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報告

科学技術コミュニケーターに求められる職務及び
職能に関する試行調査

～JREC-IN Portal に掲載された求人情報を用いた分析～
小林 良彦1，中世古 貴彦2

A Pilot Study on Features of Science Communicators in Japan:
An Analysis Using Job Offers in JREC-IN Portal
KOBAYASHI Yoshihiko1, NAKASEKO Takahiko2
要旨
科学技術コミュニケーター像の探求に有益な情報提供を行うための試行調査として，求人・求職
支援ポータルサイト「JREC-IN Portal」に掲載された求人情報の分析を行った．本研究では，⚕カ
月間の調査を通して得た 83 件の求人情報における雇用条件や応募要件，また，そこから読み取れる
職務や職能の実情を調べた．結果として，それらの求人情報を，URA や産官学連携コーディネー
ターを含む「URA 相当」
，研究機関や研究プロジェクトの広報担当者から成る「科学広報」
，ジオ
パーク専門員を含む「科学館スタッフ」
，そして，ファンドレイザー等の「その他」に大別すること
ができた．さらに，担う職務や求められる職能が求人情報において詳述されていない，という現状
も明らかにすることができた．これらの結果からは，想定する職種分類に応じた科学技術コミュニ
ケーター養成のコンテンツ開発が求められること，そして，科学技術コミュニケーターの専門的な
能力が未だ十分に認知されていない状況が示唆された．
キーワード：科学技術コミュニケーター，求人情報，職務と職能，広報，アウトリーチ
Keywords: science communicator, job offers, duties and functions, public relations, outreach

1. 継続的課題としての科学技術コミュニケーター像の探求

2000 年代前半に発表された数件の報告書や行政文書によって，日本における科学技術コミュニ

ケーションは急速な広がりを見せた（Watanabe 2017, 4-6; Shineha and Tanaka 2018, 104-105）
．
2005 年には文部科学省科学技術振興調整費により，北海道大学，東京大学，早稲田大学にて，科学
技術コミュニケーターの養成講座（以下，養成講座と記す）が開始された．また，翌年に発表され
た『第⚓期 科学技術基本計画』
（内閣府 2006）においても，科学技術コミュニケーターの養成が取
り上げられた．これ以降，国立科学博物館や日本科学未来館をはじめ，いくつかの機関で養成講座
や関連科目が立ち上がった（渡辺 他 2007）
．その広がりは続いており1)，科学技術コミュニケーター
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の養成講座や関連科目を修了した人材は今後も増え続けることが予想される．
他方で，
科学技術コミュニケーター像の不透明さや就職先の問題についての議論も絶えていない．
その背景には，科学技術コミュニケーターに求められる職能や就職先の多様性があると筆者らは考
える2)．科学技術コミュニケーター像の不透明さは，養成講座修了生がそこで積んだ経験や得た職
能を活かす場を見つける際の困難さにもなり得る点にも留意したい3)．
以上のような背景からも，科学技術コミュニケーター像，つまりは，科学技術コミュニケーター
に求められる職能や科学技術コミュニケーターとして活躍できる就職先，さらには，そこで担う職
務についての探求は継続的な課題に位置付けられると考えられる．

2. 問題の所在と本稿の目的

科学技術コミュニケーターが持つべき職能については，養成講座のコンテンツ開発とも密接に関

係しているため，いくつかの文献でも議論されている．例えば，小川 他（2007, 332）では，
「①自ら
が専門家としてその専門性を分かりやすく人々に伝えるコミュニケーション能力，②専門家と人々
の間をつなぎ，そのコミュニケーション環境を整える能力，③科学技術に関わる専門性」という⚓
点が挙げられている．渡辺（2012, 11）には「コーディネート能力と編集能力」と書かれている．
2019 年⚒月に公開された「今後の科学コミュニケーションのあり方について（案）
」
（科学技術社会
連携委員会 2019, 4-5）においては，科学技術コミュニケーターに「必要な機能」として「知識翻訳
機能」
「対話・調整機能」
「共創のためのコーディネーション機能」が挙げられた上で，それらを「果
たすため」の能力として「広範な知識」
「社会貢献の意識」
「課題探索力」
「解決方法の構想力」
「立
場の異なる人々をつなぐコミュニケーション能力」が求められると言及されている．また，
「育成機
関，国及び研究者に求められること」として，
「育成過程において求められる機能を果たすための能
力等を明確化し，それを体系的に習得するとともに，実践を通じて能力等を高められるようなカリ
キュラムの作成と，実行が必要」とも述べられている．これらからも分かるように，科学技術コミュ
ニケーターが持つべき職能は多様であり，また，統一的な見解が待たれている状況である．
それらの職能を活かす場については，養成講座が描く人材像が参考となろう．科学技術コミュニ
ケーターについて，北海道大学の科学技術コミュニケーション教育研究部門では「こうした橋渡し
を担う人材が，大学や研究機関のみならず，社会のあらゆる場面で必要とされています」とあり4)，
東京大学の科学技術インタープリター養成部門では「専門分野に関わらず，そういった視点やマイ
ンドを持った人材が，さまざまなセクター・立場で活動する」と書かれている5)．これらの記述よ
り，科学技術コミュニケーターとして活躍する場は必ずしも就職先に限定される訳ではないことが
分かる．この前提の上で，筆者らは科学技術コミュニケーターとして活躍できる就職先について焦
点を当てたい．その理由は，就職先について調べることにより，どのような機関が科学技術コミュ
ニケーターを求めているのか，さらには，その職場で科学技術コミュニケーターとしてどのような
活躍が期待されるのか，についての示唆を得られるのではないか，と考えるためである．
そこで筆者らは，科学技術コミュニケーターとして活躍できる就職先の実情，そして，そこで求
められる職務及び職能を明らかにするための試行調査を行った．本稿では，調査から選出した求人
情報における雇用条件や応募要件，担う職務や求められる職能について分析する．また，選出した
求人情報同士を比較検討することで，相互の関係についても議論する．本稿における分析は，今後
の就職先で科学技術コミュニケーターとして活躍したいと考える養成講座受講生への情報提供とな
ると共に，養成講座におけるコンテンツ開発や科学技術コミュニケーター像の探求へも有益な情報
をもたらすことが期待できる．さらに本研究は，現時点における科学技術コミュニケーターとして
活躍できる就職先情報の蓄積となり，⚕年後や 10 年後の状況との比較検討も可能となる点でも有
－4－
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益であると言えよう．

3. 研究方法

3.1 科学技術コミュニケーター関係の求人情報の選出
科学技術コミュニケーターとして活躍できる就職先には，“実際”，どのような選択肢があるのだ
ろうか．例えば，2009 年から雇用者に対する養成講座を続けている日本科学未来館の人材輩出実績
（日本科学未来館 2018）を見ると，就職先として「研究機関等」
「企業・公的機関等」
「科学館・博物
館等」が挙げられている．その中においては，
「研究機関等」への就職が一番多く，全体の 32％を占
6)
めている．そこで本研究では，研究職関連の求人・求職支援ポータルサイト「JREC-IN Portal」
を

通して科学技術コミュニケーターとして活躍できそうな就職先の情報収集を⚕カ月間行った．
JREC-IN Portal を選定した理由は，国内最大規模の研究職関連の求人・求職支援ポータルサイトで
あることに加え，2011 年より「コミュニケーター相当」という職種分類も追加され，研究職以外の
求人も扱われ始めていること（川島 他 2016, 387）
，また，ウェブサイト内の「コミュニケーター相
当」の箇所に「広報」
「サイエンスコミュニケータ〔原文ママ〕
」
「科学技術スペシャリスト」
「科学
技術ジャーナリスト」が例示されているためである（2019 年⚓月 11 日閲覧）
．
JREC-IN Portal を用いた情報収集結果の例として，2018 年 11 月 21 日時点での検索結果を示そ
う．まず，
「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」いずれかを含むキーワー
ド検索には，大学教員（研究職）や広報職が⚕件ヒットした．職種を「コミュニケーター相当」に
限定した検索の結果は，企業コンサルタントや出版関係の職が 12 件であった．また，
「広報」
「アウ
トリーチ」いずれかを含むキーワード検索に対しては，96 件がヒットし，大学教員（研究職）やリ
サーチ・アドミニストレーター（University Research Administrator；以下，URA と記す）も多数
含まれていた7)．
大学教員等の研究職については当該分野での研究・教育業績が重要視されるため，今回の分析か
らは除外した．この点と検索結果の状況を考慮し，本研究では，表⚑のような検索条件の下，2018
年⚙月から 2019 年⚑月の⚕カ月間，JREC-IN Portal を用いて求人情報の収集を行った．得られた
求人情報から，データサイエンティストや知的財産マネージャー，遺伝カウンセラー等の当該領域
の専門性を要する職種を除き，JREC-IN Portal の求人件名が「URA」や「アウトリーチ活動担当者」
「広報戦略担当者」
「科学コミュニケーター」等の求人情報を 83 件選出した．そして，本研究ではそ
れらを，
「科学技術コミュニケーター関係の求人情報」
（以下，求人情報と記す）と位置づけて分析
を行った8)．
表⚑ 科学技術コミュニケーター関係の求人情報収集における検索方法

「⚒」
「⚓」は補完的な検索に相当する．

＊

3.2 選出した求人情報のデータ化
選出した個々の求人情報から，任期や給与といった雇用条件，必要学位や業務経験等の応募要件，
そして，担う職務と求められる職能を抽出した．担う職務と求められる職能については，筆者らが
－5－
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カテゴリ分けしたものに当てはまる内容が求人情報に記載されているかどうかを調べた．設定した
カテゴリの例としては，
「イベント企画」
「執筆・編集」等である．その詳細については，4.5～4.7 節
にて示す．
収集した求人情報は表⚒のようにデータ化した．担う職務と求められる職能については，設定し
たカテゴリに該当する内容が記載されているか否かで，
「⚑」
「⚐」データとして整理した．
表⚒ 収集した求人情報のデータ化のイメージ

＊
＊

⚑ 「任期」には限度年数を記載した．任期なし雇用への変更可能性があるものについては別途記述．
⚒ 「給与」は月額に換算した値を記載．幅があったものについては中間値を記載した．

4. 結果

4.1 求人情報における職種分類
得られた 83 件の求人情報を概観すると，科学コミュニケーションや広報等を担う URA の求人
情報が非常に多いことが分かった．その他の求人情報は，研究プロジェクト等の広報担当者，そし
て，科学館等のスタッフに大まかに分類できることも分かった．そこで本研究では，83 件の求人情
報を「URA 相当」
「科学広報」
「科学館スタッフ」
「その他」と⚔つに分類し，分析を進めることと
した．
URA 相当には，記載内容を考慮し，大学の産官学連携コーディネーターや科学技術振興機構の
調査員等も含めた．科学広報は大学・研究機関や個々の研究プロジェクトの広報担当者から成る．
科学館スタッフには，日本科学未来館等の科学館や博物館のスタッフ，また，ジオパーク関係職員
を分類した．その他には，先述の⚓つには分類できないファンドレイザー等の求人が含まれる．そ
の内訳は URA 相当が半数以上を占め，次いで科学広報が⚒割程度，科学館スタッフは約⚑割とい
う状況であった（図⚑）
．

図⚑ 収集した 83 件の求人情報に含まれる⚔つの職種分類の内訳

－6－

科学技術コミュニケーション 第25号（2019）

Japanese Journal of Science Communication, No.25（2019）

4.2 求人機関の職種分類比較
表⚓には，求人情報の発信元である求人機関の内訳を示した．全体的な傾向として，大学や研究
機関・独立行政法人等の公募が多いことが分かる．職種分類ごとに見ると，URA 相当においては
国立大学からの求人が多く，科学広報においては大学以外の大学共同利用機関法人等からの求人が
多かった．科学広報の求人機関の例としては，科学技術振興機構や量子科学技術研究開発機構，国
立天文台等があった．
表⚓ 求人機関の内訳：各職種分類における度数と割合＊1（機関種別は JREC-IN Portal 指定のものを記載．
）

⚑ 表中の「割合」は各職種分類におけるもの（行％）を表す．
⚒ 「大学共同利用機関法人等」は「大学共同利用機関法人・独立行政法人・国立研究機関・省庁等」の略記．
＊
⚓ 「公設試験研究機関等」は「公設試験研究機関・地方自治体等」の略記．
＊
＊

4.3 応募要件の職種分類比較
表⚔は求人機関が求職者に求める研究分野に関する結果である．求人機関は JREC-IN Portal の
研究分野欄に，
「大分類」とそれに付随する「小分類」を複数記載できる．しかし，⚒個以上の大分
類を指定している求人情報は半数以下に留まっていた．そのため表⚔には，求人情報の研究分野欄
において，⚑つ目に指定されていた大分類「大分類⚑」で合計度数が「⚓」以上の結果のみを掲載
した．
表⚔ 研究分野の内訳：各職種分類における度数と割合＊1（研究分野は JREC-IN Portal 指定のものを記載．
）

＊

⚑ 表中の「割合」は各職種分類におけるもの（行％）を表す．

－7－
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URA 相当に分類される求人情報の多く（約 66％）には，
「その他」が記載されており，求職者の
研究分野を問わない傾向があることが分かった．一方で，科学広報の求人情報には，
「その他」は少
なく，多様な研究分野が書かれていた．科学館スタッフに関しては，人文学（約 25％）や数物系科
学（約 38％）が記載されている場合が多かった．
表⚕は求職者に求められる学位について調べた結果である．URA 相当の多く（約 43％）は博士
の学位を求める記載がされていた．一方で，科学広報や科学館スタッフに分類した求人情報におい
ては，博士の学位を求める明記はされていなかった．ただし，今回収集した⚘件の科学館スタッフ
求人情報においては，その全てに修士の学位を求める記載があった．
表⚕ 求められる学位：各職種分類における度数と割合＊1

＊

⚑ 表中の「割合」は各職種分類におけるもの（行％）を表す．

表⚖には，業務又は実践経験の有無に関する結果を載せた．業務又は実践経験が必要であること
が明記されている求人情報は URA 相当で約 83％，科学広報で約 50％，科学館スタッフで約 25％
という結果であった．URA 相当においては，URA としての業務経験はもちろんのこと，産官学連
携やプロジェクトマネジメントの実践経験が求められるものが多く見られた．また，⚒年以上の経
験を求める求人情報も⚑割程度あった．科学広報においては，業務経験というよりは，広報やアウ
トリーチ活動の実践経験が求められるものが散見できた．科学館スタッフについては，他の⚒つと
比べると，経験を求める求人情報は比較的少なかった．
表⚖ 業務又は実践経験の有無：各職種分類における度数と割合＊1

＊

⚑ 表中の「割合」は各職種分類におけるもの（行％）を表す．

－8－
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4.4 雇用条件の職種分類比較
表⚗には，任期年数の職種分類比較の結果を載せた．全体的に任期ありポストでの求人が多い現
状が明るみとなった．それぞれの職種におけるその割合は，URA 相当で約 91％，科学広報で約
70％，科学館スタッフで約 75％であった．特に科学広報と科学館スタッフについては，URA 相当
にはほとんど見られない任期⚑～⚒年の求人も少なからぬ割合を占めていた．
表⚗ 任期年数＊1：各職種分類における度数と割合＊2

＊
＊

⚑ 「任期」には最大可能年数を採用．年度途中での採用の場合，四捨五入して最大可能年数を計算した．
⚒ 表中の「割合」は各職種分類におけるもの（行％）を表す．

また，任期付き求人情報において，任期なしポストへの移行可能性が示されているかどうか調べ
たが，結果は URA 相当の一部（23％）でその記載がある程度であった．つまり，科学広報及び科学
館スタッフに分類された求人情報の全てが任期なしポストへの移行可能性がない任期付きポストで
あった．
表⚘には勤務形態の職種分類比較の結果を載せた．URA 相当と科学広報の一部において，裁量
労働制の職があったが，それ以外の多くは労働時間制での雇用であることが分かった．
表⚘ 勤務形態：各職種分類における度数と割合＊1

＊

⚑ 表中の「割合」は各職種分類におけるもの（行％）を表す．

図⚒は，月額換算した給与の職種分類比較の結果である．URA 相当の給与が，科学広報と科学
館スタッフと比べて高額であった．給与が高額な URA 相当求人情報の例としては，シニア URA
（教授職）があった．本研究で抽出した求人情報においては，このような経験豊かな URA を，より
－9－
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良い条件の下，即戦力として雇用したいという意図が読み取れる求人情報が散見された．また，今
回収集した求人情報のうち 33 件（全体の約 40％）は給与金額の記載がなかった．それらの多くに
は，
「本学規則による」等のみ記載がされていた．

図⚒ 月額換算した給与の職種分類比較（単位：円）
各箱ひげ図における平均値は折れ線でつながれている．図中全体に渡る水平
線は全体平均を表す．複数の給与もしくは「最低額～最高額」という形式で
給与が示されている場合は，最高額と最低額の中間値を採用した．

4.5 担う職務と求められる職能のカテゴリ分け
本研究では，雇用先で担う職務と求職者に求められる職能について，求人情報を収集しながら新
規のカテゴリ設定とその統合を行った．その過程において，該当件数が⚓未満のもの，また，
「臨機
応変」などの抽象的なカテゴリは削除した．結果として，担う職務のカテゴリとして 20 件，求めら
れる職能のカテゴリとして 15 件を設定した（設定したカテゴリは 4.6 及び 4.7 節で説明）
．そして，
それぞれの求人情報に対して，各カテゴリに当てはまる記述があれば当該欄に「⚑」を，なければ
「⚐」を記入して，データ化を行った（3.2 節参照のこと）
．
図⚓は，それぞれの求人情報において，設定したカテゴリに当てはまる記述がどの程度含まれて
いるのかを示した図である．一つの求人情報において，職務については 20 カテゴリ中おおよそ⚕
件，職能については 15 カテゴリ中のおおよそ⚓件に当てはまる記述がある，というのが平均的な傾
向であった．
4.6 担う職務の職種分類比較
表⚙は，筆者らが設定した職務に関するカテゴリと，各職種分類における該当数とその割合であ
る．以下では，それぞれの職種分類が持つ特徴的な職務内容について，他の職種分類との比較しな
がら説明する．
まず，URA 相当の求人情報において他の職種分類では見られない特徴的な職務内容には，
「研究
資金獲得支援」
「研究動向調査」が挙げられる．
「研究資金獲得支援」は URA 相当の求人情報の約
－ 10 －
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図⚓ 職務該当数（左）
・職能該当数（右）の職種分類比較
各箱ひげ図における平均値は折れ線でつながれている．図中全体に渡る水平線は全体平均を表す．
表⚙ 科学技術コミュニケーターが担う職務のカテゴリ分けとそれらの該当数・割合＊1

＊

⚑ 表中の「割合」は各職種分類におけるものを表す．
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57％において記載があった．一方で，その他の職種分類においては同様の記載は全く見られなかっ
た．また，
「研究動向調査」についても URA 相当の求人情報において多くの記載が見られた（約
9)
64％）
．こちらについては，科学広報と科学館スタッフにおいても，それぞれ約 20％と約 25％の

割合で記載が見られた．
「研究動向調査」の内実に目を向けると，URA 相当が担う「研究動向調査」は「研究資金獲得支
援」や産官学連携を見据えたもので，より戦略的かつ能動的なものである様子が伺えた．記述とし
ては，
「政策情報，他大学・研究機関等の外部情報の調査分析」
「研究・産学連携に関する内部情報
の調査分析」
「本学の研究活動の調査・分析」等であった．一方の科学広報や科学館スタッフが担う
「研究動向調査」は，最先端研究成果の把握や情報収集であった．
「国内ニュース（≒新規性のある
環境情報）のうち研究・技術開発に関わる諸情報の抽出，整理」等の記述がその例だった．
科学広報の求人情報において特徴的だった職務内容には，
「イベント・研究会企画」
「ウェブサイ
ト管理・運用」がある．これらの職務については，URA 相当や科学館スタッフの求人情報において
も散見されたが，
科学広報で記載されている割合が多かった．それぞれの科学広報における割合は，
「イベント・研究会企画」が約 70％，
「ウェブサイト管理・運用」が約 50％であった．
科学館スタッフの求人情報において特徴的だった職務内容は「展示解説」
「研修・指導」である．
「展示解説」については，科学館スタッフ求人情報の約 75％に記載されており，かつ，他の職種にお
いては記載がなかった．また，
「研修・指導」についても科学館スタッフでは約 50％に記載があり，
特徴的だった．この内実は，ボランティアスタッフへの「研修・指導」である．URA 相当において
も，
「研 修・指 導」の 記 載 が 約 23％ で あ っ た．こ れ は FD/SD（Faculty Development/Staff
Development）の担当や大学院生や若手研究者の育成業務が当該内容であった．
4.7 求められる職能の職種分類比較
職能に関するカテゴリと，各職種分類における該当数とその割合を表 10 にまとめた．以下では，
これまでに指摘されていた職能や，特徴的な結果を見せたものについて説明する．
まずは，他の文献（小川 他 2007; 渡辺 2012; 科学技術社会連携委員会 2019）でも取り上げられて
いる「科学技術の素養」
「コミュニケーション能力」
「コーディネーション能力・調整能力」につい
てである．科学技術の素養については科学広報の求人情報において，30％程の割合で求められてい
たが，
他の⚒つにおいては，
⚑割程度もしくはそれ以下の割合でしか記述は見られなかった．コミュ
ニケーション能力については URA 相当及び科学広報の求人情報において，40％程の割合で記述が
あった．ただし，当該の記述は「コミュニケーション能力を有すること」や「コミュニケーション
スキルを有する方」といったものに留まり，どのようなコミュニケーション能力を求めているのか
については言及されていなかった．コーディネーション能力・調整能力については，URA 相当の
求人情報の約⚖割に記述があった．その内容は例えば「産学連携プロジェクトコーディネート等の
経験を有する者」等であった．科学館スタッフに関しては，今回収集した求人情報においては，コ
ミュニケーション能力及びコーディネーション能力の記述は見当たらなかった．
これらの他に，求められる職能として特徴的だったものに，
「ウェブサイト作成（HTML 等）
」と
「英語能力（英文メール対応等）
」が挙げられる．ウェブサイト作成については，科学広報の求人情
報の⚓割以上にその記述があった．科学広報の求人内容は研究プロジェクトの広報担当者が多く，
プロジェクトに関するウェブサイト作成やその管理が任されるケースが少なくない現状が明らかに
なった．また，英語能力については，収集した求人情報全体の約半数でその記述が成されていた．
特に，URA 相当については，その求人情報の 66％で求められていた．

－ 12 －

科学技術コミュニケーション 第25号（2019）

Japanese Journal of Science Communication, No.25（2019）

表 10 科学技術コミュニケーターに求められる職能のカテゴリ分けとそれらの該当数・割合＊1

＊

⚑ 表中の「割合」は各職種分類におけるものを表す．

5. 考察

今回収集した求人情報の半数以上が URA 相当に分類される求人であった．URA 相当の求人で

は，研究分野はあまり問われないものの，博士の学位や業務経験を求めるものが多く10)，他業種か
らの新規参入や大学院進学を検討していない学生にとっては門戸の狭い業界であることが分かっ
た．しかし一方で，任期は比較的長く，また給与水準も高かった．担う職務としては，研究資金獲
得支援や研究動向調査がメインで広報やアウトリーチについても言及されていた．職能としては，
産官学連携のためのコーディネーション能力が主に求められていた．このような現状からは，科学
技術コミュニケーターとしての側面が求められる URA が少なくなく，現職の URA や URA を目
指す学生や若手研究者も養成講座の対象となり得ることが明らかとなった．以上からは，科学技術
コミュニケーター養成講座において，URA として就職する場合を想定した教育コンテンツを導入
することも有益である可能性が見えてくる．考えられる教育コンテンツとしては，例えば，現役の
URA や産官学連携コーディネーターを招き，現場で必要となる広報能力に関する講義をしてもら
うことや，外部資金獲得のために必要となるライティング能力を向上させる演習を行うことが挙げ
られる．
研究機関や研究プロジェクトの広報担当者から成る科学広報に対する結果では，イベント・研究
会企画やパンフレット等のコンテンツ作成，ウェブサイトの管理・運営を担うものが多かった．こ
の結果から，科学広報がサイエンスカフェ企画やサイエンスライティングといった能力が求められ
る，
いわば科学技術コミュニケーターのコアに分類される職種といえる．ただし求人情報において，
科学技術コミュニケーションの素養について言及されているものは⚓割程度に留まっていた．この
状況からは，科学技術コミュニケーションの専門性が求人情報レベルにおいては浸透していない現
実が垣間見られた．また，これらに分類される職は，プロジェクトに依存するものが多く，比較的
－ 13 －
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任期も短く，プロジェクトが属する分野によって，応募資格が制限される現状も留意すべき現状で
あろう．他方で，科学広報の求人は学位に関しての門戸が，URA 相当及び科学館スタッフと比べ
ると，比較的広い現状も明らかになった．
収集した求人情報が⚘件と少ない件数ではあったが，科学館スタッフに分類した職種についても
述べておこう．担う職務としては，展示解説がメインであることを確認できた．また，うち⚔件の
求人情報では，ボランティアスタッフの研修・指導についての記述もされており，教育経験の必要
性も示唆された．必要学位については，今回の⚘件全てで修士以上が求められる結果が得られ，大
学院修了が求められる現実も明らかにされた．
以上のように，URA 相当，科学広報，科学館スタッフ，それぞれへの応募は必要学位（表⚕）や
業務又は実践経験（表⚖）によって制限されていることが明らかとなった．科学技術コミュニケー
ターとして研究機関等に就職したいと考える科学技術コミュニケーター養成講座や関連科目の受講
生は，このような現状を把握しておくべきであろう．また，養成講座や関連科目を担当する教育者
にとっても，科学技術コミュニケーターとして活躍できる就職先の可能性と応募への制限について
は留意しておく必要がある．加えて，
想定する職種に応じた教育コンテンツの開発も必要となろう．
他方で，科学技術コミュニケーションのコミュニティでこれまで議論されてきた科学技術コミュ
ニケーター像と JREC-IN Portal を活用している求人機関が求める科学技術コミュニケーター像に
は科学技術に関する素養の必要性や学位による職種の制限といった点で一定の乖離があること，ま
た，求人情報において個々の職務や職能に関する明示的な言及が少ない現状には注視したい．科学
技術コミュニケーターが持つ専門的な能力をより広く発信するためにも，科学技術コミュニケー
ターの職能や担当できる職務を詳細に整理することが，科学技術コミュニケーションのコミュニ
ティに求められている状況が示唆された．そして，その成果を，求人機関が参照できるような形式
で公表することも重要となろう．

6. 今後の展望

本研究は，JREC-IN Portal のみを用いたものであり，かつ，⚕カ月間という限られた期間での調

査という点で試行調査の域を出ない．まずは，より長期間でかつ広範な求人情報の収集が求められ
よう11)．また，それぞれの養成講座におけるカリキュラムの比較，各大学における科学技術コミュ
ニケーション関連科目の開講状況とその内容に関する調査も必要であろう．さらには，科学技術コ
ミュニケーター養成講座の受講生，教育担当者，科学技術コミュニケーターとして活躍できる人材
を求めている機関の求人担当者等へのインタビュー調査も，より発展的な議論のために不可欠にな
るだろう．
本研究の成果を足掛かりに上述のような発展的な調査を遂行することにより，科学技術コミュニ
ケーターの専門性のより明確な腑分けや，社会が求める科学技術コミュニケーター像と科学技術コ
ミュニケーションのコミュニティが養成したい科学技術コミュニケーター像の一致点・相違点につ
いて，より鮮明に明らかにしたい．

注
1) 例えば，同志社大学 生命医科学部「サイエンスコミュニケーター養成副専攻」
（以下 URL）は 2016 年に
開始されている．
https://biomedical.doshisha.ac.jp/science_communicator/science_communicator.html（2019.3.11 閲覧）
2) 元村（2009, 76）では，科学技術コミュニケーター像の不透明さを得体の知れない想像上の生物「ぬえ」
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に例えながら，科学技術コミュニケーターの就職先問題について指摘している．また，本田（2017, 12）
では，著者が無所属の科学技術コミュニケーターとして，様々な業務を経験してきたことが書かれてい
る．このような現状からも，科学コミュニケーター像の探求が現在進行形である様子が伺える．
3) 中村（2014, 13）には，養成講座終了後に科学技術コミュニケーターとして活躍する場がないのではな
いか，という不安が赤裸々に綴られている．
4) CoSTEP 概要｜北海道大学 高等教育推進機構 オープンエデュケーションセンター 科学技術コミュニ
ケーション教育研究部門: http://costep.open-ed.hokudai.ac.jp/costep/html/introduction.html（2019.4.24
閲覧）
．
5) 概要｜東京大学 科学技術インタープリター養成プログラム: http://science-interpreter.c.u-tokyo.ac.jp/
outline/（2019.4.24 閲覧）
．
6) JREC-IN Portal: https://jrecin.jst.go.jp/seek/SeekTop（2019.3.11 閲覧）．
7) 東京大学（2014, 51）には，URA の業務として，
「外部資金情報収集」など以外に，
「研究機関としての
発信力強化推進」
「研究広報関連業務」
「イベント開催関連業務」が挙げられている．特に「研究広報関
連業務」の中では，
「アウトリーチ」
「サイエンスコミュニケーション」
「サイエンスカフェ」の重要性に
ついても述べられている（東京大学 2014, 154）
．
8) ここでの URA については，
「広報」や「アウトリーチ」というキーワードを含むもののみを分析対象に
加えている．例えば，JREC-IN Portal において，
「研究管理者相当」のみの検索では 56 件の URA 求人
がヒットするが，
「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」
「広報」
「アウトリーチ」
いずれかのキーワードを含む「研究管理者相当」だと検索結果が⚗件となる（2019.3.8 検索）
．この状況
からも本研究で扱った URA はあくまで「広報」等を担う一部の URA であると言え，他の結果との比
較のためにも分析対象として残している．
9) 今回の分析対象である「URA 相当」は「広報」や「アウトリーチ」というキーワード検索でヒットする
限定された URA 求人であるが，それらにおいても，
「研究資金獲得支援」や「研究動向調査」が求めら
れている現状が分かった．それらの職務に割く時間配分等は，実際に URA として働いている方々への
インタビュー調査が必要となろう．
10) 博士人材のキャリアパスとして URA が注目されている背景とも矛盾しない結果である．
11) 他の求人情報ポータルサイトには例えば，
「Internet Museum: https://www.museum.or.jp/gakugeiin」
（2019.3.11 閲覧）等の学芸員募集の掲示板サイトが挙げられる．それらを参照することにより，大学や
研究機関以外の求人情報を追加できる可能性はあったが，求人情報収集における統一性と再現性を考
慮し，本研究では JREC-IN Portal のみを用いた収集に留めた．

文献
本田隆行 2017: 「『科学コミュニケーター』とは何者か？」
『日本サイエンスコミュニケーション協会誌』7
（1）
, 10-13.
科学技術社会連携委員会 2019: 「今後の科学コミュニケーションのあり方について（案）
」
http: //www. mext. go. jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/092/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2019/02/21/
1413696-01.pdf（2019.3.10 閲覧）
.
川島浩誉・山下泰弘・川井千香子 2016: 「大学における研究関連求人の推移: JREC-IN Portal 掲載の求人票に
基づく分析」
『情報管理』59(6), 384-392.
元村有希子 2008: 「科学コミュニケーターのキャリア形成: 英国の現状」
『科学技術コミュニケーション』4,
69-77.
内閣府 2006: 『第⚓期 科学技術基本計画』内閣府.
中村景子 2014: 「サイエンスコミュニケーターの活躍の場をデザインする: サイエンスコミュニケーション
を持続可能な仕事にする挑戦」
『科学技術コミュニケーション』16, 13-19.
日本科学未来館 2018: 『日本科学未来館における 科学コミュニケーター人材の養成と輩出について（2018
年⚕月改訂）
』日本科学未来館．

－ 15 －

Japanese Journal of Science Communication, No.25（2019）

科学技術コミュニケーション 第25号（2019）

小川義和・亀井修・中井紗織 2007: 「科学系博物館と大学との連携によるサイエンスコミュニケータ養成の
現状と課題」
『科学教育研究』31(4), 328-339.
Shineha, R.・Tanaka, M. 2018: “History and lessons of science communication: implications from and for the
3.11 triple disasters”, Journal of National Institute of Public Health, 67(1), 103-114.
杉山滋郎 2007: 「科学技術コミュニケーターの育成: 大学において」
『科学教育研究』31(4), 287-294.
杉山滋郎 2008: 「大学とサイエンス・コミュニケーション: 人材養成ユニットの経験から」
『科学技術社会論
研究』5, 22-30.
東京大学 2014: 『平成 25 年度科学技術人材養成等委託事業「リサーチ・アドミニストレーターを育成・確保
するシステムの整備（スキル標準の作成）
」成果報告書』東京大学．
渡辺政隆・小川義和・原田光一郎 2007: 「国内外における科学コミュニケーター養成講座の概要」
『平成 1618 年度 科学研究費報告書「科学コミュニケーターに期待される資質・能力とその養成プログラムに関す
る基礎的研究」研究成果報告書』153-159.
渡辺政隆 2008: 「科学技術理解増進からサイエンスコミュニケーションへの流れ」
『科学技術社会論研究』5,
10-21.
渡辺政隆 2012: 「サイエンスコミュニケーション 2.0 へ」
『日本サイエンスコミュニケーション協会誌』1(1),
6-11.
Watanabe, M. 2017: “From top-down to bottom-up: a short history of science communication policy in Japan”
Journal of Science Communication, 16(03)Y01, 1-8.

－ 16 －

