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1． 概要  

１．１ 企画概要 

東日本大震災および原発事故をめぐる諸課題により、科学技術に係わる専門家、もしくは科学的営みへ

の不信がクローズアップされている。その信頼を取り戻し、社会生活に関わる科学技術問題の解決には、

異なる意見や関心を持つ多様な人同士が対話し、その結果が共有される「場」の定着が不可欠である。本

提案では、科学技術に止まらず、哲学・アート・医療や看護等の多分野における「対話の場」として大学

と企業と NPO が運営するコミュニティースペース「アートエリア B１」や、独自の地域性を持つ中之島の

各所と連携し、社会的課題に関するテーマ群に基づく企画により、科学技術リテラシーに資する複眼思考

と知と感性のネットワークを構築する。          

【アートエリア B１の既存枠の活用と新規取組としてのネットワーク事業】 

 社会的課題の解決のための個別活動からネットワーク構築へ 

（企画委員会の設置、ラウンドテーブルの実施） 

 アート（芸術文化）中心からサイエンス（科学技術）の焦点化 

（社会的課題に関する既存プログラムの活用） 

 コミュニケーションからイノベーションへ 

（異業種カフェ・イノベーションミーティングの実施） 

 

 

１．２ 企画の背景・経緯 

社会的背景（１） 

科学技術への信頼回復と双方向型科学技術コミュニケーション 

（科学技術に関する正負の情報への接触、異なる興味や立場の人々との出会いと対話の場づくり） 

  私たちの身の回りには、科学技術によって産み出された製品やサービスが溢れ、今や、科学技術は私たち

の生活や将来になくてはならないものである。一方で、東日本大震災やその後のさまざまな社会的混乱によ

り、科学技術の「負」の側面がクローズアップされている。科学技術への信頼を取り戻すためには、いわゆ

る「欠如モデル型」のコミュニケーション手法ではなく、科学技術に関する様々な情報の正負の両面に同時

に触れ、それに対する素朴な疑問を呈し、異なる意見や関心を持つ人同士で対話する機会、すなわち「双方

向型」の科学技術コミュニケーションの定着が不可欠である。言い換えるならば、社会生活に深くかかわる

科学技術問題の解決のためには、専門的知識をもつ者も含む多様な人々が、当事者として話し合い、複眼的

視野で物事を捉え、協働することが不可欠である。そしてこれらの活動は従来展開されてきたような、「科

学技術」に興味がある人に限定された活動ではなく、広く開かれたものとなるべきである。 

 

社会的背景（２） 

新しいタイプのアウトリーチ活動および産学連携の必要性 

（大学の社会貢献・広報アウトリーチ活動、新しいタイプの産学連携の重要性） 

政府の第 3期科学技術基本計画で明記されたアウトリーチ活動推進の方針を踏まえて、第 4期科学技術基

本計画でも「国民の科学技術に対する理解と信頼と支持を得ることが出来るよう、科学技術コミュニケーシ

ョン活動等を推進していく必要がある。」とされている。加えて、既存分野・組織の壁を取り払い、企業だけ

では実現できない革新的なイノベーションを産学連携で実現するための「革新的イノベーション創出プログ
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ラム（COI）」も始動している。実際、企業における産学連携においては、これまでは特許獲得を目指した独

創的な技術開発、企業戦略やマーケティングの推進など企業の生産活動に直結するものが求められてきたが、

近年では「ものづくり以前」に不可欠な、アイデアの創発に繋がる社会のニーズやシーズ、コンセプトに関

する、多様な対話を通じた研究開発が求められようになってきている。 

 

企画の経緯（１） 

ポテンシャルを活用した都市再生やイノベーションのためのネットワーキングの必要性 

 本企画の実施拠点である「アートエリアB１」は、大阪の動脈「御堂筋」を横断し、堂島川と土佐堀川に囲

まれた、東西3kmほどの人工的中州「中之島」に位置する。中之島には、大阪市役所や大坂商人が設立した学

問所である「懐徳堂」や福沢諭吉などを輩出した蘭学者／緒方洪庵の適塾の流れを汲む大学のサテライトキ

ャンパス、図書館、美術館、科学館、公会堂、国際会議場などの文化施設、朝日新聞社や朝日放送などのメ

ディアなどがある。また周辺には、世界初とされる公設先物取引市場に源流をもつ大阪証券取引所や日本郵

政グループのある「北浜」、製薬・薬品の本社などがある医薬品の町「道修町」、大阪地方裁判所や法務局、

警察署がある「西天満」など、社会を構成する多様な機関・組織が集積している。 

 

※ 中之島エリア（東西約3.3kmの人口の中州） 

※参考画像・引用＝「Nakanoshima-Style.com」http://www.nakanoshima-style.com/topic/city/ 

 中之島のこうした地域性は、民間の活力を中心とした「特定都市再生緊急整備地域」（都市の国際競争力

の強化を図る上で特に有効な地域）として政令でも明示されている。そこで大阪府市では、官民連携の下、

緑豊かで良好な都市空間の形成や積極的な市街地の整備を通じて、今後は海外からの企業・人材の受け皿と

して、さらなる都市拠点化を推し進め、国全体の成長を牽引する都市・大阪の中核として、中之島をより一

層強力な国際競争力を有する地域にしていくことを目指している。 

※大阪市http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/toshikeikaku/0000153393.htmlより 

 こうした流れに加え、平成20年の京阪中之島新線が着工されることを契機に、中之島の再開発が促進され、

中之島を地域としてまとめていく仕組みが必要になり、企業等30社で構成される｢中之島まちみらい協議会｣

が設置されている。（http://www.nakanoshima-style.com/topic/city/） 
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 ※参考情報・引用＝http://www.nakanoshima-style.com/topic/2006/05/post-101.html 

 

企画の経緯（２） 

社学連携事業「アートエリアB１」の持続可能なモデルの推進の必要性 

（恊働実践の継続、オープンイノベーションの公共・公益性の拡張、知と感性のネットワーク形成） 

 中之島地域における社学連携事業（学術、文化及び教育を通じた本学と市民・社会との連携）として「ア

ートエリアB１」がある。この事業は、企業／大学／NPO（京阪電車／大阪大学／ダンスボックス）が、中之

島地域を結ぶ鉄道である京阪電車中之島線の開発事業に伴い、なにわ橋駅の地下１階コンコースを都心のコ

ミュニティースペースとして活用すべく、駅建設中の2006年から、通算、３年間の社会実験を経て、“コミ

ュニケーション空間としての駅の可能性”を示唆し、持続可能なコラボレーションモデルを模索する社学連

携事業として多様な事業を展開している。 

 ※工事現場での社会実験の様子と中之島線開通後のなにわ橋駅地下コンコース「アートエリア B１」  

 本拠においては、大阪大学が主体的に実施している対話プログラム「ラボカフェ」が、【国民との科学・技

術対話(アウトリーチ)の義務】に対応する学外のアウトリーチ活動拠点の一つとして定着しているとともに、

三者恊働による年二回の企画展（「鉄道芸術祭」・「サーチプロジェクト」）等を通じて、【文化庁長官賞】受賞

や、各種マスコミで取り上げられる機会が多く、高い社会的評価を得ている。  

 本拠は、多世代・多層的な人々が出会い対話し、新たな価値創造に繋がる知と感性の拠点として定着しつ

つある。しかしながら、本拠における科学技術コミュニケーションの推進は、一部の公的資金の配分を受け
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た大型プロジェクトによるアウトリーチ活動に限られており、この場の可能性を十分に活用しているとは言

い難い。また、様々な企業が集中する中之島地域においては、オープンイノベーションの潜在的な可能性が

多分に含まれており、そうした活用も未着手である。そこで本拠の課題としては、三者運営の拠点という枠

組みを越えた、中之島や関西エリアにおける、人文科学や社会科学の視点を取り入れた領域横断による科学

技術イノベーションに繋がる【知と感性のネットワーク拠点】としての可能性を高め、より社会に開かれた

公共・公益性を拡張する機会の創出が不可欠となっている。 

 

 

１．３ 長期目標 

科学技術への信頼を取り戻すためには、科学技術に関する様々な情報の正負の両面に同時に触れ、それに対

する素朴な疑問を呈し、異なる意見や関心を持つ人多様な人同士で対話する機会、すなわち「双方向型」の

科学技術コミュニケーションの定着が不可欠である。課題を解決するために、多分野の専門家や協力機関と

の連携をはかり、科学技術リテラシーに資する複眼思考・視野を養うべく設定したテーマ群に関するプログ

ラムの企画実施をおこなう。この活動を通じて大学のアカデミックリソース、企業等のイノベーション力、

NPOの市民力、芸術文化施設等の先駆的感性の超域力を複合的に組み合わせた新たなネットワークを構築す

る。本活動の拠点としては、大阪中之島地域における大阪大学の社学連携事業拠点「アートエリアB１」を活

用し、中之島や関西における、人文科学や社会科学の視点を取り入れた領域横断による科学技術イノベーシ

ョンに繋がる【知と感性のネットワーク】を構築し、より公共・公益性の高い持続可能な事業モデルの推進

を目指す。 

課題）科学技術への信頼回復と双方向型科学技術コミュニケーション 

   社会的課題の解決や科学技術リテラシーに資する多様な対話の「場」の定着            

解決方法） 

・「アートエリアB１」を発展的に活用した「対話の場」の創出 

・ 科学技術や社会的課題を多分野の横軸に広げた多元的なコミュニケーションの機会の創出 

・ 分野や組織を横断する複合的な組合せとネットワークの構築 
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◆目標１）科学リテラシーに資する知のネットワーク構築 

科学技術のみならず、哲学・アート・臨床医療や看護・こども等の多分野との複合的な活動を展開

することにより、社会生活に深くかかわる科学技術の問題、すなわち、科学技術に関する正負の情報

への接触、異なる興味や立場の人々が集い、話し合う「対話の場」の定着と、科学リテラシーに資す

る複眼思考の熟成に繋がる、中之島地域のポテンシャルを活かした知のネットワークの構築とする。 

 ・複眼的思考に資する多分野における「対話の機会」の創出（ラボカフェ） 

 ・複数の場所・多様な手法・多岐にわたる恊働者とのプログラム提供（博物館、科学館での WS） 

◆ 目標２）先駆的実験性の社会的価値の明示・共有に関する仕組みづくりの試行      

ー新しいタイプの産学連携ー 

知のネットワークの構築を目標とした諸活動では、【営利≒短期利益追求】を根幹とする経済・産

業界の規範や組織風土と、それらを構成する個人の価値観を正統的に再構築することが不可欠である。

そのためには、先駆的実験性の高い試みを牽引し、なおかつ、公共・公益性の高い国立大学が、【非

営利≒長期価値追求】を前提とする、パブリック・リレーションズの理念と社会的価値を、主導的に

掲げる必要がある。そして理念の実現には、企画を実施する組織内における説明根拠の明示・賛同が

前提となるため、目標は先駆的実験性の社会的価値の明示と共有のための仕組みづくりの試行とする。 

 ・最先端研究のアウトリーチ活動の多様な企画モデルを実現（知デリ） 

 ・人文・社会科学の知見を取入れた新しいタイプの産学連携イノベーション（異業種カフェ） 

◆目標３）企画（活動）の継続を指向する HUB 機能の基盤整備 

科学技術を基軸とした知のネットワークの社会的価値を追求する本企画では、３年間の企画を通じ

て、企画の主体者（機関・組織・団体・個人・場所等）の持続的かつ長期的な関わり方を可能にする、

人・モノ/場・コトを総合的に兼ね備えた拠点の整備が必要である。そこで、本提案の先行実践とす

る「アートエリア B１」を、本企画の継続に資する HUB 機能の基盤整備となることを目標とする。 

 ・継続的なネットワーク事業の HUB となる基盤（「アートエリア B１」）の整備と運営の継続 

 ・個人や団体が持続・長期的に関わる事が可能な場の生成 

 

 

１．４ 当該年度の目標 

■既存企画枠を活用した科学リテラシーに資する複眼的な科学技術コミュニケーションの機会の創出 

■新規企画（ネットワーク構築整備）と多様な手法・恊働者とのプログラム提供 

１） 既存の企画枠を活用した科学リテラシーに資する社会的課題の検証 

社会的課題に関する既存企画枠（対話プログラム「ラボカフェ」、公開研究会「知デリ」の実施。        

２）課題解決に資するネットワーク構築に資する新規企画の体制構築 

新規企画のための企画委員会の設置とプログラムの実施。 

３）新規企画（ラウンドテーブル・企画展等）による本企画の主旨目的の周知と実施体制の強化 

新規企画：ラウンドテーブル（異業種カフェ）、アート＆サイエンス企画展の実施。 
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２． 当該年度の実施状況 

【課題解決の方策】 

Ａ）課題解決のためのネットワーク構築 

 ネットワークの全体構想は、科学技術リテラシーに資する複眼思考・視野を養うべく予め設定したテーマ

群ごとに、多分野の専門家や協力機関との連携をはかり、社学連携事業「アートエリアB１」を中心とした各

所でのプログラムを通じて、実理に根ざしたネットワークを構築する。本企画では、大阪大学のアカデミッ

クリソース、企業等のイノベーション力、NPOの市民力、芸術文化施設等の先駆的感性の超域力を複合的に組

合せ、分野や組織を横断するネットワークの活用により、各テーマに関する研究を縦軸に深く掘り下げると

同時に、同テーマを多分野の横軸に広げた、多元的なコミュニケーションを通じて、市民主体型のアジェン

ダ案の構築の機会の創出や、研究者のアウトリーチの多様なカタチを、深く広く推進していくものである。 

（※以下a）〜e）を複合的に連携した企画を展開） 

a）大阪大学関連機関・施設 

 学内アウトリーチ機関・施設（総合学術博物館、21 世紀懐徳堂、アートエリア B１、中之島センター、ア

イ・スポット等）、研究室テーマ群に関する研究室におけるプログラムを実施する。 

b）プログラム連携・協力組織 

 既存の恊働関係組織（カフェフィロ、NPO法人ワークショップデザイナー推進機構、NPO法人ダ･ヴィンチ・

ミュージアム・ネットワーク、「知デリ」学生スタッフ等々）においてプログラムを実施する。 

c）複眼思考に資する多様な分野の専門家や実践者 

 研究者、サイエンスコミュニケーター、アーティスト、デザイナー、医療・福祉関係者、まちづくり関係

者等々と共に、共通のテーマ群に関するプログラムを実施する。 

d）中之島（及び周辺）地域の文化施設や組織 

 先駆的感性の超域力を有するデザインやアートに資する機関や施設（国立国際美術館、大阪市立美術館、

中之島デザインミュージアム、graf 他）との連携企画を計画・実践を目指す。 

e）｢中之島まちみらい協議会｣（企業等約 30 社で構成） 

 同協議会に属する京阪電車等を通じて、所属企業（朝日新聞社、朝日放送、住友病院、関西電力、NTT 他）

との連携企画を計画・実践を目指す。                      （※下記イメージ図） 
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Ｂ）複合的なテーマ設定と多様な手法・プログラムの実施 

 提案企画の全体構想としては、「科学技術」に興味がある人に限定された活動ではなく、専門的知識をも

つ者も含む多様なひとびとが当事者として話し合う機会を設ける。具体的には、時代のニーズや社会環境を

勘案した複数のテーマ群を設定し、科学技術のみならず、多分野との融合（アート、デザイン等）・複数の

場所（場所が有する特性や参加者層を考慮し設定）・多様な手法（公開対談、サイエンスカフェ、ワークシ

ョップ、企画展示等）・多岐にわたる恊働者（NPO、文化施設、クリエイター等）による対話プログラムや恊

働企画を実践する。その結果、社会的課題の検証や洗い出しに繋がるための科学技術コミュニケーションの

発展は元より、サイエンスとアートの融合によるイノベーションや都市再生の活性化に繋がる、探求的活動

を実践する。                                （※下記、イメージ図） 

 

 

【当初計画を踏まえた企画の進捗状況】 

◆当初事業目標  

社会的課題の解決のための個別の活動からネットワーク構築へ  

・アートエリア B１を企画の拠点・HUB にした知と感性のネットワーク構築 

・中之島の特性（文化施設・企業まちみらい協議会等）を活かす仕組みづくりと事業連携 

 「科学リテラシーに資する複眼思考と知と感性のネットワーク」の構築に際しては、マネジメントの有効

性を根拠に、アートエリアB１を企画の拠点・HUBにしている。また、企画立案に際しての現状認識や各機関

担当者への事前ヒアリングによって、複眼思考の必要性、および、分野や組織を横断する実践の機会が希少

であり、（社会的）ニーズの高さを実感している。よって今年度は科学技術リテラシーを伏線とした複眼思

考＝複数のテーマと手法に基づいた目標を掲げて計画を進めた。特に初年度となる初期段階（8-9月）は、各

種連携機関への参画交渉と企画委員会の設置と会議を重ね、本事業の基盤（骨格）形成に努めた。10月から

はプログラムの実施を本格始動させ、アートエリアB１既存企画（対話プログラム「ラボカフェ」、「知デリ」）、

および、新規ネットワーク企画（ラウンドテーブル、異業種カフェ・イノベーションミーティング）の企画

調査や企画委員会等の実施と共に、プログラムの開催・記録を行なった。 
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アート（芸術文化）中心からサイエンス（科学技術）のクローズアップへ  

・科学技術を主題にした事業展開 

・科学技術リテラシーに関するノウハウの蓄積 

 既存プログラム（ラボカフェ）では、これまでのテーマの中核であったアート分野から、放射能（ガイガ

ーカウンター）、防災（逃げ地図）、医療研究の最前線（ふたご研究）といった科学技術に関するテーマを数

多く取り上げている。加えて主幹機関である大阪大学 CSCD の 10 周年事業と連動して、本学豊中キャンパス

にて行われた科学技術社会論学会（STS 学会）や、不特定多数が往来する阪急梅田祝祭広場にて「知デリ」

を開催し、前者は学会参加者である複数の研究者に対して、後者は一般の方々に対して、科学コミュニケー

ションやアウトリーチの新たな在り方を提案することができたと考える。 

 

 コミュニケーションからイノベーションへ  

・分野・組織・人材・テーマの新結合 

・社会のニーズ・シーズに関する対話 

・革新的イノベーションの仕組づくり 

 新規ネットワーク企画のラウンドテーブル（異業種カフェ）では、プログラムのシリーズ化に伴うテーマ

の検討において、資料の蓄積や関連機関（個人）の参画による関係構築が充実しつつあり、社会的課題に資

するネットワークの整備に着手できていると考える。特に、中之島（まちみらい協議会）における社会的課

題としては、「都市防災。環境・エネルギー・スマートコミュニティ」や「情報・ネットワーク・都市プロモ

ーション」について検証の実績があることが判明した。これらは、単に中之島のみの課題ではなく、多くの

都市機能の課題としても反映（想定）が可能なテーマであり、本事業の中核的テーマが洗い出されつつある

と考える。 

 

 

※ 「中之島の社会的課題を考えるラウンドテーブル-0」参加者からの意見（板書） 
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【おもな活動内容および実施状況】 

１）仮運営委員会の実施                                                                       

・ 連携機関、外部評価委員等の選定、交渉担当者や諸条件について検討・決議を行なう。 

２）参加連携機関への交渉・調整                                                   

・ 外部評価委員、学外参加機関の運営委員、各種企画委員等への参画の交渉・調整を行なう。  

・ 実施プログラムの大枠を決め、参加機関と実施企画についての提出依頼と調整を行なう。 

３）企画調査・企画委員会等の実施 

・ 既存企画（「ラボカフェ」、「知デリ」）や参加機関企画と、新規企画（ラウンドテーブル、イノベー

ションミーティング等）の企画会議を開催し、社会的課題解決に資するネットワークを整備する。 

 ３−１）既存企画（対話プログラム「ラボカフェ」、「知デリ」）の枠組と参加機関の活用 

    A=ラボカフェ実務・委員（主幹機関 CSCD、参加機関カフェフィロ他、その他機関） 

    B=「知デリ」実務・委員（主幹機関 CSCD、学生企画スタッフ） 

    C=参加機関（大阪大学総合学術博物館、21 世紀懐徳堂） 

 ３−２）新規ネットワーク企画（ラウンドテーブル、イノベーションミーティング等）各実務・委員会の設置 

    A=ラウンドテーブル実務・委員（朝日放送、朝日新聞、国立国際美術館、京阪電車） 

    B=イノベーションミーティング実務・委員（参加機関中之島まちみない会議幹事、デザインミュージアム） 

    C=参加機関との連携企画実務・委員（参加機関ダ•ヴィンチミュージアムネットワーク＋大阪市立科学館）            

４）HUB 機関「アートエリア B１」運営委員会（臨時）実施 

・ 基盤の拠点として、先行実践のコミュニティースペース「アートエリア B１」を位置づけるため、

運営サポートやマネジメント協力の承諾を得る。 

５）既存・新規企画・参加機関プログラムの実施 

 ・既存企画活用＝対話プログラム「ラボカフェ」、公開研究会「知デリ」、企画展「サーチプロジェクト」 

 ・新規企画実施＝中之島ラウンドテーブル（異業種カフェ）、子ども WS、公開講座等 

※ 各実施プログラムの詳細は、以下記述の抜粋情報を参照 

  ６）外部評価委員会の実施（2015.3.20 場所：大阪大学コミュニケーションデザイン•センター） 

 

【主な実施プログラム概要 ※抜粋】 

◆ 複眼的思考に資する多分野における「対話の機会」の創出 

対話プログラム「ラボカフェ」（アートエリア B１、9月〜3 月） 

「ラボカフェ」とは、大阪大学が社会の様々な組織や個人とのコラボレーションを通じて、主題に応じた対

話を繰り広げる社学連携事業である。 

 主には、中之島のコミュニティースペース「アートエリア B１」にて、平日夜を中心に年間を通じて、哲

学、アート、サイエンス、減災、医療等、多岐に渡るテーマに基づき、対話、レクチャー等の様々なプログ

ラムを実施。本企画では、これまでのテーマの中核であったアート分野から、科学技術や医療・福祉・まち

づくり等を中核にすえ、放射能（ガイガーカウンター）、防災（逃げ地図）、医療研究の最前線（ふたご研究）

といったプログラムを数多く設定することができた。 

 また、サイエンス・カフェに留まらず、科学に関心が希薄な一般参加者が自然に科学的テーマに接するこ

とが可能な哲学や演劇やダンス等の複合分野と融合した手法を用いることにより、科学技術や学術的テーマ

には関心が希薄な参加者へのアプローチが可能となり、科学コミュニケーションや学術研究アウトリーチの
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新たな在り方を提案している。（以下、実施風景は画像、テーマ群は表を参照） 

対話プログラム「ラボカフェ」異なる手法・テーマの実施例（場所：アートエリア B１） 

 

 

 

 

 

 

 

医学研究の最前線「ヴァーチャルリア
リティと医療技術のいま（2015.2/18）

医療Oculus Riftをはじめとしたヘッ

ドマウントディスプレイの低価格化

などによるヴァーチャルリアリティ

（VR）を医療現場に導入する昨今。VR

実装の研究者、VRプログラマーととも

に、VRと医療技術の可能性と、私たち

の生活への具体的な関わりについて、

参加者とともに考える場を提供した。

 
認知症カフェ 
「認知症と呼ばれる人との関係を考
え直す」（2015.1/29） 

医療化された「認知症」についてだけ

ではなく、「認知症の人と呼ばれる老

い人」とその家族・地域コミュニティ

の関係をどのように豊かなものにす

るのかを一緒に考える場を共有。講師

による身体コミュニケーションの視

点を踏まえたアクティブな振る舞い

を実践しながら対話を繰り広げた。 

 
 
 
OSAKAN CAFE vol. 6「近世大坂が生ん
だ天才学者 富永仲基」（2015.3/14）

江戸時代中期の大坂で天才思想学者

といわれた富永仲基は、若干十五歳で

最初の論文を著した。『翁の文』『出

定後語』などの著作は、当時では非常

に先進的な考え方であり、東洋史学者

の内藤湖南は「日本人が學問を研究す

るに、論理的基礎の上に研究の方法を

組立てるといふことをしたのは、富永

仲基一人と言つても宜しい位であり

ます。」と称えている。生誕300周年

2015年、富永仲基の「天才ぶり」を知

る機会と彼を生み出した大阪の「精神

風土」を考える場を提供した。 
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活動名称（テーマ） 対象 参加者数

“知と感性のネットワーク”シリーズ「放電ノイズを操る、伊東篤宏の仕事」 一般 26 名 

“知と感性のネットワーク”シリーズ・学生プレゼンテーション 

「阪大生による企画提案ー中之島×アート etc,,,」 
一般 23 名 

シリーズ“産む”を考える「オープンミーティング 2」 一般 6 名 

子カフェ「ママの働き方-2」 一般 10 名 

シアターカフェ「専門家 vs 非専門家ドラマティックバトル」 一般 11 名 

中之島哲学コレージュ 哲学カフェ 「アンドロイド」 一般 18 名 

シリーズ・科学技術イノベーション「科学コミュニケーションとイノベーション」 一般 15 名 

まちカフェ「郊外住宅地の高齢化を考える」 一般 30 名 

“知と感性のネットワーク”シリーズ オルタナティブカフェ「逃げ地図 コミュ

ニケーションツールとしての避難地図」 
一般 6 名 

“知と感性のネットワーク”シリーズ 医学研究の最前線「ふたご研究の最

前線と可能性」 
一般 13 名 

“知と感性のネットワーク”シリーズ オルタナティブカフェ「“私たち”にとって

の放射線を考える」 
一般 26 名 

中之島哲学コレージュ「介護は誰の役割!?」 一般 24 名 

認知症カフェ「認知症と呼ばれる人との関係を考え直す」 一般 32 名 

“知と感性のネットワーク”シリーズ 医学研究の最前線「ヴァーチャルリア

リティと医療技術のいま」 
一般 26 名 

認知症カフェスペシャル「身体コミュニケーションの可能性−ダンスとロボッ

トー」 
一般 24 名 

大阪大学 21 世紀懐徳堂塾 OSAKAN CAFÉ  

「近世大坂が生んだ天才学者 富永仲基」 
一般 92 名 

“知と感性のネットワーク”シリーズ 医学研究の最前線「誤解だらけのがん

検診」 
一般 19 名 

認知症カフェ「食べることの可能性を歯医者さんと考える」 一般 35 名 

 

 

◆ 最先端研究のアウトリーチ活動の多様な企画モデルを実現 

実施例）アート＆テクノロジー知術研究プロジェクト「知デリ」（11 月２回開催） 

アート＆テクノロジー知術研究プロジェクト「知デリ」は、大学と社会が連携して、アートや科学技術、文

学など、様々な領域で活躍するゲストを迎え、表現や技術について話し合うトークプログラムである。それ

ぞれの専門領域における「知術」（知識と技術）を参加者のみなさんと横断・交換し、新しい発想の創出やア

イデアの実現につなげることを目指している。また、2007 年度からは学生による企画・運営もおこない、異

領域のコミュニケーションデザインに関わる人材育成の場にもなっている。今回はアーティスト・明和電機

の土佐信道氏とロボット研究者・浅田稔氏を講師に迎え「機械仕掛け（ロボット）」をテーマにテクノロジー

の限界と“その向こう”について対話が繰り広げられた。学生企画では、大阪大学豊中キャンパスにて行わ
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れた科学技術社会論学会（STS 学会）に合わせて知デリを開催。テーマ「ありかのありか 宇宙と写真の存在

論」に基づき、写真家の佐藤時啓氏と宇宙物理学者の藤田裕氏を講師に迎え、見えないけれども認識してい

るもの、どのようにして見えないものが存在していると証明するのか、また、見えないものの存在をどのよ

うにして可視化するのかなどについて二人の対話が繰り広げられた。前者は学会参加者である複数の研究者

に対して、後者は一般の方々に対して、科学コミュニケーションやアウトリーチの新たな在り方を提案した。 

 

「機械仕掛けにもほどがある？」（2014.11.25 場所：阪急うめだ本店•祝祭広場） 

 

 

◆ 人文・社会科学の知見を取入れた新しいタイプの産学連携イノベーション 

◆ 分野や組織を横断する複合的な組合せとネットワークの構築 

「中之島の社会的課題を考えるラウンドテーブル」の実施（場所：アートエリアＢ１） 

 

 大阪中之島は、水都大阪を象徴する東西約 3km の水辺の島に市役所・企業本社・メディアや文化施設等の

社会を構成する多様な機関が集積する特異な地域である。本企画では、それらを構成する多様な個人が当事

者となって、社会的課題の検討や解決に繋がるアイデアについて考える場をつくり、参加者間の対話の時間

を共有するための機会を創出する。単独企業や同業他社では困難な社会的な主題に関するオープンイノベー

左：浅田稔氏（大阪大学） 

右：土佐信道氏（明和電機） 

【企画会議の開催日】 

8/27,9/17,9/29,10/31,11/13,12/15 

2015 年 1/13,2/27 

【プログラム開催日とテーマ】 

2014.11/28 ラウンドテーブル-1 

2014.12/14 ラウンドテーブル-2  

2015.1/30 都市防災 

2015.2/27 情報・ネットワーク 

2015.3/20 スマートコミュニティ 
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ションのプログラムを実施し、人文・社会科学の知見を取入れた新しいタイプの産学連携事業の基礎づくり

の実践を目指している。プログラムのシリーズ化に伴うテーマの検討においては、資料の蓄積や関連機関（個

人）の参画による関係構築が充実しつつあり、社会的課題に資するネットワークの整備に着手できている。   

 特に、中之島（まちみらい協議会）における社会的課題としては、「都市防災。環境・エネルギー・スマー

トコミュニティ」や「情報・ネットワーク・都市プロモーション」について検証の実績があることが判明し

た。これらは、単に中之島のみの課題ではなく、多くの都市機能の課題としても反映（想定）が可能なテー

マであり、本事業の中核的テーマが洗い出されつつあると考える。 

 

 

◆複数の場所・多様な手法・多岐にわたる恊働者とのプログラム提供 

子どもワークショップ：マチカネワニロボット作成

ワークショップ 

（2015.1.12 場所：大阪市立科学館） 

NPO 法人ダ•ヴィンチミュージアムネットワーク、大阪市

立科学館との連携事業。 

大阪大学の敷地内で見つかった古代ワニ（マチカネワニ）

をモデルに、ロボット制作ワークショップを行い、子供と

その保護者に科学技術へ親しんでもらうことを目的に行

われた。 

 

 

ラボカフェスペシャル[アヴァンギャルド?オオサカ  ここは大阪 なかのしま〜 私流・中之島論

（2015.1.12 場所：アートエリアＢ１、大阪市中央公会堂） 

 大阪大学総合学術博物館との連携事業。 

  

フォーマルで堅苦しい都市経営論やまちづくり論を離れ、

３名の講師による、三者三様の"私流中之島論"を聞いた後、

参加者とともに今後の「なかのしま」について考える対話

を行った。トークの後は大阪市中央公会堂特別室の見学と、

蓄音機によるミニコンサートが行われた。 

 

 

◆継続的なネットワーク事業の HUB となる基盤 「アートエリア B１」 の整備と運営の継続 

HUB 機関「アートエリア B１」運営委員会（臨時）の実施 

（2014.9.25 場所：アートエリアＢ１） 

  

社会的課題に資する多様な機関とのネットワーク構築に不

可欠な基盤の拠点として、先行実践のコミュニティースペ

ース「アートエリア B１」を位置づけるため、運営サポート

やマネジメント協力の承諾を得る。 
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◆ 最先端研究のアウトリーチ活動の多様な企画モデルを実現 

◆ 人文・社会科学の知見を取入れた新しいタイプの産学連携イノベーション 

企画展示：サーチプロジェクト vol.4  

「ニュー“コロニー／アイランド” ～“島”のアート&サイエンスとその気配～」 

（2015.1 月〜企画調査•準備、3 月 28 日〜6月 28 日展覧会会期 場所：アートエリアＢ１） 

 異なる意見や関心を持つ多様な人同士が対話し、その結果が共有される「場」の定着には、それらを享受

する個々人の観察力・批判的思考力・コミュニケーション力を育む、ヴィジュアル・シンキング・ストラテ

ジー（VTS）が重要である。そこで、本企画の HUB 拠点であるアートエリア B１が主催する事業「サーチプロ

ジェクト」と連携して、“アート＆サイエンス”をテーマにした VTS の機会を創出した。 

 サーチプロジェクトとは、子どもから大人までを対象としたアートや知の可能性を探求（＝search）する

企画展である。４回目となる本年度は、本支援事業の採択を受け、アートエリア B１としても初となるテー

マ“アート＆サイエンス”に着手することとなった。企画に際しては、アートエリア B１委員を軸にしなが

ら、学術研究者、建築家、メディア・アーティストといった分野融合型プロジェクトチームを結成した。 

※画像左）上田研究室での会議 ※画像右）「粘菌が考えた」北海道の交通網（中垣教授提供） 

 企画展のテーマには、知と感性のネットワーク”という抽象度の高いイメージを視覚的に具現化するタイ

トル「ニュー"コロニー/アイランド"島"のアート&サイエンスとその気配」と冠して、"島やコロニーの実験・

創造性"と"粘菌の知と工学的ネットワーク"をテーマに、企画展と講座やワークショップ等の多彩なプログラ

ムを開催するものである。 

 これらは、本提案事業の拠点であり、（中之島まちみらい協議会との企画でも取り上げている）島という文

化の特異性に着目するとともに独立した構造を活かした実験場の象徴とし、加えて菌類の生体は、生物模倣

工学、都市・情報工学、地理学などの学術分野を横断する“表現や研究の核＝メディア”となっている。 

 また本展は、【1/150 中之島の特性模型＝粘菌培地、特殊ミスト、スマートフォンと GPS データ、CG プロジ

ェクション、３Dプリンター、椎茸栽培、粘菌観察スケッチ、科学映画や資料等々】の様々なアイデア・手

法・技術が盛り込まれており、「デザインとアートと科学技術の融合」をテーマにした、ヴィジュアル・シン

キング・ストラテジー（VTS）においても、全く新しいタイプのアウトリーチの提案となっている。こうした

専門領域の融合により、新たなアイデアや知見に繋がる契機となり、研究や創造・表現活動を通じたイノベ

ーションの試行として重要な意味を持つと考える。 

【以下、企画展主旨・概要・展示構成等の詳細は、企画書・プレスリリース 2015.3/14ver からの抜粋を参照】 
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企画展示：サーチプロジェクト vol.4  

「ニュー“コロニー／アイランド” ～“島”のアート&サイエンスとその気配～」 

企画主旨 

■コロニー／アイランドの実験・創造性 

「島」は、周辺を河川や海で囲まれた孤立性を有すると同時に、人や情報の流入出によって独自のネットワ

ークを形成し、多様な固有性をもっています。また、島と類似した構造や意味をもつ「コロニー」は、生活

共同体や療養施設、同種または異種の動植物または細菌等の集落を示します。そのような「島」と「コロニ

ー」は、独立した環境や構造を活かした実験場として、あるいはイマジネーションを刺激する表現の源とし

て、SF アニメや小説、映画等で象徴的な環境として描かれています。 

■粘菌の知と工学的ネットワーク 

【粘菌の知】は、元大阪大学名誉教授の神谷宣郎氏を第一人者として国内でも様々な研究が進められ、近年

は、単細胞でありながら迷路を解き、交通網の設計さえも行うことで注目を集めています。【きのこ】は、

有機物を分解して無機物に還元し、最終的に土に戻す働きを行うことで知られ、いずれも地球生態系の中で

その重要性が認められています。 

他生物と共生し、多様性をもって豊かな発達を遂げているそれら菌類の生体は、表現や研究の核として取り

扱うことが可能であり、作曲家のジョン・ケージや、博物学者の南方熊楠がその魅力に取り憑かれたことで

も知られています。また、生物模倣工学、生物学、都市工学、情報工学、宇宙工学、物理学、民俗学、地理

学、都市防災など様々な学術分野を横断するテーマとなっています。  

■島のアート＆サイエンスとその気配 

「コロニー／アイランドの創造性」および「粘菌の知と工学的ネットワーク」をテーマに子どもから大人ま

でを対象にしたアート＆サイエンスの企画展を展開。会場では、スケールダウンした中之島で粘菌が生息す

る＜仮設空間＞と、中之島を実測したGPS データや画像から生成された＜仮想空間＞が共存・横断し、粘菌

の知性や来場者の行動から派生したネットワークを可視化します。 

都市における「島」のひとつである、アートエリアB1 が位置する「中之島」は、1615 年より開拓が始まり、

今年で生誕400 年を迎える人工島として、大阪市庁舎や企業本社、文化施設、新聞社や放送局等のメディア

等、社会を構成する様々な機関が集中しています。この「島」の地下に生まれたコロニーで展開される企画

展や講座・ワークショップ等を通じて、私たちを取り巻き、様々な社会問題を内包する都市環境やネットワ

ークの在り方を新たな感覚で知覚し、考える機会になれば幸いです。 

 

■ プロジェクトメンバー 

上田昌宏（大阪大学理学研究科教授）、中垣俊之（北海道大学電子科学研究所教授） 

dot architects（建築家）、yang02（アーティスト）、稲福孝信（アーティスト、プログラマー） 

 

■展示プログラム 

本展では、学術アドバイザーである研究者、空間デザイン・設営を担う建築家チーム、ビジュアルイメージ

を創り出すメディア・アーティスト、プログラマーによるプロジェクトメンバーの専門知と技術の組合せに

より、既存の作品展や学術展示ではなく、“島・コロニー”をモチーフにして、アートとサイエンスの創造性

を融合させた独創的な構成と、参加・更新型の仕組みによって多様で新たな“知覚”と出会う場を創出。ス

ケールダウンした中之島に粘菌が生息する＜仮設空間＞と、中之島を実測した GPS データや画像から生成さ
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れた＜仮想空間＞が共存・横断し、粘菌の知性や来場者の行動から派生したネットワークを可視化。 

■構成内容＝以下の８つのエリアで構成 

a）研究活動に関する画像資料、科学映画、参考書籍の閲覧コーナー 

b）仮設空間＝粘菌生息培養地および 3D プリンタによるオブジェが配置される 1/150 の中之島の模型・地形 

c）仮想空間＝中之島のフィールドワークデータを元にデジタル返還されたプロジェクション 

d）観察日記＝来場者やスタッフによる粘菌のスケッチ（粘菌動向のアーカイブ・ドローイング） 

e）ラボ 1（粘菌）＝粘菌を培養する実験室 

f）ラボ 2（3D オブジェ）＝中之島のフィールドワークデータを成形・出力する 3D プリンター等 

g）ラボ 3（椎茸）＝仮設空間（1/150 の中之島の模型・地形）に登場する粘菌以外の生物（しいたけ）培養

h）鳥居・拝殿・奥院・神棚＝粘菌の存在（知性や感性）の意味性を象徴する建物群 

※画像 会場入口 
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※会場風景１ 画面中央＝仮設空間の中之島（1/150 模型・粘菌培地） 

       画面左＝仮想空間の中之島（3D データ変換された映像プロジェクション） 

           画像右＝粘菌観察コーナー（顕微鏡、スケッチ掲示等） 

 

※会場風景２ 画面中央＝仮想空間中之島と連動する粘菌観察カメラと菌核を祀った「菌核寺」 

           画面左＝中之島の撮影データを出力する 3D プリンターラボのビニルハウス 

           画面右＝粘菌培養用の椎茸栽培コーナー 
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※画像左）菌核を祀った社、※画像上右）中之島型の粘菌を培養する極小シャーレと撮影用カメラ 

 

 

※画像左）粘菌培養のための室、 ※画像右）粘菌培養に最適な湿度・温度を管理された室の中 

 

 

※画像左）ビニルハウス内部＝撮影データ出力用の 3D プリンター等、※画像右）粘菌培養用のミスト 
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※研究資料コーナー 画像中央＝粘菌研究の科学映画 

          画像左＝関連書籍、画像右奥＝上田研究室・中垣研究室提供映像等 

■研究資料・科学映画について 

 

  

 

「生きものは動く 第２部原形質流動」 
1981 年公開／総合指導：神谷宣郎／脚本・演出：岡田一男・後藤雅毅 
高度に進化した動物の筋肉の収縮運動も、原始的な植物細砲の原形質流動も共通
してＡＴＰによるェネルギー供給とアクチン、ミオシンという二種類の蛋白質の
相互作用によってひきおこされる。このフィルムはアクチンとミオシンの働きを
筋肉で説明したあと、その相互作用を車軸藻類のフラスモと粘菌変形体を使った
様々な実験によって観察し最先端の研究成果を紹介。それらは、いずれも我国が
世界に誇る研究成果であり、その映像化は、内外の科学映画祭において最高の注
目と評価を受けることとなった。第 19回 ANZASS 国際科学映画エキジビショング
ランプリオルビット賞（シドニー1980 年）、第９回ブラッセル自由大学国際科学
技術映画祭グランプリ（ブラッセル 1982 年）、同上 細胞生物学賞を受賞。 

 

細胞性粘菌の生活史―単細胞から多細胞へ」  
1982 年公開／監修：山田卓三(兵庫教育大教授)／演出･脚本：樋口源一郎 
「文部省選定 科学技術映画祭 科学技術庁長官賞」受賞作。細胞性粘菌のアメー
バ誕生から、集合して一つの形成体をなし、光を求めて移動し分化するまでを記
録。単細胞から多細胞への移行、細胞分化という生物学上未解決の問題点を探る。 
 

「細胞性粘菌の行動と分化 解明された土壌の生態」  
1992 年公開／監督：樋口源一郎 
細胞性粘菌の土壌環境における生態を追求したドキュメンタリー。監督は樋口生
物科学研究所所長の樋口源一郎。本作品では、それ以前に観察された細胞性粘菌
の寒天培地など人工環境下での動態と対比させながら、土壌環境下での生態をさ
らに深く追求。1992 年度キネマ旬報文化映画ベストテン第 8 位。 
 
「真正粘菌の生活史 進化の謎・変形体を探る」 
1997 年公開／監督：樋口源一郎 
土壌微生物の種類である粘菌と呼ばれる菌の生態を追った科学映画。一般には聞
き慣れない真正粘菌を、3 年間にわたってさまざまな角度から追い続け、その全
容に迫ろうとした力作。第 38 回科学技術映像祭優秀作品賞（科学技術庁長官賞）
受賞。97 年度キネマ旬報文化映画ベスト・テン第 2 位。 
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■ プロジェクトメンバーについて 

 

粘菌を用いた北海道の 
鉄道網のシュミレーション 

 
誘引物質の濃度勾配に対し
て走化性を示す細胞性粘菌
Dictyosteliumdiscoideumの
アメーバ細胞 

 
MEDIA/ART KITCHEN 
YAMAGUCHI 
地域に潜るアジア： 
参加するオープン・ 
ラボラトリー 
山口情報センター / 2014 

 

《SENSELESS DRAWING BOT》 
“自動グラフィティ装置” 
drawing-botを用いた作品 
 Photo by Yohei Yamakami 
 

 
《granularviews》2011 
Photoby Yohei Yamakami 

 
 

上田 昌宏（うえだ・まさひろ） 

大阪大学大学院理学研究科生物科学専攻教授。博 士（理学）。1995 年大阪大学大

学院理学研究科生理学専攻博士課程修了。1996 年ドイツ・ミュンヘン大学にて日

本学術振興会・海外特別研究員，2000 年 JST さきがけ研究員，2006 年大阪大学

大学院生命機能研究科特任教授を経て，2012 年より現職。また，2011 年理化学

研究所・生命システム研究センター・グループディレクターを兼務。おもな研究

分 野 は 細 胞 の 1 分 子 生 物 学 ， 生 物 物 理 学 。

http://www.bio.sci.osaka-u.ac.jp/bio_web/lab_page/ueda/index.html 

 

中垣 俊之（なかがき・としゆき） 

1963 年生まれ。北海道大学電子科学研究所教授。粘菌をはじめ、単細胞生物の

知性を研究する。北海道大学薬学研究科修士課程修了、名古屋大学人間情報学研

究科博士課程修了。製薬企業、通信制高校非常勤等を経て、理学研究所（1997 年

4 月～2000 年 10 月）。その後、北海道大学電子科学研究所准教授、公立はこだ

て未来大学システム情報科学部複雑系知能学科教授を経て現職。2008 年、2010 

年にイグ・ノーベル賞を受賞。著書に『粘菌 その驚くべき知性』等。 

 

dot architects（どっと・あーきてくつ） 

家成俊勝、赤代武志により 2004 年共同設立。大阪・北加賀屋を拠点に活動。建

築設計だけに留まらず、現場施工、アートプロジェクト、様々な企画にもかかわ

る。2014 年より土井亘が参画。「瀬戸内国際芸術祭 2013」では、小豆島を舞台に

キッチンやスタジオのある小さな建物を自力で建設｡失われつつあるプライベー

トなフィルムや写真のアーカイブを媒介にするなど､このエリアに暮らす人たち

と､ここを訪れた人々をつなぐ仕組みをつくり出す｡その他のプロジェクトに、

「MEDIA/ART KITCHEN YAMAGUCHI―地域に潜るアジア：参加するオープン・ラボ

ラトリー」（山口情報芸術センター、2014）、美井戸神社（アート小豆島・豊島 2014、

小豆島 醤の郷＋坂手港プロジェクト、2014）など。http://dotarchitects.jp 

 
yang02（やんつー） 

1984 年、 神奈川県生まれ。2009 年多摩美術大学大学院デザイン専攻情報デザイ

ン研究領域修了。デジタルメディアを基盤に、グラフィティやストリートアート、

パブリックアートなど公共圏における表現にインスパイアされた作品を多く制

作。インスタレーション、ディバイスアート、ソフトウェアアート、ネットアー

ト、パフォーマンスなど、表現形態にとらわれず、常態化された概念を疑い、作

品を通して既存の価値感に対して問題提起をおこなう。菅野創との共作

「SENSELESS DRAWING BOT」が第 15 回文化庁メディア芸術祭、アート部門におい

て新人賞を受賞。2013 年、新進芸術家海外研修制度に採択され、バルセロナとベ

ルリンに滞在。http://yang02.org/ 

 
稲福孝信 （いなふく・たかのぶ） 

1984 年、東京生まれ。プログラマー／アーティスト。自作のソフトウェア／ハー

ドウェアを用いたインスタレーションやパフォーマンス作品などを制作し、プロ

グラマーとして他作家のサポートや舞台制作、Web サービスの開発などにも携わ

る。参加展覧会に『ユートピアのお知らせ』（akibatamabi21、2011）など。また

「ARTSAT：衛星芸術プロジェクト」の作品制作メンバーとして、NTT インターコ

ミュニケーション・センター [ICC]や東京都現代美術館での展示に参加。

http://www.inafact.net/
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３．ネットワークの活用・構築の状況 
 

 中之島は市役所・企業本社・科学館・図書館・美術館・裁判所等の社会を構成する多様な機関・組織が集積し、企

業等 30 社で構成される｢中之島まちみらい協議会｣が設置されている。また、中之島は国土交通省により、民間の活

力を中心とした「特定都市再生緊急整備地域」（都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域）として政令で

も明示されている。本企画では、こうした中之島地域の特性を活かした事業の展開を目指し、各組織を構成する個人

＝様々なアクター（サラリーマン、NPO スタッフ、クリエイター、行政関係者など）が当事者となって直接的に関わる事

が可能な仕組みをつくり、単独企業や同業他社では困難な社会的な主題に関するオープンイノベーションによる新し

いタイプの産学連携事業への展開を目指している。 

※参考画像・引用＝「Nakanoshima-Style.com」http://nakanoshima-style.com/kaihatsu/kaihatsu1.htm 

主な連携機関による委員会等：ネットワークの活用・構築の状況 

運営委員会 博物館、広報社学連携などの学内アウトリーチは元より、アートエリア B１事務

局、ダビンチミュージアムや中之島まちみらい協議会メンバーの参加を含め、個

別の活動の枠組みを越えた展開を目指し、各所の連携を模索した関係を構築。 

CSCD 企画会議 ラボカフェ（対話プログラム）の企画立案と実施において、複眼的な科学リテラシ

ーに資する複合的なテーマや外部講師など対外ネットワークを構築。 

企画委員会（中之島ラウン

ドテーブル） 

中之島のメディアや交通等ネットワークを担う機関（朝日放送、朝日新聞、京阪電

車）の方々と、学術・文化を担う公益的な機関（国立国際美術館）による各機関ト

ップラウンドテーブルの実現に向けた検討会議を展開 

企画委員会（異業種カフェ） 中之島およびその周辺に主体を置く企業等 30 社が加盟する「中之島まちみらい

協議会」の幹事会メンバーから、都市プロモーション分科会、まちづくり分科会（エ

リア防災・スマートコミュニティ）の中心人物と、デザインミュージアムの代表者で

本委員会を構成。月一回程度の会議とプログラムを実施。 

アートエリアＢ１運営委員会 京阪電車・ダンスボックス・大阪大学（企業・NPO・大学）の三者による運

営委員会、および下部組織である実務者会議では、これまでのアートやデザ

インを主軸にした企画展開から、社会的課題やサイエンスに関する企画展開

を目指し、各種調査や準備を実施。３月末に三者主催事業「サーチプロジェ

クト」においては初となる、アート＆サイエンスをテーマにしたヴィジュ

アル・シンキング・ストラテジー（VTS）に関する本格的な企画展「ニ

ュー：コロニー＆アイランド〜島のアート＆サイエンスとその気配」を実施。
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４． 当該年度の成果及び波及効果 
 

１）市民社会に根ざした諸課題の検証 

［当初計画］ 

 科学技術や社会的テーマにもとづく、哲学やアートなど多分野の対話を通じて科学リテラシーの窓口が

広がり、複眼思考の醸成の機会を提供。また、市民のニーズや社会的課題を検証する。 

［計画を進める中で得られた成果］ 

既存企画(ラボカフェ)の社会的課題解決に繋がる発展的活用 

 ・三者運営から公益性の高い展開へ 

 ・テーマの拡張＝アートからサイエンスへ（複眼・複合的テーマ設定の考慮） 

 提案企画の拠点である「アートエリアB１」は、本支援を受けることで三者運営の拠点という枠組みを

越え、社会的課題の解決に資する都心のコミュニティースペースとしての役割に力点を置き、テーマの拡

張＝アートからサイエンスへを主眼にした、大阪大学のアカデミックリソース、企業等のイノベーション

力、NPOの市民力等を複合的に組合せた拠点機能を強化することが可能となった。 

 

２）社会的課題に資するネットワークの構築 

［当初計画］ 

 新規展開のイノベーションミーティンを通じて課題解決のためのネットワーク構築の基盤を整備する。 

［計画を進める中で得られた成果］ 

中之島の特殊性（ポテンシャル）を活かした新規企画の展開 

 新規の取組みの中でも特筆すべき成果としては、［異業種カフェ］企画委員会とのネットワークの構築

とプログラムの実施が挙げられる。協議会が策定する基本理念では、都市プロモーションや、まちづくり

（エリア防災・スマートコミュニティ）といった「環境推進都市」※が掲げられており、これまでも各種

調査や分科会の設置は行なわれてきた。これらの前提を踏まえ、［異業種カフェ］企画委員会として、利

害や立場が異なる企業人が、改めてプログラムのテーマ出しやゲスト講師の検討を通じて、産業経済的指

標とは異なる動機で社会的課題に取り組むという事は、これまでには無かったケースであると考える。こ

れは、本ネットワーク事業の支援を受けることにより、公的中立的機関である大学が主体となって事業を

推進することで、公共的な参加意義が生じたからに他ならないと考察する。 

 

出典：中之島まちみらい協議会作成パンフレットより抜粋 
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５．自己評価 

【テーマ群別の実施概要と分析】 

実施企画をテーマ群別に分類した結果、「アート＆サイエンス」をはじめ、概ね当初計画で掲げたテーマ

群について網羅されていると言える（下記 表 1参照）。や、テーマ群のバランスに過不足はあるが、中之

島地域の社会的課題の特性として捉え、今後、重点的に取り組む必要がある社会的課題（テーマ）を検討

していく。 

表 1.テーマ群別実施企画 

テーマ群 実施企画名 

まちづくり 

「中之島の社会的課題を考えるラウンドテーブル-0」 

「郊外住宅地の高齢化を考える」 

「アバンギャルド・オオサカ」 など 

防災安全 
「逃げ地図ーコミュニケーションツールとしての避難地図」 

「中之島の社会的課題を考えるラウンドテーブル-3“都市防災”」 

エネルギー・環境・社

会的リスク 

「“私たち”にとっての放射線を考える」 

「中之島の社会的課題を考えるラウンドテーブル-5“スマートコミュニティ”」 

医療健康 

医学研究の最前線「ふたご研究の最前線と可能性」 

中之島哲学コレージュ「介護は誰の役割!?」 など 

認知症カフェ「認知症と呼ばれる人との関係を考え直す」 など 

その他（アート＆サイ

エンス、イノベーショ

ン、ロボット等） 

「放電ノイズを操る、伊東篤宏の仕事」 

知デリ①：「ありかのありか 宇宙と写真の存在論」（テーマ：宇宙） 

知デリ②:「機会仕掛けにもほどがある？」（テーマ：ロボット） 

子どもワークショップ：マチカネワニロボット作成ワークショップ 

企画展示：サーチプロジェクト vol.4 「ニュー“コロニー／アイランド” ～ “島”のアート

＆サイエンスとその気配～」（3 月下旬〜） など 

 

 都市の中州・島の特異性を有する世界各国の類例と中之島の可能性 

中之島まちみらい協議会との恊働にて実施された「中之島の社会的課題を考えるラウンドテーブル-0〜4（異

業種カフェ）」等において、下記の事柄が明らかになった。 

■約３Km の中之島は、都市の中州・島の特異性を有する世界各国の類例（ナント島/ナント/フランス=約５

km、シテ島/パリ/フランス=約５km、ルーズベルト島/ニューヨーク/アメリカ=約３km、サウス・バンク地区、

ロンドン/イギリス=約４km、ムゼーウムス島/ベルリン/ドイツ=約２km、ユールゴーデン島/ストックホル/

スウェーデン=約４km）と比較しても、海外からの企業・人材の受け皿となる都市拠点化を推進し、国全体の

成長を牽引する国際都市大阪の中核となり得る。 

■土地開発の観点から言えば、まちづくりの規模としては極めて広域であり、ひとつのテーマでは括る事が

できない多様な要素、属性、地権者によるゾーニングが展開している特殊なエリアである。 

■川（水路）に囲まれた人工島である中之島地域は、島全域が広域避難区域に指定されているため、エリア

防災（都市防災プラン）や、スマートコミュニティとしての実装実験（モデル）の可能性が多分に含まれて

いる。 
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６． 外部評価 

 

外部評価委員（委員長） 

1）本事業の先駆的実験性、社会的意義について 

  

科学技術が、それぞれの細分化された分野において自立自足することが、一方で科学技術の発展を保証した

ものの、一方で取り返しのつかない程の社会的危機を招いてもいる時代に、改めて、哲学やアートといった

狭義の科学技術とは別の領域を導入して、双方向対話を可能にした仕組みの形成は、時代の要求に合致した

先駆性ある社会実験として評価できる。 

 

2）科学リテラシーに資する複眼思考の必要性について 

 

 都市における課題は、環境、防災、医療、福祉、教育、交通などなどさまざまに分類して対策を考えよ

うとしてきたが、実は全てが連動しているのであって、これまでの科学リテラシーはあまりにも細分化され

すぎていたといえよう。これに対して、全ての領域を総合的に捉える複眼思考によるリテラシーが浮上して

きた。ここに着目することは不可欠であり評価できる。 

 

3）社会的課題解決のためのネットワーク構築について 

 

 社会的課題の解決には、分野横断的な複眼思考が必要だとすると、多領域の専門家はもちろん、さらに

は非専門家の参画によるネットワーク形成が不可欠で、企業、メディア、美術館博物館、地域協議会、大学

はもとより、NPOや市民をも含んだネットワーク構築は評価できる。今後は、特に少子高齢社会における高

齢者の主体的社会参画を促進する仕組み提案を期待したい。 

 

4）対話による産学連携の仕組みづくりと拠点形成について 

 

 プロジェクト推進にあたって、常に異分野間の対話を心がけており、あわせて、中之島全体を視野に入

れ、拠点形成を図っている点は評価できる。興味深いのは、比較事例として参考に上げられているルーズベ

ルト島（NY）、ナント島（仏）等がことごとく近代産業が完全に疲弊した場の再生であるのに対して、中之

島は現役の島であり続けてきたことで、これが成功すれば新たなモデルの提示になる。あわせて、本プロジ

ェクトから得られた知見を政策提言として公表されることも期待したい。 
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外部評価委員 

1）本事業の先駆的実験性、社会的意義について 

 

・ 本事業は、専門性の中に閉鎖しがちな科学技術の問題を、市民が参加しやすいアートの視点を導入する

ことで、日常の視点から課題を考え、問題を共有しようという点で魅力的である。 

・ 本事業が対象とする大阪・中之島は、歴史的、経済的、文化的、地理的に明確な特徴を持っており、事

業を展開する上で成果が期待できる。 

・ 一方、本事業が着目するアートの効用については、計量化が難しく、成果の可視化や共有のための工夫

が不可欠である。 

 

2）科学リテラシーに資する複眼思考の必要性について 

 

・ 科学的リテラシーの向上には、幼児期からの科学教育という縦の時間軸と、宇宙の開拓から原発の安全

性といった横断的な広がりがあり、リテラシーの複眼的思考は欠かせない。 

・ 専門的で閉鎖的になりがちな科学分野のリテラシーを、一般市民の中で高めていく努力は大変な困難が

予想されるため、本事業のように親しみやすく、豊かな感性が求められるアートを媒介とすることは有意

義だ。 

3）社会的課題解決のためのネットワーク構築について 

 

・ 本事業の対象区域には、公的機関や民間企業などの組織が多く、生活する住民が少ないという特徴があ

る。組織と個人で異なる地域貢献に対する意識が異なることから、ネットワーク構築にあたっては、構成

員の間で、目的の共有や課題の調整が必要である。 

・ 対象地域には新聞、放送などのメディアや、美術館、博物館といった文化情報の発信拠点が存在するこ

とから、連携して効果的な情報発信をする工夫が期待できる。 

 

4）対話による産学連携の仕組みづくりと拠点形成について 

 

・ 大阪・中之島は、官庁、公的機関、民間企業、文化施設、メディアがそろった魅力的な地域で、産学連

携による異業種間対話と相乗効果への期待がもてる。 

・ 一方、住民が少ないことから、生活者の視点を、今後の議論に組み込んでいく工夫が求められる。 
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外部評価委員 

1）本事業の先駆的実験性、社会的意義について 

 

 本事業は、(1) 科学技術コミュニケーションに、アート・文化などの異分野のコミュニケーション活動

を融合させて展開する点、(2) 都市の中心部に設定されたコミュニティスペースの拠点としての活用、(3) 

中之島という、大都市の中の特徴ある区域の地域課題への取り組みなどの点で、先駆的実験性を有している

と評価できる。(1)については、科学コミュニケーション活動の対象拡大の効果が期待され、(2)については、

都市における科学コミュニケーションの展開の新たなスタイルの実験として、また(3)については、都市に

おける課題の同定と解決に向けた新しい手法の実験として、社会的意義を持つと評価できる。 

2）科学リテラシーに資する複眼思考の必要性について 

 

 前項にも触れたように、人々の科学リテラシーを高めることを目指す取り組みに、幅広く多様な人々を誘

うという面において、本事業の活動は評価できる。 

一方で、今後、社会的に対立した立場がある科学技術の課題などに対して人々が複眼的思考を持って対話し、

それぞれが答えを見出してゆくような力を高めることを目指す活動の展開も期待したい。 

3）社会的課題解決のためのネットワーク構築について 

 

 本事業において、中之島をフィールドとして展開される活動・試みは、ネットワーク構築の手法などを含

めて社会的実験として高い価値を持つと考える。企画準備段階から初年度までの活動を通じて形成されたネ

ットワークを活かして、今後、同定、設定された社会的課題の解決に資するコミュニケーション活動がどの

ように、どこまで展開されるか、平成27年度以降の発展を見守りたい。 

4）対話による産学連携の仕組みづくりと拠点形成について 

 

 中之島という地域と深いつながりを持つ大阪大学の特徴や立ち位置を活かし、「ラウンドテーブル」など

の取り組みを通じて、多様な企業を含む地域の多様な主体の新しい関係性を生み出しつつある取り組みは高

く評価できる。今後、その関係性の中から何が生み出されるかを見守りたい。 
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７．今後の課題と成果の展開、発展させるビジョン 

１）改善しようとする点：手法およびテーマの絞り込みおよび再検討 

 今年度採択条件としてあるように、本事業は多様な手法やテーマが盛り込まれており、手法とテーマの

絞り込みが今後の課題である。また、企画の立案に際してのヒアリングや打合せによって、複眼思考の必

要性、分野や組織を横断する実践の機会が希少であり、（社会的）ニーズの高さを実感している。よって

今年度は科学技術リテラシーを伏線としながら、複眼思考＝複数のテーマを掲げたプログラムを実施した。

とはいえ、社会的ニーズが高いと思われる「医療」、「食品」に関するプログラムの実践が充分とはいえ

ず、次年度ではそれらに重点を置いた計画としたい。 

2）ラウンドテーブル（各種機関トップ）の実施（時期）について 

 「中之島まちみらい協議会」との企画委員の設置と企画検討会議を通じて、都市防災、情報ネットワー

ク、プロモーションに関する課題があることが明らかとなり、それらの課題解決に資する複合機関とのネ

ットワーク構築（企画委員会の設置とプログラム「異業種カフェ」実施）を展開した。加えて中之島地域

にある企業や文化施設等の代表者による、ラウン

ドテーブル（複数人の公開シンポジウム）を予定

していたが、企業や機関のトップクラスが社会的

な場で発言するためには、ボトムアップ型の議論

の積み重ねが不可欠であると再検証し、次年度以

降の実施を予定する。今後は各種企画委員会で検

討を重ねつつ、他のプログラム（ラボカフェなど）

で社会のニーズを吸い上げ、異業種カフェ企画委

員会を通じた課題の洗い出し、実施、解決策への

熟議を重ねる事でより発信力と社会的影響力の高いプログラムのための基盤を築く予定であ

る。 

 

【支援終了後のイメージ】 

 提案企画の実践を通じて、双方向型科学技術コミュニケーションやアウトリーチ活動等の多様なモ

デルとともに、社会的課題に対応するさまざまな実践知が蓄積されると考える。支援終了後も、「特

定都市再生緊急整備地域」（都市の国際競争力の強化を図る上で特に有効な地域）である中之島のポ

テンシャルを活用し、「アートエリア B１」の HUB 機能を活用して、本企画（活動）の主体者（機関・

組織・団体・個人・場所等）との多義的なシンクタンク機能を模索し、新たな企画展開を目指す。 

 

【将来ビジョン】 

・ 国全体の成長を牽引する都市・大阪の中核地域への発展事業 

・ 中之島の都市機能を強化する知と感性のネットワーク事業 

・ 多様な個人が当事者として持続的に関わる仕組みづくり 

・ 単独企業や同業他社では困難な社会的な主題に関するオープンイノベーション事業 

・ 人文・社会科学の視点を取り入れた領域横断による科学技術イノベーション事業 

・ 2020 年東京オリンピックの関連事業（都市型国際事業で求められる複数都市の事業展開） 

   事業例）科学技術とアートの融合事業、参考例）ロンドンオリンピックにおける「Cultural Olympiad」 

以上 

参考例・イメージ） 

大阪大学 80 周年記念:ラウンドテーブル「知のジムナスティックス〜

学問の臨床、人間力の鍛錬とは何か」 


