関係を作り上げる公共的コミュ

ニケーションを担うジャーナリ

ズム活動 

科学技術と社会とのギャップを

埋めて相互交流を促進する活動 

※出典 科学技術振興機構(2010a, 2010b, 2010c) より一部修正 
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そのほかにも 、大阪大学コミュニケーションデザイン・センター(CSCD)（当時）など、

いくつかの大学での実践的教育プログラムが開設されたほか、国立科学博物館、日本科学未

来館などでの科学コミュニケーター研修プログラムが開設された。 

平成 23 年版科学技術白書には「これらの動きを受けて策定された第 3 期基本計画では、

基本計画としてははじめて「社会・国民に支持される科学技術」として独立した章を設け、

双方向のコミュニケーション等の重要性をうたうとともに、「国民の科学技術への主体的参

加を促す施策を強化する」という新しい方向性も盛り込まれた。これまで、政府は、国民に

自らの取組について理解を求めるといった一方向のコミュニケーションになりがちであっ

たと指摘されている。今後求められる科学技術に対する国民の理解と信頼と支持という地

平にどのようにたどり着くのか、双方向コミュニケーション活動の一層の拡大等、対応すべ

き課題は多い」との記載が見られる。ここで、「社会・国民に支持される科学技術」を実現

するためには「国民の科学技術への主体的参加を促す施策を強化する」必要があり、その手

段として「双方向のコミュニケーション」が重要であるとの認識がはっきりと見て取れる。 

このような政策誘導によって、日本の科学技術コミュニケーションの大局的な潮流はは

じまり、現在に至るまで人的、資金的、理念的基盤を得ていると言えよう。とはいえもちろ

ん、2005 年以前から「科学技術コミュニケーション」という概念に含まれるがそのように

は呼ばれていなかった活動を行ってきた団体や個人は日本にも数多く存在する。これらの

団体や個人は、必ずしも国の政策に従って活動してきたわけではないだろう。従って、日本

の科学技術コミュニケーションの全てがトップダウンの政策誘導型であると考えるのは適

切な認識ではない。 

第４項 科学技術コミュニケーション実践の評価手法の不備 

前述のとおり、海外、および国内において、この 20年来、科学技術コミュニケーション

は急速に普及・発展してきた。2005 年以降の日本に限っても、科学技術コミュニケーショ

ンの実践には相当の蓄積と拡大が見られる。例えば日本で初めての科学技術コミュニケー

ション専門の学術雑誌『科学技術コミュニケーション』（2007年創刊）を参照するだけでも

科学技術コミュニケーション実践に関する論文・報告が 132 本ある（2016 年 2 月 19 日現

在）。今や科学技術コミュニケーションは、実践の数をこなすだけではなく、これらの質を

いかに高めていくかという段階に達していると言えよう。そのためには、個々の実践を一定

の理論的体系に基づいて適切に評価し、確実に実践の改善等に反映させていく営みが不可

欠である。 

しかし現状では、これらの評価手法の開発と実施は個別の実践の担い手の試行錯誤によ

って行われており、必ずしも十分な水準に達しているとはいえない。ましてや、それらを俯

瞰するような包括的な評価の枠組みの提示や、評価の体系化にはほとんど手がつけられて

いない。 

より質の高い科学技術コミュニケーション実践を持続的に行っていくためは、実践に対
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して、ステークホルダーや当事者にとって納得性、利用可能性の高い評価を実施することが

必要であり、従来のような場当たり的で一過性の評価を行うに留めるのではなく、包括的、

体系的、継続的にそれを行うことによって確実に実践の改善に活用すると同時に、評価自体

の質の向上に資する体系的、一般的な評価手法開発の枠組みを構築することが要請されて

いる。 

ここで言う「評価自体の質の向上」とは、実践に対する「評価の設計の妥当性 3」と「評

価の利用の十分性」を高めることである。評価一般に関して言えば「妥当性」に加えて「信

頼性 4」が重要であるが、科学技術コミュニケーション実践の評価に関してはまだ妥当性を

探索している段階であるので、ある程度の方向性が明らかになってきてから、信頼性の問題

に取り組むのが適切であると考えられる。当然最終的には信頼性が問題になることには違

いはないが、上記の理由により、本研究においては「実践に対する「評価の設計の妥当性」

と「評価の利用の十分性」」に絞って検討することとする。 

第５項 諸概念の定義 

１. 「科学技術コミュニケーション」の定義 

日本においては、従来それぞれの分野でそれぞれの目的の下に行われてきた活動が、ある

時期（2005 年頃）を境に突然「科学技術コミュニケーション」という言葉でグルーピング

されるようになってきており、「呉越同舟」と言っても差し支えないような状況であると言

える。 

これらの活動、あるいは活動主体は、科学技術に関するコミュニケーションが量的・質的

に充実することで、様々な課題が解決される（事態がよりよい方向に進展する）という仮説

の下に、かろうじて共存している。これは民主主義や市場経済の意思決定機能・計算機能 5

に対する基本的信頼、あるいは「インターネット」に対する漠然としたポジティブな期待の

ようなものであると捉えられるかもしれない（もちろん、同時にこれらのシステムの欠点も

受け継いでいる可能性がある）。 

 筆者は、このような社会における科学技術に関する民主的な対話、コミュニケーション

のプロセスによる公共圏の生成が、科学技術と社会の関係、そして市民の生活をより良いも

のにしていくという価値観を支持し、そのプロセスを促進するための方法論を「評価」とい

う観点から構築することを目的とする立場に立って、本研究を行うものである。 

先に述べた「呉越同舟」の状況下であえて「科学技術コミュニケーション」を定義するな

                             
3 評価目的に対してどの程度適切な評価手法がとられているか、ということ。 
4 複数回の、あるいは異なる評価者による評価の内容がいかに安定性、一貫性を保って

いるか、いうこと。 
5 目的とする情報を生成するための思考、議論、熟議、交渉、取引、交換、コミュニケ

ーションなどのプロセスのことを指す。 



15 

 

らば、筆者は、以下の 3 つの視点に基づいて現時点での暫定的な定義を与えられると考え

る。 

 

■「目的」の視点に基づく定義 
「科学技術によって私たちの社会にもたらされる正の価値を最大化し、負の価値を最小

化する（＝正当性の実現）」、「科学技術が深く埋め込まれた現代の社会システムに対する市

民の信頼を向上させる（＝正統性 6の実現）」 という二つの目的を持つ、コミュニケーショ

ン領域における実践全般。 

 
■「機能」の視点に基づく定義 
科学技術に関する社会システムの「集合的意思決定機能」を向上させるための、多様なア

クターの参加によるコミュニケーション実践。これは「科学技術と社会に関わる問題につい

ての「多様なアクターの参加」による「より質の高い計算」」（＝「「参加」による「計算」」）

と言い換えることもできる。また、上記「機能」には、以下の三項目が含まれる。 

① 科学技術の発展と適正利用の促進  
 科学教育（フォーマル／インフォーマル）  
 科学報道、科学書・科学雑誌の出版 
 科学広報、機関広報等 

② 科学技術に対する参加型評価  
 参加型テクノロジーアセスメント（例：コンセンサス会議、討論型世論調査）  
 規制科学(regulatory science) (参照：ELSI7) 

③ 科学技術に関する政策立案・政策執行・評価  
 科学技術政策（研究開発への資金配分、研究（／研究関連）人材育成）  
 産業政策、イノベーション政策、知財戦略  
 納税者へのアカウンタビリティ(例：研究者・研究機関のアウトリーチ活動、各種

報告書、関連統計、研究成果、政策に関する意思決定プロセスの公開) 
 

上記項目に含まれる要素は、仮に「促進的―調整的―規制的」「実践―政策―理論」の 2

軸 8を仮定すると、暫定的にではあるが次のように整理できる（図 １-1）。 

                             
6 結果の如何に関わらず、大多数の関係者にとって納得のいく手続きが採用されている

か、ということ。科学技術コミュニケーションにおいては何が「正解」（＝正の価値）で

あるかは先験的には（そして多くの場合回顧的にさえ）自明でないことが多いので、「正

統性」の担保はとりわけ重要である。 
7 Ethical, Legal and Social Issues（倫理的・法的・社会的問題） 
8 ここで「促進的－調整的－規制的」とは、「科学技術の進展」に対してどのようなスタ

ンスを取るか、という方向性を指している。「促進的」とは、実践のテーマとして設定さ
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図 １-1 科学技術コミュニケーションの「構成要素」分類試案 

さらにこれに活動規模を表わす「ミクロ―メゾ―マクロ 9」の軸を組み合わせると、ほぼ

全ての（広義の）「科学技術コミュニケーション」を俯瞰できると考えられる（図 １-2）10。 

                             

れた科学技術の内容について、相対的にそのメリットを重視してそれを普及・促進する目

的の実践であること、「規制的」とは、そのリスクを重視してそれに慎重な姿勢を示す目

的の実践であること、「調整的」とは、事前にそういった方向性を決めずに実践のプロセ

スにある程度委ね、場合によっては複数の（矛盾する）アウトプットの存在も認める柔軟

な目的の実践であることを意味している。 
9 社会科学においては、研究対象はしばしばミクロ、メゾ、マクロの三つの階層に分け

て整理される。例えば山手(2007)など。この場合一般的には、「ミクロ」とは個人の行為も

しくは個人間の相互作用、「マクロ」とは社会全体、国家、制作、法律、社会制度、国際

社会、「メゾ」とはこれらの中間に存在する組織、共同体、下位制度などを指す。科学技

術コミュニケーションには様々な規模、スコープの実践が含まれ、これらをすべて同等に

扱うと混乱が生じるため、規模、スコープによって（その境界は必ずしも自明ではなく、

あくまで相対的なものに留まるにせよ）分類することが有効であると考えられる。 
10 図中の「エスノグラフィー」とは、ラトゥールらのラボラトリーサイエンス (Latour 

1987)などを指す。 
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■「生成過程」の視点に基づく定義 
個々人が認識範囲を拡大することで他者をよりよく理解し、互いに結びつきあっていく、

というコミュニケーションの生成と発展のプロセス（＝生成過程）の観点から科学技術コミ

ュニケーションを定義づけることもできる。 

科学技術に多様な立場で関わるアクターが、単に自らの置かれた立場にとどまるのでは

なく、メタレベルの視点から俯瞰することにより、 自らの立場を規定していた枠組みを越

える視野を持つ。それによって、自らの立場の周囲に広がる文脈を観察して「文脈への敏感

さ」を身につけると同時に、 さらに、文脈を異にする他者を発見し、互いが、他者の特有

の文脈を自らの文脈との関連で理解することにより、それらの他者と共有できる「上位の共

通文脈」を発見する。その「上位の共通文脈」を前提として、（互いの元々の立場の違いは

認めつつも）協同的に問題解決にとりくむ。このようにして生成される活動を、「科学技術

コミュニケーション」と呼ぶことができる（図 １-3）。 

  

図 １-2 科学技術コミュニケーションの 3 つの次元 
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図 １-3 メタレベルの視点から俯瞰することによる共通文脈の発見 

 
これらの定義を一覧してわかることは、科学技術コミュニケーションとは、目的、手段、

対象、担い手、規模、背後にある価値観等のいずれに関しても、極めて高い多様性を持って

いるということである。この「多様性」が、第２章で述べる科学技術コミュニケーション実

践の評価の困難さの主たる原因となっていると考えられる。 
とはいえ、本研究の議論をより可読性の高いものにするために、こういった制約条件を踏

まえながらもここで主要な概念に関して暫定的な定義をしておくことには一定の意義があ

るものと思われる。そこで本研究では、特に注釈のない限り「科学技術コミュニケーション」

ならびに関連用語の定義を以下のように定めることとする(表 １-2)。その上で、必要に応じ

て前述したより詳細な定義のいずれかを参照するものとする。 

表 １-2 科学技術コミュニケーションに関する用語の定義 

用語 定義 

科学技術コミュニケーション 科学技術の専門知や、それを社会の中で生み出したり活用し

たりする過程について、専門家のみならず様々な立場の人々

が協同的・双方向的にコミュニケーションを行い、科学技術

と社会とのよりよい関係を追究していく、ミクロ領域からマ

クロ領域まで、理論・政策・実践、科学技術に対する促進的・

調整的・規制的スタンスのいずれをも含む広範な行為群。 
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科学技術コミュニケーター 科学技術コミュニケーションの機会を創出する役割を担う

人々。 

科学技術コミュニケーター教

育 

科学技術コミュニケーターを養成する目的に特化して設計さ

れ、実施される特別な教育プログラム。 

 

２. 科学技術コミュニケーションの「実践」「教育」「評価」の定義 

本研究では、科学技術コミュニケーションの「実践」「教育」「評価」の定義をそれぞれ以

下のように定める（表 １-3）。もちろん、科学技術コミュニケーションを離れたこれらの概

念の一般的定義を巡っては多様な立場から様々な研究の蓄積があり、簡単に定められるも

のではないが、ここでは本研究において必要十分な範囲で暫定的な定義を与えることとし

たい。 

表 １-3 用語の定義 

用語 定義 

実践 社会において具体的な科学技術コミュニケーション活動を行い、個人や

組織の意思決定 11に何らかの影響を与えること。 

教育 12 科学技術コミュニケーションを担う人材を育成するために、何らかの規

範に基づいて学習の方向目標 13ならびに到達目標 14を設定し、学習者の

状態をこれらの目標に近づけるために行う直接的、間接的介入行為。 

評価 科学技術コミュニケーションの実践や教育 15の領域において、何らかの

活動や事物、状態（＝評価対象）の情報を、その対象に影響を与える意

                             
11 科学技術と社会の双方に関わる問題に関して、自ら、あるいは合議によって判断しな

ければならない状況に置かれた際の意思決定を指す。注 16、17 も参照のこと。 
12 原則として「科学技術コミュニケーション教育」「科学技術コミュニケーター養成教

育」の文脈で用いる。広義の科学技術コミュニケーションに含まれる「理科教育」「科学

教育」を指す場合はその旨明記するものとする。 
13 何のために学ぶのか、という価値に関わる目標。梶田のいうところの「期待目標」に

相当する。「期待目標」とは、教育基本法で述べられているような、教育を通じてその形

成が期待されるような、一つの理想、教育成果についての最大限の期待を示すものである 
(梶田 2010)。 

14 何をどこまで達成するのか、という、達成を比較的明確に判定できるような目標。学

習指導要領にある「分数の乗法及び除法について計算の仕方を知ること」といった、教育

活動を通じてその確実な到達をすべての子どもにはかっていくという性格のもの (梶田 
2010)。 

15 「実践の評価」と「教育の評価」は当然異なるが、ここでの定義はより一般的な「評

価」についてのものである。 
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思決定において意思決定主体 16が利用可能な情報に変換 17する行為。 

評価コミュニ

ケーション 

科学技術コミュニケーションの実践や教育、ないしそれに関連する領域

における、異なるアクター間での上記評価の結果に関する情報（＝評価

情報）のやりとりと、それに伴うリソース提供などの意思決定のプロセ

スの総称 18。 

 

これらの定義はいずれも極めて抽象的、一般的な表現であるが、このような包括性を出発

点とすることでこそ、これらの定義を多様な実践目的、実践内容、評価目的、評価対象、ス

テークホルダーに共通して適用でき、のちの評価の体系化に結び付けることができると考

える。 

これらの定義の一つ一つについては本章では詳述しないが、次章以降に本研究の議論の

展開に沿って、より具体的な例を示しながら詳しく説明することとする。 

 

第３節 本論文の目的 

以上の諸点を踏まえて、本論文の目的を再び確認するならば、「科学技術コミュニケーシ

ョン実践（ならびに教育）の効果的な評価手法を整備するための基礎となるような、包括的

な評価の枠組みを構築すること」である、といえよう。効果的な評価手法整備の枠組みを、

たとえ暫定的なものであっても現時点で提示することが、科学技術コミュニケーションに

直接携わる当事者のみならず、科学・技術と社会との間に生じるさまざまな問題に関与する

全ての人々にとって、急務であると考えるからである。 

                             
16 評価行為の結果（評価情報）に基づいて今後の資源提供のあり方（特定の実践への予

算、物資、人員、時間、情報等の「資源」の投入継続・停止・配分変更や、実践主体への

実践内容に関するディレクション、実践主体の組織再編成指示、そのほか実践への様々な

介入、支援、規制等）を再検討する主体。評価主体や実践主体がそのまま意思決定主体と

なるケースも多いが、独立した第三者が登用される場合もあり、例えばアメリカなどでは

evaluator という評価の専門職も存在する。 
17 例えば、ある実践を継続するか、中止するか、という意思決定を行う際に、実践者

が、その実践への参加者に対して実践の「満足度」に関するアンケートを実施し、参加者

の満足度の平均値が 50％未満なら中止、50％以上 80％未満なら問題点を洗い出して改

善、80％以上 90％未満ならそのまま継続、90％以上なら規模拡大、という評価基準を用

いるとする。この場合、「参加者の体験の総体」そのものが評価対象として最も基礎的・

本質的な情報ではあるが、これをそのまま記述することも、何らかの評価基準を当てはめ

て意思決定に利用することも不可能である。そこで評価者（この場合は実践者自身）は、

参加者へのアンケートという「評価手法」を利用することによって「参加者の体験の総

体」という情報を、意思決定に利用可能な「参加者の満足度の平均値」という情報に「変

換」した、と解釈できる。 
18 上山(1998)は行政評価の意義について、「市民とのコミュニケーション回路」の役割

の重要性を強調している。 
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本研究は、「科学技術コミュニケーション実践の目的は本質的に多様である」との立場を

とっており、本研究の主旨は、これらの実践の目的を規範的に定めたり、何らかの原理から

導出したりすることによって「規範的な実践目的に直結するような」「望ましい」実践評価

の形を描出することにあるのではない。むしろ実践目的の多様性を前提とし、その多様性に

も関わらず評価のための共通言語を獲得するためにこそ、実践評価の包括的な枠組みの構

築ならびに評価の体系化の試みが必要かつ有効であると考えるものである。その場合、実践

の「目的」さえもまた、評価における一つの「変数」であると位置づけられる、というのが

本研究の立場である。 

もちろん、先に「実践」の定義の項で述べたように、極めて抽象度の高いレベルでは実践

の目的は「個人や組織の意思決定に何らかの影響を与えること」と記述することができるが、

具体的にどのような影響を与えることをよしとするのか、ということを先験的、規範的、演

繹的に決定しうるわけではないのである。 

ただし本研究では、どのような目的であってもよしとするような極端な相対主義を支持

するものではない。逆に、前述の「実践評価の包括的な枠組み」を基盤にすればこそ、望ま

しい実践の目的について建設的で開かれた議論を行う機会を創出できると考えている。 

これらを踏まえて、本研究が扱う課題を以下の通り整理する。 

① 科学技術コミュニケーション実践の評価を、従来のような場当たり的で一過性のもの

に留めるのではなく、包括的、体系的、継続的に行うことによって、確実に実践の改善

に活用すると同時に、評価自体の質の向上に資することができるようにするための方

法論を探索する。 
② ここで言う「評価の質を向上させること」とは、実践に対する「評価の設計の妥当性」

と「評価の利用の十分性」を高めることである。そこで本研究では、「評価の設計の妥

当性」の評価、「評価の利用の十分性」の評価、を行うことができるような道筋をつけ

る。 
③ 上述のように評価を包括的、体系的、継続的に行うために、可能な限り普遍的で汎用性

の高い概念として評価概念とその関連概念を定義する。 
④ ここで定義した評価概念と関連概念を、これまで行われてきた実践に適用することに

よって、個々の実践や教育を「評価」の切り口で記述しなおす。 
⑤ この「再記述」を、現在入手できる科学技術コミュニケーションの実践の報告論文や、

筆者自身の実践への取り組み事例に対して包括的に行うことによって、これらの実践

を評価の観点から分類し俯瞰的に検討し、そこに何らかの関係性や萌芽的構造を見出

す。 
⑥ ここで見出された「何らかの関係性や萌芽的構造」に基いて、個々の具体的な科学技術

コミュニケーション実践における「設計の妥当性」と「利用の十分性」を兼ね備えた評

価手法の開発と運用に資するとともに、科学技術コミュニケーションの様々な実践全

体の包括的・体系的・継続的評価を実現する「評価の枠組み」を構築する。 
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第４節 本論文の構成 

まず本章（第１章）において本論文の目的を述べる。第２章では、科学技術コミュニケー

ションの評価の現状と課題を論じる。それを受けて第３章では、一般的な評価概念を包括的

に整理する。第４章では、それをさらに絞り込んで科学技術コミュニケーション実践の評価

に関する諸概念を整理、図式化する。 

第５章では、学術雑誌『科学技術コミュニケーション』に掲載された科学技術コミュニケ

ーション実践の報告論文に対するメタアナリシスを行い、第３章で整理した評価概念の枠

組みに即して、既存の科学技術コミュニケーション実践の評価行為の分類を試みる。また各

実践事例に関して、第４章で提唱した評価の階層構造の諸要素に関する適切性を検証する。 

第６章では、第５章で明らかにした既存の科学技術コミュニケーション実践の評価行為

の課題に対して一定の解決手段を与えるために、筆者が手がけた実践をもとにしてアクシ

ョンリサーチを行う。具体的には、これまで筆者が北海道大学 CoSTEPの内外で手がけてき

た科学技術コミュニケーション実践において開発してきた評価手法とその適用結果に関す

るケーススタディを行う。第７章では、ここまでの議論を踏まえた上で、科学技術コミュニ

ケーション実践の包括的な評価の枠組みの提案を行うとともに、それを試行的に適用した

アクションリサーチの結果について考察する。 

最後に第８章で、本論文の全体を総括する。 

第５節 小括 

本章では、本論文の目的が「科学技術コミュニケーション実践の適切な評価手法開発と運

用に資する包括的な評価の枠組みを構築すること」であることを定めた。そしてこの目的

（リサーチクスチョン）の達成という観点から、全８章からなる本論文の構成を概観した。 
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第２章 科学技術コミュニケーション実践における評価の現状

と課題 

第１節 本章の概要 

本章では、科学技術コミュニケーション実践の評価にの現状において、評価手法・評価体

系が不備である点を指摘し、それがもたらす問題、ならびにそのような現状の原因として考

えられる要因を整理する。 

第２節 科学技術コミュニケーション実践の評価の現状と課題 

第１項 科学技術コミュニケーション実践の評価の現状 

科学技術コミュニケーション実践にとって、評価とは何であろうか。少し考えてみただけ

でも「イベント参加者の満足度」「講座参加者の知識増加・態度や意見の変容」「プレスリリ

ースの発行数」「マスメディアにおける取材・掲載数」「ソーシャルメディアでの言及数」「研

究分野のイメージ向上度」「出前授業の教育効果」「大学の受験者数増加」といった手法が思

いつくであろう。 

しかし、これらはいずれも評価のごく一面をカバーしているに過ぎず、評価目的、評価対

象、評価主体、評価プロセスのいずれもまちまちである。したがって、これらを列挙したと

ころで、一貫した評価手法体系を構成しうるような共通文脈を見いだすことは難しい。 

また、これらの一つ一つをとっても、それが果たして適切な評価と言えるのか、そもそも

測定可能なのか、測定できたとして、一体それを何に活用しうるのか等、課題は多い。こう

して列挙してみることで、逆に評価の困難さがあらためて浮き彫りになってくると言えよ

う。 

2004 年の科学技術白書で「科学技術と社会をつなぐ役割を果たす人材が求められる」と

して科学技術コミュニケーター養成の重要性が謳われ、2005 年には早稲田大学、東京大学、

北海道大学の三大学に科学技術振興調整費による 5 カ年の科学技術コミュニケーター養成

プログラムがスタートした(表 １-1)。時をほぼ同じくして、いくつかの大学（例：大阪大

学コミュニケーションデザインセンター）や科学館・博物館（例：日本科学未来館、国立科

学博物館）などでも同様のプログラムが開設された。それから 12 年あまりの期間を経て、

各養成プログラムは一定の成果を上げ、たとえば北海道大学では「科学技術コミュニケーシ

ョン教育研究部門」という形で後続組織が大学の自主財源によって継続運営されている。 

このように、「科学技術コミュニケーション」という活動領域はそれなりに社会に定着し

てきたと考えられるが、だからこそ、単に実践すればよい、という時代ではなくなってきた
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とも言えよう。当初より、科学技術コミュニケーション実践の「評価」は重要な課題であっ

た。より質の高い科学技術コミュニケーションを持続的に行っていくためには、実践の適切

な評価が必要であるからである。また、上記の各養成プログラムにとっても、要請した人材

によって担われる実践の評価手法を整備することは、プログラム自体の成果についての評

価を可能にするための最も重要な要素の一つであると言える。 

「日本の科学技術コミュニケーション元年」と言われた 2005 年以降、国内における科学

技術コミュニケーション実践は数多く蓄積されてきた。例えば、北海道大学科学技術コミュ

ニケーター養成プログラム(CoSTEP)が主催する「サイエンス・カフェ札幌」は、毎回 100人

規模の参加者を集め、2017年 10 月 1日時点で 97回の実施実績がある。「サイエンス・カフ

ェ札幌」では毎回参加者にアンケートを取っており、実践の振り返りと次回以降の改善に活

用している。 

しかし参加者に課すことのできるアンケートの分量や種類には限界があり、ごく限られ

た範囲の評価しか行えない。例えば「満足度」を 5段階の選択肢で参加者に評定してもらっ

たとしても、その回答をもたらしている具体的な要因が何であるのかわからければ、実践の

価値を適切に見定めることはできない。また、仮に満足度が低かった場合、その評価を構成

している要因が具体的に何であり、どこをどのように改善すればよいのかという指針を得

ることもできない。 

また、この「サイエンス・カフェ札幌」は北海道大学の広報アウトリーチ活動の一環とし

ても位置づけられているが、大学の広報戦略上どのような効果がどの程度あったのか、ゲス

トとして協力してくれた研究者にとってどの程度満足のいくアウトリーチ活動になりえた

のか、といった点については、一般参加者に対するアンケート結果だけからは十分うかがい

知ることはできない。つまり、評価の観点はその結果を誰がどのように活用するかによって

当然異なるわけだが、通常 19「サイエンス・カフェ札幌」で行っているアンケート調査では

上記のような評価の利用目的に応えることはできない。 

さらに言えば、サイエンス・カフェ札幌を一回実施するためにはそれ相応の有形無形の

「資源 20」が投入されているわけだが、それを提供している組織や個人 21が、その投入を継

続するかどうかという意思決定をする 22ためにどのようにこの実践を「評価」しているのか、

という視点からの検討も、実践の継続と発展のためには必要である。 

これは何も、CoSTEPで実施している「サイエンス・カフェ札幌」に限った問題ではない。

                             
19 筆者が CoSTEP に在籍した 2016 年 9 月までの範囲で確認。 
20 ここでいう「資源」とは、予算、人員、（準備・実施）時間、場所、装置、道具、情

報、知識、人脈、経験値、専門性、承認等を指す。 
21 資源提供主体のこと。実践主体自身の場合もあれば、実践主体に資源を提供している

別の主体（例えば、スポンサー、あるいはカフェへの参加者（＝「参加」という資源を提

供する者）など）の場合もある。 
22 ここでいう「意思決定」とは、サイエンスカフェの参加者の意思決定ではなく、資源

提供主体のそれを指す。 
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全国で日々行われている多種多様な科学技術コミュニケーション実践もまた、大なり小な

り実践評価に関する同種の課題を抱えていると推察される。これらの現状を把握すること

は、本研究のリサーチクエスチョンにアプローチする糸口となりうるであろう。 

とはいえ、たとえば全国各地で実施されているサイエンスカフェがどのような評価を実

施し、それを誰がどのように活用しているのかという現状を調査することは容易ではない。

ましてや、サイエンスカフェ以外の実践も含むあらゆる科学技術コミュニケーション実践

を対象とした評価行為の現状を調査することは不可能であろう。 

しかし傍証として、例えば NII論文情報ナビゲータ（CiNii）で 2017年 10月 30日に検索

した結果、「サイエンスカフェ 評価」という検索語のかけあわせによる検索結果は 8件し

かなく、このうち文字通り「サイエンスカフェの評価」について論じていると判断できるも

のは 5件であり、そのうち１件は筆者自身によるものであった。これは傍証ではあるが、サ

イエンスカフェが日本における科学技術コミュニケーション実践の代表的な事例であるこ

とを考えると、少なくとも現時点で科学技術コミュニケーション実践の評価についての学

術的な研究は殆どなされていないと言っても差し支えないであろう。 

仮に科学技術コミュニケーション実践の「適切な」評価というものが存在しうるとしても、

それを行うためには最低限、評価の定義を適切に定めると共に、それを実現するのに適した

（＝合目的的な）評価手法を開発・整備し、体系化していくことが必要である。しかし管見

の限り現状では、そのようなプロセスが十分進んでいるとは言い難い。 

第２項 「実践の評価の不備」はどのような問題もたらしているのか 

科学技術コミュニケーションの「実践の評価の不備」に着目することがなぜ重要なのであ

ろうか。それは、この「評価の不備」が以下のような様々な実際的な問題をもたらしている

からである。 

 

１）異なる実践を相互比較するために利用できる共通基盤が無い 23。このため、異なる

実践のノウハウを共有し、実践を改善する契機を見いだすことが難しく、結果とし

て科学技術コミュニケーションの実践全体を効果的に発展させていくことの障害

となっていると考えられる。 
２）科学技術コミュニケーションの実践から、理論を構築していくことが難しい。本来

ならば、実践の蓄積から理論が抽出され、磨き上げられると同時に、理論からのフ

                             
23 同じ目標を共有する「異なる実践」であれば議論はよりシンプルであるが、前述のよ

うに科学技術コミュニケーションにおいては実践の目的、目標自体が極めて多様であるこ

とが一般的である。本論文における実践ならびに評価の分類・類型化は、まずは異なる目

的・目標をもった実践の「類型毎の」評価手法を確立するためのガイドラインとなること

を目指す。それと同時に、「類型間で」それぞれの評価手法の蓄積を互いに援用可能にす

るための道筋を拓くこともまた射程にある。 
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ィードバックで実践がより豊かなものになるという循環があることが望ましい。

しかし、実践評価手法・評価体系の不備は、それを困難にしていると考えられる。 
３）科学技術コミュニケーション実践に公的資金が投入されている場合、説明責任を

果たすことが難しい。 
４）科学技術コミュニケーションの「実践者」が定まった評価を得ることが難しい。こ

のことが、コミュニケーターの立場やキャリアの不安定さに繋がっていることは

否めないであろう。 
 

これらを図式化して整理したものを以下に示す(図 ２-1) 

。 

 

図 ２-1 「実践の評価の不備」がもたらす問題 

 

もっとも、これらの問題点は科学技術コミュニケーションの分野に限ったことではない。

一般に、公的事業活動において「評価の不備」が問題として前景化してきた原因には、社会

全体における「評価」の位置づけの変化がある。 

時代背景を参照すると、まず念頭に置かなければならないのは行政評価に代表される外

在的要因である。2002 年 4 月に施行された「行政機関が行う政策の評価に関する法律」に

よって、国のすべての行政機関は政策評価を義務付けられることになった (大村ら 2012)。

それに歩調を合わせる形で地方自治体における行政評価の取り組みも進み、大学について

も 1985 年の臨時教育審議会第２次答申において「大学の自己検証・自己評価」の提起がな

され、1991 年の大学設置基準の大綱化に際して自己点検・評価の実施の努力が義務化され

た。1998 年の大学審議会答申における「第三者評価システム」導入の提言を受けて行われ

た設置基準改正では自己点検・評価が義務化され「大学評価・学位授与機構」が創設される

に至っている (大村ら 2012)。 
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つまり、好むと好まざるにかかわらず、現代の日本社会において公的事業活動（と言えど

も／だからこそ）の評価は避けて取ることの出来ないプロセスとなっているのである。 

しかし、このような時代背景に見いだされる外在的要因の存在が非常に大きいとはいえ、

本研究の観点から本質的なのは、やはり科学技術コミュニケーション自体の内在的要因で

ある。 

第一に、科学技術コミュニケーション実践の質を高めていくために、当然のことながら実

践主体自身にとってその実践の評価情報が必要とされる。 

一方で、実践に関する様々な意思決定には、実践への直接の「参加主体」だけではなくそ

の実践への「資源提供主体」、その実践から何らかの影響を受ける「関与主体」が関係して

いる。 

「資源提供主体」とは、実践主体に、実践に必要な予算、人員、場所、機材、情報等の様々

な資源を提供する個人や組織のことを指す。資源提供主体は評価情報を参照して、資源の投

入継続／停止／配分内容変更等の意思決定を行う。場合によっては実践の内容に対して介

入することもある。 

「参加主体」とは、情報の受け手／コンテンツの利用者／体験プログラムの参加者等、あ

るいは、それらを含む社会全体を指す。つまり、広義の「参加主体」は「関与主体」も含む

ものとする。「参加主体」もまた評価情報を参照して意思決定を行い、実践の肯定的ないし

否定的な「評判」を第三者に広めたり、資源提供主体に実践の評価をフィードバックしたり、

自ら「資源提供主体」として寄付、情報提供、人材供給などの形で実践主体を支援したり、

逆にそれまで行っていたそれらの行為を中止したりする。 

このように、「資源提供主体」や「参加主体」に意思決定のための適切な評価情報を伝え

るためにもまた、評価行為が必要とされるのである。 

こういった観点から、科学技術コミュニケーションの「実践の評価の不備」に着目するこ

とが重要だと言えるのである。 

第３節 なぜ「実践の評価の不備」が生じているのか 

一方、このような科学技術コミュニケーション実践の評価の不備はなぜ生じているのだ

ろうか。それは端的に言えば、そもそも「科学技術コミュニケーション実践によって解決す

べき問題が明確に定義されていない」ことが原因であると言えよう。具体的に整理すると以

下のようになる。 
 

１）「科学技術コミュニケーション」、「実践」といった概念の定義自体が多様であり、

評価の拠り所となるような共通の参照枠を見出すことが難しい。 

２）「実践」の目的が多様であったり、一つの実践の中に複数の目的が含まれていたり

する。 
３）実践の歴史が浅く、評価のノウハウが十分に蓄積しておらず、評価体系を整備する
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ためのリソースが不十分である。 
４）これまではこれらの実践が厳しい評価の目に比較的さらされてこなかった（原則

的に、「実施することに意義がある」とされてきた）ので、実践者にとって、評価

手法を整備する必要性が乏しかった。 
 

前述したが、現在においては、科学技術コミュニケーション実践の蓄積は相当程度なもの

に達し、投入されてきた資源の総量も少なくない。その評価が問われる段階にあると言える。

また、「実践の歴史が浅い」という点についても、科学技術コミュニケーション元年と言わ

れた「2005年」からすでに 12年あまりが経過し、そのような理由による正当化は（少なく

とも、第三者に納得してもらうことは）難しくなってきている。そこで、上記項目の（１）

および（２）に焦点を当てて考察したい。 

課題（１）および（２）は、一言で表現すると、主として科学技術コミュニケーション実

践に関わる様々な「多様性」に起因すると考えられる。この多様性をより具体的な要素に分

解すると、以下のようになるであろう。 

 

① 科学技術コミュニケーションの実践が扱う対象自体のトランスサイエンス的な複雑

性さ自体が、科学技術コミュニケーションの定義や目的の多様性をもたらしており、

評価の目的や指標を定めることを困難にしている。  
② 「実践」のみならず、「実践者」に関わる多様性が存在する。実践に理科教育関係者、

科学館・博物館関係者、研究者コミュニティ、科学ジャーナリスト、サイエンスライ

ター、研究機関広報関係者、科学技術行政担当者、産業界、科学技術社会論研究者、

市民団体など、さまざまなアクターが関与しており、それぞれの目的も評価の観点も

異なる。 
③ さらに、一つの実践に限ってみてもその中に複数の目的が含まれており、個々の実践

ごとにその組み合わせや“配合比率”が異なる。 
④ 科学技術コミュニケーション実践を担うために獲得すべき知識・スキル・経験が多岐

にわたり、定性的なものも多いので、実践者の学習成果や能力を評価することが難し

い 24。 
⑤ 科学技術コミュニケーション実践は必ずしも個人が単独で行うものではなく、複数

の異なる資質を持った担い手のコラボレーションによるものも多い。つまり、多様な

他者とのネットワークをいかに構築し、社会関係資本を蓄積し得たかが科学技術コ

ミュニケーションの学習において重要な要素となる。この場合、学習成果としての知

                             
24 ④および⑤はどちらかというと「教育」に関する評価であるが科学技術コミュニケー

ションの分野においては実践とそれを担う人材育成が密接に関係しつつ発展してきたの

で、これらについては「実践を可能にする条件の評価」という観点から無視できないもの

として採り上げた。 
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識、スキル、能力が必ずしも個人に帰属するとは限らないので、従来の「個人に帰属

する諸特性を前提とした評価手法」ではこれらを適切に評価できない。 
 

上記を図式化して整理したものを以下に示す（図 ２-2）。 

図 ２-2 「実践の評価の不備」をもたらしている要因 

 

また、ここでいう「多様性」の部分に絞って要因間の関係性を図式化したものを以下に示

す（図 ２-3）。図中の①～⑤は前ページのリスト①～⑤に対応しており、「多様性」が①～

⑤のそれぞれにおいて見出されることを表している。 
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こういった事態には、実は日本特有の問題も密接に関係している。日本では 2000 年代に

政策誘導によって「科学技術コミュニケーション」の概念、実践機会、そしてそれを担う科

学技術コミュニケーター養成プログラムが導入された（筆者が 2005年 9月から 2016年 9月

まで教員として所属していた北海道大学 CoSTEP もそのプログラムを担う代表的な組織の一

つである）。科学技術コミュニケーションの淵源であるイギリスの歴史的経緯を受け継ぐ要

素もある一方で、政府の推進する科学技術を「公衆に受容させる(public acceptance)」た

めの手段として位置づけられている要素もあった。また、極めて素朴に、正しい科学知識を

国民に身につけさせれば感情的な反発や混乱を防ぐことができるとの考えの下に、そのた

めの手段として科学技術コミュニケーションが位置づけられている要素もあった。 

一方、この時点に至るまで日本では既に公教育の現場、地域コミュニティ、マスメディア

などを舞台に様々な「科学技術コミュニケーション」と呼びうる活動が営まれていた（ただ

しどちらかというと、知識やスキルを伝達する科学教育や「啓蒙」が中心であった）。 

他方、それまで「市民運動」として認識されてきた「自然保護運動」「動物愛護運動」「公

害反対運動」「環境運動」「反原発運動」「反核運動」、食の安全を求める運動、適切な医療を

求める運動、新しいテクノロジーの導入によるリスクを懸念する運動なども、広義の科学技

術コミュニケーションに含まれるものであった。 

こういった、どちらかというと grass rootsの実践と、トップダウンの科学技術コミュニ

ケーションが時を前後しながら複雑に入り混じり、その目的、対象、手法、担い手、資源の

提供元が多種多様に分散している、あるいは多様である以前に当事者にとっても明確にな

っていないものが少なくない、という社会状況がもたらされたのである。 

このような極めて混沌とした状況で、ある程度の広範な合意を得ることができるような

科学技術コミュニケーション実践の評価手法を確立することが大変困難なものであった

（そして現在もあり続けている）ことは想像に難くないと言えよう。 

図 ２-3 科学技術コミュニケーション実践に関わる「多様性」が見出される各要素の図式化 
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第４節 科学技術コミュニケーション実践と教育の関係 

前節の注の部分で少し触れたが、科学技術コミュニケーション概念が日本に本格的に導

入された 2005 年以来、科学技術コミュニケーションの実践とそれを担う人材育成（＝教育）

は密接に関係しつつ発展してきた。また、広義の科学技術コミュニケーションは「理数系の

教育」そのものも含む概念であり、また科学技術コミュニケーション実践そのものに教育的

な要素もあることから、科学技術コミュニケーション実践には、一般的な教育学や教育実践

の枠組みで捉えられる部分もある。このように、科学技術コミュニケーション実践と教育に

は密接な関係があると言える。 

しかし科学技術コミュニケーション実践は、「狭義の教育」の範疇には収まらない（対象

者の「狭義の学習」を必ずしも第一の目的とはしていない）、科学技術と社会の接点に存在

する諸問題に対する情報交換、意見表明、熟議、合意形成などの多様なコミュニケーション

を活動の主たる構成要素とするという点が、教育との間の典型的な相違点であり、「教える」

ことはどちらかというとそのための「準備状態」を整える行為であると位置づけられるであ

ろう。また、科学技術と社会の関係性についての人々の価値観や立場は多種多様であり、科

学技術コミュニケーションは原則としてその多様性を尊重する 25（＝狭義の典型的な学校教

育のような「正解」が必ずしもあるとはいえない）。 

つまり、科学技術コミュニケーション実践は理科教育を含むものとして考えることもで

きるし、理科教育と共有する部分が少なからず存在すると考えることもできるが、「理科教

育の範疇には収まらない」といえる。 

さらに、科学技術コミュニケーションは、学校教育はもちろんのこと、社会教育と比べて

もはるかに制度的、歴史的、資金的、人的基盤が弱い。また、科学技術コミュニケーション

に関する概念や専門性、実践の目的やそのための手段についての議論や研究の蓄積も少な

い。科学技術コミュニケーション自体の定義が未だ曖昧であり、様々な議論がある。 

一方で、「教育」という概念もどの程度広義に捉えるかによって変わってくるので、科学

技術コミュニケーションと教育の関係を整理するのは容易ではない。 

これらの点から、科学技術コミュニケーション実践の評価に教育、とりわけ従来の公教育

の評価の枠組みを援用するには様々な難点があると考えられる。とはいえ、冒頭で述べたよ

うに科学技術コミュニケーション実践と教育との間には密接な関係があることも事実であ

る。そこで、両者の関係性と相違点について、現時点での一応の整理を試みたい。 

 

1. 「実践を通じた教育」「教育を通じた実践」 
 先に、科学技術コミュニケーションの機会を創出する役割を担う人々のことを「科

学技術コミュニケーター」と呼び、こういった人材を育成するための特別な教育プ

                             
25 もちろん単に多様なだけでよい、とするのではなく、多様性を前提としながらも何ら

かの形での（広義の）合意形成を通じて政策決定にコミットすることも重要であるとされ

ている。 
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ログラムが運営されていることを述べた。こういった教育プログラム、とりわけ北

海道大学科学技術コミュニケーター養成プログラム(CoSTEP)の特徴は、「実践を

通じた教育」「教育を通じた実践」というものである。実践は教育の手段であり、

一方で教育は実践の手段でもあるということである。つまり、このプログラムにお

いて教育と実践は一体不可分のものとして扱われている 26。 
2. 科学技術コミュニケーション実践と理科教育の関係 

 科学技術コミュニケーションの立場からは、「理科教育」自体が一般に、科学技術

コミュニケーション実践の代表的な分野の一つであると位置づけられている。と

りわけ科学館でのサイエンスショーや実験教室などのインフォーマルエデュケー

ションはその典型であるが、フォーマルエデュケーションとしての学校での理数

系教育もまた、科学技術コミュニケーション実践の一つであると言える。ただし、

本論文では論旨を明確にするために、理科教育と科学技術コミュニケーションは

別のものであり、前者は後者の実践に参加する者の持つ知識や信念に何らかの形

で影響を与えている外的なプロセスであると位置づける。 
3. 科学技術コミュニケーション実践が実践の参加者に提供する学習機会 

 例えばサイエンスカフェの参加者は、カフェのテーマに関する科学的知識だけで

なく、科学に対する社会的な認識枠組みなどを習得する。コンセンサス会議やワー

クショップの参加者は、他者との建設的な議論の方法や、市民の政策への参画プロ

セスについて体験的に学ぶ。 
4. 実践としての教育（教育そのものを実践として捉える認識） 

 教育そのものもまた、社会に対する直接的即時的アウトプットを特に前提としな

くとも（「教育実践」と呼ばれる通り）「実践」と位置付けられる種類の活動であり、

科学技術コミュニケーターの育成（＝教育）は「狭義の科学技術コミュニケーショ

ン実践」を可能にするための「広義の（メタレベルの）科学技術コミュニケーショ

ン実践」であるとも位置づけられる。ただし混乱を避けるために、本研究で「科学

技術コミュニケーション実践」という場合はサイエンス・カフェやコンセンサス会

議、理科実験教室などの企画実施、科学記事の執筆や科学映像の制作などを指し、

「科学技術コミュニケーション教育」という場合はそのような「実践」を担う「科

学技術コミュニケーターの育成」を指すものとする。 
このように、科学技術コミュニケーション実践において「教育」という概念は重要な位置

を占めるが、本研究の叙述において両者を同時に扱うことは混乱を招きかねないので、本研

究においてはあくまで科学技術コミュニケーション「実践」を主軸として扱うものとし、「教

育」については適宜それらの実践との関連性を明らかにしながら扱っていくことにする。 

                             
26 もちろん実情として、教育カリキュラムが整備され、それに基づいた教育プログラム

が開発されるのを待たずに実践、ならびに教育を開始しなければなならなかったというプ

ロジェクト運営上の実際的な制約条件があることは率直に認めざるをえない。 
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第５節 科学技術コミュニケーション実践における評価を考えるための指針 

第１項 科学技術コミュニケーション実践の多様性をどう捉えるか 

第２節、第３節で述べたとおり、現状、科学技術コミュニケーションの実践の評価は十分

に整備されておらず、その結果様々間問題が生じている。また、この評価の不備の原因は主

として科学技術コミュニケーション実践に関わる様々な「多様性」に起因すると考えられる。

これらの実践の評価の不備「を」もたらす要因（図 ２-1）と、実践の評価の不備「が」も

たらす問題（図 ２-2）をまとめて図式化して整理したものを以下に示す（図 ２-4）。 

 

 

図 ２-4 実践の評価の不備「を」もたらす要因と実践の評価の不備「が」もたらす問題 

 

本研究においては、この「多様性」を「評価の障害となるものであり排除されるべきもの」

として否定するのではなく、むしろ尊重する形での新しい評価体系のあり方を模索してい

くべきだと考える。なぜならば、この「多様性」は“解消されるべきもの”ではなく、科学

技術コミュニケーションにとって必要不可欠な“本質的なもの”であると考えるからである。 

本研究の主旨は、実践の目的を規範的に定めたり、何らかの原理から導出したりすること

によって「規範的な実践目的に直結するような」「望ましい」実践評価の形を描出すること

にあるのではない。むしろ実践目的の多様性を前提とし、その多様性にも関わらず評価のた

めの共通言語を獲得するためにこそ、実践評価の包括的な枠組みの構築ならびに評価の体

系化の試みが必要かつ有効なのである。その場合、実践の「目的」さえもまた、評価におけ
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る一つの「変数」であると位置づけられる 27。 

「多様性」に対する本研究での問題意識と通底する考え方は、社会教育の分野においても

見られる。『社会教育における評価』（日本社会教育学会編）によると、「社会教育の実践と

研究において、評価について、きわめて慎重な構えが共有されてきた」「地域において展開

される主体的な、そして多様な学習・文化活動に対して、学校教育において組織されてきた

ような定型的な教育評価の方法がなじまない」「社会教育においては形式的な評価の運用は、

なかば意識的に回避されてきた」 (柳沢 2012)とある。 

第２項 双方向性の問題をどう捉えるか 

科学技術コミュニケーション実践には目的があり、そこにはさらに上位の目的がある。一

方で、目的を達成するための手段（＝下位目的）があり、さらにその手段を達成するための

下位の手段がある。もしこれらが整然とした階層関係をなしており、この階層関係を実践者

が事前に設計できるのであれば、体系的な評価への道筋が開かれる。  

しかし、科学技術コミュニケーションで重要とされる「双方向性」の概念を実践に適用し

ようとすると、実践者は、「下位目的」の一部の決定を「参加者」や「ステークホルダー」

に委ねることになる。 そして、双方向性の度合いを高めようとすればするほど、より上位

の目的に関して、より多くの部分の決定を参加者やステークホルダーに委ねることにつな

がる。  

評価は一般に、目的がどの程度達成されたかという観点で実施される。目的自体が参加者

やステークホルダーとの相互作用によってダイナミックに変化する事態においては、評価

すべき事項やその手法を一意に定めることが困難である。 双方向性の概念に適合した、対

話的な新しい評価手法が必要とされる所以である。 

第３項 他分野の評価手法の援用をどう考えるか 

「広報」「ソーシャル・マーケティング 」「教育」といった関連諸分野における評価手法

を、科学技術コミュニケーション実践の評価のためのモデルとして援用することは可能で

あろうか。 

たしかに、これらの間に関連性はあるであろう。しかし科学技術コミュニケーションは、

たとえば伝統的な広報の一方向的なコミュニケーション手法 (Watsonら 2005)と異なり、

双方向性を最大限に重視する 。 

また、健康増進、貧困克服などを扱うソーシャル・マーケティング (Kotlerら 2007)と

                             
27 もちろんどのような目的であってもよしとするような極端な相対主義を支持するもの

ではない。逆に、ここで述べている「実践評価の包括的な枠組み」を基盤にすることによ

ってこそ、望ましい実践の目的について建設的で開かれた議論を行う機会を創出できるの

ではないかと考える。 
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異なり、そもそも「何が良きことか」について基本的な合意が得られないことが多い。 

それでは、教育分野における評価手法はどうであろうか。具体的な知識やスキルの獲得

を目標としたカリキュラムの枠組みが存在し、かつ長い実践の歴史を経て豊富な蓄積を有

する公教育の分野 (田中 2008)とは異なり、科学技術コミュニケーションの分野は一般

に、極めて多様な文脈の中で多様な担い手により、全く異なる目的を掲げて様々な手法を

用いた多義的なコミュニケーションが行われる。また、科学技術コミュニケーションの扱

うテーマには社会のあらゆる領域のアクターが関わることが一般的であり、誰のどのよう

な目的にとっての評価なのか、によって様相が全く異なってくる。 

実践の目的、評価の目的とも、公教育においては比較的合意が見られるが、科学技術コ

ミュニケーションではそれとは違って実践の目的も評価の目的も必ずしも自明ではないの

である。従って、教育分野における評価手法を援用できる部分は限定的であると考えざる

をえない。 

このようなわけで、これらの関連諸分野ですでに確立されている評価手法からは確かに

有益な示唆は得られはするものの、それらをそのまま援用することはできない。科学技術コ

ミュニケーション実践の特殊性を踏まえた形でそれらを修正しつつ取り入れていかなけれ

ばならない。 

第４項 科学技術コミュニケーション実践における評価を考えるために必要とさ

れるものは何か 

科学技術コミュニケーション実践の評価手法を確立し、実際の実践に対して評価を行い、

それを活用して実践の質を改善していくことによって社会的価値を生み出していくために

は何が必要なのだろうか。裏返せば、これまでは何が障害になっていたのだろうか。 

前段で、他分野の評価手法の援用可能性について議論し、そこには有益な部分はあるもの

の科学技術コミュニケーション実践の特殊性に根ざした限界があることを示した。 

筆者は、これまで科学技術コミュニケーションの実践者や研究者が、実践目的の多様性と

それにともなう評価目的の多様性に十分自覚的でなく、目の前の実践をどう評価するかと

いうことのみに囚われすぎていたのではないかと考える。さらには、実践者は自らの行う実

践への参加者との二者関係にもっぱら注力してきたためそれ以外のアクターに対する関心

が必ずしも高くなく、その結果、評価を行う際もこれら二者関係の中だけでの現象を対象と

した評価の実施に留まりがちだったのではないだろうか。つまり、他の実践領域との差異

（＝第３節で論じた科学技術コミュニケーション特有の多様性）を十分理解しないまま、他

の実践領域の評価手法を個々の実践に素朴に援用し、それに留まっていたことが科学技術

コミュニケーション実践における評価手法の発展の大きな障害になっていたのではないか

と考える。 

しかしながらそもそも評価学の理論研究においては、次章で詳しく論ずるように評価と
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は何であるか、評価の目的 28はどのようなものであるかについて必ずしも専門家の間でさえ

合意が得られているわけではない (佐々木 2010)。つまり、評価の「目的」自体が変数であ

ると位置づけられている。そして、個別の専門領域毎に異なった評価のあり方が発達してき

ていると言われている。さらに、多様なステークホルダーによる入り組んだ評価の実態も明

らかになりつつある。こういった評価学の理論研究における知見にあらためて立ち戻り、科

学技術コミュニケーションの評価を考える際に我々が無意識に援用してきた手法の前提を

疑うことによって、これまで実践毎に場当たり的に行われてきた評価のあり方を変えるこ

とができるのではないだろうか。 

個々の実践の差異を越えて、科学技術コミュニケーション実践の評価全体に適用できる

ような「枠組み」を開発することによって、その、従来の壁を乗り越えたより普遍的な視点

によって異なる実践を観察・記述・分析し、それらの実践を統合的に扱うことができるので

はないか。そうすれば、それらの情報を実践間で相互利用することによって、より実践の質

を高めていくことができるはずである。そこで一旦、（科学技術コミュニケーション実践の

分野に限定しない）「評価」という一般概念自体をできるかぎり包括的、体系的、抽象的に

整理しなおし、その観点から他分野の評価手法と、科学技術コミュニケーション実践におい

てこれまで行われてきた評価行為を再配置することによって、科学技術コミュニケーショ

ン実践の評価を整備していくための包括的な評価枠組みの可能性について探索することと

する。次章ではまずこの、「一般的な評価概念」をできるだけ包括的、抽象的、体系的に記

述し、本研究のその後の議論の土台とすることとする。 

第５項 小括 

科学技術コミュニケーション実践の評価手法開発は、主として実践の多様性に起因する

困難を抱えている。特に科学技術コミュニケーション実践において重視されている「双方向

性」という価値観が、その困難さを助長していると考えられる。他分野ですでに確立されて

いる評価手法を参考にすることは可能だが、それらを直接援用するのではなく、科学技術コ

ミュニケーション実践特有の条件を十分踏まえた上でそれらの手法を改善し、取り入れて

いく必要がある。 

筆者は、この「多様性」を否定するのではなく、むしろ尊重する形での新しい評価体系の

あり方を模索していくべきだと考える。なぜならば筆者は、この「多様性」は、“解消され

るべきもの”ではなく、科学技術コミュニケーションにとって“本質的なもの”であると考

えるからである。 

これまで科学技術コミュニケーションの実践者や研究者は、この実践目的の多様性とそ

れにともなう評価目的（注 28参照）の多様性、そしてその本質性に十分自覚的でなく、目

                             
28 ここでいう「目的」とは、「実践の目的」ではなく「実践の評価の目的」、つまり何の

ために評価するのか、ということである。 
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の前の実践をどう評価するかということのみに囚われすぎていたのではないかと考える。

つまり、他の実践領域との差異を十分理解しないまま、他の実践領域の評価手法を個々の実

践に素朴に援用し、それに留まっていたことが科学技術コミュニケーション実践における

評価手法の発展の大きな障害になっていたのではないかと考えられる。 

したがって、個々の実践の差異を越えて、科学技術コミュニケーション実践の評価全体に

適用できるような「枠組み」を開発することによって、その、従来の壁を乗り越えたより一

般的な視点によって異なる実践を観察・記述・分析し、それらの実践を統合的に扱うことが

できるのではないかと考える。そして、それらの情報を異なる実践間で共有し、相互利用す

ることによって、実践の質をより高めていくことができるはずである。 
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第３章 評価とは何か 

第１節 本章の概要 

第１項 本章の概要 

本章では、石村(2011)、Rossiら(2004)、佐々木(2009)、Patton（1997）などの一般的な

評価理論、ならびに梶田(2010)、田中(2005, 2008)などの教育分野における評価理論を参照

しつつ、科学技術コミュニケーション実践における多様な評価の可能性を包含する基本的

な概念についての包括的な整理、「見取り図」の描出を行い、当該分野における評価枠組み

構築の端緒を見出すことを目的する。 

第２項 本章で試みる評価概念の包括的整理の意義 

本章で試みる評価概念についての包括的な整理には、次のような意義があると考えられ

る。 

 

 様々な評価行為を俯瞰的に扱うことができる。 
 これまで評価行為と認識されてこなかったものを、評価行為の枠組みで論じるこ

とができる。 
 多様な評価が利用可能となるので、評価コミュニケーション 29の選択肢が広がる。 
 本研究では、評価を「ある対象の情報を、その対象に影響を与える意思決定におい

て、意思決定主体が利用可能な情報に変換する行為」と定義したが、そうであるな

らば、例えばビジネス領域におけるブランディング、PR、プロモーションといっ

たものも「財やサービスの情報を、その潜在購入者が購入可否の意思決定に利用可

能な情報に変換する行為」であると言える。つまりこれらも「広義の評価」である

と位置づけられ、統一的な枠組みで扱う可能性が開けるので、それぞれの分野の知

見を相互に援用できる。 
 体系化を通じて、直接収益を上げない実践の、「定量的・科学的評価」以外の評価

コミュニケーションへの道筋を開くことができる。 

第２節 評価の定義 

佐々木(2009)は評価の定義について、「この根本的な問いに関して、じつは長い論争の歴

史があり、現在もその論争が続いている。未だに評価研究の世界では、自分たちの研究対象

                             
29 評価を媒介した、実践に関わるアクター間のコミュニケーション。 
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が何であるかについて合意を見ていないという驚くべき状況とも言えるが、逆に言えば、評

価とは何であるかを明らかにすることが評価研究の究極的な目的であるといえるのかもし

れない」と述べている。ことほどさように評価の問題を正面から論理的・体系的に扱うのは

困難であることが窺い知れる。つまり、本研究の対象とする科学技術コミュニケーション実

践における評価の困難は、そもそもこの「評価」という概念と営為そのものに内在する困難

を反映していると言える。とはいえ、これまでの評価研究の蓄積を全く無視して良いという

ものではなく、少なくとも本研究の目的に相当程度有益であることは間違いないであろう。

そこで、佐々木(2009)の記述を引用しながらいくつかの補助線を引きたい 30。 

まず Scriven(1980)は、評価とは「体系的かつ客観的に、物事の意義、値打ち、あるいは

必要性を明らかにすること」と定義している。これは、「評価は、物事の状況という事実を

特定し、その状況に関して価値判断を行う」、つまり評価とは「事実特定」と「価値判断」

から構成される行為である、ということを意味する。 

一方 Weiss(1988)は、「評価とは、プログラムもしくは政策の改善に貢献するために、プ

ログラムもしくは政策の実施や成果を、明示的あるいは暗示的な基準と比較することによ

って、体系的に明らかにすることである」と定義している。ここで重要なのは「貢献するた

めに」という記述である。これはすなわち、評価とは何らかの目的のための「手段」であり、

単に事実特定と価値判断を行うだけではなく、特定の目的のための手段として「利用」され

てこそ意味がある、という考え方である。 

一方で Rossi ら(1999)は評価を「社会介入施策の効果を体系的に明らかにするために社

会調査手法を使用すること」と定義して価値判断の部分には触れておらず、評価と調査はほ

とんど違いがないと見ている。 

さらに Trochim (2000)は「多くの評価では、必ずしも意義や値打ちを明らかにする必要

はない。例えば、記述的調査、実施過程分析、形成的評価などがそうである。おそらく、評

価における情報処理やフィードバック機能を強調する定義をした方がより適切であろう」

「評価とは、ある目的のために有用なフィードバックとなる情報を体系的に明らかにして

取得する行為である」とし、あえて価値判断には言及しない立場を取っている。 

このように、評価については様々な議論が錯綜しているのが現状ではあるが、佐々木

(2009)は近年の研究動向を概観する中で、「評価はさまざまな方法を取りうるしさまざまな

目的に貢献することは認めるが、いずれにせよ対象に関して何らかの価値判断を下さなけ

れば評価たり得ないというのが最近の合意だと言っていいであろう」と述べている。 

また佐々木(前掲)は、「日本では、このテーマに関する学術的な取り組みよりも、実務家

が評価と価値の問題をある程度理解したうえで、価値の問題を意図的・戦略的に回避しつつ、

単なる調査や分析にとどまることのない営為として評価を成立させようとする実践的な活

動のほうが先行したと見ることができる」という興味深い指摘をしている。つまり、価値の

                             
30 以下のそれぞれの論者による論考の引用は、対応する各文献の該当箇所の佐々木

(2009)による翻訳を参照している。 
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問題の回避は実践を優先するがゆえの「意図的・戦略的」な判断だというのである。 

一方佐々木(前掲)は、山谷(2000)の「評価が多元化するこということは評価基準も多元化

するということであり、それには社会の多元的な価値観が適切に反映されなければならな

い」という主張を紹介している。 

これらのことから、評価の定義は「事実特定の先に価値判断を必須の段階として位置づけ

るかどうか」「評価の目的は何であると考えるか」について議論が分かれているとはいえ、

特に日本においては「実践をどの程度優先するか」「多元性をどのように反映させるか」と

いう点が課題となっていることがわかる。これらの点を踏まえながら、次節以降、評価に関

わる諸概念の整理を行っていきたい。 

 

第３節 評価の前提 

評価行為が向けられる評価対象は、本来時間的にも空間的にも概念的にも連続した文脈

の中に埋め込まれている「状態」とでもいうべきものである。これをあえて人為的に切り離

し、一定の領域を「相対的に独立した存在＝評価対象」として認識かつ同定すること

（=identification）が評価の第一歩である。次に、評価行為を行うためには、評価を行う

主体（＝「評価主体」）が評価対象の何らかの情報を「意思決定主体 31にとって利用可能な

情報」に変換するプロセスが存在しなければならない（「表 １-3 用語の定義」参照）。さ

らに、そこに意思決定主体が介入 32するためには、その余地を発生させるための「プロセス

の中断」33が必要である。また、そもそも評価対象への意思決定主体の介入が現実的に可能

でなければならない。この仮定は、「意思決定主体の存在」「介入可能性」という二つの上位

の仮定から成る。さらに「介入可能性」は、「時間をおいて、再び同じような評価対象が出

現する」という「対象の繰り返し可能性」を仮定している。 

                             
31 予算、物資、人員、時間、情報等の資源の投入継続・停止・再配分や、実践主体への

ディレクション、実践主体の組織再編成、実践への規制等を決定する主体。これはいわゆ

る「スポンサー」や「監督官庁」といったものに限らず、実践主体自身も含む。つまり、

実践主体が自らの持つ「時間」などの資源をどのように未来に参加する実践に再度配分す

るかを「意思決定」するわけである。実際には、実践主体自身が意思決定主体、資源配分

主体となるケースは極めて重要かつ典型的なものの一つである。 
32 介入とは，必ずしも「規制」のようなものを意味するわけではなく，むしろ原則的に

は「資源の提供」という支援的介入を意味する． 
33 特定の実践もしくは実践プロセスの特定の部分単位が終了した後一旦その継続・反

復・進展を保留し、意思決定主体（≒資源提供者）からの介入を「待つ」行為のことを指

す（現実的には「保留」といっても完全にプロセスを停止することはできないので、近似

的にそのように見做す場合がほとんどである）。「評価」「意思決定」「介入」のタイミング

は必ずしも一致せず，評価対象との関係で言えば，「評価」と「介入」に関して本来別々

の「時間停止」が発生しなければならないが，ここでは議論の単純化のために，一括して

扱っている． 
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つまり、評価行為が存在しうる前提として、以下の 6つの仮定を措くことになる。 

（1） 時間的、空間的、概念的境界を持つ相対的に独立した「評価対象」の存在 
（2） 意思決定主体の存在 
（3） 評価対象の情報を「意思決定主体利用可能な情報に変換するプロセス 34」の存在 
（4） 意思決定主体による対象への介入可能性 
（5） 意思決定主体の介入を可能にするための「プロセスの中断」 
（6） 評価対象の繰り返し出現可能性 
これらをまとめたものを「評価プロセス全体」と呼び、そこに含まれる個々の要素の関係を

以下に図示する（図 ３-1）。 

 

 

図 ３-1 評価プロセス全体を構成する各要素（存在が仮定されているもの）の関係 

 

第４節 評価の目的 

さて、そもそも評価行為は何のために行われるのだろうか。第１章第２節第５項において、

評価とは「ある対象の情報を、その対象に影響を与える意思決定において、意思決定主体が

利用可能な情報に変換する行為」であると定義した。従って評価行為は、「それによって利

用可能な情報を与えられた意思決定主体が、評価対象に何らかの影響を与えることによっ

て、意思決定主体の設定した目的を実現する」ための適切な手段となっていなければならな

い（Patton(1997)のいうところの utilization-focused evaluation あるいは actionable 

                             
34 狭義の「評価」。 
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evaluationを参照のこと）。 

従って、もし評価の適切性・妥当性を検証しようとした場合（＝評価可能性の評価(Rossi

ら 2004)）、その行為は、「意思決定主体が何らかの目的を実現するために、適切な評価対象

を切り出し、適切なタイミングで「プロセスの中断」を行い（本来は絶え間なく変化してい

る対象の「スナップショット」を切り出し）、適切な変換プロセスを採用して評価対象の情

報を変換し、適切なタイミングでの対象への介入に結びつくような意思決定をすることが

できるかどうか、を検証すること」に他ならない。 

「意思決定主体の目的の実現」に普遍的な定義や説明を与えることは困難であるが、端的

に言えば「意思決定主体の持続可能性維持に貢献する」ということであろう。この定義には

当然ながら、「何らかの価値を生み出す意思決定主体でなければ持続可能とはならないであ

ろう」という仮定が前提とされている。 

このことは、ここでいう「持続可能性維持」とは必ずしも意思決定主体の環境変化への抵

抗という保守性を意味しているだけではなく、環境変化への適応、環境変化の創出、という

革新性をも意味している。もっといえば、上位の意思決定主体の持続可能性維持のためにそ

の主体を「持続させない」という意思決定をも含むものである。評価は意思決定主体の自己

保身の道具ではないのである。 

一方、評価とは本質的に対象の時間的「繰り返し」を仮定している 35。一般に評価とは、

「次の回の対象」をよりよいものにし、そこからより多くの資源を獲得し、意思決定主体の

維持を実現するために行うものであるからである。 

                             
35 この仮定を措くのは、実践の広義の「繰り返し」がなければ、評価を実践終了後に別

の対象に「利用」することができないためである。ただし、本研究では焦点を当てない

が、完全にいかなる意味でも「一回限り」の実践であっても、「その実践の、参加者や利

害関係者、社会全体への様々な影響を推定すること」のみを目的とした評価というものも

ありうる。 
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第５節 評価の限界 

 

図 ３-2 「実践」「評価」「意思決定」の 3 つのステップ  

図 ３-1を元に、便宜的に、評価サイクルを「実践」「評価」「意思決定」の 3つのステッ

プに分けたものが図 ３-2である。これを更に簡略化し、外部からの諸入力を描き加えたも

のを図 ３-3に示す。 

 

図 ３-3 「実践」「評価」「意思決定」の各ステップと外部からの諸入力 

ここで、それぞれのステップは、一つ手前のステップからの入力だけではなく、外部環境
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からそれ以外の様々な入力を受ける。例えば意思決定は、実践の評価情報だけではなく、よ

り上位の意思決定主体の方針や、世論、時間的制約条件、リソースの稀少性といった入力を

受け、それらを総合して「出力」を計算する。「実践」「評価」も同様である。各ステップの

出力は、次のステップへの複数の入力の一つに過ぎないため、影響範囲も自ずと限定的なも

のとなる。これが、評価行為の限界を規定している大きな要因となっている。高い評価が実

践の継続を保証しなかったり、低い評価にも関わらず実践が継続され続けたりする所以で

ある。 

第６節 評価の分類 

第１項 本節の概要 

可能な限り一般的、普遍的、包括的な水準で、評価を分類する。そうすることによって、

極めて多様な科学技術コミュニケーション実践に広汎に適用しうる評価枠組みを構築する。 

第２項 評価の分類 

評価手法をできるだけ包括的に列挙・分類することによって、多様な科学技術コミュニケ

ーション実践の評価に幅広く適用できる評価体系構築への道筋を開くことができると考え

る 36。評価手法の分類、類型化については、たとえば佐々木(2010)が以下のような枠組みで

分類を試みている。 

 

1. 評価の 3 種類の用途：総括、改善（形成）、創知 
2. 意思決定への利用とアカウンタビリティの充足 
3. 切り口による分類：側面別評価、構成部分別評価、包括的評価 
4. 時期による分類：事前、中間、終了時、事後 
5. 評価者の立場による分類：内部評価と外部評価 
 

しかし、これらの列挙された観点が本当に必要十分なものであり、論理階層が揃っている

のかどうかについては同文献では特に議論がなされていない。その点だけを採り上げてみ

てもこの枠組は、上記目的を達成しうるほど十分体系的なものにはなっていないと言わざ

るをえない。 

また、梶田(2010)では教育評価について詳細な分類、類型化が試みられているが、これは

教育評価に特化しているため逆に詳細さが普遍性・一般性を損なう結果となっており、他の

分野に援用することは難しい。 

                             
36 これらは定性的な分類であり、必ずしも「評価の共通尺度」に相当するものを与える

ものではないが、実践の相互比較のための一つの基盤となりうると考える。 
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他にもいくつか評価手法の分類、類型化を試みている研究はあるものの、緻密ではありな

がら評価のごく一面のみを扱うもの（例：費用対効果の測定、等）であったり、あまりに観

念的でいかようにも解釈できるもの（例：「豊かさ」「深さ」37などといったタームに回収さ

れる“のみの”評価）であったりして、現実の実践を分類してそこから洞察を導き出すのは

難しいと判断した。 

そこで本研究では、過去の様々な先行研究における評価の分類についての試みを参照し

つつも、それらに単に準拠するのではなく、可能な限り一般的、普遍的、包括的な評価手法

の開発を目指すことを目的とする。本章においては、暫定的ではあるが以下の切り口に基づ

いた独自の評価の分類枠組みを提案し、この枠組みに基づいて評価を分類するものとする。 

(1) 評価対象の種類 
(2) 評価のタイミング 
(3) 評価主体と意思決定主体の種類 
(4) 意思決定主体の評価目的 
(5) 意思決定主体の介入の種類 
(6) 評価指標 

第３項 （１）評価対象の種類 

評価行為における主たる評価対象の種類は、以下のように分類される（表 ３-1）。 

表 ３-1 評価行為における主たる評価対象の種類 

大分類 中分類 小分類（例） 

実践 成果物 情報・コンテンツ・体験プログラム等 

中間成果物 構想書、計画書、設計図、運営マニュアル

等 

実践主体 実践の計画・運営者 会議等の運営プロセス、実践を担う組織の

マネジメントプロセス、予算執行状況等 

成果物や実践への参加者に与えた効果な

どから間接的に測定される計画・運営能力 

実践者の所属する組織 

参加主体 38 実践への参加者個々人の経験 

                             
37 このような視点そのものの意義を否定しているわけではない。あくまで、「可能な限

り一般的、普遍的、包括的な水準で、評価を分類する。そうすることによって、極めて多

様な科学技術コミュニケーション実践に広汎に適用しうる評価枠組みを構築する」という

目的に照らし合わせた上での見解を示すものである。 
38 ここでは便宜上、実践主体と実践への参加主体を分けているが、近年のワークショッ
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実践への参加者同士の相互作用 

実践主体を取り囲むコミュニティ・社会システム 

実践者・実践組織への資源提供主体 

実践者・実践組織に関わる意思決定主体 

 

一般には、実践そのものが評価対象とされることが多いが、実践に関わる様々なアクター

（実践主体）が評価対象となることも少なくない。実践への参加主体については、個人の経

験を評価することもあれば、集団全体としての相互作用を評価対象とすることもある。 

資源提供主体、意思決定主体は、一般的には「評価する側」に属すると考えられるが、特

定の実践への資源提供やそれに関する意思決定が果たして適切であったか、といった点に

ついて逆に評価を受ける側に回ることもある。また、実践主体の側が、自分たちの実践にと

って特定の資源提供主体や意思決定主体との関係を継続することが適切かどうかを「評価」

することもありうる。 

また、一口に実践と言っても、時間軸上で見ると様々なプロセスが存在する。まず、資源

が投入されるプロセス（＝インプット）、実践によって成果物が生成されるプロセス（＝ア

ウトプット）、成果物が実践への参加者に影響を与えるプロセス（＝アウトカム）、さらにコ

ミュニティや社会システム全体に影響を与えるプロセス（＝インパクト）が考えられる。 

アウトカムならびにインパクトに至るまでのプロセスを更に細かく分解すると、一例と

して「注意」「興味」「知識の獲得」「態度の変化」「行動」行動の組織化」「社会の変化」と

いったステップに分けられる（図 ３-4）。もちろん実践への参加者や社会への影響は必ずし

もこの順序で直線的に伝播するとは限らない。跳躍的な、あるいは逆方向の伝播や、水平的、

循環的伝播も存在する。 

 

                             

プやイノベーション、デザイン思考などの領域では、両者を非対称的に明確に分けるので

はなく、フラットな関係による「協創」に価値を置く考え方がより強く支持されてきてい

る（例えば 小川(2013)、 Hippel(2005)など）。 
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図 ３-4 成果物が実践への参加者や社会に影響を与えるプロセス 

 

包括的な評価のためには、実践の最終成果物などどこか一部分を取り出して評価するの

ではなく、プロジェクト全体のロジックモデル 39を設計し、その要素一つ一つについて評価

を行うことが効果的である。このように、時間軸上に実践プロセスのモデルを構築して包括

的な評価を行うことを目的とした手法の代表的なものに、「プログラム評価 40」と呼ばれる

ものがある。 

 

第４項 （２）評価のタイミング 

評価の主たるタイミングは、以下のように分類される。 

                             
39 ロジックモデルとは、実践プログラムをどのように運営すると参加者への望ましい影

響がもたらされるのかを明らかにするためのツールである。プログラム全体の機能やオペ

レーションの論理（作用のロジック）を一定のルールに従ってモデル化したもの。詳しく

は安田(2011)を参照のこと。 
40 プログラム評価については安田（前掲）によって、「プログラムや政策における働き

と結果の体系的な査定であり、明確化された基準、あるいは明確でなくとも潜在的な基準

と照らし合わせることにより、これらのプログラムや政策の向上に貢献するための手段」

「介入、実施環境、そしてアウトカムを含む規範的なプログラムの構造と、実際のプログ

ラムの構造との適合性を査定すること、そしてプログラムの効果（インパクト）、効果の

背景にある因果関係のメカニズム、効果の一般化可能性の程度を証明する目的で行われる

評価」といった定義が与えられている。 
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1. 実践構想前 
2. 実践構想段階 
3. 実践準備段階（更に細かく、計画／設計／制作に分けることもある） 
4. 実践開始直前 
5. 実践実施中 
6. 実践終了直後 
7. 実践終了一定時間後 

 

それぞれのタイミングで行われた評価結果は、その実践自体、または将来の実践における

適切なステップにフードバックされる 41。 

構想前の評価は、「事前評価」「環境評価」などと呼ばれる。加納ら(2013)による、科学技

術への関与度に基づくサイエンスカフェ参加者のセグメンテーションは、その後に行われ

る実践の視点から見ると、これにあたると言える。 

また、実践実施中の評価は「形成的評価」、実践終了直後あるいは一定時間後の評価は「総

括的評価」と呼ばれる。「形成的評価」は一般に設計時に行われ、プロトタイプ（仮構的な

成果物）の制作によって評価を行い、再設計のための情報としてフィードバックされる（図 

３-5）。「総括的評価」は、プロジェクトが全て終わった後の実践の総合的な価値づけに用い

られる。 

また、「実践終了一定時間後」の評価は、長い場合には数十年の期間を経て行われること

もある。実践の性質と、この期間をどの程度の長さに設定するかによって、評価対象、評価

目的は自ずと変わってくる。例えば、清水ら(2012)は、小学生の時の科学館体験の長期記憶

が、大学生、科学館職員、高齢者にどのように残存し、個々のキャリア選択等にどのような

影響を与えたかを分析している。このような長いタイムスパンの実践評価は、将来のキャリ

ア選択に資する有益な体験を提供するために小学生時代にどのような科学技術コミュニケ

ーション実践に参加してもらうことが効果的かといったことを検討する手がかりを与えて

くれるであろう。 

                             
41 評価のタイミングと、その結果のフィードバックによる介入のタイミングの間には時

間差が避けられない（有り体に言えば、改善提案から次のステップに進む承認までの待ち

時間が発生する）ので、その間の状況変化に起因する問題が生じる可能性がある。 
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図 ３-5 評価のタイミングとフィードバック 

第５項 （３）評価主体と意思決定主体の種類 

評価主体の主たる種類は、以下のように分類される。 

1. 意思決定主体 
 評価行為の結果（評価情報）に基づいて今後の資源提供のあり方を再検討する

（評価行為は、主として過去の意思決定の成否を判定したり、次回の意思決定

の手がかりとなる情報を得たりするために行われる）。 
 具体的には、特定の実践への予算、物資、人員、時間、情報等の「資源」の投

入継続・停止・配分変更や、実践主体への実践内容に関するディレクション、

実践主体の組織再編成指示、そのほか実践への様々な介入、支援、規制等を決

定する。 
 ここでの「資源」とは、予算、物資、人員、時間、情報といった物理的なもの

にとどまらず、「特定の問題解決のために特定のパラメータの最適化に割り振

られる知的営為」といったものも含む。 
 一般に、資源提供主体でもあることが多い。両者が異なる場合も存在するが、

本研究では議論の簡略化のために特に必然性のない限り同一のものとして扱

う。 
 ただし、意思決定主体が決定した通りに資源が提供されるかというと、第三者

の介入や環境要因の予測不可能な変化、組織の内的要因、資源そのものの変容
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などによって必ずしも意思決定即資源提供とならない場合があることには留

意しておきたい。 
2. 実践主体 

 実践の計画・運営者、あるいは実践者の所属する組織・団体。評価行為は、実

践の成否の判定、次回の実践の改善のための情報収集、意思決定主体・資源提

供主体・社会全般への報告・説明（アカウンタビリティ）、広報（新規資源提

供主体の獲得）、実践への参加主体に対するフィードバックなどの目的で行わ

れる。 
3. 参加主体 

 情報の受け手／コンテンツの利用者／体験プログラムの参加者等。あるいは、

間接的参加者を含む社会全体。評価行為は、実践主体や意思決定主体へのフィ

ードバック、自らの体験の再確認・深化、次回の体験や行動変容に向けての判

断などの目的で行われる。 
4. 独立の第三者 

 意思決定主体、実践主体、実践への参加主体のいずれとも何ら利害関係を持た

ない独立した第三者が評価主体として選ばれることもある。一般にはこのよ

うな独立した評価主体が何らかの形で評価行為に参画することが望ましいが、

現状ではそのような形になっていないことが多い 42。 
 

また、意思決定主体の主たる種類は、以下のように分類される。 

1. 資源提供主体 
 意思決定主体としての資源提供主体は、評価情報を参照して、資源の投入継続

／停止／配分変更等を決定する。場合によっては、実践の内容に対して介入す

ることもある。 
2. 実践主体 

 実践の計画・運営者／実践者の所属する組織・団体。意思決定主体としての実

践主体は、評価情報を参照して、自らの実践を改善したり、組織学習の契機と

したり、資源提供主体や参加主体との関係を再構築したりする。 
3. 参加主体 

 情報の受け手／コンテンツの利用者／体験プログラムの参加者等。あるいは、

間接的参加者を含む社会全体。 
 意思決定主体としての実践への参加者による典型的な判断は、実践への「再参

                             
42 日本の評価システムの多くは、評価者と被評価者が一体となって評価にあたる

inclusive（システムの内部に包含する＝「内在的」）な評価制度であり，支援的なもので

あるが，一方で第三者からのフィードバックに欠けるという欠点がある、とされる ((財)
政策科学研究所 2002)。 
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加」の可否を決定することである。 
 参加者は上記以外に、実践の「評判」を第三者に広めたり、資源提供主体に実

践の評価をフィードバックしたり、自ら「資源提供主体」となって寄付、情報

提供、人材供給などの形で実践主体を支援したりする。 
 

評価主体と意思決定主体は、同一であることもあれば、異なる場合もある。異なる場合は、

評価主体と意思決定主体との間で評価に関連する情報についての適切なコミュニケーショ

ンを行わなければならない。この両者、ならびにこれまで列挙してきた多様なアクター間の

コミュニケーションを、本研究では「評価コミュニケーション」と呼ぶこととする 43。狭義

の評価行為だけではなく、様々な主体間での評価コミュニケーションをいかに適切に設計

するかが、評価の成否にとって極めて重要である。 

評価コミュニケーションの観点からは、「評価」は「対話のためのメディア」であると捉

えることができる。だとするならば、本研究で焦点を当てている「実践の評価」つまり「（科

学技術）コミュニケーションの評価」とは、「コミュニケーションについてコミュニケーシ

ョンする」（＝メタコミュニケーション）ための手段であると位置づけることができよう。

つまり、単体で切り離して取り扱えるような記号的な評価が可能であるかどうかよりも、文

脈の中でコミュニケーションが駆動し続けることが可能かどうかを見極めることが本質な

のである。 

本節で説明してきた評価に関わる各要素を一つ一つ切り離して見ていくならば、いずれ

もある程度先行研究で既に扱われているものだが、これらすべての間の関係性を包括的に

記述する試みは十分には行われてこなかったと言えよう。 

筆者は、評価行為が実践とそれを取り巻く文脈の中でどのように機能するかは、この「関

係性」に鍵があると考える。つまり、実践の評価プロセスを文脈から切り離して単体として

取り扱うのではなく、「システムの一部として捉える」ことが重要だということである。そ

こで本研究では、この関係性についての前駆的なモデルを構築することを試みる。ここまで

の本節の議論に基づいてこの関係性を図式化したものを「関係性モデル」とし、図 ３-6に

示す。 

なお、図中では別々のものとして描いているが、実際には、意思決定主体が実践主体や参

加主体や評価主体と同一の場合もある。一般に図中のどの二つの要素も、“同一の主体が同

時に担っている”可能性がある。評価の実態を適切に記述するためには、このような「意思

決定主体」「実践主体」「参加主体」「評価主体」の錯綜した関係を適切に捉えることが必要

                             
43 評価コミュニケーションを行うためのメディアとしての典型例に、「評価結果の報告

書」が挙げられる。評価結果の報告書において重要なのは、「読み手がどのような情報を

欲しているかを考える。同じ評価クエスチョンであっても、読み手が違えば、必要とされ

る情報も異なってくる。」「評価結果をどのような意思決定に役立てるかを考える。特に、

レポートの最後の部分に意思決定に向けての勧告(recommendation)を提示する」ことなど

であるとされている (安田 2011)。 
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となる。 

 

 

図 ３-6 意思決定主体・実践主体・参加主体・評価主体の関係を表す「関係性モデル」 

 

第６項 （４）意思決定主体の評価目的 

本研究では、評価を「ある対象の情報を、その対象に影響を与える意思決定において、意

思決定主体が利用可能な情報に変換する行為」であると定義した。意思決定主体の評価目的

は究極的には主体自身の持続可能性維持であるが、より具体的には、一般に「資源の投入継

続／停止／再配分」「実践の現状認識」「実践の改善」「他の実践の模倣」「ステークホルダー

への応答責任遂行」「プロモーション」「組織学習」などであると考えられる。 

また、一般に、評価の目的は実践に先立って定められるが、実践途中あるいは実践終了後

にあらためて「発見」されることもある（＝ゴール・フリー評価(田中 2008)）。後者がより

創造的な評価行為をもたらす可能性もあるため、これを排除すべきではない。つまり、価値

が先にあってそれを評価するだけではなく、逆に評価行為によって価値が創造されること

もありうるということである。既存の文脈に収まらない価値をいかに発見できるかが、評価
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コミュニケーションのクリエイティビティと言えるのではないだろうか。必ずしも目的が

明確に定まっていない実践を、評価コミュニケーションの側から育てていく眼差しを持つ

ことも必要であろう。 

一方、当然のことであるが、このことは必ずしも「表面的な主体」自身の持続可能性維持

のために、いわば“自己目的化”のために評価が行われることを意味しているわけではない。

「表面的な主体」がより上位のミッション達成のための手段として位置づけられるならば、

上位のミッションを達成するためには「表面的な主体」の存続は問わない、という意思決定

もありうる。 

評価においてはそもそも「どのような価値を対象に見出すか」ということが決定的に重要

であり、極端に言えば、実践の目的を明確に定めると同程度に重要であるとも言える。つま

り、実践の目的が必ずしも事前に明確に定まっているとはいえなくとも、実践の開始以降に

その実態をふまえながら、実践からどのような価値を抽出したいかを途中段階で、あるいは

終了後に事後的に決めることはできるし、それに適合的な評価手法を順応的に探索したり

開発したりすることも可能なのである 44。 

第７項 （５）意思決定主体の介入の種類 

原則的に、意思決定主体は資源提供者でもあるので、主として実践主体への予算、物資、

人員、時間、情報等の「資源の投入」（あるいはその指示）という形で支援的介入が行われ

る。しかし、評価情報の種類や評価の結果によっては、「資源の投入停止」「資源の配分変更」

「実践主体への実践内容に関するディレクション」「実践主体の組織再編成指示」「規制」と

いった介入が行われることもある（図 ３-6）。 

なお、表現の簡略化のために、以降、特に必要のない場合はこれらを総称して「資源配分

（の）変更」とする。「資源配分変更」の対象は、先に述べたように予算、物資、人員、時

間、情報といった物理的なものにとどまらず、「特定の問題解決のために特定のパラメータ

の最適化に割り振られる知的営為」といったものも含む。つまり、「特定の問題解決のため

に特定のパラメータの最適化に割り振られていた知的営為」を、それとは別の問題解決のた

めに、あるいは別のパラメータの最適化に割り振ることもまた「資源配分変更」に含まれる

ものであり、それを促す意思決定もまた、この「資源配分変更」という用語の含意するとこ

ろであるとする。 

第８項 （６）評価指標 

評価の基になる評価対象の情報はさまざまな形で与えられるが、それらはそのままでは

意思決定に利用できない。評価対象の情報を意思決定に利用可能な形に変換するために、さ

                             
44 「評価論」を直接扱ったものではないが、 宮内(2013)の「順応的ガバナンス」の考

え方に近い。 
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まざまな「評価指標」が用いられる。ここでは、その代表的な種類を挙げる。 

実践に投入した資源を「インプット」、実践の結果を「アウトプット」、実践の効果・影響

を「アウトカム」と呼ぶ。一般に、組織論の観点からは、インプットは「手段」、アウトプ

ットは「戦術」、アウトカムは「戦略」「ミッション」に結びつき、後者になるほど上位目的

に位置づけられる。これらは、必ずしも簡単に計測できるものばかりではなく、むしろ計測

困難、あるいは不可能であるものの方が圧倒的に多い。ただしこれらを不十分ながらも何ら

かの形で（例えば仮想評価 45、テキストマイニング 46などの手法を用いて）定量化しうる、

あるいは少なくとも優劣が比較可能となると仮定すると、評価指標には一般に以下のよう

な種類のものがありえる（表 ３-2）。 

表 ３-2 評価指標の種類 

 評価指標 評価目的 

1 インプット インプットの評価 

2 アウトプット アウトプットの絶対評価 

3 アウトプット A：アウトプット B アウトプットの相対評価 

4 アウトカム アウトカムの絶対評価 

5 アウトカム A：アウトカム B アウトカムの相対評価 

6 アウトプット／インプット 効率（工程管理水準）の絶対評価 

7 アウトカム／インプット 費用対効果の絶対評価 

8 （アウトカム A／インプット A）： （アウトカム

B／インプット B） 

費用対効果の相対評価 

 

これらは、一般的な評価論、特に行政評価や HRM(Human Resource Management)の枠組み

においてはなじみのある指標である。しかし、科学技術コミュニケーション実践のような領

域においては、このように定量的、明示的な指標化が困難、不可能であることが多い。特定

の評価コミュニケーションにおいては、明示的な評価指標の設定以外の評価コミュニケー

ション、例えば「信念の伝播」「情熱の感染」とでも言うべきものが重要となることもまま

ある。しかし、残念ながら多くの場合においては、単に「「信念の伝播」「情熱の感染」とで

も言うべきものが重要」と主張するだけでは、他者と前提を共有できずに理解してもらえな

かったり、資源を獲得するための判断を意思決定主体から引き出したりすることはできな

いであろう。質と量、定性と定量、感情と論理、暗黙知と形式知、といった認識軸を往復し

                             
45 自然環境の改善などを便益としてとらえ、金銭に換算することでその価値を明示的に

示し、比較検討可能にする評価手法。 
46 通常の文章からなるデータを単語や文節で区切り、それらの出現頻度や複数の要素が

同時に出現する確率（＝共起確率）、出現傾向、時系列などを解析することで目的にかな

った情報を取り出す分析方法。 
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ながら、いかに豊かな「評価コミュニケーション生態系」を--自らもそれに埋め込まれつつ

--構築していくかが問われているのである。 

 

第７節 小括 

これまでの議論を踏まえて、「図 3-6 意思決定主体・実践主体・参加主体・評価主体の関

係」で示した関係性モデルの含意を改めて整理したい。 

評価とは、いわば「手紙」のようなものである。宛先があり、届ける目的がある。また、

対話のためのメディア、と言うこともできよう 47。「評価」を囲んでこそ、関係者が建設的

な議論をすることが可能になる。コミュニケーションの評価とは、「コミュニケーションに

ついてのコミュニケーション」（＝メタコミュニケーション）を可能にするための「駆動装

置」なのである。 

評価を設計するためには、「評価が誰にどのように利用され、その結果が巡り巡ってどの

ように評価対象にフィードバックされうるか」を先取りして考えなければならない。このよ

うな、評価に関わる様々なアクター間のコミュニケーションが「評価コミュニケーション」

である。実際の評価コミュニケーションは、複数の実践主体、参加主体、意思決定主体、評

価主体の間で、複線的、ネットワーク的に行われる。このような評価コミュニケーション群

全体は、いわば「評価コミュニケーション生態系」と名付けることができよう。 

この「生態系」における実践主体の「生存戦略」とは、自らが“埋め込まれている”評価

コミュニケーション生態系を認識し、個々の導線とその先に連なる多様なアクターに対し

てそれぞれどのような評価コミュニケーションを行っていくか、ということである。 

筆者は、実践の評価を単体として取り扱うのではなく、「システムの一部として捉える」

ことが重要であると考える。そのためには、実践を文脈から切り離された単体のものとして

捉えるのではなく、図 ３-6 の関係性モデルで示したような「『実践→評価→意思決定→資

源投入→実践』という循環的システム（＝生態系）」として捉えることが有効であろう。こ

のような記述形式によって、実践の持続可能性の検証が（そもそも持続に値するのかも含め

て）可能となるはずである。 

もっとも、このような循環的システムを、“神の視点”で特定の研究者が記述することは

もとより不可能である。だからこそ、「評価コミュニケーション生態系」を多様なアクター

が協同的に記述、改善していくことにより多元的な実践記述と評価のあり方を構築してい

くことが、評価コミュニケーションを民主的・公共的観点から実りのあるものにしていくた

めの鍵となるであろう。 

                             
47 「手紙の宛先」が実践主体自身となることもある。むしろそれは最も重要で典型的な

ケースの一つである。さらに言えば、「手紙」を送る評価主体もまた実践主体自身であり

得る。その場合、実践主体は自分で自分に「評価」という手紙を送るのであり、自己との

対話を行うのである。 
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第４章 「科学技術コミュニケーション実践」の評価とは何か 

第１節 本章の概要 

前章では、「評価」に関わる種々の概念とそれらの相互的な関係を、先行研究に倣いなが

らも筆者独自の視点を組み込み、できるだけ一般的、抽象的な水準を保ちながら整理し、意

思決定主体・実践主体・参加主体・評価主体の関係を表す「関係性モデル」（図 ３-6）を示

した。本章ではこの整理に基づきつつ、照準を「科学技術コミュニケーション実践」に絞り

込むことによって、一段抽象度の水準を下げた（具体性を高めた）評価概念の整理を試みる。 

第２節 科学技術コミュニケーション実践と様々なアクターの関係 

 

本節では、実践とそれにかかわる様々なアクターとの関係を図式化したものを以下の一

連の図によって説明する。 

まず下記の図 ４-1は、科学技術（研究・行政・実装等）の担い手が生み出した（＝生産

を「実施」した）「科学技術（研究・行政・実装等）」という成果物を、「知識、教育、製品、

サービス、制度等の提供」という形でそれらの対象者が受け取り、それらを直接的に利用す

るという、最もシンプルなモデルである（この図では、のちの説明のためにそれらの対象者

を便宜的に「実践への参加者（市民、様々なステークホルダー）」と表記している）。 

ここにはまだ前章で述べたような「評価プロセス」は描かれておらず、一方向的で、イン

タラクションの無いプロセスとなっている。また、「科学技術コミュニケーション」自体も

描かれていないことに留意されたい。 



57 

 

 

図 ４-1 科学技術の担い手、科学技術、実践の参加者の関係を記述する「評価無し」モデル 
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次の図（図 ４-2）を見てほしい。ここで初めて、逆向きの矢印が描かれ、アクターが

「評価対象」である科学技術を「評価」し、そこから「評価情報」を入手している。これ

が「評価プロセス」である。この評価プロセスこそが、アクター間の双方向性、相互作用

性を担保するコミュニケーションチャンネルなのである。 

 

図 ４-2 科学技術の担い手、科学技術、実践の参加者の関係を記述する「評価あり」モデル 

 

ここでいう「実践への参加者」というアクターの代表例は、科学技術によって生産され

る財やサービスの消費者である。消費者が、特定の財やサービスを購入した後、それによ

って得た体験価値によってそれらを「評価」する。それによって次回も購入するか、他者

にも勧めるか、あるいはネット上にどのようなレビューを書き込むかといったことが決ま

ってくる。それらのうち一部は、たとえば「売上数量」「売上高」「利益」などといった直

接的情報（会計に直結する情報）となり、また、他の部分は「評判」「口コミの伝播」「メ

ディアへの露出」「商品についての問い合わせ数」「クレーム数」という間接的情報（主と

してコミュニケーションに関する情報）になり、いずれも「評価情報」として「科学技術

の担い手」（この例の場合は財やサービスを提供する企業）の認知するところとなる。 
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一方、「科学技術の担い手」自身も、のちの改善のために自らの実践（財やサービスの

企画・開発・製造・広告・販売等）を自己評価する。 

一般に、「科学技術の担い手」はこれらの情報を吟味することによって、今後の実践に対

する資源投入の配分パターンを変更し、よりよい結果を得ようとするのである（＝意思決

定）。一方「実践への参加者」もまた一般に、購買行動の変化のみならず、当該商品に関す

るコミュニケーション内容の変化、特定の科学技術に対する関心の増減、特定の科学技術政

策を掲げる政治家・政党への投票行動の変化、といった形で、「評価情報による資源投入の

配分配分パターン変更に関する意思決定」を行う。この「評価情報がそれぞれのアクターの

意思決定に利用され、資源投入の配分パターン変更に反映されるプロセス」を図 ４-2に書

き加えると図 ４-3のようになる。 

 

図 ４-3 評価情報と資源の配分変更 

 

ここまでのプロセスで、一応評価コミュニケーションのフィードバックループは「閉じる」

こととなり、最もシンプルな形でのチェック機能、実践評価が実現することとなる。 
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しかし第１章で述べたように、近年の科学技術をとりまく状況の変化によって科学技術

と社会との関係において様々な問題が生じてきたため、この単純なモデルに依拠するだけ

では、社会システムは科学技術をうまく取り扱うことができなくなってきた。それらの問題

を解決する手段の一つとして「科学技術コミュニケーション」が注目されるようになってき

たのである。そしてこの科学技術コミュニケーションの担い手が、「科学技術コミュニケー

ター」と呼ばれるアクターである。これらの考え方を図 ４-2に組み込んで描きなおしたも

のが図 ４-4である。 

 

図 ４-4 科学技術の担い手、科学技術、実践の参加者の関係における 

科学技術コミュニケーションと科学技術コミュニケーターの位置づけ（評価なし） 

「実践への参加者」は、科学技術の担い手が生み出し提供する科学技術の体験価値を直接

受け取るだけでなく、科学技術コミュニケーターの生み出す「科学技術コミュニケーション」

に媒介されて別の形でも受け取るようになる。これは市民社会の「科学技術」との関係性構

築プロセスの複線化、重層化と言うことができる。このことによって、科学技術と社会のよ
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り適切な関係が実現されることが期待されているのである。 

次章のケーススタディで採り上げる「サイエンス・カフェ札幌」を例にとってこのモデル

を説明したい。 

「サイエンスカフェ」とは、科学技術の専門家と非専門家ができるだけフラットな立場で

双方向のコミュニケーションを行うカジュアルなコミュニケーションの場のことである

（次章に居て詳述）。「科学技術コミュニケーター」は、この「サイエンスカフェ」という「科

学技術コミュニケーション実践」を企画・準備・実施する。その過程で、「科学技術の担い

手」の典型的なアクターである「研究者」に対して企画提案を行い、意見交換を行って企画

を具体化していき、その過程で彼ら彼女から研究内容に即したテーマや情報、課題等の提供

を受ける（多くの場合、コミュニケーターの側から提供を要請する）。そういったプロセス

に基づいて北海道大学 CoSTEPでは、「サイエンス・カフェ札幌」という科学技術コミュニケ

ーション実践が実施されている。この実践は、「実践への参加者」に対する「科学技術への

参加機会・広義の学習機会の提供」と位置付けられる。 

ただし、このモデルでもまだ、「実践への参加者」は科学技術の担い手と科学技術コミュ

ニケ―ターが創出した「機会」に単に受動的に参加しているだけのように見える。そこで、

「実践への参加者」の能動性、各アクター間のインタラクティブ性を強調したモデルが図 

４-5である。これらの図における「評価」の矢印は、評価の実施主体にから評価対象（評価

される側）に向けて引かれ、「評価情報」の矢印はそれとは逆方向に引かれている。 
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図 ４-5 科学技術の担い手、科学技術、実践の参加者の関係における 

科学技術コミュニケーションと科学技術コミュニケーターの位置づけ（評価あり） 

たとえば、実践への参加者は、「実践」の内容が適切であったか、運営が満足のいくもの

であったかといったことを評価する（＝「実践の評価」）。そしてその情報（＝「評価情報」）

は科学技術コミュニケーターの知るところとなる。 

逆に科学技術コミュニケーターは、実践の目的・目標に照らし合わせて、例えば実践への

参加者の「実践目標到達度」や、（教育目的のものであれば）「学習目標到達度」を評価する

48。一方で実践への参加者自身も、「どれだけ理解が深まったか」「どれだけ深い思考を体験

することができたか」「どれだけ主体的に実践にコミットできたか」といった、参加主体と

しての「自己評価」を行う。これらの評価情報は、科学技術コミュニケーターの知るところ

となったり、参加者が自己認識したり、場合によっては科学技術コミュニケーターから参加

                             
48 これは一例であって、到達目標ではなく方向目標の場合も当然あり得る。 
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者にフィードバックされたりする。 

その一方で実践への参加者は、参加した実践を通じて、「興味を示す」「無関心な態度を取

る」「批判的な意見を述べる」「理解の程度を伝える」「懸念や不安を表明する」「改善点やリ

スクを指摘する」「実社会における効果的な応用方法を提案する」「実社会における関連する

ニーズを伝える」などといった様々な形で、そこで扱われた科学技術自体に対する広義の

「評価」を行う。この評価情報は、実践に対してテーマや情報、課題等を提供した「科学技

術の担い手」に伝えられる。これは、「実践への参加者」が、科学技術の体験価値の「消費

者」ではなく、まさに「科学技術コミュニケーション実践への参加者」であるからこそ創出

される、新しいタイプの評価コミュニケーションであるといえよう。 

このように、市民や様々なステークホルダーの「評価」が効果的に科学技術の担い手に伝

わるように場づくりを行う（＝実践を企画・準備・実施する）ことが、双方向性を重視する

科学技術コミュニケーション実践におけるコミュニケーターの重要な役割である。 

また、科学技術コミュニケーターの元に届けられた評価情報は、コミュニケーターが次回

の同様の実践を行う際、あるいは別の種類の実践を行う際において極めて重要な知見をも

たらす。 

さらに図 ４-6は、評価に基づく資源の配分変更を説明している。資源とは予算や人

員、時間の投入といった比較的具体的で定量的なものから、振り向ける関心の強さ、様々

な知的営為といったものまでをも含む。また、配分変更とは、増加、削減、重点配分領域

や配分する資源の種類の変更等である。 

それぞれのアクターは、対象に関する評価情報を獲得し、それに基づいて資源の配分変

更に関する意思決定を行う 49。たとえば、良い実践にはより多くの資源を投入し、評価の

低い実践からは資源を引き上げる、あるいは逆に、実践の弱点となっている部分に資源を

追加投資する、といった判断を行う。ここで原則として、実践への参加主体は他のアクタ

ーへの資源配分変更を行う主体であり、他のアクターから資源を配分されることはないも

のとして位置づけている（もちろん例外的にはありうる）。受け取るのは、資源というよ

りは実践への参加機会そのものである。あるいは、科学技術（研究・行政・実装）を基盤

にした知識、教育、サービスである。また、「実践への参加者（＝参加主体）」の典型的な

「資源配分変更」は、「同様の実践への次回以降の参加の可否」である。 

 

                             
49 実践者、参加者は、それぞれ実践主体、参加主体であると同時に資源配分変更を行う

意思決定主体でもある。 
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図 ４-6 科学技術の担い手、科学技術、実践の参加者の関係における 

科学技術コミュニケーションと科学技術コミュニケーターの位置づけ 

（評価情報と資源の配分変更） 

 

これらのことは、評価情報は資源の配分変更という意思決定を行うのに適した形式と内

容でなければならないということを意味する。そのような、「意思決定を行うのに適切な

形式と内容の情報を対象から引き出す行為」が評価であると言える。 

対象そのものがもともと持っている情報が、この目的にかなっているとはかぎらない。

したがって評価行為においては、対象が持つ固有の情報を意思決定に資する情報に「変

換」することが必要となる。逆に言えば、「資源の配分変更に関する意思決定」のために

どのような「対象に関する情報の変換」が必要であるかということによって、適切な評価

手法が選ばれることになるのである（詳しくは後述）。 

また、図 ４-6右上の「実施主体の評価」とは、「科学技術コミュニケーター」が、実

践主体としての「科学技術の担い手」を評価していることを意味する。これは、科学技術

コミュニケーション実践を通じて間接的に行われ、そのことによって科学技術の担い手に

関する評価情報を得ている。そしてこの評価こそが、まさに科学技術コミュニケーション
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の、科学技術ならびにその担い手に対するもっとも重要な存在意義の一つ（＝科学技術の

社会的チェック＆バランスを実現する役割）であるといえる。 

ここではじめてすべてのアクター間のフィードバックのループが閉じ、個々のアクター

間の実践、評価行為、意思決定、資源の配分変更の網目のような連鎖によって、アクター

のネットワークが“集合的”“協働的”によりよい実践、そして“よりよい科学技術”を

選び取っていくダイナミクスが生まれるのである。これが、前章図 ３-6の「関係性モデ

ル」で表した状況である。もちろん、個々のアクターの評価や意思決定がいつでも正しい

とは限らないし、さらに言えば、個々のアクターが仮に「正し」かったとしても、それら

のネットワーク的連鎖によって生まれるダイナミックスが結果として選び取り、発展させ

ていく最終的な実践が「正しい」とも限らない（＝「合成の誤謬」）。 

それならば何らかの規範や先験的価値観が必要ではないか、という批判もあるであろう

が、もちろんそういったものも各アクターの「意思決定」の一部であり、このネットワー

クの中にすでに組み込まれているものである。 

この観点から言えば、科学技術コミュニケーションとは、最初に示したような科学技術

に関する「単純な」評価コミュニケーションのネットワークをより民主的で納得性の高い

ものに進化させていこうとする、社会システムのアコモデーション（＝適応）に向けての

市民社会の挑戦であり、試行錯誤のための実践であると言える。このような捉え方は、

「評価」という概念を導入することによってはじめて浮き彫りになるものであり、「評

価」こそが科学技術コミュニケーションの本質であるとさえ言えよう。 

さて、ここで「対象に関する情報の変換」という表現を用いた。具体的にはこれはどの

ようなプロセスを指すのであろうか。以下に例を挙げて説明しよう。 

科学技術コミュニケーターは、自らの実践をよりよいものにしていくことを目指してい

る。次回の実践の改善を「どのように行えばよいか」という「意思決定」のためには、当該

の実践が実践の参加者にとってどのような体験価値を提供したのか（／しなかったのか）を

把握する必要がある。そのためには、参加者から適切な情報を引き出さなければならない。

つまり、「参加者のありのままの姿」そのものは、ここでいう「適切な情報」ではない。 

しかし、従来の「満足度」を聞くようなアンケートからでは上記「意思決定」に活用で

きるような種類の「適切な情報」を獲得することはできない。なぜならば、それは例えば「実

践をなぜ、どのように改善すればよいか」という情報の＜形式＞になっていないからである。

「満足度という評価情報」には様々な要因が混入しており、改善すべきポイントに関する具

体的な情報が明示的に抽出できないのである。 

もっとも、「実践の参加者に対して組織のブランディングを行うなどのアピール」を目的

とした資源提供主体（スポンサー）から継続的に資源（助成金等）を獲得し続けたり、さら

なる資源の増加を引き出したりするための情報としては、参加者の満足度は（それだけでは

不十分であるにせよ）それなりに「適切な情報」であるともいえる。 

つまり、意思決定の種類によって「適切な情報の＜形式＞」もそれを引き出すための「適
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切な評価手法」も変わってくるのである。 

 

第３節 実践評価の階層構造と適切性 

前節までで述べてきたように、当然のことながら、評価は無目的に行われるわけではな

い。科学技術コミュニケーション実践の評価は、実践目的のよりよい達成に資することを目

指して、あるいは実践が特定の価値に向けて方向付けられることを最終的な目的として行

われると考えられる。ここでは、先に述べた「評価コミュニケーションのネットワーク」を

通じてこの達成までのプロセスが駆動されることが期待されているのだが、問題はこの「評

価コミュニケーションのネットワーク」をどのように構築していくか、ということである。 

前節では、多様なアクターの相互関係（＝空間軸）に注目して評価コミュニケーションの

ネットワークを描出し、図式化してきたが、ここではそれをどう段階的に構築していくか、

という観点から、評価行為の構築プロセス（＝時間軸）に注目し、議論を整理したい。 

科学技術コミュニケーション実践の適切な評価を行うためには、以下のリストに挙げた

各項目に関して、リストの各項目が「その直前の項目の＜前提＞を供給するもの」となって

いなければならない。そして評価行為は全体として、対象の情報を実践目的の達成に（質・

量ともに）十分資する情報に「変換」するプロセスとなっていなければならない。それが「適

切」という表現の意味するところである。 

 

1. 実践目的の達成 
2. 実践の適切な実施 
3. 実践の適切な構想・計画・準備 
4. 実践への適切な資源投入の継続的実施 
5. 投入する資源の適切な配分変更に関する意思決定 
6. 意思決定に資する適切な評価情報の産出 
7. 対象に関する情報の評価情報への適切な変換 
8. 情報変換のための適切な評価手法の選択と評価行為の実施 

 

これを評価行為の観点から図式化して整理すると以下のようになる（図 ４-7）50。 

                             
50 図中の用語の定義、記号については表 ４-1 にて説明する。 
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図 ４-7 実践評価の階層構造 

実践の評価、あるいは実践の評価に関する記述や考察においては、この図 ４-7のような

「必要十分な「対象に関する情報の変換」を実現する「前提の供給の階層構造」を持つもの

として評価行為が設計されているか否か」ということが問われなければならない。実践にお

いて評価行為が「適切に」位置付けられているかどうかを問うということは、まさにこの「必

要十分な階層構造」の有無を問うということに他ならないのである。 

科学技術コミュニケーション実践の領域におけるこれまでの評価行為においては、この

ような「必要十分な「対象に関する情報の変換」を実現する「前提の供給の階層構造」」と

いう観点から見た時に「評価手法が実践の目的（到達目標であれ方向目標であれ）に資する

ものであるか」という根本的な問題が十分に吟味されていなかった。筆者はこのことが、今

日の科学技術コミュニケーション実践の評価の不備の中心的な課題であると考える。 

本研究では、この、「対象に関する情報の変換」を実現する望ましい階層構造のあり方を

評価行為 
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示し、従来の実践がそれをどの程度満たしているかを検証し、そこで抽出された課題が今日

の科学技術コミュニケーション実践の評価の不備という状況にどのように影響を及ぼして

いるかを論ずることとする（第５章）。 

その上で、筆者の行ってきた実践がそれらの課題に対して（部分的にせよ）どのような解

決策を与えるものとなっているかを示し（第６章）、今後の評価手法開発、とりわけ「対象

に関する情報の変換」の方向性を提案するものとする（第７章）。 

まず本章では、先に述べた、実践評価における「前提の供給の階層構造」の各要素、なら

びにその適切性を以下の表のように定義する（表 ４-1、表 ４-2）。 

 

表 ４-1 実践評価の階層構造における各要素 

記号 項目 定義 

a 実践目的 当該実践の達成すべき目的、あるいは当該実践が何らかの価値を

実現するために目指すべき方向 

b 資源配分変更 実践目的を達成するためにより適切な資源配分を行うことを目的

とした資源配分の変更 

c 意思決定 評価情報を利用することによって行われる資源配分変更の判断の

プロセス 

d 評価情報 「対象情報を、意思決定に資することを目的として特定の方法で

変換する」という評価行為によって得られた情報 

e 対象情報 評価対象に関するあらゆる情報 

T(e,d) 情報変換 対象に関する情報を意思決定に資する評価情報に変換するプロセ

ス（＝狭義の評価行為） 

M(T) 評価手法 情報変換を実現するための手法 

f 評価目的 当該実践において行われる評価行為の目的 

 

表 ４-2 実践評価の階層構造における各要素の適切性 

記号 項目 定義 

S(b,a) 資源配分変更の適切性 実践目的にとっての資源配分変更の適切性 

S(c,b) 意思決定の適切性 資源配分変更にとっての意思決定の適切性 

S(d,c) 評価情報の適切性 意思決定にとっての評価情報の適切性 

S(T,d) 情報変換の適切性 評価情報にとっての情報変換の適切性 

S(M,T) 評価手法の適切性 情報変換にとっての評価手法の適切性 

S(M,a) 評価手法の最終適切性 実践目的にとっての評価手法の適切性 

ここで、 
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S(x,y) yという目的にとっての xという手段の適切性(=Suitability) 

T(x,y) xから yへの情報変換(=Transformation) 

M(x)  xを実現するための手段(=Method) 

とする。ただしここでは、簡略化のために S(T(x,y),z)において T(x,y)→T、S(M(x),y)にお

いて M(x)→Mと省略する。 

 

これらを図式化したものを図 ４-8に示す。 

 

 

図 ４-8 実践評価の階層構造と適切性 

次章では、この「評価の枠組み」に沿う形で、これまで論文などの形で報告されてきた既

存の科学技術コミュニケーション実践の評価行為を具体的に検証する。 

 

評価行為 
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第４節 結論 

本章では前章における「評価」概念の一般的な整理に基づきつつ、照準を「科学技術コミ

ュニケーション実践」に絞り込むことによって、一段具体性を高めた評価概念の整理を試み

た。 

科学技術コミュニケーションとは、科学技術に関する「単純な」評価コミュニケーション

のネットワークをより民主的で納得性の高いものに進化させていこうとする、社会システ

ムのアコモデーション（適応）に向けての市民社会の挑戦であり、試行錯誤のための実践で

あると言える。 

科学技術コミュニケーション実践の評価は、実践目的の（よりよい）達成を最終的な目的

として行われると考えられる。先に述べた「評価コミュニケーションのネットワーク」を通

じてこの達成までのプロセスが駆動されるのだが、問題はこの「評価コミュニケーションの

ネットワーク」をどのように組み立てていくかである。 

前章では、多様なアクター（＝空間軸）に注目して評価コミュニケーションのネットワー

クを描出した（図 ３-6）が、本章ではそれをどう組み立てるか、という観点から、評価行

為のプロセス（＝時間軸）に注目し、議論を整理した。 

実践の評価、あるいは実践の評価に関する記述や考察においては、「必要十分な「対象に

関する情報の変換」を実現する「前提の供給の階層構造」を持つものとして評価行為が設計

されているか否か」ということが問われなければならない。実践において評価行為が「適切

に」位置付けられているかどうかを問うということは、この「必要十分な階層構造」の有無

を問うということに他ならない。 

科学技術コミュニケーション実践に関するこれまでの評価行為においては、このような

「必要十分な「対象に関する情報の変換」を実現する「前提の供給の階層構造」」という観

点から見た時に「評価手法が実践の目的に資するものであるか」という根本的な問題が十分

に吟味されていなかった。筆者はこのことが、今日の科学技術コミュニケーション実践の評

価の不備の中心的な課題であると考える。 
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第５章 「評価」の観点から見た科学技術コミュニケーション

実践の分類のためのメタアナリシス 

第１節 本章の概要 

本章では、これまで論文などの形で報告されてきた既存の科学技術コミュニケーション

実践の評価の実態を把握することを目的として、第３章で提示した評価枠組みに沿って実

践事例を分類・整理する。さらに第４章で整理した科学技術コミュニケーションの「評価枠

組み」に沿う形で、それらの評価行為の「適切性」を具体的に検証する。 

第２節 科学技術コミュニケーション実践の分類 

第１項 目的 

科学技術コミュニケーションの実践事例を、第３章、第４章で整理した実践に関する評価

枠組みの観点から分類することによって、以下のような利点を生み出すことを目的とする。 

１． 一見異なる実践の間に共通性を見出し、共通の枠組みで説明できる。 
２． 一見同じ種類の実践の間に本質的な相違点を見出し、それぞれの「評価のあり方」から、

それぞれの実践の持続可能性条件や進展の方向性の違いを説明したり、予測したりす

ることができる。 
３． 一つの実践の中に複数の評価行為が見いだせる時には、それぞれを「別の実践」として

扱うことによって実践の経時的な発展のメカニズムをより適切に記述できる。 

第２項 分析対象 

学術雑誌『科学技術コミュニケーション』13号～18号（2013年～2015年に発行されたす

べての号。18 号は 2016 年 2 月 19 日時点での最新号）に掲載された論考の中から、科学技

術コミュニケーションの実践事例を扱っているとみなされるすべての論考合計 27本を分析

対象とした。 

まず『科学技術コミュニケーション』を対象とした理由であるが、『科学技術コミュニケ

ーション』は 2007 年に発行された当時日本で唯一の科学技術コミュニケーションに関する

学術雑誌であり 11年間継続して発行されていることが第一の理由である。また、特定の雑

誌に掲載された実践事例であることから当然のことながら雑誌のもたらすバイアスならび

に筆者のもたらすバイアスが存在すると考えられるが、日本全国で日々様々な実践者によ

って様々な形で実施されている科学技術コミュニケーション実践をすべて記録・分析する

ことは不可能である。また、そもそも誰が実践者であるのかを把握することもほぼ不可能で
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あるので、アンケート調査などによって代表性を担保することも現実的ではない。確かに

『科学技術コミュニケーション』を対象とすることで前述のような２つのバイアスが生じ

ることは事実だが、この雑誌はオープンアクセスで誰でも無料で閲覧可能なので、逆に言え

ばどのようなバイアスが生じているかを第三者が容易に検証できる利点がある。これらの

理由から、『科学技術コミュニケーション』に掲載されている論考を分析対象とすることと

した。 

さらに、『科学技術コミュニケーション』自体は 2007年に創刊されているが、初期の頃は

記述方法や扱う対象のぶれが大きいので、信頼性を考慮して比較的記述が安定してきた後

期のものを対象とすることとした。また、2011 年 3 月の東日本大震災とそれにともなう福

島第一原子力発電所事故を受けて、科学技術コミュニケーションのあり方が社会から厳し

く問われるようになり、一方で広義の科学技術コミュニケーションであるリスクコミュニ

ケーションやクライシスコミュニケーションの重要性が行政や地域、専門家コミュニティ

など様々な場面で強調されるようになってきたことから、その後急速に科学技術コミュニ

ケーションの評価に対しての意識が特に高まってきたと言え、分析に有益な結果をもたら

すことが期待されると判断した。 

第３項 分析方法 

それぞれの論文が扱っている実践の「実践概要」「実践の目的」「実践主体」「実践への参

加主体」「評価目的」「評価対象」「評価主体」「評価手法」「意思決定主体」「想定される意思

決定主体の介入の種類」等の項目に対応するとみなされる内容を抽出してコーディングし、

整理した。コーディングに基づいて実践を分類し、類似性や相違点を分析するというメタア

ナリシスを行った。ただし、同じ実践に複数の評価対象、意思決定主体が含まれる場合は、

項を分けることとした。 

ただし、ここで行ったコーディングと分類には当然バイアスがあり、この点が本研究の制

約事項でもある。しかし先程と同様、『科学技術コミュニケーション』はオープンアクセス

でありどのようなバイアスが生じたかを第三者が容易に検証できる利点があるという点か

ら、今回の分析は十分な情報価値があるものと考える。 

個々の項目の説明は以下のとおりである（表 ５-1）。 

 

表 ５-1 コーディング項目 

 項目 説明 

1 実践概要 実践の概要 

2 実践名 実践の固有名詞（存在する場合） 

3 実践カテゴリ 実践を一般的に分類したもの 
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4 実践主体 実践者／主催者 

5 実践の目的 実践の目的 

6 実践への参加主体 参加者、視聴者、閲覧者、読者など 

7 実践の扱うテーマのスケー

ル 

第１章図１－２に対応した分類（マクロ：（社会全体・制

度など）／メゾ（地域・組織など）／ミクロ（個人間など）） 

8 実践のスケール 実践の規模 

9 科学技術に対する実践の位

置づけ 

第１章図１－１に対応した分類（促進的／調整的／抑制

的） 

10 評価プロセスにおける位置

づけ 

第３章図３－５に対応した分類 

11 評価主体 評価行為を実施する主体 

12 評価目的 評価行為を実施することによって得た評価情報をどのよ

うな意思決定に利用するかという目的 

13 評価のための情報取得のタ

イミング 

評価に必要な情報を評価主体がいつ取得しているか、に基

づく分類 

14 評価行為のタイミング 評価行為を評価主体がいつ行っているか、に基づく分類 

15 評価対象 評価行為の対象となるもの（人／組織／事象／行為／情報

等） 

16 評価の観点 評価の際特に注目している点 

17 評価情報 評価行為の結果対象から抽出する情報 

18 評価手法 評価対象から「特定の評価目的に資するような評価情報」

を抽出するために採用された手法 

19 意思決定主体 評価結果の情報を利用して実践への介入のあり方を決定

する主体 

20 想定される意思決定主体の

介入の種類 

意思決定主体が評価結果の情報を利用してどのように実

践に介入すると想定されるか 

21 想定される意思決定主体の

介入の種類（簡略化） 

想定される意思決定主体の介入の種類をより一般的に分

類したもの 

 

また、個々の実践報告に関して評価の階層構造の観点から、以下のチェックポイントを設

けた。 

１）実践の目的が明示されているか。 
２）評価の利用目的が明示されているか。 



74 

 

３）実践目的と評価の利用目的との関係が明示されているか 51。 
４）評価情報が明示されているか。 
５）評価の利用目的とそれに必要な評価情報との関係が明示されているか。 
６）評価手法が明示されているか。 
７）評価情報とそれを獲得するために必要な評価手法との関係が明示されているか。 

 

 

第３節 結果 

第１項 カテゴリ分類 

実践評価の分類結果を巻末の資料１に示す。以下の記述において各カテゴリの件数を記

載しているが、これは各実践に複数の評価行為が存在している場合はそれぞれを１件とし

てカウントしている。つまり件数の違いとして現れている分布は、論文単位ではなく、あく

まで個々の評価行為をベースにした集計・分析の結果であることに注意されたい。また、

個々の評価行為に紐付けられた実践の規模や社会的重要度もまちまちであるので、ここに

記載した件数の多寡をもってそれを現在の科学技術コミュニケーション実践の方向性であ

ると断ずることはできない。あくまでも参考値として解釈されるべきものである。 

 

全評価行為数 

評価行為数の総計は 62 件であった。実践事例数は 27 件なので、平均して一実践あたり

約 2.3回の評価行為が行われていることがわかる。 

 

実践カテゴリ 

これは、実践を一般的に分類したものである。結果を以下に示す（表 ５-2）。 

表 ５-2 実践カテゴリ 

実践カテゴリ 件数 

対話プログラムの企画実施 20 

参加型政策評価 6 

研究者間交流 7 

科学教育 6 

科学技術コミュニケーター養成教育 2 

                             
51 評価はあくまで実践目的に資することが前提なので、実践目的に資するような評価の

利用目的が自覚的に設定されているかどうかが問われなければならない。 
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科学技術コミュニケーション実践施設の運営 1 

シリアスゲーム 3 

サイエンスイベントの企画実施 2 

教育プログラムの企画実施 4 

コンテンツの制作と運用 18 

グループインタビュー 1 

総計 62 

 

「対話プログラムの企画実施」が 20 件と最も多く、ついで「コンテンツの制作と運用」

が 18件、「研究者間交流」が 7件である。 

 

実践の目的 

以下に実践の目的のリスト示す。極めて多様な目的の科学技術コミュニケーション実践

が行われていることがわかる。 

 テーマを主催者ではなく体験者の関心に沿って体験者自身が定める科学技術

コミュニケーションを行うこと 
 テレビ番組とウェブサイトを連動させることで番組を見た不特定多数の視聴

者自身が科学的事象に対してみずから能動的に「考える」ことを促す科学教育

コンテンツの開発と運用 
 マンガを使って素粒子物理学を説明することによって、公衆の中でも特に素

粒子物理学に関心が薄く関与も低い層にリーチすること。／素粒子物理学の

分野の議題設定を広く社会に提示し気軽に議論に参加してもらうこと。 
 科学・技術への「潜在的関心層」の、科学・技術（特に再生医療）へのニーズ

を抽出すること 
 科学コミュニケーションと理科教育との連携の可能性を探索する（実践者・研

究者としての目的）／子どもたちの視点からサイエンスカフェと小学校理科

との連携の可能性およびその配慮すべき点についての情報を得ること（実践

者・研究者としての目的） 
 科学への関心が低い層を対象に、娯楽的要素を取り入れた科学者情報を発信

すること 
 科学衛星のデータを、非専門家が科学的成果の一部分として以外の目的で「利

用」をすることで、従来の広報普及や科学ごミュニケーション活動において実

質的な参加層であった科学への関心度が高い層よりも広範囲の層にアピール

したり、科学的なデータに新たな価値を付与したりする可能性を広げる。 
 科学技術コミュニケーターが「実際に演劇をやってみたいと思うようになる

こと」「テーマについて話し合いたくなること」 
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 科学技術の社会的な課題や公共的な課題について体験者が「双方向的」に意見

を交わし、かつ比較的「気軽に実施・参加」できる場を創出すること 
 科学技術政策に関するパブコメへの市民参加の促進の一環としてワークショ

ップを手法として用い、多様な市民の多様な意見を抽出し、パブコメへと反映

させること。 
 海洋について「招待する→探る→概念を考案する→応用する→振り返る」とい

うサイクルを繰り返しながら能動的に学習を深める 
 海洋空間計画の作成 
 気軽に立ち寄ることができるような対話の場の創出と市民の政策形成プロセ

スへの参画の両立 
 事務職員がサイエンスカフェのファシリテーターを担うことの実現可能性・

意義・課題の抽出 
 自律分散型スマートグリッドの学習 
 社会の要請に基づいて必要な資料を発見もしくはつくりあげ市民の参加や体

験を運営の軸とし、人々の知的好奇心や自己学習能力を育成すること／利用

者が達成感や自己実現、仲間とのコミュニケーションを実感すること／地域

貢献 
 主催大学の研究者が携わる科学技術コミュニケーションの効果的実施 
 世界中から広く市民代表が参加して、国際的な政策決定プロセスへ市民の声

をとどける仕組みをつくることで、決定される政策を市民の助言をうけたも

のとしてより市民に受け入れられやすくし、実効性の高い政策づくりに貢献

すること 
 体験者に生殖や先天異常、無侵襲性出生前遺伝学的検査の情報を提供し、この

問題について考えを深めた上で、それぞれの意見を表明してもらうこと 
 地域への貢献 
 地球規模課題に関する国際交渉の場に、世界の一般市民の意見を届けること 
 筑波大学内に所属する多分野の大学院生や教員に異分野コミュニケーション

の場を提供すること。この企画をきっかけとした異分野協働研究・プロジェク

トを発生させること。 
 駐日の海外メディアや大使館の科学技術アタッシュに東京大学に親しみをも

ってもらい、彼らと研究者や大学関係者が良好な関係を構築すること 
 天文学と社会のより良い関係を構想し、それを実現していくことにより「社会

における知の循環」をつくりあげること。 
 東京大学の研究成果を広く国内外に発信すること 
 普段は研究にそれほど関心や興味を持っていない層や高校生などの層に訴え

かけること 
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 放射線に関する正しい知識と原発事故後の福島県の住民の暮らしを直感的か

つ体験的に伝えていくこと 
 放送業界に関心がある学生・CoSTEP 受講生へのメディアリテラシー教育 
 放送業界に関心がある学生向けのキャリア教育／CoSTEP の音声・映像制作

実習受講生向けの OJT 
 

実践主体 

以下に、今回の分類の対象となった実践の実践主体（主催者／実践者）のリストを示す。

大学関係者が多いことがわかる。 

 （一般の）博物館運営主体 
 北海道大学 CoSTEP 
 北海道大学 CoSTEP 受講生 
 JAIST（北陸先端科学技術大学院大学）サイエンス・コミュニケーション研究会 
 NHK 
 WWViews2012 日本会議実行委員会 
 アクター協働による双方向リスクコミュニケーションのモデル化研究プロジェクト 
 岡山県備前市日生漁業協同組合、岡山県水産課、備前市、海洋政策研究財団 
 研究者（個人／グループ） 
 科学技術振興機構／日本未来館 
 京都大学大学院理学研究科付属天文台他 
 京都大学物質-細胞統合システム拠点他 
 PESTI（STI（科学技術イノベーション）に向けた政策プロセスへの関心別関与フレ

ーム設計）プロジェクト 
 イラストレーター 
 総合研究大学院大学学生セミナー実行委員会 
 大学院生（つくば院生ネットワーク(TGN)） 
 大学教員／大学院生（京都教育大学教育学部教員ならびに大学院生） 
 大阪大学事務職員 
 天文学普及プロジェクト「天プラ」 
 東京大学本部広報 
 特定非営利活動法人 海の自然史研究所 
 独立行政法人科学技術振興機構社会技術研究開発セ ンター・市民と専門家の熟議と

協働のための手法とインタフェイス組織の開発（Deliberation and Cooperation 
between Citizens and Scientists）研究開発プロジェクト 
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実践の対象 

「実践の対象」の集計結果を以下に示す（表 ５-3）。 

表 ５-3 実践の対象 

実践の対象 件数 

市民全般 20 

異分野の大学院生 7 

京都教育大学教育学部の大学生 4 

16歳以上の市民 100 名（国民全体の人口構成を反映するように選ばれた集団） 3 

CoSTEP 受講生 3 

科学への関心が低い層 3 

水産資源のステークホルダー 3 

地元企業関係者 3 

親子 2 

中学生以上の市民全般 2 

北海道大学学部生／大学院生／CoSTEP受講生 2 

科学・技術への「潜在的関心層」 1 

科学・技術への高関与層 1 

海外メディア／東京大学の外国人潜在受験者／東京大学との共同研究を検討す

る海外の研究者 
1 

興部町民 1 

子どもをはじめとする市民全般 1 

市民一般 1 

大阪大学教職員 1 

地域在住者／旅行者等（本論文では成人（自閉症スペクトラム）ASD当事者） 1 

駐日の海外メディアや大使館の科学技術アタッシュ 1 

普段は研究にそれほど関心や興味を持っていない層や高校生などの層 1 

総計 62 

 

市民全般を対象とする実践が多いが、職業や年齢、さらには科学・技術への関心度によっ

て対象者層をしぼりこんでいる事例も見られる。 
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評価主体 

「評価主体」の集計結果を以下に示す（表 ５-4）。これは、「誰が評価しているのか」を

表す。 

表 ５-4 評価主体 

評価主体 件数 

実践主体 32 

体験主体 16 

出展者 3 

研究者 3 

登壇者 1 

その他 4 

(空白) 3 

総計 62 

 

「実践主体」が 32件で最も多く、ついで「体験主体」が 16件であった。またそれ以外も

含めて殆どは何らかの意味での「当事者」による評価が行われており、第三者による評価行

為は１件もなかった。 

 

評価対象 

「評価対象」の集計結果を以下に示す（表 ５-5）。これは、評価行為の「対象」となって

いるのが何か、を表す。 

表 ５-5 評価対象 

評価対象 件数 

実践 34 

体験主体 18 

実践主体 2 

プログラム実施施設のスタッフ等 1 

教材 1 

研究者 1 

出展者 1 

体験主体の所属校の教員 1 

(空白) 3 

総計 62 
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「実践」が 34件と最も多く、ついで体験主体が 18件であった。評価主体と評価対象の組

み合わせでクロス集計をとると、最も多いのが「実践主体が体験主体を評価している場合」

で 15件、ついで「体験主体が実践を評価している場合」の 12件、「実践主体が実践を評価

している場合」の 11 件であった。実践主体が評価対象となっている件数が２件しかない。 

 

実践の位置づけ 

これは、実践のテーマとして設定された科学技術の内容について、相対的にそのメリット

を重視してそれを普及・促進する目的の実践（＝促進的）なのか、そのリスクを重視してそ

れに慎重な姿勢を示す目的の実践（＝規制的）なのか、それとも事前にそういった方向性を

決めずに実践のプロセスにある程度委ね、場合によっては複数の（矛盾する）アウトプット

の存在も認める柔軟な目的の実践（＝調整的）なのか、についておおまかに分類したもので

ある。もちろんこの分類は暫定的なものであり、実際には複数の要素が含まれていることが

想定されるので、あくまで今後の実践分類の精緻化に向けての第一歩として位置づけられ

るべきものである。集計結果を以下に示す（表 ５-6）。 

表 ５-6 実践の位置づけ 

科学技術に対する実践の位置付け 件数 

促進的 46 

調整的 13 

規制的 5 

総計 64 

※複数の「位置づけ」を含んでいる実践は多重カウントしたため、総計は 62件を越えてい

る。 

 

「促進的」に分類される実践の件数が大半を占めていることがわかる。このデータに対し、

評価主体、特に実践者もしくは体験者が評価主体となっている場合との間でクロス集計を

取ったのが以下の結果である（表 ５-7）。 

表 ５-7 実践の位置づけ（クロス集計） 

科学技術に対する実践の位置付け 実践者 体験者 総計 

促進的 22 12 34 

調整的 9 4 13 

規制的 5 0 5 

総計 36 16 52 
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「規制的」実践において、体験者が評価主体となっている件数が 0である。これは、実際

に評価が行われなかったのか、それとも行われたが論文の執筆者が焦点化しなかったのか

は明らかではないが、いずれにしても今後の研究に値する結果であると言えよう。 

 

実践の扱うテーマのスケール 

実践の扱う科学技術のテーマが国の科学技術政策、産業政策、社会制度、法律、国際条約

に関するものなのか（＝マクロ）、地域や組織レベルのものなのか（＝メゾ）、個人や小グル

ープレベルのものなのか（＝ミクロ）によっておおまかに実践を分類したものである。もち

ろんこの分類もまた「実践の位置づけ」の場合と同様暫定的なものであり、実際には複数の

要素が含まれていることが想定されるので、あくまで今後の実践分類の精緻化に向けての

第一歩として位置づけられるべきものである。集計結果をいかに示す（表 ５-8）。 

表 ５-8 実践の扱うテーマのスケール 

実践の扱うテーマのスケール 件数 52 

ミクロ 40 

メゾ 33 

マクロ 14 

総計 87 

※複数の「スケール」にまたがる実践は多重カウントしたため、総計は 62件を越えている。 

 

実践の扱うテーマはミクロからマクロまで、幅広く分布していることがわかる。次に、評

価対象との間でクロス集計を取り、評価対象が「実践」「実践主体」「参加主体」となってい

る場合のみを抽出したのが以下の表である（表 ５-9）。 

表 ５-9 実践の扱うテーマのスケール（クロス集計） 

※複数の「スケール」にまたがる実践は多重カウントしたため、総計は 62件を越えている。 

 

こちらもサンプル数が少ないので確定的なことは言えないが、「ミクロ」のスケールを含

                             
52 複数のスケールを含む実践の場合、それぞれ別のものとしてカウントしている。した

がって実践数よりもここでの「総計」の数字のほうが大きくなっている。 

実践の扱うテーマのスケール 実践 実践主体 参加主体 総計 

ミクロ 23 2 10 35 

メゾ 19 0 10 29 

マクロ 6 0 10 16 

総計 48 2 30 80 



82 

 

む実践において、それ以外の場合と比べて「実践」が評価対象となっている割合が相対的に

多く、「マクロ」のスケールを含む実践において、それ以外の場合と比べて「参加主体」が

評価対象となっている割合が相対的に多い傾向が見られる。 

 

第２項 評価手法分析 

つぎに、上記各実践事例の報告資料での記述において、第４章第３節で示した「実践評価

の階層構造における各要素」（表 ４-1）、「実践評価の階層構造における各要素の適切性」（表 

４-2）の各々に関するの言及が存在するかどうかを確認した。結果を巻末の資料２に示す。

これによって、各実践において本研究が実践評価の本質的な特性と位置づける「実践評価の

階層構造における各要素」ならびに「各要素の適切性」が、「論点として記述されているか

否か」を検証する。 

事例単位での集計結果を以下に示す（表 ５-10、表 ５-11）。 

表 ５-10 各実践事例における、実践の階層構造の各要素に関する記述の有無 

記号 項目 内容 記述の有無 

〇 △ × 

a 実践目的 当該実践の達成すべき目的、あるいは当該実践が何らかの

価値を実現するために目指すべき方向 

25 0 2 

b 資源配分

変更 

実践目的を達成するためにより適切な資源配分を行うこ

とを目的とした資源配分の変更 

19 1 7 

c 意思決定 評価情報を利用することによって行われる資源配分変更

の判断のプロセス 

0 0 27 

d 評価情報 「対象情報を、意思決定に資することを目的として特定の

方法で変換する」という評価行為によって得られた情報 

25 0 2 

e 対象情報 評価対象に関するあらゆる情報 7 0 20 

T(e,d) 情報変換 対象に関する情報を意思決定に資する評価情報に変換す

るプロセス（＝狭義の評価行為） 

4 0 23 

M(T) 評価手法 情報変換を実現するための手法 24 0 3 

f 評価目的 当該実践において行われる評価行為の目的 12 0 15 

凡例：〇：記述有り／△：明示的記述は無いが比較的容易に推定可能／×：記述無し 

 

全体として、「「実践目的」「評価手法」「評価情報」「資源配分変更」については概ね言及

されていたが、「評価目的」については 12件（44.4%）しか言及がなく、「情報変換」につい

て言及しているものは極めて少なく 4件（14.8%）であった。また、「意思決定」と「資源配
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分変更」を区別して言及しているものはなく、意思決定についての言及は 0件（0%）であっ

た。「対象情報」については明示的に言及しているものは少なく、7 件（25.9%）であった。 

 

表 ５-11 各実践事例における、実践の階層構造の各要素の適切性に関する記述の有無 

記号 項目 内容 記述の有無 

〇 △ × 

S(b,a) 資源配分変更の適切性 実践目的にとっての資源配分変更の適切性 6 0 21 

S(c,b) 意思決定の適切性 資源配分変更にとっての意思決定の適切性 0 0 27 

S(d,c) 評価情報の適切性 意思決定にとっての評価情報の適切性 4 2 21 

S(T,d) 情報変換の適切性 評価情報にとっての情報変換の適切性 3 0 24 

S(M,T) 評価手法の適切性 情報変換にとっての評価手法の適切性 3 0 24 

S(M,a) 評価手法の最終適切性 実践目的にとっての評価手法の適切性 1 1 25 

凡例：〇：記述有り／△：明示的記述は無いが比較的容易に推定可能／×：記述無し 

 

総じて、どの事例に関しても、適切性についての言及はほとんど見られなかった。その中

でも比較的多く見られたのは「資源配分変更の適切性」（22.2%）であった。 

第４節 考察 

第１章第３節第１項のカテゴリ分類の結果から、次のようなことが言える。 

まず、「実践カテゴリ」「実践目的」の集計結果から、極めて多様な目的の科学技術コミュ

ニケーション実践が行われていることがわかる。そして実践主体の集計結果から大学関係

者が多いことがわかる。この点については、学術雑誌である『科学技術コミュニケーション』

をメタアナリシスの対象としたことのバイアスが反映されていると思われる。「実践の対象」

については、市民全般を対象とする実践が多い。 

一方「評価主体」については、「実践主体」が兼ねている場合が半数以上を占め、第三者

による評価行為は１件もなかった。評価の客観性・多様性という観点から、この分野におけ

る第三者評価の導入が求められていると考えられる。「評価対象」については、実践主体が

評価対象となっている件数が２件しかなかった。これは、実践主体が評価行為において自ら

を省みる、いわゆるリフレクシヴな視点が欠けている可能性を示唆している。 

「実践の位置づけ」に関しては、「促進的」に分類される実践の件数が大半を占めていた。

また、「規制的」実践において、体験者が評価主体となっている件数が 0であった。サンプ

ル数が少ないため限定的なことしか言えないが、規制的実践において体験者を評価主体か

ら排除するような力学が働いている可能性を示唆するものといえるかもしれない。 

一般には、アンケートに回答することによって実践なり実践者なりを評価する評価主体
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が体験者であったとしても、「アンケートへの回答依頼」自体を実践者が行わなければ体験

者は明示的に評価を行う機会を得ることができない。とはいえ体験者は実践において、実践

者からそういった明確な評価の機会を与えられなくとも、内的に実践や実践者の評価を自

然と行っていると考えることはできる。その場合その「内的な評価」が、次回の同様の実践

への参加／不参加の意思決定の根拠となったり、実践体験後の言動や態度変容に結びつい

たりする可能性がある。これらの「暗黙の評価」は無視できない重要な要素であり、それを

どのように救い上げていくかは今後の大きな課題であり、研究に値するものであると言え

よう。 

また、「マクロ」のスケールを含む実践において、それ以外の場合と比べて「参加主体」

が評価対象となっている割合が相対的に多い傾向が見られた。マクロスケールのテーマを

扱う実践は、政策などについて市民の意見を問う目的ものであることが多いことと関係が

あるかもしれない。このことは裏返せば、マイクロスケールのテーマを扱う実践において、

「評価主体」の項目での議論と同様、実践や実践主体を評価するリフレクシヴな視点が相対

的にやや欠けている可能性を示唆しているのかもしれない。 

一般にこのような分類において、各項目における同一の内容の出現頻度とそれらの組み

合わせを分析することによって、評価の現状における課題を炙り出すことが可能となると

いえよう。たとえば、評価コミュニケーションのフィードバックループが閉じている 53とこ

ろには、特定の種類の実践や教育が持続的に強化されやすいメカニズムが存在していると

いえる。従って、そのようなメカニズムに支えられて持続している実践や教育の種類が果た

して望ましいものか、あるいは、望ましい実践や教育を持続させるためには現状を踏まえて

どのような評価コミュニケーションのフィードバックループを設計・実現すればよいか、と

いうリサーチクエスチョンを生み出すことができるのがこの分析の利点である。 

続いて、第３節第２項の評価手法分析の結果からは次のようなことが言える。 

この結果から、評価対象を「情報」として認識し、評価行為を「情報変換」として捉えて

いる、つまり、一連のプロセスを情報論的観点から明示的、自覚的に捉えている実践事例の

論考は極めて少ないと言えよう。また、評価行為を明確に意思決定と結びつけている実践事

例の論考も全く見られなかった。ただしこの点については、「資源配分変更」が意思決定の

「結果」を意味するものであることから、報告者の念頭に評価を利用した意思決定が全く想

定されていなかったと結論付けるのは早計であろう。 

さらに、「評価目的」について言及のない事例が過半数に達したことも特筆に値すべきで

あろう。これは、報告者の過半数が、直截に言えば評価を「無自覚に」「慣例として」行っ

ている可能性を示唆する結果である。 

また、たとえ「評価手法」「評価情報」「資源配分変更」について言及されていても、それ

                             
53 実践に関する評価の「宛先」、つまり評価の利用目的が実践目的との関係において明

確に設定されており、評価情報が意思決定主体に伝達され、行われた意思決定に基づく資

源配分変更が実践主体等に影響を与え、未来の実践に何らかの変化を及ぼす状態を指す。 
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らが本稿で提案した「実践の階層構造のモデル」の観点から適切であるかどうかについて検

討・吟味された報告事例はほとんど無く、評価の「適切性」に関する評価者の意識向上は大

きな課題の一つとなりうるといえよう。 

以上の考察結果をまとめると、以下の 6 点が今回メタアナリシスの対象とした実践事例

の論考における課題として抽出される。 

 

A) 実践評価における第三者評価の不在 
B) 実践者におけるリフレクシヴな視点の不十分さ 
C) 評価目的への明確な意識の不十分さ 
D) 評価に基づく「意思決定」の視点の欠如 
E) 一連の評価プロセスを情報論的観点から明示的、自覚的に捉える視点の欠如 
F) 評価の「適切性」に関する検討・吟味の欠如 

 

今回行った分析はまだ萌芽的なものであり、上記の結果からすぐさま確実性の高い知見

が得られるというものではないが、今後の研究や実践、評価手法開発に対して示唆を与えて

くれるであろう。 

次章では、本章の結果を踏まえ、筆者が中心となって行ってきた科学技術コミュニケーシ

ョン実践において、本章で浮き彫りになった課題へのアプローチに資すると考えられるい

くつかの評価手法を開発し、活動の現場で試行的に実施することによって、それらの手法の

妥当性を検証したアクションリサーチの結果について詳述する。 
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第６章 CoSTEP における多様な科学技術コミュニケーション

実践の評価手法開発事例に関するアクションリサーチ 

第１節 本章の概要 

第１項 本章の概要 

本章では、筆者が中心となって CoSTEPの内外で行ってきた科学技術コミュニケーション

実践において、本研究全体が扱う課題ならびに前章のメタアナリシスで浮き彫りになった

実践評価の問題を念頭に置き、それらの解決に資すると考えられるいくつかの評価手法を

開発し、活動の現場で試行的に実施することによって、それぞれの手法の妥当性を検証した

アクションリサーチの結果について詳述する。 

第２項 本章で採りあげる実践 

筆者自身が企画、実施してきた科学技術コミュニケーション実践と、それらの実践に合わ

せて（前述のような問題意識を踏まえて）同じく筆者が開発し、実施してきたいくつかの評

価手法をケースとして紹介し、本研究全体が扱う課題ならびに前章のメタアナリシスで浮

き彫りになった実践評価の課題に照らし合わせてそれらの妥当性を検証するとともに、そ

れらの手法の本研究に置ける意義を議論する。これらのケースにおける評価手法の開発は、

既存の評価手法の弱点を補い、欠けている部分をカバーすることを目的として行われた。ま

た、対象とする実践は主として筆者が CoSTEPで行っているものとし、いわゆる「アクショ

ンリサーチ」の形を採用することとした。 

本章において採りあげる実践と、それぞれにおいて筆者が独自に開発した評価手法は、次

の通りである（表 ６-1）。このうち①、②、④、⑤が CoSTEPにおける実践であり、③が学

外における実践である。 

なお本章では、サイエンスカフェなどの狭義の「実践」と、CoSTEP でのプロジェクト実

習のような「教育実践」の双方を取り上げている。当然のことながら「実践の評価」と「教

育の評価」は異なるものであるが、科学技術コミュニケーションの現状としては、実践者が

実践（＝科学技術コミュニケーションのイベント実施やコンテンツ制作等）と学習（＝教育

プログラムの受講）を同時に、かつ関連付けながら（学習の成果を実践として実施する、実

践のプロセスを学びに結びつける等によって）行っていることが極めて多く、活動の実態に

即してこれらを一体的に捉えることには一定の意義があると考えた。 

また、CoSTEP で実施したケースをアクションリサーチの主たる対象としたのは、CoSTEP

の特徴が前段の議論に対応した、実践と教育を重ねあわせたプログラム設計となっている



87 

 

こと、とりわけ、日本の科学技術コミュニケーター養成プログラムの中では最も実践を重視

するものの一つでありながら、理論と実践を対応付けたカリキュラムの実効性・体系性にお

いても高い評価を得ていること 54、ならびに筆者が実践プログラムの企画・設計・運営を主

導的に行えるため、本論文のテーマに即した実験的な実践手法や評価手法、分析手法の導入

が容易であることがおもな理由である。 

 

表 ６-1 アクションリサーチの実践事例（ケース）ならびにそれぞれの評価手法の特徴一覧 

 実践の名称 開発した評価手法 評価手法の特徴 元になった論文

等 

① サイエンス・カフェ札

幌（アンケート分析） 

要因分析型アンケート

調査の実施と分析 

• 要素間相互連

関 

• 評価の発見的

機能 

※初出 

② プロジェクト実習「環

境学習の場のデザイン

と評価 

事前・事後の「目的―手

段」階層構造の描出と比

較による自己評価 

• 事前事後比較 石村ら(2009) 

③ リスクコミュニケーシ

ョンのためのパターン

ランゲージ制作ワーク

ショップ 

目標の自己設定と自己

評価ならびに結果の相

互共有 

• 事前事後比較

＋体験共有 

石村(2012) 

④ 選科 A集中演習 多重リフレクション • 事前事後比較

＋体験共有＋

リアルタイム

フィードバッ

ク 

Ishimura ら 

(2012) 

⑤ サイエンス・カフェ札

幌 （モニターによる

評価） 

CoSTEP 修了生をモニタ

ーとした第三者評価 

• 第三者視点 石村(2013) 

 

また、この 5つのケースのそれぞれの本研究全体における位置づけを以下に整理する。前

章で明らかにした課題（下記 A～F）のいずれに対して、それぞれのケースが対応を試みて

いるかも明記した。 

A) 実践評価における第三者評価の不在 
                             
54 特に文献等で言及されているわけではないが、受講生へのアンケート結果や、個人的

に受け取ったコメントなどからそのように推察した。 
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B) 実践者におけるリフレクシヴな視点の不十分さ 
C) 評価目的への明確な意識の不十分さ 
D) 評価に基づく「意思決定」の視点の欠如 
E) 一連の評価プロセスを情報論的観点から明示的、自覚的に捉える視点の欠如 
F) 評価の「適切性」に関する検討・吟味の欠如 
 

 

表 ６-2 各ケースの本研究全体における位置づけ 

 ケース 当該ケースの研究全体における位置づけ 前章の課題への対応 

① サイエ

ンス・

カフェ

札 幌

（アン

ケート

分析） 

専門家と市民の間の双方向的コミュニケー

ションの構築と深化を目的とした実践プロ

グラムへの参加者を実施対象としたアンケ

ート調査によって参加者の「コミットメント

の深さ」、実践プログラムの各構成要素とこ

の「コミットメントの深さ」との相関関係、

ならびに各構成要素間の相関関係などの評

価情報を得て、それを参照した意思決定によ

る資源配分変更によって実践目的の達成に

寄与することのできるような評価手法を開

発、実施、検証する。 

・ 評価目的への明確な意識（課題 C） 

・ 「意思決定」の視点の導入（課題 D） 

・ 情報論的観点の導入（課題 E） 

・ 「適切性」に関する検討・吟味（課題 F） 

② プロジ

ェクト

実 習

「環境

学習の

場のデ

ザイン

と評価 

実践の担い手である科学技術コミュニケー

ターの人材育成のプロセスに注目し、実践者

の「学習」（＝教育実践）評価に焦点を当て

る。これは、第４節で述べたように、科学技

術コミュニケーションにおいて実践と教育

には極めて密接な関係があることを踏まえ

たものである。 

ケース①で扱ったのはあくまで実践の参加

者へのアンケートの分析に基づいた「短時

間」の実践プログラム体験に基づく評価行為

であったので、そこから実践の担い手である

科学技術コミュニケーターの学習プロセス

に関する評価情報を導き出すことは不可能

であった。 

そこでケース②では、科学技術コミュニケー

・ リフレクシヴな視点の導入（課題 B） 

・ 評価目的への明確な意識（課題 C） 

・ 「意思決定」の視点の導入（課題 D） 

・ 情報論的観点の導入（課題 E） 

・ 「適切性」に関する検討・吟味（課題 F） 
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ターを直接対象とした、「一年間」というタ

イムスパンにおける評価手法を採り上げる

ものとする。 

③ リスク

コミュ

ニケー

ション

のため

のパタ

ーンラ

ンゲー

ジ制作

ワーク

ショッ

プ 

ケース②では、一年間という長期のタイムス

パンにおける実習プログラムの事前事後に

自己評価を行う評価手法を扱ったが、ケース

③では、これを三日間という短期間のワーク

ショッププログラムにおいても適用可能で

あることを検証する。また、この短期間にお

ける参加者の学習に関するより多くの、そし

て（前節での課題であった）一定程度の客観

性を担保する評価情報を抽出するために、ワ

ークショップの個々の参加者の成果物（体

験）である「パターンランゲージ」に注目す

るものとする。 

・ リフレクシヴな視点の導入（課題 B） 

・ 評価目的への明確な意識（課題 C） 

・ 「意思決定」の視点の導入（課題 D） 

・ 情報論的観点の導入（課題 E） 

・ 「適切性」に関する検討・吟味（課題 F） 

④ 選科 A

集中演

習 

本ケースで扱う集中演習は、三日間で最大限

の効果を上げることが求められている。ま

た、一年間の教育プログラムで一回きりの演

習である。したがって評価に関しても、その

「利用」という観点から、演習終了後に学習

者へのフィードバックを行うのではなく、で

きるだけ演習期間中の、それも、短い遅延時

間でのフィードバックを与えることが望ま

しい。 

一方、ケース③で扱った学習者の成果物で

ある「パターンランゲージ」は、評価の客観

性を担保するだけではなく、それ自体、学習

者同士で共有することで相互の学習を促す

と同時に自らの学習成果をリフレクション

する一種の「評価機能」を持っていたと考え

られる。 

そこでケース③の結果を敷衍し、本節のケー

スにおいては学習者の体験と成果物の可視

化と共有をできだけリアルタイムに近い形

で行うことによって評価情報のフィードバ

ックを効果的かつ再帰的に新たな学習に結

・ リフレクシヴな視点の導入（課題 B） 

・ 評価目的への明確な意識（課題 C） 

・ 「意思決定」の視点の導入（課題 D） 

・ 情報論的観点の導入（課題 E） 

・ 「適切性」に関する検討・吟味（課題 F） 
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び付ける、という評価手法の開発と運用に焦

点を当てることとする。 

⑤ サイエ

ンス・

カフェ

札 幌 

（モニ

ターに

よる評

価） 

ケース①～④では、実践者、学習者本人、も

しくは実践への参加者、つまり何らかの意味

での「直接の当事者による評価」を扱ってき

た。これは、実践評価の趣旨を考えるならば

自然なことであるが、他方、これだけでは当

事者の持ちうる視野の限界が、そのまま評価

の限界を規定することになってしまいかね

ない。そこで本ケースにおいては、当事者で

はない「第三者」による評価を取り入れた評

価手法の開発に焦点を当てることとする。 

・ 第三者評価の導入（課題 A） 

・ リフレクシヴな視点の導入（課題 B） 

・ 評価目的への明確な意識（課題 C） 

・ 「意思決定」の視点の導入（課題 D） 

・ 情報論的観点の導入（課題 E） 

・ 「適切性」に関する検討・吟味（課題 F） 

 

この５つのケースついて、それぞれケーススタディを行った結果を以下に詳述する。 
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第２節 ケース１：「サイエンス・カフェ札幌」参加者に対する要因分析型アンケ

ートの実施 

第１項 本節の概要 

本節では、サイエンスカフェの参加者の体験価値とそれを構成すると想定される多様な

要因間の関係を明らかにすることを目的とし、同目的において設計されたアンケート調査

を北海道大学 CoSTEP 札幌第 84 回サイエンス・カフェの参加者を対象として実施し、得ら

れた回答内容について報告し、その分析結果について考察する。 

なお、本節での分析は、あらかじめ評価目的として定めることのできないものを探索する

という部分を含んでおり、「評価の発見的機能」に焦点を当てたものになっていることに留

意されたい。 

第２項 「サイエンスカフェ」とは 

サイエンスカフェとは、「科学技術の専門的内容についての専門家・市民・ステークホル

ダーの対話の場」を指すが、従来の講演会形式のものとは一線を画した双方向性を重視する

ところに大きな特徴がある。1990 年代後半にフランスの「カフェ・フィロソフィーク」を

モデルにした「カフェ・シアンティフィーク」としてイギリスで草の根的にはじまったが、

日本でも 2005年頃から一気に全国各地で行われるようになり、今ではその開催数は 1年に

1000 回を越えるようになってきている（サイエンスカフェのイギリスでの動向ならびに日

本国内での普及に関しては、中村(2008)に詳しい）。 

このように、科学技術コミュニケーションにおいて双方向のコミュニケーションが重視

されているのには理由がある。これについては第 1章で詳述したが、ここでも簡単に述べて

おきたい。 

かつて政府や科学者は、専門家の言うことを黙って聞いて知識を吸収していれば間違い

ないという態度で市民に接していた。このようなコミュニケーションスタイルを「欠如モデ

ル」と言う。イギリスでは、1820年代からマイケル・ファラデーによる若者向けの「クリス

マスレクチャー」が行われてきており、ここに科学技術コミュニケーションの起源を求める

ことはできるが、このようなレクチャーは原則的には「啓蒙型」のコミュニケーションであ

り、大きく分類すれば欠如モデル的であったと言わざるを得ない（小林 2007, pp.36-39)。 

しかしイギリスで BSE 問題が起こったとき、そのようなスタイルで「安全」を喧伝してい

たところ、それが事実に反することが判明してしまい、一気に専門家に対する信頼が崩れて

しまうという大きな失敗があった（小林 前掲, pp.40-47)。一方で、20世紀後半以降科学

技術の社会に対する影響が大きくなるにつれ、「科学によって問うことはできるが、科学に

よって答えることのできない問題群の領域」＝「トランス・サイエンス」がクローズアップ

されてきた（小林 前掲, pp.121-128)。 



92 

 

このような状況下では、欠如モデルに基づいたコミュニケーションスタイルではうまく

いかないことが徐々に明らかになり、より市民参加型の、双方向性を重視したコミュニケー

ションを専門家と非専門家の間で行うことが求められるようになってきた。その象徴が「サ

イエンスカフェ」なのである 55。 

もちろんサイエンスカフェを実施するだけでトランスサイエンス問題が解決されるわけ

ではない。実際には、コンセンサス会議や討議型世論調査など、トランスサイエンス問題に

より特化した科学技術コミュニケーションの手法が開発され、併用されている。 

しかし、サイエンスカフェはなにより、これらの手法と比べて気軽に実施できるのが利点

である 56。長期的に見れば、サイエンスカフェのような機会を多数設けることによって、専

門家と双方向のコミュニケーションを行う慣習が社会に根付き、市民が「科学技術とのより

よいつきあい方」を身につけていくことが期待されている。 

第３項 「サイエンス・カフェ札幌」とは 

CoSTEP では、受講生の科学技術コミュニケーション教育、ならびに北海道大学の広報・

社会貢献活動の一環として、「サイエンス・カフェ札幌」という、科学技術の話題について

街中でコーヒーを片手に気軽に語り合う双方向のイベントを受講生が主体的に運営するこ

とによって定期的に実施している。 

サイエンス・カフェ札幌の実施回数は 2005 年 10 月以来 97 回を数えている（2017 年 11

月 16日現在）。札幌駅前の sapporo55ビル 1階ロビー（紀伊國屋書店札幌本店前）で、通常

土曜日もしくは日曜日の午後に１時間 30分ほどの時間を設けて開催され、年間の開催回数

は６回ないしそれ以上である。対象は一般市民で、参加費は無料、定員は 80名程度である

57。原則として、毎回北海道大学の研究者をゲストに迎えて開催している（図 ６-1、図 ６-2）。

2015 年には、このサイエンス・カフェ札幌の取り組みがグッドデザイン賞を受賞する 58な

ど、社会的評価も高い。 

「サイエンス・カフェ札幌」では、質問カードを参加者に配付して記入してもらったり、

ファシリテーターと呼ばれる進行役がゲストの研究者と参加者の間を取り持ったりして、

双方向のコミュニケーションを促進する工夫を随所に凝らしている。 

                             
55 サイエンスカフェとは「「科学技術を社会に伝える」ことに重きを置いてきた従来の

コミュニケーションとは、正反対の志向をもったもの」であり「科学技術を、そのホーム

である研究室や教室から引き離し、専門家たちとは異なる視点、そして参加者同士でも異

なる視点からテーマの意味を多角的に問いただし、議論する場」「フラットで多方向的な

相互学習の場」であるとされている (平川 2010)。 
56 「一般的イベントを企画運営することはたいへんなことのように感じると思います

が、サイエンス・カフェの理念と形式を参考にしていけば、それほど難しいことではない

のです」 (岡橋 三上 2007) 
57 実際には 100 名程度集まることも多い。 
58 http://www.g-mark.org/award/describe/43247（2018 年 2 月 9 日確認） 
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CoSTEP の主たるミッションは科学技術コミュニケーターを養成することであり、そのた

めに「北海道大学科学技術コミュニケーター養成プログラム」（このプログラムの略称も

「CoSTEP」）を運営しているが、サイエンス・カフェ札幌の企画・実施はこのプログラムの

一部の「サイエンスカフェ実習」として位置づけられており 59、受講生が教員の指導を受け

ながら、サイエンスカフェの企画・準備・運営に取り組んでいる。 

 

図 ６-1 サイエンス・カフェ札幌（ゲストとファシリテーター） 

 

図 ６-2 サイエンス・カフェ札幌（参加者） 

                             
59 2012 年度当時。 
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第４項 「第 84回サイエンス・カフェ札幌」の実施概要 

本節の考察対象である、第 84 回サイエンス・カフェ札幌の実施概要は以下の通りである。 

 

タイトル：第 84回サイエンス・カフェ札幌 

「数学のメガネで生物を見てみよう！ ～数理モデルで解き明かす自然界の謎～」 

日時：  2015年 11月 19 日（木） 18:00～19:30（開場 16：30） 

場所：  紀伊國屋書店札幌本店 1階インナーガーデン 

ゲスト： 秋山正和さん（北海道大学電子科学研究所附属社会創造数学研究センター助教） 

聞き手： 石村源生（CoSTEP 准教授 60） 

定員：  80名 

申込：  不要 

参加費： 無料 

概要説明： 

生物の精妙な形はどうやって決まっているのでしょうか？生物が巧みに動くことができ

るのはなぜなのでしょうか？そこには、何か一つの「設計図」や「プログラム」のようなも

のがあって、そこから指令がでているのでしょうか？生物をいくらじっくり眺めていても

なかなかその謎は解けません。 

今回は、北海道大学電子科学研究所助教の秋山正和さんをお招きして、このような生物の

形や動きの謎を、数学によって解き明かす研究についてお話をうかがいます。 

秋山さんは、粘菌、ナメクジ、ゾウリムシ、ショウジョウバエ、カブトムシなど、様々な

生物の形や動きを「数理モデル」と呼ばれる手法で表現し、そのモデルを調べることによっ

て実際の生物の形や動きがつくられていくしくみを解明しようとしています。 

今回のカフェでは、生物の体の中の小さな部分どうしが簡単な規則にのっとってお互い

に影響を与え合うことで、まるで完成形がわかっていたかのような精妙な形や巧みな動き

が自然に生まれてくるメカニズムについて、みなさんと一緒に考えていきます。 

  

                             
60 実施当時。 
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図 ６-3 第 84 回サイエンス・カフェ札幌の様子（１） 

 

 

 

図 ６-4 第 84 回サイエンス・カフェ札幌の様子（２） 
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第 4章での議論に基づいて、本ケースのアクター間の関係と評価コミュニケーションの構

造を以下のように図式化する（図 ６-5）。 

 

 

図 ６-5 本実践における各アクター、評価、評価情報、ならびに資源の配分変更の位置づけ 

 

第５項 参加者を対象とした「要因分析型」アンケート調査の設計と実施 

サイエンス・カフェ札幌において、科学技術コミュニケーターは実践の質の向上のため

の資源の配分変更を意思決定するために有効な情報を、実践のもたらしたアウトカムから

得る必要がある。一般のアンケートでは「満足度」といったものが聞かれることが多いが、

前述のように、それではどこをどう改善すればよいのか指針を得ることができない。オペレ

ーションの稚拙さなどについては自由記述欄などで指摘してくれる参加者もいるが、肝心

の中身について有効な情報を引き出すことは難しい。 

ところで、科学技術コミュニケーションにおいて常に問題になるのは、「正確さと分かり

やすさのトレードオフ」である、正確さを優先すると非専門家にとって理解しがたいものに

なりがちであり、かといってわかりやすさを優先すると科学的な正確さを損ない、参加者に

誤解を招いたり、そもそも専門家からその実践を参加者に提供することの承認を得られな
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かったりすることもある。また、参加者は多様なので人によっても適切なトレードオフの位

置は異なる。 

そこでわれわれは、サイエンスカフェの内容が「どの程度難易度が高かったか」「どの程

度理解できたか」といった要因が、参加者の満足度、リピート要求にどの程度影響を与えて

いるかを調べることによって、「サイエンスカフェの参加者」という集団に対してどの程度

の内容の難易度が適切なのか、どこまでの難易度ならば許容されるのか、といったことを推

定する手掛かりを得て、適切なトレードオフ設定し、それを次回以降のサイエンスカフェの

企画・準備・運営の目標とするための適切な資源配分を行うために活用する、という「評価

の目的」を設定し、それを可能にするための評価手法を開発することとした。 

われわれは本サイエンスカフェプログラム終了後、参加者に対してアンケート調査を実

施した。アンケートの設計において、通例であれば前述のように「満足度」のような指標を

持ってして実践評価とすることが多い。これはこれで重要な評価指標であることに異論は

ないが、これだけだと、もし評価が低かった際にどこを改善すればよいのか、参加がどのよ

うな体験価値を得たのか、それは何が要因なのか、といったことが全くわからない。また、

こういったことは、そもそも実践の目的が明確に定まっていないと議論できない。 

そこで本実践においては、第１章第２節第２項に示したサイエンスカフェの哲学、ならび

に第３項で示したサイエンス・カフェ札幌のコンセプトを要約する形で、実践の目的を「専

門家と市民の間の双方向的コミュニケーションの構築と深化」と位置付けることとした。さ

らに、それに対応する形で、以下の通り資源配分変更と意思決定の内容を定めた。 

 

表 ６-3 評価に関わる資源配分変更と意思決定の内容 

記号 項目 定義 本実践における具体的内容 

a 実践目的 当該実践の達成すべき

目的 

専門家と市民の間の双方向的コミュニケーシ

ョンの構築と深化 

b 資源配分

変更 

実践目的を達成するた

めにより適切な資源配

分を行うことを目的と

した資源配分の変更 

「サイエンス・カフェ札幌」という実践プロ

グラムを構成する要素のうち、実践への参加

者のより深いコミットメントを促す可能性の

あるものにより多くの資源を配分するよう

に、資源の配分を変更する。 

c 意思決定 評価情報を利用するこ

とによって行われる資

源配分変更の判断のプ

ロセス 

評価情報を参照することにより、参加者のよ

り深いコミットメントを促すと期待される要

素に、実践に投入しうる資源全体の中からよ

り多くの資源を配分することを決定する。 

 

さらに上記前提を踏まえ、以下の通り実践評価の枠組み（評価情報、対象情報ならびにそ
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れらの間の情報変換の内容）を定めた。 

 

表 ６-4 評価情報、対象情報ならびにそれらの間の情報変換の内容 

記号 項目 定義 本実践における具体的内容 

d 評価情報 「対象情報を、意思決定

に資することを目的と

して特定の方法で変換

する」という評価行為に

よって得られた情報 

参加者の「コミットメントの深さ」、実践プロ

グラムの各構成要素（特に、満足度、理解度、

難易度、再体験希望度などの体験価値や体験

感の解釈）とこの「コミットメントの深さ」と

の相関関係、ならびに各構成要素間の相関関

係（あるいはこれらを部分的にでも反映する

と考えられる代替的指標） 

e 対象情報 評価対象に関するあら

ゆる情報 

「サイエンス・カフェ札幌」に関するあらゆ

る情報 

T(e,d) 情報変換 対象に関する情報を意

思決定に資する評価情

報に変換するプロセス

（＝狭義の評価行為） 

「「サイエンス・カフェ札幌」に関するあらゆ

る情報」のうち「参加者の体験の総体」に関す

る情報を、参加者の「コミットメントの深さ」、

実践プログラムの各構成要素とこの「コミッ

トメントの深さ」との相関関係、ならびに各

構成要素間の相関関係に変換する。 

 

上記情報変換を実現するための評価手法の設計について、以下のように基本方針を定め

た。 

 

表 ６-5 評価手法の基本的な内容 

記号 項目 定義 基本的な内容 

M(T) 評価手法 情報変換を実現するた

めの手法 

「参加者の体験の総体」に関する情報を評価

情報に変換する目的で設計され、「サイエン

ス・カフェ札幌」への参加者を実施対象とし

た、プログラムの体験価値全般ならびにそれ

を構成すると考えられる重要な要素について

の回答を求めるアンケート調査（選択式＋自

由記述式） 

 

これらをまとめて、本実践の評価目的を以下のように定めた。 



99 

 

 

表 ６-6 評価目的 

記号 項目 定義 内容 

f 評価目的 当該実践において行わ

れる評価行為の目的 

「サイエンス・カフェ札幌」への参加者を実

施対象としたアンケート調査によって評価情

報を得ること。さらに、この評価情報を参照

した意思決定による資源配分変更によって、

実践目的の達成に寄与すること。 

 

これらの表における項目間の関係を端的に整理したものが図 ４-7であるが、これを以下

に図 ６-6として再掲する。 

評価行為 
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図 ６-6 評価行為を構成する各要素間の関係（※図 ４-7 の再掲） 

 

上記の評価の基本方針に基づき、回答結果から参加者の体験をもたらした要因を分析で

きるように設問項目を設計したアンケート調査（＝「要因分析型」アンケート調査）を開発、

実施した。 

アンケートの設計にあたっては、以下の項目について 5段階での選択回答を求めた。 

 

1. カフェの満足度 
2. カフェの難易度 
3. カフェの面白さ 
4. 「数学」についての興味 
5. 「数理モデル」についての理解が深まったか 



101 

 

6. 今後もカフェのテーマとして「数学」を採り上げてほしいか 
 

一般に、これらの設問に対する回答間の相関は高いものと予想されるが、逆にそこからの

差異によって（例：難易度が高すぎると感じたにも関わらず満足度が高い、等）参加者の多

様性を認識したり、カフェの内容にどの程度までの自由度が許容されるのかを把握したり、

といった、今後のカフェのよりよい設計、準備、運営の可能性を探索するための情報が得ら

れると考えた。 

実際に作成したアンケートは以下の通りである（図 ６-7、図 ６-8）。 
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図 ６-7 サイエンス・カフェ札幌 アンケート（表面） 
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図 ６-8 サイエンス・カフェ札幌 アンケート（裏面） 
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第６項 アンケートの回答結果の分析と考察 

アンケートの回答結果を示し、順を追って考察を加える。特に、回答項目間の相関関係に

着目する。ただし、一回のカフェのデータをもってして回答項目間の相関関係について確か

らしい推定をすることはできないため、今回の分析と考察は、このような「要因分析型アン

ケート調査」からどのような洞察が得られる可能性があるか、どのような仮説を有力なもの

として立てうるか、ということを探索することを目的とするに留める。 

なお本項は、「満足度」といった単純な指標からだけでは得られない資源配分変更のため

の、意思決定の指針となるような評価情報を得るための有効な「情報変換」について、事例

をもとに解説した部分であり、本論文の主張の中核的な部分を支える位置づけとなるため、

できるだけ詳細に分析と考察を記述することととした。 

イベントには約 80 名の参加があったと推定され、回収数が 51 であったので、回収率は

約 64％であった。 

まず全体の「満足度」については、98％の回答者が「満足」もしくは「どちらかといえば

満足」と回答していた（図 ６-9（有効回答数 49））。 

 

 

図 ６-9 今回のカフェの満足度 
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次に、「今後もサイエンス・カフェ札幌のテーマとして「数学」を採り上げてほしいと思

うか」という設問に対する回答結果とクロス集計した値を示す（図 ６-10）。 

 

 

図 ６-10 今回のカフェの満足度（「数学再希望度」別） 

 

満足度が高い回答者群の方が今後もサイエンスカフェのテーマとして「数学」を採り上げ

ることをより強く「再希望」していることが分かる。これは当然といえば当然の結果だが、

このように改めて回答結果として明らかになったことには意義がある。 
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するのは適切ではないが、これは「“今回のカフェが満足だったからこそ”もう十分だ。今

度は別のテーマのものに参加したい」ということなのかもしれないし、「満足だったのは別

の要因によるものであり、数学というテーマには実はそれほど魅力を感じていない」という

ことなのかもしれない。 

いずれにせよ、「満足度」という指標が「実際には」何を意味しているのか、を再考する

契機を与えてくれる結果であるといえよう。 
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次に、「今回のカフェの面白さ」の結果を示す（図 ６-11（有効回答数 48））。 

 

図 ６-11 今回のカフェの面白さ 

100％の回答者が「面白かった」もしくは「どちらかといえば面白かった」と回答してい

る(それぞれ 77%、23%)。 

これを「満足度」に対する回答結果とクロス集計するとどうなるだろうか（図 ６-12）。 

 

 

図 ６-12 今回のカフェの面白さ（満足度別） 
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サイエンスカフェという実践の評価において「満足度」を決定する要因がかならずしもカフ

ェの「面白さ」だけではない可能性を示唆する大変興味深い結果である。この結果から例え

ば、「カフェの内容自体は面白かったが会場が寒かったのでイベント全体を手放しで「満足」

と評価することはできない」「カフェの内容自体は「面白かった」といえるほどではないが

スタッフの心配りや会場の雰囲気が良かったので（あるいは面白さについてはテーマが難

しいことが前もってわかっておりもともと期待値がそれほど高くなかったので）全体とし

ては「満足である」」などといった「総体としての体験」の可能性を推測させられる。こう

いった結果を手がかりに、参加者にとっての実践の満足度を構成している諸要因を探索す

るような手法を生み出していくことができるかもしれない。 

 

次に、「「数理モデル」についての理解は深まったか」という設問への回答結果を示す（図 

６-13（有効回答数 44））。 

 

 

図 ６-13 今回のカフェの理解度 

 

「深まった」（50%）もしくは「どちらかといえば深まった」（39%)という回答が全体の 89％

を占めた。 

これに対して「満足度」に対する回答とのクロス集計を行った（図 ６-14）。 

 

0

5

10

15

20

25

3 4 5

回
答
者
数

（
人
）

理解度

どちらともいえない どちらかといえば

深まった

深まった



108 

 

 

図 ６-14 今回のカフェの理解度（「満足度」別） 

 

理解度が高い回答者群のほうが満足度が高い傾向が見られるが、注目すべきは「どちらと

もいえない」としている回答者がいずれも「満足」もしくは「どちらかといえば満足」と回

答している点である。これは少数回答とはいえ、必ずしも狭い意味での「内容を理解する」

という体験を得られなくとも、テーマの深遠さに触れる、などといったことを契機として満

足度が高まる可能性があることを示唆する。この結果は、従来の科学技術コミュニケーショ

ン実践において、「難しいことを分かりやすく伝える」という目標は極めて重視されてきた

が、それとは異なる代替的な、それでいて高い体験価値を提供するコミュニケーションの可

能性を構想する契機となるかもしれない。 

このアンケートの設計・分析手法の重要な点は、このような「評価の発見的機能」にある。

つまり、評価が単に「現状の実践」を固定化してその継続を守ったり、現状の延長線上に微

調整的な改善を積み重ねたりする目的で活用されるだけではなく、実践者の想像の範囲内

に無かった新しい手法についての手がかりをアンケート回答の中に発見することができる

可能性を内包しているところである、と言うことができよう。 

さらに「理解度」と「面白さ」に対する回答のクロス集計を行った結果を以下に示す（図 

６-15）。 
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図 ６-15 今回のカフェの理解度（「面白さ」別） 

 

こちらも、「満足度」との間でクロス集計を行った場合と同様の結果が得られた。つまり、

理解度に関して「どちらともいえない」としている回答者がいずれも「面白かった」もしく

は「どちらかといえば面白かった」と回答している。一般に、「面白さ」は「満足度」より

一層サイエンスカフェの内容そのものに直結する評価指標であると考えられるため、前述

の「必ずしも狭い意味での「内容を理解する」という体験を得られなくとも成立する代替的

な科学技術コミュニケーションの可能性」について、この結果からより強い示唆が得られた

と解釈することができよう。 
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次に「今回のカフェの難易度」に関する回答結果を示す（図 ６-16（有効回答数 51））。 

 

 

図 ６-16 今回のカフェの難易度 

 

「ちょうどよかった」という回答が全体の 80%を占めた。「「どちらかといえば難しすぎた」

から「どちらかといえば簡単すぎた」の範囲に収まった回答者は全体の 98%であった。サイ

エンスカフェのような科学技術コミュニケーション実践は、内容が難しすぎても参加者と

のコミュニケーションに支障がでるが、逆に易しすぎても参加者の知的好奇心や情報要求

を満たすことができず、結果として体験価値が低下することになる。従ってこの結果は、今

回のカフェの内容の難易度設定が適切であったことを支持するものであるといえよう。「簡

単すぎた」と回答した参加者が 1名のみいたが、この回答者の自由記述欄に「一般の人向け

なので大学院で生命科学を研究している人には易しすぎる（当然）」とあることから、専門

知識を持った参加者であったことがわかる。しかし「（当然）」と書いているように、そのこ

とに不満を持っているわけではなく、むしろこの回答者は今回のカフェを「満足」「面白か

った」と評価しており、その理由として「面白さ」についての設問の自由記述欄（選択式回

答の理由を記入する欄）に「数理モデルという専門的な概念を数式を使わずに説明している」

と書いている。つまり、この参加者は、主催者が科学技術コミュニケーション実践によって

伝えようとした（参加者と共有しようとした）科学技術の「内容」のみならず、まさにこの

イベントを「科学技術コミュニケーション」として享受したことが窺い知れる。ほんの一事

例ではあるが、このようなメタ的な体験価値を提供しうることも、科学技術コミュニケーシ

ョン実践の可能性であり醍醐味の一つでもあることを再確認させられる結果だといえよう。

これも「評価の発見的機能」の一つであるといえる。 

次に、クロス集計の結果を考察する。まず、「満足度」に関する結果を以下に示す（図 

６-17）。 
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図 ６-17 今回のカフェの難易度（「満足度」別） 

 

「ちょうどよかった」と回答した群の満足度が高いのは当然といえば当然だが、サンプル

数が少ないとはいえ、「どちらかといえば簡単すぎた」「どちらかといえば難しすぎた」と回

答した群と比較すると、圧倒的に「満足」の回答比率が高い。これは、科学技術コミュニケ

ーションにおいて適切な難易度を実現すること（＝難しすぎず、簡単すぎず）が極めて重要

であることを改めて強く認識させられる結果である。 

しかし一方で、実は「どちらかといえば簡単すぎた」「どちらかといえば難しすぎた」と

回答した群においてもすべての回答が「満足」ないし「どちらかといえば満足」で占められ

ており、決して評価が低いわけではない。もちろん今回のカフェに限って言えばおしなべて

参加者の満足度が「高すぎる」ために、他の要因による差が見えにくくなっている（＝天井

効果）可能性は否めないであろうが、例えそうだとしてもこの結果は、前段で述べたことと

矛盾するようではあるが、ただ単に内容をわかりやすく伝えるだけが科学技術コミュニケ

ーションの適切な目標というわけではないという、先ほどから繰り返し述べている可能性

を補強する材料にもなるであろう。今後も「わかりやすさ」にこだわりすぎない、多様な科

学技術コミュニケーションによる体験価値創造の可能性を追求していきたい。 

続いて、「理解度」に関する結果を以下に示す（図 ６-18）。 
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図 ６-18 今回のカフェの難易度（「理解度」別） 

 

難易度について「簡単すぎた」と回答したものは一件しかないので除外するとして、それ

以外に関しては「ちょうどよかった」と回答したものが最も「理解度が深まった」と回答し

ている割合が高い。当然といえば当然だが、この結果から、内容が簡単すぎても難しすぎて

も効果的な学習が生じにくいことが示唆される。とはいえ、「「理解度が深まった」という実

感があることを根拠として難易度が「ちょうどよかった」と回答している」という逆の因果

関係の可能性も考えられるため、この評価情報を今後のカフェの設計に活用するには、「理

解度」を構成する要因についてさらなる調査と分析が必要であろう。 

次に「数学についての興味」に関する回答結果を示す（図 ６-19（有効回答数 39））。 
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図 ６-19 数学への興味 

「興味がある」「どちらかといえば興味がある」という回答が全体の 77%を占めた。最も

多かったのは「どちらかといえば興味がある」で、41％、ついで「興味がある」の 36%だっ

た。一方で「どちらかといえば興味がない」と答えた回答者は 5%であり、「興味がない」と

答えた回答者はいなかった。平均よりやや数学に興味があるが、マニアというほどではない、

といった層が今回のサイエンスカフェの参加者の中心層であったことが窺える。 

このアンケートはサイエンスカフェのプログラム終了後に実施したものであるが、この

問い自体は参加者の日常的な数学への興味の度合いを問うものであり、いわば「実践を体験

する前」の参加者の状態、初期状態 61を表しているといえる。注目すべきは、この初期状態

の違いが、個々の参加者の実践の体験にどのような影響を及ぼしているか、という点である。 
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まず、「満足度」とのクロス集計を見てみたい（図 ６-20）。 

 

 

図 ６-20 数学への興味（「満足度」別） 

 

概ね、もともとの興味が強いほど満足度が高くなっている。かなりきれいな形で、参加者

の初期状態（＝数学に興味があるかないか）とサイエンスカフェに参加しての満足度の関係

が現れていることが見て取れる。しかし一方で、「どちらかといえば興味がない」「どちらと

もいえない」という初期状態の参加者に対してでも、実践内容を工夫することで「満足」「ど

ちらかといえば満足」と評価されるような体験価値を提供しうることが示唆された。 

次に、「面白さ」とのクロス集計を示す（図 ６-21）。 

 

図 ６-21 数学への興味（「面白さ」別） 
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「興味がある」「どちらかと言えば興味がある」と回答した 2群を比較する限りでは、よ

り興味が強いほうがカフェを面白いと感じたように思われる。しかし「どちらともいえない」

「どちらかといえば興味がない」と回答した 2群を見ると、全員「面白かった」と回答して

いる。これは注目に値する結果である。つまりこの結果は、「数学に興味があるとはいえな

い」という初期状態の参加者に対してであっても、「面白かった」という評価を得られるよ

うな体験価値を提供しうるということを意味しているのである。そうであるならばこれら 2

群の参加者に焦点を絞って、プログラムのどのような部分をなぜ面白いと感じたのかを詳

細に調査・分析することで、新しい科学技術コミュニケーションの実践手法を開発する糸口

をつかめるかもしれない。 

この結果もまた、前述の「評価の発見的機能」を表していると言えよう。この結果からこ

れまで想定していなかった「「数学に興味があるとはいえない」という初期状態の参加者に

対してであっても、「面白かった」という評価を得られるような体験価値を提供しうる」と

いう仮設を構築することができ、その要因は何であるかというリサーチクエスチョンを新

たに立てうるのである。 

次に、「数理モデルについての理解度」とのクロス集計を示す（図 ６-22）。 

 

 

図 ６-22 数学への興味（「理解度」別） 
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集計の結果と比較すると、実践において参加者が「面白さ」を体験することよりも「理解」

を体験することのほうが、よりそのテーマに関する興味の初期状態の影響をうけやすいの

ではないか、という仮説をたてることもできよう。 
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技術知識の習得や科学技術コミュニケーションに向けての「動機づけ」に対して相対的に大

きな効果を発揮しているのではないかという仮説をたてることができる。 

 

次に、「難易度」とのクロス集計を示す（図 ６-23）。 

 

 

図 ６-23 数学への興味（「難易度」別） 

 

この結果からは、参加者の数学への興味の初期状態が多様であるにもかかわらず、その多

様な初期状態にそれぞれ応えうる形で難易度を設定できたのではないかと考えられる。 

このような評価を獲得するためには、単に「平均的な」難易度を設定すればよいのではな

く（それでは「平均的な」参加者にとってしか適切な難易度にならない）、興味の初期状態

が異なる多様な参加者が、多様な入り口から実践に参加できるような、重層的・複合的な科

学技術コミュニケーション実践を行っていく必要がある。平たく言えば、テーマにあまり興

味が無い参加者にも「難しすぎる」と感じさせないような親しみやすい題材を一方では織り

交ぜつつ、強い興味をもつ参加者に「簡単すぎる」と感じさせないように奥深い知見や問い

をなげかける場面も組み込んでいく、あるいは、一つの場面にその両方の機能をもたせるよ

うなプログラムの設計が求められるということである。 

実際、今回のカフェでは、当初から「数学」「数理モデル」というテーマが多くの参加者

にとってハードルの高いものであることが予想されたため、前段で述べたような重層的・複

合的な構造を持ちうるようなプログラムの設計を意図的に行ってきた。この回答結果は、そ

のような設計意図が十分達成されたことを支持していると考えられる。 
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続いて、「興味」の回答結果に関して、数学をテーマとしたサイエンスカフェの「再希望

度」とのクロス集計を示す（図 ６-24）。 

 

 

図 ６-24 数学への興味（「再希望度」別） 

 

数学に「興味がある」と回答した群の「再希望度」が高い。しかし、それ以外の群におい

ても「思う」「どちらかといえば思う」との回答が大半を占めている。「どちらかといえば興

味がない」ならびに「どちらともいえない」の群では、100%が採り上げて欲しいと「思う」

「どちらかといえば思う」と回答している。つまり、このサイエンスカフェに参加するまで

「数学に興味があるとはいえない」初期状態だった参加者において、カフェに参加すること

で、今後もサイエンスカフェのテーマとして「数学」を採り上げてほしいと回答するような

「変化」が生じたと考えることができる。これはこの科学技術コミュニケーション実践の明

確かつ典型的な「成果」であると認識してよいであろう。 
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最後に、数学をテーマとしたサイエンスカフェの「再希望度」の結果を示す（図 ６-25（有

効回答数 36））。 

 

 

図 ６-25 数学をテーマとしたサイエンスカフェの「再希望度」 

 

「思う」「どちらかといえば思う」との回答が 94%を占めており、今回のカフェが高い評

価を得たと考えてよいであろう。「再希望度」という指標は、意思決定主体としての参加者

のいわば「未来への意思」であるので、「満足度」とは異なり、サイエンスカフェの、ある

いは「数学」をテーマにした科学技術コミュニケーション実践の「持続可能性」を評価する

上で重要な指標であると考えられる。 

 

以上の通り、第 84回サイエンス・カフェ札幌の参加者による実践評価のために設計した

アンケートの、回答結果の分析と考察を行った。これにより、参加者にとっての実践の「満

足度」には例えば典型的な要因である実践の「面白さ」に限らず、他の様々な影響要因が含

まれうること、こういったデータから、科学技術コミュニケーションの新しい可能性を構想

する際の示唆が得られることなどが明らかになった。 

特にここで重要なのは図 ６-21 の考察で言及した「評価の発見的機能」である。本実践

は、科学技術に対しては基本的には「促進的」と言える位置づけのものと考えられるが、よ

り複雑で予測や制御が困難な構造を持つと予想される調整的、規制的な科学技術コミュニ

ケーション実践においては、なおさらこの「評価の発見的機能」は大きな意義を持つものに

なりうると考えられる。なぜならばこの機能によって、主催者の実践設計意図を越えた新し

いコミュニケーション、問題解決、合意形成が創発される可能性があるからである。これは

Chilversら(2015)が言及している「科学技術への市民参加の新しい形」としての「創発的・
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生成的側面 62」に連なるものとみなすことができよう。 

もっとも、上記のような「評価の発見的機能」には、評価を実施してみなければ発現する

かどうかわからない、つまり不確定性を有するという難点がある。その場合、実践後の情報

の更新によって評価の枠組みを再構築することを実践前（事前）にあらかじめ織り込んでお

く、という手法が有効である。この手法（＝事前事後比較）については次節で述べる。 

第７項 実践評価の適切性の検証 

以下のとおり、実践評価の階層構造における各ステップにおける適切性を検証した。議論

の見通しを良くするため、「図 ４-8実践評価の階層構造と適切性」を再掲する。 

 

                             
62 Chilvers ら(2015)は現代の市民社会における内発性、相互作用性、協働性(= co-

productionist approaches)から導き出される創発的・生成的側面を強調し、参加プロセス

についての従来の固定的で非対称的、一方的、決定論的な概念枠組みを超克することを提

唱している。 
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図 ６-26 実践評価の階層構造と適切性（図 ４-8 の再掲） 

実践において実施した「要因分析型」アンケートの分析結果をふまえて、実践評価の階層

構造における各ステップの適切性を検証した結果を以下に示す（表 ６-7）。 

表 ６-7 実践評価の階層構造における各ステップの適切性の検証 

記号 項目 定義 本事例における検証結果 

S(b,a) 資源配分

変更の適

切性 

実践目的に

とっての資

源配分変更

の適切性 

「専門家と市民の間の双方向的コミュニケーションの

構築と深化」というマクロな実践目的に対して、効果的

な資源配分の変更は様々な形で実現しうるが（逆に言

えば一つの方法だけでは実践目的そのものを達成する

には不十分だが）、「双方向的コミュニケーションの構

築と深化」は一朝一夕になされるものではないため、ま
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ずは段階的に参加者の実践へのコミットメントを深化

させていくことが有効であると思われる。 

そこで、「プログラムを構成する要素のうち、実践への

参加者のより深いコミットメントを促す可能性のある

要素により多くの資源を配分する」という本事例の資

源配分変更方針は適切であったと考えられる。 

S(c,b) 意思決定

の適切性 

資源配分変

更にとって

の意思決定

の適切性 

本事例においては、「「サイエンス・カフェ札幌」とい

う実践プログラムを構成する要素のうち、実践への参

加者のより深いコミットメントを促す可能性のある要

素により多くの資源を配分する」という資源配分変更

方針に基づき、かつプログラムに関する評価情報を参

照することにより、意思決定を行うことを想定してい

る。 

本来ならば実践目的を達成するためには、予算、会場、

人員、メディアなど様々な資源を総動員してそれら全

てを対象とした配分変更の意思決定を包括的に行うの

が理想的ではあるが、そのためには多種多様なステー

クホルダーとのコミュニケーション・交渉が必要とな

り、時間コスト、人的コスト、金銭的コストも多大なも

のとなる。全体として難易度が高くなり、必要とされる

計画ならびに制御が当事者の能力を越えてしまう危険

性が高い。 

それに対して本事例の意思決定のスコープは、意思決

定主体が状況を把握・分析し、資源配分を制御できる範

囲内で効果的な決定を行うことが可能である、という

観点から実現可能性が高く、適切な設定であったと考

えられる。 

S(d,c) 評価情報

の適切性 

意思決定に

とっての評

価情報の適

切性 

「「プログラムを構成する要素のうち、実践への参加者

のより深いコミットメントを促す可能性のある要素に

より多くの資源を配分する」という配分変更方針に基

づき、かつプログラムに関する評価情報を参照するこ

とにより意思決定を行うためには、まず大前提として

それぞれの構成要素が観測可能、記述可能であること

が必要条件である（この点については次項目「情報変換

の適切性」で検証する）。 

また、各構成要素の効果を検証するためには、それらと
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「参加者のコミットメントの深さ」という体験価値と

の相関関係を何らかの形で記述しなければならない。

「コミットメントの深さ」を直接測定することは困難

だが、最も参考になる指標は同種のカフェの「再希望

度」であろう。それ以外にも、「満足度」「理解度」「面

白さ」が主要な指標になっていると考えられる。 

また、資源配分変更のための意思決定への利用を鑑み、

よりよい実践プロセスの設計可能性、操作可能性を高

めるためには、各構成要素間の相関関係は極めて有益

な情報である。その意味で、「難易度」が高すぎる場合、

や、「理解度」「数学への興味」が低い場合に必ずしも

他の「コミットメントの深さ」を表す指標の値が低くな

いケースを見いだせたことは、もともと興味を持って

おらず、難易度が高く、十分に理解できない内容のサイ

エンスカフェプログラムであっても、プログラムデザ

インの工夫次第では「コミットメントの深さ」を実現し

うることが示唆された。 

このことは、今後よりよいカフェを運営していくため

の資源配分変更の意思決定に大いに資する内容である

と考えられる。 

これらの点を総合的に考慮すると、本事例において採

用した評価情報のパッケージは適切であったと考えら

れる。 

S(T,d) 情報変換

の適切性 

評価情報に

とっての情

報変換の適

切性 

上記評価情報は、カフェに関するあらゆる情報（＝「対

象情報」）のうち、実践への参加者の体験の、参加者自

身による「解釈」の内部に存在するものであるといえ

る。したがって、対象情報のうち参加者自身による「体

験の解釈」に焦点をあて、それを元に評価情報を得るた

めの情報変換を行うという一連のプロセスは適切であ

ったと考えられる。 

S(M,T) 評価手法

の適切性 

情報変換に

とっての評

価手法の適

切性 

情報変換に必要なコスト、技術、時間、人員、その他の

実現可能性を考慮すると、「参加者自身に回答を要請す

るアンケートの実施によって、参加者の「体験の解釈」

を参加者自身によって評価情報に変換してもらう」と

いう本事例の手法は適切であったと考えられる。 

ただし、当該評価手法は参加者の主観によるため（その
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こと自体は問題ではないが）、実証研究の手続きからす

ると妥当性、再現性の観点において問題が生じる危険

性がある。また、実践への参加者に多大な負荷をかけて

しまい、次回以降の実践参加のハードル自体を高めて

しまう危険性もある。これらの点は、今後改善すべき課

題であると言えよう。 

S(M,a) 評価手法

の最終適

切性 

実践目的に

とっての評

価手法の適

切性 

「専門家と市民の間の双方向的コミュニケーションの

構築と深化」という実践目的の観点から、表の内容全体

を鑑みて、「「サイエンス・カフェ札幌」への参加者を

実施対象とした、プログラムの体験価値全般ならびに

それを構成すると考えられる重要な要素についての回

答を求めるアンケート調査」を実施するという評価手

法は、本事例の実施時点においてはおおむね適切であ

ったと考えられる。 

ただし今後は、前段の「評価手法の適切性」の項目で指

摘した課題等を考慮して、さらなる改善を行うことが

望ましいと言えよう。 

 

第８項 結論 

本節では、「要因分析型アンケート調査」を実施した第 84回サイエンス・カフェ札幌を事

例として、前章で示した枠組みに即して評価手法の適切性を考察した。 

結果は前項の「評価手法の最終適切性」の項目に記述した通り、専門家と市民の間の双方

向的コミュニケーションの構築と深化」という実践目的の観点から、「「サイエンス・カフェ

札幌」への参加者を実施対象とした、プログラムの体験価値全般ならびにそれを構成すると

考えられる重要な要素についての回答を求めるアンケート調査」を実施するという評価手

法は、本事例の実施時点においてはおおむね適切であったと考えられる。 

また、前述の「評価の発見的機能」について一定の成果を確認できたといえるであろう。 

ただしこれも前項で指摘した点であるが、当該評価手法は参加者の主観によるため、妥当

性、再現性の観点において問題が生じる危険性がある。また、参加者に多大な負荷をかけて

しまい、実践参加のハードル自体を高めてしまう危険性もある。今後はこれらの課題等を考

慮して、さらなる改善を行うことが望ましい。 
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第３節 ケース２：プロジェクト実習「環境学習の場のデザインと評価」 

第１項 本節の概要 

2007年度に筆者が指導を担当した、プロジェクト実習「環境学習の場のデザインと評価」

を例として採り上げ、授業計画・運営上の課題をふまえながら、どのような評価手法を採用

したかを論述するとともに、その適切性を検証する。 

前節のケースでは「実践」の評価を採り上げたが、本節のケースでは、実践の担い手であ

る科学技術コミュニケーターの人材育成のプロセスに焦点を当て、実践者の「学習」（＝教

育実践）評価に焦点を当てる。これは、第４節で述べたように、科学技術コミュニケーショ

ンにおいて実践と教育には極めて密接な関係があることを踏まえたものである。 

前節のケースで扱ったのはあくまで実践の参加者へのアンケートの分析に基づいた、90

分という短時間の実践プログラム体験に基づく評価行為であったので、そこから実践の担

い手である科学技術コミュニケーターの学習プロセスに関する評価情報を導き出すことは

不可能であった。 

そこで本節では、科学技術コミュニケーター（＝CoSTEP の受講生）を直接対象とした、

一年間（＝受講生の教育プログラムの受講期間）というタイムスパンにおける評価、とりわ

け、受講生による学習目標の自己設定と自己評価を採り上げるものとする。 

また、プロジェクト型学習プログラムには、学習目的・目標の複合性、多様性、不透明性、

不安定性などが原因となり、その評価に困難をきたす、という評価上の問題点がある。この

点を解決するために、学習目標の自己設定と自己評価において「事前」「事後」という 2つ

のタイミングを導入することとする。 

第２項 CoSTEPにおけるプロジェクト型学習 

１. プロジェクト型学習の導入 

CoSTEP では、プロジェクト型学習を「プロジェクト実習」という形で 2007年度より導入

してきた。2007 年度の実習として開講する予定のプロジェクトについて、2006 年 11 月 14

日より 12 月 11 日まで、地域社会における現実の課題についての取り組みの提案を公募し

た。公募は、公式ウェブサイトにおける告知ならびにポスターの掲示、チラシの配布等によ

って行った。 

これに対して 12 月 11 日の締め切りまでに 15 件の応募があり、教員による検討の結果 5

件を採択した。採択された提案を再構成し、「子どもに科学を伝える」「リスクを伝える」「消

費者を支援する」「環境学習の場のデザインと評価」という４つのプロジェクト実習科目と

して 2007年度の授業カリキュラムに組み込んだ。原則として、採択された提案を行った代

表者は CoSTEPの受講生となり、自らの提案が基となったプロジェクト実習授業にメンバー

として参画することとした（図 ６-27）。 
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実習授業は原則として土曜日の 14：45～16：15におおよそ月 3回の頻度で開講され、年

間を通じて 27回開講された。 

このプロジェクト実習の枠組みでは、2008 年度は北海道新聞の編集者からの提案に基づ

き「新聞コンテンツの制作と活用」実習を、2011 年度は「千歳の科学教育を支援する」実

習、2012 年度は「防災コミュニケーション」実習を、いずれも筆者が主担当教員としてそ

れぞれ開講した。 

２. プロジェクト実習の特徴 

CoSTEP のプロジェクト実習は、現実社会における課題に取り組む実践を通じた、総合的

な学習プログラムである。プロジェクトの提案者に原則として各実習のメンバーとして参

画してもらうことにより、活動の当事者性、必然性を担保した。また同時にプロジェクト実

習においては、受講生の教育を目的とするだけではなく、教育実践そのものが大学の社会貢

献に結びつくことを狙いとして受講生の指導に当たった。「大学のリソースの社会における

活用」という観点からは、これを「サイエンスショップ」として捉えることも出来よう 

 

第３項 プロジェクト学習プログラムの意義 

１. 本項の概要 

本項では、科学技術コミュニケーションの実践者に必要な学びの条件について考察し、そ

れに対する一つの解決手法としての「プロジェクト型学習プログラム」の意義を検討する。

その上で、科学技術コミュニケーションにおける実践と学習の関係について論じる。そして

図 ６-27 プロジェクト課題提案の採択過程 

課題公募 選考・採択 協議（カリキュラム化） 

プロジェクト実習のコース決定 

CoSTEP 受講者の公募・選考 

授業スタート 

 課題提案者 

一般の受講希望者 
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これらにより、本プログラムの評価の前提とすべき実践の枠組みをあらかじめ整理するこ

ととする。 

２. 科学技術コミュニケーションの実践と学習の関係 

■科学技術コミュニケーションの実践における「学習」の必要性 
科学技術コミュニケーションの実践を行うためには、当然の事ながら、実践者はそれを担

うための何らかの「学習」を行う必要がある。実践者はいつどのように学ぶのだろうか。実

践者が完璧に学習するのを待ってから実践にとりかかるのでは時間がかかりすぎる。実践

者本人にとってもそうだが、実践者が十分に学ぶのを待っていては、社会に必要な実践の量

と質が満たされないという問題もあるであろう。 

一方、科学技術コミュニケーションはまだまだ新しい分野であり、扱う対象が多岐にわた

り、状況の変化も激しいので、一旦実践者になったからといってそれで学習は終わりではな

く、常に学び続けていなければならない。つまり実践と学習は、実践者の日々の活動の中で

有機的に連関しながら同時に生起しているのである。 

他方、科学技術コミュニケーション実践の「参加主体」の視点から見ると、実践に参加す

ることで得られる体験は、広義の「学習」であるといえよう。そしてその学習を通じて知識・

態度・行動などを変容させることにより、参加主体もまた、科学技術コミュニケーション活

動の広義の「実践主体」となるのである。つまり、実践主体／参加主体、という区別を超え

て、科学技術コミュニケーションに関わる全ての者が、実践者であり、学習者であると言え

よう。 

■科学技術コミュニケーションの学習における「実践」の必要性 
当然のことながら、科学技術コミュニケーターは、知識や個別のスキルを身につけている

だけではなく、社会における実践者であることが求められる。実践者に必要な学びとは、現

実社会で実際に機能する能力と資源を獲得することである 63。 

この点を踏まえるならば、コミュニケーター養成のためには、具体的な経験（＝実践）を

通じて学ぶ、いわゆる「経験学習 64」の手法をカリキュラムに組み込むことが効果的である

と考えられる。 

                             
63 中原ら（2006, 39-42）によると、「オトナの学習者は実利的である(Learners are 

Practical)。現実の生活の課題を解決する学習を必要だと感じたとき、オトナは重い腰をあ

げる。」「これに対して学ぶべき内容に関連性が見出せないとき、彼らは学ぼうとしない

(Learner needs Relevancy)。関連性を見いだすのは、彼らが会社で働く社会人である場

合、仕事で生じた問題を解決したいと願うときであったり、自分に与えられた役割を全う

しようと思うときであったりすることが多い。」「彼らの学習は問題解決的であり、目的志

向的であることに注意すべきである(Learners are Goal-oriented)」とある。ここで言う

「オトナ」を、本研究における「実践者」に置き換えて解釈しても差し支えないであろ

う。 
64 「経験学習」についていは、松尾（2011）に詳しい。 
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つまり科学技術コミュニケーターの実践と学習の間には、実践のためには学習が必要で

あり、学習のためには実践が必要である、という相補的な関係を見出すことができる。 

３. 科学技術コミュニケーション学習におけるプロジェクト型学習の意義 

前節で述べた「経験学習」を可能にする学習プログラムとして注目されている典型的な手

法の一つに、「プロジェクト型学習（Project-Based Learning）」がある。 

ここでいう「プロジェクト 65」とは、有限の期間内に、有限のリソース（予算、時間、人

員等）を条件として、社会における実際の課題やクライアントの存在を前提とし、明確な目

的と達成目標が設定され、通常複数のメンバーから成るチームにより遂行される活動のこ

とを指す。プロジェクト型学習とは、このようなプロジェクト活動を活用した学習のことで

ある 66。プロジェクト型学習には、一般に（上述の「プロジェクト」自体の特性を含む）以

下のような特徴がある。 

 

1. 具体的な経験を通じて学ぶ。 
2. 社会における実際の課題を扱う。 
3. 明確な活動目的を持つ。 
4. 期限と目標が定められている。 
5. クライアントが存在する。 
6. 多様なステークホルダー（利害関係者）が関与している。 
7. 専門性や動機の異なる多様なメンバーが協働する。 
8. 予算や活動場所・制度等、様々な制約条件が課されている。 
9. メンバー間の協働によって、個人の学習に留まらずチームの学習（＝協同学習 67）

が生起する。 
 

プロジェクト型学習においては、このような複雑な条件が絡み合う状況の下で、学習者自

                             
65 一般には企業活動の現場で使われる用語であり、たとえば「独創的な製品やサービス

を生み出すための一時的な活動」「何らかの経済的なメリットを約束する問題の解決策」

といった定義が与えられている（Heerkens 2002）が、近年非営利活動や、教育現場でも

一般的に用いられている概念となっているので、ここではより包括的な定義を与えた。 
66 プロジェクト型学習の定義には様々なものがあるが、例えば「テストやレポートの成

績による成果重視の教育ではなく、プロセスを重視する教育であり、学習者がプロジェク

トに自発的、自律的にチームに取り組んでいくことによって、自分自身のものの見方や考

え方を振り返ることを通して、いままで見えなかった自己を発見していくことを目指して

いる。そこでは、そうした気づきによって自分自身の学びの深化を自己評価できるような

リフレクション（振り返り）を重視している。」（山田 2009）といったものが挙げられ

る。 
67 協同学習とは、「ペアや小グループが意図的に計画され、実践されている学習活動」

（Barkley ら 2009）のことである。「協同学習」と「協調学習」という言葉が区別して使

われることもあるが、本研究では同様のものとして扱う。 
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身が試行錯誤を重ね、他の学習者と協働しながら自らの学びを構築していくことにより、実

践者として成長していくことが期待されている。 

近年、プロジェクト型学習は高等教育の現場で積極的に採り入れられるようになり、個別

のスキルや知識を学ぶだけでは無く、チームによって問題解決にあたる力を身につけるの

に効果的な学習方法として位置づけられている。たとえば、同志社大学 PBL推進支援センタ

ーの活動は、質量共に大変充実しており（同志社大学 PBL推進支援センター 2012）、全国

の高等教育関係者からも注目を集めている。 

CoSTEP で実施しているプロジェクト学習の一種である「プロジェクト実習」は、現実社

会における課題に取り組む実践を通じた、総合的な学習プログラムである。「プロジェクト

実習」の大きな特徴は、プロジェクトの提案者に原則として各実習のメンバーとして参画し

てもらうことにより、活動の当事者性、必然性を担保している点にある。また同時にプロジ

ェクト実習においては、受講生の教育だけではなく、教育実践そのものが大学の社会貢献に

結びつくことを狙いとしている。「大学のリソースの社会における活用」という観点からは、

これを「サイエンスショップ」として捉えることも出来よう。 

サイエンスショップとは、平川(2002)によれば、「市民社会が経験する懸念に応えて、市

民参加に基づく独自の研究サポートを提供する」活動のことを指す。その起源は「産業科学

とアカデミズム科学に独占された大学の研究・開発リソースと「学問の自由」を、無償もし

くは低価格でとくに社会的に弱い立場に置かれた市民に広く開放しようとしたオランダの

学生運動」にあるとしている（平川 前掲）。 

また、サイエンスショップの「組織形態には大別して、大学内にオフィスを構え、その研

究設備や人材を活用する「大学ベース型」、NGO/NPO を基盤にした「非大学ベース型」およ

びこれらの混成型の３つがある」とされている（平川 前掲）が、CoSTEP のプロジェクト

実習は「大学ベース型」に分類されるものであろう。さらに、「大学ベースのサイエンスシ

ョップでは一般に、監督役の教員のもとで学生が関与する度合いが大きい。学生たちはボラ

ンティアないし授業の単位の取得、卒業論文や学院論文の作成の一環としてサイエンスシ

ョップに協力する」（平川 前掲）とあるが、この点においても CoSTEPのプロジェクト実習

との共通点が大きい。 

 

４. 科学技術コミュニケーションにおいて実践と学習を一体的に取り扱うことの意義と

課題 

前述したように、科学技術コミュニケーションにおいて実践と学習には密接な関係があ

る。 

しかし一方でこの「実践と学習の一体的取り扱い」には、注意しなければならない点もあ

る。実践者を育成するために効果的な学習プログラムを行おうとすれば、教育プログラムの

「実践性」を強めていかなければならない。しかしそれは、必然的に現実のクライアントや



129 

 

実践への参加者に対する責任を増大させることになり、時として、その責任を果たすことが

学習者への教育に優先する、という事態を招きかねない。つまり、学習者が学習を達成する

ために必要不可欠な失敗や試行錯誤が外的要因のために許容されず、場合によっては教員

が学習者の出すべきアウトプットを大幅に「代行」して外部のニーズに応える、ということ

も避けられない。そうなってしまっては学習者の貴重な学習機会を奪ってしまう。「実践と

学習の一体的取り扱い」は、このような深刻なジレンマを抱えているのである （福島 2010）。

この点に十分留意して実践・教育活動、ならびにそれらの評価を行うことが必要である。 

５. 小括 

科学技術コミュニケーションの実践者の学びには実践を通じた学習、すなわち「経験学習」

が重要であり、そのための有効な手法として「プロジェクト型学習」が挙げられる。CoSTEP
の教育プログラムにおいて実施してきた「プロジェクト実習」は、この「プロジェクト型学

習」の一種である。また、組織として社会のニーズに応えていくためには、「学習を通じた

実践」の継続は欠かせない。 
プロジェクト実習だけでなく、科学技術コミュニケーション全般において実践と学習の

間には密接な関係があるが、「実践」と「学習」の間は、一方の目的を十分に達成しようと

すれば他方が不十分になりかねないという深刻なジレンマが存在しており、この点に十分

留意して実践・学習活動、ならびにそれらの評価を行うことが肝要である。 

 

第４項 プロジェクト実習運営上の課題 

プロジェクト実習を運営するに当たっては、以下のような課題が存在することが想定さ

れる。これらの課題をいかに解決していくかが、プロジェクト実習の成否を決定する重要な

要素とる。 

 

 クライアントを初めとする利害関係者の存在 
 プロジェクトとしての「アウトプット」と教育プログラムとしての「プロセス」の

バランス 
 「プロジェクト」という活動形態の性格上、 「緊急性が重要性に優先する」、

あるいは「クライアントへの責任が受講生の教育に優先する」事態がしばしば

生じる。 
 社会環境条件の変化による影響 

 授業プログラムが教室の中だけで完結していないため、プロジェクトの遂行

の過程で学内外における多様な要因が複雑に絡み合うため生じる、様々な不

確実性への対処が求められる。 
 学習者が割くことの出来る時間の制限 
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 学習者に要求される知識・スキルの複合性 
 学習者の知識、スキル、経験値、モチベーション、ニーズ、準拠集団等のバックグ

ラウンド多様性 
 学習者・教員双方の負担増 

 教室内で完結する授業と比較して一般に目標達成の難易度が高まることから、

受講生・教員双方の負担増が予想される。 
 学習評価・実践評価の困難性 

 実践と教育という両輪をかみ合わせながらプログラムを運営していく中で、

その成果をどのように位置づけるべきかという、いわゆる「教育評価」に関し

ても、新たな枠組みを導入する必要に迫られる。 

第５項 実施概要 

１. 目的 

2007 年度のプロジェクト実習「環境学習の場のデザインと評価」は、CSR68について専門

的教育を受けた経験を持つ、北海道大学の部局広報担当職員（当時）による提案「環境保護

に関する組織の社会貢献とその評価」と、学生ボランティアとしてキャンパスツアーの運営

に関わってきた経験を持つ、環境科学専攻の大学院生（当時）による提案「北大キャンパス

における環境教育プログラムの作成」の二つを組み合わせ、教育カリキュラムとして成立す

るように再構成したものである。 

これら二つの提案内容のすべてを実習に組み込んだわけではなく、実習授業の時間数、受

講生のキャパシティ等の制約などを勘案して、無理のない範囲を実習内容とした。一方で、

これらの提案内容に含まれていなかったが、教育カリキュラムの要請上必要と思われる活

動内容（たとえば提案者以外の実習参加受講生による企画など）を新たに組み込み、最終的

な実習授業プログラムを構成した（図 ６-28）。 

                             
68 Cooperate Social Responsibility （＝企業の社会的責任） 
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北海道大学札幌キャンパスは、札幌という大都市の中心部に位置しながら広大で豊かな

自然環境に恵まれ、市民や観光客も気軽に訪れることのできる場所である。また学内では、

環境問題に関連した研究・教育が盛んに行われている。このような北海道大学の様々なリソ

ースを活用した環境学習プログラムやツールを企画・開発・運用することによって、社会の

環境問題への取り組みに寄与するとともに、地域における大学の社会貢献を実現すること

を実習の目的とした。 

上記目的に従って、実習の活動目標を以下の 3点に定めた。 

 

1. 北大キャンパスの資源を活用した環境学習プログラムを企画・運営するとともに、

関連するコンテンツを開発すること。 
2. 実習の成果を汎用性のあるモデルとして取りまとめ、第三者によるノウハウの活

用を促進すること。 
3. 受講生が実習を通じて、 コミュニケーション、企画、運営、に関わるスキルを習

得すること。 
 

実習チームは、これらの活動を通じて「環境学習に関する北海道大学の地域への貢献に寄

与すること」を目指した。 

 

CoSTEP プロジェクト実習 

環境学習の場のデザインと評価 

提案 A 

「北大キャンパスにお

ける環境教育プログラム

の作成」 

提案 B 

「環境保護に関する

組織の社会貢献とその

評価」 

図 ６-28 プロジェクト実習「環境学習の場のデザインと評価」の構成 
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２. 実施概要 

実習チームは、本実習内容の基となる提案をした前述の２名に、本実習への参加を希望し

た３名の受講生を加え、合計５名により構成された。実際に行われた実習内容の年間スケジ

ュールは、以下の通りであった（図 ６-29）。 

 

活動 種別
実施／
公開

2007年
5月

6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
2008年
1月

2月 3月

メンバー間の
ベクトル共有

チーム
構築

企画のための
調査・学習

調 査 ・ 学
習

キッズラボ・エ
コツアー

イベント 2007.
7.28

後 期 活 動 構
想

構想

キ ッズ エ コツ
ア ー in 北 海
道大学

イベント 2007.
10.14

北大キャンパ
ス・エコツアー

イベント 2007.
10.21

サイエンスア
ゴラ出典

成果発表 2007.
11.23-
25

エコキャンパ
ス音声ガイド

コ ン テ ン
ツ

2008.
3

エ コガイダン
スin東京

イベント 2008.
3.8

実 習 ポ ー ト
フォリオ

コ ン テ ン
ツ

2008.
3

実施準備企画

実施準備企画

実施準備企画

実施準備企画

実施準備企画

公開制作企画

公開制作企画  

図 ６-29 年間スケジュール 

エコツアーとは、地域の資源を利用することにより、自然に親しんだり、人間と環境の関

わりについて考えてもらったりする参加体験型プログラムのことである。一般に、参加者の

自然環境・環境問題に対する意識の向上や、それによる日常行動の変化を目的とする。また、

参加者同士の交流の促進も目的の一つである。これを大学で実施することには、大学の社会

貢献の促進、ブランドイメージの向上、キャンパス資源の有効活用、ツアー運営を通じた環

境教育人材の育成、といった効果が見込まれる。 

実習では、北海道大学札幌キャンパスにおいて、以下の 3回のエコツアーを企画、実施し

た（表 ６-8）。 
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表 ６-8 実習で実施したエコツアー 

 

またそれ以外に、以下の 3つの関連する実践を行った（表 ６-9）。 

表 ６-9 プロジェクト実習で実施したその他の実践 

実践項目 目的 概要 

北海道大

学エコガ

イダンス

in東京 

エコツアーの経験を踏まえ、北大キャ

ンパスの自然環境や研究・教育活動を

道外の高校生などにもアピールする。 

2008年 3月 8日（土）14:00～15:30

に地球環境パートナーシップオフィ

ス EPO（東京都渋谷区）でのトークイ

ベントを実施。参加者 24名。 

サイエン

スアゴラ

2007 での

実践報告 

北海道大学の環境問題への取り組み

やアウトリーチ活動をアピールする

とともに、他大学や、他の研究機関に

実施のノウハウを提供することによ

って、これら諸機関で同様のツアーが

行われることを促進する。 

11月 23日～25日サイエンスエスア

ゴラ 2007（東京）にて、実習で行っ

た 3 つのエコツアーの内容と結果を

ポスター発表した。 

北海道大

学エコキ

ャンパス

音声ガイ

ド試作版

の制作 

北海道大学キャンパスを訪れる人々

が、携帯音楽端末に音声ガイドコンテ

ンツをダウンロードし、ガイドを聞き

ながら自分でエコキャンパスツアー

を体験できるようにする。 

エコツアーで巡った代表的な地点の

解説のうち 7 点を音声ファイル化

し、ウェブサイトにアップロードし、

利用者が自由にダウンロードできる

ようにした。 

 

ここまでに紹介したプロジェクト実習の諸活動の関係を、以下のように整理した（図 

６-30 ポートフォリオについては後述）。 

 

タイトル 実施日 対象者 人数

1 キッズラボ・エコツアー 2007年7月28日 「キッズラボ」受講生 19

2 キッズ・エコツアーin北海道大学 2007年10月14日 小学生とその保護者 12

3 北大キャンパス・エコツアー 2007年10月21日 一般 19
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キッズエコツアー

in北海道大学

北大キャンパス
エコツアー

キッズラボ・

エコツアー

サイエンスアゴラ
出展

ポートフォリオ

エコキャンパス

音声ガイド

エコガイダンス

企画のための
調査・学習

メンバー間の

ベクトル合わせ

エコツアーなどの体験プログラム

コンテンツ制作

プレゼンテーション

教室内での活動

調査活動

矢印によって結ばれている二つの活動は、前者
が後者の前提あるいはリソース（活動の方向性
の絞り込み、経験の蓄積、資料の作成等）となっ
ていることを意味する

【凡例】

 

図 ６-30 プロジェクト実習における諸活動の関係 

 

本プロジェクト実習においては、エコツアー、コンテンツ制作、調査、プレゼンテーショ

ンなど、種類の異なる複数の活動が企画実施されたので、図 ６-30 のようにこれら個々の

活動単位が別の活動単位に有機的に活用され、相乗効果を生むように設計・運営された。 

 

第６項 ケースの図式化 

第 4章での議論に基づいて、本ケースの構造を以下のように図式化する（図 ６-31）。 
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図 ６-31 本実践における各アクター、評価、評価情報、ならびに資源の配分変更の位置づけ 
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第７項 実践評価の設計と実施 

１. 背景 

一般に、学習評価を行うためには、受講生の学習目的・学習目標をまず設定し、学習プロ

グラム修了後に学習の成果を何らかの方法で測定し、当初の学習目的・学習目標が達成され

たかどうかを判定する、というのが基本的な考え方である。 

一方プロジェクト型学習の評価については、大島ら(2006)が「これまでの個人学習とは異

なり、他者との協調作業を通して何かを制作したり、問題を解決したりする協調学習 

(collaborative learning)が活動の中心におかれるような講義デザインでは、そこでの学

習者の評価は非常に複雑になってくる」と、その困難さを指摘している。 

「協調学習」とは、一般的には「協同学習」と同義のものとされる概念である。「協同学

習」とは、「ペアや小グループが意図的に計画され、実践されている学習活動」（バークレイ

他 2009）のことである。 

現実のクライアントを対象とし、多様なメンバーの協同作業を中心とするプロジェクト

型学習プログラムにおいては、学習者の妥当な学習目的・学習目標を教員があらかじめ厳密

かつ具体的に決定することが困難であったり、プログラム実施期間中にそれらの変更が必

要となる可能性が高かったりするために、必ずしも冒頭で述べたような「基本的な考え方」

の枠組みを適用することができず、評価に際しては大きな困難が伴う。具体的には次のよう

な要因が挙げられる。 

 

（1） 複合的・包括的・暗黙的な学習体験 
プロジェクト型学習プログラムは一般に、知識の習得を目的とするプログラムや、「サイ

エンスライティング」「グラフィックデザイン」などの明示的なスキルの習得を目的とする

プログラムなどと比較して、「プロジェクト自体」に活動内容が大きく準拠するため、そこ

で提供される学習体験は、複合的・包括的で、かつ暗黙知の部分が相対的に大きいものとな

る。したがってこの種の学習プログラムの学習目的・目標の設定も、複合的・包括的・暗黙

的なものにならざるを得ない。 

つまり、受講する学生がこのような複合的・包括的・暗黙的な学習目的・目標をどのよう

に認識するか、どのように実際の活動とそれらを結びつけるかについて教員がコントロー

ルできる部分は限られており、不確定性が極めて高くなる。受講生は教員が必ずしも明確に

推定できない「各々の動機」で、プロジェクト型学習プログラムに参加することになり、受

講生の「実際の」学習目的、目標は多様で（教員から見て）不透明なものとなる。 

また、同じくプロジェクト自体の複合性・包括性・暗黙性のため、受講生自身にとっても

プロジェクト型学習プログラムの学習目的・目標を明確に認識することが困難になる。 

（2） 外部環境条件の影響 
プロジェクト型学習プログラムは、クライアントのニーズやプロジェクトの遂行に関連
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する社会環境を十分に踏まえた上で設計されなければならない。教員は、これらの外部環境

条件を踏まえながらも、科学技術コミュニケーター養成のために必要かつ効果的であると

思われる学習目的・目標を設定し、これらが両立するようにプログラムを設計する。 

特に北海道大学科学技術コミュニケーター養成プログラムにおいては、受講生教育の一

環として行う受講生の実践自体を、組織の、あるいは北海道大学の重要な社会的実践として

位置づけているため、プロジェクトは単なる学習のための手段ではなく、それ自体の＜外部

から見た＞クオリティーがより強く求められることになる。 

このことは、プログラム設計時にすでに受講生の学習目的・目標と外部環境条件との間に

複雑かつ不安定な関係が存在することを意味している。プロジェクト実施期間中にもしも

クライアントのニーズや社会環境が変化したり、プログラム設計時に不明であった条件が

明らかになったりすると（これは実際高い頻度で起こりうるのだが）、教員は即興的にプロ

グラムの設計を組み直さなければならず、これは当然受講生の学習目的・目標にも波及する。 

（3） メンバー間の相互作用 
プロジェクト型学習プログラムは一般に、複数の受講生がプロジェクトチームのメンバ

ーとなって遂行される。メンバーにとって、他のメンバーの行動は学習者の「学習環境」の

一部を構成するのである。つまり、受講生間の相互作用によってプロジェクトの内部環境

（受講生にとっては学習環境）が刻一刻と変化するということである。この変化がどのよう

なものになるかを、教員や受講生がプログラム開始時に予測することは不可能である。 

このことは、(1)(2)と同様に、受講生の学習目的・目標の変更の可能性を高める。 

一方メンバー間の相互作用は、個人の成果とチームの成果を切り分けることを困難にし、

その困難はそのまま個々人の学習評価の困難をもたらす。しかしこのことはむしろ、個々人

の学習に還元できない「組織学習」「ソーシャルラーニング」の意義と可能性に注目する貴

重な手掛かりともなるであろう。 

 

整理すると、（繰り返しになるが）「プロジェクト型学習プログラムにおいては、学習目的・

目標の複合性、多様性、不透明性、不安定性などが原因となり、その評価に困難をきたす」

ということである。ただし、この状況はプロジェクト型学習プログラムにおいて特に顕著に

見られるものではあるが、そもそも科学技術コミュニケーションの学習全般が多かれ少な

かれ「プロジェクト型学習プログラム」的な特質を持っていると言える。従ってこの課題は、

科学技術コミュニケーションの学習全般に共通のものであると考えることもできよう。 

一方で田中(2008)は、評価の「工学的アプローチ」に対する「羅生門的アプローチ」とし

ての「ゴール・フリー評価」を紹介し、「ゴール・フリー評価」には以下の特徴があるとし

ている。 

 

 「目標に準拠した評価」に対する批判が込められている 

 「ゴール・フリー評価」とは、「目標のない評価」という意味ではなく、「目標にと
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らわれない評価」という意味である」 

 「ゴール・フリー評価」は活動の改善ではなく、その活動の出来栄えをみようとす

る「総括的評価」において行われる。 

 あくまでもそのプログラムに利害を持つ人々のニーズに基づいて、プログラムの

効果が吟味される 

 第一のステイクホルダー＝子どもたちが評価の参加者、評価の主体であるという

ことは、教育のあり方にラディカルな転換をもたらす契機を含んでいる。 

 「問題解決目標」の場合には、問題の解決策の発見自体が教師と子どもたちにとっ

て知的な探検に基づく驚きの過程であって、その過程を通じて子どもたちの中に

高次の能力が形成されると考えるのである。 

 創造性に富む諸活動の場合には、事前に目標を定式化することは必要なく、むしろ

活動の中で目的が自覚されていくことになる。 

 

この「ゴール・フリー評価」の考え方は、CoSTEPのプロジェクト型学習プログラム、ひい

ては科学技術コミュニケーション実践の評価手法を開発していく上で、大変示唆に富むも

のではないかと考えられる。 

２. 実践評価の枠組み 

前段までの議論に基づき、「実践評価の枠組み」という観点から本実践の目的を「プロジ

ェクト型学習プログラムを通じ、大学のリソースを活用して社会への貢献を果たすと同時

に、受講生が実習終了後に社会で体験する様々な実践において活かせるような実践的・協働

的・主体的な深い学びを中期的スパン（一年間）で達成すること」と位置付けることとした。

さらに、それに対応する形で、以下の通り資源配分変更と意思決定の内容を定めた。 

 

表 ６-10 評価に関わる資源配分変更と意思決定の内容 

記号 項目 定義 本実践における具体的内容 

a 実践目的 当該実践の達成すべき

目的 

大学のリソースを活用して社会への貢献を果

たすと同時に、受講生が実習終了後に社会で

体験する様々な実践において活かせるような

実践的・協働的・主体的な深い学びを中期的

スパン（一年間）で達成すること 

b 資源配分

変更 

実践目的を達成するた

めにより適切な資源配

分を行うことを目的と

した資源配分の変更 

受講生が実践的・協働的・主体的な深い学び

を達成すると同時に、それを実習終了後に社

会で体験する様々な実践において活かせるよ

うに、それに寄与するような効果的な学習機
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会、実践機会へのコミットにより多くの資源

を配分するように資源の配分を変更するこ

と。これは、受講生が科学技術コミュニケー

ション教育実践に関する「メタ認知」「メタ学

習」「学習転移」を行うことを意味する。 

c 意思決定 評価情報を利用するこ

とによって行われる資

源配分変更の判断のプ

ロセス 

受講生が実践的・協働的・主体的な深い学び

を達成すると同時に、それを実習終了後に社

会で体験する様々な実践において活かせるよ

うに、それに寄与するような効果的な学習機

会、実践機会へのコミットにより多くの資源

を配分することを、評価情報を参照すること

により、意思決定主体であると同時に実践主

体でもある受講生自身が決定する。 

 

さらに上記前提を踏まえ、以下の通り実践評価の枠組みを定めた。 

 

表 ６-11 評価情報、対象情報ならびにそれらの間の情報変換の内容 

記号 項目 定義 本実践における具体的内容 

d 評価情報 「対象情報を、意思決定

に資することを目的と

して特定の方法で変換

する」という評価行為に

よって得られた情報 

受講生にとって「実習終了後に社会で体験す

る様々な実践においてより効果的に活かせる

ような、より実践的・協働的・主体的な深い学

び」に資するもので、一年間という中期的ス

パンの中で適切にフィードバックされ、なお

かつ独力では自然に把握することが難しいよ

うな情報 

e 対象情報 評価対象に関するあら

ゆる情報 

「プロジェクト実習」に関するあらゆる情報

（受講生自身の、そして他の受講生の学び、

活動、成果物、コミュニケーションの総体に

関する情報） 

T(e,d) 情報変換 対象に関する情報を意

思決定に資する評価情

報に変換するプロセス

（＝狭義の評価行為） 

「プロジェクト実習における自身の、そして

他の受講生の学び、活動、成果物、コミュニケ

ーションの総体」に関する情報を、受講生に

とって「実習終了後に社会で体験する様々な

実践においてより活かせるような、より実践

的・協働的・主体的な深い学び」に資するもの
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で、一年間という中期的スパンの中で適切に

フィードバックされ、なおかつ独力では自然

に把握することが難しいような情報」に変換

する。 

 

上記情報変換を実現するための評価手法の設計について、以下のように基本方針を定め

た。 

 

表 ６-12 評価手法の基本的な内容 

記号 項目 定義 基本的な内容 

M(T) 評価手法 情報変換を実現するた

めの手法 

個々の参加者に演習の開始・終了段階にそれ

ぞれ「事前アンケート」「事後アンケート」に

記入してもらい、両者の内容を比較する（＝

自己調整学習）と同時に受講生同士でそれら

の内容を共有する（＝協同学習）。また、実習

期間中は「事前アンケート」の内容を各自参

照しながら学習・実践に取り組んでもらう。 

 

これらをまとめて、本実践の評価目的を以下のように定めた。 

 

表 ６-13 評価目的 

記号 項目 定義 内容 

f 評価目的 当該実践において行わ

れる評価行為の目的 

「個々の参加者に演習の開始・終了段階にそ

れぞれ「事前アンケート」「事後アンケート」

に記入してもらい、両者の内容を比較すると

同時に受講生同士でそれらの内容を共有す

る。また、実習機関中は「事前アンケート」の

内容を各自参照しながら学習・実践に取り組

んでもらう」ことによって得られた評価情報

を受講生が参照して「メタ認知」「メタ学習」

に関する意思決定と資源配分変更を一年間と

いう中期的スパンの中で行うことにより、実

践目的（＝社会への貢献を果たすと同時に、

受講生が実習終了後に社会で体験する様々な
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実践において活かせるような実践的・協働的・

主体的な深い学びを達成すること）を達成す

ること。 

 

３. 具体的な評価手法の設計 

前述の学習評価の問題点や「ゴール・フリー評価」の考え方を踏まえ、筆者はプロジェク

トに内包される「目的―手段」関係の階層構造を設問構造に反映させた、「事前アンケート」

ならびに「事後アンケート」を設計し、これを実習の開始時と終了時に実施することで、実

践評価を行うこととした。また、これらを補完するために、受講生は一年間の学習・実践を

振り返って「学習ポートフォリオ」を作成した。これらの手法を組み合わせることにより、

前述の問題点を緩和することをねらいとした。 

事前アンケートの実施目的は以下の 5点である。 

 

1. 実習メンバーの関心の方向性、実習開始時点におけるスキル・知識を明らかにし、

それらをメンバー間で共有することにより、プロジェクトの目標・スケジュール設

定や協同作業を円滑に行うことができるようにする。 
2. 質問に順に回答することで、回答者が自ら「プロジェクト」という活動形態の基本

的な枠組みを理解し、プロジェクトのゴールを達成するために必要な複数の学習

目標・実践目標とその構造（＝階層的「目的－手段」関係）を発見できるようにす

る。 
3. プロジェクト全体を小単位の学習目標・実践目標に分割することで、それらを受講

生にとって「取り扱い可能」なものにする。 
4. 受講生が、個々の学習目標が、それを手段とする目的の観点から見て「必然性」を

持つことを理解することによって、学習に対しての具体的な動機付けがなされる

ようにする。 
5. 実習終了後にこの事前アンケートと項目を対応させた「事後アンケート」を実施す

ることで、両者の結果を比較し、受講生一人一人の学習効果を定性的に検証するこ

とを可能にする。 
 

一方、事後アンケートの実施目的は以下の 4点である。 

 

1. 事前アンケートと設問項目を対応させた「事後アンケート」を実施し、受講生に両

者の結果を比較してもらうことで、実習における実践と学習のプロセスに対する

ふりかえりを促す。 
2. 受講生が自らが「事前アンケート」で設定した実践目標・学習目標に即した形で実
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践・学習目標を自己評価することを可能にする。 
3. 教員が「事前アンケート」と「事後アンケート」の結果を比較することで、受講生

一人一人の学習効果を定性的に検証する。 
4. ３に基づいて、実習プログラムの改善点を抽出し、改善方法を検討する。 

 

４. 評価手法 

本実習の成果を評価するために、事前アンケートならびに事後アンケートを実施した。更

に、受講生は一年間の学習・実践を振り返って「学習ポートフォリオ 69」を作成した。 

本項では、アンケート結果の具体的な内容の詳細な分析よりもむしろ、「事前・事後アン

ケート」という評価手法自体に焦点を当て、これが前述した「プロジェクト実習特有の課題」

への対処に、どのように役立ちうるかを考察する。 

  

                             
69 「ラーニング・ポートフォリオ」とほぼ同義。これは、「学生の達成や向上を示すた

めの学習成果を集めたもの (土持 2009)」と定義される。 
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実習メンバーの受講生に対し、実習開始時に「事前アンケート」（表 ６-14）を実施した。 

表 ６-14 事前アンケート質問項目 

1. あなたは、このプロジェクト実習に何を期待しますか？ 

2. あなたは、この実習の中でどのような活動に取り組みたいと思いますか？（複数可） 

(ア) どのような活動に取り組みたいか 

(イ) 具体的にどのようなプログラム・コンテンツが考えられるか 

(ウ) その活動の目的は何か、なぜ重要なのか 

(エ) その活動の対象者は誰か 

(オ) その活動を実現するためには、何をしなければならないか 

① どのような情報を収集しなければならないか、それはどこで得られるか 

② どのような現象・事実・理論・手法を理解しなければならないか 

③ どのようなスキルをトレーニングしなければならないか 

④ どのような専門家の支援を受ける必要があるか 

⑤ 対象者にどのようなアプローチをすれば参加してもらえるか 

⑥ 他にどのようなことをしなければならないか 

(カ) その活動を行うと、どのような効果が予測されるか 

(キ) その効果は、どのようにすれば確認できると思うか 

3. あなたは、実習を通じてどのような知識やスキル・経験などを身につけることを目標と

しますか？ 

4. あなた自身は、この実習にどのような貢献ができると思いますか？（くわしい分野の知

識・スキル・人脈・経験等なんでも） 

  

これらの質問項目は、プロジェクトの階層的「目的－手段」関係という観点から設定され

た。この関係を図 ６-32 に図示する。図中、左側の要素が、右側の要素にとっての「目的」

となり、右側の要素が左側の要素にとっての「手段」となっている。これは、プログラム評

価におけるロジックモデルに相当する構造を持つものとなっている（第７章第４節参照）。 
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自分にとってのプ
ロジェクトのゴール
（質問１）

希望する活動内容
（質問２）

活動内容
（質問２－(ア)

活動目的
（質問２－（ウ））

対象者
（質問２－（エ））

実現のために必要
な手段
（質問２－（オ））

情報収集
（質問２－（オ）－①）

現象・事実・理論・手
法の理解
（質問２－（オ）－②）

スキルのトレーニン
グ
（質問２－（オ）－③）

専門家の支援
（質問２－（オ）－④）

 対象者へのアプロー
チ
（質問２－（オ）－⑤）

その他
（質問２－（オ）－⑥）

活動の効果
（質問２ー(カ)）

効果の測定
（質問２ー(キ)）

獲得したい知識・
スキル
（質問３）

自らのプロジェクト
への貢献
（質問４）

具体的なプログラ
ム・コンテンツ
（質問２－（イ））

図 ６-32 プロジェクトの階層的「目的－手段」関係 

 

続いて実習終了時には、「事前アンケート」と項目を対応させて設計した「事後アンケー

ト」（表 ６-15）を受講生に対して実施した。 

表 ６-15 事後アンケート質問項目 

１． 当初のプロジェクト実習に対する期待はどの程度達成されましたか？ 

２． あなたは、この実習の中でどのような活動に取り組みましたか？ 

(ア) 希望していた種類の活動に取り組むことができましたか？ 

(イ) あなたは、具体的にどのようなプログラム・コンテンツ制作等の活動に携わり

ましたか。 

(ウ) これらの活動の目的を適切に定めることができましたか？ 

(エ) 活動の対象者を適切に定めることができましたか？ 

(オ) その活動を実現するために、しなければならないことはできましたか？ 

① 活動を行うために必要な情報収集を行うことができましたか？ 

② 活動を行うために必要な、現象・事実・理論・手法の理解を行うことがで

きましたか？ 

③ 必要なスキルをトレーニングすることができましたか？ 
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④ 必要な専門家の支援を受けることができましたか？ 

⑤ 対象者に参加してもらうための適切なアプローチができましたか？ 

⑥ その他に、行わなければならないと考えていたことを十分に実行できまし

たか？ 

(カ) 実習で行った実践には、参加者や大学・地域社会などに対してどのような効果

がありましたか？ 

(キ) 上の回答の根拠となった事実をあげてください。 

３． あなたは、実習を通じてどのような知識やスキル・経験などを身につけることがで

きましたか？それを、当初想定していた目標と比較してどのように自己評価します

か？ 

４． あなた自身は、この実習にどのような貢献ができたと思いますか？（くわしい分野

の知識・スキル・人脈・経験等なんでも） 

５． その他、気づいたことを自由に書いて下さい。 

 

加えて、受講生は年度末に、実習期間中に制作した企画書、レポート、スケジュール表、

ツアー当日プログラム、アンケート用紙等の書類をすべて収集し、個々の活動毎に時系列に

沿ってまとめた「学習ポートフォリオ」を制作した。これは、受講生に、一年間の自分たち

の実践を反省的に捉え直し、自己評価する契機を提供する目的のものであった。 
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第８項 結果の分析と考察 

事前・事後アンケートの回答を項目毎に比較した。実習メンバーのうち、一人の受講生の

回答例を表 ６-16、表 ６-17に示す。 

表 ６-16 事前・事後アンケートの回答比較例（その１） 

質問 回答 質問 回答

１．あなたは、このプ
ロジェクト実習に何を
期待しますか？

さまざまな知識やスキルを持っている受講者の
方々とプロジェクト実習を行うことで、修士の研
究だけでは得ることのできない多様な考えや方法
などに身に付けたいと考えています。さらに、こ
のプロジェクト実習を通すことで、ＣｏＳＴＥＰ
だからこそできたといえる成果を残していくこと
ができればと思っています。

当初のプロジェクト実
習に対する期待はどの
程度達成されました
か？

ほぼ達成できたものと思いま
す。

２．あなたは、この実
習の中でどのような活
動に取り組みたいと思
いますか？（複数可）

(ア)どのような活動に
取り組みたいか

北大キャンパスを利用した環境教育プログラムの
作成を行い、教育機関をはじめ市民の方々に気軽
に利用できるコンテンツの作成を行いたいです。

希望していた種類の活
動に取り組むことがで
きましたか？

希望していた以上のものに取
り組むことができました。

(イ)具体的にどのよう
なプログラム・コンテ
ンツが考えられるか

・北大キャンパスを利用した環境教育プログラム
・北大キャンパスにおけるエコツアー

あなたは、具体的にど
のようなプログラム・
コンテンツ制作等の活
動に携わりましたか。

北大キャンパス内でのエコツ
アープログラム作成、実施。

(ウ)その活動の目的は
何か、なぜ重要なのか

さまざまな環境問題が我々の身の回りには山積し
ています。この環境問題を解決し、持続可能な社
会を作っていくためには、環境問題の現状を把握
し、環境に対する豊かな感受性や見識を持つ人づ
くりが必要です。将来的に、そこから実際の対策
を行動に移していくことのできる人の多くの誕生
を期待することから、環境教育による人々の養成
が重要です。
また北海道大学においてエコキャンパスを形成す
るにあたり、自然生態系と教育活動の共生によっ
て、キャンパス全体をミュージアム化、そして、
地域へと開かれたものにすることが大切です。ま
た、北大のキャンパス・施設全体を環境教育の
メッカにすることが求められています。
そこで北大キャンパスを利用した環境教育プログ
ラムの作成を行い、教育機関をはじめ市民の方々
に気軽に利用できるコンテンツの作成を行うこと
を目的とします。

これらの活動の目的を
適切に定めることがで
きましたか？

目的から定めることが筋であ
ると思いますが、北大内キャ
ンパスのリソースの持つ魅力
から目的を策定しました。

(エ)その活動の対象者
は誰か

ある程度対象者を絞ったほうが良いと思うので、
中・高校生とします。

活動の対象者を適切に
定めることができまし
たか？

キッズエコツアー、大人用の
エコツアーとそれぞれ適切に
対象を定められました。

事前アンケート 事後アンケート
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表 ６-17 事前・事後アンケートの回答比較例（その２） 

質問 回答 質問 回答
(オ)その活動を実現す
るためには、何をしな
ければならないか

①どのような情報を収
集しなければならない
か、それはどこで得ら
れるか

上記対象者のニーズの把握、教育機関のニーズの
把握、実際に行われているアクティビティやプロ
グラムの把握、問題点の把握が必要と考えます。

活動を行うために必要
な情報収集を行うこと
ができましたか？

概ね情報収集はできたと思い
ます。ただ、ツアーのプロの
お話をもっと伺えばよかった
と思います。

②どのような現象・事
実・理論・手法を理解
しなければならないか

プログラムの対象となるテーマについての理解が
必要です。プログラムの実施にあたっての手法。

活動を行うために必要
な、現象・事実・理
論・手法の理解を行う
ことができましたか？

現象、事実、手法については
理解できましたが、理論につ
いてはあまり意識せずに取り
組んでいたように思います。

③どのようなスキルを
トレーニングしなけれ
ばならないか

プログラムの対象となるテーマに関する文献調
査、実地調査等。アクテビィティスキルの取得。

必要なスキルをトレー
ニングすることができ
ましたか？

ＣｏＳＴＥＰの演習等で学ん
だことも十分活かせました。

④どのような専門家の
支援を受ける必要があ
るか

アクテビィティの実践者の支援。 必要な専門家の支援を
受けることができまし
たか？

少し不十分だったかもしれま
せん。

⑤対象者にどのような
アプローチをすれば参
加してもらえるか

ＣｏＳＴＥＰで関連のある学校やイベントへのア
プローチ。新聞や広報紙に掲載の願いを行うのも
ひとつの手と考えます。

対象者に参加してもら
うための適切なアプ
ローチができました
か？

概ね達成できたものと思いま
す。事前にリサーチしておく
のも必要だと感じました。

⑥他にどのようなこと
をしなければならない
か

グループの受講生同士の目的に対する意識の共
有。

その他に、行わなけれ
ばならないと考えてい
たことを十分に実行で
きましたか？

音声ガイドですが、不十分に
なってしまいました。今後の
課題です。

(カ)その活動を行う
と、どのような効果が
予測されるか

参加者が環境に興味を持つきっかけとなります。
作成したプログラムが利用しやすい形として残す
ことで、継続的に利用を促すことでさらに効果が
期待できます。

実習で行った実践に
は、参加者や大学・地
域社会などに対してど
のような効果がありま
したか？

参加者からまた大学を訪れた
い等、好評だったので、大学
側、地域社会にまだまだ少し
ではあるが、アピールするこ
とができたと思います。

(キ)その効果は、どの
ようにすれば確認でき
ると思うか

アンケートなど 上の回答の根拠となっ
た事実をあげてくださ
い。

参加者からまた大学を訪れた
い等、好評な意見をいただい
たこと。

３．あなたは、実習を
通じてどのような知識
やスキル・経験などを
身につけることを目標
としますか？

さまざまな知識やスキルを持っている受講者の
方々とプロジェクト実習を行うことで、修士の研
究だけでは得ることのできない多様な考えや方法
などに身に付けたいと考えています。さらに、こ
のプロジェクト実習を通すことで、アクティビ
ティの作成、実践方法についての一連の流れも身
につけることができ、社会に出てからも役に立つ
ものであり、一つずつ身に着けていきたいと考え
ています。

あなたは、実習を通じ
てどのような知識やス
キル・経験などを身に
つけることができまし
たか？それを、当初想
定していた目標と比較
してどのように自己評
価しますか？

チームとして、ゼロからプロ
グラムに取り組むこと、アク
ティビティを作成する技術、
発想。人に伝えるガイド術。
このプロジェクト実習で学ん
だことは、今の仕事でも役に
立っています。

４．あなた自身は、こ
の実習にどのような貢
献ができると思います
か？（くわしい分野の
知識・スキル・人脈・
経験等なんでも）

・キャンパスツアーのガイドやパンフレット作成
経験ありで、ガイドをする際のコツやツアー作成
のスキルは何かしら貢献できるのではないかと考
えています。
・資源生態学（海鳥）や気象・防災については勉
強していたので、これらの分野では少しはお役に
立つことができるのかと思います。

あなた自身は、この実
習にどのような貢献が
できたと思いますか？
（くわしい分野の知
識・スキル・人脈・経
験等なんでも）

キャンパスツアーのガイドや
パンフレット作成等、ガイド
をする際のコツやツアー作成
のスキルの面で、少しは貢献
できたのではないかと考えて
います。

その他、気づいたこと
を自由に書いて下さ
い。

キッズエコツアー、北大キャ
ンパスエコツアー、音声ガイ
ド、東京における北大初のエ
コガイダンスとさまざまな実
践に関わることができ、スキ
ルも身につきました。せっか
く身に付けたスキルを活かせ
るよう今後取り組んでいきた
いと考えています。

事前アンケート 事後アンケート
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図 ６-32、表 ６-14、表 ６-15 からも分かるとおり、事後アンケートは、事前アンケー

トの「プロジェクトの階層的「目的－手段」関係」の各項目に対応する形で、達成度の自己

評価がなされるように設計されている。これは、受講生が個々の回答項目に関して自己評価

をしたり、教員がその回答を授業評価に利用したりするだけではなく、「事後アンケートへ

の回答」という作業自体によって、受講生が、プロジェクト一般の持つ「階層的「目的－手

段」関係」という性格をより深く理解することをねらいとしたものである。 

つまりここでの自己評価は、単に「評価結果という情報」を得ることだけを目的として実

施されているわけではなく、自己評価のプロセス自体が重要な「学び」になっているのであ

る。 

現段階ではその効果については推測の域を出ないが、今後同様の手法を繰り返し実施し

ていくとともに、「（上述したような）アンケート実施自体の効果」についての調査を行うこ

とで、実証的な検証をしていきたい。 

事前アンケートにおいては、プロジェクトの階層的「目的－手段」関係」の下位の階層、

たとえば「必要なスキルのトレーニング」（質問２－（オ）―③）については、実習開始時

に具体的なイメージがわかず、事前アンケートの設問に対する回答ができなかった受講生

もいた。表 ６-18 にこれらの受講生 2 名（Ａ、Ｂ）の回答結果を示す。２名とも、事後ア

ンケートにおいては必要なスキルをトレーニングできたことを自己評価している。 

事後アンケートには、事前アンケートにおける受講生の回答結果が記載されていたので、

受講生はそれを参照しながら事後アンケートの設問に回答している。従って、事前アンケー

ト実施時点で具体的なイメージがわかず回答できなかった下位階層の項目に関して、事後

アンケートにおいて回答できたことにより、（スキルそのものが向上しただけでなく）プロ

ジェクトの階層的「目的－手段」関係」そのものについても、理解が深まったのではないか

と推察される。もちろん、この点についても今後実証的な検証が必要であろう。 

表 ６-18 「必要なスキルのトレーニング」についての設問に対する 

事前・事後アンケートの回答比較例 

事前アンケート 事後アンケート
③どのようなスキルをトレーニング
しなければならないか

必要なスキルをトレーニングするこ
とができましたか？

A ？ できたと思う。

B
わかりません。 ツアーに関しては回を重ねるごとに

スキルアップしていたと考える。  

 

次に、「このプロジェクト実習に何を期待するか」という設問（質問１）に対する実習メ

ンバー全員の事前・事後アンケートの回答結果を比較する（表 ６-19）。表中の A～Eは 5名

の回答者それぞれを表す。 
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表 ６-19 「プロジェクト実習についての期待」についての設問に対する 

事前・事後アンケートの回答比較 

事前アンケート 事後アンケート
１．あなたは、このプロジェクト実習に何を期待し
ますか？

当初のプロジェクト実習に対する期待は
どの程度達成されましたか？

A

環境学習に対する様々な意見を聞き、また、環境学
習のための体験プログラム作りなどを通して、より
伝わりやすい伝え方を学びたいと考えています。少
し違うのかもしれませんが、面白い展示の仕方など
も学べたら、と考えています。

80%達成。実際に企画の立ち上げから、エ
コキャンパスツアーの実施まで進められ
たことは得がたい経験でした。
面白い展示の仕方を学ぶの方は、自分で
もすっかり忘れてました。

B

１つのプロジェクトに計画の段階から評価まで関わ
ることで、プロジェクト実行のノウハウを学びたい
と考えています。同時に環境教育について、そこで
起きている環境問題をどのように効果的に人々に伝
え、その問題を解決するにはどうすればいいかとい
うことなどを考えることができる知識や方法などを
身に付けたいと考えています。

プロジェクトの計画から評価の段階まで
全てを通して関わることができ、プロ
ジェクト実行のノウハウを学ぶことがで
きたので実習に対する期待はほぼ満足し
ている。環境教育についてはこの実習と
は少し異なるものであったので、学べな
くても仕方がないと思っている。

C
環境学習の企画から実施、運営、評価とそのフィー
ドバックに関する一連の流れを実際に経験するこ
と。

70%ぐらい

D

さまざまな知識やスキルを持っている受講者の方々
とプロジェクト実習を行うことで、修士の研究だけ
では得ることのできない多様な考えや方法などに身
に付けたいと考えています。さらに、このプロジェ
クト実習を通すことで、ＣｏＳＴＥＰだからこそで
きたといえる成果を残していくことができればと
思っています。

ほぼ達成できたものと思います。

E
事業評価とこれによる改善サイクルの構築、情報公
開の仕方

30%。もう少し形に残るものにも取り組み
たかった。
（北大の環境報告書など）  

 

これらは、おおむね次の 3つのパターンに分類されると考えられる。 

１．期待通りの結果がほぼ得られた。 
２．期待した活動とは活動内容が一部違ったが、実習自体には満足している。 
３．期待した活動が行えず、満足できなかった。 

 

最終的な達成度や満足度を問うだけの授業評価アンケートであれば、２のようなケース

を検出することは不可能であったはずである。その点において、今回の事前・事後アンケー

ト形式には利点があると考えられる。 

一方、事前アンケートにおいて受講生は、設定した「期待した活動」の内容に基づいて下

位の「手段」を設定しているので、実習中に行った実際の活動内容がこの時設定したものと

結果的に異なってしまった場合、事後アンケートの段階になって「手段」の部分の達成度を

適切に評価することができないという事態が生じた。つまり、受講生が「手段」の達成度を

適切に自己評価するためには、当初設定したものと異なる内容の活動を実施することにな

った時点で、教員は再度「プロジェクトの階層的「目的－手段」関係」に即したアンケート

を実施し、受講生に実際の「目的」に適合した「手段」を再設定してもらうべきであった。

これは、今回の事前・事後アンケート形式の課題である（※この点については次年度以降の

プロジェクト実習において、評価手法を改善した。詳しくは第４節第３項を参照のこと）。 

一方３に関しては、回答内容に「もう少し形に残るものにも取り組みたかった。（北大の
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環境報告書など）」「アンケート調査、特に分析については、総合的かつ次回への改善に向け

たものにはなりきらなかった。」「今後につなげるための活動が不十分だった。」「総合的には

80％の達成感です。残りの 20％は、評価や形にするという部分です。」などとあることから、

エコツアーなどの実践そのものではなく、「それらの実践の評価と、その形式知化、今後の

改善への道筋づくり」の面が未達成であったことが、満足できなかった理由であると考えら

れる。 

もちろん、達成度の評価の低さが必ずしも授業の失敗を意味するわけではない。達成でき

なかったことで課題が明確になり、受講生が今後の学習目標を設定する際の重要な情報を

得たと解釈することもできる。実際「プロジェクトマネジメントの壁や、今後身につけるべ

きスキルおよび人脈が明らかになった。」という回答がみられた。 

しかし一方で、「もっと他のプロジェクトのノウハウを学び、生かせば、少し高い土台か

ら実行できたと思う（ラジオやサイエンスカフェなど）」「行うべきことが多かった。」「実習

の結果を形（論文、外部配布用マニュアルなど）にするところまで、実習生ができるような

スケジュールを組められたらもっと良かったと思います。」という回答がみられることから、

教員側の授業マネジメント、特に、他の実習とのノウハウの共有と、スケジュール管理（年

間を通じた適切な量と質の作業配分）については不十分であったと認識せざるを得ない。 

ただし、こういった事後的な考察は可能であるものの、今後同様のアンケートを実施する

場合は、受講生自身のパフォーマンスに対する評価と、教員の授業マネジメントに対する評

価をより適切に切り分けることができるようにアンケート設計を改善する必要があろう。 

１. 「評価手法の評価」について 

今回取りあげた実習の「事後アンケート」への設問には、「事後アンケート」そのものに

対する受講生の評価を問うものは組み込まれていなかった。従って、「事後アンケート」と

いう評価手法の成否は、実施者である筆者が他の設問への受講生の回答内容から推測する

しかなかった。この、「評価手法の評価」に関しては、評価結果を外的基準と照合する、相

対比較可能な定量的情報に変換する、第三者に評価結果を評価してもらう、などの方法も考

えられる。しかし、「事前・事後アンケート」の目的の一つとして「それに取り組むことに

依って得られる受講生の学習効果」を掲げているという観点からは、受講生自らにこの評価

手法自体を評価してもらうというのも有益な手法の一つと言えるのではないかと考えた。 

そこで次年度、2008 年度のプロジェクト実習「新聞コンテンツの制作と活用」において

実施した事後アンケートでは、事後アンケート自体に対する意見、感想を聞く設問項目を設

けた。この設問に対しては、次のように 5名のメンバー中 3名から、「アンケートへの回答

経験」自体に価値を見いだしていると思われる回答があった。 

  

 こういう事は、時間を取ってちゃんとやるべきだと自覚はありました。考えるヒン

トになるアンケートを用意していただいた事、ありがとうございます。 
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 ものすごく考えさせる設問だと思います。方法論ってあまり意識していませんで

したが、何かやった後にこのような視点でふりかえってみることは他にもいかせ

るような気がします。というか活かしていこうと思います。 
 実習が終わって、ようやくいくらか客観的に振り返れる時期になったと思うので、

今アンケートを取ってもらってよかった、と思う。 
 

その一方で、別の受講生から次のような指摘があった。 

  

 自分がメインで入っていないワークショップについては回答しづらい質問項

目だと思う。 
 

グループワーク中心の教育プログラムにおいてこのような事後アンケートを取る際に、

実践や学習の過程・成果が、個人に帰属するものなのかグループに帰属するものなのか、あ

るいは両者の中間だとして、どの程度共有されているものなのかを回答者が（設計者もだが）

峻別することは難しい。この点をふまえ、質問項目全体の構成については改善の余地がある

と思われる。 
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第９項 実践評価の適切性の検証 

以下のとおり、実践評価の階層構造における各ステップにおける適切性を検証した。実践

評価の階層構造における各ステップの適切性を検証した結果を以下に示す（表 ６-20）。 

 

表 ６-20 実践評価の階層構造における各ステップの適切性の検証 

記号 項目 定義 本事例における検証結果 

S(b,a) 資源配分

変更の適

切性 

実践目的に

とっての資

源配分変更

の適切性 

「大学のリソースを活用して社会への貢献を果たすと

同時に、受講生が実習終了後に社会で体験する様々な

実践において活かせるような実践的・協働的・主体的な

深い学びを中期的スパン（一年間）で達成すること」と

いう実践目的には「大学のリソースを活用して社会へ

の貢献を果たす」「受講生が実習終了後に社会で体験す

る様々な実践において活かせるような実践的・協働的・

主体的な深い学びを達成する」という二つの要素が含

まれているが、「資源配分変更」は必ずしもこれらを

100％カバーしなければならないものではない。また、

後者を達成することは、間接的に前者の達成にも寄与

するものと考えられる。 

従って「受講生がそれに寄与するような効果的な学習

機会、実践機会へのコミットにより多くの資源を配分

する」という本事例の資源配分変更方針は適切であっ

たと考えられる。 

S(c,b) 意思決定

の適切性 

資源配分変

更にとって

の意思決定

の適切性 

上記資源配分の変更は、実践主体でもある参加者によ

ってもっとも直接的、効果的に達成できる。従って、こ

の資源配分変更を受講生自身が決定する、という本事

例の設定は適切であったと考えられる。 

S(d,c) 評価情報

の適切性 

意思決定に

とっての評

価情報の適

切性 

「受講生が実践的・協働的・主体的な深い学びを達成す

ると同時に、それを実習終了後に社会で体験する様々

な実践において活かせるように、それに寄与するよう

な効果的な学習機会、実践機会へのコミットにより多

くの資源を配分する」という配分変更方針に基づき意

思決定を行うためには、意思決定主体である受講生に

対する適切なフィードバックが必要である。 

ましてや、本事例のような「メタ認知」「メタ学習」「学



153 

 

習転移」を促すことが要求されているような場合は、よ

り一層多角的で、相互に綿密に連関したフィードバッ

クが求められる。 

本事例のような PBL 形式の学びにおいてはいわゆる

「正解」はないため、CoSTEP の教員が受講生に模範

解答を示す、といった形のフィードバックは適切では

ない。むしろ、受講生が実践への参加前、参加後の自ら

の状態を比較してどのように自らが変化したかを知

る、という内在的なフィードバックがワークショップ

の趣旨にかなっていると考えられる。 

これらの点を総合的に考慮すると、本事例において採

用した「受講生にとって「実習終了後に社会で体験する

様々な実践においてより効果的に活かせるような、よ

り実践的・協働的・主体的な深い学び」に資するもので、

一年間という中期的スパンの中で適切にフィードバッ

クされ、なおかつ独力では自然に把握することが難し

いような情報」という評価情報の設定は適切であった

と考えられる。 

S(T,d) 情報変換

の適切性 

評価情報に

とっての情

報変換の適

切性 

本事例で要求される条件から、情報変換には必然的に

「「プロジェクト実習における自身の、そして他の受講

生の学び、活動、成果物、コミュニケーションの総体」

に関する情報を、受講生にとって「実習終了後に社会で

体験する様々な実践においてより活かせるような、よ

り実践的・協働的・主体的な深い学び」に資するもので、

一年間という中期的スパンの中で適切にフィードバッ

クされ、なおかつ独力では自然に把握することが難し

いような情報」に変換する」ことが求められるため、こ

の設定は適切であるといえよう。 

S(M,T) 評価手法

の適切性 

情報変換に

とっての評

価手法の適

切性 

対象情報を「受講生にとって「実習終了後に社会で体験

する様々な実践においてより効果的に活かせるよう

な、より実践的・協働的・主体的な深い学び」に資する

もので、一年間という中期的スパンの中で適切にフィ

ードバックされ、なおかつ独力では自然に把握するこ

とが難しいような情報」に変換するには、何らかの支援

ツールによって参加者自身の「変化」に対する気づきを

促すことが有効であると考えられる。したがって、本事
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例で採用した「個々の参加者に演習の開始・終了段階に

それぞれ「事前アンケート」「事後アンケート」に記入

してもらい、両者の内容を比較すると同時に受講生同

士でそれらの内容を共有する。また、実習機関中は「事

前アンケート」の内容を各自参照しながら学習・実践に

取り組んでもらう」という評価手法は適切であったと

考えられる。 

S(M,a) 評価手法

の最終適

切性 

実践目的に

とっての評

価手法の適

切性 

「大学のリソースを活用して社会への貢献を果たすと

同時に、受講生が実習終了後に社会で体験する様々な

実践において活かせるような実践的・協働的・主体的な

深い学びを中期的スパンで達成すること」という実践

目的の観点から、本表の内容全体を鑑みて、本事例で採

用した「個々の参加者に演習の開始・終了段階にそれぞ

れ「事前アンケート」「事後アンケート」に記入しても

らい、両者の内容を比較すると同時に受講生同士でそ

れらの内容を共有する。また、実習機関中は「事前アン

ケート」の内容を各自参照しながら学習・実践に取り組

んでもらう」という評価手法はおおむね適切であった

と考えられる。 

この評価手法の効果、つまり「評価の評価」については、

事後アンケートの回答結果（特に「第８項１. 「評価手

法の評価」について」）によってある程度裏付けられて

いると言えるであろう。ただしこれは本研究自体が評

価行為に要求する水準に照らし合わせるならばまだ十

分なものとは言い難く、今後そういった「メタ評価」も

組み込んだ評価手法の方法論開発が必要である。 

 

 

第１０項 プロジェクト実習の教育プログラムの改善に向けて 

第８項で述べたとおり、本事例の課題を踏まえて、今後、教員の授業マネジメント（他の

実習とのノウハウの共有、スケジュール管理、タスク管理）を改善していく必要がある。そ

のためには、授業開始前のより綿密な実践計画とタスクボリュームの見積りが必要だが、こ

れは原則的には、経験を重ねていくことによって改善していくしかないであろう。 

しかし一方で、そういった予測、コントロール自体を困難にするのが「プロジェクト」と

いう活動自体の特性であると考えるならば、プロジェクトを完全に予測、コントロールしよ
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うとするのではなく、むしろ時々刻々と変化する状況の中で実践と教育の上位目的に照ら

し合わせて、変更してはならない目標と変更可能な目標を適切に切り分け、後者に関しては

メンバーと丁寧にコミュニケーションをはかり、そのつどコンセンサスを得ていくことに

よって、プロジェクトチームの目標の再設定を随時行う、という「適応的授業マネジメント」

が求められるであろう。このようなアプローチで、授業の教育効果、受講生の満足度を高め

ていくことが目指されるべきであろう。 

また、第８項で述べた「受講生が「手段」の達成度を適切に自己評価するためには、当初

設定したものと異なる内容の活動を実施することになった時点で、教員は再度「プロジェク

トの階層的「目的－手段」関係」に即したアンケートを実施し、受講生に実際の「目的」に

適合した「手段」を再設定してもらうべきであった。」という改善点に関しては、「アンケー

ト実施のコスト」にどう対処するかがポイントになるであろう。つまり、日々の実践とその

準備に追われて、このようなアンケートを頻繁に実施し「目的－手段」を再設定する時間を

授業時間中につくることが困難である、という問題である。 

これに関して即効薬は無いのだが、一つの案としては、アンケートに回答するという行為

自体を、プロジェクトの実質的な推進プロセスの中に埋め込んでしまう、という手法が考え

られる。実際「事前・事後アンケート」も本来そのような目的で設計されたものなのだが、

アンケートに回答する行為自体が、プロジェクトの階層的「目的－手段」関係を明確にし、

コンセプトメイキング、計画、準備、メンバー間の情報共有を円滑に行うことに結びついて

いれば、回答行為は「コスト」ではなく、プロジェクトの実質的な推進プロセスの一部にな

るであろう。換言すれば、プロジェクトを進めるためのツールとしての「ワークシート」を

そのままアンケートにしてしまい、自己評価や活動のモニタリングに活用するような、アン

ケート内容と実施スケジュールの設計を行うということが可能なのではないかということ

である。 

このような、企画、計画、実行のプロセスに評価・モニタリングを自然な形で埋め込む授

業プログラムの開発を、追究してくべきであると考えられる。 

第１１項 結論 

本節では、プロジェクト型学習に内在する課題をふまえた上で、それに対処するための

様々な方法論のうち、特に「階層的「目的－手段」関係によって設問を構成した事前・事後

アンケートを実施し、両者の回答を比較する」という手法を採り上げ、実際の結果を基に論

じ、今後の改善点を明らかにするとともに、評価手法の適切性を検証した。 

筆者は、本事例の手法を徐々に改良しながら次年度以降のプロジェクト実習「新聞コンテ

ンツの制作と活用」（2008年度）、「千歳の科学教育を支援する」（2011 年度）、「防災コミュ

ニケーション」（2012年度）へ継承し、実習メンバーに対して同様のアンケートを実施した。

また、プロジェクト実習とは銘打っていないが、実質的には同様の内容の実習「対話の場の

創造」（2013年度、2015年度）においても同様のアンケートを実施している。今後もこの手
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法を、継続的にプロジェクト型学習プログラムの運営と評価に適用することを通じて、この

手法の妥当性を検証し、さらに改善していくために必要なデータを蓄積していきたいと考

えている。 

また筆者は「学習ポートフォリオ」についても、上記実習において「活動報告書」などの

名称で継続的に受講生に作成させている。その効果について具体的に検証するまでには至

っていないが、近年、学習評価（自己評価）の手法として「学習ポートフォリオ（「ラーニ

ング・ポートフォリオ」 (土持 2009)とほぼ同義）」が注目を集めており、この分野の研究

成果や実践の蓄積と対照することで、学習ポートフォリオの持つ学習評価、自己評価の意義

を検証していきたい。また、「学習ポートフォリオの作成」を、前述の「事前・事後アンケ

ート」手法と有機的に組み合わせることで、更に有効な学習評価の可能性が拓かれるものと

考えられる。 

「大学のリソースを活用して社会への貢献を果たすと同時に、受講生が実習終了後に社

会で体験する様々な実践において活かせるような実践的・協働的・主体的な深い学びを中期

的スパン（一年間）で達成すること」という本実践の目的を達成するには、資源配分変更に

おける意思決定主体である受講生に対して、適切なフィードバックを行うことが必要であ

る。本事例のような「メタ認知」「メタ学習」「学習転移」を促すことが要求されているよう

な場合は、より一層多角的で、相互に綿密に連関したフィードバックが求められ、受講生が

実践への参加前、参加後の自らの状態を比較してどのように自らが変化したかを知る、とい

う内在的なフィードバックがワークショップの趣旨にかなっていると考えられる。 

これらの点を総合的に考慮すると、本事例において採用した「受講生にとって「実習終了

後に社会で体験する様々な実践においてより効果的に活かせるような、より実践的・協働

的・主体的な深い学び」に資するもので、一年間という中期的スパンの中で適切にフィード

バックされ、なおかつ独力では自然に把握することが難しいような情報」という評価情報の

設定、ならびに「個々の参加者に演習の開始・終了段階にそれぞれ「事前アンケート」「事

後アンケート」に記入してもらい、両者の内容を比較すると同時に受講生同士でそれらの内

容を共有する。また、実習機関中は「事前アンケート」の内容を各自参照しながら学習・実

践に取り組んでもらう」という評価手法は適切であったと考えられる。 

この評価手法の効果、つまり「評価の評価」については、事後アンケートの回答結果（特

に「第８項１. 「評価手法の評価」について」）によってある程度裏付けられていると言え

るであろう。ただしこれは本研究自体が評価行為に要求する水準に照らし合わせるならば

まだ十分なものとは言い難く、今後そういった「メタ評価」も組み込んだ評価手法の方法論

開発が必要である。具体的には、自己評価だけではなく何らかの客観性を担保する評価の併

用が求められると言えよう。 
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第４節 ケース３：リスクコミュニケーションのためのパターンランゲージ制作

ワークショップ 

第１項 本節の概要 

本節では、2012 年度に開発、実施したリスクコミュニケーションに携わるコミュニケー

ターを支援するワークショップをケースとして採り上げる。ワークショップ実践の目標と

して設定した「リスクコミュニケーションのパターンランゲージ作成」「参加者の学習」を

評価するために開発した手法の紹介と、その効果について議論する。 

前節のケースでは、一年間という長期のタイムスパンにおける実習プログラムの事前事

後に自己評価を行う評価手法を扱ったが、本節のケースでは、これを三日間という短期間の

ワークショッププログラムにおいても適用可能であることを検証する。また、この短期間に

おける参加者の学習に関するより多くの、そして（前節での課題であった）一定程度の客観

性を担保する評価情報を抽出するために、ワークショップの個々の参加者の成果物（体験）

である「パターンランゲージ」に注目するものとする。 

第２項 ワークショップの実施概要 

１. ワークショップの目的 

リスクコミュニケーションは、東日本大震災以降特に注目が高まっている分野であり、こ

の分野を担うコミュニケーターの育成も強く求められている。そこで筆者らは、リスクコミ

ュニケーションに携わるコミュニケーターを支援するワークショップを開発・実施するこ

ととした。 

リスクコミュニケーションの現場においては、コミュニケーターは、正解のないジレンマ

状況におかれることが多い。教科書的な「正解」を提示しても多様な条件下では必ずしもそ

れが適用できない場合もある。一方で、それらの間に全く共通点がないというわけでもない、

というのが実態であろう。 

換言すると、リスクコミュニケーション実践には、以下のような性質があると言えよう。 

 

 きわめて多様で文脈依存性が高い。 
 属人的な側面が大きい。 
 他方で、問題の性質は何らかの形で一定のパターンに分類されうる。 

 

従ってリスクコミュニケーションに携わるコミュニケーターを支援するワークショップ

を開発する際に、単一の「正解」を講師から学んだり、それを求めて参加者同士で討論した

りするといった形のプログラムは不適切である。有効なリスクコミュニケーションを行う

ためには、単に「知識」を学んでもらうだけではなく、そのようなジレンマ状況においてど
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のように考え、意思決定するかという、「思考の枠組み」を身につけてもらうことが重要で

ある。 

そこで筆者らは、参加者が、リスクコミュニケーションにおいて直面するジレンマ状況に

おいて有益な「思考の枠組み」を獲得することを目的としたワークショップを開発・実施す

ることとした。 

２. ワークショップの実施概要 

2012 年 8 月 10 日～12 日に早稲田大学にて、20 名の参加者を集め、リスクコミュニケー

ションに関するワークショップ「サイエンス・メディア・センター夏期集中ワークショップ

2012「『では、どう伝えればよかったのか』～リスクコミュニケーションの肝を考える～」」

を実施した。 

本ワークショップにおいては、専門家からリスクコミュニケーションの基礎的な理論、な

らびに特にナノテクノロジーに関するリスクコミュニケーションの個別事例についての情

報提供を行ってもらった後、参加者にリスクコミュニケーションに関する自らの経験を振

り返ってもらい、グループワークを通じてリスクコミュニケーションの「パターンランゲー

ジ 70」を作成してもらった。 

「リスクコミュニケーションの「パターンランゲージ」」とは、リスクコミュニケーショ

ンの場面で繰り返し起こりうる類型的・普遍的な問題やジレンマ状況のことを指し、以下の

ような特徴を持つ。 

1. 容易に解決しがたい。 
2. 分野をまたいだ共通点がある。 
3. それぞれの解決手法にはメリットとデメリットがある。 

 

３. 参加者の作業目標 

ワークショップにおける参加者の作業目標を、「ナノ粒子のリスク評価に関する専門家に

よるレクチャー、ならびに参加者自身の経験を元に、様々なリスクコミュニケーション場面

に見られる「パターンランゲージ」を抽出すること」と設定した。 

さらに、第三者（リスクコミュニケーション担当者）がここで抽出したパターンランゲー

ジを活用することによって多様なリスクコミュニケーション場面に対応できる「構え 71」を

身につけられるような、「わかりやすくて利用可能性の高い」ものをつくりあげることを目

                             
70 「パターンランゲージ」とは、もともと建築家のクリストファー・アレグザンダーが

提唱した理論で、建築や都市計画の基本要素の集合の一つ一つを平易に表現したものを指

す(Alexander 1975)。翻って、様々な活動・表現領域における「基本要素の集合の一つ一

つを平易に表現したもの」を指す概念として転用されている。 
71 transferrable skill、metaskill と言い換えてもよい。 
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指すこととした。 

参加者は、配布された「パターンランゲージワークシート」（図 ６-33）に自らの実践体

験などを元に指定された内容を記入することによって複数のパターンランゲージを作成し

た。作成したワークシートを全員で共有しながら意見交換を行い、類似のものは統合して、

最終的には全体で 60 個のパターンランゲージにまとめあげた。 
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図 ６-33 パターンランゲージワークシート 
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４. 参加者の学習目標 

本ワークショップにおいては、参加者に以下の 3 点を達成してもらうことを学習目標と

した。 

 

a. リスクコミュニケーションには必ずしも正解のないジレンマ状況があることを理

解してもらうこと。 
b. グループワークによって、上記のジレンマ状況を横断的に見渡した時に見られる

共通の形式（＝「パターンランゲージ」）を抽出すること。 
c. 自らの経験からリスクコミュニケーションのジレンマ状況を抽出し形式知化する、

（今後の実践にも活かせるような）抽象化スキルを獲得してもらうこと。 
 

筆者らは、参加者がこれら 3点を達成することができれば、ナノテクノロジーの分野に限

らず、コミュニケーターとして、様々な分野におけるリスクコミュニケーションの多様な状

況に対応できる「思考の枠組み」を身につけることができると考えた。 

第３項 ケースの図式化 

第 4章での議論に基づいて、本ケースの構造を以下のように図式化する（図 ６-34）。 



162 

 

 

図 ６-34 本実践における各アクター、評価、評価情報、ならびに資源の配分変更の位置づけ 

第４項 実践評価の設計と実施 

１. 方法 

ワークショップの実施にあたって、筆者らは以下の通り実践の評価項目を定めた。 

 

A. リスクコミュニケーションのパターンランゲージ作成に関して 

1. ワークショップの参加者によって、多様なパターンランゲージが十分な数作成

されたか。 
2. 上記パターンランゲージが、ワークショップの設計意図に即した形で効果的に

作成されたか。 
3. 上記パターンランゲージが、それを利用することがリスクコミュニケーション

実践にとって有効なものになっているか。 
B. ワークショップ参加者の学習に関して 

1. リスクコミュニケーションについての理解を深めることができたか。 
2. 多様なリスクコミュニケーション場面に対応できる「構え」を身につけることが
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できたか。 
 

上記の評価項目に基づいて筆者らはワークショップ参加者の学習評価を行うこととした

が、そのためには以下の課題を解決しなければならないと考えた。 

 単純な知識やスキルの習得を目的としているわけではないので、いわゆる「テスト

型」の評価は適さない。 
 一方、自己評価には、「満足度」「ワークショップ手法・ワークショップ運営への評

価」が混入しがちである。 
 特に今回の場合、「パターンランゲージ自体の有効性の評価」と「それを作成する

ことによる学習効果」を峻別しなければならない。  
 また、「～を学べましたか」といった包括的な自己評価では、「ワークショップデザ

インの個々の要素」と「個々の学習効果」の具体的な関係をつかめない。 
 さらにこのような自己評価では、個々人の知識、スキル、モチベーションの多様性

に対応できない。 
 

第１章第４節第２項１. により、本事例における実践の目的は、「参加者が、今後リスク

コミュニケーション実践の様々な場面において直面するジレンマ状況において有益な「思

考の枠組み」を獲得すること」と位置付けられる。さらに、それに対応する形で、以下の通

り資源配分変更と意思決定の内容を定める。 

 

表 ６-21 評価に関わる資源配分変更と意思決定の内容 

記号 項目 定義 本実践における具体的内容 

a 実践目的 当該実践の達成すべき

目的 

参加者が、今後リスクコミュニケーション実

践の様々な場面において直面するジレンマ状

況において有益な「思考の枠組み」を獲得す

ること 

b 資源配分

変更 

実践目的を達成するた

めにより適切な資源配

分を行うことを目的と

した資源配分の変更 

今後の様々なリスクコミュニケーションの学

習や実践の機会において、参加者がより有益

な「思考の枠組み」を獲得することに対して

より多くの資源を配分するように資源の配分

を変更すること。これは、参加者がリスクコ

ミュニケーションに関する「メタ認知」「メタ

学習」「学習転移」を行うことを意味する。 
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c 意思決定 評価情報を利用するこ

とによって行われる資

源配分変更の判断のプ

ロセス 

評価情報を参照することにより、今後の様々

なリスクコミュニケーションの学習や実践の

機会において、参加者がより有益な「思考の

枠組み」を獲得することに対してより多くの

資源を配分するように資源配分変更すること

を、実践主体でもある参加者自身 72が決定す

る。 

 

さらに上記前提を踏まえ、以下の通り実践評価の枠組みを定めた。 

 

表 ６-22 評価情報、対象情報ならびにそれらの間の情報変換の内容 

記号 項目 定義 本実践における具体的内容 

d 評価情報 「対象情報を、意思決定

に資することを目的と

して特定の方法で変換

する」という評価行為に

よって得られた情報 

参加者にとって、「今後直面する様々なジレ

ンマ状況においてより有益な「思考の枠組み」

を獲得すること」に資する、つまり自分一人

では自然には気付きにくいような「多様で深

い学びのきっかけ」となるような情報。 

e 対象情報 評価対象に関するあら

ゆる情報 

「リスクコミュニケーションのためのパター

ンランゲージ制作ワークショップ」に関する

あらゆる情報 

T(e,d) 情報変換 対象に関する情報を意

思決定に資する評価情

報に変換するプロセス

（＝狭義の評価行為） 

「リスクコミュニケーションのためのパター

ンランゲージ制作ワークショップ」における、

参加者自身ないし参加者相互の体験に関する

情報を、「参加者自身では自然には気付きに

くいような「多様で深い学びのきっかけ」と

なるような情報」に変換する。 

 

上記情報変換を実現するための評価手法の設計について、以下のように基本方針を定め

た。 

 

 

                             
72 本ワークショップの参加者の多くはリスクコミュニケーションを担う実務家、ないし

それを目指して学んでいる者であった。 
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表 ６-23 評価手法の基本的な内容 

記号 項目 定義 基本的な内容 

M(T) 評価手法 情報変換を実現するた

めの手法 

① 評価主体：参加者全体 

 各々の参加者が共同作業によって

作成したパターンランゲージを全

体で共有する 73。 

② 評価主体：個々の参加者自身 

 個々の参加者にワークショップの

開始・終了段階にそれぞれワークシ

ートに記入してもらい、両者の内容

を比較する（自己調整学習）。 

 

これらをまとめて、本実践の評価目的を以下のように定めた。 

 

表 ６-24 評価目的 

記号 項目 定義 内容 

f 評価目的 当該実践において行わ

れる評価行為の目的 

ワークショップへの参加者にパターンランゲ

ージを作成してもらい全体で共有すること、

ならびに個々の参加者を実施対象とした開

始・終了段階のワークシートの記入内容を比

較することによって、それぞれ「参加者全体」

「個々の参加者自身」を評価主体とした二つ

の評価情報を得ること。さらに、この評価情

報を参照した意思決定による資源配分変更に

よって、実践目的の達成に寄与すること。 

 

筆者らは、上記の評価の基本方針に基づいたワークショップの実践評価を行うために、以

下のような項目（表 ６-25、表 ６-26）によって構成される 2つのワークシート（[学習目

標ワークシート]、[ふりかえりワークシート]を考案し、それぞれ、ワークショップの開始

段階と終了段階に参加者に記入してもらった。筆者らは、ワークシートへの記入作業は、ワ

ークショップの実践評価のためだけではなく、それ自体が参加者のリフレクティブな学習

                             
73 ワークショップにおいて制作した成果物は、ワークショップにおける学習やインタラ

クションの結果を反映していると考えられるので、本事例ではこれを広義の「評価」と位

置付けるものとする。 
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の一部となると考え、そのような学習効果も念頭に置きながらワークシートを設計した。 

 

表 ６-25 [学習目標ワークシート]（ワークシート１）設問リスト 

a あなたが「リスクコミュニケーション」という言葉から連想するキーワード、フレーズを

挙げて下さい。 

b あなたが現在リスクコミュニケーションに関して抱えている課題、悩み、疑問があれば、

挙げて下さい（ご自身が担当者でない場合、一般的に感じている課題、疑問等でも構いま

せん）。 

c リスクコミュニケーションにおいて特に難しいのはどのような点だと思いますか（複数で

も構いません）。 

d この三日間であなたはどのようなことを達成したいと思うかを書いて下さい。 

 

表 ６-26 [ふりかえりワークシート] 設問リスト 

a 「リスクコミュニケーション」という言葉から連想されるキーワード、フレーズについて、

ワークシート１で挙げた内容以外に思いついたものがあれば挙げてください。 

b ワークシート１で答えた「リスクコミュニケーションに関して抱えている課題、悩み、疑

問」に関して、本ワークショップを通じてどのような気づきや学びがありましたか。 

c ワークシート１で設定した達成目標はどの程度達成できましたか。 

d リスクコミュニケーションのパターンランゲージの作成過程で、興味深い、面白い、ある

いは役に立つと感じたことがあれば挙げてください。 

e リスクコミュニケーションのパターンランゲージの作成過程で、難しい、あるいはうまく

いかないと感じたことがあれば挙げてください。 

f リスクコミュニケーションのパターンランゲージの作成過程で、その他に感じたこと、気

づいたことがあれば挙げてください。 

g 今回作成したパターンランゲージの中で、自分が最も活用できそうなもの、あるいはリス

クコミュニケーションの担当者にとって最も有効だと思われるものを一つ挙げるとする

とどれですか。それはなぜですか。 

h このワークショップをふりかえってみて、リスクコミュニケーションに関してどのような

気づきや学びがありましたか。 

i これから自分自身でリスクコミュニケーションのパターンランゲージをつくるとしたら、

どのようなことをもっと学びたいですか。 

 

筆者らは、この 2つのワークシートの回答結果を比較することで、ワークショップ参加者

の学習目標の達成度を定性的に評価することができると考えた。 
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第５項 結果の分析と考察 

まず、リスクコミュニケーションのパターンランゲージに関する評価項目について検討

する。評価項目を再掲する。 

 

1. ワークショップの参加者によって、多様なパターンランゲージが十分な数作成さ

れたか。 
2. 上記パターンランゲージが、ワークショップの設計意図に即した形で効果的に作

成されたか。 
3. 上記パターンランゲージが、それを利用することがリスクコミュニケーション実

践にとって有効なものになっているか。 
 

[評価項目 1]については、異なるパターンランゲージが 60 個作成されたことから、目標

は一定程度達成されたと考えられる。[評価項目 2][評価項目 3]については、実際の利用場

面において評価しなければならないため、今回の結果のみからでは十分な判断材料を得ら

れていない。この点については今後の検討課題としたい。 

次に、ワークショップ参加者の学習に関する評価項目について検討する。評価項目を再掲

する。 

 

1. リスクコミュニケーションについての理解を深めることができたか。 
2. 多様なリスクコミュニケーション場面に対応できる「構え」を身につけることがで

きたか。 
 

評価項目「1．リスクコミュニケーションについての理解を深めることができたか」につ

いて検討するために、 [学習目標ワークシート]の設問[d]と、[ふりかえりワークシート]の

設問[c]への回答例のうち、この評価項目に対応していると思うものをいくつか抽出し、比

較した（表 ６-27）。 
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表 ６-27 リスクコミュニケーションについての理解 

（[学習目標ワークシート]設問[d]、[ふりかえりワークシート]設問[c]の比較より） 

 d) この三日間であなたはどのよう

なことを達成したいと思うかを書

いて下さい。 

c) 学習目標ワークシートで設定した達成目

標はどの程度達成できましたか。 

1 優先事項を見極め、ミスリードしな

い情報伝達を行う。 

優先事項の決め方とミスリードしない情報の

伝達が達成目標でしたが、前者は一応達成しま

した。達成％は 50％です。 

2 自分の研究に役立てられれば。少し

でも考えを先に進められれば。 

欠如モデルを解決するにはどうしたら良いか、

という問題に対しては、互いに教え合うという

双方向の方法の案が得られたことで、考えを少

し前進させられたと思う。 

3 リスクコミュニケーションとは何

で、誰が行うことで、どういう目的

があって、それを達成するのにどん

な工夫が必要なのかを学びたい。（リ

スクコミュニケーションについて無

知なので、0からのスタート） 

85点／100点という感じです。何であるかは何

となくつかめたかも。しかし、どうすれば上手

く伝えられるかは「この 3日間をヒントにこれ

から」という感じです。 

 

また、[ふりかえりワークシート]設問[h]「このワークショップをふりかえってみて、リ

スクコミュニケーションに関してどのような気づきや学びがありましたか」に対する回答

例のうち、上記評価項目に対応していると判断されるものを抽出し、表 ６-28に挙げる。 

 

表 ６-28 リスクコミュニケーションについての理解（[ふりかえりワークシート]設問[h]より） 

1 リスクコミュニケーションが社会の様々な場面で実施されている、すなわちその重要性

を改めて認識した。 

2 受け手のリテラシ－、送り手のリテラシーとともに、マスコミのリテラシーを高める必要

があることを実感した。 

3 一方的な情報発信だけでなく、双方向的なリスクコミュニケーションについて知ること

ができた。 

4 リスクコミュニケーションについて、個人それぞれで理解の仕方に差があるし、持ってい

る意見も違うのだなあと思った。 

 

次に、[ふりかえりワークシート]設問[a]「「リスクコミュニケーション」という言葉から
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連想されるキーワード、フレーズについて、学習目標ワークシートで挙げた内容以外に思い

ついたものがあれば挙げてください」に対する回答例を表 ６-29に挙げる。 

 

表 ６-29 ワークショップ終了後に新規に想起されたキーワード 

信頼性／客観性／リテラシー／副作用／実害／リスクの関心が異なる／問題の設定、（問い

対象）で答えは異なる／双方向のコミュニケーション／協力／協調／信頼／市民との対話／

利害関係者／危機管理／コミュニケーター自身のリテラシー（能力） ／情報伝達／一方向性

コミュニケーション／データ／企業／恣意性／相手の立場／感情／時間／正確さ／状況／背

景／科学技術／危機／定義が困難／伝え方のテクニック／マスメディア／用語の難易度／過

剰反応／専門用語／優先／不確実性／伝えるのが難しい／受け手と伝え手の認識の違い／あ

る特定の集団と他の集団のリスクをめぐる問題解決の手法 

 

表 ６-27～表 ６-29 に示した内容は、「1. リスクコミュニケーションについての理解を

深めることができたか」という評価項目に対して、一定程度の評価情報が得られたことを意

味すると考えられる。 

次に、評価項目「2. 多様なリスクコミュニケーション場面に対応できる「構え」を身に

つけることができたか」について検討するために、[学習目標ワークシート]の設問[d]と、

[ふりかえりワークシート]の設問[c]への回答例のうち、この評価項目に対応していると考

えられる典型的なものをいくつか抽出し、比較した（表 ６-30）。 
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表 ６-30 多様な場面に対応できる「構え」を身につけることができたか 

（[学習目標ワークシート]設問[d]、[ふりかえりワークシート]設問[c]の比較より） 

 d) この三日間であなたはどのようなこ

とを達成したいと思うかを書いて下さ

い。 

c) 学習目標ワークシートで設定した達

成目標はどの程度達成できましたか。 

1 様々な立場の関係者の中でリスクを回避

するためあるいはリスクに対処するた

め、どのようなことを想定しなければな

らないのかについて、事例に基づいて実

際的に体験する。 

想像以上に自分の想定している範囲が狭

く特定の分野に集中していることを認識

し、他の参加者との議論する中で様々な

視点や留意点を得ることができた。 

2 行政向けにリスコミ研修を行っていて、

マニュアル的なものを作成中です。将来

的に役立つものを作れるようにと思うの

で、この WSを通じて、一般的なリスコミ

のパターンをみなさんからいろいろ見せ

てもらいつつ、個別事例に生かせるとい

いなと思っています。 

さまざまな立場の人からの視点を知るこ

とができた。 

3 多様な方々のリスコミへの問題意識や考

え方を知りたい。 

• 150％ 
• 予想以上に多様なバックグラウンド

の持ち主と出合えた。 
4 • リスクの大小によらない普遍的なパ

ターンランゲージを抽出すること 
• 誰にでも分かりやすくリスクを伝え

る手法を体得すること 
• 未知なリスクを理解・表現するため

の方策について学び、実践できるように

なること 

• リスク大小によらない普遍的なパタ

ーンランゲージを書くことができた。 
• リスクコミュニケーションの具体的

な手法については、今回取り組む時間が

なかったので、これからやる機会をもて

たら良いと思う。 

5 • リスクコミュニケーションの際に考

慮すべきこと、考える流れを体系的に理

解する。 
• 学んだことをもとに、今後、自分がリ

スクコミュニケーションを担当する際に

活用できるフレームを自分の中で持てる

ようにする。 

• 50％ 
• 問題の設定はある程度できたが、それ

に対する対処はこれからの課題 

 

また、[ふりかえりワークシート]設問[h]「このワークショップをふりかえってみて、リ
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スクコミュニケーションに関してどのような気づきや学びがありましたか」に対する回答

例のうち、上記評価項目に対応していると判断されるものを抽出した（表 ６-31）。 

 

表 ６-31 多様な場面に対応できる「構え」を身につけることができたか 

（[ふりかえりワークシート]設問[h]より） 

1 リスクコミュニケーションには正確な答えはないということ、しかし、今回のようなワー

クショップをやっていくことでさまざまなパターンランゲージが出てきて対処法が見出

せていくと思いました。 

2 様々な立場やバックグラウンドを持つ参加者と議論する機会により、自分の考えの偏向

性と多様な視点に気付いた。 

3 リスクの種類も、リスクコミュニケーションの形も、自分が思っていたよりずっと多様だ

ということ。 

4 人間批判、批評はできるが、自分で表現するとなるとそれほど単純ではない。 

5 パターンランゲージを作ることで、現場でやくに立ちそう。 

6 リスクコミュニケーションを行う場面に出くわしたとき、まずはパターン化し、問題を分

類することが有意義ではないかと考えた。 

7 リスクコミュニケーションと一口に言っても、伝える個人や内容によってコミュニケ

ーションの上で考慮する問題や対処法がことなる想像力が必要。多くの人の考えや意見

をきいて話すことで、解決の糸口になりそう。 

 

表 ６-30～表 ６-31 より、「2. 多様なリスクコミュニケーション場面に対応できる「構

え」を身につけることができたか」という評価項目に対して、一定程度の評価情報が得られ

たと考えられる。 

ただし、表 ６-27～表 ６-31 の結果はいずれも、全ての回答の中から評価項目に対応す

ると考えられるものを筆者が抽出したものに基づいており、また、目標が達成されたかどう

かに関する明確な判断基準もない。そのように、二重の意味で研究者の恣意性が混入した結

果であり、これをもって直接実践の評価とすることはできない。むしろこれらの結果は、今

後のより良い評価手法の開発に向けての「手がかり」であると捉えるべきであろう。逆に言

えば、その意味においてこれらの結果は貴重な情報であると考えられる。 

今後のより良い評価手法の開発については、ワークシート回答データから重要なキーワ

ードを抽出し、それに基づいて、次回同様のワークショップを実施する際の学習評価に有効

な設問を提案する、という手順が考えられる（図 ６-35）。 
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図 ６-35 より良い評価手法の開発の手順 

 

そこで、[ふりかえりワークシート]設問[d]～[h]への回答データから、設問の改善に結び

つくと思われるものを選び、さらにそれらをキーワードとして抽出した。その上で、それら

のキーワードに関して有効な評価情報が得られると考えられる設問案を作成した（表 

６-32）。 

 

表 ６-32 回答データから抽出したキーワードに基づく設問案 

設問 回答データ キーワード抽出 設問案 

d ・ 原因と問題を明確化する

ことができる。 
・ 作業を通じて、表面的な具

体的現象、問題の根本原因

を探ることができたと感

じています。 
・ リスクコミュニケーショ

ンにおける問題というの

は、多様かつ複雑にからん

でいる場合が多いので、そ

れをほどいて分けて分類

していくことは意義のあ

ることだと思った。 

・ 問題の整理 
・ 根本原因の

探索 
・ パターンの

分類作業の

効果 

・ 自分が今後新たなリスク

コミュニケーションの問

題に直面したとき、ワー

クショップ受講前と比較

して、その問題の構造を

整理して対処することに

対して自信を持って取り

組めるようになったと思

いますか。 

ワークシート回答データ 

キーワード抽出 

今後同様のワークショップを実施す

る際の学習評価に有効な設問の提案 
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d ・ 個人の力だけでは達成で

きないレベルへ、アウトプ

ットのレベルが高まった

と思う。 
・ 多くの人たちと議論する

ことによりパターンラン

ゲージをより一般化する

ことができた。 

・ メンバー間

の相乗効果 
・ 自分が今後新たなリスク

コミュニケーションの問

題に直面したとき、ワー

クショップ受講前と比較

して、より他者と協力し

て問題に取り組もうと思

うようになりましたか。 

e ・ ある程度の条件、しばりが

あったほうが書きやすか

った。 
・ 問題の設定がパターン化

され、バラエティのある問

題設定が行えなかった。 
・ 抽象化と体験のプロセス

を行き来させる事が大変

難しかったです。 

・ 自由度（高

すぎる／低

すぎる） 
・ 抽象化 

・ リスクコミュニケーショ

ン実践を抽象化・一般化

して他者と共有すること

にどの程度意義があると

思いますか。それはなぜ

ですか。（事前／事後比

較） 
・ 自分ならもっと良いパタ

ンランゲージのフォーマ

ットを作ることができる

と思いますか。例えばど

のような点を改善します

か 
e ・ 問題設定のレイヤーをそ

ろえること。 
・ カテゴリーの区切りのレ

ベルを決めること。 

・ レイヤー、

カテゴリー

の整理 

・ 今回作成したパターンラ

ンゲージの中で、レイヤ

ーが揃っていない、カテ

ゴリーの区切りが不適切

だと思うものがあれば挙

げて下さい。 
f ・ かなり時間がかかる作業。 

・ もう少し時間をかけずに

出来るのではと思いまし

た。 

・ 時間コスト

への意識 
・ 今回のパターンランゲー

ジ作成プロセスをより短

時間で行うためにはどの

ようにすればよいと思い

ますか。 
f ・ リスクコミュニケーショ

ン以外にも使えそうだ。 
・ 汎用性への

意識 
・ 他にもパターンランゲー

ジの手法を適用してみた

い分野、対象があれば挙

げて下さい。 
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f ・ 今回まとめたパターンラ

ンゲージ以外にもパター

ンは存在するかもしれな

い。 

・ 網羅性への

意識 
・ 今回作成したパターンラ

ンゲージには漏れている

と思うパターンがあれば

挙げて下さい。 
 

このように、一回きりの実践に対して評価を行って終わらせるのではなく、評価のための

ワークシートへの回答データを基に、さらに有効な評価のための設問案を開発する、という

サイクルを回していくことが、より良い評価手法の開発に結びつくと考えられる。ここに、

一回の評価行為ですべてを行うのではなく、評価行為の結果を次の評価手法に反映せると

いう形を繰り返す、「漸進的(incremental)な評価手法」の開発の可能性を見出すことができ

る。 

 

第６項 実践評価の適切性の検証 

本事例に関して、実践評価の階層構造における各ステップにおける適切性を検証した。結

果を以下に示す（表 ６-33）。 

 

表 ６-33 実践評価の階層構造における各ステップの適切性の検証 

記号 項目 定義 本事例における検証結果 

S(b,a) 資源配分

変更の適

切性 

実践目的に

とっての資

源配分変更

の適切性 

「参加者が今後直面するジレンマ状況において有益な

「思考の枠組み」を獲得すること」という実践目的に対

して効果的な資源配分の変更は様々な形で実現しうる

が、成長＝学習と経験の蓄積には適切なフィードバッ

クが極めて重要であり、特に本事例で行われた「メタ認

知」「メタ学習」「学習転移」を促すフィードバックは

汎用性、持続性が高く、有益であったと考えられる。し

たがってこのフィードバックを実現した「今後の様々

なリスクコミュニケーションの学習や実践の機会にお

いて、参加者がより有益な「思考の枠組み」を獲得する

ことに対してより多くの資源を配分するように、資源

の配分を変更する」という本事例の資源配分変更方針

は適切であったと考えられる。 
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S(c,b) 意思決定

の適切性 

資源配分変

更にとって

の意思決定

の適切性 

上記資源配分の変更は、実践主体でもある参加者によ

ってもっとも直接的、効果的に達成できる。したがっ

て、この資源配分変更を参加者自身が決定する、という

本事例の設定は適切であったと考えられる。 

S(d,c) 評価情報

の適切性 

意思決定に

とっての評

価情報の適

切性 

「今後の様々なリスクコミュニケーションの学習や実

践の機会において、参加者がより有益な「思考の枠組

み」を獲得することに対してより多くの資源を配分す

るように資源の配分を変更する」という配分変更方針

に基づき意思決定を行うためには、適切なフィードバ

ックが必要である（学習全般にとってフィードバック

は極めて重要である）。 

ましてや、本事例のような「メタ認知」「メタ学習」を

促すことが要求されているような場合は、より一層適

切なフィードバックが求められる。 

ジレンマ状況におけるリスクコミュニケ―ションには

「正解」はないため、講師が参加者に模範解答を示す、

といった形のフィードバックは適切ではない。むしろ、

参加者が他の参加者と成果物を共有してその多様性や

可能性について認識すること、ならびに、参加者が実践

への参加前、参加後の自らの状態を比較してどのよう

に自らが変化したかを知る、という内在的なフィード

バックがワークショップの趣旨にかなっていると考え

られる。 

これらの点を総合的に考慮すると、本事例において採

用した「参加者にとって、「今後直面する様々なジレン

マ状況においてより有益な「思考の枠組み」を獲得する

こと」に資する、つまり自分一人では自然には気付きに

くいような「多様で深い学びのきっかけ」となるような

情報」という評価情報の設定は適切であったと考えら

れる。 

S(T,d) 情報変換

の適切性 

評価情報に

とっての情

報変換の適

切性 

本事例で要求される条件から、情報変換には必然的に

「ワークショップにおける参加者自身ないし参加者相

互の体験に関する情報を、「参加者自身では自然には気

付きにくいような「多様で深い学びのきっかけ」となる

ような情報」に変換する」ことが求められるため、この
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設定自体は妥当である。 

S(M,T) 評価手法

の適切性 

情報変換に

とっての評

価手法の適

切性 

対象情報を「参加者自身では自然には気付きにくいよ

うな「多様で深い学びのきっかけ」となるような情報」

に変換するには、他の参加者と成果物を共有したり、何

らかの支援ツールによって参加者自身の「変化」に対す

る気づきを促すことが有効であると考えられる。した

がって、本事例で採用した「①ワークショップへの参加

者にパターンランゲージを作成してもらい全体で共有

する（評価主体：参加者全体）」「②個々の参加者を実

施対象とした開始・終了段階のワークシートの記入内

容を比較する（評価主体：個々の参加者」という二つの

評価手法は適切であったと考えられる。 

S(M,a) 評価手法

の最終適

切性 

実践目的に

とっての評

価手法の適

切性 

「参加者が、今後リスクコミュニケーション実践の

様々な場面において直面するジレンマ状況において有

益な「思考の枠組み」を獲得すること」という実践目的

の観点から、本表の内容全体を鑑みて、本事例で採用し

た「①ワークショップへの参加者にパターンランゲー

ジを作成してもらい全体で共有する（評価主体：参加者

全体）」「②個々の参加者を実施対象とした開始・終了

段階のワークシートの記入内容を比較する（評価主体：

個々の参加者」という二つの評価手法はおおむね適切

であったと考えられる。 

ただし、これらの手法にどの程度狙い通りの効果があ

ったか、つまり「評価の評価」に関しては、ここでは効

果の可能性が意図されているだけであり実証的な形で

明らかになっておらず、今後の課題である。 

 

第７項 結論 

ワークショップで「リスクコミュニケーションのパターンランゲージ」を作成した参加者

は、一定程度、リスクコミュニケーションについての理解を深められ、多様なリスクコミュ

ニケーション場面に対応できる「構え」を身につけられることが確認された。 

また、一回きりの実践に対して評価を行って終わらせるのではなく、評価のためのワーク

シートへの回答データを基に、さらに有効な評価のための設問案を開発する、というサイク

ルを回していくことが、より良い評価手法の実現に結びつくと考えられる可能性を示した。 

「今後の様々なリスクコミュニケーションの学習や実践の機会において、参加者がより
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有益な「思考の枠組み」を獲得することに対してより多くの資源を配分するように資源の配

分を変更する」という配分変更方針に基づき意思決定を行うためには、とりわけ本事例のよ

うな「メタ認知」「メタ学習」を促すことが要求されているような場合は適切なフィードバ

ックが必要である。参加者が他の参加者と成果物を共有してその多様性や可能性について

認識すること、ならびに、参加者が実践への参加前、参加後の自らの状態を比較してどのよ

うに自らが変化したかを知る、という内在的なフィードバックがワークショップの趣旨に

かなっていると考えられる。 

従って、本事例において採用した「参加者にとって、「今後直面する様々なジレンマ状況

においてより有益な「思考の枠組み」を獲得すること」に資する、つまり自分一人では自然

には気付きにくいような「多様で深い学びのきっかけ」となるような情報」という評価情報

の設定、ならびにそれを実現するための「①ワークショップへの参加者にパターンランゲー

ジを作成してもらい全体で共有する（評価主体：参加者全体）」「②個々の参加者を実施対象

とした開始・終了段階のワークシートの記入内容を比較する（評価主体：個々の参加者」と

いう二つの評価手法は適切であったと考えられる。 

ただし、これらの手法にどの程度狙い通りの効果があったか、つまり「評価の評価」に関

しては、ここでは効果の可能性が意図されているだけであり実証的な形で明らかになって

おらず、今後の課題である。 
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第５節 ケース４：選科 A 集中演習 

第１項 本節の概要 

本節では、科学技術コミュニケーション教育における評価の事例として北海道大学

CoSTEP の「選科 A集中演習」（2012年度）を採り上げ、「多様な手法を活用した重層的なリ

フレクションによる自己評価・相互評価」の可能性について論じる。 

本節のケースで扱う集中演習は、三日間で最大限の効果を上げることが求められている。

また、一年間の教育プログラムで一回きりの演習である。したがって評価に関しても、その

「利用」という観点から、演習終了後に学習者へのフィードバックを行うのではなく、でき

るだけ演習期間中の、それも、短い遅延時間でのフィードバックを与えることが望ましい。 

一方、前節のケースで扱った学習者の成果物である「パターンランゲージ」は、評価の客

観性を担保するだけではなく、それ自体、学習者同士で共有することで相互の学習を促すと

同時に自らの学習成果をリフレクションする一種の「評価機能」を持っていたと考えられる。 

そこで前節の結果を敷衍し、本節のケースにおいては学習者の体験と成果物の可視化と

共有をできだけリアルタイムに近い形で行うことによって評価情報のフィードバックを効

果的かつ再帰的に新たな学習に結び付ける、という評価手法の開発と運用に焦点を当てる

こととする。 

 

第２項 実施概要 

１. 目的 

北海道大学 CoSTEP は、「本科」「選科 A」「選科 B」という 3 つの学習コース（それぞれ 1

ヶ年）を提供している。本科の受講生は講義、演習、実習を主として教室で受講し、選科の

受講生は本科と同じ講義を主として e-learning で学ぶと同時に、3 日間の集中演習に参加

し、それぞれミニサイエンスイベントの企画実施（選科 A）、ないしはサイエンスライティ

ング（選科 B）を学ぶ。「選科 A集中演習」（2012年度）の実施目的は以下のとおりであった 

(北海道大学 CoSTEP 2012)。 

・ サイエンスカフェや各種のワークショップなど、参加・体験型イベントの企画者・進行

役に求められる企画、プログラムデザイン、ファシリテーションなどのスキルを、3 日

間かけて集中的に身につけることを目指します。 
・ 異分野、異世代とのコラボレーションを通して、発想と実践のための素材を持ち寄り、

互いの問題意識の違いや共通性を見い出しながら活動をデザインしていくことの醍醐

味や可能性、課題の認識を体得していきます。 



179 

 

２. 演習の設計コンセプト 

筆者は演習の統括担当者として、この集中演習全体を「表現、共有、振り返りの循環」と

いうコンセプトに基づいて設計した。 

Ayas,K. and Zeniuk,N.(2001)は「短期間に結果を出すことを要求されるプロジェクトに

おいて、目の前の業務から離れて「振り返り」に注意の焦点を当てることは容易ではなく、

学習に対する丹念な関心と目の前のタスクを超えて全体を見渡す姿勢が必要である。その

ためには、外部の第三者との協働が有効である。」と述べている。本演習においては、教員

が受講生にとっての「外部の第三者」の役割を果たし、受講生の振り返りを支援することと

した（具体的にどのような支援をしたかは、表 ６-38に詳述）。 

３. 実施概要 

2012 年度の選科 A コースでは、8 月 24 日から 26 日にかけて、3 日間の集中演習を行っ

た。25名の参加者が 4つのグループに分かれ、教員の指導の下にそれぞれ 20分間のミニサ

イエンスイベントを企画・実施した。 

最初に演習全体についてのガイダンスが行われ、その後、適宜「企画の立て方」「プログ

ラム・デザイン」「プレスリリースの書き方」「イベントちらしのデザイン」「ファシリテー

ションの技法」「アンケートの作成方法」についての、それぞれ 15分程度のミニレクチャー

が行われた。 

それに加えて、ファシリテーションスキルをトレーニングするための「相互インタビュー」

を行った。それ以外の時間は、専らグループワークに充てられ、受講生はミニサイエンスイ

ベントの企画、準備、リハーサルを行った。 

第３項 ケースの図式化 

第 4章での議論に基づいて、本ケースの構造を以下のように図式化する（図 ６-36）。 
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図 ６-36 本実践における各アクター、評価、評価情報、ならびに資源の配分変更の位置づけ 

第４項 実践評価の設計と実施 

前項までの議論に基づいて、本事例における実践の目的を「集中演習開始前、実施中、終

了後を通じた表現、共有、振り返りの循環による、受講生の深い気づきと学習」と位置付け

ることとした。さらに、それに対応する形で、以下の通り資源配分変更と意思決定の内容を

定めた。 

 

表 ６-34 評価に関わる資源配分変更と意思決定の内容 

記号 項目 定義 本実践における具体的内容 

a 実践目的 当該実践の達成すべき

目的 

集中演習開始前、実施中、終了後を通じた表

現、共有、振り返りの循環による、受講生の深

い気づきと学習 

b 資源配分

変更 

実践目的を達成するた

めにより適切な資源配

分を行うことを目的と

した資源配分の変更 

集中演習並びにその前後に付随する期間にお

ける様々な学習機会において、受講生が自ら

のより深い気づきと学習を可能にしていくた

めに、それに資する機会により多くの自らの

資源（時間、注意、コミュニケーション等）を

配分するように、資源の配分を変更する。あ
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りていに言えば、意識して目の付け所を変え

る（＝メタ認知）、学習方法を学習する（＝メ

タ学習）、ということ。 

c 意思決定 評価情報を利用するこ

とによって行われる資

源配分変更の判断のプ

ロセス 

評価情報を参照することにより、集中演習並

びにその前後に付随する期間における様々な

学習機会において、受講生が自らのより深い

気づきと学習を可能にしていくために、それ

に資する機会により多くの自らの資源（時間、

注意、コミュニケーション等）を配分するこ

とを、受講生自身がその都度リアルタイムで

（学習と同時並行で）決定する。 

 

さらに上記前提を踏まえ、以下の通り実践評価の枠組みを定めた。 

 

表 ６-35 評価情報、対象情報ならびにそれらの間の情報変換の内容 

記号 項目 定義 本実践における具体的内容 

d 評価情報 「対象情報を、意思決定

に資することを目的と

して特定の方法で変換

する」という評価行為に

よって得られた情報 

受講生にとって「自らのより深い気づきと学

習」に資するもので、できるだけ短い遅延時

間で（集中演習での学習機会を逃してしまわ

ないようなタイミングで）フィードバックさ

れ、なおかつ独力では自然に把握することが

難しいような情報。 

e 対象情報 評価対象に関するあら

ゆる情報 

「集中演習」に関するあらゆる情報（受講生

自身の、そして他の受講生の学び、活動、成果

物、コミュニケーションの総体に関する情報） 

T(e,d) 情報変換 対象に関する情報を意

思決定に資する評価情

報に変換するプロセス

（＝狭義の評価行為） 

「集中演習における自身の、そして他の受講

生の学び、活動、成果物、コミュニケーション

の総体」に関する情報を、受講生にとって「自

らのより深い気づきと学習」に資するもので、

できるだけ短い遅延時間でフィードバックさ

れ、なおかつ独力では自然に把握することが

難しいような情報」に変換する。 

 

上記情報変換を実現するための評価手法の設計について、以下のように基本方針を定め

た。 
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表 ６-36 評価手法の基本的な内容 

記号 項目 定義 基本的な内容 

M(T) 評価手法 情報変換を実現するた

めの手法 

対象情報を評価情報に変換する目的で設計さ

れた、「「表現／共有／振り返り」の循環を実

現するための仕掛け」（表 ６-38）とそれらの

組み合わせ（図 ６-37）。 

 

これらをまとめて、本実践の評価目的を以下のように定めた。 

 

表 ６-37 評価目的 

記号 項目 定義 内容 

f 評価目的 当該実践において行わ

れる評価行為の目的 

「「表現／共有／振り返り」の循環を実現す

るための仕掛け」（表 ６-38）の組み合わせ

（図 ６-37）によって得られた評価情報を受

講生が参照して「メタ認知」「メタ学習」に関

する意思決定と資源配分変更をリアルタイム

で（＝演習期間中に）行うことにより、実践目

的（＝受講生の深い気づきと学習）を達成す

ること。 

 

 

上述の評価の枠組みに基づいて、筆者らは「表現、共有、振り返りの循環」を実現するた

めに、複数の「仕掛け」を演習プログラム内に組み込んだ（表 ６-38）。 

 

表 ６-38 「表現／共有／振り返り」の循環を実現するための仕掛け 

手法 概要 

学習目標の自

己設定のため

の仕掛け 

受講生は、集中演習開始前に「学習目標ワークシート①」を渡され、そ

れに記載された質問に回答することで自分の学習目標を自ら設定する

ように求められた。記載された質問項目は表 ６-39の通りである。 

成果共有のた

めの仕掛け 

演習中の全ての中間成果物（学習目標ワークシート①、相互インタビュ

ーの結果、毎日の振り返りの結果）を、会場の壁面に貼り出して受講生

の間で共有した。 
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振り返りのた

めの仕掛け 

受講生は毎日のプログラムの終了後に自らの学習活動を振り返り、「発

見したこと」「達成したこと」「もっとこうすればよかったこと」を付箋

にメモして壁面に貼り出し、全員で共有した。 

リアルタイム

ドキュメンテ

ーション 

教員が受講生の様々な活動を演習時間中に写真撮影し、解説文とともに

Facebook の専用ページ上に掲載し、受講生の PC やスマートフォンで閲

覧できるようにすると同時に、会場壁面にもスクリーンに投影した。ま

た、同様の写真を時間順に壁面に貼り出して、受講生が自分たちの活動

を時系列に見渡せるようにした（このように、実践の時間内に活動の記

録を視覚的かつ時系列に共有し、参加者のふりかえりを促進する手法を

リアルタイムドキュメンテーションと呼ぶ）。 

演習終了時の

自己評価 

受講生は、演習終了時に自らの学習目標達成度を、学習目標ワークシー

ト②（設問リストは表 ６-40）に記入することによって自己評価した。 

オンライン情

報共有ツール

の利用 

受講生の学習目標、自己紹介用プレゼンテーションファイルの共有のた

めにオンライン協同作業サービスを活用した。受講生に、互いの自己紹

介用プレゼンテーションファイルに感想を書き込むことや、演習の様々

な成果物のファイルをウェブサイト上にアップロードして共有するこ

とを奨励した。 

 

 

 

表 ６-39 [学習目標ワークシート①]設問リスト 

1 この演習で特にどんなことを学びたいと思いますか？自分の学習目標を記入してく

ださい。 

2 １を達成するために、演習中どのような意識・行動を心がけようと思いますか？ 

3 あなたは、グループワークの中でどのような役割を果たしたいと思いますか？ 

4 あなたは、企画、グループワーク、イベント準備・運営の中でどのような部分が苦手・

嫌いだと感じていますか？それはなぜですか？ 

5 あなたは、企画、グループワーク、イベント準備・運営の中でどのような部分が得意・

好きだと感じていますか？それはなぜですか？ 

6 今までの CoSTEPでの学習を振り返って発見したこと、考えたこと。 

7 これから CoSTEPでの学習（集中演習以外）で特に学びたいこと。 

8 その他、自己 PR などなんでも自由にお書き下さい。 
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表 ６-40 [学習目標ワークシート②]設問リスト 

1 学習目標を最初の段階から変更した場合は以下に記入してください。 

2 自分の学習目標はどの程度達成できましたか？自己評価をしてください。 

3 演習を通じて、発見したことを記入してください。 

4 演習をふりかえって、今後の学習目標にしたいと思うことがらを記入してください。 

 

これらを、それぞれ演習のプログラム全体の中に位置づけて図式化したものが図 ６-37

となる。このような演習のデザインは、受講生が「多様な手法を活用した重層的なリフレク

ションによる自己評価・相互評価」を行うことを可能にするためである。 
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図 ６-37 多様な手法を活用した重層的なリフレクションによる自己評価・相互評価 

 

第５項 結果の考察と分析 

集中演習終了後、参加者に、集中演習の評価のためのアンケートに回答してもらった。回

答者は 14名（参加者 25名中）であった。本研究の要旨に関係のある部分の質問項目を抽出

し、項目毎の回答結果を以下に示す（回答のテキストデータは、大意を変えない程度に簡略
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化した）。 

 演習全体の満足度 
 満足 = 86% 

 学ぶことが多かった（10 名） 
 実践できた(3 名) 
 多様な人々と交流できた（3 名） 
 自分自身を振り返ることができた 
 サポートが手厚かった 

 どちらかといえば満足 = 14% 
 バックグラウンドが様々な人たちとイベントをつくれた 
 参加しきれない企画があった（リアルタイムドキュメンテーションなど）  

 演習の長さ 
 ちょうどよい = 64% 

 きつかったが集中できた(6 名) 
 事前にもっと意見交換をすべきだったと反省 
 仕事のことを考えると 3 日が限界 
 もう一日あると嬉しい 

 どちらかというと短すぎた = 36% 
 あと半日欲しい 
 本番を 1 日にし、討論時間がもっとあるとよい 
 講義・企画に 3 日間でもよい 
 学びたいことが少し駆け足だった(2 名) 
 でも、よく集中していたから短く思うのかも 

 集中演習の運営 
 良かった = 86% 

 講義とグループワークのバランスが良かった(5 名) 
 もっと他の班とも交流したかった 
 スタッフのサポートが適切だった(2 名) 
 事前の情報交換の場所と時間を工夫したらもっと良い(2 名) 
 廊下の掲示などで、自分の状況を客観視出来た 

 どちらかといえば良かった= 14% 
 グループ分けの希望を取ってもらいたかった 
 担当ではない仕事(チラシ、プレスリリース等)のフォローが欲しかった 

 学習目標ワークシート 
 良かった = 64% 

 悩んだときの指針になった(2 名) 
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 目標を整理できた 
 漠然と当日を迎えることが避けられた 
 他の受講生の考えを知ることができた(2 名) 
 もう少し見やすいと良い 

 どちらかといえば良かった = 36% 
 自分の反省材料として活用できた 
 班の中で共有したかった 
 他の受講生の考えを知ることができた 
 客観的な評価がよくわからなかった 

 リアルタイムドキュメンテーション(Facebook／紙） 
 良かった = 72% 

 振り返りに有効(3 名) 
 友人に知ってもらうきっかけになった 
 他のチームの活動を知ることができた 
 不参加の人にも臨場感が伝わる 
 1、2 日目を見ることができない（※Facebook だと過去の情報がどんどんタイ

ムラインを流れてしまうため） 
 どちらかといえば良かった = 7% 

 振り返りに有効 
 どちらかといえば良くなかった = 21% 

 見る余裕がなかった(2 名) 
 事前に教えてもらえば参加しやすかった 

 事前課題 
 良かった = 86% 

 目的を整理できた(2 名) 
 モチベーションが高まった(4 名) 
 班メンバーの事を知る機会になった(3 名) 
 事前課題をベースに企画立案ができた 
 企画案の提示までが事前課題でもよかった 
 事前課題が企画に生かしきれなかった(2 名) 

 どちらかといえば良かった = 14% 
 インターネット上の協同作業支援サービスを使った事前交流: 

 良かった = 43% 
 企画立案がスムーズに行った 
 もっと活発に利用すれば良かった(2 名) 
 利用期間が短くて残念 



188 

 

 どちらかといえば良かった = 36% 
 十分活用できなかった(2 名) 
 他の班のメールが全て送られてきて不便 
 英語なので良くわからなかった 

 どちらかといえば良くなかった= 21% 
 操作に苦労した(2 名) 
 スタッフが仲介してほしかった 
 どう交流してよいかわからなかった 

 付箋紙による振り返りの共有 
 良かった = 71% 

 次の日に臨む準備ができた 
 他の方の考えがわかった(5 名) 
 他の方のも見れば良かった 

 どちらかといえば良かった = 29% 
 他の人と共感できた 
 班で振り返りをしたかった 
 時間に追われて共有できなかった 

 

受講生による集中演習の評価は、概ねポジティブなものであった。この評価を見る限りで

は、筆者が設計した「多様な手法を活用した重層的なリフレクションによる自己評価・相互

評価」は、全体としては機能していたのではないかと推察される。ただし、その仕掛けの持

つポテンシャルが十分に発揮できたかという観点からすると、集中演習のプログラムはや

や過密だったのではないかと推察される。 

この反省を受けて、2013 年度の集中演習は時間を延長して 1 日目を午前から開始し、グ

ループワークの時間を十分に確保することとした。 

 

第６項 実践評価の適切性の検証 

以下のとおり、実践評価の階層構造における各ステップにおける適切性を検証した。 

実践評価の階層構造における各ステップの適切性を検証した結果を以下に示す（表 

６-41）。 
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表 ６-41 実践評価の階層構造における各ステップの適切性の検証 

記号 項目 定義 本事例における検証結果 

S(b,a) 資源配分

変更の適

切性 

実践目的に

とっての資

源配分変更

の適切性 

「集中演習開始前、実施中、終了後を通じた表現、共有、

振り返りの循環による、受講生の深い気づき」という実

践目的を達成するには、短い集中演習期間中における、

リアルタイムでの認知方略や学習方略の更新が有効で

あると考えられる。 

そこで、「受講生が自らの深い気づきに資する機会によ

り多くの自らの資源（時間、注意、コミュニケーション

等）を配分するように、資源の配分を変更する」という

本事例の資源配分変更方針は適切であったと考えられ

る。 

S(c,b) 意思決定

の適切性 

資源配分変

更にとって

の意思決定

の適切性 

上記資源配分の変更は、実践主体でもある参加者によ

ってもっとも直接的、効果的に達成できる。また、学習

機会を損失しないためには、演習終了を待たずにでき

るだけ小刻みに早いタイミングで頻繁に意思決定が行

われることが望ましい。したがって、この資源配分変更

を受講生自身がその都度リアルタイムで（学習と同時

並行で）決定する、という本事例の設定は適切であった

と考えられる。 

S(d,c) 評価情報

の適切性 

意思決定に

とっての評

価情報の適

切性 

「集中演習並びにその前後に付随する期間における

様々な学習機会において、受講生が自らのより深い気

づきと学習を可能にしていくために、それに資する機

会により多くの自らの資源を配分するように、資源の

配分を変更する」という配分変更方針に基づき意思決

定を行うためには、意思決定主体である受講生に対す

る適切なフィードバックが必要である。 

ましてや、本事例のような「メタ認知」「メタ学習」を

「演習期間中に」促すことが要求されているような場

合は、より一層多角的で、相互に綿密に連関し、遅延時

間が短く、頻度の高いフィードバックが求められる。 

本事例のような PBL 形式の学びにおいてはいわゆる

「正解」はないため、CoSTEP の教員が受講生に模範

解答を示す、といった形のフィードバックは適切では

ない。むしろ、受講生が他の受講生と演習の（中間・最
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終）成果物を共有してその多様性や可能性について認

識すること、ならびに、受講生が実践への参加前、参加

後の自らの状態を比較してどのように自らが変化した

かを知る、という内在的なフィードバックがワークシ

ョップの趣旨にかなっていると考えられる。 

これらの点を総合的に考慮すると、本事例において採

用した「受講生にとって「自らのより深い気づきと学

習」に資するもので、できるだけ短い遅延時間で（集中

演習での学習機会を逃してしまわないようなタイミン

グで）フィードバックされ、なおかつ独力では自然に把

握することが難しいような情報」という評価情報の設

定は適切であったと考えられる。 

S(T,d) 情報変換

の適切性 

評価情報に

とっての情

報変換の適

切性 

本事例で要求される条件から、情報変換には必然的に

「「集中演習における自身の、そして他の受講生の学

び、活動、成果物、コミュニケーションの総体」に関す

る情報を、受講生にとって「自らのより深い気づきと学

習」に資するもので、できるだけ短い遅延時間でフィー

ドバックされ、なおかつ独力では自然に把握すること

が難しいような情報」に変換する」ことが求められるた

め、この設定は適切であるといえよう。 

S(M,T) 評価手法

の適切性 

情報変換に

とっての評

価手法の適

切性 

対象情報を「受講生にとって「自らのより深い気づきと

学習」に資するもので、できるだけ短い遅延時間でフィ

ードバックされ、なおかつ独力では自然に把握するこ

とが難しいような情報」に変換するには、他の参加者と

成果物を共有したり、何らかの支援ツールによって参

加者自身の「変化」に対する気づきを促したりすること

が有効であると考えられる。したがって、本事例で採用

した「対象情報を評価情報に変換する目的で設計され

た、「「表現／共有／振り返り」の循環を実現するため

の仕掛け」（表  ６-38）とそれらの組み合わせ（図 

６-37）」という評価手法は適切であったと考えられる。 

S(M,a) 評価手法

の最終適

切性 

実践目的に

とっての評

価手法の適

切性 

「集中演習開始前、実施中、終了後を通じた表現、共有、

振り返りの循環による、受講生の深い気づきと学習」と

いう実践目的の観点から、本表の内容全体を鑑みて、本

事例で採用した「対象情報を評価情報に変換する目的

で設計された、「「表現／共有／振り返り」の循環を実
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現するための仕掛け」（表 ６-38）とそれらの組み合わ

せ（図 ６-37）」という評価手法はおおむね適切であっ

たと考えられる。 

この評価手法の効果、つまり「評価の評価」については、

アンケート結果（第５項）によってある程度裏付けられ

ていると言えるであろう。 
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第７項 結論 

筆者が設計した「多様な手法を活用した重層的なリフレクションによる自己評価・相互評

価」は、全体としては機能していたのではないかと推察される（第５項）。 

「集中演習開始前、実施中、終了後を通じた表現、共有、振り返りの循環による、受講生

の深い気づき」という実践の目的を達成するためには、意思決定主体である受講生に対する

適切なフィードバックが必要である。ましてや、本事例のような「メタ認知」「メタ学習」

を「演習期間中に」促すことが要求されているような場合は、より一層多角的で、相互に綿

密に連関し、遅延時間が短く、頻度の高いフィードバックが求められる。 

一方、本事例のような PBL形式の学びにおいてはいわゆる「正解」はないため、受講生が

他の受講生と演習の（中間・最終）成果物を共有してその多様性や可能性について認識する

こと、ならびに、受講生が実践への参加前、参加後の自らの状態を比較してどのように自ら

が変化したかを知る、という内在的なフィードバックがワークショップの趣旨にかなって

いると考えられる。 

これらの点を総合的に考慮すると、本事例において採用した「受講生にとって「自らのよ

り深い気づきと学習」に資するもので、できるだけ短い遅延時間でフィードバックされ、な

おかつ独力では自然に把握することが難しいような情報」という評価情報の設定、ならびに

それを産出するための「「対象情報を評価情報に変換する目的で設計された、「「表現／共有

／振り返り」の循環を実現するための仕掛け」（表 ６-38）とそれらの組み合わせ（図 ６-37）」

という評価手法はおおむね適切であったと考えられる。 

冒頭でも触れたように、この評価手法の効果、つまり「評価の評価」については、アンケ

ート結果によってある程度裏付けられていると言えるであろう。 
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第６節 ケース５：「サイエンス・カフェ札幌」における「モニター」による評価 

第１項 本節の概要 

本節では、北海道大学 CoSTEPの代表的な科学技術コミュニケーション実践である「サイ

エンス・カフェ札幌」の評価のために筆者が開発した手法を採り上げ、その効果と適切性に

ついて議論する。 

前節までのケースでは、実践者、学習者本人、もしくは実践への参加者、つまり何らかの

意味での「直接の当事者による評価」を扱ってきた。これは、実践評価の趣旨を考えるなら

ば自然なことであるが、他方、これだけでは当事者の持ちうる視野の限界が、そのまま評価

の限界を規定することになってしまいかねない。そこで本節のケースにおいては、当事者で

はない「第三者」による評価を取り入れた評価手法の開発に焦点を当てることとする。 

第２項 実践実施概要 

１. 実践の目的 

「サイエンス・カフェ札幌」は、CoSTEP の授業科目「サイエンスカフェ実習」の一環とし

て実施されている 74。「サイエンスカフェ実習」の目的は、「他の受講生や教員と共同でサイ

エンスカフェを制作することにより、科学技術に関する対話の場づくりを実践するための

基礎的なスキルを修得すること」である。特に、「イベント企画立案から実施、評価までの

プロセスを自ら設計し、他の人と協力しながら実行できる力を身につけること」を目指して

いる。企画立案やリサーチ、話題提供者となる研究者との折衝、広報・集客、ワークショッ

プのプログラムデザイン、ファシリテーションなど個別のスキルについても、必要に応じて

実践の中で学ぶことが期待されている (北海道大学 CoSTEP 2010)。 

一方、CoSTEPという組織における「サイエンス・カフェ札幌」の実施には、実践面と教育

面の二つの目的がある。実践面では、端的に「科学技術コミュニケーションの実践」である

と同時に、北海道大学の広報活動への貢献も目的としている。また教育面では、科学技術コ

ミュニケーターの養成の一環として位置づけられている。 

２. 実践の実施概要 

2010年度～2012 年度のサイエンスカフェ実習では、CoSTEP受講生（本科生）が 5人程度

の班（1班～5班）に分かれ、各班が 1回ずつサイエンスカフェを企画・運営してきた。テ

ーマの絞り込み、話題提供者（ゲスト）との打ち合わせ、進行プログラム・会場計画の作成、

広報、当日の進行・運営（ファシリテーター、会場スタッフ）、事後評価などの一連のプロ

セスを、担当教員のアドバイスのもと、受講生が行なった。 

                             
74 2010 年～2012 年度当時 
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３. CoSTEPの教育・実践・研究開発の関係 

CoSTEP の活動内容は以下の 4つに大別され、これらの関係は図 ６-38のように図式化で

きる。 

 

1. 教室内で完結する教育プログラム 
2. 教育プログラムのうち、成果を社会に発信するもの 
3. 教育とは独立したイベント・コンテンツ開発等 
4. 教育・実践を充実させるための研究・教育プログラム開発等 

 

図 ６-38 CoSTEP の教育・実践・研究開発の関係 

 

これらのうち、2、3、4 は対外的なアウトプットとなっている。また 2、3 は、科学技術

コミュニケーションの実践としての機能と同時に、北海道大学の広報活動としての機能も

果たしている（CoSTEPの活動における「教育」と「実践」の関係については、 石村(2007)

に詳しい）。 

「サイエンス・カフェ札幌」は、「2. 教育プログラムのうち、成果を社会に発信するもの」

に位置づけられるので、上記の二つの機能を同時に果たしているといえよう。更に、当然の

ことながら「サイエンス・カフェ札幌」は、受講生に対する教育機能も果たしている。この

ような機能の多重性が、「サイエンス・カフェ札幌」の大きな特徴であるといえよう。 
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第３項 「モニター」による実践評価手法の設計と実施 

１. 「サイエンス・カフェ札幌」の特徴とモニター制度 

近年、日本でも多数のサイエンスカフェが実施されるようになってきたとはいえ、その評

価手法については未整備なのが現状である。参加者にアンケートをとり、それを次回の運営

に活かしている事例は少なくないが、一般の参加者に課すことのできるアンケートの量や

質問項目の深度には自ずと限界があり、サイエンスカフェの質的向上のためには、第三者に

よるより詳細な評価が効果的であると考えられる。そこで、2011 年度の「サイエンス・カ

フェ札幌」において、新しい評価手法「モニター制度」を導入した。 

前述したように、「サイエンス・カフェ札幌」は、「教育／実践」さらには実践における「科

学技術コミュニケーション／大学広報」という、機能の多重性を有している。また、単に実

践として捉えた場合に限っても、「サイエンス・カフェ札幌」は、これまで 97 回（2017 年

11月 16日現在）にわたる実施に基づく改善を重ねてきたことにより、構成・演出面をはじ

めとして様々な部分に複雑な要素が組み込まれている。このような多重性や複雑性に即し

てサイエンス・カフェ札幌全体を評価しようとした場合、項目が詳細かつ複雑で多岐にわた

り、一般の参加者へのアンケートで対応するには回答者への時間的負荷がかかりすぎてし

まう。またそもそも、ある程度 CoSTEPの教育プログラムや実践の蓄積を把握した評価者で

無ければこういった性質を持った実践を対象とした評価を行うことは不可能であろう。 

そこで筆者は、「CoSTEPでの学習を経験しながら現受講生ではない」という適度な距離感

の第三者、すなわち「CoSTEP 修了生」から評価を得ることが適切であると考えた。これが、

CoSTEP 修了生による「サイエンス・カフェ札幌」のモニター制度である。サイエンスカフ

ェの第三者評価については、管見の限り現時点 75で学術論文への報告が存在せず、科学技術

コミュニケーション実践の分野における本評価手法の新規性を表しているものと考えられ

る。 

本ケースの構造は図 ４-6に「科学技術コミュニケーション教育の担い手」ならびに

「モニター（＝独立した第三者としての評価主体）」という 2つの新たなアクターが加わ

ったものとなっている。この構造を以下に図示する（図 ６-39 科学技術の担い手、科学

技術、実践の参加者の関係における 

「科学技術コミュニケーション教育の担い手」と「モニター」の位置づけ）。 

 

                             
75 2017 年 11 月 16 日現在。 
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図 ６-39 科学技術の担い手、科学技術、実践の参加者の関係における 

「科学技術コミュニケーション教育の担い手」と「モニター」の位置づけ 

モニターは、CoSTEPの教員と受講生にフィードバックを提供し、「教育」と「実践」とい

う二つの側面を持ったサイエンス・カフェ札幌に貢献する。これを図示したものを以下に示

す（図 ６-40）。 
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図 ６-40 サイエンス・カフェ札幌におけるモニターの位置づけ 

 

２. 実践評価の前提と枠組み 

前項では、実践（＝「サイエンス・カフェ札幌））の目的を「専門家と市民の間の双方向

的コミュニケーションの構築と深化」と位置付けることとした。本項でも引き続き「サイ

エンス・カフェ札幌」を対象とした分析を行っており、この実践目的自体はもちろん継承

しているが、本項で採り上げた事例の重要な要素である「モニター制度」と「科学技術コ

ミュニケーション教育の担い手」により明確に焦点を当てるために、本項では実践の目的

を「サイエンス・カフェ札幌の企画運営によって得られるさまざまな学習機会を活用する

ことを通じて、受講生が優れた科学技術コミュニケーション実践の担い手として成長する

こと」と再定義するものとする。それに対応する形で、以下の通り評価に関わる資源配分

変更と意思決定の内容を定めた（表 ６-42）。 
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表 ６-42 評価に関わる資源配分変更と意思決定の内容 

記号 項目 定義 本実践における具体的内容 

a 実践目的 当該実践の達成すべき

目的 

受講生が優れた科学技術コミュニケーション

実践の担い手として成長すること 

b 資 源 配 分

変更 

実践目的を達成するた

めにより適切な資源配

分を行うことを目的と

した資源配分の変更 

その後のCoSTEPでの学習プログラムや実社

会での様々な学習機会において、受講生がよ

り優れた科学技術コミュニケーション実践の

担い手として成長する可能性のあるものによ

り多くの資源を配分するように、資源の配分

を変更する。ありていに言えば、意識して目

の付け所を変える（＝メタ認知）、学習方法を

学習する（＝メタ学習）、ということ 76。 

c 意思決定 評価情報を利用するこ

とによって行われる資

源配分変更の判断のプ

ロセス 

評価情報を参照することにより、受講生がよ

り優れた科学技術コミュニケーション実践の

担い手として成長すると期待される学習機会

により多くの資源を配分することを、受講生

自身ならびに CoSTEP の教員が決定する。 

 

  

                             
76 これを「具体的にどのように行うか」については表 ６-43 を参照のこと。 
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さらに上記前提を踏まえ、以下の通り実践評価の枠組み（評価情報、対象情報ならびにそ

れらの間の情報変換の内容）を定めた。 

 

表 ６-43 評価情報、対象情報ならびにそれらの間の情報変換の内容 

記号 項目 定義 本実践における具体的内容 

d 評価情報 「対象情報を、意思決定

に資することを目的と

して特定の方法で変換

する」という評価行為に

よって得られた情報 

受講生にとって「より優れた実践の担い手と

して成長すること」に資する、つまり、（自分

では、あるいは教員や他の受講生からの指摘

によっては気付きにくいような／または動機

づけられにくいような）「多様で深い学びの

きっかけ」となるような情報。 

e 対象情報 評価対象に関するあら

ゆる情報 

「サイエンス・カフェ札幌」に関するあらゆ

る情報。 

T(e,d) 情報変換 対象に関する情報を意

思決定に資する評価情

報に変換するプロセス

（＝狭義の評価行為） 

「「サイエンス・カフェ札幌」における、参加

者・実践者自身・教員・ゲストの研究者・実践

への協力者等の体験、ならびにその場で、あ

るいはその場以外で関連して生じた様々な事

象の総体」に関する情報を、「受講生にとっ

て、自分では、あるいは教員や他の受講生か

らの指摘によっては気付きにくいような／ま

たは動機づけられにくいような「多様で深い

学びのきっかけ」となるような情報」に変換

する。 
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上記情報変換を実現するための評価手法の設計について、以下のように基本方針を定め

た。 

 

表 ６-44 評価手法の基本的な内容 

記号 項目 定義 基本的な内容 

M(T) 評価手法 情報変換を実現するた

めの手法 

対象情報を評価情報に変換する目的で設計さ

れ、CoSTEP の修了生から募った「サイエン

ス・カフェ札幌」のモニターを実施対象とし

た記述式のアンケート調査を、年間を通じて

実施する。 

 

これらをまとめて、本実践の評価目的を以下のように定めた。 

表 ６-45 評価目的 

記号 項目 定義 内容 

f 評価目的 当該実践において行わ

れる評価行為の目的 

「サイエンス・カフェ札幌」のモニターを実

施対象とした年間を通じたアンケート調査に

よって評価情報を得ること。さらに、この評

価情報を参照した意思決定による資源配分変

更によって、実践目的の達成に寄与すること。 

 

上記の評価の基本方針に基づき、モニター制度を構想・準備・実施した。 
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2011年度の初めに CoSTEP修了生に対してモニターの募集を行ったのに対して 4名の応募

があり、全員を採用した。モニターには、それによって T(e,d)の情報変換（表 ６-43）が実

現されることを狙いとして設計した質問フォーマットの「「サイエンス・カフェ札幌」継続

評価シート」を毎回配付し、回答してもらった（=M(T)）。質問フォーマットの具体的内容は

以下の通りである。 

 

1. 今回のサイエンスカフェの目的は以下の通りです。 
（※ここに各回のサイエンスカフェの目的を記述） 
この目的がどの程度達成されたかについて、あなたの評価をお書き下さい。 

2. 今回のサイエンスカフェで、良かったと思う点と、できればその理由を挙げて下さ

い。 
3. 今回のサイエンスカフェで、改善すべきだと思う点と、できればその理由や、改善

のための提案を挙げて下さい。 
4. 今回のサイエンスカフェは、カフェの参加者に対してどのような効果を及ぼしたと

思いますか。 
5. 今回のサイエンスカフェは、ゲストの研究者に対してどのような効果を及ぼしたと

思いますか。 
6. 今回のサイエンスカフェは、CoSTEP の受講生に対してどのような効果を及ぼした

と思いますか。 
7. 今回のサイエンスカフェはそのほか、北海道大学、紀伊國屋書店、とりあげられた

研究分野のイメージなどに対して、どのような効果を及ぼしたと思いますか。 
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４～７の設問については、それぞれ更に以下の小設問に分けて質問した。 

 

① 効果の内容・程度 
② 効果をより高めるためには、どのような工夫・改善が必要だと思われますか？ 
③ 「効果の内容・程度」で書いたこと以外に、サイエンスカフェがもっとどのような効

果を及ぼすことができるとよいと思いますか。 
④ そのためには、どのような工夫・改善が必要だと思われますか？ 

 

第４項 結果の分析と考察 

モニターによる「「サイエンス・カフェ札幌」継続評価シート」への回答例を以下に示す。

各回のサイエンスカフェのモニター数が 3 名～5 名と少数であり、回答も記述式であるた

め、回答全体を分析して定量的ないし普遍的結果を導出することは難しいと判断した。そこ

で、いくつかの回答例を採り上げることによりモニターによる回答における何らかの傾向

を抽出することを試みた。 

 

■設問１についての回答例 
設問１に対する回答例を示す。ここでは、2011 年度に開催されたサイエンスカフェのう

ち、第 62回サイエンス・カフェ札幌「『分ける』で『分かる』植物の世界～北の植物のルー

ツをたどれ～」についての回答例を紹介する。 

 

設問１：今回のサイエンスカフェの目的は以下の通りです。 

①来場者に植物分類学への親しみをもってもらう 

②フィールド調査により植物標本を集めることの意義を知ってもらう 

③博物館のバックヤードを知ってもらい、博物館の魅力や意義を伝える 

この目的がどの程度達成されたかについて、あなたの評価をお書き下さい。 

 

回答例１： 

①～③共、みなさん熱心に聞かれていたのでそれなりに達成されたと思います。でも、

フィードバックが今の時点では私はもっていないので何とも判断できません。 

個人的には、 

①もう少し分類の魅力を示してほしかった。 

②これはそれなりに感じた。実際のフィールドのビデオや学生の声を入れてもよか

ったかも。 

③知っている人はいいけど、博物館に行ったことのない人にはちょっと不足。 
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クラークさんは目的ではなかったので、不要だった？ 

回答例２： 

①実物の展示や、クラーク博士の紹介をすることで、歴史や現在の研究の様子を感じ

ることができました。 

②フィールド調査の写真や生活のくだりでやや中だるみしてしまいました、、、。なの

で（？）意義については聞き逃しました。 

③バックヤードに 15 万点未分類の植物が何年、何十年も保管されていることは伝わ

りました。→今後どうするのか知りたかったです。 

回答例３： 

今回はなじみの深いクラーク博士の話題もとりあげられ、北大に対する親しみはか

なり増したと思う。ただ、目的にかかげられた 3つの事項はその分時間が短くなり、も

の足りなかった。もっともっと植物の話を聞きたかった人が多かったように思います。 

 

■設問４についての回答例 
設問４に対する回答例を示す。ここでは、５－１と同様に、第 62回サイエンス・カフェ

札幌「『分ける』で『分かる』植物の世界～北の植物のルーツをたどれ～」についての回答

例を紹介する。 

 

設問：今回のサイエンスカフェは、カフェの参加者に対してどのような効果を及ぼしたと思

いますか。 

回答例１： 

効果の内容・程度 今日も女子高生が 4人一番前にいた。聞けば前回（くすり）の

時に来ておもしろかったから。今日もメモをとって熱心にき

いていた。 

「知る楽しさ」を多くの人が感じていて、それが身についてい

るのだと思う。 

効果をより高めるには、どの

ような工夫・改善が必要だと

思われますか？ 

・もっと少人数で、フィールドに出て、博物館＋植物園までの

ツアーをする。 

・北大のパラタクソノミスト養成講座と連携する。 

「効果の内容・程度」で書い

たこと以外に、サイエンスカ

フェがもっとどのような効

果を及ぼすことができると

よいと思いますか。 

・他団体がもっと実施したり、他の場所でもぜひ使って下さい

と申し出て札幌中で広がるといいですね。→街全部が学びの

場になってほしい。 
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そのためには、どのような工

夫・改善が必要だと思われま

すか？。 

いろいろなカフェ共通のスタンプカードのような手帳がある

と集める人は多いと思う。「道民カレッジ」のように。 

回答例２： 

効果の内容・程度 ルーツをたどる話の内容や分類の方法から進化学や分子生物

学など幅広い興味を引くことができたのではないでしょう

か。 

効果をより高めるには、どの

ような工夫・改善が必要だと

思われますか？ 

この部分は学問でいう○○学ですねという、ファシリテータ

ーの誘導（しつこくない程度に）。 

 

 

 

「効果の内容・程度」で書い

たこと以外に、サイエンスカ

フェがもっとどのような効

果を及ぼすことができると

よいと思いますか。 

 

そのためには、どのような工

夫・改善が必要だと思われま

すか？。 

 

回答例３： 

効果の内容・程度 今回の分野のような比較的地味な分野の研究者に対する親し

みが持てたと思う。前半と後半で話が 3本立てとなり、それぞ

れおもしろいが、また逆にそれぞれもの足りなかったのでは

ないか。 

効果をより高めるには、どの

ような工夫・改善が必要だと

思われますか？ 

せっかく高橋先生は博物館にいらっしゃるのだから博物館と

のコラボレーション企画があっても良いのではないか。 

「効果の内容・程度」で書い

たこと以外に、サイエンスカ

フェがもっとどのような効

果を及ぼすことができると

よいと思いますか。 

前項で博物館と書いたが、その他の北大の施設・機関とのコラ

ボ企画、カフェもおもしろいと思います。 
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そのためには、どのような工

夫・改善が必要だと思われま

すか？。 

現在の 1 人の研究者にスポットをあてるカフェとは異なるタ

イプのカフェの工夫、企画。 

 

■設問２についての回答例 
次に、設問２についての回答例（複数回答者）を示す。これについては、第 58回～第 62

回のサイエンスカフェに対する全回答データから抽出したものを、内容に沿って筆者が事

後的に行った分類に従って列挙している。 

 

設問２：今回のサイエンスカフェで、良かったと思う点と、できればその理由を挙げて下

さい。 

回答例： 

●構成について 

良かったと思う点 理由 

前半に子ども向けのイベ

ントを行っていたこと。 

札幌のサイエンスカフェはお客の層の固定化と高齢化がすすん

でいる。それに対する一つのアプローチとして、高く評価できる。 

2 回に分けた それぞれの回の対象者が明確になった。 

大人向けに多少むずかしい説明もできる。 

構成 先生のお話と質問コーナーの時間を細かく区切って組み合わせ

ていたので、退屈することなく、後半席を立つお客さんも少なか

ったと感じた。 

●コミュニケーション・ファシリテーションについて 

良かったと思う点 理由 

双方向のコミュニケーシ

ョン 

ゲストと参加者のやりとりが活発でスムーズでした。 

コミュニケーションが良

くとれている。 

休憩中、フロアファシリテーターやゲストが積極的に会話をして

いた。 

ファシリテーターのツッ

コミ 

むずかしい用語のいいかえ 

ちょっぴりズレたツッコミで笑えた。最後のまとめもよかった。 

ファシリテーターとテン

ポがよい。 

話の流れやファシリテーターとのやりとりがとてもスムーズ。寸

劇をはさんで飽きさせない工夫が感じられました。先生との打ち

合わせが細かくされていたのだなと思いました。ファシリテータ

ーの Yさん、とてもハキハキ話してて聞きやすかったです。 

質問のセレクト とてもいい質問が多かった。 

ファシリテーターが内容

の概略を説明した点 

話を聞く上での心構えができる。いきなり話を聞くより理解が深

まる。 
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はじまる前の待ち時間に、

スタッフがお客さんに声

を掛けていた。 

お客だって実は緊張しているので。 

●キャスティング 

良かったと思う点 理由 

先生のキャラクター 親しみやすい語り口、自信と熱いスピリッツ 

学生の話 北大の魅力を伝えられたと思う 

ゲストの Kさん メリハリがつきました。Yさんのキャラがさらに伝わりました。 

ゲストが研究室の学生を

紹介 

研究がこれからも続けられるように支援をお願いという、北大や

学生との「つながり」を感じられた。 

●コンテンツ・演出 

良かったと思う点 理由 

先生・スタッフのおそろ

い Tシャツ 

スタッフがだれかすぐわかる。 

イベントとしてのふんいきが出ている。 

ムービー 特に「しめつけ」と「ツンツン」「大ほう」 

クイズ 参加型になり得る。もっと答えが分かれる方が良い。 

寸劇や学生への質問など

新しい試みがされてい

る。 

ぜひ効果を検証して改善していって欲しい。 

はじまる前に、標本を自

由に見てもらっていた。 

期待が高まるとともに、早く来た人（特に女子高生）が熱心に見

ていた。 

フィールド調査の服 現場の姿を見られてよかったです。 

テーマに合ったおみやげ

のしおり 

うれしい。 

実験 手間やトラブルを考慮しても、実物を見せるインパクトは大きい

と思います。 

休けい中のビデオ 休けいといってもそのまま席にいる人も多いのでちょうどよか

った（あきずに見ていられた）。 

●広報 

良かったと思う点 理由 

質問カードの後日回答ア

ナウンス 

その場で取り上げられなくても、CoSTEPの Web で確認できるなら

質問も書きやすく、web への訪問も誘導できる。事前にゲストへ

了解が得られていて、アナウンスができたのはよかった。 

会場と同時に満員 広報がよくできていた結果だと思う。 

関心の高いテーマだったからだと思う。 
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●会場設営・その他 

良かったと思う点 理由 

レイアウトの対応が柔軟 ツリーがじゃまだと思いましたが、イスの配置や参加者に呼びか

けて上手に整えていました。 

音響 今回遅れてしまって立ち見だったのですが、後ろでもすごく良く

聞こえていました。 

標本の展示 休憩中に多くの人が前に集まっている様子が印象的でした。 

 

これらの結果から、構成、コミュニケーション・ファシリテーション、キャスティング、

コンテンツ・演出、広報、会場設営など、多岐にわたるサイエンスカフェの要素について、

モニターによる詳細な評価がなされていることがわかる。これは、各モニターがサイエン

ス・カフェ札幌の企画・制作を実際に体験したことのある CoSTEP修了生であることに起因

すると考えられる。 

 

■設問３についての回答例 
次に、設問３についての回答例(複数回答者)を示す。これについては、第 58回～第 62回

のサイエンスカフェに対する全回答データから抽出したものを、内容に沿って筆者が行っ

た分類に従って列挙している。 

 

 

設問３：今回のサイエンスカフェで、改善すべきだと思う点と、できればその理由や、改

善のための提案を挙げて下さい。 

回答例： 

●構成 

改善すべきだと思う点 理由 

一回目の質問のタイミン

グ 

休憩の前に質問カードを記入するのはむずかしい。実際、質問が

はじめは１つしか来ていなかったが、あらかじめ決めてあった？

スケジュールどおりの運営をしていた。できれば状況に応じてじ

ゅうなんに対応するのがのぞましい。 

前半、研究内容の紹介部

分 

内容が中途半端では？あの時間で全体を理解してもらうのはそも

そも不可能。解説すべきポイントをもっとしぼった方が良いので

はないか。この研究での北大での位置づけなど。 

前半と後半のテーマのギ

ャップ 

今日の題からはもっと直接的な病気を直す話を期待した人が多い

のではないか（まわりの私語から）。 

クイズの前にもうワンク ヤチカンバの話しからエゾコザクラのクイズの時、唐突に感じた
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ッション欲しい。 ので、もう 1枚スライドがあっても良いのでは？ 

後半がクラーク博士の話

になり、やや焦点のぼけ

た印象。 

それぞれのテーマに聴衆は興味を示していたので、2 回に分けて

やった方がよいのでは？ 

時間配分が中途半端  

●コミュニケーション・ファシリテーション 

改善すべきだと思う点 理由 

ファシリテータの「あい

の手」がもう少しほしい。 

ファシリテータは案内役であるとともにお客さんの代表なので、

自分がギモンに感じた所に、どんどんつっこんでほしい。 

質問をスタッフが代読 フロアからの発現をうまくひろう。 

子ども用のアンケートは漢字にふりがながほしい。 

その場で質問を受けるのもよいですが、質問が出ない時のために準備が必要。 

最後に感想を聞いてねらったかのように 2 人から良いコメントがもらえたのはかなりラッキ

ーだったと思います。あのコメントはふつうは出ないかも。ちょっと危険な問いかけだと私は

思いました。 

質問者へのマイク渡しな

ど手順の悪い点がある。 

各担当者が十分に自分の役割を理解しているのか、全体の中での

自分の立ち位置を考える訓練が必要か。 

ファシリテーターの言葉

づかい 

質問コーナーのときに、ファシリテーターが「いい質問ですね」

と連発するのは印象が良くないと思った。司会の方も、たまにゲ

ストや観客に対して失礼では？と感じることがあった。その場で

考えながら話すのは大変だと思うが、ビデオ等で振り返り、次に

生かしてほしい。 

ファシリテーターはカー

ドの回収に集中 

ゲストの話に聞き入ってカードの回収を見逃す場面も。別の参加

者がフォローして渡していました。自分の役割に集中して下さい。 

会場からの質問の選択  

アポロはスペースシャト

ルではなくサターン V 型

ロケットを使用。歴史的

事実は正しく伝えよう。 

研究者が見落としがちな他分野について訂正することもサイエン

スコミュニケーターの大切な役割です。 

もっと双方向だといいで

すね。 

クリッカーを使うとか。 

たくさんの質問にほとん

ど答えていない。 

後日 HPにアップすることを伝えるべき。 

●キャスティング 

改善すべきだと思う点 理由 
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やっぱりゲストとファ

シリテーターは男女が良

い？ 

ゲストの先生がおひげだったので爽やか青年とのギャップでセ

ーフか。 

●コンテンツ・演出 

改善すべきだと思う点 理由 

実験をしっかり見せてほ

しかった。 

せっかくの器材をもっと見せてほしかった。 

PPT教材が多すぎ。 説明しない部分もあった。学会発表みたい。目的のために本当に

必要な説明だったか。盛りだくさんすぎたかも。 

プレゼンテーションの字

の大きさの他、「単位」の

問題。 

先生にいただいた ppt を大幅に作り直して良いのではないでしょ

うか。大事なのは「100伝えようとして 10しか伝わらない」から

「50に伝えることをへらして、30わかってもらうこと」です。 

それでもやはり難しい。 A さんは相当工夫されているのはわかるが、やはり難しい。説明

の一部に聴衆に高いレベルを求める部分があった。 

実験の手順 実験内容は非常におもしろいが、手順が悪くて中断される面があ

る（実施者以外の周囲の人の動き）。実験を含めたリハーサルは

なされているのか。 

実験は失敗するのを想定してシナリオを考えておいた方がよい。 

せっかくオープニングで

話の流れにプラスして概

要を説明したのだから、

パンフレットにレジュメ

をつけられないか。 

話の内容を確認しながら聞けるので、理解が深まるのではないか。 

クイズももっと図を使う

工夫が必要では？ 

ファシリテーター自身が、文字ではわかりづらいと発言してしま

うのはいかがなものか。 

●広報 

改善すべきだと思う点 理由 

エネルギー問題の解決に役立つという感じが期待したほどではなかった。 

広報の方法 研究室紹介など学生さんに見てほしい内容だったので、もっと学

生（学部生）をターゲットにした広報をがんばってほしかった（学

食の三角コーナーチラシの効果はどの程度あったのでしょう？）。 

今の時期は 3 年生が研究室を見学してまわっているのでチャン

ス？ 

センター試験の時って配ったら NGなのでしょうか？ 

高校生がなぜこの場に来てくれたのか聞いてみたかった。 
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●会場設営・その他 

改善すべきだと思う点 理由 

スクリーンが低くて一部読めなかった。 

会場設計（スクリーンが

見えない席有） 

入り口側座席でファシリテーターの影でスクリーンが見えない部

分が。ファシリテーターの立ち位置注意。 

書けないボールペン多数 3 本交換してもらって結局自分のペンを出しました。ボールペン

よりえんぴつの方がストレスにならないかも？ 

座席の配置（導線の確保） 後から来た人が座りにくい配置だと感じた。→たまたま通りがか

った人がとどまりにくく、また途中でトイレや飲み物を買いに行

きづらい。逆に言うと、一度座った人が席を離れることが少ない

配置だと思う。 

ファシリテーターのマイ

クが途切れ 

受信状態が悪かったのであれば、アンテナの場所？ 

ムービーの見やすさ 全画面表示。スクリーンが暗くなるように、きのくにや側のガラ

スに布をはる。 

クリスマスツリー ちょっとじゃまでした。 

さむい 地下歩行空間は使えないのかな。 

せまい。立ち見の人が多

い。 

何げなく立ちよってほしいが、今は目的をもって早めに来た人が

ほとんど。 

 

これらの結果からも、多岐にわたるサイエンスカフェの要素について、モニターによる詳

細な評価がなされていることがわかる。また、単なる批判ではなく、具体的な改善案が多数

寄せられている。例えば「ファシリテーターは案内役であるとともにお客さんの代表なので、

自分がギモンに感じた所に、どんどんつっこんでほしい」「最後に感想を聞いてねらったか

のように 2 人から良いコメントをもらえたのはかなりラッキーだったと思います。あのコ

メントはふつうは出ないかも。ちょっと危険な問いかけだと私は思いました」「研究室紹介

など学生さんに見てほしい内容だったので、もっと学生（学部生）をターゲットとした広報

をがんばってほしかった」といったコメントは、サイエンスカフェの企画運営を経験し、フ

ァシリテーションや広報の勘所を理解した修了生ならではの視点である。 

 

■設問５～設問７について 
当初設問５～設問７は、モニターの視点から、第 3章で述べたサイエンス・カフェ札幌の

持つ機能の多重性に即した多角的・包括的評価を行ってもらうことを目的として組み入れ

られたものであった。しかし、これらの設問に対する回答は、多くの場合、「受講生の準備
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の過程を見ていないのでよくわからない」というものであったり、曖昧な推測に留まるもの

であったり、ごく一般的・定型的な回答内容であったりして、設問の目的が達成されたとは

言えないものであった。これはもちろんモニターの側に責任があるわけではない。これらの

設問はそれぞれゲストの研究者、受講生、大学当局等の立場を「想像して」回答しなければ

ならず、そこには大きな困難が伴うことが理由であった。 

しかし例えば、第 61 回サイエンス・カフェ札幌（モニター制度を始めてから通算 4回目

のサイエンスカフェ）に関する継続評価シートの設問 6「今回のサイエンスカフェは、CoSTEP

の受講生に対してどのような効果を及ぼしたと思いますか」に対し、あるモニターから「他

の班のお手伝いがたくさんいたように思いました。後半になると受講生同士がどんどんつ

ながっている様子が感じられます」という回答が得られている。これは、このモニターがサ

イエンスカフェを継続して評価し続けたからこそ持ち得た視点であり、評価シートの設計

を改善することによって、あるいは受講生自身による学習評価の実施との組合せによって、

多角的かつ効果的に受講生の学習効果を測ることができる可能性を示唆している。 

 

■回答結果全体について 
ここまでの結果から、「モニター制度」による第三者評価は、一般の参加者へのアンケー

トでは得られない詳細な評価点、改善点を相当程度抽出できたと考えられる。特に、企画・

運営側の立場に立った視点からの評価が多数得られたことは、今後科学技術コミュニケー

ターの教育機会としての、そして市民への生涯学習機会の提供の場としてのサイエンスカ

フェを、特定の実践手法がどのような効果をもたらすかという因果関係を明確に意識しな

がら再設計し、改善していく上で、貴重なフィードバックとなり得る。 

一方で、モニターの立場からゲストの研究者や受講生への教育効果、北海道大学の広報活

動への貢献度を「想像する」という行為には少なからぬ困難が伴うことが判明した。これら

については、直接当事者からの評価を求める手法を併用することなどを検討する必要があ

ろう。 

本来は、ゲストの研究者からの評価、大学の広報担当者からの評価を直接得るべきである。

実際、ゲストの研究者には評価シートへの回答を依頼したが、協力は得られなかった。ゲス

トとして参加してもらうだけでも大きな負担をかけているので、それ以上の協力を求める

のは実際問題として難しかった。また、大学の広報担当者に毎回サイエンスカフェに参加し

てもらって評価を得ることも困難であった。これらの点は、今後の検討課題としなければな

らない。 
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第５項 実践評価の適切性の検証 

実践評価の階層構造における各ステップの適切性を検証した結果を以下に示す（表 

６-46）。 

表 ６-46 実践評価の階層構造における各ステップの適切性の検証 

記号 項目 定義 本事例における検証結果 

S(b,a) 資源配分

変更の適

切性 

実践目的に

とっての資

源配分変更

の適切性 

「受講生が優れた科学技術コミュニケーション実践の

担い手として成長すること」という実践目的に対して

効果的な資源配分の変更は様々な形で実現しうるが、

成長＝学習と経験の蓄積には適切なフィードバックが

極めて重要であり、特に「メタ認知」「メタ学習」を促

すフィードバックは汎用性、持続性が高く、有益である

と考えられる。したがって「その後の CoSTEP での学

習プログラムや実社会での様々な学習機会において、

受講生がより優れた科学技術コミュニケーション実践

の担い手として成長する可能性のあるものにより多く

の資源を配分するように、資源の配分を変更する」とい

う本事例の資源配分変更方針は適切であったと考えら

れる。 

S(c,b) 意思決定

の適切性 

資源配分変

更にとって

の意思決定

の適切性 

上記資源配分の変更は、学習者である受講生と、指導

者・ファシリテーターである教員によってもっとも直

接的、効果的に達成できる。したがって、この資源配分

変更を受講生自身ならびに CoSTEP の教員が決定す

る、という本事例の設定は適切であったと考えられる。 

S(d,c) 評価情報

の適切性 

意思決定に

とっての評

価情報の適

切性 

「その後の CoSTEP での学習プログラムや実社会での

様々な学習機会において、受講生がより優れた科学技

術コミュニケーション実践の担い手として成長する可

能性のあるものにより多くの資源を配分するように、

資源の配分を変更する」という配分変更方針に基づき

意思決定を行うためには、適切なフィードバックが必

要である（学習全般にとってフィードバックは極めて

重要である）。 

もちろん学習のためのフィードバックは、教員はもと

より他の受講生、そして実践の参加者やステークホル

ダー等からも日々得られるものであるが、それだけで



213 

 

はどうしても偏りがちで不十分である。 

教員や他の受講生はいわば「身内」であり、視点が類似

してしまいがちであるし、実践の参加者やステークホ

ルダーには受講生の学習のためにあまり大きなフィー

ドバックの負担をかけるわけにはいかない。 

ましてや、本事例のような「メタ認知」「メタ学習」を

促すことが要求されているような場合は、より一層適

切な第三者によるフィードバックが求められる。 

これらの点を総合的に考慮すると、本事例において採

用した「自分では、あるいは教員や他の受講生からの指

摘によっては気付きにくいような／または動機づけら

れにくいような「多様で深い学びのきっかけ」となるよ

うな情報」という評価情報の設定は適切であったと考

えられる。 

S(T,d) 情報変換

の適切性 

評価情報に

とっての情

報変換の適

切性 

本事例で要求される条件から、情報変換には必然的に

「「「サイエンス・カフェ札幌」における、参加者・実

践者自身・教員・ゲストの研究者・実践への協力者等の

体験、ならびにその場で、あるいはその場以外で関連し

て生じた様々な事象の総体」に関する情報を、「受講生

にとって、自分では、あるいは教員や他の受講生からの

指摘によっては気付きにくいような／または動機づけ

られにくいような「多様で深い学びのきっかけ」となる

ような情報」に変換する」ことが求められるため、この

設定自体は妥当である。 

しかしこの情報変換プロセスを実際に具現化しようと

すると非常に難易度が高く、かつ負荷の大きいもので

あるので、この条件をすべてカバーするような適切な

機能とコストの評価手法が存在するとは考えにくい。 

S(M,T) 評価手法

の適切性 

情報変換に

とっての評

価手法の適

切性 

評価行為実施当時に評価主体（＝筆者）にとって利用可

能であったリソースを鑑みれば、前述の「情報変換」を

「CoSTEP の修了生から募った「サイエンス・カフェ

札幌」のモニターを実施対象とした記述式のアンケー

ト調査を、年間を通じて実施する」という評価手法によ

って行ったことは妥当な判断であったと考えられる。

しかし、たとえ CoSTEP の修了生が専従のモニターを

務めたとしても実際には、前述のように当該の「情報変
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換」は非常に難易度が高く、かつ負荷の大きいものであ

った。事実、モニターにとって、ゲストの研究者や受講

生への教育効果、北海道大学の広報活動への貢献度を

「想像する」という行為は困難であった。これらを考慮

するならば、本事例の評価手法は持続可能性、再現可能

性、スケーラビリティーなどの点で課題を残したと言

わざるを得ない。 

S(M,a) 評価手法

の最終適

切性 

実践目的に

とっての評

価手法の適

切性 

「サイエンス・カフェ札幌の企画運営によって得られ

るさまざまな学習機会を活用することを通じて、受講

生が優れた科学技術コミュニケーション実践の担い手

として成長すること」という実践目的の観点から、本表

の内容全体を鑑みて、「対象情報を評価情報に変換する

目的で設計され、CoSTEP の修了生から募った「サイ

エンス・カフェ札幌」のモニターを実施対象とした記述

式のアンケート調査を、年間を通じて実施する」という

評価手法は、実施時点の評価主体の限られたリソース

を考慮すればおおむね妥当であったと考えられる。 

ただし前述のように本評価手法は、持続可能性、再現可

能性、スケーラビリティーなどの点において少なから

ぬ課題があり、より潤沢なリソースを調達するか、より

効率的な方法を開発することが求められる。 

 

第６項 結論 

「受講生が優れた科学技術コミュニケーション実践の担い手として成長すること」とい

う実践目的を達成するにあたり、「成長」＝「学習と経験の蓄積」には適切なフィードバッ

クが極めて重要であり、特に「メタ認知」「メタ学習」を促すフィードバックは汎用性、持

続性が高く、有益であると考えられる。もちろん学習のためのフィードバックは、教員はも

とより他の受講生、そして実践の参加者やステークホルダー等からも日々得られるもので

あるが、それだけではどうしても偏りがちで不十分である。 

「モニター」によって、企画・運営側の立場に立った多様な視点からの評価が多数得られ

たこと、つまり、「自分では、あるいは教員や他の受講生からの指摘によっては気付きにく

いような／または動機づけられにくいような「多様で深い学びのきっかけ」となるような情

報」が得られたことは、上記観点から極めて有益であったと考えられる。これは、本実習終

了後の CoSTEPでの学習プログラムや実社会での様々な学習機会において、受講生がより優

れた科学技術コミュニケーション実践の担い手として成長する可能性を高めたと言えるの
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ではないだろうか。 

一方で、モニターの立場からゲストの研究者や受講生への教育効果、北海道大学の広報活

動への貢献度を「想像する」という行為には少なからぬ困難が伴うことが判明した。「「「サ

イエンス・カフェ札幌」における、参加者・実践者自身・教員・ゲストの研究者・実践への

協力者等の体験、ならびにその場で、あるいはその場以外で関連して生じた様々な事象の総

体」に関する情報を、「受講生にとって、自分では、あるいは教員や他の受講生からの指摘

によっては気付きにくいような／または動機づけられにくいような「多様で深い学びのき

っかけ」となるような情報」に変換する」という情報変換プロセスは極めて難易度が高く、

かつ負荷の大きいものであるので、この条件をすべてカバーするような適切な機能とコス

トの評価手法が存在するとは考えにくい。 

たとえ CoSTEPの修了生が専従のモニターを務めたとしてもゲストの研究者や受講生への

教育効果、北海道大学の広報活動への貢献度を「想像する」という行為は困難であったとい

う結果を考慮するならば、本事例の評価手法は持続可能性、再現可能性、スケーラビリティ

ーなどの点で課題を残したと言わざるを得ない。今後は、より潤沢なリソースを調達するか、

より効率的な方法を開発することが求められる。 
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第７節 実践の包括的評価の枠組みの提案に向けて 

本章で扱ってきた科学技術コミュニケーションの実践事例を整理する。まずは、それぞれ

の評価手法そのものに直接着目し、ここまでの各ケースで扱ってきた評価手法の「評価」と

「課題」を整理する 77。 

表 ６-47 本章で扱った実践事例の評価手法とその「評価」ならびに課題 

  評価手法 「評価手法」の評価 「評価手法」の課題 

①サイエンス・カ

フェ札幌（アンケ

ート分析） 

参加者アンケートの回答項目間関係

の分析 

「満足度」という代表的な評価項

目の構成要素を分析する手がか

りと、新しい科学技術コミュニケ

ーション実践の構想の糸口を得

た。 

関連研究を参照しつつ手法を彫琢

することによって、相応の利用可能

性を持つ評価手法となりうるであ

ろう。 

②環境学習の場

のデザインと評

価 

プロジェクトの階層的「目的－手段」

関係に沿って質問項目が設定された

「事前アンケート」ならびに、それに

対応した「事後アンケート」の実施に

よる自己評価 

学習ポートフォリオの作成 

事前・事後アンケートの組み合わ

せによって、受講生はプロジェク

トの階層的「目的－手段」関係に

沿って自らの学習目標や実践目

標を自己評価できたのではない

かと推察される。 

プロジェクトが受講生の当初の期

待と異なる内容（目的・目標）とな

った場合に、事前・事後アンケート

の組み合わせでは適切な評価がで

きない。 

③パターンラン

ゲージ制作ワー

クショップ 

・ パターンランゲージワークシート

の作成数と質 
・ 「学習目標ワークシート」と「ふり

かえりワークシート」による自己評

価 
・ キーワード連想による学習評価 
・ 「ふりかえりワークシート」への回

答内容に基づいた評価手法改善 

ワークショップのアウトプット

（パターンランゲージの作成）な

らびに参加者の学習について、一

定程度の評価の手がかりとなる

情報が得られた。また、ワークシ

ートへの回答内容から、評価手法

を改善するための獣疫な情報が

得られた。 

評価の客観性、再現可能性をどのよ

うに担保していくか、さらに検討を

進める必要がある。 

④選科 A 集中演

習 

学習目標の自己設定のための仕掛け、

成果共有のための仕掛け、振り返りの

ための仕掛け、リアルタイムドキュメ

ンテーション、演習終了時の自己評

価、オンライン情報共有ツールの利

用、といった多様な手法を活用した重

層的なリフレクションによる自己評

価・相互評価 

演習終了後に受講生に実施した

アンケートの回答結果によると、

評価手法は全体としては機能し

ていたのではないかと推察され

る。 

ただし、これらの仕掛けの持つポテ

ンシャルが十分に発揮できたかと

いう観点からすると、集中演習のプ

ログラムはやや過密だったのでは

ないかと推察される。 

⑤サイエンス・カ

フェ札幌（モニタ

ーによる評価） 

第三者モニターによる評価 参加者へのアンケートでは得る

ことのできない、実践者の立場も

理解した詳細な回答データを得

た。 

モニターがゲストの研究者や受講

生への教育効果、北海道大学の広報

活動への貢献度を推測することは

困難であり、これらについては他の

評価手法を検討する必要がある。 

 

それぞれの評価手法には、それぞれ異なる長所、短所、課題が見られるが、異なる手法を

組み合わせつつ、手法を改善していくことで、よりよい評価を行っていくことができると考

えられる。これらは、実践そのものの評価や課題とは別に（密接にかかわりあいながらも）

追求されるべき問題である。 

次にこれらの実践事例を、先述した評価のフレームワークに沿って整理し、考察を進める。

最初に、これらの実践事例を第３章で提示した一般的な評価のフレームワークに即して分

類した。 

  

                             
77 これらはあくまでも評価論の観点から見た「評価手法」の評価と課題であり、実践そ

のものの評価、課題ではないことに留意されたい。 
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表 ６-48 一般的な評価のフレームワークに基づいた実践の記述 

実践名 (1)評価対象 (2)時間停止の

タイミング 

(3-1)評価

主体 

(3-2)意思決定

主体 

(4)意思決定主体の評価

目的 

(5)意思決定主体の介入

の種類 

①サイエ

ンス・カ

フェ札幌

（アンケ

ート分

析） 

実践（成果物） 実践終了直後 実践への

参加者 

受講生 

教員 

自らの実践を振り返り、

今後の学習に反映させ

ること（受講生） 

サイエンスカフェの比

較的客観的で詳細な評

価を得ること（教員） 

今後の学習への反映（受

講生） 

授業運営への反映（教

員） 

サイエンスカフェのプ

ログラムデザインの改

善（教員） 

②環境学

習の場の

デザイン

と評価 

実践（構想書、

成果物） 

実践主体（受講

生） 

資源提供者（受

講生、教員） 

意思決定主体

（受講生、教

員） 

実践構想段階 

実践終了直後 

受講生 受講生 

教員 

自らの実践をプロジェ

クトとして階層的に計

画すること（受講生） 

自らの実践を振り返り、

階層的に評価すること

（受講生） 

受講生がプロジェクト

を階層的に計画・評価で

きたかどうかを確認す

ること（教員） 

事前アンケートの授業

運営方法への反映（教

員） 

事後アンケートの次年

度の授業計画の改善（教

員） 

③パター

ンランゲ

ージ制作

ワークシ

ョップ 

実践（成果物） 

実践主体（ワー

クショップ参

加者） 

実践途中段階 

実践終了直後 

ワークシ

ョップ参

加者 

ワークショッ

プ参加者 

主催者 

ワークショップのアウ

トプットの達成度、自ら

の学習達成度を自己評

価し、今後の実践や学習

の指針を得ること（ワー

クショップ参加者） 

ワークショップが参加

者に提供した体験の質

を確認すること、ならび

に評価手法を改善する

こと（主催者） 

今後の実践や学習への

反映（ワークショップ参

加者） 

ワークショップならび

に評価手法の改善（主催

者） 

④選科 A

集中演習 

実践（構想書、

成果物） 

実践主体（受講

生） 

実践構想前 

実践構想段階 

実践準備段階 

実践終了直後 

受講生 

実践への

参加者 

受講生 

教員 

イベント参加

者 

実習時の学習目標の設

定・学習姿勢への反映・

今後の学習目標の設定・

学習目標や進捗度の受

講生間での共有による

モチベーションの向上

（受講生） 

授業運営への反映・来年

度の授業計画の改善（教

員） 

学習目標ワークシート

記入による学習目標の

設定（受講生） 

リフレクションの学習

姿勢への反映（受講生） 

学習目標ワークシート・

リフレクションの授業

運営への反映（教員） 

実演終了後アンケート

による今後の学習目標

の設定（受講生） 

演習終了後アンケート

の次年度の授業計画の

改善（教員） 

次回イベント時の参加

の判断（イベント参加

者） 

⑤サイエ

ンス・カ

フェ札幌

（モニタ

ーによる

評価） 

実践（成果物） 実践終了直後 第三者（修

了生） 

受講生 

教員 

自らの実践を振り返り、

今後の学習に反映させ

ること（受講生） 

サイエンスカフェの比

較的客観的で詳細な評

価を得ること（教員） 

今後の学習への反映（受

講生） 

授業運営への反映（教

員） 

サイエンスカフェのプ

ログラムデザインの改

善（教員） 

 

それぞれの事例における評価が、実践の異なる側面に焦点を当てた異なる手法を採用し

ており、その多様性が見て取れる。このように、異なる実践を対象とした異なる評価行為を、

第３章で示した実践評価のフレームワークに沿う形で要素分解して一覧し、比較対照する

ことで、異なる評価手法の利点・欠点を相互に分析したり、特定の実践に関する評価手法を

別の実践に適用したりするなど、評価のさらなる利用、改善に向けての道が開かれるものと

考えられる。こういった試みを蓄積していくことで、科学技術コミュニケーションの実践評
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価手法の開発枠組みを構築していくことができると考える。 

なお、これらの評価手法のうち「自己評価」に依拠するものについては、「客観性」の観

点から疑義が生じるかもしれない。また、総じて本章では定性的評価を採用するものが多か

ったため、その「解釈」と「意思決定者による利用」の観点から困難が生じる可能性がある

のではないか、という指摘もあるであろう。しかし、科学技術コミュニケーション実践の評

価手法開発が現在まだ発展途上であり、かつ原理的な困難を抱えている（第３節参照）こと

を鑑みると、拙速に「客観的」で「定量的」な手法を導入しようとするよりも、現時点では、

今回試みた評価手法やそれに類する手法によって得られたデータを更に詳細に検討し、新

たな評価手法を開発する際の「手がかり」としていくことの方が生産的であろう。 

次にこれらの実践事例に関して、第４章で示した実践評価の階層構造における各要素の

内容、ならびにそれらの適切性を検証した結果を下記に一覧する（表 ６-49、表 ６-50、表 

６-51）。 
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表 ６-49 各ケーススタディでの実践評価の階層構造における各要素の比較 

  評価手法

の特徴 

評価情報[d] 情報変換[T(c,d)] 評価手法[M(T)] 評価目的[f] 

①サイエン

ス・カフェ

札幌（アン

ケート分

析） 

要素間相

互連関 

参加者の「コミットメ

ントの深さ」、実践プ

ログラムの各構成要素

（特に、満足度、理解

度、難易度、再体験希

望度などの体験価値や

体験感の解釈）とこの

「コミットメントの深

さ」との相関関係、な

らびに各構成要素間の

相関関係（あるいはこ

れらを部分的にでも反

映すると考えられる代

替的指標） 

「「サイエンス・カフェ札

幌」に関するあらゆる情

報」のうち「参加者の体験

の総体」に関する情報を、

参加者の「コミットメント

の深さ」、実践プログラム

の各構成要素とこの「コミ

ットメントの深さ」との相

関関係、ならびに各構成要

素間の相関関係に変換す

る。 

「参加者の体験の総体」に関

する情報を評価情報に変換す

る目的で設計され、「サイエ

ンス・カフェ札幌」への参加

者を実施対象とした、プログ

ラムの体験価値全般ならびに

それを構成すると考えられる

重要な要素についての回答を

求めるアンケート調査（選択

式＋自由記述式） 

「サイエンス・カフェ札幌」へ

の参加者を実施対象としたアン

ケート調査によって評価情報を

得ること。さらに、この評価情

報を参照した意思決定による資

源配分変更によって、実践目的

の達成に寄与すること。 

②環境学習

の場のデザ

インと評価 

事前事後

比較 

受講生にとって「実習

終了後に社会で体験す

る様々な実践において

より効果的に活かせる

ような、より実践的・

協働的・主体的な深い

学び」に資するもの

で、一年間という中期

的スパンの中で適切に

フィードバックされ、

なおかつ独力では自然

に把握することが難し

いような情報 

「プロジェクト実習におけ

る自身の、そして他の受講

生の学び、活動、成果物、

コミュニケーションの総

体」に関する情報を、受講

生にとって「実習終了後に

社会で体験する様々な実践

においてより活かせるよう

な、より実践的・協働的・

主体的な深い学び」に資す

るもので、一年間という中

期的スパンの中で適切にフ

ィードバックされ、なおか

つ独力では自然に把握する

ことが難しいような情報」

に変換する。 

個々の参加者に演習の開始・

終了段階にそれぞれ「事前ア

ンケート」「事後アンケー

ト」に記入してもらい、両者

の内容を比較する（＝自己調

整学習）と同時に受講生同士

でそれらの内容を共有する

（＝協同学習）。また、実習

機関中は「事前アンケート」

の内容を各自参照しながら学

習・実践に取り組んでもら

う。 

「個々の参加者に演習の開始・

終了段階にそれぞれ「事前アン

ケート」「事後アンケート」に

記入してもらい、両者の内容を

比較すると同時に受講生同士で

それらの内容を共有する。ま

た、実習機関中は「事前アンケ

ート」の内容を各自参照しなが

ら学習・実践に取り組んでもら

う」ことによって得られた評価

情報を受講生が参照して「メタ

認知」「メタ学習」に関する意

思決定と資源配分変更を一年間

という中期的スパンの中で行う

ことにより、実践目的（＝社会

への貢献を果たすと同時に、受

講生が実習終了後に社会で体験

する様々な実践において活かせ

るような実践的・協働的・主体

的な深い学びを達成すること）

を達成すること。 

③パターン

ランゲージ

制作ワーク

ショップ 

事前事後

比較＋体

験共有 

参加者にとって、「今

後直面する様々なジレ

ンマ状況においてより

有益な「思考の枠組

み」を獲得すること」

に資する、つまり自分

一人では自然には気付

きにくいような「多様

で深い学びのきっか

け」となるような情

報。 

「リスクコミュニケーショ

ンのためのパターンランゲ

ージ制作ワークショップ」

における、参加者自身ない

し参加者相互の体験に関す

る情報を、「参加者自身で

は自然には気付きにくいよ

うな「多様で深い学びのき

っかけ」となるような情

報」に変換する。 

① 評価主体：参加者全体 

l 各々の参加者が共同作業に

よって作成したパターンラン

ゲージを全体で共有する 。 

② 評価主体：個々の参加者自

身 

l 個々の参加者にワークショ

ップの開始・終了段階にそれ

ぞれワークシートに記入して

もらい、両者の内容を比較す

る（自己調整学習）。 

ワークショップへの参加者にパ

ターンランゲージを作成しても

らい全体で共有すること、なら

びに個々の参加者を実施対象と

した開始・終了段階のワークシ

ートの記入内容を比較すること

によって二つの評価情報を得る

こと（それぞれ「参加者全体」

「個々の参加者自身」を評価主

体としたもの）。さらに、この

評価情報を参照した意思決定に

よる資源配分変更によって、実

践目的の達成に寄与すること。 

④選科 A 集

中演習 

事前事後

比較＋体

験共有＋

リアルタ

イムフィ

ードバッ

ク 

受講生にとって「自ら

のより深い気づきと学

習」に資するもので、

できるだけ短い遅延時

間で（集中演習での学

習機会を逃してしまわ

ないようなタイミング

で）フィードバックさ

れ、なおかつ独力では

自然に把握することが

難しいような情報。 

「集中演習における自身

の、そして他の受講生の学

び、活動、成果物、コミュ

ニケーションの総体」に関

する情報を、受講生にとっ

て「自らのより深い気づき

と学習」に資するもので、

できるだけ短い遅延時間で

フィードバックされ、なお

かつ独力では自然に把握す

ることが難しいような情

報」に変換する。 

対象情報を評価情報に変換す

る目的で設計された、「「表

現／共有／振り返り」の循環

を実現するための仕掛け」

（表 ６ 28）とそれらの組み

合わせ（図 ６ 35）。 

「「表現／共有／振り返り」の

循環を実現するための仕掛け」

（表 ６ 28）の組み合わせ（図 

６ 35）によって得られた評価情

報を受講生が参照して「メタ認

知」「メタ学習」に関する意思

決定と資源配分変更をリアルタ

イムで（＝演習期間中に）行う

ことにより、実践目的（＝受講

生の深い気づきと学習）を達成

すること。 

⑤サイエン

ス・カフェ

札幌（モニ

ターによる

評価） 

第三者視

点 

受講生にとって「より

優れた実践の担い手と

して成長すること」に

資する、つまり、（自

分では、あるいは教員

や他の受講生からの指

摘によっては気付きに

くいような／または動

機づけられにくいよう

な）「多様で深い学び

のきっかけ」となるよ

うな情報。 

「「サイエンス・カフェ札

幌」における、参加者・実

践者自身・教員・ゲストの

研究者・実践への協力者等

の体験、ならびにその場

で、あるいはその場以外で

関連して生じた様々な事象

の総体」に関する情報を、

「受講生にとって、自分で

は、あるいは教員や他の受

講生からの指摘によっては

気付きにくいような／また

は動機づけられにくいよう

な「多様で深い学びのきっ

かけ」となるような情報」

に変換する。 

対象情報を評価情報に変換す

る目的で設計され、CoSTEP の

修了生から募った「サイエン

ス・カフェ札幌」のモニター

を実施対象とした記述式のア

ンケート調査を、年間を通じ

て実施する。 

「サイエンス・カフェ札幌」の

モニターを実施対象とした年間

を通じたアンケート調査によっ

て評価情報を得ること。さら

に、この評価情報を参照した意

思決定による資源配分変更によ

って、実践目的の達成に寄与す

ること。 
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表 ６-50 各ケーススタディでの実践評価の階層構造における各要素の適切性の比較（１） 

  評価手法

の特徴 

資源配分変更の適切性[S(b,a)] 評価情報の適切性[S(d,c)] 

①サイエン

ス・カフェ

札幌（アン

ケート分

析） 

要素間相

互連関 

「専門家と市民の間の双方向的コミュニケー

ションの構築と深化」というマクロな実践目

的に対して、効果的な資源配分の変更は様々

な形で実現しうるが（逆に言えば一つの方法

だけでは実践目的そのものを達成するには不

十分だが）、「双方向的コミュニケーション

の構築と深化」は一朝一夕になされるもので

はないため、まずは段階的に参加者の実践へ

のコミットメントを深化させていくことが有

効であると思われる。 

そこで、「プログラムを構成する要素のう

ち、実践への参加者のより深いコミットメン

トを促す可能性のある要素により多くの資源

を配分する」という本事例の資源配分変更方

針は適切であったと考えられる。 

「「プログラムを構成する要素のうち、実践への参加者のより深いコミッ

トメントを促す可能性のある要素により多くの資源を配分する」という配

分変更方針に基づき、かつプログラムに関する評価情報を参照することに

より意思決定を行うためには、まず大前提としてそれぞれの構成要素が観

測可能、記述可能であることが必要条件である（この点については次項目

「情報変換の適切性」で検証する）。 

また、各構成要素の効果を検証するためには、それらと「参加者のコミッ

トメントの深さ」という体験価値との相関関係を何らかの形で記述しなけ

ればならない。「コミットメントの深さ」を直接測定することは困難だ

が、最も参考になる指標は同種のカフェの「再希望度」であろう。それ以

外にも、「満足度」「理解度」「面白さ」が主要な指標になっていると考

えられる。 

また、資源配分変更のための意思決定への利用を鑑み、よりよい実践プロ

セスの設計可能性、操作可能性を高めるためには、各構成要素間の相関関

係は極めて有益な情報である。その意味で、「難易度」が高すぎる場合、

や、「理解度」「数学への興味」が低い場合に必ずしも他の「コミットメ

ントの深さ」を表す指標の値が低くないケースを見いだせたことは、もと

もと興味を持っておらず、難易度が高く、十分に理解できない内容のサイ

エンスカフェプログラムであっても、プログラムデザインの工夫次第では

「コミットメントの深さ」を実現しうることが示唆された。 

このことは、今後よりよいカフェを運営していくための資源配分変更の意

思決定に大いに資する内容であると考えられる。 

これらの点を総合的に考慮すると、本事例において採用した評価情報のパ

ッケージは適切であったと考えられる。 

②環境学習

の場のデザ

インと評価 

事前事後

比較 

「大学のリソースを活用して社会への貢献を

果たすと同時に、受講生が実習終了後に社会

で体験する様々な実践において活かせるよう

な実践的・協働的・主体的な深い学びを中期

的スパン（一年間）で達成すること」という

実践目的には二つの要素が含まれているが、

「大学のリソースを活用して社会への貢献を

果たす」「受講生が実習終了後に社会で体験

する様々な実践において活かせるような実践

的・協働的・主体的な深い学びを達成する」

という二つの要素が含まれているが、「資源

配分変更」は必ずしもこれらを 100％カバーし

なければならないものではない。また、後者

を達成することは、間接的に前者の達成にも

寄与するものと考えられる。 

従って「受講生がそれに寄与するような効果

的な学習機会、実践機会へのコミットにより

多くの資源を配分する」という本事例の資源

配分変更方針は適切であったと考えられる。 

「受講生が実践的・協働的・主体的な深い学びを達成すると同時に、それ

を実習終了後に社会で体験する様々な実践において活かせるように、それ

に寄与するような効果的な学習機会、実践機会へのコミットにより多くの

資源を配分する」という配分変更方針に基づき意思決定を行うためには、

意思決定主体である受講生に対する適切なフィードバックが必要である。 

ましてや、本事例のような「メタ認知」「メタ学習」「学習転移」を促す

ことが要求されているような場合は、より一層多角的で、相互に綿密に連

関したフィードバックが求められる。 

本事例のような PBL 形式の学びにおいてはいわゆる「正解」はないため、

CoSTEP の教員が受講生に模範解答を示す、といった形のフィードバックは

適切ではない。むしろ、受講生が実践への参加前、参加後の自らの状態を

比較してどのように自らが変化したかを知る、という内在的なフィードバ

ックがワークショップの趣旨にかなっていると考えられる。 

これらの点を総合的に考慮すると、本事例において採用した「受講生にと

って「実習終了後に社会で体験する様々な実践においてより効果的に活か

せるような、より実践的・協働的・主体的な深い学び」に資するもので、

一年間という中期的スパンの中で適切にフィードバックされ、なおかつ独

力では自然に把握することが難しいような情報」という評価情報の設定は

適切であったと考えられる。 

③パターン

ランゲージ

制作ワーク

ショップ 

事前事後

比較＋体

験共有 

「参加者が今後直面するジレンマ状況におい

て有益な「思考の枠組み」を獲得すること」

という実践目的に対して効果的な資源配分の

変更は様々な形で実現しうるが、成長＝学習

と経験の蓄積には適切なフィードバックが極

めて重要であり、特に「メタ認知」「メタ学

習」「学習転移」を促すフィードバックは汎

用性、持続性が高く、有益であると考えられ

る。したがって「今後の様々なリスクコミュ

ニケーションの学習や実践の機会において、

参加者がより有益な「思考の枠組み」を獲得

することに対してより多くの資源を配分する

ように、資源の配分を変更する」という本事

例の資源配分変更方針は適切であったと考え

られる。 

「今後の様々なリスクコミュニケーションの学習や実践の機会において、

参加者がより有益な「思考の枠組み」を獲得することに対してより多くの

資源を配分するように資源の配分を変更する」という配分変更方針に基づ

き意思決定を行うためには、適切なフィードバックが必要である（学習全

般にとってフィードバックは極めて重要である）。 

ましてや、本事例のような「メタ認知」「メタ学習」を促すことが要求さ

れているような場合は、より一層適切なフィードバックが求められる。 

ジレンマ状況におけるリスクコミュニケ―ションには「正解」はないた

め、講師が参加者に模範解答を示す、といった形のフィードバックは適切

ではない。むしろ、参加者が他の参加者と成果物を共有してその多様性や

可能性について認識すること、ならびに、参加者が実践への参加前、参加

後の自らの状態を比較してどのように自らが変化したかを知る、という内

在的なフィードバックがワークショップの趣旨にかなっていると考えられ

る。 

これらの点を総合的に考慮すると、本事例において採用した「参加者にと

って、「今後直面する様々なジレンマ状況においてより有益な「思考の枠

組み」を獲得すること」に資する、つまり自分一人では自然には気付きに

くいような「多様で深い学びのきっかけ」となるような情報」という評価

情報の設定は適切であったと考えられる。 
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④選科 A 集

中演習 

事前事後

比較＋体

験共有＋

リアルタ

イムフィ

ードバッ

ク 

「集中演習開始前、実施中、終了後を通じた

表現、共有、振り返りの循環による、受講生

の深い気づき」という実践目的を達成するに

は、短い集中演習期間中における、リアルタ

イムでの認知方略や学習方略の更新が有効で

あると考えられる。 

そこで、「受講生が自らの深い気づきに資す

る機会により多くの自らの資源（時間、注

意、コミュニケーション等）を配分するよう

に、資源の配分を変更する」という本事例の

資源配分変更方針は適切であったと考えられ

る。 

「集中演習並びにその前後に付随する期間における様々な学習機会におい

て、受講生が自らのより深い気づきと学習を可能にしていくために、それ

に資する機会により多くの自らの資源を配分するように、資源の配分を変

更する」という配分変更方針に基づき意思決定を行うためには、意思決定

主体である受講生に対する適切なフィードバックが必要である。 

ましてや、本事例のような「メタ認知」「メタ学習」を「演習期間中に」

促すことが要求されているような場合は、より一層多角的で、相互に綿密

に連関し、遅延時間が短く、頻度の高いフィードバックが求められる。 

本事例のような PBL 形式の学びにおいてはいわゆる「正解」はないため、

CoSTEP の教員が受講生に模範解答を示す、といった形のフィードバックは

適切ではない。むしろ、受講生が他の受講生と演習の（中間・最終）成果

物を共有してその多様性や可能性について認識すること、ならびに、受講

生が実践への参加前、参加後の自らの状態を比較してどのように自らが変

化したかを知る、という内在的なフィードバックがワークショップの趣旨

にかなっていると考えられる。 

これらの点を総合的に考慮すると、本事例において採用した「受講生にと

って「自らのより深い気づきと学習」に資するもので、できるだけ短い遅

延時間で（集中演習での学習機会を逃してしまわないようなタイミング

で）フィードバックされ、なおかつ独力では自然に把握することが難しい

ような情報」という評価情報の設定は適切であったと考えられる。 

⑤サイエン

ス・カフェ

札幌（モニ

ターによる

評価） 

第三者視

点 

「受講生が優れた科学技術コミュニケーショ

ン実践の担い手として成長すること」という

実践目的に対して効果的な資源配分の変更は

様々な形で実現しうるが、成長＝学習と経験

の蓄積には適切なフィードバックが極めて重

要であり、特に「メタ認知」「メタ学習」を

促すフィードバックは汎用性、持続性が高

く、有益であると考えられる。したがって

「その後の CoSTEP での学習プログラムや実社

会での様々な学習機会において、受講生がよ

り優れた科学技術コミュニケーション実践の

担い手として成長する可能性のあるものによ

り多くの資源を配分するように、資源の配分

を変更する」という本事例の資源配分変更方

針は適切であったと考えられる。 

「その後の CoSTEP での学習プログラムや実社会での様々な学習機会におい

て、受講生がより優れた科学技術コミュニケーション実践の担い手として

成長する可能性のあるものにより多くの資源を配分するように、資源の配

分を変更する」という配分変更方針に基づき意思決定を行うためには、適

切なフィードバックが必要である（学習全般にとってフィードバックは極

めて重要である）。 

もちろん学習のためのフィードバックは、教員はもとより他の受講生、そ

して実践の参加者やステークホルダー等からも日々得られるものである

が、それだけではどうしても偏りがちで不十分である。 

教員や他の受講生はいわば「身内」であり、視点が類似してしまいがちで

あるし、実践の参加者やステークホルダーには受講生の学習のためにあま

り大きなフィードバックの負担をかけるわけにはいかない。 

ましてや、本事例のような「メタ認知」「メタ学習」を促すことが要求さ

れているような場合は、より一層適切な第三者によるフィードバックが求

められる。 

これらの点を総合的に考慮すると、本事例において採用した「自分では、

あるいは教員や他の受講生からの指摘によっては気付きにくいような／ま

たは動機づけられにくいような「多様で深い学びのきっかけ」となるよう

な情報」という評価情報の設定は適切であったと考えられる。 
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表 ６-51 各ケーススタディでの実践評価の階層構造における各要素の適切性の比較（２） 

  評価手法

の特徴 

情報変換の適切性[S(T,d)] 評価手法の適切性{S(M,T)] 評価手法の最終適切性[S(M,a)] 

①サイエン

ス・カフェ

札幌（アン

ケート分

析） 

要素間相

互連関 

上記評価情報は、カフェに関するあ

らゆる情報（＝「対象情報」）のう

ち、実践への参加者の体験の、参加

者自身による「解釈」の内部に存在

するものであるといえる。したがっ

て、対象情報のうち参加者自身によ

る「体験の解釈」に焦点をあて、そ

れを元に評価情報を得るための情報

変換を行うという一連のプロセスは

適切であったと考えられる。 

情報変換に必要なコスト、技術、時

間、人員、その他の実現可能性を考

慮すると、「参加者自身に回答を要

請するアンケートの実施によって、

参加者の「体験の解釈」を参加者自

身によって評価情報に変換してもら

う」という本事例の手法は適切であ

ったと考えられる。 

ただし、当該評価手法は参加者の主

観によるため（そのこと自体は問題

ではないが）、実証研究の手続きか

らすると妥当性、再現性の観点にお

いて問題が生じる危険性がある。ま

た、実践への参加者に多大な負荷を

かけてしまい、次回以降の実践参加

のハードル自体を高めてしまう危険

性もある。これらの点は、今後改善

すべき課題であると言えよう。 

情報変換に必要なコスト、技術、時間、

人員、その他の実現可能性を考慮する

と、「参加者自身に回答を要請するアン

ケートの実施によって、参加者の「体験

の解釈」を参加者自身によって評価情報

に変換してもらう」という本事例の手法

は適切であったと考えられる。 

ただし、当該評価手法は参加者の主観に

よるため（そのこと自体は問題ではない

が）、実証研究の手続きからすると妥当

性、再現性の観点において問題が生じる

危険性がある。また、実践への参加者に

多大な負荷をかけてしまい、次回以降の

実践参加のハードル自体を高めてしまう

危険性もある。これらの点は、今後改善

すべき課題であると言えよう。 

「専門家と市民の間の双方向的コミュニ

ケーションの構築と深化」という実践目

的の観点から、表の内容全体を鑑みて、

「「サイエンス・カフェ札幌」への参加

者を実施対象とした、プログラムの体験

価値全般ならびにそれを構成すると考え

られる重要な要素についての回答を求め

るアンケート調査」を実施するという評

価手法は、本事例の実施時点においては

おおむね適切であったと考えられる。 

ただし今後は、前段の「評価手法の適切

性」の項目で指摘した課題等を考慮し

て、さらなる改善を行うことが望ましい

と言えよう。 

②環境学習

の場のデザ

インと評価 

事前事後

比較 

本事例で要求される条件から、情報

変換には必然的に「「プロジェクト

実習における自身の、そして他の受

講生の学び、活動、成果物、コミュ

ニケーションの総体」に関する情報

を、受講生にとって「実習終了後に

社会で体験する様々な実践において

より活かせるような、より実践的・

協働的・主体的な深い学び」に資す

るもので、一年間という中期的スパ

ンの中で適切にフィードバックさ

れ、なおかつ独力では自然に把握す

ることが難しいような情報」に変換

する」ことが求められるため、この

設定は適切であるといえよう。 

対象情報を「受講生にとって「実習終了

後に社会で体験する様々な実践において

より効果的に活かせるような、より実践

的・協働的・主体的な深い学び」に資す

るもので、一年間という中期的スパンの

中で適切にフィードバックされ、なおか

つ独力では自然に把握することが難しい

ような情報」に変換するには、何らかの

支援ツールによって参加者自身の「変

化」に対する気づきを促すことが有効で

あると考えられる。したがって、本事例

で採用した「個々の参加者に演習の開

始・終了段階にそれぞれ「事前アンケー

ト」「事後アンケート」に記入してもら

い、両者の内容を比較すると同時に受講

生同士でそれらの内容を共有する。ま

た、実習機関中は「事前アンケート」の

内容を各自参照しながら学習・実践に取

り組んでもらう」という評価手法は適切

であったと考えられる。 

「大学のリソースを活用して社会への貢

献を果たすと同時に、受講生が実習終了

後に社会で体験する様々な実践において

活かせるような実践的・協働的・主体的

な深い学びを中期的スパンで達成するこ

と」という実践目的の観点から、本表の

内容全体を鑑みて、本事例で採用した

「個々の参加者に演習の開始・終了段階

にそれぞれ「事前アンケート」「事後ア

ンケート」に記入してもらい、両者の内

容を比較すると同時に受講生同士でそれ

らの内容を共有する。また、実習機関中

は「事前アンケート」の内容を各自参照

しながら学習・実践に取り組んでもら

う」という評価手法はおおむね適切であ

ったと考えられる。 

この評価手法の効果、つまり「評価の評

価」については、事後アンケートの回答

結果（特に「第８項１. 「評価手法の評

価」について」）によってある程度裏付

けられていると言えるであろう。ただし

これは本研究自体が評価行為に要求する

水準に照らし合わせるならばまだ十分な

ものとは言い難く、今後そういった「メ

タ評価」も組み込んだ評価手法の方法論

開発が必要である。 

③パターン

ランゲージ

制作ワーク

ショップ 

事前事後

比較＋体

験共有 

本事例で要求される条件から、情報

変換には必然的に「ワークショップ

における参加者自身ないし参加者相

互の体験に関する情報を、「参加者

自身では自然には気付きにくいよう

な「多様で深い学びのきっかけ」と

なるような情報」に変換する」こと

が求められるため、この設定自体は

妥当である。 

対象情報を「参加者自身では自然には気

付きにくいような「多様で深い学びのき

っかけ」となるような情報」に変換する

には、他の参加者と成果物を共有した

り、何らかの支援ツールによって参加者

自身の「変化」に対する気づきを促すこ

とが有効であると考えられる。したがっ

て、本事例で採用した「①ワークショッ

プへの参加者にパターンランゲージを作

成してもらい全体で共有する（評価主

体：参加者全体）」「②個々の参加者を

実施対象とした開始・終了段階のワーク

シートの記入内容を比較する（評価主

体：個々の参加者」という二つの評価手

法は適切であったと考えられる。 

「参加者が、今後リスクコミュニケーシ

ョン実践の様々な場面において直面する

ジレンマ状況において有益な「思考の枠

組み」を獲得すること」という実践目的

の観点から、本表の内容全体を鑑みて、

本事例で採用した「①ワークショップへ

の参加者にパターンランゲージを作成し

てもらい全体で共有する（評価主体：参

加者全体）」「②個々の参加者を実施対

象とした開始・終了段階のワークシート

の記入内容を比較する（評価主体：個々

の参加者」という二つの評価手法はおお

むね適切であったと考えられる。 

ただし、これらの手法にどの程度狙い通

りの効果があったか、つまり「評価の評

価」に関しては、ここでは効果の可能性

が意図されているだけであり実証的な形

で明らかになっておらず、今後の課題で

ある。 
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④選科 A 集

中演習 

事前事後

比較＋体

験共有＋

リアルタ

イムフィ

ードバッ

ク 

本事例で要求される条件から、情報

変換には必然的に「「集中演習にお

ける自身の、そして他の受講生の学

び、活動、成果物、コミュニケーシ

ョンの総体」に関する情報を、受講

生にとって「自らのより深い気づき

と学習」に資するもので、できるだ

け短い遅延時間でフィードバックさ

れ、なおかつ独力では自然に把握す

ることが難しいような情報」に変換

する」ことが求められるため、この

設定は適切であるといえよう。 

対象情報を「受講生にとって「自らのよ

り深い気づきと学習」に資するもので、

できるだけ短い遅延時間でフィードバッ

クされ、なおかつ独力では自然に把握す

ることが難しいような情報」に変換する

には、他の参加者と成果物を共有した

り、何らかの支援ツールによって参加者

自身の「変化」に対する気づきを促した

りすることが有効であると考えられる。

したがって、本事例で採用した「対象情

報を評価情報に変換する目的で設計され

た、「「表現／共有／振り返り」の循環

を実現するための仕掛け」（表 ６ 28）

とそれらの組み合わせ（図 ６ 35）」と

いう評価手法は適切であったと考えられ

る。 

「集中演習開始前、実施中、終了後を通

じた表現、共有、振り返りの循環によ

る、受講生の深い気づきと学習」という

実践目的の観点から、本表の内容全体を

鑑みて、本事例で採用した「対象情報を

評価情報に変換する目的で設計された、

「「表現／共有／振り返り」の循環を実

現するための仕掛け」（表 ６ 28）とそ

れらの組み合わせ（図 ６ 35）」という

評価手法はおおむね適切であったと考え

られる。 

この評価手法の効果、つまり「評価の評

価」については、アンケート結果（第５

項）によってある程度裏付けられている

と言えるであろう。ただしこれは本研究

自体が評価行為に要求する水準に照らし

合わせるならばまだ十分なものとは言い

難く、今後そういった「メタ評価」も組

み込んだ評価手法の方法論開発が必要で

ある。 

⑤サイエン

ス・カフェ

札幌（モニ

ターによる

評価） 

第三者視

点 

本事例で要求される条件から、情報

変換には必然的に「「「サイエン

ス・カフェ札幌」における、参加

者・実践者自身・教員・ゲストの研

究者・実践への協力者等の体験、な

らびにその場で、あるいはその場以

外で関連して生じた様々な事象の総

体」に関する情報を、「受講生にと

って、自分では、あるいは教員や他

の受講生からの指摘によっては気付

きにくいような／または動機づけら

れにくいような「多様で深い学びの

きっかけ」となるような情報」に変

換する」ことが求められるため、こ

の設定自体は妥当である。 

しかしこの情報変換プロセスを実際

に具現化しようとすると非常に難易

度が高く、かつ負荷の大きいもので

あるので、この条件をすべてカバー

するような適切な機能とコストの評

価手法が存在するとは考えにくい。 

評価行為実施当時に評価主体（＝筆者）

にとって利用可能であったリソースを鑑

みれば、前述の「情報変換」を「CoSTEP

の修了生から募った「サイエンス・カフ

ェ札幌」のモニターを実施対象とした記

述式のアンケート調査を、年間を通じて

実施する」という評価手法によって行っ

たことは妥当な判断であったと考えられ

る。しかし、たとえ CoSTEP の修了生が

専従のモニターを務めたとしても実際に

は、前述のように当該の「情報変換」は

非常に難易度が高く、かつ負荷の大きい

ものであった。事実、モニターにとっ

て、ゲストの研究者や受講生への教育効

果、北海道大学の広報活動への貢献度を

「想像する」という行為は困難であっ

た。これらを考慮するならば、本事例の

評価手法は持続可能性、再現可能性、ス

ケーラビリティーなどの点で課題を残し

たと言わざるを得ない。 

「サイエンス・カフェ札幌の企画運営に

よって得られるさまざまな学習機会を活

用することを通じて、受講生が優れた科

学技術コミュニケーション実践の担い手

として成長すること」という実践目的の

観点から、本表の内容全体を鑑みて、

「対象情報を評価情報に変換する目的で

設計され、CoSTEP の修了生から募った

「サイエンス・カフェ札幌」のモニター

を実施対象とした記述式のアンケート調

査を、年間を通じて実施する」という評

価手法は、実施時点の評価主体の限られ

たリソースを考慮すればおおむね妥当で

あったと考えられる。 

ただし前述のように本評価手法は、持続

可能性、再現可能性、スケーラビリティ

ーなどの点において少なからぬ課題があ

り、より潤沢なリソースを調達するか、

より効率的な方法を開発することが求め

られる。 

 

一般的な評価のフレームワークに基づいた実践事例の比較考察（表 ６-48）と比べて、こ

れらの、科学技術コミュニケーション実践の特質に即したフレームワークに基づいた比較

考察（表 ６-49、表 ６-50、表 ６-51）は、より具体的で解像度の高い、そして評価設計の

“時間軸”に沿った検証を可能としていることが見て取れる。これにより、今後の実践評価

を設計していくにあたり、より有益な情報を抽出できるものと考えられる。 

評価の適切性のケース間での比較は記述的、定性的なものであり、これらの優劣を一本の

数直線上に並べて判断することはできないが、このようにつぶさに一つ一つの要素を確認・

考察していくことによって、「実践評価の階層構造における各要素」が、それぞれ一つ手前

のステップの要素に対して適切な前提を提供しているか、そのプロセスが適切に連鎖して

全体として一貫性、実効性の高い評価行為を構成しているか、といった点を検証する手掛か

りを得ることができるのである。 
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第８節 小括 

本章では、筆者が携わった５つの教育実践「サイエンス・カフェ札幌（アンケート分析）」

「プロジェクト実習「環境学習の場のデザインと評価」」「パターンランゲージ制作ワークシ

ョップ」「選科 A集中演習」「サイエンス・カフェ札幌（モニターによる評価）」を事例とし

てとりあげ、それぞれに際して開発した学習評価手法の効果と含意を検討した。また、それ

ぞれの事例における、実践評価の階層構造の各要素の適切性について検証した。 

それぞれの事例における実践評価の階層構造の各要素はおおむね適切であったと考えら

れるが、評価の主観性、評価行為のもたらす負荷の大きさ、評価行為の持続可能性、再現可

能性、スケーラビリティーといった点に課題を残した。また、今回のような記述的、属人的

な（＝筆者自身による）検証にとどまらず、より普遍的で第三者にとっての了解可能性の高

い評価の検証を実現するために、「評価の評価」「メタ評価」のための方法論の開発が待たれ

る。 
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第７章 科学技術コミュニケーション実践の評価の包括的枠組

みの提案にむけて 

第１節 本章の概要 

前章までの結果を踏まえて、評価に関する諸要素の空間軸上の構造を整理し、これらの俯

瞰的把握、つまり評価コミュニケーション生態系の理解を試みる。次に、実践評価の階層構

造の適切性検証という観点からこれらの諸要素の時間軸上の構造を整理し、評価メカニズ

ムの理解を試みる。 

さらに、科学技術コミュニケーションの動態的な特性を適切に評価（＝時間軸上の＜変化

＞の理解）するために、代表的な評価手法である「プログラム理論」を拡張した「事後的な

プログラム理論の描出」という手法を提案し、試行的実践を行う。 

第２節 評価に関する諸要素の俯瞰的把握 

第１項 はじめに 

前章までのメタアナリシスとアクションリサーチによって、個々の科学技術コミュニケ

ーション実践、そしてそれに関与する様々なアクター、さらにそこに発生する多様な評価行

為の関係がそれぞれ断片的に明らかになった。これらの断片的関係を統合することによっ

て、科学技術コミュニケーション実践をめぐる多様な評価の構造をシステム論的に認識す

ることのできる俯瞰モデルを構築する。筆者の行った個々のアクションリサーチは、従来の

実践において行われてきた評価手法をそれぞれ独自の方向性に拡張するものであり、本モ

デルの構築に寄与することができたと考える。 

第２項 科学技術コミュニケーションの評価に関する諸要素の俯瞰モデル 

第４章のメタアナリシス、ならびに第５章のケーススタディの結果を統合し、科学技術コ

ミュニケーション実践と、科学技術実践（研究・行政・実装（製品開発・事業化）等）、そ

して科学技術コミュニケーション教育の関係を「評価」という観点から俯瞰的に整理したモ

デルを図 ７-1に示す。 

科学技術コミュニケーション実践とは、科学技術と社会のよりよい関係を模索すること

を目指して、多様なアクターが行うコミュニケーションのことである。多くの場合そこには、

「科学技術コミュニケーター」が関与し、そのようなコミュニケーションの場をデザインし

たり、コミュニケーションを促進したりする役割を果たしている。 
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図 ７-1 科学技術コミュニケーション実践の評価に関する諸要素の俯瞰モデル 

 



227 

 

科学技術コミュニケーション実践は、実践に参加する多様なアクターによる評価を受け

る。また、アクター自身がその実践で何を得たか、何が変わったかということを自己評価す

ることもある。一方アクターは、実践に参加することを通じて、そこで扱われる科学技術そ

のものについて直接的・間接的に評価を行う。 

ここで「科学技術コミュニケーター」とは、「科学技術コミュニケーション実践の担い手」

のことである、と定義される。また、科学技術コミュニケーター育成のためには、「科学技

術コミュニケーション教育の担い手」が必要となる。これは、大学や科学館・博物館などで

科学技術コミュニケーション教育に携わっている研究者や実務家のことを指す。 

科学技術コミュニケーション教育の担い手（例えば北海道大学 CoSTEP の教員など）は、

科学技術コミュニケーター、ならびにその役割を担うことを目指す者に対し、科学技術コミ

ュニケーション教育を実施する。 

科学技術コミュニケーター、ならびにその役割を担うことを目指す者は、自分たちの学習

を自己評価したり、教育の担い手の実施するテストによって学習評価情報を得たりする。一

方で、自分たちに提供された教育プログラムを、逆に学習者の観点から評価することもある。

同時に、科学技術コミュニケーション教育の担い手自身も、自らの教育活動を自己評価する。

これらの評価は、いずれも科学技術コミュニケーション教育の担い手にフィードバックさ

れ、教育プログラムの改善や、教育組織の事業活動評価の一部として活用される。 

一方、「科学技術コミュニケーション実践」とは、「科学技術実践（研究・行政・実装（製

品開発・事業化）等）」に何らかの影響を与えるコミュニケーション活動のことである、と

定義される。この「何らかの影響を与えるコミュニケーション活動」を、広義の「科学技術

実践の評価」と捉えることもできる。このような捉え方は現時点では必ずしも一般的ではな

いが、筆者は、これによって科学技術コミュニケーションに関わる様々な活動を「評価」と

いう概念のもとに統一的に理解できるという認識上の利点があると考える。 

科学技術実践の担い手は、社会に科学技術実践（研究・行政・実装（製品開発・事業化）

等）を送り出し、その評価を問う。主たる評価はその製品の購入や事業への投資によって行

われるが、科学技術コミュニケーション実践もまた、前述したように広義の科学技術実践の

評価と位置づけることができる。 

つまり、科学技術実践を紹介したり、その魅力を伝えたりする活動であっても、どの実践

を選び、どの実践を選ばないか、という判断自体が評価の役割を果たしている。一方でコン

センサス会議や討論型世論調査によって、より直接的に科学技術実践を評価することもあ

る。 

ここで挙げた様々な評価の情報は、科学技術コミュニケーションに関わるアクターに直

接的、間接的に届けられる。この情報を、それぞれのアクターは自らの実践の改善や、第三

者に向けての活動意義のアピールに利用することができる。 

また、科学技術コミュニケーターや科学技術コミュニケーション教育の担い手、ならびに

科学技術実践の担い手は、それぞれ必要なリソースを社会から提供されることによって持
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続的な活動が可能となる。 

実践への参加者（市民、様々なステークホルダー）は上述した様々な評価情報を判断材料

として、科学技術コミュニケーターや科学技術コミュニケーション教育の担い手、ならびに

科学技術実践の担い手に対してリソース（資金、人材、情報、指示の表明、アテンション等）

を提供する。もちろん、評価の内容によってはこれらのリソースを逆に引き上げたり、内容

を変更したりすることもある。 

一方、科学技術実践の担い手もまた、上述した様々な評価情報を判断材料として、科学技

術コミュニケーターや科学技術コミュニケーション教育の担い手に対してリソースを提供

したり、逆に引き上げたり、内容を変更したりする。 

さらに俯瞰モデルから逆に前述のメタアナリシスの結果を再解釈することによって、

個々の実践がどのようなリソースに支えられているか、実践を発展させるためにはどうす

ればよいか、どのような課題・懸念点があるか 78、といった含意を導き出すことができる。 

評価に関するこういった双方向の、網の目のような関係がそれぞれのアクターの間に存

在することにより、それぞれの活動がより適切で、バランスの取れたものになっていくこと

が期待されている。 

この「適切性」「バランス」そのものの質を向上させるために、評価に関するアクター間

の双方向の、網の目のような関係が発展していくことを、評価に媒介された「社会システム

全体の学習」と位置づけることもできよう。 

評価行為によってどのような価値を擁護するか、という問題は、評価に関わる際に真っ先

に議論されなければならない（それが先見的には決定できない、という可能性も含めて）。

科学技術コミュニケーション実践の評価の俯瞰モデルにおいては、意思決定者、資源提供者

としての政府などをも含む大規模な評価ループと、参加者だけ、あるいは参加者と実践者だ

けで完結するような小規模なループが混在している。筆者は、前者の大規模な評価ループの

「荒波」に揉まれる前にまず小規模ループで重要な価値を発見し、守り育てていくことが重

要であると考える。逆説的に、そのためにこそ大規模な評価ループの構造（＝評価コミュニ

ケーション生態系）を認識しておく必要があるのである。それこそが、この「評価の俯瞰的

モデル」の最も大きな意義の一つであると言える。 

 

第３項 「実践評価の階層構造の適切性検証」による評価に関する諸要素の時間

軸上の構造の把握 

第４章で整理したように、実践評価の階層構造における各要素は、以下のように示すこと

ができる（表 ７-1、図 ７-2）。 

                             
78 例えば、評価コミュニケーションのフィードバックループに必要十分な多様性を持つ

アクターが含まれているか、十分なチェック機能を持たない短絡的なループによって不適

切に資源が提供され続け、実践が存続してしまうような構造が発生していないか、等。 
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表 ７-1 実践評価の階層構造における各要素（再掲） 

記号 項目 内容 

a 実践目的 当該実践の達成すべき目的、あるいは当該実践が何らかの価値

を実現するために目指すべき方向 

b 資源配分変更 実践目的を達成するためにより適切な資源配分を行うことを目

的とした資源配分の変更 

c 意思決定 評価情報を利用することによって行われる資源配分変更の判断

のプロセス 

d 評価情報 「対象情報を、意思決定に資することを目的として特定の方法

で変換する」という評価行為によって得られた情報 

e 対象情報 評価対象に関するあらゆる情報 

T(e,d) 情報変換 対象に関する情報を意思決定に資する評価情報に変換するプロ

セス（＝狭義の評価行為） 

M(T) 評価手法 情報変換を実現するための手法 

f 評価目的 当該実践において行われる評価行為の目的 

 

図 ７-2 実践評価の階層構造（再掲） 

 

評価行為 
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また、各要素に関して検証すべき適切性は、以下のように示すことができる（表 ７-2、

図 ７-3）。 

表 ７-2 実践評価の階層構造における各要素の適切性（再掲） 

記号 項目 内容 

S(b,a) 資源配分変更の適切性 実践目的にとっての資源配分変更の適切性 

S(c,b) 意思決定の適切性 資源配分変更にとっての意思決定の適切性 

S(d,c) 評価情報の適切性 意思決定にとっての評価情報の適切性 

S(T,d) 情報変換の適切性 評価情報にとっての情報変換の適切性 

S(M,T) 評価手法の適切性 情報変換にとっての評価手法の適切性 

S(M,a) 評価手法の最終適切性 実践目的にとっての評価手法の適切性 

ここで、 

S(x,y) yという目的にとっての xという手段の適切性(=Suitability) 

T(x,y) xから yへの情報変換(=Transformation) 

M(x)  xを実現するための手段(=Method) 

とする。ただしここでは、簡略化のために S(T(a,b),b)において T(a,b)→T、S(M(T),T)にお

いて M(T)→Mと省略する。 
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図 ７-3 実践評価の階層構造と適切性（再掲） 

 

これらは、第２項が評価に関する諸要素の「空間軸上の構造の把握」であったのに対し、

「時間軸上の構造の把握」であるといえる。ただしこのままでは、固定した目的から手段が

逆算される、静的(static)なモデルにとどまっていると言わざるを得ない。 

しかるに、科学技術コミュニケーション実践というものは、環境要因や参加者、意思決定

主体、資源提供主体、あるいは実践者自身の条件の変化や学習によって、そしてまさに第２

項で描出したような複雑な諸要素間の相互作用によって、必ずしも当初の実践の目的やそ

れに沿った計画通りに実施されるわけではなく、動態的に変化していくものである。実践の

この動態的な特性を適切に評価（＝「時間軸」上の変化の理解）するための方法論が求めら

れる所以である。次節において、この点について議論する。 

 

第３節 実践の事後的再解釈 

第１項 本節の概要 

繰り返しになるが、科学技術コミュニケーション実践というものは、環境要因や参加者、

意思決定主体、資源提供主体、あるいは実践者自身の条件の変化や学習によって、そしてま

評価行為 
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さに前節のような複雑な諸要素間の相互作用によって、必ずしも当初の実践の目的やそれ

に沿った計画通りに実施されるわけではなく、動態的に変化していくものである。 

実践のこの動態的な特性を適切に評価（＝「時間軸」上の変化の理解）するために、本節

では「実践の事後的再解釈」という実践評価手法に関する新たな概念を導入し、その妥当性

と効果について考察する。 

第２項 科学技術コミュニケーションの目的―手段の階層関係と設計可能性 

一般に、科学技術コミュニケーション実践には目的 79があり、そこにはさらに上位の目的

80がある。一方で、目的を達成するための手段があり、さらにその手段を達成するための下

位の手段がある。この下位の手段からみれば達成すべき手段は「目的」と呼ぶことができる。

この場合の「目的」は、当初の目的からすれば「手段」なので、これらを区別するために当

初の目的の方を「上位目的」、（下位の手段によって達成すべき）手段の方をを「下位目的」

と呼ぶことにする。ここまでの議論で明らかなように「上位」「下位」は相対的なものであ

り、「目的」と「手段」の階層構造のどの部分に使うこともできる。 

科学技術コミュニケーションの実践者は、実践を設計するにあたり、実践の目的―手段の

妥当性に関する仮説を立てる。そうしなければ実践の最適化に向けた設計ができないから

である。 

もしこれらが整然とした階層関係をなしており、この階層関係を実践者が事前に設計で

きるのであれば、体系的な評価への道筋が開かれる。 

しかし、科学技術コミュニケーションで重要とされる「双方向性」の概念を実践に適用し

ようとすると、実践者は、「下位目的」の一部の決定を「参加者」や「ステークホルダー」

に委ねることになる。更に双方向性の度合いを高めようとすればするほど、より上位の目的

に関して、より多くの部分の決定を参加者やステークホルダーに委ねることにつながる。 

評価は一般に、目的がどの程度達成されたかという観点で企画・実施されるため、実践目

的自体が参加者やステークホルダーとの相互作用によってダイナミックに変化する事態に

おいては、評価行為やそれを含む評価プロセス全体を一意に定めることが極めて困難にな

る 81。双方向性の概念に適合した、新しい評価手法が必要とされる所以である。 

                             
79 ここでいう「目的」とは、到達目標の場合もあれば方向目標の場合もある。 
80 ここでいう「上位の目的」とは、例えば、複数の科学技術コミュニケーション実践群

によって実現すべきより大規模な科学技術コミュニケーション実践、あるいは複数の科学

技術コミュニケーション実践群とその他の実践の組み合わせによって実現すべき政策目的

などを指す。 
81 もちろん、極めて抽象的な水準の方向目標を定めることは不可能ではないが、実際に

評価行為を実施することを可能にする水準までそれを具体化しようとした場合、より具体

的な目的を定めることが必要であり、科学技術コミュニケーション特有の双方向性がそれ

を困難にしていると言える。加えて、率直に述べれば、科学技術コミュニケーションの歴
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第３項 実践の事後的再解釈 

科学技術コミュニケーション実践の目的―手段関係の枠組みに基づいた評価手法を開発

しようとした時、前項の「双方向性」の観点から、単に事前に立てた「目的―手段関係につ

いての仮説」を検証することに拘泥した評価を行おうとしても、うまく機能しないであろう。 

むしろ「双方向性を原則とした実践の現場で生起した現象」を起点にして、そこから事後

的に、その実践が“結果として”科学技術コミュニケーションのどのような目的にかなう、

どのような手段によって構成されていたのかを“再解釈”し、それに基づいた「目的―手段

の階層構造のモデル」（＝プログラム理論（次節にて詳述））を描出し、そのプログラム理論

の観点から評価を行う手法を開発することを目指すべきではないだろうか。 

これは、必ずしも明示的な学習目標を設定していなかったり、創造的な活動を重視したり

する「ワークショップ」の評価研究とも重なる問題意識である。山内ら(2013)は、「実践の

中で生起する「予期されていなかった学習」が見落とすことがないよう、評価方法の検討と

共有がなされることが必要である」と述べている。 

ただし、このような再解釈はともすれば「後付の正当化」を招きかねず、機会主義的な自

画自賛に頽落してしまう危険性には十分留意する必要がある。内向きの論理が跋扈するよ

うになってしまえば、科学技術コミュニケーション実践という分野自体が正統性、公共性を

失い、社会的信用を得ることができなくなってしまう。この危険性を最小化するためには、

「どのようなプログラム理論を採用し、どのように事後的再解釈を行ったのか」という情報

を明示的に記録し、いわば「オープンソース」の形で広く公開・共有することによって、第

三者による検証の機会を開くこと、言うなれば「風通しを良くすること」が肝要であろう。

個々の評価行為についてそういった「ピアレビュー」「チェック＆バランス」を網の目のよ

うに民主的なかたちで張り巡らせていくことによって、公共性・公正性が担保されるのであ

る。 

もちろん、それぞれの実践主体が採用したプログラム理論を明示・公開・共有することよ

って、それまでもしかしたら「同床異夢」で共存していたかもしれない実践主体たちの間に、

実践目的に関する本質的な対立が引き起こされる可能性もあるであろう。しかし、そのよう

な緊張関係を経てこそ、科学技術コミュニケーション実践は内向きの論理に足を掬われる

ことなく、次の段階に進むことができるのではないだろうか。 

                             

史は教育などの分野と比較して圧倒的に浅く理論や経験の蓄積が不十分であるために、

「目的」「目標」の設定が曖昧になりがちであり、かつ評価手法も未発達であることが、

この困難さを拡大しているといえよう。 
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第４節 プログラム理論とロジックモデル 

第１項 プログラム理論 

「プログラム理論」とは、社会プログラム 82の代表的な評価手法である「プログラム評価」

の構成要素 (Rossiら, 2004)であり、社会プログラムの想定する目的―手段関係ならびに

因果関係を論理的に概念化したものを指す。また、そのプログラムが採用してきた戦略や戦

術と、期待される社会的便益との関係に関する一連の仮説であるとも言い換えられる。 

前節で提案した「実践の事後的再解釈」のために、筆者はこのプログラム理論を利用でき

るのではないかと考えた。本節では、「実践の事後的再解釈」の手段としてのプログラム理

論の有効性について検討する。 

プログラム理論は、プログラムの運営計画、そのプログラム活動が意図したアウトカムに

つなげる論理、プログラムの実施理由に対す理論的根拠などからなる 83。そして、この概念

構造自体を評価の対象・焦点とするのが「プログラム評価」である。プログラム理論が明確

でかつ説得力があるほど、評価において焦点を当てるべきプログラムの機能と効果を、評価

者が識別することは容易になるであろう。 

代表的なプログラム理論の記述法として「ロジックモデル」がある。次項では、このロジ

ックモデルについて説明する。 

第２項 ロジックモデル 

１. 定義 

「ロジックモデル」とは、「プログラム全体の機能やオペレーションの論理を一定のルー

ルに従ってモデル化したもの」であり、「プログラムへの資源投入から、期待される波及効

果までのプロセスを、各プロセス間の「因果関係の仮定」に基づいて配置し、モデル化した

もの」である（安田 2011）。ロジックモデルを簡単に図式化すると以下のようになる（図 

７-4）。 

 

 

                             
82 社会プログラム(social program)とは、「社会的介入(social intervention)」とも言い、

「社会問題を緩和する、あるいは社会状況を改善するためにデザインされた組織的、計画

的、そして通常は現在継続中の取り組みのこと」である (Rossi ら 2004)。 
83「プログラム理論」における「理論(Theory)」とは、「学説」といったニュアンスのも

のではなく、心理学でいうところの「Theory of Mind」の「Theory」、つまり「モデル」

あるいは「仮説」に近い概念である。プログラム理論におけるモデル・仮説とは、具体的

には、プログラム＝実践の目的・目標とそれを達成するための一連の手段の階層構造が互

いにどのように因果的に関連していると考えられるかを示す図式を指す。 
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図 ７-4 ロジックモデル 

 

ロジックモデルを構成する個々のプロセスは、以下のように説明される（表 ７-3 安田

(2011)を基に一部改変）。 

表 ７-3 ロジックモデルを構成する個々のプロセス 

プロセス 説明 例 科学技術コミュニケー

ション実践での例 

インプッ

ト  

プログラムを実施していく

上で直接的・間接的に必要

なために、投入される資源  

プログラムの運営者・サービス提供

者全般／費用／設備／マネジメン

ト／時間／情報／組織／社会関係

資本  

予算、実践者数（（実践

を担う）受講生数、教員

数）、準備時間数等 

アクティ

ビティ 

プログラムの中核となる活

動／活動を支える組織構造

的基盤  

 科学技術コミュニケー

ション実践プログラム 

アウトプ

ット  

アクティビティの実施によ

り産出されるモノや状況 

活動回数／活動期間／参加者数／

配付資料数／ページビュー  

実践開催回数、実践実

施時間数、参加者数等 

アウトカ

ム 

（即時的

／中期的

／長期的） 

プログラムへの参加やサー

ビス提供によって生じた参

加者や利用者への効果 

主に、行動・態度・意欲・知識・ス

キルなどの変化・変容 

参加者・利用者側が得たメリット  

実践を担う人材の輩

出、参加者の意識の変

化、多様なアクター間

の関係性の変化、合意

形成等 

インパク

ト 

プログラムが一定期間後

に、参加者のレベルを超え

て派生的・副次的に及ぼす

広範囲の影響 

 科学と社会のよりよい

関係の実現 

 

２. ロジックモデルの例 

ロジックモデルの例として、次のようなものが挙げられる（図 ７-5、図 ７-6）。このよ

うに、公共サービスやソーシャルビジネスなど、一般に事業の成果を評価することが難しい

インプット アクティビティ アウトプット アウトカム インパクト
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といわれている分野において、この手法は多く使われるようになってきている。 

 

図 ７-5 ロジックモデルの例（１） （安田 2011） 

 

図 ７-6 ロジックモデルの例（２） （佐藤 2010） 
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第 6章第３節第７項（pp.143-144）で示した「事前アンケート」の構造は、このロジック

モデルと本質的には同じものであると考えられる。また、同じ箇所で示した「事後アンケー

ト」による受講生の自己評価は、ロジックモデルに基づくプロジェクトの自己評価であると

位置づけられる。これらの作業を通じて、（ロジックモデルという概念は明示的に示さなか

ったものの）受講生が、プログラム評価の考え方の基本を習得したことが期待される。 

第３項 プログラム評価の問題点 

一方で、プログラム評価には、以下のような問題点がある。 

 

1. 「計画主義」的であり、以下のことを前提としなければ成り立たない。  
• 目的・目標の正当性が自明である。  
• 目的・目標を実現するための適切な手段、下位手段を事前にすべて設計できる。  
• 設計した手段は実行されるのが当然であり、実行されなかった場合には実行

の担い手に問題がある。  
• プログラムを実施するに当たり、「外乱」は無視できるほど小さい。  
• 実行結果・効果は比較的容易に測定可能である。  

2. 評価のための人的・時間的・金銭的コストが大きい。  
 

科学技術コミュニケーション実践においては、これらの問題点は無視できない種類のも

のである。つまり、科学技術コミュニケーション実践の評価に「プログラム理論」ないしは

その代表的な手法である「ロジックモデル」を単純に援用したとしても、十分効果的な評価

が行えない可能性があるということである。 

実際本研究でも、第 7章第 4節で示したプロジェクト実習の「事前・事後アンケート」の

比較において、「事前アンケートにおいて受講生は、設定した「期待した活動」の内容に基

づいて下位の「手段」を設定しているので、実習中に行った実際の活動内容がこの時設定し

たものと結果的に異なってしまった場合、事後アンケートの段階になって「手段」の部分の

達成度を適切に評価することができないという事態が生じた。つまり、受講生が「手段」の

達成度を適切に自己評価するためには、当初設定したものと異なる内容の活動を実施する

ことになった時点で、教員は再度「プロジェクトの階層的「目的－手段」関係」に即したア

ンケートを実施し、受講生に実際の「目的」に適合した「手段」を再設定してもらうべきで

あった。これは、今回の事前・事後アンケート形式の課題である。」と問題点を指摘した。 

そこで本章では、これらをベースとしつつ、「事後的なプログラム理論の描出」という新

しい手法を提案する。 
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第５節 「事後的なプログラム理論の描出」による実践評価の提案 

第 3節で述べた「実践の事後的再解釈」へのプログラム理論の適用の形態として、「事後

的なプログラム理論の描出」を提案する。「事後的なプログラム理論の描出」とは、以下の

ような手順による実践「評価」である。 

 

① 実践に先立って（あるいは実践の一部として）プログラム理論（ロジックモデル）

を策定する。  
② 実践を実施する。  
③ 参加者やステークホルダーとの相互作用によってダイナミックに変化した種々の条

件を取り入れて、いわば実践の「再解釈」として、（実践途中、あるいは実践終了後

に）再びプログラム理論を描出する。  
④ 描出した「事後的なプログラム理論 84」の観点から、「プログラム評価」の手法を援

用して実践の評価を行う。  
⑤ 異なる実践間で「事後的なプログラム理論」を比較する。  

 

③の「再解釈→再描出」のプロセスは、一度に限らずとも、必要十分な回数行うことが期

待されている。また⑤により、異なる「目的―手段関係」、異なる「再解釈→再描出プロセ

ス」（単一実践のロジックモデルの一連の更新履歴）を持つ実践間での相互比較、相互検証、

相互補完が可能となることが期待される（図 ７-7）。この手法により、アクターが多様であ

り、目的が多様かつ変化する条件の下で、あらゆるロジックモデルの集積としての、多様な

実践の評価の「集合知的体系化」 が期待される。 

                             
84 当初のプログラム理論との差異が小さい場合には、これは「補足的（補完的）プログ

ラム理論」と呼ぶこともできるが、ここでは実践開始前と終了後というタイミングの違い

を強調するために「事後的なプログラム理論」と呼ぶことにする。 
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図 ７-7 あらゆるロジックモデルの集積としての、多様な実践の評価の「集合知的体系化」 

 

第６節 「事後的なプログラム理論の描出」の試行例 

第１項 実践実施概要  

１. 目的 

2012年度、CoSTEPにおいて「北海道における津波防災教育プログラムの実施」をテーマ

とした「防災コミュニケーション」実習を開講した。本実習の目的は、受講生が津波防災集

会の企画・運営を通じて津波災害が懸念される地域の防災文化の醸成に貢献すること、なら

びに、受講生が科学技術コミュニケーターとして、上記活動を通じて科学的知識やコミュニ

ケーションスキルを獲得し、それらを地域の課題解決に向けた支援に結びつけるまでの一

連のプロセスを実践的に習得すること、とした。 

２. 実施概要 

筆者が指導教員となり、社会人、大学院生から成る 5名の CoSTEP受講生によってプロジ

ェクトチームを結成し、1ヶ年のプロジェクト実習を実施した。プロジェクト応募者であり

津波防災科学の専門家でもある北海道大学地震火山観測センター助教西村裕一氏の指導を

受けつつ、津波災害が懸念される釧路市において、津波防災に関する双方向の防災集会（ワ
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ークショップ）を 2回実施した（表 ７-4）。 

表 ７-4 防災集会実施概要 

  第 1回防災集会 第 2回防災集会 

主催 北海道大学科学技術コミュニケーショ

ン教育研究部門／釧路市第三地区防災

推進協議会 

北海道大学科学技術コミュニケーシ

ョン教育研究部門／釧路市第四地区

防災推進協議会 

共催 つなみ避難サポートプロジェクト（つ

なサップ） 

つなみ避難サポートプロジェクト（つ

なサップ） 

開催日

時 

平成 24 年 11 月 10 日（日）10:00～

13:40 

平成 25 年 1 月 14 日（月）13:00～

16:00 

開催場

所 

釧路市富士見町内会館 釧路市緑ヶ岡コミュニティー消防セ

ンター 

タイト

ル 

「津波防災」知る・備える・話し合う～

家族の避難計画書づくり 

「津波防災」知る・備える・話し合う 

参加者 42名 24 名 

 

また、実習の年間活動スケジュールは以下の通りであった（表 ７-5）。 
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表 ７-5 「防災コミュニケーション」実習年間スケジュール 

（北海道大学 CoSTEP「防災コミュニケーション」実習チーム(2013)） 
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第２項 事後的なプログラム理論の描出例 

実習開始時（2012 年 5月）と同年 11月時点のロジックモデルを、筆者が事後的、回顧的

(retrospectively)に描出した（図 ７-8、図 ７-9）。両者を比較すると、当初のロジックモ

デル（図 ７-8）に相当程度変更が施されているのが分かる。ここから、当初のロジックモ

デルに沿った形で実践の評価を行おうとしても、適切な評価が行えない可能性が高いこと

が推測される。 

 

図 ７-8 実習開始時のロジックモデル 
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図 ７-9 2012 年 11 月時点でのロジックモデル（事後的なプログラム理論） 

 

この後の評価手順としては、理想的には、図 ７-9のロジックモデルに描かれた一つ一つ

のプロセスの全てに関して達成度を評価するのが望ましい。本実習の活動範囲内でそこま

での評価を行うことはできなかったが、受講生がどのようにプロジェクトの目的、到達目標

ならびに自らの学習目標（方向目標、到達目標）を再設定したか（＝結果として事実上どの

ようにロジックモデル 85が変更されることとなったか 86）、それらに対してどのような達成

度の自己評価を行ったかについては、第３節で詳述した「事前・事後アンケート」を発展さ

せ、事後アンケートにおいて以下の設問を設けることによって調査した。 

 

1. あなたのこの実習に対する期待は、当初のものから途中で変わりましたか？変わっ

た場合は、どのように変わったのかということと、その理由についてお答え下さい。 
2. あなたの実習への期待（途中から変わった場合は変化後の期待）はどの程度達成され

ましたか？達成されなかった点があれば、具体的に、原因と思われる点を含めてお書

き下さい。 

                             
85 受講生それぞれの学習目標が異なるので、個々の受講生の持つロジックモデルは結果

として異なるものになる。 
86 筆者が「事後的なプログラム理論の描出」という評価手法を発想したタイミングが本

実習の後半であったため、結果として本実習においては、この二つのロジックモデルを直

接受講生には提示しなかった。 
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3. 上記の「達成されなかった点」について、どのような部分が改善されるとよいと思い

ますか？ 
上記設問について、2名の受講生の回答を表 ７-6に示す。 

 

表 ７-6 事後アンケートの回答（１） 

設問 受講生 A 受講生 B 

・あなたのこ

の 実習に対

する期待は、

当 初のもの

か ら途中で

変 わりまし

たか？ 

・変わった場

合は、どのよ

う に変わっ

た のかとい

うことと、そ

の 理由につ

い てお答え

下さい。 

・事前には「専門家と地域を結ぶ」

と挙げているが、その中でも「地

域の住民」と、防災という話題を

もとに討論すること自体から得

られるものがたくさんあるので

は、と期待するようになった。集

会を設計していくうちに、この変

化があった。 

変わったというよりも、付け加わった

というのが適切で、以下の 2点です 

 

①必要な情報を効果的に伝えるスキ

ルだけでなく、地域住民が欲しがって

いる情報を正しく把握し、効果的にフ

ィードバックするコミュニケーショ

ンスキルを養う 

その理由： 釧路側の担当者や住民と

接し、集会の目的や意図として、こち

ら側が必要だろうと想像して提示し

たものと、当事者側のニーズが異なる

ことを体験した。地域住民のためのイ

ベントが、企画者側の独りよがりで終

わらない為にも、当事者側の現状を取

り入れるための当事者とのコミュニ

ケーションスキルは重要だと考える

ようになった 

 

②考えの整理や新たな気付きの手助

けになるファシリテーションのあり

方を学ぶ（できるようになるのは難し

いだろうと思うので、とっかかりを得

る、くらいのニュアンスです） 

その理由： 一回目の集会で、グルー

プワークファシリテーション中に、新

たな気付きを引き出すまでには至る

ことができず、ファシリテーションの

難しさを実感した為 
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・あなたの実

習 への期待

（ 途中から

変 わった場

合 は変化後

の期待）はど

の 程度達成

さ れました

か？ 

・達成されな

か った点が

あれば、具体

的に、原因と

思 われる点

を 含めてお

書き下さい。 

・事前には「専門家と地域を結ぶ」

という文言を挙げているが、これ

は相当むずかしいことを掲げて

いたと感じる。「地域」には住民と

行政という２つのアクターを含

めて考えていたが、実際は、専門

家と協力しながら住民と接する

だけで精一杯だった。そもそもと

して掲げてる目標・期待が大きす

ぎたとも言える。 

・住民と防災について討論するこ

とに関しては、実際に集会のなか

で、ファシリテーションに四苦八

苦しながらも、達成することがで

きた。住民の生の声に接すること

ができたのは他には無い経験で

あったし、ファシリテーションす

ること自体もとても勉強になっ

た。 

・地域住民が身を守るために必要な

情報を効果的に伝えるスキルを養う 

 ⇒ ある程度達成された。 

・自分自身の災害への意識を高め、普

段から災害発生時に最も適切な行動

を考える 

 ⇒ あまり達成されなかった。自分の

本業や本実習の企画、本実習以外の

CoSTEP の活動にかまけて、自分の普

段の生活の中で防災の取り組みをす

る余裕（気力？）があまりなかった 

・地域住民が欲しがっている情報を

正しく把握し、効果的にフィードバッ

クするコミュニケーションスキルを

養う 

 ⇒ ある程度達成された 

・考えの整理や新たな気付きの手助

けになるファシリテーションのあり

方を学ぶ 

 ⇒ 達成されなかった。時間の制約も

あり、企画で手一杯でファシリテーシ

ョン方法についての意見交換が少な

かった。実際のファシリテーション練

習ができなかった 

上記の「達成

さ れなかっ

た点」につい

て、どのよう

な 部分が改

善 されると

よ いと思い

ますか？ 

・メンバーで企画を練っていくう

ちに、自分の期待するところが変

わっていった。今回は、それにあ

まり自覚的ではなかったため、そ

のまま集会の実施までこぎつけ

てしまった。企画が出来上がった

ところで、再度、自分が実習に何

を期待し、どんなことを目標とす

るのかを確認し直す必要があっ

たと思う。 

実習の中で、各自の防災の取り組みに

ついて報告、意見交換する（最初と中

間の 2回程度）回があると良い 

 

ファシリテーション講習やファシリ

テーションのし合いをするとよい 
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また、残りの 3名の回答を表 ７-7に示す。 

  

表 ７-7 事後アンケートの回答（２） 

設問 受講生 C 受講生 D 受講生 E 

・あなたのこの実習に対

する期待は、当初のもの

から途中で変わりました

か？ 

・変わった場合は、どのよ

うに変わったのかという

ことと、その理由につい

てお答え下さい。 

実践するまでの過

程をよりよいもの

に。メンバーが納

得できるような活

動ができるよう

に。 

住民への啓蒙は行

えたが、人材育成及

び仕組みづくりま

ではできなかった。 

変わらない 

・あなたの実習への期待

（途中から変わった場合

は変化後の期待）はどの

程度達成されましたか？ 

・達成されなかった点が

あれば、具体的に、原因と

思われる点を含めてお書

き下さい。 

ほぼ達成。満足し

ています。 

メンバーもこれま

での活動に概ね満

足していると思う

から。 

人材育成及びしく

みづくりまでやる

には、距離及び時間

の関係から無理で

あった。 

防災集会でコミ

ュニケーション

はある程度取れ

たが、担当したグ

ループのメンバ

ー構成が違って

いたら、同じ様に

出来ていたかは

疑問である 

上記の「達成されなかっ

た点」について、どのよう

な部分が改善されるとよ

いと思いますか？ 

  指導者（西村先生）

及び地元代表者と

の時間をかけた徹

底的な議論が必要

であった。 

場数をこなす必

要がある 

 

表 ７-7の回答結果からは、受講生が途中で実習に対する期待を変更し、プロジェクトの

到達目標や自らの学習目標を再設定したことが推察される。また、その再設定した目標に対

して改めて自己評価を行っていることも分かる。 

一方で、「メンバーで企画を練っていくうちに、自分の期待するところが変わっていった。

今回は、それにあまり自覚的ではなかったため、そのまま集会の実施までこぎつけてしまっ

た。企画が出来上がったところで、再度、自分が実習に何を期待し、どんなことを目標とす

るのかを確認し直す必要があったと思う」との回答から、この受講生が「プログラム理論の
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変更」に気付いた 87のは実習終了後の振り返りにおいてであり、"実習期間中”ではなかっ

たことが分かる。 

この問題に対する対策として、翌 2013年度 CoSTEPで筆者が指導を担当した「対話の場の

創造実習」では、「事前アンケート」「事後アンケート」に加えて、年間の実習スケジュール

の中間段階において同様のフォーマットのアンケートを実施し、受講生に「プログラム理論

の変更」への気づきを促す試みを行っている。 

また、筆者が「事後的なプログラム理論の描出」という評価手法を発想したタイミングが

本実習の後半であったため、結果として本実習においては、この二つのロジックモデルを直

接受講生に提示することができなかったが、ロジックモデルを直接提示して議論した方が、

受講生がより自覚的にプロジェクトの「目的―手段関係」や「プログラム理論の変更」を意

識して実践に取り組むことができた可能性もあるので、この点については今後の課題とし

たい。 

 

第７節 考察 

第１項 事後的なプログラム理論における「変更」をどう捉えるか  

「事後的なプログラム理論の描出」に基づく評価、という考え方は、そもそも事後的なプ

ログラム理論の描出、つまりプログラム理論を途中で変更することの正当性が担保されな

ければ説得力を持ち得ない。 

事後的なプログラム理論における「変更」をどう捉えるかについては、様々な議論があり

うるであろう。これを、そもそも変更しなければならないような計画を立案したこと自体が

失敗である、と解釈するのが、たとえば行政官僚組織に典型的ないわゆる無謬主義的な考え

方である。 また、計画は適切であったが、それを実施する過程において失敗したため、変

更を余儀なくされたとの解釈もあり得るだろう。これもまた、計画者の無謬性を擁護するた

めの実施責任論であるとも考えられる。 

しかしそもそも、変化の激しい社会環境において、多様なステークホルダーが関与する中

で、科学技術コミュニケーション実践のような複雑なチャレンジを行っていこうとする場

合、このような計画の無謬性を擁護し続けることは困難であると考えられる。 

むしろ、計画の変更に、絶えざる適応への努力、成果への責任意識、 変更履歴の開示に

                             
87 前述のように、プログラム理論における「理論」とは、「プログラム理論におけるモ

デル・仮説とは、具体的には、プログラム＝実践の目的・目標とそれを達成するための一

連の手段の階層構造が互いにどのように因果的に関連していると考えられるかを示す図

式」を指す。ゆえにプログラム理論は、設計者（や教育者）だけではなく実践者（や学習

者）もまた共有するものであり、その存在や変更を認識したり、自らそれを変更したりす

ることもありうる。 
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よるアカウンタビリティの確保といった積極的な意味を見いだすべきではないだろうか。

そして、そのような変更履歴を伴ったロジックモデルを複数の実践で蓄積し、相互比較する

ことで、第 2 章第２節第２項で述べたような評価の不備がもたらしている科学技術コミュ

ニケーションの問題を解決するための、多様な実践の評価の「集合知的体系化」への道が開

かれるのではないだろうか。 

第２項 循環的構造を持ったプログラム理論の導入  

プログラム理論の構造は、本来は循環的（直線的な原因―結果の連鎖はなく、結果からの

フィードバック 88を含む）ものである。また一般に、実践は規模が大きくなればなるほど階

層構造をなしている（あるプログラム理論を含むメタレベルのプログラム理論が存在する）

はずである。将来的には、こういった、「循環」「階層構造」を組み込んだプログラム理論を

構築することが望まれる。そのためには、「システム理論」の枠組みを援用し（田原ら 2012、

木嶋ら 2007）、プログラム理論の構造をさらに精緻化していく必要があると考える。  

第３項 事後的なプログラム評価の利用 

実践主体、参加主体、評価主体、意思決定主体は必ずしも一定の資源を巡って相互に敵対

するものではなく、評価コミュニケーションによって媒介される一つのコミュニティを形

成し、その中で対話的・協調的に評価を利用する過程で、新たな価値を共創していく関係で

あることが望ましい。 

そもそも、事後的に描出したプログラム理論が評価において尊重されるためには、アクタ

ー間の密接なコミュニケーション、信頼関係が前提として存在しなければならない。なぜな

らば、このような前提を欠いた状態で単にプログラム理論を事後的に描出するだけでは、実

践主体が自らにとって都合の良い評価が得られるようにプログラム理論を描き直したにす

ぎないのではないかとの疑念が生じるからである。裏返せば、そのような関係こそが実践者

の独善的な評価を防止するチェック機能を果たすといえる。 

今後、「図 ７-1 科学技術コミュニケーション実践の評価に関する諸要素の俯瞰モデル」

「図 ７-3 実践評価の階層構造と適切性（再掲）」「図 ７-9 2012年 11月時点でのロジック

モデル（事後的なプログラム理論）」に示された情報と構造を統合し、空間的側面、時間的

側面を同時に表現しうるような評価枠組みのモデルを構築していく必要があると考える。 

                             
88 プログラム理論における各要素の時間的に後の要素から時間的に手前の要素への入

力。もちろん時間そのものは経過して未来に至っているが、「同じ要素」への再入力なの

で、システム理論的にこれを「フィードバック」と呼ぶ。フィードバックとは、ある要素

の出力が（巡り巡って）その要素に再び入力されることを意味する。 
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第８節 小括 

科学技術コミュニケーション実践の特性から、実践の事後的再解釈が必要であることを

示し、そのための具体的な手法として既存のプログラム理論を改善した「事後的なプログラ

ム理論の描出による実践評価」を提案した。これを CoSTEP で 2012 年度に実施したプロジ

ェクト実習「防災コミュニケーション」に援用し、一定程度の有効性が見られることを確認

した。 

今後の研究目標としては、空間的側面、時間的側面を同時に表現しうるような評価枠組み

のモデルを提案していきたい。 
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第８章 結論 

第１節 本章の概要 

前章までの議論を踏まえて、科学技術コミュニケーション実践の評価枠組みの提案を建

設的なものにするために必要な観点について論ずる。次に、科学技術コミュニケーション自

体がそもそも「科学技術の評価」であることを示し、「科学技術の評価」と「科学技術の評

価としての科学技術コミュニケーションの評価」との間の「評価の入れ子構造」を描出する。

最後に、本研究の結論をまとめるとともに、本研究の射程に含むことのできなかった課題と、

今後の展望について要点を述べる。 

第２節 科学技術コミュニケーション実践の評価の現状、ならびに評価概念の整

理 

第１章では、国内外における科学技術コミュニケーションの進展の歴史を概観し、科学技

術コミュニケーション実践の普及と質的向上のためにはそれらの適切な評価が重要である

ことを述べた。さらに、評価手法整備の障害となっている要因を整理した上で、包括的な評

価枠組みが必要であることを主張した。その上で、本論文の目的を「科学技術コミュニケー

ション実践の適切な評価手法開発と運用に資する包括的な評価の枠組みを提案すること」

と定めた。 

第２章では、科学技術コミュニケーション実践の評価手法・評価体系が不備である現状を

指摘し、それがもたらす問題、そのような現状の原因として考えられる要因を整理した。 

第３章では、一般的な評価理論、ならびに教育分野における評価理論に関する先行研究を

参照しつつ、科学技術コミュニケーション実践における多様な評価の可能性を包含する基

本的な概念についての包括的な整理、「見取り図」の描出を行い、当該分野における評価枠

組みを構築することを試みた。その上で「『実践→評価→意思決定→資源投入→実践』とい

う循環的システムあるいは生態系」、すなわち「評価コミュニケーション生態系」の重要性

に着目した。 

第４章ではさらに、第３章の整理に基づきつつ、照準を「科学技術コミュニケーション実

践」に絞り込むことによって、一段具体性を高めた評価概念の整理を試みた。多様なアクタ

ーの相互関係（＝空間軸）に注目して評価コミュニケーションのネットワークを描出し、図

式化するとともに、そのネットワークをどう段階的に構築していくか、という観点から評価

行為の構築プロセス（＝時間軸）に注目し、議論を整理した。とりわけ、「実践評価の階層

構造における各要素」ならびにそれぞれの「適切性」に着目した。 

実践の評価、あるいは実践の評価に関する記述や考察においては、「必要十分な「対象に

関する情報の変換」を実現する「前提の供給の階層構造」を持つものとして評価行為が設計
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されているか否か」ということが問われなければならない。実践において評価行為が「適切

に」位置付けられているかどうかを問うということは、この「必要十分な階層構造」の有無

を問うということに他ならない、という点を主張した。 

科学技術コミュニケーション実践に関するこれまでの評価行為においては、このような

「必要十分な「対象に関する情報の変換」を実現する「前提の供給の階層構造」」という観

点から見た時に「評価手法が実践の目的に資するものであるか」という根本的な問題が十分

に吟味されていなかった。このことが、今日の科学技術コミュニケーション実践の評価の不

備の中心的な課題であるとした。 

第３節 実践評価の階層構造と適切性の検証 

第１項 既存の実践事例のメタアナリシス 

第５章では、これまで論文などの形で報告されてきた既存の科学技術コミュニケーショ

ン実践を評価の観点から分類してその実態を把握するとともに、前章で整理した科学技術

コミュニケーションの「評価の枠組み」に沿う形で、それらの評価行為の「適切性」を具体

的に検証した。 

各項目における同一の内容の出現頻度とそれらの組み合わせを分析することによって、

評価の現状における課題を炙り出すことが可能となるといえる。たとえば、評価コミュニケ

ーションのフィードバックループが閉じているところには、特定の種類の実践や教育が持

続的に強化されやすいメカニズムが存在しているといえよう。従って、そのようなメカニズ

ムに支えられて持続している実践や教育の種類が果たして望ましいものか、あるいは、望ま

しい実践や教育を持続させるためには現状を踏まえてどのような評価コミュニケーション

のフィードバックループを設計・実現すればよいか、というリサーチクエスチョンを生み出

すことができるのがこの分析の利点である。 

また、「実践評価の階層構造における各要素の適切性」については、「情報変換」ならびに

「各要素の適切性」についての記述がほとんどの報告において見られず、これは、科学コミ

ュニケーション実践の評価の現状を強く特徴づける結果であると考えられる。 

現在の分析はまだ萌芽的なものであり、上記の結果からすぐさま確実性の高い知見が得

られるというものではないが、今後の研究や実践、評価手法開発に対して示唆を与えるもの

である。 

第２項 ケーススタディ 

第６章では、筆者が中心となって CoSTEPの内外で行ってきた科学技術コミュニケーショ

ン実践の様々なケース（事例）において、本研究が扱う課題を念頭に置き、それらの達成に

資すると考えられるいくつかの評価手法を開発し、活動の現場で試行的に実施することに
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よって、それらの手法の妥当性を検証したアクションリサーチの結果について詳述した。 

第６章において採りあげたケースと、それぞれにおいて筆者が独自に開発した評価手法

は、次の通りである（表 ８-1）。 

 

表 ８-1 アクションリサーチのケース一覧 

 実践の名称 開発した評価手法 評価手法の特徴 

① サイエンス・カフェ札幌（アン

ケート分析） 

要因分析型アンケート調査の

実施と分析 

要素間相互連関 

評価の発見的機能 

② プロジェクト実習「環境学習

の場のデザインと評価 

事前・事後の「目的―手段」階

層構造の描出と比較による自

己評価 

事前事後比較 

③ リスクコミュニケーションの

ためのパターンランゲージ制

作ワークショップ 

目標の自己設定と自己評価な

らびに結果の相互共有 

事前事後比較＋体験

共有 

④ 選科 A集中演習 多重リフレクション 事前事後比較＋体験

共有＋リアルタイム

フィードバック 

⑤ サイエンス・カフェ札幌 （モ

ニターによる評価） 

CoSTEP 修了生をモニターとし

た第三者評価 

第三者視点 

本章では、筆者が携わった５つのケース「サイエンス・カフェ札幌（アンケート分析）」

「プロジェクト実習「環境学習の場のデザインと評価」「パターンランゲージ制作ワークシ

ョップ」「選科 A集中演習」「サイエンス・カフェ札幌（モニターによる評価）」を事例とし

てとりあげ、それぞれに際して開発した学習評価手法の効果と含意を検討した。 

また、科学技術コミュニケーションに関するプロジェクト型学習実践の効果的な評価手

法として開発した、「階層的「目的－手段」関係によって設問を構成した事前・事後アンケ

ートを実施し、両者の回答を比較分析する」という方法を紹介し、その効果と課題について

分析した。また、この手法を学習ポートフォリオと組み合わせて実施することの可能性につ

いて言及した。 

第４節 事後的なプログラム理論の描出 

第７章では、前章までの結果を踏まえて、評価に関する諸要因を整理し、これらの俯瞰的

把握（＝空間軸上の構造の理解）を試みた。さらに、科学技術コミュニケーションの動態的

な特性を適切に評価（＝時間軸上の変化の理解）するために、代表的な評価手法である「プ

ログラム理論」を拡張した「事後的なプログラム理論の描出」という手法を提案し、試行的
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実践を行った。当該手法を CoSTEP で 2012 年度に実施したプロジェクト実習「防災コミュ

ニケーション」に援用し、一定程度の有効性が見られることを確認した。 

 

第５節 今後の展望 

第１項 評価枠組みの提案を建設的なものにするために 

近年、行政や公教育、大学等での研究などの非営利事業の分野において、説明責任や資源

の効率的利用という観点から、いかに適正な評価を行うかという問題が急速に注目を集め

てきている。一方、「評価」というとどうしても権力者による管理といったイメージがつき

まといがちなので、これまでどちらかといえば現場の実践主体（実践者）には敬遠されてき

た。しかし実は、むしろ「狭義の意思決定主体／資源提供主体」の権力に実践の現場を侵食

されないための防波堤としてこそ、実践主体は評価手法を整備する必要があるのではない

だろうか。 

実践主体は、ひたすら評価を拒み続け、外部から評価の枠組みが与えられてはじめてその

内容について事後的に論評する、という受動的な態度を取るのではなく、自分たちの側から

率先して評価のあり方を提案していくような活動を行うべきなのではないだろうか。それ

に呼応する形で（もちろん、価値のある実践だと判断した場合に限ってだが） 、市民一人

一人が「広義の意思決定主体／資源提供主体」として、様々な「資源」を拠出しあってその

実践を支えることが重要になってくる。 

また、意思決定主体／資源提供主体と実践主体は、資源を巡って常に対立関係にあるわけ

では無い。意思決定主体／資源提供主体が実践の評価情報を求めるのは、さらに上位の意思

決定主体／資源提供主体との評価コミュニケーション（交渉）を行うための「説得力のある、

有効な手段」を必要としているに過ぎない場合もある。そのような場合には、意思決定主体

／資源提供主体の評価コミュニケーションを支援するような評価情報を実践主体が提供す

ることによって、両者は「共闘関係」を築くこともできる。 

評価は特定の個人や団体が単独で行うものではなく、実践をとりまく、実践共同体、学習

共同体による評価体系の創造と共有を循環的に営んでいくことによって、評価体系の整備

と、コミュニティの成長を同時に実現していくことが重要である。 

一方、 「実践主体の生存戦略」という観点からすると、実践主体が特定の意思決定主体

への評価コミュニケーションを最適化することは、短期的には奏功するかもしれないが、そ

れに過度に依存してしまうことは公共的観点からは望ましくないと言えよう。それどころ

か「功利主義」的観点だけからさえ、特定の意思決定主体の判断基準が変わったり、意思決

定主体そのものが交代、消滅したりする可能性を考慮すると、そのような「過剰適応」は大

きなリスクを抱え込むことになると言える。多様な意思決定主体に向けて評価コミュニケ

ーションを複線化することが、むしろ長期的な生存戦略としてはふさわしいと考えられる。
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もちろんこれらはいずれも自明な規範というわけではなく、あくまでどの立場に立って何

を目的とし、どの価値をどの程度重要視するかによって変わってくるものである。 

しかしながら、実践者が自己満足に陥らずに「広義の意思決定主体／資源提供主体」の創

意工夫に対してオープンマインドであろうとするならば、実践者は必然的に自らの実践の

評価手法・評価体系を整備する必要があるといえるであろう。評価とは、一般的なイメージ

に反して実際は、多様な文脈、多様なアクターの存在をふまえつつ、実践の価値を発見・創

出・解釈・伝達する、きわめてクリエイティブな行為なのである。 

 

第２項 「科学技術の評価」としての科学技術コミュニケーション 

科学技術コミュニケーションの本質は、「科学技術の評価」である。このように言うと違

和感を覚えるかもしれないが、コンセンサス会議、討論型世論調査等の参加型テクノロジー

アセスメントはまさに文字通り「科学技術の評価」であるので、この点について異論を唱え

る者は少ないであろう。また、科学報道や科学関連図書の出版についてはどうであろうか。

これらの中で、科学技術やその社会的影響について批判的に論じているものは、比較的「科

学技術の評価」というイメージに合っているであろう。しかし、科学広報や科学教育など、

もっぱら周知や知識の伝授を目的としたもの、啓蒙的であったり、科学技術に肯定的なもの

であったりしても 89、実はそれらもまた「科学技術の評価」なのである。つまり、どの科学

技術を選び、どれだけの頻度や強度で伝えるか、という選択・判断自体、常に意図的なもの

であり、そこに実践者の科学技術に対する評価行為が含まれていると考えられるのである。

このように、科学技術に対して批判的なものであろうと肯定的なものであろうと、実践者が

何らかの「判断・選択」を行っている限り、実践者は科学技術の評価を常に既に行っている

と言えるのである。まず、科学技術コミュニケーションの実践者は、そのことに自覚的であ

る必要がある。 

しかし実はそれだけではない。科学技術コミュニケーション実践自体も、評価の目にさら

されているのである。本研究では、科学技術コミュニケーション実践の評価の問題を議論し

てきたが、このことは、科学技術コミュニケーションが「科学技術」に問いかけるべきだと

されてきた 90のと同型の問題（＝「文脈の中での正当性と正統性」）を、科学技術コミュニ

ケーションそのものに問いかけることを意味する。いわば、科学技術コミュニケーションの、

科学技術コミュニケーションへの自己適用が求められているのである。そのようなリフレ

                             
89 もちろんそうでない部分があるのは明白だが、一般的な理解として典型的なものはこ

のようなものであろう。また、これらのベクトルが活動の主要な成分の一つを占めている

ことは否定できないと思われるので、対比を明確にするためにこのような記述を採用し

た。 
90 「実態」についてははなはだ不十分との異論もあるだろう．ここに限っては、言及し

ているのはあくまで規範論である． 
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クシヴな営みを十全に行うことによって初めて、科学技術コミュニケーションという「運動」

の正当性が保たれるのではないだろうか。 

科学技術コミュニケーション実践の評価を研究することは、決して閉じた学問的営みで

は無く、科学技術コミュニケーション実践における「科学技術の評価」機能の彫琢にも寄与

する（＝現場で実際に役に立つ）であろうし、逆に科学技術コミュニケーション実践が試み

てきた「科学技術の評価」において開発されてきた様々な評価手法は、科学技術コミュニケ

ーション実践の評価にも援用可能であろう。「科学技術の評価」と「科学技術コミュニケー

ション実践の評価」の間には、このような互恵的な関係が存在するのである。 

第６節 結語 

現時点では、「科学技術コミュニケーション」はまだまだ未成熟な分野であるといわざる

をえない。したがって拙速な評価手法の導入は様々な歪み、重要な価値の取りこぼしを産み

やすい。また、意思決定主体、資源提供主体と実践主体の間の、権力の非対称性がそのまま

評価システムに持ち込まれる危険性もある。これは、社会教育の分野の研究者が、当該実践

領域への評価制度の導入を前にして危惧した点と極めて類似性が高い（日本社会教育学会 

2012）。 

このような危険性を踏まえるならば、第 5節で述べたように単に受け身の状態で、時代状

況の変化に伴って為政者や社会から要請される評価の枠組みを前に一喜一憂するのではな

く、まずは実践主体の側から、望ましい評価のあり方を提案していくべきであろう。そのた

めには、多様な実践の多様な評価手法を記述できる、実践主体の間の「共通言語」が必要で

ある。「共通言語」の有力な候補として、第７章第５節で述べたような「事後的なプログラ

ム理論の描出」と、それらの蓄積、共有、相互参照を提案したい。この評価手法開発のプロ

セスは、既存の権力の非対称性を追認するのではなく、むしろ対話的で、アクター同士のコ

ミュニティを基盤とした共創的な営みである。 

最後に、本研究の重要点とそれに基づいた筆者の主張をまとめて結語としたい。 

 

1. 本論文では、科学技術コミュニケーションの実践、教育、研究は相互に連関しており、

この連関を捉えるのに有効な、鍵となる概念が「評価」であることを論じた。この、評

価がもたらす連関を駆動するコミュニケーションの含意を、「評価コミュニケーション」

という概念によって位置づけた。 
2. 科学技術コミュニケーションの実践に、これまで比較的等閑視されてきた「学習」とい

う概念を導入したい。一ここでの「学習」概念の射程は、個人の知識やスキルの獲得に

留まるものだけではなく、個人や組織間のネットワーク形成やコラボレーション、コミ

ュニティや社会システム全体の変容も含むものであると位置づけられる。 
3. コミュニティや社会システムが自らの変容をリフレクションし（振り返り）、それら自

体の「学習」へと結実させるための「触媒」となるのが「評価」とそれによるアクター
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間のコミュニケーションである、と捉える。筆者は、評価を起点としたコミュニケーシ

ョンを重視する立場から、「査定のための評価」に対照させる意味で「対話としての評

価」の持つ可能性に着目する。 
 

一般に、従来の評価概念、評価行為には、「達成度の判定」「費用対効果の算出」「意思決

定」といった目的のために、例えば予め設定した目標の充足率や経済効果など何らかの「外

在的基準」に照らし合わせて対象の価値を判断するという傾向が見られた。 

しかし筆者は、今後の、とりわけ科学技術コミュニケーションの領域においては、多様な

当事者、多様なアクターが、実践や教育によって得られる様々な経験をどのように個人やコ

ミュニティにおいて内的に相互に結びつけ、そこに新しい価値を見いだしていくか、という、

彼ら彼女ら自身にとっての「内在的基準」に基づいた“クリエイティブ”な評価が重要にな

ってくると考える。それを可能にするためには、「評価という手段」を活用して、組織、コ

ミュニティ、社会システム全体が絶えざる「学習」を行っていく必要があり、そういった学

習に対する社会的支援への取り組みが重要となる。 

ただしこのように極めて広義に「学習」を定義した時、とりわけ「社会システム全体の学

習」という概念を導入するのであれば、それがいかなる時にいかにして可能なのかという成

立条件、学習概念をここまで拡張することによる得失をふまえた全体としての認識利得は

いかなるものか、学習概念を適用すべき対象とそうでない対象を分ける境界条件は何であ

るのか、といった問題に取り組まなければならない。それに加えて、その「広義の学習」の

達成度をいかにして測ることができるのかという評価の問題に再び直面せざるを得ない。

これらの点については残念ながら本研究の射程を越えるものであるが、本研究の目的に鑑

みて今後避けることはできない問題である。今後、本研究では扱わなかった社会情報学や社

会システム理論の方法論などを導入しつつ、この問題に重点的に取り組んでいきたい。 

また、本研究でケーススタディとした実践はいずれも筆者がアクションリサーチとして

取り組んだものである。このような実践の場合、一般に参加主体の実践に対するコミットが

強かったり、実践主体の自由度が高かったりして、評価行為を実施する際の障壁が低くなり

がちである。いわば、一般の科学技術コミュニケーション実践と比較すると「特殊な」条件

下での実践であったといえる。必ずしも実践主体の行使しうる自由度が高くなく、参加主体

のコミットが弱い場合であっても成り立ちうる有効な評価手法とはどのようなものである

か。それはおそらく、評価行為が評価主体や評価対象にとって「コスト」ではなく、それ自

体が何らかの価値のある体験として認識されるものでなければならないであろう。 

しかし一方で、リフレクシビティ（反射性）がすみずみまで張り巡らされた現代社会にお

いてはむしろ、自らの体験の「意味」を自己モニタリングできるという機会は大変高い価値

を持つものであるといえるのではないだろうか。たとえば自らの健康状態に関するデータ

をモニタリングして知らせてくれる様々なウェアラブルデバイスが次々と市場に投入され

ているという事例一つをとってみても、その一端をうかがい知ることができる。自らの体験
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する科学技術コミュニケーションが、自分自身に、同じ場にいた参加者やゲストの専門家に、

主催者に、コミュニティに、行政に、メディアに、そして社会全体や後の世代に対してどの

ような影響を与える（／与えうる）ものなのかという情報自体、すぐれて享受に値する体験

価値になりうるのではないだろうか。これはいわば、自らの体験の「未来に向けてのトレー

サビリティー」を可視化し、その価値を「いま・ここ・わたし」の中に繰り込むことによっ

て現在の自身の体験価値を重層化する試みであると考えることもできよう。このような可

能性についても、併せて探究を深めていく必要があると考える。 

なお、本研究は必ずしも科学技術コミュニケーションの実践と教育を悉皆的に分析し、そ

れらをすべて組み込んだ俯瞰的な評価体系や評価手法を提案するものではない。科学技術

コミュニケーションを巡る状況は極めて複雑かつ不透明で流動的であり、刻一刻と状況が

変化する中で、こういった評価体系と評価手法の「完成形」の構築を目指すことは現実的で

はない。それは、どれだけ時間をかけてもその都度状況が変化するので「完成形」を作るこ

とは不可能であるという意味にとどまらず、完成形を構築しようとするプロセスの時間コ

スト自体が、研究成果の現場へのフィードバックの機会損失を招き、研究の社会的有用性を

減ずる危険性があるからである。 

従って、科学技術コミュニケーションの評価研究においては、時間をかけて完成形をつく

ろうとするよりも、むしろ暫定的な形（＝プロトタイプ）をつくってそれを社会に投げかけ、

実践現場に貢献するとともに、逆に現場からのフィードバックによって理論的枠組みを再

構築する、という「循環的研究スタイル」を採用することが（必要悪ではなく積極的な意味

で）望ましいと考えるものである。本研究が、この「循環的研究スタイル」をもって、現場

での実践と理論とを架橋し、両者の絶えざる発展を促すものとなることを願ってやまない。 
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資料１　「評価」の記述を含む実践報告論文（学術雑誌『科学技術コミュニケーション』13号～18号より）

著者 年 タイトル 号 実践概要 実践名 実践カテゴリ 実践主体 実践の目的 実践の対象

1 加納圭　水町衣里　
岩崎琢哉　磯部洋
明　川人よし恵　
前波晴彦

2013 サイエンスカフェ参加
者のセグメンテーショ
ンとターゲティング : 
「科学・技術への関
与」という観点から

13 （※複数のサイエ
ンスイベント）

（※複数のサ
イエンスイベン
ト）

対話プログラム
の企画実施

京都大学物質-細胞統
合システム拠点他

主催大学の研究者が携わる科学技術
コミュニケーションの効果的実施

市民全般

2 吉田拓也　林一輝　
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岡本美津子　村松
秀

2013 不特定多数へ向け能
動的に考えることを促
す科学教育コミュニ
ケーション手法の開発 
: NHK「ツナガルカガ
ク」の取り組み

13 クロスメディアコン
テンツNHK「ツナ
ガルカガク」の開
発と運用

クロスメディア
コンテンツNHK
「ツナガルカガ
ク」の開発と運
用

コンテンツの制
作と運用

NHK テレビ番組とウェブサイトを連動させる
ことで番組を見た不特定多数の視聴者
自身が科学的事象に対してみずから
能動的に「考える」ことを促す科学教育
コンテンツの開発と運用

子どもをはじめ
とする市民全
般

3 郡伸子　寺村たか
ら　佐尾賢太郎　
遠藤恭平　三上直
之

2013 地球規模での「科学
技術への市民参加」
はいかにして可能
か？ : 生物多様性に
関するWWViewsの討
論過程の参与観察か
ら

13 WWViews2012（生
物多様性に関す
る世界市民会議）
日本会議

WWViews2012
（生物多様性
に関する世界
市民会議）日
本会議

対話プログラム
の企画実施

WWViews2012日本会
議実行委員会

地球規模課題に関する国際交渉の場
に、世界の一般市民の意見を届けるこ
と

16歳以上の市
民100名（国民
全体の人口構
成を反映する
ように選ばれ
た集団）

4 秋谷直矩　水町衣
里　高梨克也　加
納圭

2013 知識の状態を提示す
ること : 再生医療にか
んするグループインタ
ビューにおける参与構
造の分析

13 グループインタ
ビュー

グループインタ
ビュー

加納圭（滋賀大学）他 科学・技術への「潜在的関心層」の、科
学・技術（特に再生医療）へのニーズを
抽出すること

科学・技術へ
の「潜在的関
心層」

5 郡伸子　寺村たか
ら　佐尾賢太郎　
遠藤恭平　三上直
之

2013 地球規模での「科学
技術への市民参加」
はいかにして可能
か？ : 生物多様性に
関するWWViewsの討
論過程の参与観察か
ら

13 WWViews2012（生
物多様性に関す
る世界市民会議）
日本会議

WWViews2012
（生物多様性
に関する世界
市民会議）日
本会議

対話プログラム
の企画実施

WWViews2012日本会
議実行委員会

地球規模課題に関する国際交渉の場
に、世界の一般市民の意見を届けるこ
と

16歳以上の市
民100名（国民
全体の人口構
成を反映する
ように選ばれ
た集団）
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賢太郎
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セスへの市民コンサ
ルテーションの枠組み
づくりについて : 「世
界市民会議World 
Wide Views～生物多
様性を考える」の実施

13 WWViews2012日
本大会

WWViews2012
日本大会

対話プログラム
の企画実施

科学技術振興機構／
日本未来館

世界中から広く市民代表が参加して、
国際的な政策決定プロセスへ市民の
声をとどける仕組みをつくることで、決
定される政策を市民の助言をうけたも
のとしてより市民に受け入れられやすく
し、実効性の高い政策づくりに貢献す
ること

16歳以上の市
民100名（国民
全体の人口構
成を反映する
ように選ばれ
た集団）

7 八木絵香　山内保
典

2013 論争的な科学技術の
問題に関する「気軽
な」対話の場づくりに
向けて : 「生物多様
性」をテーマとしたプロ
グラムの開発を例に

13 対話プログラム
（DeCoSiSプロ
ジェクト）

対話プログラ
ム（DeCoSiSプ
ロジェクト）

対話プログラム
の企画実施

独立行政法人科学技
術振興機構社会技術
研究開発セ ンター・市
民と専門家の熟議と協
働のための手法とイン
タフェイス組織の開発
（Deliberation and 
Cooperation between 
Citizens and 
Scientists）研究開発プ
ロジェクト

科学技術の社会的な課題や公共的な
課題について体験者が「双方向的」に
意見を交わし、かつ比較的「気軽に実
施・参加」できる場を創出すること

中学生以上の
市民全般

8 八木絵香　山内保
典

2013 論争的な科学技術の
問題に関する「気軽
な」対話の場づくりに
向けて : 「生物多様
性」をテーマとしたプロ
グラムの開発を例に

13 対話プログラム
（DeCoSiSプロ
ジェクト）

対話プログラ
ム（DeCoSiSプ
ロジェクト）

対話プログラム
の企画実施

独立行政法人科学技
術振興機構社会技術
研究開発セ ンター・市
民と専門家の熟議と協
働のための手法とイン
タフェイス組織の開発
（Deliberation and 
Cooperation between 
Citizens and 
Scientists）研究開発プ
ロジェクト

科学技術の社会的な課題や公共的な
課題について体験者が「双方向的」に
意見を交わし、かつ比較的「気軽に実
施・参加」できる場を創出すること

中学生以上の
市民全般

9 平川全機 2013 科学技術コミュニケー
ションにおける「議論
すべきこと」と「議論し
たいこと」

13 「市民－メディ
アー研究者」興部
車座討論会

「市民－メディ
アー研究者」
興部車座討論
会

対話プログラム
の企画実施

アクター協働による双
方向リスクコミュニケー
ションのモデル化研究
プロジェクト

テーマを主催者ではなく体験者の関心
に沿って体験者自身が定める科学技
術コミュニケーションを行うこと

興部町民

10 早岡英介; 高橋
理; 中村奈穂子; 
小室崇; 村松秀

2013 TV番組制作を通じた
科学技術コミュニケー
ション教育 : NHK「す
イエんサー」公開収録
での実践事例

14 科学エンターテイ
ンメント番組「すイ
エんサー」の公開
収録機会を活用
した科学技術コ
ミュニケーター養
成教育

科学エンター
テインメント番
組「すイエん
サー」の公開
収録機会を活
用した科学技
術コミュニケー
ター養成教育

科学技術コミュ
ニケーター養成
教育

北海道大学CoSTEP 放送業界に関心がある学生向けの
キャリア教育／CoSTEPの音声・映像
制作実習受講生向けのOJT

北海道大学学
部生／大学院
生／CoSTEP
受講生

11 早岡英介; 高橋
理; 中村奈穂子; 
小室崇; 村松秀

2013 TV番組制作を通じた
科学技術コミュニケー
ション教育 : NHK「す
イエんサー」公開収録
での実践事例

14 科学エンターテイ
ンメント番組「すイ
エんサー」の公開
収録機会を活用
した科学技術コ
ミュニケーター養
成教育

科学エンター
テインメント番
組「すイエん
サー」の公開
収録機会を活
用した科学技
術コミュニケー
ター養成教育

科学技術コミュ
ニケーター養成
教育

北海道大学CoSTEP 放送業界に関心がある学生・CoSTEP
受講生へのメディアリテラシー教育

北海道大学学
部生／大学院
生／CoSTEP
受講生
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中謙一郎　朴正義　
岡本美津子　村松
秀

2013

3 郡伸子　寺村たか
ら　佐尾賢太郎　
遠藤恭平　三上直
之

2013

4 秋谷直矩　水町衣
里　高梨克也　加
納圭

2013

5 郡伸子　寺村たか
ら　佐尾賢太郎　
遠藤恭平　三上直
之

2013

6 池辺靖　黒川紘美　
寺村たから　佐尾
賢太郎

2013

7 八木絵香　山内保
典

2013

8 八木絵香　山内保
典

2013

9 平川全機 2013

10 早岡英介; 高橋
理; 中村奈穂子; 
小室崇; 村松秀

2013

11 早岡英介; 高橋
理; 中村奈穂子; 
小室崇; 村松秀

2013

実践の扱う
テーマのス
ケール

実践のスケール 科学技術に
対する実践
の位置付け

評価プロセスにおけ
る位置づけ

評価目的 評価対象 評価手法 評価の観点（評価に
よって獲得したい情報
の種類）

想定される意思決定
主体の介入の種類

想定される意思決定主
体の介入の種類（簡略
化）

ミクロ／メゾ ミクロ／メゾ 促進的／調
整的／規制
的

意思決定に必要な評
価情報を導き出すた
めの前駆的情報の
取得

体験者情報の取得 体験者 アンケート（紙もし
くはウェブ）

「科学・技術への関与」
の度合い

体験者の「科学・技術
への関与」の度合いに
よるセグメンテーション
に基づいた実践内容
や広報手段の改善・新
規開発

今後の実践の改善

メゾ メゾ 促進的 総括的評価 コンテンツの効果測定 体験者 番組視聴者数／
ウェブサイトアク
セス数・推移／投
稿数・投稿内容
の記録と分析

番組の放映パターン
の変更（定期化・提示
化）、モバイル端末へ
の対応、書籍や科学
館などと連携したさら
なるクロスメディア展
開

今後制作するコンテンツ
やその展開方法の改善

マクロ マクロ 規制的 総括的評価 プログラムの有効性の
検証と改善点の抽出
(よりよいコミュニケー
ションに向けた示唆を
得ること)

体験者の
議論の内
容

グループ討論の
参与観察・フィー
ルドノートの記録
／グループ討論
の音声記録と分
析／体験者への
半構造化面接法
による事後調査
（対面あるいは電
話）

日常生活と距離のある
議題を身近な問題に引
きつけ、自らの経験や
日常生活の文脈の中に
位置付けるため、体験
者やファシリテーターが
どのように文脈づくりを
行っていたか、それらが
手法設計・運用の工夫
や改善に対してどのよ
うな示唆を与えるか／
テーマに関する体験者
の学習（意見の深まり、
多角的な視点の獲得）

WWViewsの世界共通
の資料に加えたローカ
ル版の補足資料の用
意／必ずしも情報資
料にとらわれない柔軟
なファシリテーションに
よる多様な意見の尊
重と議論の活性化／
テーマとの関連で鍵と
なる概念に関する理解
の吟味や共有

今後の実践の改善

ミクロ ミクロ 調整的 科学的知識に関する会
話における人々の参加
の仕方を記述的に明ら
かにしていくことによっ
て、実践者に対して「場
のデザイン」を考えてい
く際に利用可能な有益
な情報を提供すること。

体験者の
会話

体験者の会話の
記録と分析

評価によって明らかに
なった体験者間の相
互作用を前提とした上
での、実践の体験者に
提供すべき「最低限の
知識内容」と提供方法
の再考／体験者の科
学的知識ではなく動機
や信念に着目した科
学技術コミュニケー
ション実践の設計

今後の実践の改善／実
践の企画立案について
の新しい考え方の導入

マクロ マクロ 規制的 総括的評価 プログラムの有効性の
検証と改善点の抽出
(よりよいコミュニケー
ションに向けた示唆を
得ること)

実践 グループ討論の
参与観察・フィー
ルドノートの記録
／グループ討論
の音声記録と分
析／体験者への
半構造化面接法
による事後調査
（対面あるいは電
話）

規定のプログラム運営
手法と体験者の実際の
コミュニケーションのズ
レ

WWViewsの世界共通
の資料に加えたローカ
ル版の補足資料の用
意／必ずしも情報資
料にとらわれない柔軟
なファシリテーションに
よる多様な意見の尊
重と議論の活性化／
テーマとの関連で鍵と
なる概念に関する理解
の吟味や共有

今後の実践の改善

マクロ マクロ 規制的 総括的評価 プログラムの有効性の
検証と改善点の抽出

実践 日本大会の独自
セッション「私たち
の意見」における
体験者の観察な
らびに表明された
体験者の発言の
音声記録と分析

体験者の学習成果／与
えられた設問と自らの
持つ文脈との乖離を体
験者が埋めるためにど
のような試行錯誤をした
か

WWViesのプログラム
への改善提案

今後の実践の改善

ミクロ／メゾ ミクロ／メゾ 調整的／規
制的

形成的評価 プログラムの有効性の
検証と改善点の抽出

実践 プログラム中にな
された体験者の
発言に基づいた、
科学技術と社会
にまたがる問題
の解決について
の意見を整理す
る暫定的な枠組
みの提案

様々な実践に対する、
科学技術と社会にまた
がる問題の解決一般
についての体験者の
意見を整理する共通
枠組みの開発と適用

実践結果の新たな解釈
枠組みの提案と適用

ミクロ／メゾ ミクロ／メゾ 調整的／規
制的

形成的評価 プログラムの普及 実践 プログラム中にな
された体験者の
発言に基づいた、
科学技術と社会
にまたがる問題
の解決について
の意見を整理す
る暫定的な枠組
みの提案

本実践を参考にした類
似の実践の企画実施
／本実践によって提案
された、科学技術と社
会にまたがる問題の
解決についての体験
者の意見を整理する
枠組みの適用

類似の実践の企画実施
／実践結果の新たな解
釈枠組みの適用

メゾ メゾ 促進的／調
整的／規制
的

事後評価 プログラムの有効性の
検証

実践 プログラムの継続
回数の確認

人々の生活を起点とし
た新しい科学技術コ
ミュニケーション実践
の可能性の探索

新しい実践の可能性の
探索

ミクロ／メゾ／
マクロ

ミクロ／メゾ／マ
クロ

促進的 総括的評価 教育効果の検証 体験者 アンケート調査 満足度／再受講希望度
／興味／印象に残った
点／その他

科学技術コミュニケー
ション教育とキャリア
教育の関係の再認識
に基づく類似の実践の
継続的企画実施

類似の実践の継続的企
画実施

ミクロ／メゾ／
マクロ

ミクロ／メゾ／マ
クロ

促進的 総括的評価 教育効果の検証 体験者 ヒアリング 放送番組制作プロセス
への理解

科学技術コミュニケー
ション教育とキャリア
教育の関係の再認識
に基づく類似の実践の
継続的企画実施

類似の実践の継続的企
画実施
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著者 年 タイトル 号 実践概要 実践名 実践カテゴリ 実践主体 実践の目的 実践の対象

12 都築章子; 今宮則
子; 藤田喜久; 平
井和也; クレッグ
ストラング

2013 海洋科学教育・海洋
科学コミュニケーショ
ン教材としてのMARE
（Marine Activities, 
Resources, and 
Education)の役割

14 MAREの日本語版
教材を活用した教
育プログラム

MAREの日本
語版教材を活
用した教育プ
ログラム

科学教育 特定非営利活動法人 
海の自然史研究所

海洋について「招待する→探る→概念
を考案する→応用する→振り返る」とい
うサイクルを繰り返しながら能動的に
学習を深める

市民一般（元
の英語版教材
は幼稚園から
中学2年生の
子ども対象）

13 都築章子; 今宮則
子; 藤田喜久; 平
井和也; クレッグ
ストラング

2013 海洋科学教育・海洋
科学コミュニケーショ
ン教材としてのMARE
（Marine Activities, 
Resources, and 
Education)の役割

14 MAREの日本語版
教材を活用した教
育プログラム

MAREの日本
語版教材を活
用した教育プ
ログラム

科学教育 特定非営利活動法人 
海の自然史研究所

海洋について「招待する→探る→概念
を考案する→応用する→振り返る」とい
うサイクルを繰り返しながら能動的に
学習を深める

市民一般（元
の英語版教材
は幼稚園から
中学2年生の
子ども対象）

14 都築章子; 今宮則
子; 藤田喜久; 平
井和也; クレッグ
ストラング

2013 海洋科学教育・海洋
科学コミュニケーショ
ン教材としてのMARE
（Marine Activities, 
Resources, and 
Education)の役割

14 MAREの日本語版
教材を活用した教
育プログラム

MAREの日本
語版教材を活
用した教育プ
ログラム

科学教育 特定非営利活動法人 
海の自然史研究所

海洋について「招待する→探る→概念
を考案する→応用する→振り返る」とい
うサイクルを繰り返しながら能動的に
学習を深める

市民一般（元
の英語版教材
は幼稚園から
中学2年生の
子ども対象）

15 都築章子; 今宮則
子; 藤田喜久; 平
井和也; クレッグ
ストラング

2013 海洋科学教育・海洋
科学コミュニケーショ
ン教材としてのMARE
（Marine Activities, 
Resources, and 
Education)の役割

14 MAREの日本語版
教材を活用した教
育プログラム

MAREの日本
語版教材を活
用した教育プ
ログラム

科学教育 特定非営利活動法人 
海の自然史研究所

海洋について「招待する→探る→概念
を考案する→応用する→振り返る」とい
うサイクルを繰り返しながら能動的に
学習を深める

市民一般（元
の英語版教材
は幼稚園から
中学2年生の
子ども対象）

16 都築章子; 今宮則
子; 藤田喜久; 平
井和也; クレッグ
ストラング

2013 海洋科学教育・海洋
科学コミュニケーショ
ン教材としてのMARE
（Marine Activities, 
Resources, and 
Education)の役割

14 MAREの日本語版
教材を活用した教
育プログラム

MAREの日本
語版教材を活
用した教育プ
ログラム

科学教育 特定非営利活動法人 
海の自然史研究所

海洋について「招待する→探る→概念
を考案する→応用する→振り返る」とい
うサイクルを繰り返しながら能動的に
学習を深める

市民一般（元
の英語版教材
は幼稚園から
中学2年生の
子ども対象）

17 都築章子; 今宮則
子; 藤田喜久; 平
井和也; クレッグ
ストラング

2013 海洋科学教育・海洋
科学コミュニケーショ
ン教材としてのMARE
（Marine Activities, 
Resources, and 
Education)の役割

14 MAREの日本語版
教材を活用した教
育プログラム

MAREの日本
語版教材を活
用した教育プ
ログラム

科学教育 特定非営利活動法人 
海の自然史研究所

海洋について「招待する→探る→概念
を考案する→応用する→振り返る」とい
うサイクルを繰り返しながら能動的に
学習を深める

市民一般（元
の英語版教材
は幼稚園から
中学2年生の
子ども対象）

18 有賀雅奈; 梅本勝
博

2013 科学技術コミュニケー
ションにおける研究者
の省察

14 サイエンスカフェ サイエンスカ
フェ

対話プログラム
の企画実施

JAIST（北陸先端科学
技術大学院大学）サイ
エンス・コミュニケー
ション研究会

地域への貢献 地元企業関係
者

19 有賀雅奈; 梅本勝
博

2013 科学技術コミュニケー
ションにおける研究者
の省察

14 サイエンスカフェ サイエンスカ
フェ

対話プログラム
の企画実施

JAIST（北陸先端科学
技術大学院大学）サイ
エンス・コミュニケー
ション研究会

地域への貢献 地元企業関係
者

20 有賀雅奈; 梅本勝
博

2013 科学技術コミュニケー
ションにおける研究者
の省察

14 サイエンスカフェ 対話プログラム
の企画実施

JAIST（北陸先端科学
技術大学院大学）サイ
エンス・コミュニケー
ション研究会

地域への貢献 地元企業関係
者

21 沼崎麻子; 湯浅万
紀子; 藤田良治; 
鈴木誠; 松田康
子; 吉田清隆; 斉
藤美香

2014 成人ASD（自閉症スペ
クトラム障害）当事者
の博物館利用の現状
と課題 : 「科学コミュニ
ケーション」の場として
の博物館の役割に着
目して

15 （一般の）博物館
の運営

科学技術コミュ
ニケーション実
践施設の運営

（一般の）博物館運営
主体

社会の要請に基づいて必要な資料を
発見もしくはつくりあげ市民の参加や
体験を運営の軸とし、人々の知的好奇
心や自己学習能力を育成すること／利
用者が達成感や自己実現、仲間とのコ
ミュニケーションを実感すること／地域
貢献

地域在住者／
旅行者等（本
論文では成人
（自閉症スペク
トラム）ASD当
事者）

22 玉澤春史; 樋本隆
太; 礒部洋明

2014 衛星データ利用芸術
作品の製作と天文台
への展示 : 作家は研
究リソースのどこに興
味をもったか

15 人工衛星が取得
したデータを利用
した芸術作品を公
募し、応募のあっ
た作品を天文台
に展示するととも
にワークショップ
を行った。

花山天文台
Galleryweek

コンテンツの制
作と運用

京都大学大学院理学
研究科付属天文台他

科学衛星のデータを、非専門家が科学
的成果の一部分として以外の目的で
「利用」をすることで、従来の広報普及
や科学ごミュニケーション活動において
実質的な参加層であった科学への関
心度が高い層よりも広範囲の層にア
ピールしたり、科学的なデータに新たな
価値を付与したりする可能性を広げ
る

市民全般（これ
まで天文台と
縁がなかった
層も含む）

23 玉澤春史; 樋本隆
太; 礒部洋明

2014 衛星データ利用芸術
作品の製作と天文台
への展示 : 作家は研
究リソースのどこに興
味をもったか

15 人工衛星が取得
したデータを利用
した芸術作品を公
募し、応募のあっ
た作品を天文台
に展示するととも
にワークショップ
を行った。

花山天文台
Galleryweek

コンテンツの制
作と運用

京都大学大学院理学
研究科付属天文台他

科学衛星のデータを、非専門家が科学
的成果の一部分として以外の目的で
「利用」をすることで、従来の広報普及
や科学ごミュニケーション活動において
実質的な参加層であった科学への関
心度が高い層よりも広範囲の層にア
ピールしたり、科学的なデータに新たな
価値を付与したりする可能性を広げ
る

市民全般（これ
まで天文台と
縁がなかった
層も含む）

24 玉澤春史; 樋本隆
太; 礒部洋明

2014 衛星データ利用芸術
作品の製作と天文台
への展示 : 作家は研
究リソースのどこに興
味をもったか

15 人工衛星が取得
したデータを利用
した芸術作品を公
募し、応募のあっ
た作品を天文台
に展示するととも
にワークショップ
を行った。

花山天文台
Galleryweek

コンテンツの制
作と運用

京都大学大学院理学
研究科付属天文台他

科学衛星のデータを、非専門家が科学
的成果の一部分として以外の目的で
「利用」をすることで、従来の広報普及
や科学ごミュニケーション活動において
実質的な参加層であった科学への関
心度が高い層よりも広範囲の層にア
ピールしたり、科学的なデータに新たな
価値を付与したりする可能性を広げ
る

市民全般（これ
まで天文台と
縁がなかった
層も含む）

25 玉澤春史; 樋本隆
太; 礒部洋明

2014 衛星データ利用芸術
作品の製作と天文台
への展示 : 作家は研
究リソースのどこに興
味をもったか

15 人工衛星が取得
したデータを利用
した芸術作品を公
募し、応募のあっ
た作品を天文台
に展示するととも
にワークショップ
を行った。

花山天文台
Galleryweek

コンテンツの制
作と運用

京都大学大学院理学
研究科付属天文台他

科学衛星のデータを、非専門家が科学
的成果の一部分として以外の目的で
「利用」をすることで、従来の広報普及
や科学ごミュニケーション活動において
実質的な参加層であった科学への関
心度が高い層よりも広範囲の層にア
ピールしたり、科学的なデータに新たな
価値を付与したりする可能性を広げ
る

市民全般（これ
まで天文台と
縁がなかった
層も含む）

3



著者 年

12 都築章子; 今宮則
子; 藤田喜久; 平
井和也; クレッグ
ストラング

2013

13 都築章子; 今宮則
子; 藤田喜久; 平
井和也; クレッグ
ストラング

2013

14 都築章子; 今宮則
子; 藤田喜久; 平
井和也; クレッグ
ストラング

2013

15 都築章子; 今宮則
子; 藤田喜久; 平
井和也; クレッグ
ストラング

2013

16 都築章子; 今宮則
子; 藤田喜久; 平
井和也; クレッグ
ストラング

2013

17 都築章子; 今宮則
子; 藤田喜久; 平
井和也; クレッグ
ストラング

2013

18 有賀雅奈; 梅本勝
博

2013

19 有賀雅奈; 梅本勝
博

2013

20 有賀雅奈; 梅本勝
博

2013

21 沼崎麻子; 湯浅万
紀子; 藤田良治; 
鈴木誠; 松田康
子; 吉田清隆; 斉
藤美香

2014

22 玉澤春史; 樋本隆
太; 礒部洋明

2014

23 玉澤春史; 樋本隆
太; 礒部洋明

2014

24 玉澤春史; 樋本隆
太; 礒部洋明

2014

25 玉澤春史; 樋本隆
太; 礒部洋明

2014

実践の扱う
テーマのス
ケール

実践のスケール 科学技術に
対する実践
の位置付け

評価プロセスにおけ
る位置づけ

評価目的 評価対象 評価手法 評価の観点（評価に
よって獲得したい情報
の種類）

想定される意思決定
主体の介入の種類

想定される意思決定主
体の介入の種類（簡略
化）

ミクロ／メゾ ミクロ／メゾ 促進的 総括的評価 プログラムの教育効果
の検証

実践 アンケート調査 MAREの導入 実践の導入

ミクロ／メゾ ミクロ／メゾ 促進的 総括的評価 プログラムの教育効果
の検証

実践 アンケート調査 MAREの導入 実践の導入

ミクロ／メゾ ミクロ／メゾ 促進的 総括的評価 プログラムの教育効果
の検証

実践 アンケート調査 MAREの導入 実践の導入

ミクロ／メゾ ミクロ／メゾ 促進的 総括的評価 プログラムの教育効果
の検証

体験者 追跡調査 実践体験後の行動変容
／波及効果／MARE指
導者（MAREリーダー）
の増加数

実践需要の掘り起こし
／MAREリーダーの
フォローアップ

指導者の増加促進

ミクロ／メゾ ミクロ／メゾ 促進的 総括的評価 プログラムの教育効果
の検証

体験者の
所属校の
教員

追跡調査 実践体験後の行動変容
／波及効果／MARE指
導者（MAREリーダー）
の増加数

実践需要の掘り起こし
／MAREリーダーの
フォローアップ

指導者の増加促進

ミクロ／メゾ ミクロ／メゾ 促進的 総括的評価 プログラムの教育効果
の検証

プログラ
ム実施施
設のスタッ
フ等

追跡調査 実践体験後の行動変容
／波及効果／MARE指
導者（MAREリーダー）
の増加数

実践需要の掘り起こし
／MAREリーダーの
フォローアップ

指導者の増加促進

ミクロ ミクロ 促進的 総括的評価 科学技術コミュニケー
ション実践に携わる研
究者の省察プロセスを
明らかにすること

実践者 ケーススタディ
（参与観察（フィー
ルドノート作成）
／カフェ登壇者へ
のインタビュー／
カフェ準備関連資
料の収集／カフェ
の映像記録）

多様なステークホル
ダーと相互作用を行っ
た際におこりうる実践
目的の可変性／ゲスト
研究者の学習可能性
を織り込んだ実践の企
画立案

実践の企画立案につい
ての新しい考え方の導
入

ミクロ ミクロ 促進的 総括的評価 プロジェクトとしての実
践（準備段階を含む）の
ふりかえり

実践 アンケート調査 プロジェクトとしての実
践（準備段階を含む）
の改善

実践の改善

ミクロ ミクロ 促進的 総括的評価 プログラムの有効性の
検証

実践 アンケート調査 プログラムの理解度等 次回の実践参加の判
断

次回の実践参加の判断

メゾ メゾ 促進的／調
整的

意思決定に必要な評
価情報を導き出すた
めの前駆的情報の
取得

以下の３点を明らかに
すること。
①そもそも博物館に関
心を持っているのか。
②実際にどのような施
設や展示、サービスを
どの程度利用している
のか。
③当事者は博物館を利
用する上でどのような
困難を感じているの
か

ASD当事
者

アンケート調査 博物館に関する質問／
ASDに関する質問／
ASD以外の障害に関す
る質問／学歴

成人ASD当事者を対
象とした博物館での教
育プログラムの開発

博物館での教育プログ
ラムの開発

ミクロ／メゾ ミクロ／メゾ 促進的 実践の価値の測定／
実践の改善

実践 アンケート調査 出展者側から見た主催
者側の企画枠組み、運
営体制等

利用者側のニーズや
制約条件を織り込んだ
衛星データの公開方
法の改善や利用ポリ
シーの策定／作品の
科学的正確性に関す
る許容水準の設定と
責任の帰属先の整理

今後の実践の改善

ミクロ／メゾ ミクロ／メゾ 促進的 実践に参画する出展者
のニーズ等の調査

出展者
（アーティ
スト）

観察 企画に対する出展者の
意見

今後類似の実践を行
う際の出展者との関係
構築において重視す
べき点の強調

今後の実践の改善

ミクロ／メゾ ミクロ／メゾ 促進的 実践の価値の測定／
実践の改善

実践 （不明） 今回より更に踏み込ん
だ、宇宙人類学と芸術
のコラボレーション、あ
るいは天文台の多面
的な活用といった複合
的な目的を持ったイベ
ントの企画実施

新しい実践の可能性の
探索

ミクロ／メゾ ミクロ／メゾ 促進的 実践の価値の測定／
実践の改善

実践 （不明） 今回より更に踏み込ん
だ、宇宙人類学と芸術
のコラボレーション、あ
るいは天文台の多面
的な活用といった複合
的な目的を持ったイベ
ントの企画実施

新しい実践の可能性の
探索
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著者 年 タイトル 号 実践概要 実践名 実践カテゴリ 実践主体 実践の目的 実践の対象

26 玉澤春史; 樋本隆
太; 礒部洋明

2014 衛星データ利用芸術
作品の製作と天文台
への展示 : 作家は研
究リソースのどこに興
味をもったか

15 人工衛星が取得
したデータを利用
した芸術作品を公
募し、応募のあっ
た作品を天文台
に展示するととも
にワークショップ
を行った。

花山天文台
Galleryweek

コンテンツの制
作と運用

京都大学大学院理学
研究科付属天文台他

科学衛星のデータを、非専門家が科学
的成果の一部分として以外の目的で
「利用」をすることで、従来の広報普及
や科学ごミュニケーション活動において
実質的な参加層であった科学への関
心度が高い層よりも広範囲の層にア
ピールしたり、科学的なデータに新たな
価値を付与したりする可能性を広げ
る

市民全般（これ
まで天文台と
縁がなかった
層も含む）

27 玉澤春史; 樋本隆
太; 礒部洋明

2014 衛星データ利用芸術
作品の製作と天文台
への展示 : 作家は研
究リソースのどこに興
味をもったか

15 人工衛星が取得
したデータを利用
した芸術作品を公
募し、応募のあっ
た作品を天文台
に展示するととも
にワークショップ
を行った。

花山天文台
Galleryweek

コンテンツの制
作と運用

京都大学大学院理学
研究科付属天文台他

科学衛星のデータを、非専門家が科学
的成果の一部分として以外の目的で
「利用」をすることで、従来の広報普及
や科学ごミュニケーション活動において
実質的な参加層であった科学への関
心度が高い層よりも広範囲の層にア
ピールしたり、科学的なデータに新たな
価値を付与したりする可能性を広げ
る

市民全般（これ
まで天文台と
縁がなかった
層も含む）

28 玉澤春史; 樋本隆
太; 礒部洋明

2014 衛星データ利用芸術
作品の製作と天文台
への展示 : 作家は研
究リソースのどこに興
味をもったか

15 人工衛星が取得
したデータを利用
した芸術作品を公
募し、応募のあっ
た作品を天文台
に展示するととも
にワークショップ
を行った。

花山天文台
Galleryweek

コンテンツの制
作と運用

京都大学大学院理学
研究科付属天文台他

科学衛星のデータを、非専門家が科学
的成果の一部分として以外の目的で
「利用」をすることで、従来の広報普及
や科学ごミュニケーション活動において
実質的な参加層であった科学への関
心度が高い層よりも広範囲の層にア
ピールしたり、科学的なデータに新たな
価値を付与したりする可能性を広げ
る

市民全般（これ
まで天文台と
縁がなかった
層も含む）

29 秋谷直矩; 高梨克
也; 水町衣里; 工
藤充; 加納圭

2014 何者として，何を話す
か : 対話型ワーク
ショップにおける発話
者アイデンティティの
取り扱い

15 パブリックコメント
のテーマを題材に
してワークショップ
を開催し、そこで
出された体験者
の意見内容をと
めて主催者側で
パブリックコメント
として投稿する。

宇宙パブコメ
ワークショップ
／夢ビジョン
ワークショップ

対話プログラム
の企画実施／
参加型政策評
価

研究者（PESTI（STI（科
学技術イノベーション）
に向けた政策プロセス
への関心別関与フレー
ム設計）プロジェクト）

科学技術政策に関するパブコメへの市
民参加の促進の一環としてワーク
ショップを手法として用い、多様な市民
の多様な意見を抽出し、パブコメへと反
映させること。

市民全般

30 林孝亮; 中野英之 2014 すごろく教材で考える
放射線と原発事故後
の福島での暮らし : 
「放射線人生ゲーム」
の開発

15 すごろく教材
「放射線人生
ゲーム」の開
発と試行

コンテンツの制
作と運用／教育
プログラムの企
画実施

大学教員／大学院生
（京都教育大学教育学
部教員ならびに大学院
生）

放射線に関する正しい知識と原発事故
後の福島県の住民の暮らしを直感的
かつ体験的に伝えていくこと

京都教育大学
教育学部の大
学生

31 林孝亮; 中野英之 2014 すごろく教材で考える
放射線と原発事故後
の福島での暮らし : 
「放射線人生ゲーム」
の開発

15 すごろく教材
「放射線人生
ゲーム」の開
発と試行

コンテンツの制
作と運用／教育
プログラムの企
画実施

大学教員／大学院生
（京都教育大学教育学
部教員ならびに大学院
生）

放射線に関する正しい知識と原発事故
後の福島県の住民の暮らしを直感的
かつ体験的に伝えていくこと

京都教育大学
教育学部の大
学生

32 林孝亮; 中野英之 2014 すごろく教材で考える
放射線と原発事故後
の福島での暮らし : 
「放射線人生ゲーム」
の開発

15 すごろく教材
「放射線人生
ゲーム」の開
発と試行

コンテンツの制
作と運用／教育
プログラムの企
画実施

大学教員／大学院生
（京都教育大学教育学
部教員ならびに大学院
生）

放射線に関する正しい知識と原発事故
後の福島県の住民の暮らしを直感的
かつ体験的に伝えていくこと

京都教育大学
教育学部の大
学生

33 林孝亮; 中野英之 2014 すごろく教材で考える
放射線と原発事故後
の福島での暮らし : 
「放射線人生ゲーム」
の開発

15 すごろく教材
「放射線人生
ゲーム」の開
発と試行

コンテンツの制
作と運用／教育
プログラムの企
画実施

大学教員／大学院生
（京都教育大学教育学
部教員ならびに大学院
生）

放射線に関する正しい知識と原発事故
後の福島県の住民の暮らしを直感的
かつ体験的に伝えていくこと

京都教育大学
教育学部の大
学生

34 水町衣里; 加納
圭; 伊藤真之; 源
利文; 中山晶絵; 
蛯名邦禎; 秋谷直
矩

2014 パブリックコメント・
ワークショップの試行 
: 「宇宙基本計画
（案）」をテーマとした
ワークショップの事例
報告

15 パブリックコメント
のテーマを題材に
してワークショップ
を開催し、そこで
出された体験者
の意見内容をと
めて主催者側で
パブリックコメント
として投稿する。

パブコメワーク
ショップ：これ
からの宇宙の
「使い方」を考
える／Noti's討
論会　～宇宙
基本計画案に
ついてどう思
う？～／サイ
エンスカフェ神
戸(No.86)これ
からの宇宙の
「使い方」を考
える

対話プログラム
の企画実施／
参加型政策評
価

研究者（PESTI（STI（科
学技術イノベーション）
に向けた政策プロセス
への関心別関与フレー
ム設計）プロジェクト）

気軽に立ち寄ることができるような対話
の場の創出と市民の政策形成プロセス
への参画の両立

科学・技術へ
の高関与層

35 谷口忠大; 中村仁
美; 熊谷歩; 矢野
史朗

2014 自律分散型スマートグ
リッドの理解を促すシ
リアスゲームの開発

15 次世代の電力シ
ステムである自律
分散型スマートグ
リッドをゲームを
通して学ぶ。

i-Reneゲーム シリアスゲーム 研究者（谷口忠大他） 自律分散型スマートグリッドの学習 市民全般

36 谷口忠大; 中村仁
美; 熊谷歩; 矢野
史朗

2014 自律分散型スマートグ
リッドの理解を促すシ
リアスゲームの開発

15 次世代の電力シ
ステムである自律
分散型スマートグ
リッドをゲームを
通して学ぶ。

i-Reneゲーム シリアスゲーム 研究者（谷口忠大他） 自律分散型スマートグリッドの学習 市民全般

37 谷口忠大; 中村仁
美; 熊谷歩; 矢野
史朗

2014 自律分散型スマートグ
リッドの理解を促すシ
リアスゲームの開発

15 次世代の電力シ
ステムである自律
分散型スマートグ
リッドをゲームを
通して学ぶ。

i-Reneゲーム シリアスゲーム 研究者（谷口忠大他） 自律分散型スマートグリッドの学習 市民全般

38 髙祖歩美; 南崎
梓; マッカイユアン

2014 東京大学における研
究成果の国際広報 : 
UTokyo Researchの
活動報告

15 東京大学の研究
成果をウェブサイ
トを通じて広く国
内外に発信するこ
と。英語での発信
に注力。

UTokyo 
Research

コンテンツの制
作と運用

東京大学本部広報 東京大学の研究成果を広く国内外に
発信すること

海外メディア、
／東京大学の
外国人潜在受
験者／東京大
学との共同研
究を検討する
海外の研究者

39 髙祖歩美; 南崎
梓; マッカイユアン

2014 東京大学における研
究成果の国際広報 : 
UTokyo Researchの
活動報告

15 UTokyo Research
に掲載した記事
の中から視覚的
に魅力的な画像
を集めて制作した
冊子。

Visible 
Questions

コンテンツの制
作と運用

東京大学本部広報 普段は研究にそれほど関心や興味を
持っていない層や高校生などの層に訴
えかけること

普段は研究に
それほど関心
や興味を持っ
ていない層や
高校生などの
層

40 髙祖歩美; 南崎
梓; マッカイユアン

2014 東京大学における研
究成果の国際広報 : 
UTokyo Researchの
活動報告

15 東京大学に体験
者を招き、座学、
研究室見学、懇
親会の三部から
構成されるイベン
ト。半日の長さ
で、年に2回の
ペースで開催。

UTokyo 
Research, on 
site

サイエンスイベ
ントの企画実施

東京大学本部広報 駐日の海外メディアや大使館の科学技
術アタッシュに東京大学に親しみをもっ
てもらい、彼らと研究者や大学関係者
が良好な関係を構築すること

駐日の海外メ
ディアや大使
館の科学技術
アタッシュ

5



著者 年

26 玉澤春史; 樋本隆
太; 礒部洋明

2014

27 玉澤春史; 樋本隆
太; 礒部洋明

2014

28 玉澤春史; 樋本隆
太; 礒部洋明

2014

29 秋谷直矩; 高梨克
也; 水町衣里; 工
藤充; 加納圭

2014

30 林孝亮; 中野英之 2014

31 林孝亮; 中野英之 2014

32 林孝亮; 中野英之 2014

33 林孝亮; 中野英之 2014

34 水町衣里; 加納
圭; 伊藤真之; 源
利文; 中山晶絵; 
蛯名邦禎; 秋谷直
矩

2014

35 谷口忠大; 中村仁
美; 熊谷歩; 矢野
史朗

2014

36 谷口忠大; 中村仁
美; 熊谷歩; 矢野
史朗

2014

37 谷口忠大; 中村仁
美; 熊谷歩; 矢野
史朗

2014

38 髙祖歩美; 南崎
梓; マッカイユアン

2014

39 髙祖歩美; 南崎
梓; マッカイユアン

2014

40 髙祖歩美; 南崎
梓; マッカイユアン

2014

実践の扱う
テーマのス
ケール

実践のスケール 科学技術に
対する実践
の位置付け

評価プロセスにおけ
る位置づけ

評価目的 評価対象 評価手法 評価の観点（評価に
よって獲得したい情報
の種類）

想定される意思決定
主体の介入の種類

想定される意思決定主
体の介入の種類（簡略
化）

ミクロ／メゾ ミクロ／メゾ 促進的 実践の価値の測定／
実践の改善

実践 （不明） 今回より更に踏み込ん
だ、宇宙人類学と芸術
のコラボレーション、あ
るいは天文台の多面
的な活用といった複合
的な目的を持ったイベ
ントの企画実施

新しい実践の可能性の
探索

ミクロ／メゾ ミクロ／メゾ 促進的 実践の価値の測定／
実践の改善

実践 来場行為 今回の実践の価値の
測定

今回の実践の価値の測
定

ミクロ／メゾ ミクロ／メゾ 促進的 実践 インタビュー アンケート調査の補完 利用者側のニーズや
制約条件を織り込んだ
衛星データの公開方
法の改善や利用ポリ
シーの策定／作品の
科学的正確性に関す
る許容水準の設定と
責任の帰属先の整理

今後の実践の改善

マクロ マクロ 調整的 「多様な市民の多様な
意見を抽出する」という
目的を持つワークショッ
プ実践の問題点、留意
点の洗い出し

体験者 グループディス
カッションにおけ
る体験者間の言
語的・非言語的コ
ミュニケーション
の記録と分析

発話内容に紐付けられ
た発話者の自己定義と
それが体験者間のコ
ミュニケーションに与え
る影響

今後の実践の改善 今後の実践の改善

ミクロ／メゾ ミクロ／メゾ 促進的 事前評価 体験者の知識レベルの
測定

体験者 テスト 体験者の知識レベル

ミクロ／メゾ ミクロ／メゾ 促進的 形成的評価 試作したコンテンツの
効果測定と問題点の抽
出

教材 アンケート／グ
ループインタ
ビュー

ミクロ／メゾ ミクロ／メゾ 促進的 形成的評価 試作したコンテンツの
効果測定と問題点の抽
出

実践 アンケート／グ
ループインタ
ビュー

ミクロ／メゾ ミクロ／メゾ 促進的 形成的評価 試作したコンテンツの
効果測定と問題点の抽
出

体験者 アンケート／グ
ループインタ
ビュー

マクロ マクロ 調整的 実践が政策形成プロセ
スへの市民参画の一
手法として機能するか
どうかの検証

体験者
（体験者
の行動と
体験）

体験者数の記録
／体験者の言動
の観察

①どの程度集客可能か
②パブコメ提出にどの
ような障壁があるか
③体験者にとってどの
ような学びがありうるの
か

今回と同様の実践の
実施決定

今回と同様の実践の実
施決定

マクロ ミクロ 促進的 実践手法の有効性の
検証

実践（ゲー
ム）

体験者の内省に
よるゲームの使
いやすさ等の同
定

面白さ・操作性・戦略の
決めやすさなどの自己
評価

今後の実践の改善と
普及／実践の導入

今後の実践の改善と普
及／実践の導入

マクロ ミクロ 促進的 実践手法の有効性の
検証

体験者 体験者の内省に
よる学習効果、動
機の強さ等の同
定

目標理解・ゲームを続
ける意欲・対抗意識な
どの自己評価

今後の実践の改善と
普及／実践の導入

今後の実践の改善と普
及／実践の導入

マクロ ミクロ 促進的 実践手法の有効性の
検証

体験者 体験者の学習効
果等の同定と、そ
れに基づくゲーミ
フィケーションの
効果の同定

ペーパーテストの得点
／ゲームでの獲得ポイ
ントの順位／ユーザビ
リティテストの得点／
ゲームのログイン回数

今後の実践の改善と
普及／実践の導入

今後の実践の改善と普
及／実践の導入

メゾ メゾ 促進的 実践目的の達成度の
検証

実践（ウェ
ブサイト）

聞き取り調査／
アクセス解析

発信された情報の有用
性

重点を置くコンテンツ
の選択／ニュース価
値を持つ速報性の実
現／実践の価値を適
切に救い上げる新規
評価手法の開発

今後の実践の改善／新
規評価手法の開発

メゾ メゾ 促進的 （※評価についての記
述なし）

メゾ ミクロ 促進的 （※評価についての記
述なし）
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著者 年 タイトル 号 実践概要 実践名 実践カテゴリ 実践主体 実践の目的 実践の対象

41 石井哲也; 大津珠
子

2014 無侵襲性出生前遺伝
学的検査に関するサ
イエンスカフェ実施の
考察

15 無侵襲性出生前
遺伝学的検査に
関するサイエンス
カフェ

サイエンス・カ
フェ札幌

対話プログラム
の企画実施／
参加型政策評
価

北海道大学CoSTEP 体験者に生殖や先天異常、無侵襲性
出生前遺伝学的検査の情報を提供し、
この問題について考えを深めた上で、
それぞれの意見を表明してもらうこと

市民全般

42 高田百合奈; 松浦
正浩; 太田義孝; 
釣田いずみ

2014 海洋空間計画に対す
るステークホルダーの
関心と科学的情報を
反映させた3Dアニメー
ションを作成する共同
事実確認（JFF）の試
行

16 水資源を持続的
に利用していくた
めの海洋空間計
画の作成を行う研
究会、及びワーキ
ンググループ

海洋空間計画 参加型政策評
価

岡山県備前市日生漁
業協同組合、岡山県
水産課、備前市、海洋
政策研究財団

海洋空間計画の作成 水産資源のス
テークホル
ダー

43 高田百合奈; 松浦
正浩; 太田義孝; 
釣田いずみ

2014 海洋空間計画に対す
るステークホルダーの
関心と科学的情報を
反映させた3Dアニメー
ションを作成する共同
事実確認（JFF）の試
行

16 水資源を持続的
に利用していくた
めの海洋空間計
画の作成を行う研
究会、及びワーキ
ンググループ

海洋空間計画 参加型政策評
価

岡山県備前市日生漁
業協同組合、岡山県
水産課、備前市、海洋
政策研究財団

海洋空間計画の作成 水産資源のス
テークホル
ダー

44 高田百合奈; 松浦
正浩; 太田義孝; 
釣田いずみ

2014 海洋空間計画に対す
るステークホルダーの
関心と科学的情報を
反映させた3Dアニメー
ションを作成する共同
事実確認（JFF）の試
行

16 水資源を持続的
に利用していくた
めの海洋空間計
画の作成を行う研
究会、及びワーキ
ンググループ

海洋空間計画 参加型政策評
価

岡山県備前市日生漁
業協同組合、岡山県
水産課、備前市、海洋
政策研究財団

海洋空間計画の作成 水産資源のス
テークホル
ダー

45 角谷雄哉; 佐藤良
太; 秋山茉莉花; 
松原悠; 藤田佑
樹; 藤野未来; 善
甫啓一; 田中みさ
よ; 上道茜

2014 筑波大学における「プ
レゼンひろば」の事例
報告 : 総合大学にお
ける日常的な異分野
コミュニケーション

16 大学院生による
自らの研究内容
の、異分野の大
学院生に向けて
のショートプレゼ
ンイベント

プレゼンひろ
ば

研究者間交流 大学院生（つくば院生
ネットワーク(TGN)）

筑波大学内に所属する多分野の大学
院生や教員に異分野コミュニケーショ
ンの場を提供すること。この企画をきっ
かけとした異分野協働研究・プロジェク
トを発生させること。

異分野の大学
院生

46 角谷雄哉; 佐藤良
太; 秋山茉莉花; 
松原悠; 藤田佑
樹; 藤野未来; 善
甫啓一; 田中みさ
よ; 上道茜

2014 筑波大学における「プ
レゼンひろば」の事例
報告 : 総合大学にお
ける日常的な異分野
コミュニケーション

16 大学院生による
自らの研究内容
の、異分野の大
学院生に向けて
のショートプレゼ
ンイベント

プレゼンひろ
ば

研究者間交流 大学院生（つくば院生
ネットワーク(TGN)）

筑波大学内に所属する多分野の大学
院生や教員に異分野コミュニケーショ
ンの場を提供すること。この企画をきっ
かけとした異分野協働研究・プロジェク
トを発生させること。

異分野の大学
院生

47 角谷雄哉; 佐藤良
太; 秋山茉莉花; 
松原悠; 藤田佑
樹; 藤野未来; 善
甫啓一; 田中みさ
よ; 上道茜

2014 筑波大学における「プ
レゼンひろば」の事例
報告 : 総合大学にお
ける日常的な異分野
コミュニケーション

16 大学院生による
自らの研究内容
の、異分野の大
学院生に向けて
のショートプレゼ
ンイベント

プレゼンひろ
ば

研究者間交流 大学院生（つくば院生
ネットワーク(TGN)）

筑波大学内に所属する多分野の大学
院生や教員に異分野コミュニケーショ
ンの場を提供すること。この企画をきっ
かけとした異分野協働研究・プロジェク
トを発生させること。

異分野の大学
院生

48 角谷雄哉; 佐藤良
太; 秋山茉莉花; 
松原悠; 藤田佑
樹; 藤野未来; 善
甫啓一; 田中みさ
よ; 上道茜

2014 筑波大学における「プ
レゼンひろば」の事例
報告 : 総合大学にお
ける日常的な異分野
コミュニケーション

16 大学院生による
自らの研究内容
の、異分野の大
学院生に向けて
のショートプレゼ
ンイベント

プレゼンひろ
ば

研究者間交流 大学院生（つくば院生
ネットワーク(TGN)）

筑波大学内に所属する多分野の大学
院生や教員に異分野コミュニケーショ
ンの場を提供すること。この企画をきっ
かけとした異分野協働研究・プロジェク
トを発生させること。

異分野の大学
院生

49 角谷雄哉; 佐藤良
太; 秋山茉莉花; 
松原悠; 藤田佑
樹; 藤野未来; 善
甫啓一; 田中みさ
よ; 上道茜

2014 筑波大学における「プ
レゼンひろば」の事例
報告 : 総合大学にお
ける日常的な異分野
コミュニケーション

16 大学院生による
自らの研究内容
の、異分野の大
学院生に向けて
のショートプレゼ
ンイベント

プレゼンひろ
ば

研究者間交流 大学院生（つくば院生
ネットワーク(TGN)）

筑波大学内に所属する多分野の大学
院生や教員に異分野コミュニケーショ
ンの場を提供すること。この企画をきっ
かけとした異分野協働研究・プロジェク
トを発生させること。

異分野の大学
院生

50 角谷雄哉; 佐藤良
太; 秋山茉莉花; 
松原悠; 藤田佑
樹; 藤野未来; 善
甫啓一; 田中みさ
よ; 上道茜

2014 筑波大学における「プ
レゼンひろば」の事例
報告 : 総合大学にお
ける日常的な異分野
コミュニケーション

16 大学院生による
自らの研究内容
の、異分野の大
学院生に向けて
のショートプレゼ
ンイベント

プレゼンひろ
ば

研究者間交流 大学院生（つくば院生
ネットワーク(TGN)）

筑波大学内に所属する多分野の大学
院生や教員に異分野コミュニケーショ
ンの場を提供すること。この企画をきっ
かけとした異分野協働研究・プロジェク
トを発生させること。

異分野の大学
院生

51 角谷雄哉; 佐藤良
太; 秋山茉莉花; 
松原悠; 藤田佑
樹; 藤野未来; 善
甫啓一; 田中みさ
よ; 上道茜

2014 筑波大学における「プ
レゼンひろば」の事例
報告 : 総合大学にお
ける日常的な異分野
コミュニケーション

16 大学院生による
自らの研究内容
の、異分野の大
学院生に向けて
のショートプレゼ
ンイベント

プレゼンひろ
ば

研究者間交流 大学院生（つくば院生
ネットワーク(TGN)）

筑波大学内に所属する多分野の大学
院生や教員に異分野コミュニケーショ
ンの場を提供すること。この企画をきっ
かけとした異分野協働研究・プロジェク
トを発生させること。

異分野の大学
院生

52 高梨直紘; 平松正
顕

2014 知の循環モデルと科
学コミュニケーション : 
天文学普及プロジェク
ト「天プラ」の挑戦

16 様々な対話・アウ
トリーチ活動

サイエンスイベ
ントの企画実施
／対話プログラ
ムの企画実施

天文学普及プロジェク
ト「天プラ」

天文学と社会のより良い関係を構想
し、それを実現していくことにより「社会
における知の循環」をつくりあげること。

市民一般

53 種村剛; 印南小
冬; 大場恭子; 高
知尾理; 森順子; 
大津珠子

2015 短期間のグループ
ワークを通じた科学技
術演劇の企画・上演

17 CoSTEP選科A集
中演習における
グループワークに
基づいた20分間
のミニサイエンス
イベント

選科A集中演
習ミニサイエ
ンスイベント
「監視カメラと
プライバシー
のトランスサイ
エンス」

対話プログラム
の企画実施

CoSTEP受講生 科学技術コミュニケーターが「実際に演
劇をやってみたいと思うようになること」
「テーマについて話し合いたくなること」

CoSTEP受講
生

54 種村剛; 印南小
冬; 大場恭子; 高
知尾理; 森順子; 
大津珠子

2015 短期間のグループ
ワークを通じた科学技
術演劇の企画・上演

17 CoSTEP選科A集
中演習における
グループワークに
基づいた20分間
のミニサイエンス
イベント

選科A集中演
習ミニサイエ
ンスイベント
「監視カメラと
プライバシー
のトランスサイ
エンス」

対話プログラム
の企画実施

CoSTEP受講生 科学技術コミュニケーターが「実際に演
劇をやってみたいと思うようになること」
「テーマについて話し合いたくなること」

CoSTEP受講
生

55 種村剛; 印南小
冬; 大場恭子; 高
知尾理; 森順子; 
大津珠子

2015 短期間のグループ
ワークを通じた科学技
術演劇の企画・上演

17 CoSTEP選科A集
中演習における
グループワークに
基づいた20分間
のミニサイエンス
イベント

選科A集中演
習ミニサイエ
ンスイベント
「監視カメラと
プライバシー
のトランスサイ
エンス」

対話プログラム
の企画実施

CoSTEP受講生 科学技術コミュニケーターが「実際に演
劇をやってみたいと思うようになること」
「テーマについて話し合いたくなること」

CoSTEP受講
生
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著者 年

41 石井哲也; 大津珠
子

2014

42 高田百合奈; 松浦
正浩; 太田義孝; 
釣田いずみ

2014

43 高田百合奈; 松浦
正浩; 太田義孝; 
釣田いずみ

2014

44 高田百合奈; 松浦
正浩; 太田義孝; 
釣田いずみ

2014

45 角谷雄哉; 佐藤良
太; 秋山茉莉花; 
松原悠; 藤田佑
樹; 藤野未来; 善
甫啓一; 田中みさ
よ; 上道茜

2014

46 角谷雄哉; 佐藤良
太; 秋山茉莉花; 
松原悠; 藤田佑
樹; 藤野未来; 善
甫啓一; 田中みさ
よ; 上道茜

2014

47 角谷雄哉; 佐藤良
太; 秋山茉莉花; 
松原悠; 藤田佑
樹; 藤野未来; 善
甫啓一; 田中みさ
よ; 上道茜

2014

48 角谷雄哉; 佐藤良
太; 秋山茉莉花; 
松原悠; 藤田佑
樹; 藤野未来; 善
甫啓一; 田中みさ
よ; 上道茜

2014

49 角谷雄哉; 佐藤良
太; 秋山茉莉花; 
松原悠; 藤田佑
樹; 藤野未来; 善
甫啓一; 田中みさ
よ; 上道茜

2014

50 角谷雄哉; 佐藤良
太; 秋山茉莉花; 
松原悠; 藤田佑
樹; 藤野未来; 善
甫啓一; 田中みさ
よ; 上道茜

2014

51 角谷雄哉; 佐藤良
太; 秋山茉莉花; 
松原悠; 藤田佑
樹; 藤野未来; 善
甫啓一; 田中みさ
よ; 上道茜

2014

52 高梨直紘; 平松正
顕

2014

53 種村剛; 印南小
冬; 大場恭子; 高
知尾理; 森順子; 
大津珠子

2015

54 種村剛; 印南小
冬; 大場恭子; 高
知尾理; 森順子; 
大津珠子

2015

55 種村剛; 印南小
冬; 大場恭子; 高
知尾理; 森順子; 
大津珠子

2015

実践の扱う
テーマのス
ケール

実践のスケール 科学技術に
対する実践
の位置付け

評価プロセスにおけ
る位置づけ

評価目的 評価対象 評価手法 評価の観点（評価に
よって獲得したい情報
の種類）

想定される意思決定
主体の介入の種類

想定される意思決定主
体の介入の種類（簡略
化）

マクロ ミクロ 調整的 科学技術と社会にまた
がる論争的な問題につ
いて、サイエンスカフェ
という手法を、親密な雰
囲気下での情報提供と
体験者間コミュニケー
ションの促進に利用す
ることの有効性を検証
すること

体験者の
意見

アンケート調査 別の集団、別の状況に
おける過去の同様の調
査との比較

体験者の意見にコミュ
ニケションの場の設計
が与える影響を考慮し
た実践の設計／体験
者の意見にコミュニケ
ションの場のデザイン
が与える影響をより適
切に把握できるような
実践の設計

今後の実践の改善

メゾ メゾ 調整的 形成的評価 試行的実践における実
践のプロセスの改善

実践 参与観察 実践プロセスの課題の
抽出と改善方法の手が
かりの獲得

実践プロセスの改善 実践プロセスの改善

メゾ メゾ 調整的 実践のプロセスの把握
と課題の抽出

実践 参与観察 今後の実践の改善 今後の実践の改善／新
しい実践の可能性の探
索

メゾ メゾ 調整的 形成的評価 試行的実践における実
践のプロセスの改善

実践 アンケート調査 実践プロセスの改善 実践プロセスの改善

ミクロ ミクロ 促進的 実践の広報効果の測
定、実践の広報手段の
改善

潜在体験
者

ソーシャルメディ
アでの反応分析

ソーシャルメディアユー
ザーの関心度

今回の実践の広報効
果の測定／今後の実
践の広報手段の改善

今回の実践の広報効果
の測定／今後の実践の
広報手段の改善

ミクロ ミクロ 促進的 実践の価値の測定、実
践の改善

体験者 観察 体験者のプログラムへ
の関与度／体験者同士
の相互作用

今回の実践の価値の
測定／今後の実践の
改善

今回の実践の広報効果
の測定／今後の実践の
広報手段の改善

ミクロ ミクロ 促進的 実践の価値の測定 体験者 内省 体験者のプログラムへ
の関与度／体験者同士
の相互作用

今回の実践の価値の
測定／今後の自らの
実践への活用

今回の実践の価値の測
定／今後の実践の改善

ミクロ ミクロ 促進的 実践の価値の測定、実
践の改善

実践 登壇者数／登壇
者の所属の記録

登壇者の規模／登壇者
属性の多様性

今回の実践の価値の
測定／今後の実践の
改善

今回の実践の価値の測
定／今後の自らの実践
への活用

ミクロ ミクロ 促進的 実践の価値の測定、実
践の改善

実践 グループインタ
ビュー

実践の成果／実践の課
題

今回の実践の価値の
測定／今後の実践の
改善

今回の実践の価値の測
定／今後の実践の改善

ミクロ ミクロ 促進的 実践の改善 実践 形成的評価（試
行実験）

実践の問題点 今回の実践の改善 今回の実践の改善

ミクロ ミクロ 促進的 実践の価値の測定 実践 実践の波及効果
の測定

実践をきっかけに生ま
れたプロジェクトの観察

今回と同様の実践の
実施決定

今回と同様の実践の実
施決定

マクロ ミクロ／メゾ 促進的 （※記載なし） 知の循環モデルの枠
内で活動の質を高め、
その範囲を広げること
／知の循環モデルや、
その背後にある実践
者グループのビジョン
の質を高め、さらには
その変更を迫る体験を
する。

今回の実践の改善と普
及／実践の基盤となる
知の循環モデルやビ
ジョンの彫琢／知の循
環モデルやビジョン自体
の刷新

マクロ ミクロ 調整的 実践準備段階 実践準備プロセスの適
切性検証

実践 SNSでのコミュニ
ケーションの分析

今後の実践の改善 今後の実践の改善

マクロ ミクロ 調整的 総括的評価 実践の価値についての
情報や課題の抽出

実践 アンケート調査 今後の実践の改善 今後の実践の改善

マクロ ミクロ 調整的 総括的評価 実践の価値についての
情報や課題の抽出

実践 アンケート調査 演劇的手法を自らの
実践に採り入れるかど
うかの判断

今回の実践手法を自ら
の実践に採り入れるか
どうかの判断

8



著者 年 タイトル 号 実践概要 実践名 実践カテゴリ 実践主体 実践の目的 実践の対象

56 坂野上淳 2015 事務職員によるサイ
エンスカフェ : 科学の
仲介に必要なストー
リーの構築

17 事務職員による
サイエンスカフェ

サイエンスカ
フェ

対話プログラム
の企画実施

大阪大学事務職員 事務職員がサイエンスカフェのファシリ
テーターを担うことの実現可能性・意
義・課題の抽出

大阪大学教職
員

57 秋本祐希; 横山広
美

2015 イラスト・マンガで素粒
子物理学をいかに説
明するか

18 イラスト、キャラク
ター、マンガを活
用して素粒子物
理学をわかりやす
く市民に伝える

ひっぐすたん コンテンツの制
作と運用

秋本祐希 マンガを使って素粒子物理学を説明す
ることによって、公衆の中でも特に素粒
子物理学に関心が薄く関与も低い層に
リーチすること。／素粒子物理学の分
野の議題設定を広く社会に提示し気軽
に議論に参加してもらうこと。

市民全般

58 坂倉真衣 2015 子どもたちの視点から
考えるサイエンスカ
フェと小学校理科との
連携の可能性：親子
を対象とした「コドモ 
to サイエンスカフェ」
を事例に

18 親子を対象とした
サイエンスカフェ

コドモtoサイエ
ンスカフェ

対話プログラム
の企画実施

板倉真衣 科学コミュニケーションと理科教育との
連携の可能性を探索する（実践者・研
究者としての目的）／子どもたちの視
点からサイエンスカフェと小学校理科と
の連携の可能性およびその配慮すべ
き点についての情報を得ること（実践
者・研究者としての目的）

親子

59 坂倉真衣 2015 子どもたちの視点から
考えるサイエンスカ
フェと小学校理科との
連携の可能性：親子
を対象とした「コドモ 
to サイエンスカフェ」
を事例に

18 親子を対象とした
サイエンスカフェ

コドモtoサイエ
ンスカフェ

対話プログラム
の企画実施

板倉真衣 科学コミュニケーションと理科教育との
連携の可能性を探索する（実践者・研
究者としての目的）／子どもたちの視
点からサイエンスカフェと小学校理科と
の連携の可能性およびその配慮すべ
き点についての情報を得ること（実践
者・研究者としての目的）

親子

60 坂東隆宏; 福原
舞; 小菅晃太郎; 
鈴木昴太; 笠嗣
瑠; 奥本素子

2015 科学への関心が低い
層を対象としたWebサ
イト「研究者時計」の
作成・公開結果 楽しく
科学者を紹介する試
みについて

18 実在の複数の研
究者が現在時刻
を伝えるとともに
研究内容・研究者
自身に関する簡
単な情報も閲覧
することができる
ウェブサービス

研究者時計 コンテンツの制
作と運用

総合研究大学院大学
学生セミナー実行委員
会

科学への関心が低い層を対象に、娯
楽的要素を取り入れた科学者情報を
発信すること

科学への関心
が低い層

61 坂東隆宏; 福原
舞; 小菅晃太郎; 
鈴木昴太; 笠嗣
瑠; 奥本素子

2015 科学への関心が低い
層を対象としたWebサ
イト「研究者時計」の
作成・公開結果 楽しく
科学者を紹介する試
みについて

18 実在の複数の研
究者が現在時刻
を伝えるとともに
研究内容・研究者
自身に関する簡
単な情報も閲覧
することができる
ウェブサービス

研究者時計 コンテンツの制
作と運用

総合研究大学院大学
学生セミナー実行委員
会

科学への関心が低い層を対象に、娯
楽的要素を取り入れた科学者情報を
発信すること

科学への関心
が低い層

62 坂東隆宏; 福原
舞; 小菅晃太郎; 
鈴木昴太; 笠嗣
瑠; 奥本素子

2015 科学への関心が低い
層を対象としたWebサ
イト「研究者時計」の
作成・公開結果 楽しく
科学者を紹介する試
みについて

18 実在の複数の研
究者が現在時刻
を伝えるとともに
研究内容・研究者
自身に関する簡
単な情報も閲覧
することができる
ウェブサービス

研究者時計 コンテンツの制
作と運用

総合研究大学院大学
学生セミナー実行委員
会

科学への関心が低い層を対象に、娯
楽的要素を取り入れた科学者情報を
発信すること

科学への関心
が低い層
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著者 年

56 坂野上淳 2015

57 秋本祐希; 横山広
美

2015

58 坂倉真衣 2015

59 坂倉真衣 2015

60 坂東隆宏; 福原
舞; 小菅晃太郎; 
鈴木昴太; 笠嗣
瑠; 奥本素子

2015

61 坂東隆宏; 福原
舞; 小菅晃太郎; 
鈴木昴太; 笠嗣
瑠; 奥本素子

2015

62 坂東隆宏; 福原
舞; 小菅晃太郎; 
鈴木昴太; 笠嗣
瑠; 奥本素子

2015

実践の扱う
テーマのス
ケール

実践のスケール 科学技術に
対する実践
の位置付け

評価プロセスにおけ
る位置づけ

評価目的 評価対象 評価手法 評価の観点（評価に
よって獲得したい情報
の種類）

想定される意思決定
主体の介入の種類

想定される意思決定主
体の介入の種類（簡略
化）

ミクロ ミクロ 促進的 総括的評価 実践の成否の判断 実践 アンケート調査 体験者の理解度・満足
度・達成感

事務職員をファシリ
テーターとするサイエ
ンスカフェの積極的実
施／ファシリテーター
養成手法の開発

同様の実践の継続的実
施／実践者の育成手法
開発

ミクロ ミクロ 促進的 総括的評価 実践の価値についての
情報や課題の抽出

実践 フリー素材として
ネットに公開して
いるイラストが、
どの程度ユー
ザーに活用され
ているか、SNS上
でどの程度口コミ
が広がっている
かをを確認

今後の実践の改善 今後の実践の改善

ミクロ／メゾ ミクロ 促進的 総括的評価 サイエンスカフェと小学
校理科との“つながり”
を尋ねることで、子ども
自身がともに科学を学
ぶ場であるサイエンス
カフェと小学校理科と
の関係をどのように捉
えているのかを明らか
にする。

実践 アンケート調査 体験したサイエンスカ
フェと小学校理科との
つながり

小学校理科教育関係
者との日常的交流の
推進／多様な年代の
子どもを対象としたサ
イエンスカフェの企画
実施

ステークホルダーとの関
係構築／多様な条件で
の実践継続

ミクロ／メゾ ミクロ 促進的 総括的評価 サイエンスカフェと小学
校理科との“つながり”
を尋ねることで、子ども
自身がともに科学を学
ぶ場であるサイエンス
カフェと小学校理科と
の関係をどのように捉
えているのかを明らか
にする。

実践 実践の中で体験
者から出された
質問と小学校理
科の教授項目と
の対応度を分析

小学校理科教育関係
者との日常的交流の
推進／多様な年代の
子どもを対象としたサ
イエンスカフェの企画
実施

ステークホルダーとの関
係構築／多様な条件で
の実践継続

ミクロ ミクロ 促進的 実践の価値についての
情報や課題の抽出

実践 Google Analytics
によるウェブサイ
トのアクセス解析
／SNSでの反応
／アンケート調査

今後の実践の改善 今後の実践の改善

ミクロ ミクロ／メゾ 促進的 実践に関わった学生の
学習効果

実践者
（学生）

アンケート調査 自らの研究や科学技術
コミュニケーションに対
する認識の変化

類似の実践を活用し
たより効果的な教育プ
ログラムの開発と実施

教育プログラムの開発
と実施

ミクロ ミクロ／メゾ 促進的 組織内の研究者の実
践への関与度合い

研究者 観察 実際に関わった研究者
の数や多様性

研究業務を主体とする
組織の特性に即した
科学技術コミュニケー
ション実践の推進

類似の実践の開発と実
施
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資料２　評価の階層構造を構成する要素の集計結果（学術雑誌『科学技術コミュニケーション』13号～18号より）

凡例：〇：記述有り／△：明示的記述は無いが比較的容易に推定可能／×：記述無し
a b c d e T(e,d) M(T) f S(b,a) S(c,b) S(d,c) S(T,d) S(M,T) S(M,a)
実践目
的

資源配
分変更

意思決
定

評価情
報

対象情
報

情報変
換

評価手
法

評価目
的

資源配
分変更
の適切
性

意思決
定の適
切性

評価情
報の適
切性

情報変
換の適
切性

評価手
法の適
切性

評価手
法の最
終適切
性

加納圭　水町衣里　
岩崎琢哉　磯部洋明　
川人よし恵　前波晴
彦

2013 サイエンスカフェ参加者のセグ
メンテーションとターゲティング : 
「科学・技術への関与」という観
点から

13 ○ ○ ✕ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕ ○ ○ ○ ○

吉田拓也　林一輝　
松本康男　軸屋亮太　
佐藤典子　田中謙一
郎　朴正義　岡本美
津子　村松秀

2013 不特定多数へ向け能動的に考
えることを促す科学教育コミュ
ニケーション手法の開発 : NHK
「ツナガルカガク」の取り組み

13 ○ ○ ✕ ○ ○ ✕ ○ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

郡伸子　寺村たから　
佐尾賢太郎　遠藤恭
平　三上直之

2013 地球規模での「科学技術への
市民参加」はいかにして可能
か？ : 生物多様性に関する
WWViewsの討論過程の参与観

13 ○ ○ ✕ ✕ ○ ✕ ○ ○ ○ ✕ ○ ✕ ✕ ✕

秋谷直矩　水町衣里　
高梨克也　加納圭

2013 知識の状態を提示すること : 再
生医療にかんするグループイン
タビューにおける参与構造の分
析

13 ○ ○ ✕ ○ ○ ✕ ○ ○ ✕ ✕ △ ✕ ✕ ✕

郡伸子　寺村たから　
佐尾賢太郎　遠藤恭
平　三上直之

2013 地球規模での「科学技術への
市民参加」はいかにして可能
か？ : 生物多様性に関する
WWViewsの討論過程の参与観

13 ○ ○ ✕ ○ ✕ ✕ ○ ○ ○ ✕ △ ✕ ✕ ✕

池辺靖　黒川紘美　
寺村たから　佐尾賢
太郎

2013 国際的政策決定プロセスへの
市民コンサルテーションの枠組
みづくりについて : 「世界市民
会議World Wide Views～生物
多様性を考える」の実施

13 ○ ○ ✕ ○ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

八木絵香　山内保典 2013 論争的な科学技術の問題に関
する「気軽な」対話の場づくりに
向けて : 「生物多様性」をテーマ
としたプログラムの開発を例に

13 ○ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ ○ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

平川全機 2013 科学技術コミュニケーションに
おける「議論すべきこと」と「議
論したいこと」

13 ○ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

早岡英介; 高橋理; 
中村奈穂子; 小室崇; 
村松秀

2013 TV番組制作を通じた科学技術
コミュニケーション教育 : NHK
「すイエんサー」公開収録での
実践事例

14 ○ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

都築章子; 今宮則子; 
藤田喜久; 平井和也; 
クレッグストラング

2013 海洋科学教育・海洋科学コミュ
ニケーション教材としてのMARE
（Marine Activities, Resources, 
and Education)の役割

14 ○ ○ ✕ ○ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

有賀雅奈; 梅本勝博 2013 科学技術コミュニケーションに
おける研究者の省察

14 ✕ ○ ✕ ○ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

沼崎麻子; 湯浅万紀
子; 藤田良治; 鈴木
誠; 松田康子; 吉田
清隆; 斉藤美香

2014 成人ASD（自閉症スペクトラム
障害）当事者の博物館利用の
現状と課題 : 「科学コミュニケー
ション」の場としての博物館の役
割に着目して

15 ○ ○ ✕ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ✕ ○ ○ ○ ✕

玉澤春史; 樋本隆太; 
礒部洋明

2014 衛星データ利用芸術作品の製
作と天文台への展示 : 作家は
研究リソースのどこに興味を
もったか

15 ○ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

秋谷直矩; 高梨克也; 
水町衣里; 工藤充; 
加納圭

2014 何者として，何を話すか : 対話
型ワークショップにおける発話
者アイデンティティの取り扱い

15 ○ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

林孝亮; 中野英之 2014 すごろく教材で考える放射線と
原発事故後の福島での暮らし : 
「放射線人生ゲーム」の開発

15 ○ ○ ✕ ○ ○ ✕ ○ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ○ ✕

水町衣里; 加納圭; 
伊藤真之; 源利文; 
中山晶絵; 蛯名邦禎; 
秋谷直矩

2014 パブリックコメント・ワークショッ
プの試行 : 「宇宙基本計画
（案）」をテーマとしたワーク
ショップの事例報告

15 ○ △ ✕ ○ ✕ ○ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

谷口忠大; 中村仁美; 
熊谷歩; 矢野史朗

2014 自律分散型スマートグリッドの
理解を促すシリアスゲームの開

15 ○ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ ○ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

髙祖歩美; 南崎梓; 
マッカイユアン

2014 東京大学における研究成果の
国際広報 : UTokyo Researchの
活動報告

15 ○ ○ ✕ ○ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ △

石井哲也; 大津珠子 2014 無侵襲性出生前遺伝学的検査
に関するサイエンスカフェ実施
の考察

15 ○ ○ ✕ ○ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

高田百合奈; 松浦正
浩; 太田義孝; 釣田
いずみ

2014 海洋空間計画に対するステーク
ホルダーの関心と科学的情報
を反映させた3Dアニメーション
を作成する共同事実確認
（JFF）の試行

16 ○ ○ ✕ ○ ✕ ✕ ○ ○ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

角谷雄哉; 佐藤良太; 
秋山茉莉花; 松原悠; 
藤田佑樹; 藤野未来; 
善甫啓一; 田中みさ
よ; 上道茜

2014 筑波大学における「プレゼンひ
ろば」の事例報告 : 総合大学に
おける日常的な異分野コミュニ
ケーション

16 ○ ○ ✕ ○ ✕ ✕ ○ ✕ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

高梨直紘; 平松正顕 2014 知の循環モデルと科学コミュニ
ケーション : 天文学普及プロ
ジェクト「天プラ」の挑戦

16 ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

種村剛; 印南小冬; 
大場恭子; 高知尾理; 
森順子; 大津珠子

2015 短期間のグループワークを通じ
た科学技術演劇の企画・上演

17 ○ ○ ✕ ○ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

坂野上淳 2015 事務職員によるサイエンスカ
フェ : 科学の仲介に必要なス
トーリーの構築

17 ✕ ○ ✕ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ○ ✕ ✕

秋本祐希; 横山広美 2015 イラスト・マンガで素粒子物理学
をいかに説明するか

18 ○ ○ ✕ ○ ✕ ✕ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

坂倉真衣 2015 子どもたちの視点から考えるサ
イエンスカフェと小学校理科と
の連携の可能性：親子を対象と
した「コドモ to サイエンスカ
フェ」を事例に

18 ○ ○ ✕ ○ ○ ○ ○ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

坂東隆宏; 福原舞; 
小菅晃太郎; 鈴木昴
太; 笠嗣瑠; 奥本素
子

2015 科学への関心が低い層を対象
としたWebサイト「研究者時計」
の作成・公開結果 楽しく科学者
を紹介する試みについて

18 ○ ○ ✕ ○ ✕ ✕ ○ ○ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

タイトル 号年著者
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