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このささやかな冊子は、
JST 科学コミュニケーションセンターで行われた
３年間の調査・研究をもとにつくられました。
科学コミュニケーションをこれから始められる方への案内として、
さらりと読み通せるようにまとめたものです。
これ一冊で
科学コミュニケーションのすべてがわかるというものでも、
調査・研究成果が網羅されているものでもありません。
気になったことは
科学コミュニケーションセンターの Web サイトに
掲載された報告書をお読みいただけたらと思います。
「一見あっさりと書いてあったけど、あとからジワジワくるね」
ということになりましたら、望外の喜びです。
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科学コミュニケーション案内
下弦の月
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第１章
BIG PICTURE! 科学コミュニケーションとは
科学コミュニケーションとは何でしょうか ?
答え − 科学をめぐるコミュニケーションのことです。
と言われても、「ああそうか、なるほど」とはならないでしょう。
科学コミュニケーションとは、友だち、家族、学校の先生や
会社の同僚とのコミュニケーションと同じものなのでしょうか。
それとも、何か違う、特別なものなのでしょうか。
ここでは、科学コミュニケーションとは何か、
その多様性と広がりについて考え、
科学コミュニケーションの BIG PICTURE! を描いてみたいと思います。
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毛利 衛センター長

インタビュー

BIG PICTURE! THINK AHEAD!

－今回、「下弦の月」というコンセ

える月をハイビジョンカメラで撮影

弦の月」は科学コミュニケーション

プトブックを作られました。毛利さ

していました。宇宙では大気がない

を象徴しているんです。

んが書かれた月についての詩からこ

ため、太陽の光に照らされた部分が

のタイトルが付けられたそうです

白く見えます。幻想的な白い月を見

－ 科 学 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に は、

が、月に注目されたのはどうしてで

ながら、当たり前のことなんだけれ

思っていることや、考えていること

すか。

ど、「 月 は 太 陽 に 照 ら さ れ て 光 る。

をうまく人に「伝える」こと、対話

他者があって自分がある。つながり

を通じて、新しい価値を「つくる」

2 回目にスペースシャトルに搭乗し

の中で、自分はある」ということに

ことが含まれると「下弦の月」に書

たとき、とにかく月を撮りたかった。

あらためて気づいたのです。

かれていますね。
毛利さんが実際に経験された「伝え

日本には古くから月を愛でる文化が
あります。日本人はどうして月に焦

科学コミュニケーションは、科学と

る」コミュニケーションにはどのよ

点を当てるのだろう、月をモチーフ

社会の様々な要素をつなぐ役割を果

うなものがありますか？

に歌や芸術作品をつくってきたのだ

たします。他者とのつながり、関係

ろうかと考えながら、日ごと形を変

性の中で存在するという意味で、
「下

1992 年に日本人科学者として初めて
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スペースシャトルに搭乗したとき、

で初めての宇宙授業が実現しなかっ

1980 年代、私が宇宙飛行士になる以

日本の子ども達に向けて無重力の不

たということもあったでしょう。

前、北海道大学で核融合の研究をし
ていた頃の話です。

思議を宇宙から生中継で伝える、世
界で初めての宇宙授業を行いまし

だから、知恵を絞って、あの手この

た。

手を使いました。いまでは考えられ

当時、表面に滑り止めの鋲を打ち込

ないけれど、NHK のスタジオに民放

んだスパイクタイヤがアスファルト

宇宙授業の背景には、日本で最初の

各局が集まり、そこへ NASA のクルー

を削ってできる黒い粉塵、車粉が、

ミッションをなんとしても成功させ

にも参加してもらいました。その後、

北海道、東北地方で社会問題になっ

なければならないという思いがあり

コ マ ン ダ ー の フ ー ト・ ギ ブ ソ ン を

ていました。冬になるとスパイクタ

ま し た。 そ れ も、 研 究 者 と し て 論

口説いてワシントンのヘッドクォー

イヤによって道路には轍ができ、白

文を書けば済むというレベルではな

ターへ交渉に行き、国際局の長官が

線は消え、車粉で雪は真っ黒になり

く、巨額の費用を投じて進められて

理 解 を し て く れ ま し た。 そ の 甲 斐

ました。新聞にはスパイクタイヤが

きた国家プロジェクトが、どのよう

あって、日本のメディアが総力を挙

原因ではないかと書かれていました

にすれば国民の理解を得られ、社会

げて協力してくださり、宇宙授業は

が、行政は動かなかった。スパイク

に 受 け 入 れ ら れ る の か。 失 敗 は 許

大成功を収め、その年の流行語大賞

タイヤは制動距離が短く、安全面に

されない、下手をするとわれわれの

にもなりました。

優れ、他に代替するタイヤがなかっ
たためです。

ミッションはなくなるかもしれない
という、恐怖すら感じる状況の中で、

－宇宙授業が成功して、最初に感じ

宇宙授業は生まれました。

ていた恐怖は解消されたのですか。

私は、所属していた研究室の山科俊
郎教授らとともに、車粉問題に取り

－宇宙授業で難しかった点はなんで

宇宙授業の反響は大きく、全国津々

すか？

浦々から出前授業の希望が殺到しま

組むことにしました。

した。3 年間で 200 か所も回りまし

まず行ったのは、粉塵がアスファル

当初、生中継で宇宙授業を行うこと

た が、 あ ま り に も 忙 し く て 自 分 が

ト由来であることを科学的に証明す

に、宇宙開発事業団も、NASA も反対

今どこにいるのかも分からないくら

ることです。当時の行政はそれすら

でした。宇宙開発事業団は、余計な

い。宇宙授業の前に感じていたのと

認めていませんでした。また、初期

ことはせず実験に集中しろと。NASA

は別の恐怖を覚えました（笑）。

の段階から市民を巻き込むことを心
がけました。スパイクタイヤを利用

の方では、世界で誰も経験したこと
がない生中継での宇宙授業を、日本

－とてもエキサイティングな「伝え

している市民は、車粉による被害者

人にできるはずがない、録画でやれ

る」コミュニケーションのお話でし

であると同時に、加害者でもあり、

と。チャレンジャー号事故があって、

たが、
「つくる」コミュニケーショ

本当の問題解決には市民参加が不可

マコーリフさんが予定していた世界

ンについてはいかがですか？

欠であると考えたからです。しかし、
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解決までの道のりは容易なものでは

の使用を禁止する条例の制定にまで

学コミュニケーションの対象、目的

ありませんでした。

たどり着きました。その後は、詳し

や機能も多様です。ともすると、道

いことは省きますが、公共事業や新

に迷ってしまいます。そうならない

粉塵を分析するためには、研究室に

たな技術の導入をめぐるビジネスの

ためには、いつも BIG PICTURE を持っ

あった最先端の分析装置を用いる必

問題が中心となり、もはや科学技術

て、部分にとらわれず全体を俯瞰し

要がありましたが、本来の使用目的

の問題ではなく、政治や社会の問題

ながら自分の立ち位置を確認するこ

か ら 逸 脱 し て い る こ と や、 学 術 的

になったと判断し、私たちは手を引

と が 大 切 で す。 科 学 コ ミ ュ ニ ケ ー

な価値のない研究を行っているとし

きました。

ションの分類枠組みは、BIG PICTURE
の一つです。

て、周囲の研究者の視線は冷ややか
でした。そこで、社会問題の解決が

この話は、多様なステークホルダー

目的であっても、分析手法に関する

による対話・協働を通じた「つくる」

そして、自分がやろうとしているこ

論文を書き、学会発表も行い、そこ

コミュニケーションの一例として捉

との意味を問い、その実現のために

に新聞社やテレビ局の方にも来ても

えることができるでしょう。

乗り越えなければならない障がいは
何なのか、解決する戦略を持つこと、

らい、理解者を増やす努力をしまし
た。NHK のニュースで取り上げられ

－「伝える」コミュニケーション、
「つ

てからは、トヨタ財団からの支援も

くる」コミュニケーションについて、

得られるようになり、他大学との共

ご自身の経験をお話しいただきまし

同研究や、人体への影響を検証する

た。最後に、科学コミュニケーショ

ために病院との連携を行うなど、活

ンを行っている方、これから始めよ

動が拡大しました。

うとしている方へのアドバイスをお

つまり THINK AHEAD が必要です。
(2015 年 1 月 15 日にインタビュー実施 )

願いします。
科学的な証明が一段落したころ、札
幌の地下街にポスターを貼って人々

科学技術と社会の関係が深まる中

に訴えたり、ニュース番組や特集番

で、科学コミュニケーションの重要

組、仙台のような同じ問題を抱える

性はますます高まっています。この

地域の番組に出て、この事実を全国

二つは NASA での訓練で私がたたき

的に知らせ、より大きな流れをつく

込まれ身に染みた言葉です。

る工夫をしました。
BIG PICTURE!
まもなく、安全性の高いスタッドレ

THINK AHEAD!

スタイヤが開発されたこともあり、
弁護士も加わって、スパイクタイヤ

科学技術と社会の関係は複雑で、科

24
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「伝える」コミュニケーションと「つくる」コミュニケーション、分類枠組み
多様な科学コミュニケーションを直感的に捉えるために、科学技術の知識や楽しさを「伝える」ためのコミュニケーショ
ンと、あらたな価値を「つくる」ためのコミュニケーションを考えてみましょう。
これをイメージで表現すると左下の絵のようになります。
上の絵では、ある人のＡという考えが、相手にＡ ´ という形で伝わっています。
下の絵では、ＡとＢという異なる考えを持っていた二人が、Ｃ、Ｄという新しい考えにたどり着いたことをあらわして
います。Ｃ＝Ｄであれば、合意が形成されたことになりますが、コミュニケーションは必ずしも合意を目指すものでは
なく、様々な目的・機能があることに注意が必要です。
多様な科学コミュニケーションをより詳しく観察し、テーマ対象、フェイズなどのカテゴリーで整理したものが「科学
コミュニケーションの分類枠組み」です。
科学コミュニケーションを俯瞰的に捉えたり、新たな問題を分析して、適切なコミュニケーションをデザインする際に
活用できるでしょう。

「伝える」科学コミュニケーション
A

A'

?

「つくる」科学コミュニケーション
A

B

C

D

科学コミュニケーションの分類枠組み

つながる場

科学コミュニケーションの分類枠組みの詳細は、 巻末の資料編をご覧ください。
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コラム

科学技術をめぐる世界の潮流「責任ある研究・イノベーション」
1986 年、英国で発見された BSE（牛海綿状脳症）は、長らく牛から人へはうつらないとされてきましたが、BSE
感染牛を食べたことが原因と考えられる新型の人の脳症の例が次々と見つかり、1996 年、英国政府は BSE が人に
も感染することを発表しました。その結果、英国及び欧州の間で科学者や科学そのものに対する深い不信が広がる
こととなり、さらには、同時期に商業栽培を開始した米国の遺伝子組み換え食品が欧州市場に入ってきたことで、
BSE、遺伝子組み換え食品・作物に対して、英国、欧州で大規模な反対運動が起き、新しい技術がなかなか社会に
受け入れられないということを経験しました。
これを機に、欧州では、科学技術に関するコミュニケーションの考え方を「理解増進活動」から様々なステーク
ホルダーの双方向的な「対話」や政策決定へと参加する「公共的関与」へ転換し、現在では「責任ある研究・イノ
ベーション（Responsible Research and Innovation）」を基本とし、研究とイノベーションの方向性を社会の価値
や期待等と揃えるためにはどうしたらよいかという課題に対して議論しています。
欧州連合では、科学技術・イノベーション政策の基本計画 HORIZON2020 における「社会とともにある、社会のた
めの科学」プログラムの推進テーマに「責任ある研究・イノベーション」が位置づけられています。

Research
&
Innovation

Governance
Co-Creation
Co-Governance

Communication

「責任ある研究 ・ イノベーション」 の推進を目的とする社会と科学技術の関係深化では、 技術
の開発 ・ 実装も含めた 「知識創造」 （研究 ・ イノベーション） と、 その成果と社会 ・ 人間との
調和をはかる 「ガバナンス」、科学者・技術者、政策立案者、他の多様な社会のステークホルダー
のあいだの 「コミュニケーション」 （知識 ・ 情報の共有、 対話 ・ 協働） は一体的に考える必要
があります。
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みんなが考える、「科学コミュニケーション」が成功している状態とは？

2015 年 2 月 4 日、晴天の午後。科学コミュニケーショ
ンセンター調査・研究成果報告会が開かれ、約 120 人が
JST 東京本部別館（東京・市ヶ谷）に集まりました。参加
したのは、行政関係者や科学館関係者、自然科学系の研
究者、人文・社会科学系の研究者、コンサルタント、研
究機関の広報担当者など、科学技術と社会の関わりに関
心を持つさまざまな人たち。

科学 ・ 科学コミュニ
ケーションの日常
化

システム化

自分ごと化

ワークショップでは、
「科学コミュニケーション」が成
功している状態とはどんな状態を言うのか、参加者みん
なで意見を出し合いました。それらの意見を分析すると、
以下のようなキーワードが浮かび上がりました。みなさ
んは、どのように考えますか？

科学リテラシー
オープン化

研究者による自発
的な科学コミュニ
ケーション

科学コミュ
ニケーター

対話 ・ 共考 ・ 協働

科学コミュニケー
ションの文脈化

課題 ・
議題設定

情報共有

生涯学習施設等に
おける科学コミュニ
ケーション
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「科学コミュニケーションが成功している状態」についての参加者の意見
誰も科学コミュニケーションなんて気に
しないけれど、 科学的な会話が日常
にある。 （独立行政法人職員）

「社会の混乱」 を許容しつつ、 希望を
もって （科学コミュニケーションに） と
りくめる状態。 （人文 ・ 社会科学者）

高校の科学部のキャプテンが、 野球
部のキャプテンやテニス部のキャプテ
ンに負けないくらい、 異性の生徒にモ
テる状態。 学生と保護者が、 科学者
に憧れと親しみを感じる状態。 （政治
家）

共に考える、 共に創る。 （オープン、
ゆえの） 信頼がある。 納得感 （≠満
足感）。 （独立行政法人職員）

日々の食卓で科学技術と社会が気合
いのぬけた状態で話題にのぼる。 （科
学館職員）
研究者が 「好きで」 科学コミュニケー
ションをする。 （自然科学研究者）
何か社会的な問題や話題があった時
に、 TV や News を 読 ん で 知 っ た 後、
ひとりひとりが様々な情報にアクセス
し、 自分で考えてみて、 自分なりの意
見が言え、 他者と話し合っている日常
の風景。 （科学館職員）
公共の福祉につながる合理的意思決
定ができている状態。 ある選択につい
てメリットとデメリットが社会的に認識さ
れている状態。 （コンサルタント）
政策決定やリスク管理の中で、 意思
決定プロセスが明確になり、 利害関係
者それぞれの立場での対話の場が確
保されていること。 （コンサルタント）

科学者個々人だけでなく、 科学コミュ
ニティ （日本学術会議を先頭に） が、
たくさんの情報を発信し、 それに国民
（政治家、 官僚、 企業経営者も含め）
の多くが、 関心を持つ。 （独立行政法
人職員）
科学に関する①課題を共有し、 ②議
論が複数、 行われている状態。 （自然
科学研究者、 研究広報担当者）
課題や論点が明確化され、 国民的議
論が継続的に行われている。 （独立行
政法人職員）
多くの日本人が科学的な思考方法で
のコミュニケーションができること。 ( 独
立行政法人職員 )
すべての市民が科学リテラシーを持っ
て主体的に議論し、 判断できる。 専門
家とは 「ちょっと詳しく知っている市民」
ぐらいの認識を持っている。 自分の意
見を持つことをあたり前のことと自覚し
ている。 （独立行政法人職員）

コミュニティのキーパーソンに （全員で
なくてよい） 科学が受容され、 非常時
に問題解決につながる。 （科学コミュ
ニケーター）
ひとりひとりの 「専門」 にリスペクトで
きる状態。 （研究広報担当者）
平常時に自発的に科学に関する議論
の場が構築され、 その場が継続する
状態。 （独立行政法人職員）
研究者と市民 （さまざまなセクター）
が自然と無理せずに協働する場 （雰
囲気、 環境）。 （自然科学研究者、 研
究広報担当者）
何かしらの科学 ・ 技術と出逢ったとき、
自分で分かるならそれでよし、 わから
なくてもどうしたら良いかはわかってい
る状態。 （学生）
とある場。 「問い」 に来て、 「説明」
を受けて、 「語り」 あって、 もう１度、
２度、 「問い返す」 場。 問われた人
が、 自分のエリアに場の雰囲気を持
ち帰れる。 そんな場が生産され続け
る。 日常化。 （人文・社会科学研究者）
科学リテラシー （科学とは） と文脈 （問
題） をもとに、 科学コミュニケーション
が行われる （科学をもとにした対話が
あちこちで行われる）。 （自然科学研
究者）
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第２章
THINK AHEAD! 科学コミュニケーションのこれから
第１章では、
科学コミュニケーションの BIG PICTURE! を概観しました。
第２章では、
科学コミュニケーションセンター調査・研究ユニットで行われた
代表的な取り組みをご紹介します。
これからの科学コミュニケーションを
THINK AHEAD! してみましょう。
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１. 科学技術と社会をめぐる対話のエコシステム
複雑な社会問題を解決するには、一人ひとりが考えることも必要ですが、それだけではすまないことも多いでしょう。
多様な立場の人々が話し合い、お互いに学びあい、それぞれの意見の違いを理解しながら、それまで思いもよらなかっ
た新しい答えにたどり着く、そんな対話のアプローチが、さまざまなレベルで試みられています。ここでは、科学コミュ
ニケーションセンターで実施してきた対話とともに、それを踏まえて検討された、対話システムの提案をご紹介します。
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（１) 対話の実施例
World Wide Views（世界市民会議）

いま私たちは、気候変動や食糧問題など地球規模の課
題をいくつも抱えています。国連などの国際交渉の場で
は、各国の政府関係者や専門家が集まり、これらの対応
策についての議論が行われています。しかし問題は複雑
に絡み合い、解決は必ずしも容易ではありません。地球
全体に関わる課題をどう解決するか、そのゆくえは、世
界中のすべての人に影響するものです。政治家や専門家
だけでなく、地球に暮らすあらゆる市民が知恵を絞る必

要があるのではないでしょうか。
世界市民会議 World Wide Views は、デンマークのテク
ノロジーアセスメント機関である DBT(Danish Board of
Technology/ デンマーク技術委員会 ) の呼びかけで 2009
年に始まった試みで、地球規模課題を解決するための国
際交渉の場に世界市民の声を届けることを目的としてい
ます。

World Wide Views の特徴
特徴 1

世界中で同じ日に開催

特徴 3

参加するのは " ふつうの市民 " 100 人

特徴 2

会議の方法は世界共通

特徴 4

結果が国際政治の場に届けられる
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World Wide Views で語られるテーマ
World Wide Views のテーマとして選ばれるのは、以下
のような地球規模の課題です。
2009 年 テーマ「地球温暖化」( 世界 38 ヶ国で開催 )
2012 年 テーマ「生物多様性」( 世界 25 ヶ国で開催 )
2015 年 テーマ「環境、エネルギー」( 予定 )

World Wide Views では、これらが私たちの生活にもた
らす意味や、そのためにどのような取り組みを行うべき
かなど、市民目線で話し合います。

会議の流れ
【会議の前に】
会 議 開 催 日 の 2 週 間 前 に、 世 界 共
通の解説テキスト 「情報提供資料 /
Information material」 が参加者へ送付
されます。 参加者はこれを読んで、 あら
かじめ生物多様性についての概要を理
解しておきます。
【会議当日】
会議では一日をかけて、 5 つの大きな
テーマについて議論と投票のセッション
が行われます。

(3) グループ内のさまざまな立場や考え方を
聞いて議論を行ったあと、 設問に対する

(1) まず、 そのセッションのテーマに関する
映像資料を見ます。 その後、 「設問」 が
提示されます。

(2) 100 人の参加者は 6 〜 7 人ずつのグルー
プに分かれ、 ファシリテーターの進行の
もと、 示された設問について、 資料の内
容や自身の経験などをもとに議論を行い
ます。

(4) 残り 4 つのセッションでも (1) ～ (3) を繰
り返します。

(5) 投票結果は、 参加国の時差に応じて順
次 World Wide Views の オフィシャルサイ
トで公開されます。

自分の意思を投票します。

出典 ： 世界市民会議 World Wide Views 〜生物多様性を考える
http://www.miraikan.jst.go.jp/sp/wwv2012

33

P030-P064 ２章.indd 33

2015/03/25 23:18

さんかく△テーブル
「さんかく△テーブル」は、科学技術と社会の間に生じるさまざまな問題について気軽に議論するための、話し合いの
進め方です。どこでも誰でも気軽に実施したり参加したりできるよう、３つのポイントを重視して仕組みがつくられて
います。ひとつめが、参加時間がそれほど長くないこと（1 〜 2 時間）。ふたつめが、テーマの科学技術に関する知識が
なくても参加できること。みっつめが、特別な知識やノウハウがなくても、議論の場を主催できることです。

ツールを使って議論します。

参加者の意見は Web サイトでご覧になれます。
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さんかく△テーブル、やってみよう
議論の場づくりをより身近なものにするため、科学コミュニケーションセンターでは「さんかく△テーブル」のツー
ルを提供しています。
このツールをそのまま利用することも、主催者や参加者が目的にあわせて、このツールを変えてみたり、自由に要素
を加えてみたりすることも可能です。
ここでは、基本的な「さんかく△テーブル」の進め方を紹介します。

(1) 目的と背景の説明を行います。 カードをもとに、 グループ内で

(2) 基本的な知識を得るため、 ビデオやスライドで情報を提供しま

自己紹介し、 リーダー ・ 短冊係などの役割を決めます。

す。
生物多様性をテーマにしたツールでは、 World Wide Views （世
界市民会議） で作成されたビデオを上映しています。

(3) ２つの選択肢がある問いを提示します。 参加者は自分の考えに
近い選択肢カードを１枚選び、 一斉に披露します。
その後は、 リーダーを中心にグループ内で対話セッションを行い
ます。 発言がなかなか出ない、同じ意見が続いている場合、「お
助けカード」 を活用します。

(4) 対話セッションで出てきた発言をもとに、 短冊係は 3 枚の短冊を
作成し、 全体で共有します。
最後に、 対話セッションでは表現しきれなかった考えや得られた
気づきなどを、「私が一番重要だと思うこと」として最後の１枚カー
ドと名付けられたカードに記入し、 グループ内で共有します。
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これまで実施された主なさんかく△テーブル
2012 年 12 月 16 日
2012 年 12 月 18 日
2013 年 2 月 16 日
2013 年 6 月 2 日
2013 年 11 月 2 日
2013 年 12 月 12 日
2014 年 6 月 22 日
2014 年 7 月 6 日
2014 年 8 月 25 日
2014 年 11 月 8 日
2015 年 2 月 7 日
2015 年 3 月 8 日
2015 年 3 月 29 日

神戸市立青少年科学館 「生物多様性」
大阪府立豊中高校 「生物多様性」
大谷高校 「生物多様性」
静岡科学館る ・ く ・ る 「生物多様性」
静岡科学館る ・ く ・ る 「生物多様性」
大阪府立豊中高校 「再生医療」
静岡科学館る ・ く ・ る 「生物多様性」
北海道大学 CoSTEP 「デザイン ・ ワークショップ」
大阪府立豊中高校 「出生前診断」
サイエンスアゴラ 2014 「生物多様性」
円山動物園 （CISE ネットワーク） 「ヒグマ問題」
札幌啓成高校 「野生生物との共生」
科学技術館 「産業技術 ・ ロボット」
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サイエンスアゴラ 2013

みんなでつくる 7 連続ワークショップ

WS1 つくるコミュニケーション「最上の問い」セッション（開幕セッション）
WS2 つくるコミュニケーション「自分ゴトの問い」セッション

WS1 は、超一線級の専門家による、
「最上の問い」を生
み出すセッションです。各専門家が挙げる課題に対して、
異分野の専門家が「なぜ」を問いかけ、課題そのものを
本質に近づけていきます。生み出された問いは、継続的
な対話のテーマとして据えられていきます。大学研究者、
政策担当者、企業などから専門家を中心に、64 名が参加
しました。
WS2 は、多様性ある社会問題に挑む市民による、本音
の問題提起セッションです。ニッチで深い問題を多数取
り上げ、それら問題間の関係性を検証したり、問題と問
題の間にある別の問題を発見したりします。このような
＜開催概要＞
【開催日時】 2013 年 11 月 9 日 WS1 10:20 ～ 12:00
【会場】 日本科学未来館 7 階イノベーションホール
【主催】 JST 科学コミュニケーションセンター

「自分ゴトの問い」セッションを継続して行うことで、誰
かが強い想いを持った自分ごとの社会問題を集め、一覧
化していきます。大学の専門家に加え、NPO や社会起業
家など問題意識の高い参加者、64 名で進めました。
WS1 では社会問題と科学の接点が検討され、8 つの「最
上の問い」が生み出されました。WS2 では社会問題と、
その問題に関わってほしいステークホルダーが検討され、
8 つの「自分ゴトの問い」が生み出されました。

WS2 13:00 ～ 14:30
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BSE マルチステークホルダー対話 in 北海道

日本は、
2001 年に BSE（牛海綿状脳症）が発生したあと、
管理されたリスクの国を経て清浄国となり、2013 年 7 月
から実質的に BSE の全頭検査体制を脱した新管理措置体
制になりました。
新しい BSE 管理体制をめぐり、北海道内でのステーク
ホルダーによる議論により、管理措置変更に伴う不安を
減らしながら、それぞれにとっての課題を整理、共有し、
今後の解決につなげることを目的に議論が行われました。
まず北海道農政部、NPO、消費者団体、報道機関、酪農

業のそれぞれで BSE 問題と関わってきた討論者が基調報
告として発表を行い、消費者団体、一般市民、報道機関、
研究者などの傍聴者も含めて意見交換が行われました。
BSE 問題をめぐる課題を抽出したうえで、それらの課題
に対して討論者と傍聴者で対話し、解決に向け今後どの
ようにしていくか未来を問う対話を行い、結果をとりま
とめました。

＜開催概要＞
【対象】 行政担当者、 消費者団体、 メディア関係者、 NPO 代表者、 酪農業従事者等
【開催日時】 2014 年１月 25 日 13:00 〜 17:00
【会場】 北海道大学農学部中講堂
【主催】 北海道大学大学院農学研究院 小林—吉田グループ
【共催】 JST/RISTEX 「科学技術と人間」 領域統合実装田中プロジェクト、 JST 科学コミュニケーションセンター、 北海道大学
大学院農学研究院
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対話する挑戦！〜政策実務家・研究者×ワークショップ専門家〜

科学技術が関わる複雑な社会問題の解決における対話
の可能性と課題を可視化し、関係者間で共有することと、
「ワークショップ」の専門家間、それらの専門家とその成
果やプロセスを利用する政策実務家・研究者間の継続的
なネットワークを形成することを目的に開催されました。
冒頭で「大衆に話題にされるプロの解説者、批評家の
輩出が必要」
「科学技術の話題を一般の市民の目線で議論
できる人びとを育てるにはどうするか」というお題が出
され、それに基づいて「対話の場で生まれた結果をどう

政策決定や社会につなげるか？」
「科学技術を受け取る市
民をどう育てるか？」
「
『対話』と『伝達』の違い（どう
したら対話になる？）
」
「科学と生活を結びつけて考えて
もらうには？」という４テーマにわかれてグループで議
論が行われました。
最後に、テーマごとにわかれたグループが、それぞれ
議論の内容と「ゲーム、事例集の作成」「アーカイブ化、
交流の場」といったアイデアを発表し、全体に共有しま
した。

＜開催概要＞
【対象】 社会との対話を必要とする政策実務家や研究者、 対話の場づくりやワークショップのデザイン ・ 実践に 「一家言」 持
つ専門家
【開催日時】 2014 年 11 月 9 日 10:30 〜 14:30
【会場】 日本科学未来館７階会議室３
【主催】 JST 科学コミュニケーションセンター、 三つ部
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科学リテラシーの未来

「より良く生きる」ために必要な科学リテラシーについ
て、参加者みんなで今後の展開について話し合いました。
参加者は科学リテラシーに興味を持つ人や研究者、学生
などさまざま。
まず「科学リテラシーが広まるとどんな世の中になる
か」を隣の席のペアで意見交換、それぞれ思い描いた未

来を発表しました。続いて、「科学リテラシーの定着・普
及に向けた『科学技術の智』の普及のための働きかけ」
について、さまざまな分野で推進したいリーダーを募集
し、そのリーダーのもとでグループをつくり、具体的な
提案に向けた対話を行いました。

＜開催概要＞
【対象】 「21 世紀の科学技術リテラシー像〜豊かに生きるための智〜」 プロジェクト関係者、 科学リテラシーに関する議論、
定着に向けた取り組みに関心のある人
【開催日時】 2014 年 12 月 23 日 13:00 〜 16:00
【会場】 JST 東京本部地下１階大会議室
【主催】 JST 科学コミュニケーションセンター
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科学コミュニケーションセンターで実施してきた対話
COI ワークショップ
【日時】 2012 年 11 月 30 日 （金） 9:30 ～ 16:30
【会場】 日本科学未来館イノベーションホール
【主催】 文部科学省、 JST
WS1 つくるコミュニケーション 「最上の問い」 セッショ
ン （サイエンスアゴラ 2013 内）
【日時】 2013 年 11 月 19 日 10 ： 20 ～ 12 ： 00
【会場】 日本科学未来館 イノベーションホール
【主催】 JST 科学コミュニケーションセンター
WS2 つくるコミュニケーション 「自分ゴトの問い」 セッ
ション （サイエンスアゴラ 2013 内）
【日時】 2013 年 11 月 19 日 13 ： 00 ～ 14 ： 30
【会場】 日本科学未来館 イノベーションホール
【主催】 JST 科学コミュニケーションセンター
WS3 ポスト 3 ・ 11 の科学コミュニケーションを問う
（サイエンスアゴラ 2013 内）
【日時】 2013 年 11 月 19 日 15 ： 30 ～ 17 ： 00
【会場】 日本科学未来館 イノベーションホール
【主催】 JST 科学コミュニケーションセンター
【後援】 科学技術社会論学会
WS4 サイエンスアゴラのみらい （サイエンスアゴラ
2013 内）
【日時】 2013 年 11 月 19 日 17 ： 30 ～ 19 ： 30
【会場】 日本科学未来館 イノベーションホール
【主催】 JST 科学コミュニケーションセンター
WS5 科学屋台～直接科学に会いにいこう～ （サイ
エンスアゴラ 2013 内）
【日時】 2013 年 11 月 20 日 10 ： 30 ～ 12 ： 00
【会場】 日本科学未来館 イノベーションホール
【主催】 三つ部、JST 科学コミュニケーションセンター
【共催】 総合研究大学院大学学融合推進センター
WS6 情報の救急箱としてのミドルメディアは可能か
（サイエンスアゴラ 2013 内）
【日時】 2013 年 11 月 20 日 13 ： 00 ～ 14 ： 30
【会場】 日本科学未来館 イノベーションホール
【主催】 ミドルメディア実行委員会、 JST 科学コミュ
ニケーションセンター
WS7 のぞくかがく～あなたの見てない、 いつもの
世界～ （サイエンスアゴラ 2013 内）
【日時】 2013 年 11 月 20 日 15 ： 30 ～ 17 ： 00
【会場】 日本科学未来館 イノベーションホール
【主催】 総合研究大学院大学学融合センター、 JST
科学コミュニケーションセンター

GM 講演会
【日時】 2013 年 11 月 28 日 13 ： 00 ～ 15 ： 00
【会場】 北海道庁別館西棟北海道消費者協会会議
室
【主催】 北海道消費者協会事務局＋北大農小林 ‐
吉田グループ
JST 新 ・ 長期ビジョン策定のためのワークショップ
【日時】 2013 年 12 月 25 ～ 26 日
【会場】 JST 東京本部 B1 大会議室 （25 日）、 JST
東京本部別館１F ホール （26 日）
【主催】 JST 長期ビジョン作業チーム
BSE マルチステークホルダー対話
【日時】 2014 年 1 月 25 日 13 ： 00 ～ 17 ： 00
【会場】 北海道大学農学部中講堂
【主催】 北海道大学大学院農学研究院 小林 ‐ 吉
田グループ
【共催】 JST 社会技術研究開発センター 「科学技
術と人間」 領域統合実装田中プロジェクト ・ JST 科
学コミュニケーションセンター ・ 北海道大学大学院
農学研究院
ジョイント ・ フォーラム 「福島との対話 ・ 女性農業
者をつなげる」
【日時】 2014 年 2 月 5 日 13 ： 00 ～ 16 ： 00 ／ 2 月
6 日 9 ： 30 ～ 12 ： 00
【会場】 北海道大学学術交流会館
【主催】 北海道女性農業者ネットワークきたひとねっ
と ・ 北海道大学大学院農学研究院 小林−吉田グ
ループ ・ JST 科学コミュニケーションセンター
FIRST プログラム公開活動 研究支援マネジメント
可視化セッション
【日時】 2014 年 2 月 27 日 14 ： 00 ～ 17 ： 00
【会場】 ベルサール新宿グランド カンファレスセン
ター会議室 E/F
【主催】 FIRST プログラム公開活動実行委員会 （JST
ほか）
FIRST プログラム公開活動 研究活動のインパクト
可視化セッション
【日時】 2014 年 2 月 28 日 10 ： 00 ～ 12 ： 30
【会場】 ベルサール新宿グランド カンファレスセン
ター会議室 E/F
【主催】 FIRST プログラム公開活動実行委員会 （JST
ほか）

「大学研究力強化ネットワーク」 国際情報発信プラッ
トフォーム ワークショップ 世界に影響を与える日本
の大学 ・ 研究機関の未来
【日時】 2014 年 3 月 20 日 13 ： 30 ～ 17 ： 00
【会場】 日本科学未来館 イノベーションホール
【主催】 大学共同利用機関法人自然科学研究機構・
JST 科学コミュニケーションセンター
【共催】 一般社団法人サイエンス・メディア・センター
「リスク」 を社会に根づかせる ―研究と実践の未
来―
【日時】 2014 年 9 月 10 日 13 ： 30 ～ 17 ： 30
【会場】 日本科学未来館 イノベーションホール
【主催】 JST 科学コミュニケーションセンター ・ 日本
リスク研究学会
対話する挑戦！～政策実務家 ・ 研究者×ワーク
ショップ専門家～ （サイエンスアゴラ 2014 内）
【日時】 2014 年 11 月 9 日 10:30 ～ 14:30
【会場】 日本科学未来館 7 階会議室 3
【主催】 JST 科学コミュニケーションセンター、 三つ
部
みんなでリスク教育プログラムを考えよう
【日時】 2014 年 11 月 28 日 18:00 ～ 20:30
【会場】 京都大学吉田キャンパス北部構内 農学部
総合館第 1 会議室
【主催】 日本リスク研究学会 ・ JST 科学コミュニケー
ションセンター
科学技術リテラシーの未来 （科学技術リテラシーに
関する課題研究報告会内）
【日時】 2014 年 12 月 23 日 13:00 〜 16:00
【会場】 JST 東京本部地下１階大会議室
【主催】 JST 科学コミュニケーションセンター
BSE マルチステークホルダー対話 in 東京
【日時】 2015 年１月 24 日 10:30 〜 16:00
【会場】 JST 東京本部４階会議室
【主催】 NewsPJ リスコミ職能プロジェクト
【協力】 JST 科学コミュニケーションセンター
これからの科学コミュニケーションについて考える
ワークショップ（科学コミュニケーションセンター調査・
研究成果報告会内）
【日時】 2015 年 2 月 4 日 13:00 〜 17:00
【会場】 JST 東京本部別館１階ホール
【主催】 JST 科学コミュニケーションセンター
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（２）対話支援ツール
OUR SCIENCES とは

対話から次のアクションへといたるルートには、少なく
とも 2 通りあると考えられます。ひとつは、対話の場に
居合わせた参加者たちが意気投合し、チームとなって次
のアクションを起こしていくというルートです。特に、
ローカルな問題の解決を目指す場合には、このルートで
のアクションが重要な意味を持つでしょう。もうひとつ
は、行われた対話の結果を集め、そこから次のアクショ
ンを起こすというものです。問題が地球規模のものや国
レベルでの政策に関わる場合には、単一の対話の場だけ
でなく、複数の対話の場からの結果を集約する必要性が

自ずと高くなるでしょう。また、行われた対話の結果を
集めて分析することで、 新しい知見や提案につながった
り、ノウハウが蓄積されたりすることもあるでしょう。
科学コミュニケーションセンターでは、対話やワー
クショップの記録をウェブ上でアーカイブするシステム
「OUR SCIENCES」を運用しています。OUR SCIENCES には、
アカウントを作成するだけで誰もが無料でアクセスする
ことができます。OUE SCIENCES には対話の結果を蓄積す
る以外にも、対話の場づくりをサポートするいくつかの
機能が備えられています。
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① プログラムデザイン機能
論点 ・ 意見の可視化、 論点ごとの議論、 全体での情報
共有などの目的に応じて、 ワールドカフェやプロトタイピン
グなど、 さまざまな対話やワークショップのスタイルが開
発されています。 OUR SCIENCES では、 それらを組み合
わせて、 全体としてひとつの議論のプログラムをデザイン
することが簡単にできます。
② 参加者募集 ・ 登録受付 ・ 連絡機能
OUR SCIENCES には、 参加者を募集する機能、 参加登
録を受け付ける機能、 参加者に連絡する機能も備えられ
ています。 こうした事務的作業をラクにすることで、 主催
者側はより良い対話の場の設計に専念することができま
す。
③ 記録共有機能
対話やワークショップの記録や結果をアップロードし、 参
加者のみならず、 広く一般に公開することができます。
こうした記録が、 問題解決へと向けた活動や、 新しい知
見や提案、 ノウハウの共有などにつながっていくことを期
待しています。

OUR SCINECES を使って、 ワークショップのプログラムをデザイ
ンすることができます。

以上のように、OUR SCIENCES は対話の場をつくるハー
ドルを低くするとともに、対話の場を次につなげる役目
を果たします。ぜひ、あなたも使ってみてください。
ちなみに、OUR SCIENCES と科学を複数形にしたところ

には、多種多様な分野の科学やさまざまな科学観が対話
の場に持ちよられること、つまり対話の場にあらわれる
科学が一枚岩ではない、という意味をこめています。
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(3) 対話システム
ひとつひとつの対話の場は、その場をつくる人々、そこ
に参加する人々にとってかけがえのない、大切な場です。
対話から生まれたメッセージを誰かに届けたり、参加者
が自ら行動を起こしたりすることによって、現実の問題
解決につながります。
しかし、それだけではありません。対話は、地球規模

課題から、政策、地域の問題までさまざまなレベルで行
われています。
社会の中で対話すべき議題とは何かを広く提示したり、
対話の実施を支援したり、対話を記録して分析し提言に
つなげたりするといった、社会で行われる対話をひとつ
のエコシステムとして捉えれば、個々の対話を超えて大

問題→相談

議論の探索と提案

対話の分析

対話支援
組織
対話に向けたサポート

専門家 ・ ファシリテーター
紹介

ツール開発 ・ 普及

対話のアーカイブ

資金提供

対話の実施

いろいろな
対話

global

national

local
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サイエンスワイズ事業とは
2007 年 に、 ビ ジ ネ ス ・ イ ノ ベ ー シ ョ ン ・ 技 能 省 (BIS) の 支 援 に よ り、 サ イ
エンスワイズ事業 : 科学とイノベーションにおける公衆対話専門家センター
(Sciencewise-ERC: Sciencewise Expert Resource Centre for Public Dialogue in
Science and Innovation) が創設された。 これは、 科学技術の社会への影響に
関して、 専門家から成るチームを整備し、 政策立案者などに対して様々な情報・
助言 ・ ガイダンスなどを提供する機関である。 政策立案者が公衆の視点や関
心を理解し、 公衆との対話を促進することを助けている。 ( 「平成 23 年版科学
技術白書」 )

きな力を生み出すことができるでしょう。
このような対話のエコシステムを醸成するにはどうす
ればよいでしょうか。ここでは、英国のサイエンスワイ
ズ事業を参考に、対話支援組織を活用した対話システム
のあり方をご紹介します。

議題の探索と提案

社会の中で広く議論される必要がある科学技術と社会の課題を探索し、 提案する。

もしくは

問題→相談

科学者や政策担当者、 ＮＰＯ等、 科学技術と社会に関する問題を持っている人の
相談を受け、 問題を整理し、 解決に向けた対話のデザインを行う。

対話に向けた
サポート

専門家・ファシリテーターの紹介、 対話のためのツール開発・普及、 資金提供など、
対話に必要なリソースを提供し、 対話の場づくりをサポートする。

対話の実施

議題、 目的、 場づくりの主体、 参加者などに応じた、 多様な対話の実施。

対話のアーカイブ

対話の結果を蓄積し、 可視化することにより、 類似の取り組みと比較したり、 ある
対話を元に発展的な対話の場をつくったり、 新しい知見や提案、 手法の開発につ
なげる。

対話の分析

実施された対話を分析し、 政策立案のための参照情報、 新たなアジェンダの設定、
対話手法の開発、 対話に関する理論的な考察などに役立てる。
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2. 専門家コミュニティによる科学コミュニケーション
科学技術の専門家は、知的好奇心を頼りに、自らの専門分野でコツコツと仕事を続けていればよいのでしょうか。論文
を書き、学会発表をし、専門家コミュニティの中で評価を受けることが大切であり、社会のことを気にかける必要はない、
という向きもあるでしょう。
一方、科学技術が社会に正負を問わず大きな影響を与え、抜き差しならぬ関係にある今日、専門家が自らの活動を社会
の中で捉え直すことは、社会のためだけでなく、研究開発を進める上でも重要です。
ここでは、
（１）専門家コミュニティによる科学コミュニケーションの新しいかたち、
（２）共創プラットフォームの構築、
という二つの視点で、専門家コミュニティによる科学コミュニケーションについて見ていきましょう。
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（１) 専門家コミュニティによる科学コミュニケーションの新しいかたち
アンケートでわかった研究者の科学コミュニケーション活動の課題と対応策
科学コミュニケーションセンターでは、研究者による科学コミュニケーション活動の実態、課題を明らかにするために
アンケート調査（※）を実施しました。そこで浮かび上がった問題点と、それを解決するための試みをご紹介します。
※アンケート期間は 2013 年 3 月 8 日〜 16 日。約 12 万人の研究者に依頼し、回収数は 8964、有効回答数は 7908。

Q1. 科学コミュニケーション活動の経験がありますか？

Ｂ
35.6％
Ａ
64.4％

Ａ ： 経験がある
Ｂ ： 経験がない

Q2. 研究者による科学コミュニケーション活動は
根付いてきていると思いますか？
Ａ
3.0％

Ｅ
10.1％
Ｂ
25.1％
Ｄ
29.4％

Ａ ： 根付いてきている
Ｂ ： やや根付いてきている
Ｃ ： どちらでもない
Ｄ ： あまり根付いてきていない
Ｅ ： 根付いてきていない

Ｃ
32.4％

課題
・ 時間がない、 業務作業の負担がある
・ 業績として評価されない
・ 資金が不足している
・ 場づくりが難しい

主な対応策
・ 科学コミュニケーション研修プログラム
・ プレゼンテーションイベント 「研究 100 連発」 の展開
・ 研究開発に役立つ戦略的な科学コミュニケーションモデルの提案
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科学コミュニケーション研修プログラム
研究者が科学コミュニケーションを行うために、特別なスキルは必要ありません。自分にあったやり方で、目的や対
象に応じて自由な場づくりを行えばよいでしょう。
とはいえ、科学コミュニケーション活動は多様であり、場づくりの困難さを感じている研究者は少なくありません。
ここでは、科学コミュニケーションセンターがプログラム開発や実施を支援してきた 3 つの「科学コミュニケーショ
ン研修」についてご紹介し、どのようにすれば研究者が科学コミュニケーションの能力を高めて行くことができるのか、
考えてみましょう。
これから科学コミュニケーション活動を
始めたい方、 基礎を身に付けたい方

具体的な課題を解決したい方

科学コミュニケーションのマインドを育む

スキルアップトレーニング

科学コミュニケーション基礎研修

研究者のためのメディアトレーニングプログラム
対話力トレーニングプログラム

科学コミュニケーション基礎研修
対象受講者
身につくスキル

研究者／大学院生
科学コミュニケーションの背景や歴史に関する知識
プレゼンテーションの基本スキル
トークイベントを設計する基本スキル

内容

３つのモジュール （講義とワークショップ２種） に分かれています。

研修モジュール

概要

講義
「科学コミュニケーションとは」

科学技術の進展に伴って、 さまざまな場面で双方向のコミュニケーションが求められるようになっています。
その時代背景と科学コミュニケーションの歴史、 必要性について理解します。

演習
「３分で伝える専門用語」

科学の専門用語を３分間で説明する演習です。 専門的内容について分かりやすく説明する工夫を、 ２人ま
たは４人でのワークショップで体験します。

演習
「研究紹介デザイン」

研究所の一般公開や出前授業といった場面を想定したトークを中心とするイベント （15 分〜 45 分） をデザ
インします。 限られた時間の中で効果的に情報を伝えるノウハウを、 ２人または４人でのワークショップで体
験します。

開発メンバー

戸田山和久 名古屋大学大学院情報科学研究科 教授
齋藤芳子 名古屋大学高等教育研究センター 助教
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研究者のためのメディアトレーニングプログラム
対象受講者
身につくスキル

研究者／大学院生／広報担当者
基本的なメディア対応スキルが身に付きます。
媒体ごとに適切な情報発信ができるようになります。
インタビュー、 記者会見、 ラジオやテレビ出演といった場に臨む準備ができます。
所属機関広報との連携のしかたがわかります。

内容

開発メンバー

このプログラムでは、 依頼者の研究分野や所属する機関によってメディアとの接点が異なるという点
を考慮しています。 そのため、 依頼者のニーズに応じてさまざまな講義／実践モジュールを組み合
わせて提供しています。
田中幹人 早稲田大学政治学研究科ジャーナリズムコース 准教授
一般社団法人 サイエンス ・ メディア ・ センター スタッフ （菊地乃依瑠、 野地実穂、 西村尚子、
坂巻たみ、 角林元子 ほか）

対話力トレーニングプログラム
対象受講者
身につくスキル

研究者／大学院生
自身の研究内容や成果について、 状況に合わせた紹介ができるようになります。
自身の研究を社会の中に位置づけて捉え直すことができるようになります。
対話を通じて感動、 共感を得られるようになります。

内容

このプログラムは次の３部で構成されています。

1. 事前研修
2. 対話の場 （サイエンスカフェなど） における実践
3. 実践の振り返り
※事前研修のみの提供も行っています。

開発メンバー

加納圭 滋賀大学教育学部 准教授／京都大学物質−細胞統合システム拠点 （iCeMS） 特任准教授
水町衣里 京都大学物質−細胞統合システム拠点 （iCeMS） 特定研究員
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プレゼンテーションイベント「研究 100 連発」の展開

「研究 100 連発」は、ニコニコ学会βによって開発され
たプレゼンテーション手法で、科学コミュニケーション
センターと共同で普及展開を行っています。
プレゼンテーションをコーディネートする「座長」が、
伝えたいテーマに沿って 5 人の研究者を選びます。選ば
れた研究者は、ひとり当たり 15 分の持ち時間で、20 の
トピックについてプレゼンテーションを行います。20 ト
ピック× 5 人の連続プレゼンテーション、それが「研究
100 連発」です。
この手法は、手間をかけて構成されたストーリーで

ひとつのトピックを語り出す TED と異なり、ひとりの研
究者が手がけた過去から現在までの研究テーマを並べて
パーソナルヒストリーを描き、ときに未来への思いを加
えることによって、研究のおもしろさと同時に、研究者
自身の人間的な魅力を伝えます。
プレゼンテーションを行う研究者にとっても、学会発
表に近いスタイルであること、時系列でトピックを並べ
るために高度な構成力を必要としないこと、15 分という
時間を意識することで発表にテンポが生まれることなど
のメリットがあります。
50
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研究 100 連発 in

サイエンスアゴラ 2014

研究 100 連発 in 第７回ニコニコ学会βシンポジウム
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研究開発に役立つ科学コミュニケーション : ３つのポイント
まだ世の中に「科学者」という言葉が生まれる前、発明や発見をした人々は、それを手紙に書き、理解してくれる人々
に送っていました。送られてきた手紙は複製され、サークルの中で共有されるようになり、やがて専門誌へと発展します。
個人的な知識を他者と共有すること、公共化することから科学は始まり、やがて、学会、専門誌、大学、研究所へと社
会の中で制度化されてきました。コミュニケーションは、科学にとって付加的な要素ではなく、科学という営みにはじ
めからセットされている本質的な要素なのです。
しかし、専門分野が細分化され、科学技術と社会の関係が深まった現在は、コミュニケーションのあり方も多様化し、
場当たり的な対応ではうまくいかなくなっています。研究開発の推進と同時に社会にとって本当に役に立つコミュニケー
ションとは何かを考え、戦略的に行うことが求められます。
ここでは、科学コミュニケーションセンターでの調査・研究を踏まえて考えられた研究開発に役立つ科学コミュニケー
ションの３つのポイントをご紹介します。
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ポイント１：誰がステークホルダーなのかを理解し、適切なタイミングで巻き込むこと
研究開発の成果を市民に分かりやすく伝えること、これだ
けが科学コミュニケーションの目的ではありません。プロ
ジェクトチーム内でのビジョンの共有、問題の可視化、ユー
ザーの期待や懸念を把握すること、より長期的な視点で未来
ビジョンを形成することなど、テーマ対象、フェイズなどに
よって、
様々な目的が考えられます。研究開発をめぐるコミュ
ニケーションの問題を丁寧に分析した上で、その問題にとっ
て誰が重要なステークホルダーなのかを理解し、適切なタイ
ミングで巻き込むことが、役に立つ科学コミュニケーション
の第一歩です。

市民

専門家

事業者

行政

メディア

コミュニケーションの対象は多様

ポイント２：３つのレイヤー（プログラム、プロジェクト、サブプロジェクト）を意識した、
相乗効果が期待できるコミュニケーションをデザインする
研究開発プログラムが、プログラム、プロジェクト、
サブプロジェクトからなるとすれば、それぞれのレイヤー
におけるコミュニケーションは、ファンディング機関、
プロジェクトマネージャー、研究参加者が中心となって
行われます。しかし、これらのレイヤーでばらばらにコ
ミュニケーションを行っていては、無駄も多く、効果も
限定的になってしまいます。
コミュニケーションをデザインする際に、レイヤーの
どこに相当するのかを意識し、また他のレイヤーと連携
することで、効率よく大きな効果を挙げることが期待さ
れます。

プログラム

ファンディング
機関

プロジェクト

プロジェクト
マネージャー

サブプロジェクト

研究参加者
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ポイント３：コミュニケーションの戦略的なデザイン
研究プロジェクトがスタートすると Web サイトをつくり、シンポジウムの季節がやってきて、あわててパンフレット
を作成する。これでは、科学コミュニケーションを研究開発に役立てることはできません。問題を分析し、適切なコミュ
ニケーションを戦略的にデザインすることが必要です。
ここでは、インフォグラフィックスを活用して膨大な情報の整理と可視化を行い、ワークショップを通じてコミュニ
ケーション上の課題を整理し、それに応じたコミュニケーションのデザインをして、実施、振り返りと評価を行う一連

Step 1

Step 2

Step 3

情報の整理と可視化

コミュニケーション上の
課題を整理

コミュニケーションの
デザイン
problems

workshop

solutions

problems

研究開発や課題、 その意味など、
研究開発プロジェクトに関する情
報の整理とグラフィックスを活用し
た可視化を行います。

プロジェクトを進めていくためのコ
ミュニケーション上の課題を、ワー
クショップなどを活用して明らかに
します。

design

Step2 で明らかになった課題に対
するソリューションを考え、 コミュ
ニケーションをデザインします。
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のプロセスを模式的に表現しています。

Step 4

Step 5

実施

振り返りと評価

action

check

Step1 へ

Step3 の デ ザ イ ン に 基 づ い て コ
ミュニケーション活動を実施しま
す。

Step1 〜 Step4 に つ い て、 課 題
の設定は適切だったか、 ソリュー
ションは妥当であったか、 課題は
達成されたか、 などを振り返り、
次の Step へとつながる評価を行
います。
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コラム

科学コミュニケーションの基盤としての科学リテラシー
科学コミュニケーションはすべての人に開かれており、特別な知識や資格は必要ありません。誰もが自らの問題とし
て捉え、それぞれの立場から自分にあった方法で関わることができます。しかし、科学技術に関する知識や態度を身に
付け、問題を発見し、他者と協働する能力を高めることができれば、科学技術と社会の複雑な問題を考え、対話し、解
決することにきっと役立つでしょう。一人ひとりが、あるいは社会全体としてそのような素養（科学リテラシー）をど
のように高めていくべきでしょうか。
2008 年、
「21 世紀の科学技術リテラシー像～豊かに生きるための智～プロジェクト」の総合報告書と 7 冊の専門部会
報告書（数理科学、生命科学、物質科学、情報学、宇宙・地球・環境科学、人間科学・社会科学、技術）がまとめられ
ました。
このプロジェクトは、
「これまで人類が蓄積してきた智を踏まえた上で、21 世紀を心豊かに生きるにあたり、『持続可
能な民主的社会』を構築するために万人が共有してほしい科学技術の智を検討し成文化することを目的として」
、科学者、
技術者、教育者、博物館関係者、NPO 関係者、メディア関係者など約 150 人が 3 年間に渡って行ったものです。
このプロジェクトを受け、科学コミュニケーションセンター星・長崎ユニットでは、
「コンピテンシーとリテラシー」
、
「日
本という土壌」
、
「生活リスクとリスクリテラシー」
、
「日本の戦後教育の変遷と課題」
、
「科学リテラシーの主体」という
観点から、科学リテラシーに関する考察を行い、多様な参加者によるワークショップで生まれた知見を踏まえて、2015 年、
「科学技術リテラシーに関する課題研究報告書」をまとめました。
科学リテラシーをめぐる議論は、容易に結論が得られるものではなく、継続的な取り組みが必要であり、デジタル・
ネイティブ世代や、グローバル化に対応した、新たな科学リテラシー像が望まれています。
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（２）共創プラットフォームの構築
〜「Life is Small」プロジェクトを例に〜
知識基盤社会において、知識の総体は細分化された専
門知識の集積として加速度的に増えますが、それは必ず
しも問題解決のための豊かな知識を意味しません。
細分化された専門知の寄せ集めでは、急速にグローバ
ル化し、多様化、複雑化する現実世界の問題を解くこと
は困難です。
また、旧来の学際研究、異分野融合研究、産学連携研
究によっても対応が難しい新規課題も現れています。

そのような複雑な問題を、狭義の専門家だけでなく、
市民、行政、事業者、メディアなど様々な分野のステー
クホルダーの知を集め、対話・協働を通じて創造的に解
決するための、共創プラットフォームの構築が求められ
ています。
ここでは、そのような共創プラットフォームの一例と
して、顕微鏡と ICT を中心にした「Life is Small」プロ
ジェクトをご紹介します。

顕微鏡
ユーザー
顕微鏡
ユーザー

顕微鏡
ユーザー

facebook
グループ
"Life is small"

顕微鏡
ユーザー

顕微鏡
ユーザー

オンライン
ワーク
ショップ

学校
図書館
科学館
浄水場
フェスティバル

リアル

プラット
フォーム

コミュニティ

教育

観察ツール
開発

メディア
アート

環境
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活動紹介
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Life is Small Project
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科学コミュニケーションツールあれこれ
科学コミュニケーション活動をするにあたり、そのツールをゼロから自分で作るのはなかなかできることではあり
ません。一方、世の中を見渡してみると、すでにツールはたくさんあります。それらのツールと、自分が伝えたいメッ
セージを組み合わせることで、新たな科学コミュニケーションの展開につながるかもしれません。
ここでは、これまで専門家によって開発されてきた科学コミュニケーションのためのツールをご紹介しています。
これらのツールをご利用になりたい場合は、問い合わせ先までご連絡ください。
実験キット「シナプス・メーター」
人の視覚と聴覚に対して、刺激を与えた場合、反応時間はどちらが早いで
しょうか。神経の反応スピードを、簡単な実験で調べるキットです。神経
の仕組みを学ぶワークショップや実験教室にご利用いただけます。
※ご要望に応じて出前授業も開催します。
企画開発：自然科学研究機構生理学研究所
お問合せ：全国科学館連携協議会事務局 担当：原（日本科学未来館内）
tel：03-3570-9151 e-mail：renkeikyo@miraikan.jst.go.jp

Inkantotory Paper
紙に印刷できる導電体に電気を流すことで、紙のヒーターを作る仕組みで
す。回路の静電容量の変化を計測することでタッチセンサとしての機能も
ヒーターに付与することが可能です。示温インクや導電性インクなどの機
能性インクと電子回路を組み合わせ、デジタルファブリケーションの面白
さを学ぶ事ができます。

TECHTILE toolkit
モノから身体から触感を記録し、モノや身体にフィードバックすることで
触感を再生・拡張するツールキットです。触感を体験し楽しむワークショッ
プや触感を利用した作品作りにご利用ください。

web サイト：http://nae-lab.org/~tsuji/Inkantatory-Paper/
企画開発：東京大学 苗村研究室
問合せ先：東京大学 苗村研究室 小泉直也 koizumi@nae-lab.org

web サイト：http://www.techtile.org/
企画開発：TECHTILE project（南澤孝太、筧康明、仲谷正史、三原聡一郎）
問合せ先：info@techtile.org

Face Homunculus Viewer

スマホ顕微鏡

自分の顔写真を、額と唇の「触力」（触覚の二点弁別の感度）に基づいて、
変形するソフトウェアです。二点弁別の感度が高いところほど、その部位
を大きく表示。物理的な皮膚の大きさと、私たちの心が感じている皮膚の
大きさ、その感覚処理に対応する脳の部位の大きさが異なっていることを
可視化します。メディア技術による体験を通して現象の体験的理解を促し、
科学的思考や知的探究心を育むことがねらいです。問い合わせいただくこ
とで、無償でご利用できます。

試料をスマートデバイス（スマートフォンやタブレット PC）のカメラの上
に載せるだけで、拡大像をデバイスの液晶画面に表示する、新タイプの顕
微鏡です。小さな生き物や身の回りのミクロの世界を観察するワークショッ
プや実験教室にご利用いただけます。
※ご要望に応じて出前授業も開催します。
web サイト：http://www.jst.go.jp/csc/research/koizumi/PJ/
企画開発：永山國昭・自然科学研究機構生理学研究所名誉教授、総合研究
大学院大学理事
問合せ先：JST 科学コミュニケーションセンター e-mail：csc@jst.go.jp

企画開発：日本基礎心理学会「心の実験パッケージ開発委員会」
問 合 せ 先： 池 田 ま さ み ikeda@jumonji-u.ac.jp、 渡 邊 淳 司 watanabe.
junji@lab.ntt.co.jp
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青いお空のそこふかく、海の小石のそのように、夜がくるまでしずんでる、
昼のお星はめにみえぬ。
見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。
（金子みすず「星とたんぽぽ」）
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われわれが知る世界は、「世界そのもの」ではありません。ある波長域の光、
一定範囲の周波数の音波、環境中の化学物質や物理的な刺激など、外界からの
入力によって、脳が世界像を構成しているに過ぎない。つまり、入力が変われば、
世界は変わってしまうのです。
空を飛ぶ鳥には鳥なりの、地を這う蛇には蛇なりの、花に群がる蝶には蝶なり
の世界像があり、それは一生かわることはありません。しかし、われわれ人間
はちがいます。もって生まれた感覚器では捉えられない世界を科学技術によっ
て可視化し、それまでの世界像を破壊して、より精緻な新しい世界像を再構築
します。
このセッションでは、5 人の研究者による研究 100 連発を通じて、あなたの世
界像を破壊し、新しい世界へいざないます。
研究 100 連発「
『星とたんぽぽ』～見えない世界を可視化する～」より

63

P030-P064 ２章.indd 63

2015/03/25 23:20

P030-P064 ２章.indd 64

2015/03/25 23:20

第３章
科学コミュニケーションをめぐる 11 の物語
第１章と第２章で見てきたように、
科学コミュニケーションについての考え方やあり方、
実際の活動は多種多様。
科学コミュニケーションセンターの
研究主監、各フェローが、
科学コミュニケーションに対する考え方、実際の取り組み、
科学コミュニケーションに
携わることになった経緯を語りました。
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北原 和夫研究主監

インタビュー

研究者が市民と社会と関わることで、
新しい学問を切り拓く

科学コミュニケーションセンターの研究主監をつとめる北原さん。専門の統計物理学から科学リテラシーや科学教育に
かかわるようになったきっかけ、科学者が社会とかかわることで生まれる新しい学問の可能性について伺いました。

－どのようなきっかけで、科学リテ

メリカでポスドク（博士研究員）を

がいるクラスで物理学の授業を担当

ラ シ ー や 科 学 教 育、 科 学 コ ミ ュ ニ

していたころ、アメリカ人の友人か

しました。バックグラウンドが異な

ケーションに携わるようになったの

ら「リベラルアーツ・カレッジで学

る学生たちに基本的な物理の概念を

でしょうか？

んだ人は、大学院で専門性を極めて

伝えることは、僕にとってチャレン

いくときに大いに力を出す」と聞い

ジングでした。興味深いことに、物

東京工業大学では物理学の理論の研

たのを思い出し、日本にもそういう

理の基礎知識のない文系の学生は論

究をしていましたが、1998 年に国際

取り組みがもっと広がってもいいの

理を追って授業を聞くので、僕の論

基督教大学（ICU）へ移り、学生が

ではと思いました。

理に甘いところがあるとそこを突い
てくるのです。背景の知識がなくて

自然科学、社会科学、人文科学を同
時に学べる仕組みを知りました。ア

ICU では最初に、文系と理系の学生

も、その場で一緒に考えていくと思
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なりました。

わぬことが起きます。そうして、一

に知識を伝える活動ですね。そこか

緒にものを考えたり、考えを作り上

ら、異なる考えや知識を持つ人が一

げたりする形の教育が本当は大切で

緒につくっていく、と活動が広がっ

－専門家の間だけではなく一般の人

はと気づきました。

たのには何かきっかけがあったので

の科学コミュニケーションについて

しょうか。

は、どのようにお考えですか？

に対しても同じことが言えるので

ひとつは、2005 年から 2008 年にか

東日本大震災では、群馬大学教授の

は、と考えました。知識を持つ人と

けて実施した科学リテラシーのプロ

指導で津波の避難訓練を重ねて生存

持たない人では対話ができない、と

ジェクト（注 1）で、異なる分野の

率 99.8％となった「釜石の奇跡」が

いうのは違うのでは、という気持ち

人たちと共に働いた経験です。科学

ありました。何が起こるのか、
起こっ

がずっとありました。

者、教育関係者、メディアの人たち

たときに何をすべきかを前もって頭

などが一堂に集まって、何をどう伝

に入れておくことで、町全体の命が

科学コミュニケーションセンターで

えるべきか、ということを議論して

救われました。このように、科学的

は、「伝える」から「つくる」へと

つくりました。

な知識のもとで現実を見る視点を社

次に、これは大学だけではなく社会

会のさまざまな層の人たちが普段か

科学コミュニケーションを広げま
しょうと言っています。これは僕が

もうひとつは、東日本大震災です。

ら理解して、何かがあったときに動

リベラルアーツに触れて、学生たち

何が起こっているのか何をすればい

ける、そういう社会が安全だと考え

と接したことで得たアイデアです。

いのか、見通しを持つ人たちの間で

ています。

これまでの科学コミュニケーション

コラボレーションをして、実際に社

は、科学者や専門家が自分の知識を

会を動かさないといけないような状

もうひとつは、科学を通して人との

一般の人たちに伝えていく、という

況でした。もっとコラボレーション

連帯感が作れるのではないか、とい

のが大きかったのですが、それだけ

できる仕組みがあれば、よりよい対

うことです。
「科学嫌い」と言う人

ではなく、一般の人や異なる分野の

応ができたのではないかと思いま

が い ま す が、 何 か が あ っ た と き に

人たちと科学の概念を話すことで、

す。また、原発事故を例にとると、

「変だな」
「何だろう」と思うのは人

一緒に考えていくプロセスもありま

冷却に電源が必要で電気がないと成

間の本性ではないのかと思っていま

す。異なる見方や知識を持つ人たち

り立たない発電所というのは、論理

す。ただ、受験のために勉強をしな

とコミュニケーションして共感でき

矛盾しているわけです。論理的に科

いといけない、といった社会的状況

たときに、何か大きなものが作れる

学的にものを考え、それを通してい

の中で興味や好奇心が抑えられてし

のではないかと考えています。

ろんなバックグラウンドの人たちが

まっています。

共に働き、意思疎通できる社会にし
－北原さんは科学リテラシーや科学

ないといけないという思いで、科学

そこにちゃんとした仕組みがあれば

教育を推進していますが、これは主

コミュニケーションに関わるように

もっとうまくできて連帯感、つなが
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りが生まれるのではないでしょう

ただ、私たちが生活する領域が広が

の地平を切り拓いていくんじゃない

か。科学を通じて、科学的知識にも

り、世界の出来事が地域に影響する

でしょうか。

とづいて、人と人とのつながりがで

ような今の時代に、限定した知識だ

きてくる、それが一番安全な社会で

けでよいのでしょうか。例えば環境

－研究者が社会や市民とつながって

はないかと思います。

問題では、大気、海流、そこに生き

いくのは、むしろ新しい学問領域や

ている生物などさまざまな因子があ

知識のあり方をつくっていくことに

そうすると、科学コミュニケーショ

ります。切り取らないで、世界その

なるということですね。それがこれ

ンというのはそういった新しい社会

ものを見ていくやり方がこれから必

からの科学コミュニケーションなの

をつくることになるんじゃないかと

要になります。その最たるものは宇

ですね。

考えています。そのためのツールは

宙論です。宇宙論的知識は再現でき

ほぼできあがっています。そのひと

ません。理論をチェックするために

つがインターネットです。あとは私

宇宙をもうひとつ作るわけにはいか

たちがそのツールを使って何をやる

ないのです。そこで宇宙論では、部

か、というところに今時代は来てい

分部分の実験をしてそれを組み合わ

度科学技術振興調整費「重要政策課題への

ます。

せて、全体のストーリーをつくりま

機動的対応の推進」による、日本学術会議

す。

と国立教育政策研究所が共同で行った調査

（注 1 科学技術の智プロジェクト…日本人
が身に付けるべき科学リテラシーを検討し
た「日本人が身に付けるべき科学技術の基
礎的素養に関する調査研究（2006・2007 年

研究プロジェクト。略称「21 世紀の科学技

－研究者はものごとを専門的に掘り

術リテラシー像～豊かに生きるための智～

下げて研究をしています。ただ科学

例えば物理学は非常に純粋で厳密な

コミュニケーションでは掘り下げる

学問ですが、100% 実証できなくても

わけではなくて、もうすでにある知

ストーリーを組み立てていくという

識や技術を対象にしていますね。そ

形の学問がこれから必要になると思

れは研究者から見ると科学的な業績

います。物理学者の中には「論理的

にはならないので、あまりモチベー

に証明できないのだったらだめだ」

ションにならないのではないでしょ

という人がいるかしれませんが、そ

うか。

こから一歩踏み出さないといけない
時 代 に 来 て い ま す。 現 実 の 錯 綜 し

18 ～ 19 世紀以降の近代科学は、さ

た問題を日常的に感じ取って共感す

まざまに分かれた科学のひとつひと

る、あるいは自分の問題意識に持っ

つについて専門特化する方向で、世

ていく、そのときに研究者が社会や

界の認識を深めてきました。世界を

市民にいかに関わるかということは

切り取って、限定して分析するやり

非常に意味があると思っています。

かたです。

かかわりをもつことで、新しい学問

プロジェクト」）

（2012 年 10 月 18 日にインタビュー実施）
北原 和夫 （きたはら かずお）
東京理科大学大学院科学教育研究科 教授、
日本学術会議大学教育の分野別質保証の在
り方検討委員会 委員長
1969 年東京大学理学部物理学科卒業、 1974
年東京大学理学系研究科物理学博士課程単
位取得満期退学。 ブリュッセル自由大学理学
博士。 マサチューセッツ工科大学研究員、 東
京大学理学部助手、 静岡大学教養部助教授
などを経て 1989 年東京工業大学理学部教授、
1998 年国際基督教大学教養学部教授、 2011
年より現職。
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渡辺 政隆フェロー

インタビュー

科学コミュニケーションのスキルやマインドを
身につける

サイエンスライターでもある渡辺さんは、渡辺ユニットで「『伝える』科学コミュニケーションの基礎調査」に取り組ん
でいます。2000 年代初めから「科学コミュニケーション」が国内で広まった経緯や、渡辺さんが考える科学コミュニケー
ションなどについてお伺いしました。
－渡辺さんは科学コミュニケーター

コミュニケーション系の授業が以前

プロの人を雇えるような制度が必要

として筑波大学の広報室にいらっ

からいくつかありました。それらを

だと思います。研究広報や教育広報

しゃいますが、どのようなお仕事を

整理した上で関わっています。

では、企業の広報とはまた違うノウ
ハウも必要になってきます。

されているのでしょうか。
企業だけでなく、大学でもメディア
大学の研究広報が基本で、大学院の

対応をやらないといけない局面が増

－渡辺さんは科学技術・学術政策研

授業もやっています。筑波大学では

えているのではないでしょうか。こ

究 所（NISTEP） に い ら っ し ゃ っ た

分野横断的な大学院共通科目を全国

れまでは事務系職員が持ち回りで対

2003 年に、科学コミュニケーション

に先駆けて始めました。そこに科学

応していましたが、メディア対応の

が重要という報告書（注 1）を出され
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ました。それをきっかけに、科学コ

ションの考え方自体はヨーロッパか

ミ ュ ニ ケ ー タ ー と は、 渡 辺 さ ん に

ミュニケーションをもっと推進しよ

ら入ってきて、科学技術社会論の人

とってはどういうものでしょうか？

うという機運が高まり、科学技術基

たちは以前から知っていたわけです

本計画で科学コミュニケーションの

が、科学ボランティアをしている現

科学コミュニケーションを推進しよ

重要性がうたわれたり、科学技術振

場の人や科学館の人、科学技術行政

う、科学コミュニケーション教育を

興調整費で東京大学、北海道大学、

の人たちのところまでは届いていま

大学・院でやるべきだということを

早稲田大学で科学コミュニケーショ

せんでした。

僕はずっと言ってきたわけですが、

ン人材育成のプロジェクト（注 2）

職業としてというよりも、そういう
世界的な流れとしては、イギリスや

スキルやマインドを身につけること

EU では 2000 年前後から科学コミュ

が大切だと思っています。職業とし

僕 が NISTEP に 入 る 直 前 に、 科 学

ニケーションの機運が高まって来ま

ては、科学館のキュレーターや解説

リテラシーの国際比較の報告書を

した。アメリカでは大型加速器のプ

NISTEP が出したのですが、日本の大

ロジェクトで予算がつかなかったこ

人の科学リテラシーが低いという結

とで、研究広報をちゃんとやらなけ

果でした。国会でも問題になり、理

ればという機運が出ていました。そ

科離れや科学離れと言われ、ではど

ういう流れの中で、日本はかつては

うしたらいいかという調査担当とし

科学技術大国と言っていたのだけれ

て NISTEP に採用されたんです。国

ど、国民レベルではあまり意識が浸

内外の状況を調べる中で、これまで

透していないということがわかって

の社会人も含めた科学教育では行き

きて、何とかしなければという思い

詰まっていると感じました。子ども

があったと思います。

が始まったりしました。

員といった既存の職業で科学コミュ
ニケーションをしている人たちはす
でにたくさんいます。また、アウト
リーチ活動をしている研究者の人た
ちも科学コミュニケーターと呼んで
もいいと思います。

2002 年くらいに海外調査をした時
は、イギリスでは科学コミュニケー
ターという職業を指す言葉はありま

たちは理科が好きにもかかわらず、

せんでしたが、数年後には科学館や

それが生活に役立つと思っていな

また、経済界や産業界でも危機感が

い、といったように日本の教育では

あったのだと思います。大学では工

科学は生活のための学問という意識

学部離れがありましたし、バブルの

トをするようなフリーランスの科

が低い。その意識を変えるためには、

ころに理系の人たちが金融界に入る

学コミュニケーターが出てきまし

新しい動きが必要と感じました。

など、ものづくりの人気がなくなっ

た。一方アメリカでは科学コミュニ

てきたというのがありました。理工

ケーターと呼ばれるのは研究広報の

それ以前に、旧科学技術庁のころか

系人材に対する要請は、経済界から

ような人たちで、職業としてはすで

らいろいろな委員会の中で、流れを

あったのだと思います。

にありました。アメリカで言う科学
コミュニケーションや科学コミュニ

変えるには新しい名前が有効という
話がありました。科学コミュニケー

サイエンスフェスティバルでイベン

－科学コミュニケーション、科学コ

ケーターは、ヨーロッパで 2000 年
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前後から盛り上がった科学コミュニ

している人たちのネットワークを作

でしょうか？

りたいというのがねらいです。

ケーションの理念とは違うようで
す。ヨーロッパでは科学と社会を意

これまで科学コミュニケーション

識していましたが、アメリカではあ

は、出前授業、科学館や研究広報な

くまでも税金を使ってやっている研

どわかりやすいことをみんなやって

究に関して国民の理解を得るという

きました。ただ 3.11 のときに科学

ことが優先されたという気がしま

コミュニケーションのあり方や存在

す。

価値が問われました。あのとき何も
で き な か っ た こ と に 関 し て、 こ れ

日本はその両方を一度に入れてし
まったわけですけれど、それで多少
の混乱があったし、まだあるのかも
しれません。

から何ができるのか考えていかない
といけません。そこで、不安に思っ
ている人たちや科学に対して疑問を
持っている人たちと問題意識を共有
して、提供できる専門知識がある人

－ところで、渡辺さんはもともと農
学部で生物学の研究をされていたの
ですね。

ディエーターみたいな役割を果たす
人が各地域にいるとよいのではと考

大学院のときから翻訳や出版社の手
すから、最後は日本語の問題です。
自分だったらどう書くかを考えなが
ら 表 現 し ま す。 科 学 コ ミ ュ ニ ケ ー
ションの基本はライティングではな
いか、というのが僕の持論です。話
すことも頭の中で作文をしているわ
けです。概念を理解して自分の言葉
で置き換えるという作業が、何をす
るにも重要だと思います。

（注 2 科学コミュニケーション人材育成の
プロジェクト…2005 年度の科学技術振興調
整費の新興分野人材養成部門で「科学技術
コミュニケーター」人材養成コースに関す
る募集が行われ、北海道大学、東京大学、
早稲田大学が採択された。）
（2013 年 4 月 12 日にインタビュー実施）

と つ な い で い く、 ミ ド ル マ ン や メ

えています。

伝いをしていました。翻訳は作文で

（注 1 NISTEP 報告書…NISTEP は「科学技術
理解増進と科学コミュニケーションの活性
化について」という報告書を 2003 年に公
表した。科学技術行政に科学コミュニケー
ションという概念を事実上初めて導入した
報告書。）

また、手軽にできることもあり、日
本でもサイエンスカフェが普及して
き ま し た。 あ ち ら こ ち ら で バ ラ バ
ラにやっていますが、ノウハウの蓄

渡辺 政隆 （わたなべ まさたか）
筑波大学 広報室 サイエンスコミュニケーター
教授
東京大学農学系大学院修了。 サイエンスラ
イター。 2012 年より現職。 奈良先端科学技
術大学院大学客員教授、 日本大学芸術学部
客員教授、 文部科学省科学技術政策研究所
客員研究官。 専門は科学コミュニケーション、
科学教育、 科学史、 進化生物学。

積や交換も必要と感じています。科
学コミュニケーションについて、全
国的に草の根だったり、仕事として
やっている人も増えてきたことも
あったりして、日本でネットワーク
を 作 る 必 要 が あ る と 思 い、 日 本 サ
イエンスコミュニケーション協会

－科学コミュニケーションが地域と
連携していくことについてはいかが

（JASC）を立ち上げました。学会で
はなく、科学コミュニケーションを
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平川 秀幸フェロー

インタビュー

背景や立場の異なる人々の対話や協働を通じて、
社会をつくっていく

平川ユニットで「
『つくる』科学コミュニケーションに関する基礎調査」に取り組んでいる平川さん。社会と科学技術の
問題について考える科学技術社会論の研究に携わる立場から、リスクの問題や、背景や立場の異なる多様な人々の間の
対話や協働を通じて社会をつくっていくための取り組みについてお伺いしました。
－平川さんはもともとのご専門は物

り直しました。サイエンスとかアー

修士論文を書いたのが科学論に足を

理学。そこから現在のご専門の科学

トとか政治を縦横無尽につなぎなが

踏み入れた最初の一歩です。

技術社会論に移られたのはどうして

ら論じる、フランスの哲学者のミッ

ですか？

シェル・セールという人の文献に惹

ガストン・バシュラールはすごくリ

かれ、彼を理解するためにその師匠

アリスティックな科学像を示しまし

大学院修士課程までは物理学をやっ

のガストン・バシュラールを読むこ

た。英米の科学哲学の議論に登場す

ていました。大学院生のときに、数

とにしました。ガストン・バシュラー

る「科学」は、いわばバラバラに解

式よりも自然言語で考えるほうが考

ルは 20 世紀前半から中頃にかけて

剖して標本台に載せたようなリアリ

えやすく自分に合っていると気づ

フランスで活躍した科学史・科学哲

ティのないものが多いのですが、バ

き、文系の大学院で修士課程からや

学者なんですが、彼の文献を読んで

シュラールはもっとリアルに、実際
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の科学の現場に即していました。

会はこうあるべき」というのがどこ

いと思います。

まで通用するのか、疑問に思うこと
しかしながら、科学に対して非常に

たとえば 3.11 以降の状況で放射線

があります。

リアリスティックなアプローチをす

のリスクの問題を考えたとき、工学

る一方で、科学と社会の関係という

生存の条件自体がテクノロジーで規

的な観点からは、リスクは損害の程

ことになると、ほとんど議論がなく、

定されています。かつての、テクノ

度と発生確率の積であるという確率

たとえば彼が第二次世界大戦後に原

ロジー抜きで考えていた社会や人間

論的な理解をします。確率の大小に

爆について書いたものはたったの１

とはだいぶ違ってきます。そうする

よってリスクが大きいか小さいか、

行しかないんです。これはいかがな

と人文系にとっても、科学や技術に

それによってそのリスクを引き受け

ものかと思い、修士論文の中でも問

関する知識や洞察は人文的素養の一

るかどうかということが決まるとい

題提起しました。その問題を自分自

部なんだろうと思います。

う発想です。ただ実際には人にとっ

身のものとして、科学と社会の関わ

てリスクはそれだけではなく、リス

りの問題を考えてみようということ

一方で、科学や技術だからといって

クを受け入れるか否かを自分で選択

で、博士課程に進んだ段階で今の分

それをあまり特別視してもいけない

できるのかとか、自分にメリットが

野に入ってきました。

と感じています。従来の人文的な視

あるのかとか、公平かどうかとか、

点から読み解いていくことも非常に

また被害が起きたときに誰がどう責

科学技術社会論では、考えるべき問

重要です。両方が相互に浸透し合っ

任を取るのかなど、社会的、規範的

題がたくさんあります。3.11 後の原

ている状況で、科学や技術について

な問題がさまざまあります。それが

発事故、津波、地震の予知、BSE 問

語ること抜きには現代の社会は語り

全部絡まった、複合的な認識として

題など、考えることを迫られること

きれないという思いはすごく強くあ

リスクを受け入れるかどうかが判断

が次々とたくさん起きます。現実の

ります。

されます。

けないのかもしれませんけれど、学

ただ、おおざっぱに言えば文系的な

心理学や社会学など文系的な視点か

問的な面から見たときに、考えるべ

見方と理工系的な見方のギャップ、

らすると、リスクはまさにそういう

き、深みと広がりのあるものがたく

あるいは「断絶」がいろいろな問題

ものだと昔から言われてきました。

さんあることは、この分野の魅力で

を生み出している。断絶があまりに

しかし、リスクを巡って工学的な見

す。

もリアルに存在しているので、単純

方と文系的な見方を合わせて、総合

事件として「面白い」と言ってはい

に架橋すればすむという問題ではな

的に考えるというのはまだまだ経験

－これほどまで科学技術があふれる

く、むしろ対立やすれ違い、話の噛

が浅く、さまざまな問題が生じてい

時代は、いまだかつてありません。

み合わなさ、緊張関係をもっとちゃ

ます。

これまでの哲学者や社会学者が言っ

んと見ていかないと、架橋するにし

ていた「人間はこうあるべき」
「社

ても解消するにしてもなかなか難し

実際に 3.11 以降の放射線の問題で
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も、 た と え ば 政 府 や 専 門 家 は、 確

の違いです。統治者視点は、確率論

つは、「政府って、たとえ精一杯頑

率の大小をわかりやすくするため

的、集合的、統計的な見方をする科

張ってもここまでしかできないよ」

に「 放 射 線 の リ ス ク は た ば こ よ り

学的な見方。当事者視点は、当事者

ということ。
「公」は有能だからお

も小さい」
「CT スキャンよりも小さ

それぞれの価値観を反映した視点で

任せで OK だと思っても、実はでき

い」という説明をしました。ところ

す。どちらかに還元するのではなく、

ないこともたくさんあると。震災か

が、それで納得した人もいれば「い

両方が共存せざるを得ない。どちら

ら復興でも、
「どうもお上だけに任

や CT スキャンは自分で選べる。病

かに合意するのではなく、互いが両

せているとよくない」「待っていて

気を発見できるメリットがあるが、

方を尊重する。例えば国全体として

もなかなか物事はよくならない」
「も

ばらまかれた放射線は自分で選んだ

リスクを管理するときには統治者的

う自分たちで動き出さなきゃ」とい

覚えもないし、メリットもない」と

な視点、工学的な視点を取らないと

うことで、実際に動いている人たち

考え、それにもかかわらず CT スキャ

全体をうまく管理できないと、当事

はたくさんいると思います。

ン、あるいはたばこと比較するとは

者視点の人も理解するべきだし、反

何事かと、怒ってしまう人もいます。

対に統治者視点の側のほうも、人間

今は、変わるタイミングの１つなん

行政や専門家が工学的な見方ばかり

はそれだけでリスクを考えているわ

だと思うんです。3.11 以降、対話欲

で、文系的な見方を無視した形でリ

けではないということを理解しない

求とかコミュニケーション欲求とい

スクについて話してしまうこと自体

といけない。人間の認識はもっと複

うのが、すごく高まっているんじゃ

が、不信や対立を生んだり深めたり

雑で、当事者視点まで含めて配慮を

ないかと。社会のこと、自分たちの

する。それはなかなか埋めることが

する、例えば行政であれば、そこま

未来のことを他の誰かと一緒に話し

できないギャップ、断絶です。

で手当をする何らかの施策を取らな

てみたい、考えてみたい、他の人た

ければいけないという、そういう両

ちの考えを聞いてみたいという欲求

ギャップの本質は、単に知識のギャッ

方からのアコモデーション（適応）

は結構高まっていて、そういう運動

プではなくて、リスクをどう見るか

が必要なのかなと思うんです。

の１つに「フューチャーセンター」
を全国につくろうという動きがあり

という物事の枠組みのギャップで

ます。

す。ではどうしたらよいか。今生じ

－日本ではこれまで、統治者が良い

ているギャップの問題の本質を理解

ようにやってくれるので、当事者は

するには、最初はまずぶつかり合う

あくまでも当事者で、当事者と統治

フューチャーセンターとは、いろん

こと、違いがあること、断絶がある

者の相互作用をあまり意識しなくて

なテーマに関して、そのテーマに関

こと自体を認識することから始まる

も割とうまく来ていたところはあり

連するあるいは将来関係するかもし

のだと思います。

ます。

れないいろんな人たちがそこに関
わって対話をすることで、何が問題

見方の違いの問題として僕がよく使

これからはなかなかそうはいかない

なのか、何が求められているのかを

う例は「統治者視点と当事者視点」

ですよね。3.11 で露呈したことの一

探りながら、いろんなアイデアを出
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したり、実際に問題解決をしたり新

そういう営みを、私たち、科学コミュ

す。理系、文系だけでもなく、非専

しいモノを生み出したりする人や組

ニケーションに関わっている側が場

門家と専門家だけでもない、いろん

織のつながりが生まれていく場で

を 用 意 す る だ け で な く、 他 の 分 野

なタイプの人たちがいろんなコミュ

す。

ですでにそういった対話的な活動を

ニケーションをしていくことがすご

してきた人たちにお願いして「この

く大事になってくると思います。そ

テーマで議論してもらえませんか」

ういうコミュニケーションの場を作

－平川さんご自身の活動についてお

「そのアウトプットをみんなで共有

り出して、整理しながらみんなで共

しませんか」というように広げたり

有していくようにすると、従来の研

科学コミュニケーションのこれから

していきたいです。そうすることで、

究者や産業界の主導ではなく、ソー

の目標は、フューチャーセンターと

科学コミュニケーションという旗の

シャルな形でのイノベーションへと

かも含めて、背景や立場の異なる多

下で集まってくる人たちとは違った

変えていけることができると考えて

様な人々（マルチステークホルダー）

クラスターの人たちともつながれる

います。そういうところにまた科学

の間の対話や協働を通じて社会をつ

ようになりますし、医療や福祉、環

コミュニケーションの新しいフィー

くっていく、変えていくことに寄与

境、教育、地域経済など、もっと社

ルドがあると思っています。

していくことだと考えています。そ

会とか生活の視点から科学技術の研

ういう活動をしている人たちは、ま

究開発や利用の仕方についての意見

ちづくりなどさまざまな領域ですで

や見方が顕在化してくる可能性もあ

にたくさんいます。これをいかに科

ります。科学や技術の問題を、社会

学技術が関わる問題・課題について

や生活の現場の視点から捉え直して

も広げていくか。たとえばパーソナ

みるという科学コミュニケーション

ルゲノム医療では、１人 8000 円、1

を広げていきたい。そのために今ま

時間で自分のゲノム情報を読める

での科学コミュニケーションとは違

サービスが登場すると言われていま

うけれど、対話的な活動をしている

す。将来、ある難病にかかる確率ま

人たちとのネットワークとつながっ

でわかってしまう。その結果、さま

ていきたいと考えています。

伺いできますか。

ざまな問題が生じてくると思うんで
すが、じゃあそういう技術に対して

もうひとつは、社会の課題やニーズ

我々はどのように対応するのか、ど

を拾い上げて、研究者が持っている

のように利用したり、どのように規

シーズとマッチングさせていく取

制をかけたりするんだということを

り 組 み が 求 め ら れ て お り、 そ こ で

みんなで議論してみようと。

フューチャーセンター的な役割がす

（2013 年 1 月 21 日にインタビュー実施）

平川 秀幸 （ひらかわ ひでゆき）
大阪大学 コミュニケーションデザイン ・ セン
ター 教授
1964 年東京生まれ。 2000 年国際基督教大学
大学院比較文化研究科博士後期課程博士候
補資格取得後退学、 京都女子大学現代社会
学部講師、同助教授を経て現職。博士 ( 学術 )。
専門は、 科学技術社会論 ( 科学技術ガバナ
ンス論、 市民参加論 )。

ごく重要になってくると思っていま
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佐倉 統フェロー

インタビュー

科学コミュニケーションとは、
新しい価値をつくるもの

佐倉ユニットで「新しい科学コミュニケーションの探索」として、科学コミュニケーションに対する考え方の整理のた
めにインタビューや新しい科学コミュニケーションの事例調査に取り組む佐倉さん。もともとは霊長類学の研究から、
科学技術と社会の関係について考察研究するようになったと言います。

－佐倉さんは、もともと霊長類学の

雅 雄 先 生 か ら は、 ど う や っ て デ ー

トと鉛筆と双眼鏡があれば研究がで

研究をされていましたが、そこから

タをとるのかといった指導は全くな

きるという風潮があった。とにかく

どのようにして科学哲学や科学史の

かったんです。たまたま廊下で会っ

虚心坦懐で見ろ、それがすべて、と。

ような分野へ行かれたのでしょう

て「佐倉くんもそろそろサルの気持

僕も含めて大学院生たちは、あれで

か。

ちがわかるようになったか？」と聞

は だ め だ よ ね、 と 方 法 論 に つ い て

かれました。
「サルの気持ちがわか

自主的に勉強会をやっていました。

大学院では霊長類の生態学を研究し

らないうちは一人前の研究者になれ

1970 年代に行動記録の方法論に関す

ていて、博士号はチンパンジーの生

ない。とにかく見たものを全部書け」

る画期的な論文がアメリカで出て、

態学でとりました。指導教官の河合

と。日本のサル学の研究者は、ノー

それがきっかけで野外での観察方法
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に関する議論が広がっていました。

できますよね、と言っていたんです

ちょうどそのころ、日本科学史学会

２種類の方法でやってどれくらいの

が、彼らはそれをデータを持って示

の生物学史分科会の夏の学校という

誤差があるかという実験や、同じ行

して、
「ほら、ちゃんとできますよ」

合 宿 研 究 会 が あ っ て、 そ こ で サ ル

動でも見るのは回数なのか時間なの

と言うわけです。二重盲検法でやっ

学者はこんなことをやっています

かとかいろんな議論があってです

て、
「ほらあってるじゃん」と。日本

よ、という話をしたらすごくうけた

ね。だけど日本では先生は「とにか

の人はそういう方法では示さない。

んです。サル学の方では、僕の話は

く見たものをすべて書け」と。精神

単に、
「いやいや見えるよね」と言

データがないのに理屈ばっかりこね

論ですよね。

うだけなわけです。自分たちの方法

くり回していると、けちょんけちょ

論が科学的に妥当で正当である、と

んだったので、これはすごくうれし

僕は科学少年だったので、科学は普

いう主張を科学的に示すということ

かった。おお、私のオーディエンス

遍的で客観的なものと思っていまし

をあまりしてこなかった。日本の霊

はここにいたのか、と思ったわけで

たが、彼らの前で崩れ去った。同じ

長類学でも、事実に基づいて合理的

すね。その研究会で南山大学の人に

行動の研究をしていながら、アメリ

に論を重ねていくということは、も

ゼミに誘われて、週に１回通ってそ

カと日本でかくも見方が違うのかと

のすごくきちんとやっている。ただ、

こで科学史や科学哲学を勉強してい

衝撃を受けました。

そのやり方を誰にでもわかるような

ました。

理屈で表現するとか、証拠をもって
もうひとつ、日本のサル学ではサル

説明するという議論の仕方はあまり

－その後、三菱化成生命科学研究所

の個体識別をして個体どうしの関係

してこなかったんです。

で環境倫理学の研究に取り組まれま
した。科学史や科学哲学から、社会

を丁寧に見ていくというのがユニー

と科学の関係について関心が？

クな方法でした。サルの顔の違いで

こういう風に、科学って同じじゃな

個体識別をして、これは何と名前を

いんだな、どこでも普遍的で客観的

つける。ところが、アメリカの研究

で同じやり方でやるものではないの

最初は科学哲学というか科学史とい

者は「それは再現性がないのでは。

だな、というところがとても新鮮で

うかその中間くらいですかね。ダー

あなたには個体識別できても、第三

面白かった。方法論とか科学自体に

ウィンの進化論に対する考え方が国

者にはできない」と言う。なので、

対する考え方もそうですし、サルそ

によってどう違うのかとかいうこと

アメリカの研究者はサルに入れ墨を

のものに対する見方も違う。サル学

を研究していたんですけれど、進化

いれたり背番号を付けたりしていま

のあり方も国によって違うと。それ

論には優生学とか人種差別の話につ

した。そうすると誰が見てもわかる

で、
「サルの研究からサルを研究す

ながるという暗黒歴史があって、そ

わけです。

る人の研究に移りました」と言って

のあたりも調べているうちに社会と

いるんですけれど、科学と文化とか

科学の関係という話になって。三菱

一方ヨーロッパの研究者たちも、日

社会との関係という方に興味が移っ

化成の研究室が社会と科学の関係を

本と同じように動物だって個体識別

てきました。

研究していたので、もっとそっちに
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シフトしなさいということになりま

のあり方がいいのかというところを

新しい価値をつくるものだと僕は

した。

先にちゃんと議論して、それを補強

思っています。

する材料として科学を使う、という
科学の理論とか知識って、いかよう

のはあると思うんですよね。そうい

脳科学もないし遺伝学もない時代に

にも使えますよね。進化論なんか典

うふうに人間社会のあり方、理想み

は、人間の思考の働きや生命の特徴

型的なんですけれど、
「競争が進化

たいなものと科学の成果のあり方は

について、哲学者が考えていたわけ

の原動力だから大事だ」とか、
「い

どういう関係にあるのがいいのかと

で す よ ね。 カ ン ト に し ろ デ カ ル ト

や、全体の調和と多様性こそが必要

いうことに興味を持つようになって

にしろすごく自然科学的な思索を展

なのだ」とか、思想的な結論が先に

きました。そうすると次に、これっ

開していたわけです。もともと哲学

ありきで、自分に都合のいいところ

て、もともと結論と科学的知見とが

から科学が生まれてきたわけですか

を引っ張ってくるわけです。もとも

ずれているんだから、科学と社会っ

ら。実験や観察の手法が進んで、科

とダーウィンがヒトの進化に対して

てそもそも一致しないんだなという

学 の 方 法 論 が 確 立 し て き て、 だ ん

発言するようになったのは、奴隷制

ことになってくるわけです。たとえ

だんと、自然科学のやりかたで人間

に反対だったからです。
「人はすべ

ば、平等な社会がいいということで

とは何かとか自然とは何かというこ

て一種なので優劣はない」というこ

それを支持する科学的な知見がたく

とがわかってきた。デカルトやカン

とを言いたいために、人に対して進

さん出てくるわけですが、一方で、

トが今の時代に生まれていたら、脳

化論を適用した。でも、奴隷制を擁

その価値観に合わないような科学的

科学者や生命科学者になっていたん

護する人はそのダーウィンの考えを

な知見もたくさん出てくるわけで

じゃないかと思いますよ。

あてはめて「強い者は勝つから奴隷

す。同種の中で強い個体が結局は残

制は正当だ」と言うわけじゃないで

るんだ、みたいなどっちが妥当か、

科学が明らかにしてきた人間や社

すか。元は同じ科学理論であっても、

適切かというのは、科学の側からだ

会、自然のあり方と、科学がない時

扱い方によってはいかようにも言え

けでは決められない。そういうとき

代のあり方は重なる部分もあります

るわけですよね。

にどう折り合いをつけていくのかと

がずれもありますよね。そこをどう

か、そういう風に興味が発展してき

折り合いをつけるのかというのは、

たというか、ずれてきたわけです。

科学だけの問題でもないし、人文学・

そうすると、科学的な成果や知見を

社会科学だけの問題でもない。両方

人間社会のあり方に適用するのは非
常に注意を要するものなのだと思う

－社会と科学について考えてこられ

が、あるいはさらに宗教や芸術も含

ようになってくるわけです。結論先

た佐倉さんにとって、科学コミュニ

めて、それぞれのいいところをうま

にありきはそう簡単には変えられな

ケーションとはどういうものです

く合わせたような価値の創出が必要

いものなのかなと。科学の成果から

か？

だと思うんです。それをつくるのが
科学コミュニケーションだと思って

結論が出てくるのではなくて、どう
いう社会がいいとか、どういう人間

科学コミュニケーションというのは

います。
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（2015 年 1 月 6 日にインタビュー実施）

佐倉 統 （さくら おさむ）
東京大学大学院 情報学環 教授
1960 年東京生まれ。 京都大学大学院理学研
究科博士課程修了。 理学博士。 三菱化成生
命科学研究所、 横浜国立大学経営学部、 フ
ライブルク大学情報社会研究所を経て、 現在、
東京大学大学院情報学環教授。
専攻は進化生物学だが、 最近は科学技術と
社会の関係についての研究考察がおもな領
域。
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永山 國昭フェロー

インタビュー

「科学の文化」を日本に根付かせる

永山・小泉ユニットで「研究者ソサエティーと社会の連携に関する実践的研究」としてスマホ顕微鏡を活用した活動な
どに取り組んでいる永山さん。生物物理学の研究者として常に第一線を走りながら、イギリスの「科学文化」に影響を
受けて、
一般の人たちにも科学を楽しんでもらうための活動を続けてきました。研究者にとっての「科学コミュニケーショ
ン」についてお伺いしました。
－永山さんは長年、
NMR（核磁気共鳴）

対象とする実験の測定原理、観測装

伝子情報も知られていませんでした

や電子顕微鏡の研究開発に携われて

置を組み立てるということでやって

けれど、たんぱく質のような具体的

いらっしゃいました。研究者として

いました。

な機械機能を持つ物質の方が好き
だったので、たんぱく質を選びまし

の経緯をお伺いできますか。
1960 年代の終わりの修士課程のと

た。機械としてたんぱく質は構造が

大学院の修士課程から生物物理を

き、次の数十年間でどの分野が発展

重要です。当時はエックス線による

やってきました。生物物理は、生物

するか考えると、当時は生物機能の

結晶解析法がありましたが、全く新

の複雑な動きを物理的に解明すると

根幹であるたんぱく質構造がほとん

しい方法で構造解析ができないかと

いうものですけれども、僕は生物を

ど知られていませんでした。あと遺

考えたときに、化学で使われていた
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クルト・ビュートリヒです。1970 年

ずだから生物物理を選びさらに次の

代にエルンストは、パルス NMR の次

エッジは NMR と思い定めました。そ

当時、革命的なイノベーションがあ

の発展として二次元 NMR を発明しま

れは実際正しかったわけです。その

りました。スイスのリチャード・エ

した。それを使ってたんぱく質の構

きっかけはエルンストの論文だった

ルンストが、パルス NMR 法というも

造解析をするという 10 年がかりの

けれども、それが二次元 NMR、三次

のを発明したのです。のちにノーベ

プロジェクトに、僕は真っ先にかか

元 NMR とどんどん発展して行く渦中

ル賞を受賞することになるのですが

わったわけです。

に僕はちょうどいたわけです。さら

NMR に出会いました。

にたんぱく質の構造解析に発展し、

（1991 年化学賞）
、その発明はあまり
にも衝撃的でした。修士１年生のと

－子どものころからずっと研究者志

そ の 大 部 分 を 担 っ た の が ク ル ト・

きに論文で知ったのですが、それを

望だったのですか？

ビュートリヒで、彼も 2001 年にノー
ベル化学賞をもらいました。それが

見た瞬間、こんな美しい世界がある
のかと思いましたね、数学的な考え

決定的なのはスプートニク・ショッ

1960 年代の終わりから 1990 年代の

が物理の装置として物質化されたこ

クです。小学校５年か６年の時でし

初めまでの 25 年間の研究人生です。

とに非常に惹かれたのです。この方

た。その前から漠然と科学者になり

が僕の師匠だと決めたわけです。一

たいと思っていましたが、その事件

－研究者から科学コミュニケーショ

生 NMR をやるつもりでいました。た

が決定的でした。サイエンスならな

ンに携わるようになったきっかけは

んぱく質の構造解析をやりたいと、

んでもよかったのですが、装置に興

何だったのでしょうか。

それにはエルンストの方法が有効だ

味がありましたね。自分が宇宙へ行

と直感しました。

くというより、そのための装置を作

1990 年代の初めにたんぱく質集積

りたかったのだと思いますね、たぶ

のプロジェクトをやりました。たん

ん。

ぱく質は分子機械なのだから IC（集

エルンストの論文に出会ったことが

積回路）のようなものを作ろうとし

すべてで、研究人生を決めたと言っ
ていい。この人のところに留学する

工学的モノ作りというよりも、もっ

ました。たんぱく質は機能を持った

と決心し、10 年後に本当に実現しま

と原理に興味がありました。誰かが

素子なので、それを並べれば集積回

した。僕の発表した博士論文研究が

発見した原理を使ってモノを作るの

路ができると。今では多くやられて

Nature のニュースに載り、世界的に

で は な く、 原 理 を 発 見 し た か っ た

いますが、それを 1990 年代初めに

有名になり、それを見たスイスの教

んですね。それで物理にいったので

ERATO たんぱく集積プロジェクトと

授２人が新しいプロジェクトを始め

す。時代の先端（エッジ）、科学の

して実行しました。そのころに書い

るために、ポスドク（博士研究員）

エッジに行きたいと思いました。生

た論文は今でも多く引用されていま

として僕を呼んだのです。その一人

物は複雑でわかりにくいエッジの典

す。そこでいろんな成果がでて、イ

が NMR 装置開発のエルンストです。

型だと思いました。たんぱく質が本

ギリスの王立研究所から声がかかっ

もう一人が NMR の生物応用専門家の

当に機械なら、物理が応用できるは

て、金曜講演でたんぱく質集積プロ
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ジェクトの話をしました。1997 年２

－当初は、サイエンスレンジャーの

相差顕微鏡が必要になりました。弟

月のことです。金曜講演はマイケル・

ように教師と生徒の間に立つ位置づ

子と２人で始めたのですが、ほかに

ファラデーが 250 年前に始めた一般

けで活動をされていらっしゃったの

誰も追随できず 10 年間世界の中で

向けの科学講演です。そのとき、イ

ですね。

独壇場でした。その研究は昨年、ド
イツのマックスプランク生化学研究

ギリスには科学の文化がある、僕の

所に移った弟子が完成させました。

講演はエンターテイメントで、聞き

科学者が教育現場にそのまま入って

に来るのは研究者ではなく一般市民

いくのは難しいですが、科学の面白

で、僕の話を楽しんでいることに気

さや楽しさ、センス・オブ・ワンダー

－永山さんは生理研にいらっしゃっ

づきました。

を伝えることはできると思いまし

たころに、スマートフォンの前面カ

た。サイエンスは面白いし、わくわ

メラを活用した「スマホ顕微鏡」を

「科学の文化」ということを、帰国

くする、ということを伝えれば教育

開発され、科学コミュニケーション

してからいろいろな雑誌に書きまし

現場とはまた違う形で子どもたちは

センターではスマホ顕微鏡を活用し

た。金曜講演は何を意味するのかと、

興味を持つのではと思った。そうい

て一般市民誰でもが科学に携われる

研究が大切なのではなくエンターテ

うものをストレートに伝えていくた

ような活動に取り組んでいらっしゃ

イメントとしての科学文化、それが

めに、しばらくは自己集積の一円玉

います。

重要なのだと言いました。ちょうど

の実験を見せていました。
NMR と電子顕微鏡の間にたんぱく質

理科離れ問題がクローズアップされ
た時期で、JST 理解増進室から顧問

当時は東京大学教授として、学生の

集積というエンジニアリングの世界

として来て欲しいと声がかかりまし

教育とアウトリーチ活動の二足のわ

の研究をやりました。それが科学コ

た。サイエンスレンジャーという、

らじをはいていたのですが、研究に

ミュニケーションにつながり、スマ

今のサイエンスコミュニケーターの

専念することはできませんでした。

ホ顕微鏡につながった。研究の流れ

さきがけです。そこで、子どもたち

でもやっぱり研究がしたい、となっ

と科学コミュニケーションの流れが

に生物のモノ作りの根幹自己集積の

たときに生理学研究所から声がかか

ひとつに融合したのがスマホ顕微鏡

世界をどのよう見せるかと考えまし

りました。NMR の研究をやってほし

なんですね。

た。一円玉を水の上に浮かべると、

いということだったのですが、僕は

みんな集まってきます。自己集積は

次のエッジとして電子顕微鏡でたん

研究者としての意欲、モチベーショ

そういう現象だと示し、ビデオも作

ぱく質の構造解析をやりたかった。

ンをどう持続させるかと考えたと

りました。

電子顕微鏡は原子も分子も見える。

き、ひとつは学会で同僚の研究者と

それならたんぱく質も見えると思っ

話をするといったピアレビューの世

それが科学コミュニケーション活動

たら、実はとんでもなかった。たん

界ですね。けれども、うんと大きな

のきっかけです。

ぱく質は電子線で壊れてしまうので

発展は他から来ます。僕もそうです

見えない、そこで感度向上のため位

けれど、異分野や違う領域とかから。
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僕の経験では５年かかってもできな
いことは同じ枠組みの中にいてもで
きません。僕の場合自分から異分野
へ 飛 ん で い き ま す。 科 学 コ ミ ュ ニ
ケ ー シ ョ ン も 同 じ で す ね。 科 学 コ
ミュニケーション活動は、研究者と
してのモチベーション維持にも役
立ってきました。
サイエンスは文化の一部、という感
じが欧米にはあります。科学と文化
は彼らにとって別物ではなく、西洋
の歴史の中で自然に出てきた、自分
たちの精神文化のひとつです。我々
にとってはまだ借り物という感じが
嫌で、科学的精神を日本に根付かせ
たいと思っています。そういう風に
思うのは、科学が好きで科学を信じ
ているからでしょう。科学に対する
信頼性は揺るぎません。
（2015 年 1 月 14 日にインタビュー実施）

永山 國昭 （ながやま くにあき）
総合研究大学院大学理事、 自然科学研究機
構生理学研究所名誉教授
東京大学理学系大学院博士課程満期退
学 (1974 年理学博士 )。 東京大学理学部助
手、 日本電子 ( 株 ) 研究室長、 東京大学教
養学部教授、 生理学研究所教授などを経て、
2014 年より現職。 生物物理学、 電子線構造
生物学、 生命の熱力学的基礎論が専門。
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小泉 周フェロー

インタビュー

研究者のためにも、科学のためにもなる
科学コミュニケーション

医師で研究者でありつつ、広報アウトリーチ活動に携わる小泉さん（インタビュー時は、自然科学研究機構生理学研究
所広報展開推進室准教授）
。永山・小泉ユニットで「研究者ソサエティーと社会の連携に関する実践的研究」に取り組ん
でいます。科学コミュニケーション活動に関わるようになったきっかけ、中学校での出前授業のために作った「マッス
ルセンサー」
、科学コミュニケーションに研究者がかかわる意義やメリットについてお伺いしました。
－ 小 泉 さ ん は、 ご 自 身 で 作 ら れ た
「マッスルセンサー」を使って出前

教材として使ってもらおうと作りま

した。岡崎市内のすべての中学校で

した。

マッスルセンサーを使った出前授業
をやりました。

授業をされていますね。
岡崎市の教育委員会が理科教育に力
「筋電位」という筋肉から出る電気

を入れていて、出前授業のニーズが

－小泉さんは脳科学者、神経科学者

信号を捉えて、豆電球を光らせる教

ありました。ただ行って話すだけで

としてずっと研究をされてきました

材です。中学校の理科で習う内容で

は中学生はおもしろがってくれない

が、2007 年 か ら は 自 然 科 学 研 究 機

すが、普段は筋電位を感じることが

ので、こういった教材を持っていっ

構生理学研究所（生理研）の広報展

なかなかないので、中学校の理科の

て実際に実感してもらおうと作りま

開推進室で准教授として広報アウト
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リーチ活動も始められました。

うかと思い、帰ってきました。

ぱり足繁く通って話さないといけな
いと思いました。

アメリカはボストンに５年いて、研

科学や科学コミュニケーションで

究はそのときに非常に頑張りまし

は、バベルの塔を作ってはいけない

た。その一方で、ハーバード大学の

と思っています。一点集中で高い塔

有名な研究者が普段から科学コミュ

を作るのではなく、裾野を広げて砂

ニケーション活動をしているのを目

山を作るように、少しずつ少しずつ

にしました。それを見て子どもたち

広く広く集めて、富士山型の頂点と

ングさせるのが自分の仕事と思って

は喜んでいました。また、ボストン

いうのを作っていかないと頂点もで

やっています。

にはミュージアム・オブ・サイエン

きないと思います。

ただ、一方で、研究者、特に若い研
究者の皆さんも、自分の成果をいろ
んな人に知ってもらいたいという思
い が 結 構 あ り ま す。 そ こ で、 そ れ
ぞれの思いやニーズをうまくマッチ

－アウトリーチ活動となると「研究

スがあり、幼稚園くらいの頃から子
どもたちは最先端の科学に親しんで

それを感じていたので、当時の国の

者にとってどういうメリットがある

いました。

政策を見ていると、頂点だけあれば

のか」とよく聞かれます。研究者に

いい、周りはいらないみたいな感じ

とってはどんな意義がありますか？

ちょうどその頃に日本のニュースを

で、それでは倒れてしまうと。

見ると、科学の研究開発予算を減ら

僕の経験をお話しします。僕は視覚
生理学の研究をしているのですが、

そうとしているとか、応用できるも

－日本に戻って広報アウトリーチ活

のじゃないと科学は意味がないと

動をするために生理研に赴任して、

い分野です。ただ、研究テーマとし

か、そういった風潮を感じました。

苦労したことはありますか？

てその分野の中に閉じこもってしま

国民のためにならない研究にはお金

すぐに何かに応用できるわけではな

うと、なかなか抜け出せなくなりま

を出さないで、国民のためになる研

関係者のニーズを合わせていくの

す。研究はどうしても重箱の隅をつ

究に集中投資すると言う話が出てい

が、やっぱり大変でした。教育委員

つくようになってしまう。そうでは

たのですが、それは科学の本質とは

会の先生の思いと、研究者の思いと、

なくて、そこでもうちょっと広い形

全然違います。科学は何なのかをみ

プレスリリースをしたときのメディ

で、いろんな研究者の意見を聞きな

んなで考えて、科学リテラシーとい

ア の 方 々 の 思 い と、 そ う い う の を

うことになると思うのですが、それ

マッチさせていくという作業が一番

をまず向上させないと 10 年後、20

大変でした。そこがうまく回るよう

年後に僕自身が研究者として生きて

になれば、科学コミュニケーション

いけないのではないかという思いが

というのはうまく進んでいくと思う

僕はアウトリーチ活動をするように

ありました。そんなとき、生理研の

のですが、皆さん思いがあるんです

なって、ほかの様々な研究分野の人

広報担当のジョブの話があり、その

がそれがばらばらというのは、日本

と話すことで、研究者としてのアイ

ために、じゃあ日本で頑張ってみよ

に来てすごく感じたことです。やっ

デ ア や 発 想 も 広 が り ま し た。「 あ、

がら科学コミュニケーションをやっ
ていく中で、そういった自分の殻を
破っていけるんじゃないかと実感し
ています。
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この研究はこっちとつながるかもし

だ、という意識を研究者が持つ必要

れない」といったような発想が出て

があります。

きて、自分が勝手に作っていた科学
の限界を超えるような方向へ向かっ
ているのは、科学コミュニケーショ
ンをやっていて感じたことです。
－科学コミュニケーション活動をす

なので、さらにそれをみんなで共有
することで自分の研究も広がるし、
人類の研究も広がっていきます。完
全に外部と遮断して一人でずっと研

ること自体ですごく視野が広がっ

究をやっていくのは、今の時代はあ

て、研究者にとってメリットがある

り得ません。それを研究者はもう少

ということですね。研究成果はほか

し意識していかないといけないのか

の誰かに伝わって、初めて知識が共

なと思います。

有されて科学の営みとして完結しま
すね。

－科学コミュニケーションというの
は、結局研究者のためでもあり、科

そうなんです。そのあたりの研究者

学のためでもあり、まさにそれが重

の意識が高まれば、研究者の科学コ

要ということですね。

ミュニケーションはもっと進むので
はと思っています。ただ、研究者は、

（2012 年 10 月 30 日にインタビュー実施）

自分の科学の知識が自分の成果だと
考えがちですね。
でも実は科学の知識は、国の予算で
皆さんの税金で研究をやっていると
いうのもありますが、そうじゃなく
てもそもそも科学の知識は人類の英
知としてみんなに共有されていくべ
き も の で、 自 分 一 人 の も の で は あ
りません。自分一人のアイデアだと
思っているかもしれないけれど、そ
の後ろには過去の偉大な先人たちの
知恵が詰まっています。自分は単な
るワンブリックを加えただけなん

小泉 周 （こいずみ あまね）
自然科学研究機構 研究力強化推進本部 特
任教授、 1997 年慶応義塾大学医学部卒業、
医師、 医学博士。
同大生理学教室で、 電気生理学と網膜視覚
生理学の基礎を学ぶ。 2002 年米ハーバード
大学医学部 ・ マサチューセッツ総合病院 ・ ハ
ワード ・ ヒューズ医学研究所のリチャード ・ マ
スランド教授に師事。 2007 年自然科学研究機
構生理学研究所の広報展開推進室准教授。
同研究所 ・ 機能協関部門准教授併任、 総合
研究大学院大学 ・ 生理学専攻准教授も兼任。
2009 年 8 月から文部科学省研究振興局学術
調査官 ( 非常勤 ) も。 2002-2006 年日本生理
学会の常任幹事などを務める。 2013 年から
自然科学研究機構研究力強化推進本部特任
教授。
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星 元紀フェロー

インタビュー

「人間とは何か」ということは、
人文科学だけではなく自然科学からも学ぶ

星・長崎ユニットで「科学リテラシーの向上に関する実践的研究」に取り組んでいる星さん。生命科学の研究から、科
学コミュニケーションに関わるようになった経緯、星さんの科学に対する考え方について伺いました。

－星さんは、生命科学の研究者でい

ましたが、わが青春時代です。厚岸

大に移りました。理学部と工学部そ

らっしゃいますね。

にある北大の臨海実験所でカキの脂

れぞれに生命科学関連の学科ができ

質を調べたり、ホヤの受精の研究を

て、最終的に４学科に増えたときに

したりしました。

生命理工学部として学部になりまし

もともとは動物学が専門でしたが、

た。東工大には定年になる一年前ま

生物の研究者としては珍しく化学に
近いことをやっていて、糖脂質の構

その後はイタリアのナポリにある臨

で 15 年間いました。その後、慶應

造決定で学位を取りました。その後、

海実験所で研究をしたり、名古屋大

義塾大学へ移り、生命情報学科とい

アメリカ留学を経て北海道大学低温

学に赴任したりして研究をしていま

うバイオインフォマティクスなどを

科学研究所に新しくできた生化学の

したが、東京工業大学に生命科学の

研究する新学科に参加しました。

講座に赴任しました。そこに８年い

学 科 が で き る と い う こ と で、 東 工
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－そこから、現在取り組まれている

しゃいます。工学では人が人のため

日本人は好奇心がないと言われるこ

科学コミュニケーションとか科学リ

のものづくりをしますね。だから、

とがありますが、全くそうではなく

テラシーといったことへの関心に、

人とは何かを本当に知らないと工学

て相当好奇心が高いと思っていま

どのように結びついていったので

は成り立たないのではないでしょう

す。江戸時代に園芸が盛んになりま

しょうか？

か。それを知らないと公害などにつ

したが、経験的にメンデルの法則の

ながるのでは、と。

ようなことをやっている。遊びとし
てやっていました。たぶん世界最初

東京大学で助手になったときに博物
館委員に任命され、そこで「野外科

人間とは何かと言うことは、人文科

の女性生物学者の一人は「虫愛づる

学のすすめ」という連続講演会をや

学だけでは不十分で、自然科学のほ

姫君」なんだと、私はよく言ってい

りました。そのころから日本では科

うからも人間とは何か、生きるとは

ます。

学を非常に偏って捉えているのでは

何かを学ぶのが必要なんじゃないか

ないかと考えていました。

と考えています。東工大は、人文科

そういう意味でも日本人は好奇心が

学や社会科学としては、その点をい

あるし、自然に対する関心ももとも

そういうことから始まってほかにも

ろいろと教育していますが、自然科

と あ り ま す。 た だ、 科 学 と い う 立

講演会などをやるようになり、大学

学としてはほとんどしていません。

場から言うと、情緒的ですね。科学

の先生も含めていろいろな人に会う

それはおかしいだろうと、東工大の

につながる好奇心は持っているけれ

ようになると、やはり科学を非常に

学生全員に基礎的な生物学を必修に

ど、たぶん理屈が嫌いなんですよね。

狭く捉えているのではないかと感じ

すべきだと僕は主張しました。はね

ました。また、科学とはあまり縁が

つけられましたけれど（笑）。

－星さんは、科学コミュニケーショ
ンセンターでは非常に幅広い科学コ

ない人たちと話していると、自分た
ちには関係がない世界と思っている

日本では理工系というと生物学が入

ミュニケーションを展開されるので

ようで、その一方で公害などの問題

らないことが多いのですが、海外の

すね。

があると科学者が何かうさんくさい

大学では昔から工学系の大学でも生

ことや悪いことをするという印象を

物学を学べるようになっています。

僕 た ち の チ ー ム で は、 そ も そ も コ

持っている人が多いということを実

カリフォルニア工科大学は 1928 年

ミュニケーションとは何なのか、科

感しました。そうじゃないんだ、と

に生物学部をつくっていますし、マ

学 と は 何 な の か も 含 め て、 基 本 的

いうことを僕は言いたくて。

サチューセッツ工科大学では 19 世

なところに立ち返って議論していき

紀末には生物の教育をしています。

たいと思っています。コミュニケー

－東工大は、もともと人文系にも力

東工大ではだめでしたけれど、慶應

シ ョ ン の 専 門 家、 異 文 化 コ ミ ュ ニ

をいれていますね。

大では当時の学部長が後押しをして

ケーションの専門家、リスクに関わ

くれて、理工学部の学生には基礎的

る専門家、科学リテラシーの専門家

な生物学が必修になりました。

などヘテロなチームでやろうとして

え え、 高 名 な 方 も た く さ ん い ら っ
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います。日本の文化ではどのような
特質があるかというところまで見て
いきたいです。
－アメリカやヨーロッパの科学コ
ミュニケーションとは違った形の科
学コミュニケーションが日本では必
要で、それを発展させていかなけれ
ばならない、ということですね。
（2012 年 10 月 29 日にインタビュー実施）

星 元紀 （ほし もとのり）
1965 年東京大学大学院生物科学研究科修士
課程修了。
東京大学教養学部助手、 北海道大学低温科
学研究所助教授、 名古屋大学理学部助教授
を経て 85 年から東京工業大学理学部教授、
同大学理学部 ・ 生命理工学部教授、 を経て
同生命理工学部長、 同学長特別補佐兼広報
室長をつとめた。 2000 年慶應義塾大学理工
学部教授、 退職後、 2006 年放送大学教授を
経て現職。
専門は発生 ・ 生殖生物学および糖鎖生物学。
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長崎 榮三フェロー

インタビュー

社会において自分で問題を提起し、
探究していくための科学技術リテラシー

星・長崎ユニットで「科学リテラシーの向上に関する実践的研究」に取り組んでいる長崎さん。中学校の数学教員から
教育の研究の世界に入り、科学技術リテラシーにかかわるようになったきっかけや、科学技術リテラシーに関する考え
方について伺いました。
－長崎さんは、大学院卒業後に６年

究、また、国際調査の委員などもやっ

－教育学の研究に長く携わり、最近

間中学校の教員をされて、その後研

ておりました。

では科学技術リテラシーや科学コ
ミュニケーションに関わっていらっ

究者に転身されました。
31 歳のときに国立教育研究所（当時）

しゃいますが、研究を続けてきた中

小 学 校、 中 学 校 の 恩 師 が 良 い 先 生

の科学教育研究センターの数学教育

で今につながっていることはありま

だったんですね。それで教育に関心

研究室の研究員になりました。研究

すか？

をもち、大学院を出て、あこがれて

所では、PISA や TIMSS という国際学

数学の教員になりました。中学校で

力調査にずっと関わり、一方で数学

科学技術リテラシーなどとの関わり

は 授 業 や ク ラ ブ 活 動 と と も に、 数

の指導法や数学教育史なども研究し

は３点ありました。１つ目は、僕の

学教育史の研究や教材や指導法の研

ておりました。

専門は数学教育ですが、所属してい
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大きかったですね。

た科学教育研究センターには、数学

のですが、国内調査では数学を好き

だけではなく物理や化学、生物、地

じゃないと答える生徒の割合は戦後

学などの科学教育の研究室があった

からほとんど変わっていません。数

この３つが僕にとっての原体験で

ことです。そこで、それらの研究者

学が好きと回答する中学生の割合

す。

と交流をしていて、科学教育を考え

は、日本では３割くらいですが、他

るのが当たり前になっていました。

の国だと５〜７割くらいです。一方

－その後、数学教育だけでなく科学

で数学の成績は日本の方がいい。そ

技術リテラシーに関わるようになっ

２つ目は、研究所に入って２年目に、

ういう違いが見えてきて、なぜだろ

たのですね。

ユネスコの生涯教育研究の中心地で

うと。
2002 年から文部科学省からの研究所

あるハンブルグのユネスコ教育研究
所に出向したことです。それまでは

1991 年に在外研究で行ったイギリ

への委嘱研究で、
「日米理数教育比

学校教育ばかりを考えてきたのです

スで、数学の教科書がぜんぜん違う

較研究」というのに実質的な責任者

が、生涯を通じて教育を考えようと

ことに気付きました。日本の教科書

として関わりました。この研究では、

考えが変わりました。社会に出た時

は、小中高と経るに従ってだんだん

理数教育だけではなく技術教育も含

のことも考えて学校教育をしていこ

と現実問題から離れて理論ばかりに

めて日米の比較研究を行いました。

う、という視点を持つようになりま

なります。一方イギリスの教科書は、

このプロジェクトの一環として、ア

した。例えば、学校だけだと入試が

中学や高校でも現実の課題解決をす

メリカで出版された科学技術リテラ

終われば数学はさようなら、という

る数学の問題がたくさんはいってい

シーの本であるアメリカ科学振興協

人が多い。そうではなくて、社会に

る。

会（AAAS）の『すべてのアメリカ人
のための科学』をプロジェクトの参

出ても数学は自分の中に生きている
んだと、そういうふうに思える教育

教育によって、子どもたちは楽しく

加者で翻訳出版しました。それから

とは何かと考え始めたんですね。

なったり楽しくなくなったりしま

科学技術リテラシーに関わり始めま

す。日本人だから数学が楽しくない

した。

３つ目は、日本の生徒は海外と比べ

のではなく、教育のせいなのだと。

て成績はよいのに、学ぶ意欲や楽し

そこで、数学教育で「日常的な」と

その後、日本学術会議・理科離れ特

さが低いことへの問題意識です。国

か「社会的な」ということを強調し

別委員会委員長をされていた北原和

際調査の分析をしていて、日本の生

ようとやってきました。小中高校の

夫先生とお会いしました。そして、

徒は成績は先進国の中ではトップク

先生方と『算数・数学と社会・文化

その委員会で僕が国際比較などの話

ラスなのに、意欲や学ぶ楽しさが参

のつながり』
（明治図書、2001）と

をしたことがきっかけで、いろいろ

加国の中で下の方ということに気付

いう本を作って、数学教育を変えま

な人と科学技術リテラシーの話をす

き ま し た。 こ れ は 1980 年 の 第 2 回

しょうと言ってきたのですが、2000

るようになりました。

国際数学教育調査の分析で気付いた

年頃はこういうことを言うと反発が
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－そこから「科学技術の智プロジェ

について議論していると、話が学校

を、学校教育の段階から目指してい

クト（注 1）
（日本人に身に付けてほ

教育に及ぶことがたびたびでした。

く必要があると思います。

しい科学技術リテラシーについて取

成人の科学技術リテラシーは学校教

りまとめた報告書を 2008 年に作成）

育のあり方と切り離せないのです

小中高大の教育を通して、そして大

につながっていく。

ね。

人になっても、社会において自分で
問題を提起し探究していく。科学技

科学技術の智プロジェクトでは事務
局長としてプロジェクト全体に関わ
りました。そこでは、科学者、技術
者、教育者、そして多様な人々が科
学技術リテラシーについて本当に真

そこで、科学者や技術者と教育者を

術リテラシーというのはそういうも

つなげられないかと、ずっと考えて

のではないでしょうか。

きました。そこがつながると科学技
術リテラシーがもっと社会に入って
いくのではと。

剣に議論をしていました。科学技術
の智プロジェクトの報告書は、出発
点だと思っています。完成品ではな

－なぜ、科学技術リテラシーは必要
と考えられますか？

く、たえず改訂していくものです。
改訂していくこと自体が重要だと考
えています。関わる人たちが科学技
術リテラシーとはなにかを常に考え
ていくことが重要だからです。改訂
の場には科学や技術の専門家や教育
関係者だけでなく、自分たちの問題
を持っている人も入ってくる。問題
を解決するという意味で一般の人が
抱えている問題にどう科学技術が関
わっているかを専門家と一緒に考え
る場になるとよいと思うのです。

科学や技術の発展やそのコミュニ
ティにとって必要という側面と、個
人にとって必要という側面があると

シーは、学校教育を出た成人を対象

必要というのが分かりやすくなると

ころが、成人の科学技術リテラシー

長崎 榮三 （ながさき えいぞう）

よいと思っています。それは、個人
が生きていく上で実際に必要という
面と、実用とはあまり関係なくても
楽しみとして必要という面があると
思います。そして、そのような個人
にとって必要な科学技術リテラシー
会の発展につながっていると思うの
です。

としたものです。それは、まさしく
生涯教育、生涯学習の範疇です。と

（2014 年 12 月 23 日にインタビュー実施）

思います。僕はもっと個人にとって

が実は民主的な社会、持続可能な社
ここで定義している科学技術リテラ

（注 1 科学技術の智プロジェクト…日本人
が身に付けるべき科学リテラシーを検討し
た「日本人が身に付けるべき科学技術の基
礎的素養に関する調査研究（2006・2007 年
度科学技術振興調整費「重要政策課題への
機動的対応の推進」による、日本学術会議
と国立教育政策研究所が共同で行った調査
研究プロジェクト。略称「21 世紀の科学技
術リテラシー像～豊かに生きるための智～
プロジェクト」）

ただし、そのためには、たえず問題
意識や探究心を持つという生き方

国立教育政策研究所 名誉所員、 元 静岡大
学 教授
公立中学校 ・ 東京学芸大学附属中学校教諭
を経て、 1980 年度から 2008 年度まで国立教
育研究所 ・ 国立教育政策研究所の研究員。
国立教育研究所では科学教育研究センター
の数学教育研究室長、 科学教育研究室長を
経て、 その後、 国立教育政策研究所では教
育課程研究センター総合研究官。 研究所で
は、 国際数学・理科教育動向調査 （TIMSS）、
OECD 生徒の学習到達度調査 （PISA） の数
学担当責任者などを務めた。 以降、 2009 年
度から 2013 年度まで静岡大学大学院教育学
研究科 （教職大学院） 教授。 専門は科学教
育、 特に数学教育学。
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三上 直之フェロー

インタビュー

対話と熟議を通じて、
科学技術への市民参加を進めるために

社会学の研究から、科学コミュニケーションに携わるようになった三上さん。三上・八木ユニットで、
「科学技術をめぐ
る参加型の議論の場を不断に創出するシステムの開発」に取り組んでいます。科学技術への市民参加を進めるための対
話と熟議の手法開発に取り組むようになった経緯やこれからについて伺いました。
－三上さんがかかわられた、World

ついて投票をしながら議論を進めま

の結果を意思決定に反映させるべき

Wide Views（WWV、
世界市民会議）
（注

す。世界共通で投票結果を見ること

という発想がここ 10 年、20 年の間

1）について教えていただけますか。

ができるので、国別の意見を比較す

に出てきました。そのためのひとつ

ることもできます。

の方法がコンセンサス会議（注 2）
です。

地球温暖化や生物多様性といった地
球規模のテーマについて、同じ日に

こういった地球規模で科学技術が関

世界中の数十カ国でそれぞれ 100 人

わるような問題については、これま

それを世界規模でやる方法として、

ずつの市民が集まって議論をしま

ではその問題に利害関係を持つ人や

デンマークのデンマーク技術委員会

す。共通の議題や材料を使ってディ

専門家だけが話し合って決めていま

という組織が WWV を開発しました。

スカッションをして、そのテーマに

したが、普通の市民が話し合い、そ

デンマーク技術委員会は、科学技術
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の社会的な影響の評価を行うため

の効果や悪影響の評価をめぐって、

たぶん、科学コミュニケーションを

の、行政機関や産業界、大学から独

環境保護団体や漁業者らが対立して

やるときにはすごく必要な要素なん

立したテクノロジーアセスメント機

いました。

だろうと思います。

社会学のフィールドワーカーとして

－コミュニケーションの話と合意成

－三上さんはもともと社会学がバッ

やっていましたが、結局問題になる

の話は、ちょっと開きがあるような

クグラウンドで、合意形成の問題を

のは科学や技術をめぐるコミュニ

気がするんです。合意形成のために

学生時代から研究されてきました。

ケーションだということを意識する

はコミュニケーションをしなければ

そのような問題に関心を持たれた背

ようになり、徐々に科学をめぐる合

な ら な い と 思 い ま す が、 コ ミ ュ ニ

景を伺えますか。

意形成や意思決定に関心が向かって

ケーションは必ずしも合意を作るこ

いきました。

とが目的になっていないことも多々

関という組織のひとつです。

ありますよね。

大学院では環境社会学という、環境
問題の原因やその解決のための制度

－あと三上さんはジャーナリストの

論などの社会学的な立場からの研究

ご経験がおありで。

科学に関わる話題についての議論の
場づくりは、たとえば最終的にはあ

が専門でした。そこで、東京湾の埋
め立ての公共事業と、それをめぐる

そうですね。週刊誌の編集と取材に

る科学技術政策を決めるとか環境政

地域住民の反対運動など地域の中の

数年間携わったという経験と。あと

策を決めるとかいう決定があるわけ

紛争を研究していました。

学生時代なんですけれども、大学新

です。ただそこに至るまでに何か意

聞の編集部にいたんですね。そこで

見をインプットしようという過程の

私がフィールドワークをしていた干

毎週新聞を作っていたということが

議論では、必ずしもきれいに合意す

潟では、「埋め立てをしない」とい

あって。

るとは限らないわけですよね。むし
ろ違いがすごく際立ったり、対立し

う判断を行政がしました。その後、
残された干潟をどう保全し再生して

だから私の基本的なスタンスという

ていることがわかったりということ

いくかという議論が、地域で始まり

か、すごく大きな要素だったのは、

もあるし、一定程度は歩み寄るけれ

ました。当時としてはかなり徹底し

編集するというスタンスなんだと思

ども、でもやっぱり溝は埋まらない

た住民参加でやっていたのですが、

うんですよね。いろんな知識とか情

みたいなこともあるだろうし。

そういった住民参加型の環境保全計

報を組み合わせて新しいものをつく

画がどのように成り立っていくの

るとか、あとは非常に面白いものの

でもそうやって違いを発見したり、

か、フィールドワークをしていまし

中から原石から一番面白い要素を要

違っているんだけれどもどこが共通

た。そこで意見が対立するのは、干

約して取り出すとか、そういうこと

しているのかということを見出そう

潟の環境、生物の状態への理解につ

ができないかな、というのがたぶん

としたりとか、そういうプロセス自

いてでした。また、技術導入時にそ

僕の一番の関心なんですね。これは

体を私は見ていきたいと思っている
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し、そこに関心があるんだと思うん

はデンマークから持ち込まれたコン

ニケーションの研究のすごく大事な

で す よ ね。 そ れ は ま さ に コ ミ ュ ニ

センサス会議という方法があるので

部分なんじゃないかと思うんですよ

ケーションなんだと思うんです。

すが、実際にはなかなか用いられな

ね。これは理論的にもそうですし、

い。政策を決定するときにコンセン

今の民主主義の仕組みができてきた

私のバックグラウンドは社会学なの

サス会議を開く、というふうに制度

ときにはそれほど大きくなかった科

で、人間がある種の意味づけを持っ

化されている国は、たぶん世界中を

学技術というものがこれだけ肥大化

て、いろんな制度をつくったりある

探してもないのですけれど、テクノ

している中でそれとどう向き合う

行為をなしたりということが面白い

ロジーアセスメントというような仕

か、どう橋渡しするかという問題も

と思うんです。だから、そういった

組みがある国では、それを市民参加

すごく大事なテーマなのかもしれま

話し合いのプロセスも社会現象とし

型でやることで政策決定のときの材

せんね。

てすごく面白い。でもその話し合い

料として使っていたりします。
－これから三上さんは、どういうご

のプロセスから何かの意味を読み
取って、それで最終的に意思決定が

－科学技術の側からすると、民主主

研究や活動をされていこうと思って

行われて、その意思決定がいろんな

義にしても法治主義にしても、その

いらっしゃいますか？

仕組みの中で正当性を持って行く

骨格ができたときは、今ほど科学技

と、それはなぜなのかということが

術が世の中全体にとって重きをなし

今 WWV な ん か で 開 発 し て き て い る

また非常に興味深いわけです。

ていなかった気がします。今科学技

ような話し合いの手法をより使いや

術が大きくなってきたときに、それ

すいものにして、いろんなところで

科学コミュニケーションセンターで

までの制度や骨格でどこまでいける

使えるようにしていくと。そういう

私 が 担 当 し て い る 調 査・ 研 究 の ユ

のか、よくわからないのですが、三

ところでの話し合いの場で見出され

ニットは、市民が科学技術について

上さんはどのようにお考えですか？

た新しいアイデアとか知見というの
を、いろんな物事について社会で方

話し合う場を、どうやったらいろん
なところにつくれるのか、そういう

これは科学コミュニケーションとい

向付けを決めていくときに生かせる

ふうに話し合っていくことが科学技

う視点だけじゃなくて、たとえば政

ような仕組みづくりを提案していけ

術に関わるいろんな社会的な意思決

治学の研究の中でも専門知と民主主

ればいいなと思っています。

定をどういうふうによくしていくこ

義の関係は盛んに議論されていま

とができるのかと、そういうテーマ

す。狭い意味での科学技術だけじゃ

なんですね。

な く て、 た と え ば 経 済 政 策 も で す
ね。そういう民主主義による統治と

そういう話し合いの場をつくるに

専門性との関係は、社会科学におい

は、ここ 20 年近くいろんな手法が

ても非常に重要なイシューになって

研究されて提案されて、代表的なの

いて、そこを考えるのが科学コミュ

（注 1 World Wide Views (WWV、世界市民会
議 )…地球規模課題を解決するための国際
交渉の場に、世界市民の声を届けるための
参加型世論調査。）
（注 2 コンセンサス会議：新たな科学技術
に関する政策決定に役立てるために、その
技術の社会的影響や効果を事前に評価する
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仕組みであるテクノロジーアセスメントの
一手法。テーマに関する専門知識や直接の
利害関係がない一般市民が主役となって議
論するのが特徴。）
（2012 年 12 月 26 日にインタビュー実施）
三上 直之 （みかみ なおゆき）
北海道大学 高等教育推進機構 准教授
北海道大学科学技術コミュニケーター養成ユ
ニット (CoSTEP) 特任准教授などを経て、 2008
年から現職。専門分野は科学技術コミュニケー
ション、 社会学。 科学技術への市民参加を進
めるための対話と熟議の手法開発や、 その制
度化の方策が、 現在の主な研究テーマ。
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八木 絵香フェロー

インタビュー

価値観や意見が異なる人同士の対話の場をつくる

三上・八木ユニットで「科学技術をめぐる参加型の議論の場を不断に創出するシステムの開発」に取り組んでいる八木
さん。意見や利害の異なるさまざまな人同士が対話・協働する場をつくる活動をしている八木さんのこれまでの活動や、
「科学コミュニケーション」に対する考え方についてお伺いしました。
－八木さんは北村正晴先生（東北大

野で「ヒューマンファクター研究」

しょうか？

と呼ばれています。

学 名 誉 教 授 ） ら と、 青 森 県 六 ヶ 所
村や宮城県女川町で、原子力の問題

自分のベースとなる学問分野は心理

について専門家と住民、もしくは地

学 で す。 心 理 学 の 中 で も、「 安 全 」

大学を卒業する直前に、阪神・淡路

域の中で原子力について異なる知識

にかかわる研究をしていました。人

大震災が起こりました。それから２

や価値観を持つ人々が集う対話の場

は間違いをするものだという前提に

年ぐらいの間は、頻繁に神戸に通っ

をつくる、という仕事にかかわられ

たち、いかにヒューマンエラーを低

ていましたね。原子力発電所や航空

ていました。その前はどんなお仕事

減するか、そのためにどのような教

機、鉄道システムというように、そ

をされてきて、どのようにして原子

育が必要か、どのようなシステム設

れまで対象としていた限定的な職業

力の問題に携わることになったので

計が必要かということを研究する分

人を対象とした安全に関する分野か
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ら、自然災害まで含めた地域や社会

です。そういう意味で、私にとって

いですね。それがその後の活動につ

の安全のようなことに興味を持ち始

の科学（技術）コミュニケーション

ながっているということでしょうか

めたきっかけが、阪神・淡路大震災

というものは、科学の文脈というと

ね。

ですね。

ころよりは、どれだけ安全だったら
私たちはそれを安全と呼ぶのか、そ

－それで、北村先生のところへ行か

修士を修了したあとは、ヒューマン

れを誰がどのように決めるのか、と

れた。

ファクター研究も対象としつつ、防

いう社会の方の文脈にあったという

災にかかわる民間コンサルタントで

ことになりますね。

働いていました。地域に入って、住

はい、社会人大学院生として東北大
学の工学研究科に進学しました。

民の方々と一緒に地域の防災計画を

どんなに努力をしても、残念ながら

つくったり、訓練を行ったり、避難

事故や災害はゼロにはならない。そ

「推進派」
「反対派」と一口にいって

所の運営のための話し合いの場所を

のゼロにならないという事実を見つ

も、その中にもいろんな考え方や価

つくったりとかですね。民間企業に

め、それも含めて考えなければなら

値観があるので、そういうふうにラ

いた時には、国内外で災害が発生す

ないと思った時に、私たちが安全に

ベリングしてしまうことの難しさは

るとまずは現地に行く。これまでの

暮らせるということはどういうこと

ありますね。原子力反対であっても

災害現場から得られた教訓を現地に

なのかとか、そもそもその安全とは

いろんな反対の仕方があるし、何に

お伝えすると同時に、次々とうまれ

何なのかというところに関心が動い

対して不信を感じているか、違和感

てくる現地の課題を解消するお手伝

ていったんです。

を持っているかはそれぞれ違うんで

いをしたり、それを調査速報という
形で発信したりしていました。

すよね。そこで、北村先生と一緒に、
そんなことを漠然と思っていた中、

もう少し丁寧に原子力についての考

実際に今のような専門分野に飛び込

え方や意見を共有できる場をつくろ

このような経験を通じて「私たちは

むきっかけになったのは、1999 年の

うということを考えました。

どのくらいのリスク、もしくはどの

JCO 臨界事故です。仕事の関係で地

ような被害までなら受け入れられる

元へ伺って、いろんなインタビュー

推進・反対だけではなくて、北村先

のか」「このような被害は受け入れ

や調査を行わせて頂きました。その

生つまり、専門家・立地町村に住ん

られないとするならば、どのように

時の経験を通じて、原子力問題につ

でいる人という形のコミュニケー

してその対策のための負担を受け入

いて、よく言われているような二項

ションもありましたが、そもそも誰

るのか」というような問題に興味を

対立ではなくて、もう少し意見や価

と誰がどのようなコミュニケーショ

持つようになりました。
「How safe

値観が違っても顔を合わせて話し合

ンをしたらよいのか、どのような情

is safe enough?」という、どこま

うことができないだろうか、それを

報が求められているのか、というこ

で安全だったら「安全だ」というふ

継続的にやることができないだろう

とすら最初はわかりませんでした。

うに私たちは考えるのかということ

か、と考え始めたのが 2000 年ぐら

一番難しかったのは、なぜこういう
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ことをやりたいのか、うまく説明で

ある。そういう形が１つのあり方だ

たけれど思っていたことで。結果と

きなかったことなんですよ。専門家

ということに、私も事後的に気付い

して、実際そういう形になっていっ

と住民の人が価値観や意見を共有で

た感じですね。

たのかなとは思いますね。

の方にお願いにあがったとき、いろ

原子力を進めるとか反対するとか、

－伺っていると、コミュニケーショ

んな人から「何がしたいんだか、分

そういうことの合意を取るわけでも

ンが成り立つ場を耕すというイメー

からない」と言われましたね。その

な い。 い ろ ん な 意 見 が 出 て、 そ し

ジですね。

後に「本当は、北村先生は原子力を

て「反対だと言っている○○さんは、

進めたいんでしょう？そのための新

こういう背景をもって反対している

しい PA（Public Acceptance）でしょ

んだな」とその背景が理解できたり、

う」と言われたりするわけです。
「い

「 推 進 し て い る ○ ○ さ ん は、 実 は、

少し話は違うように聞こえるかもし

や、そうじゃなくて…」と言うと今

あそこで強く推進と言うにはこうい

れませんが、原子力とは異なる分野

度は「えっ、じゃあ反対している専

う意味があったのか」という言葉が

の事故の「被害者」と呼ばれる方々

門家なのか？」と言われて、
「いや、

出てきたりして。それぞれの、推進・

と活動をともにすることもあって。

そうじゃなくて…」という繰り返し

反対という意見だったり、自分がそ

そういう中でも、結論よりはそのプ

で。

う判断する基準だったりは変わらな

ロセス、心身が回復するプロセスが

いかもしれないけれど、でもその意

重要で。そういうプロセスを一緒に

前例があれば「こういうもの」ともっ

見の背景にあるものは変わるという

歩むことができたり、想いを共有す

と共有しやすい形で説明できたのか

か。意味がより自分の中で腑に落ち

る場が必要だったりという声は聞か

もしれませんが、それもできなくて。

る形になるとか、そういう場をつく

れます。そこで対話した結果として

た だ、 今 か ら 振 り 返 れ ば、 私 の 方

りたかったのかなと。結果としてそ

どこに到達するのかは、個々人が決

も想いが先行しすぎていて、まだ言

ういう場になったのかなという気は

めることだ、というのは皆さん共通

語化できるレベルに至っていなかっ

していますね。

しておっしゃっていて。その決める

きる対話の場をつくりたい、と地域

そういう部分はあると思います。

プロセスの途中で、自分だけで悶々

たのだと思います。でも、回を重ね
ていくにつれて、続いていく対話が

決めることを目的に、合意形成をす

と悩んで決めるのはしんどい。同じ

あって。そして、だんだん、対話の

ることを目的に、対話をしているわ

ような体験をした人と対話する場が

場から何を持って帰るかは 1 つの形

け で は な く て。 ち ゃ ん と 決 ま ら な

あったり、専門家にフランクに相談

ではない、参加者それぞれがそれで

くてもいいし、途中で抜ける人がい

できたり。対話を通じて自分の考え

いいと思えればいいんだ、という雰

てもいいし、戻ってくる人がいても

や生き方を定めていくプロセスが重

囲気になった。結論は出さない。そ

いいしという、語り続ける場みたい

要で。それは私が思う科学（技術）

こで学ぶことも感じることもそれぞ

なものをつくれたらいいなというの

コミュニケーションの根っこにある

れ。それを共有できることに意味が

が、きっと最初に言語化できなかっ

ものです。

99

P065-P106 ３章.indd 99

2015/03/25 23:16

－どちらかというと技術をメインに

があるならすればいいし、すみ分け

いう判断の仕方というか。例えば
「推

やってこられた八木さんから見て、

るものはすみ分ければいいと思いま

進派の○○先生がこのくらいと言っ

科学コミュニケーションはどのよう

す。どれか一部のパーツだけで成立

ているのだったら、この情報はこの

に見えますか？

するものではないので、全体をどう

くらいに見積もれるだろう」という

整理していくのかという視点は非常

判断の仕方もありますよね。逆に、

「科学コミュニケーション」と言っ

に重要ですね。外の人に対して「意

「反対派のこの先生ですら、このく

たときに、たとえば科学の素晴らし

見の違う人や価値観の違う人で対話

らいしか危ないと言わないんだった

さを伝えるような要素もすごく重要

しましょう」とか言っている私たち

ら、そこまでは危なくないのかな」

だと思います。ただ私は、リスクの

が、科学コミュニケーションと呼ば

という判断の仕方もある。幅のある

問題を扱いたい。それもリスクをわ

れる狭い分野の中ででも対話できて

情報を、幅のある形で見せる仕組み

かりやすく伝えるという方向ではな

いないのでは？と感じることは多い

をつくっていく必要があるんですよ

くて、不確実なリスクを含む問題を

です。

ね。それもただ羅列するだけだと情
報の洪水になってしまうので、ある

どのように解決していくのか、その
時に必要な情報を、個々人が抱える

専門家と市民の対話が必要なのでは

程度、整理というか、知的加工のよ

価値観や関心を、どういうふうに専

なくて、
「専門家の中で、もっとちゃ

うなものが必要でしょうし。その対

門家と専門家ではない人との間で共

んと対話して」とよく言われますよ。

話の仕方、ファシリテーションのあ

有できるかということに、関心があ
るんだと思います。

「専門家同士の真剣な対話を公開し
て見せてくれたら、その専門家たち

り方もなかなか難しい、難しかった
ですけれどね。

の意見の幅の中で、自分はこちらの
科学コミュニケーションに対するい

専門家のほうが共感できるなとか、

東日本大震災の直後にそういう試み

ろんな考え方があっていいと思って

これは嫌だな、違うなということを

が機能しなかったのは、専門家集団

います。「これが科学コミュニケー

判断できる」と。まさに本当にその

への全般的な不信というものもその

ション」と決める必要もなくて、多

とおりだなと。

理由ですが、そもそもその前から、
専門家こそが異なる文脈や価値をも

義的なものだと思いますし、むしろ
その多義的なものであることを、自

専門家が対話するのを見せるのが大

つ専門家と議論する機会を持たな

分も含めた科学コミュニケーション

事だと。専門家の議論を通じて、ど

かった。全然練習もせずに、
突然「は

と呼ばれるコミュニティにいる者

うするかを決めるのは、それを見て

い、どうぞ」と言われても上手くい

こそが自覚するべきだと思います。

い る 社 会 の 側。「 Ａ 先 生 が 正 し い 」

くはずがなかったんですよね。その

こっちは違う、あっちは違うという

もしくは「Ｂ先生が正しい」という

意味では、専門家と市民のコミュニ

のを私たちが内部でやっているの

ようにどちらが正しいかではなく

ケーション以前に、異なる分野の専

は、科学コミュニケーションの蛸壺

て。その両方の意見を聞いたうえで、

門家同士で議論する場をつくってい

化というか。お互い共有できるもの

自分はこう思うというような、そう

くのも、科学コミュニケーションの
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ひとつの役割なんだろうと思いま
す。
（2012 年 12 月 4 日にインタビュー実施）

八木 絵香 （やぎ えこう）
大阪大学 コミュニケーションデザイン ・ セン
ター 准教授
2005 年 東北大学大学院工学研究科博士後
期課程修了。 博士 ( 工学 )。
早稲田大学大学院人間科学研究科修了後、
民間シンクタンクにおいて、 災害心理学研究
に携わってきました。 2002 年に東北大学大学
院に、 社会人大学院生として進学した後は、
社会的にコンフリクトのある科学技術の問題に
ついて、 意見や利害の異なる人同士が対話 ・
恊働する場の企画、 運営、 評価を主な研究
テーマとしています。 2005 年より、 大阪大学
コミュニケーションデザイン ・ センターに勤務し
ています。
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田中 幹人フェロー

インタビュー

科学と社会の関係性が、
メディアの議論を通じて上手く回っていくために

田中ユニットで「科学技術リスクの協働的なメディア議題構築に向けた実践的研究」に取り組んでいる田中さん。ジャー
ナリズムの研究に携わりながら、研究者とメディアをつなぐ活動に取り組んでいます。これまでの経緯や、自身がリサー
チ・マネージャーを務め、田中ユニットと連携して活動している（社）サイエンス・メディア・センターについて伺い
ました。
－田中さんはもともとバイオの研究

ていたところ、科学技術振興調整費

それと基礎研究の先には患者さんが

者でいらっしゃいましたが、どのよ

の事業として科学技術ジャーナリス

いるわけですが、そうした「研究か

うな経緯で科学コミュニケーション

ト養成プログラム（注 1）が早稲田

ら応用まで」という関係性はもちろ

に携わるようになったのでしょう

大学で始まり、面白そうだと思って

ん、さらにそれを含めた社会と科学

か？

とりあえず受けてみたら採用された

の関係に興味がありました。つまり

のが直接のきっかけですね。

は、科学が提起する問題が、どのよ
うに報道され、社会で共有され、ま

分子生物学の分野で博士号を取りま
した。国立精神・神経医療研究セン

学生のころから、ライターとして学

た科学に影響していくのかに興味が

ターでポスドク（博士研究員）をし

費を稼いでいた経験がありました。

あったわけです。
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当初は、科学コミュニケーションや

糧になりました。

ジャーナリズムに関して、科学者が

ていて、むしろ英米と比べるとノイ
ズが少ないのです。かといって、
じゃ

一般的に持つような違和感を持って

同様に科学技術振興調整費で採択さ

あ日本社会で科学の問題に対して欧

いました。一方で、ジャーナリズム

れた、北海道大学の科学技術コミュ

米より成熟した議論が行われている

が指摘している専門家側の問題も、

ニケーター養成ユニットと東京大学

かというと、そうも思えない。

自身の経験として共感できる部分も

の科学技術インタープリター養成

ありました。こうしたことから、こ

コースからも刺激を受けました。そ

こうした問題意識から、改めて「科

の分野はいろいろとまだ課題があり

れらと相対化する点で、ジャーナリ

学者とジャーナリスト」のあいだで

そうだ、と感じたのがこの分野に入

ズムとは何かと考えることができた

起きているすれ違いの部分に興味が

ることを決めた最終的なきっかけで

のがすごくよかった。勉強を重ねる

出てきて、今の活動につながるきっ

す。

うちに、日本においては、科学コミュ

かけになったのが 2009 年の研究プロ

ニケーションのなかでも、メディア

ジェクトです。このすれ違いの本体

－ そ こ で、2005 年 か ら 早 稲 田 大 学

論がすごく素朴なレベルにとどまっ

をできるだけ描き出そうと、いろい

の科学技術ジャーナリスト養成コー

ている、という感触を持つようにな

ろな人たちにインタビューし、それ

スで助手として採用され、教育カリ

りました。世界的にはメディア論、

を整理しようという試みでした。ま

キュラムの開発やジャーナリズムの

コミュニケーション論では「科学技

た、諸外国がこの問題にどのように

研究に携わるようになりました。

術と社会」は重要なトピックスで、

取り組んでいるかも調査しました。

むしろそうした研究のほうが分野を
プログラムの立ち上げに関わったの

リードしているのに対して、日本で

こ の 調 査 は「 研 究 者 の マ ス メ デ ィ

は、大いに自分の勉強になりました。

はむしろ追従していて一歩遅れてい

ア リ テ ラ シ ー」 と 題 し て い ま し た

る感じはあるなと。

が、前提としていたのは、研究者と

「科学ジャーナリズム」を学ぶカリ
キュラムをつくるためには、自分が

ジャーナリストの双方にとって、メ

科学以外の分野を勉強しなければな

あともうひとつは、欧米と比較した

ディア・トレーニング・プログラム

らない。いわば「文転」を求められ

場合の日本の問題点がよく指摘され

（MTP）が必要ではないか、という仮

たわけですが、早稲田大学の諸先生

ますが、その実際が気になっていま

定でした。教育課程を終えて、実際

の講義のお手伝いをしながら、政治

した。これについては、私の研究室

に社会で活動中のさまざまな専門家

学やメディア論、マスコミュニケー

の歴代の院生達と研究を重ねてきて

にとっての学びの場はどうあるべき

ション論を学ぶ機会を頂けたのは

います。たとえば、日本の新聞社に

か、という問題意識だったとも言え

良かったです。先行している海外の

は巨大な科学部があります。このた

ます。

教育プログラムの調査をたくさんや

め、科学側の意見を伝えるという点、

らせてもらったりしたのも、科学コ

単純に知識やリテラシーを伝達する

－ MTP は、研究者がメディアから取

ミュニケーションを考えていく上で

点では、実は意外と「うまく」行っ

材を受けるときの対応をトレーニン
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れで、こうした科学とメディアの問

況です。もうひとつは、科学者の間

題自体に橋渡しをし、一緒に考えて

の意見バランスとメディア上の意見

いくために SMC を始めました。

の状態が食い違っている時です。

ね。カリキュラムを作って終わり、

－ SMC は JST 社会技術研究開発セン

しかし、いずれの状況においても、

ではなく時々刻々と変わっていく問

タ ー（RISTEX） の 事 業 と し て 開 始、

専門家の多くは語る意思はあって

題に対応できなければ、有効な MTP

2014 年度は田中ユニットと連携して

も、
「語るすべを知らない」ために

にならない。これはそもそも「MTP

「科学技術リスクの協働的なメディ

口が重くなります。ですから、MTP

を実施できる」機能を併せ持つ別の

ア議題構築に向けた実践的研究」に

は「社会に向けて語る意思も、能力

主体として何かが必要なのではと、

取り組んでいますね。SMC では MTP

もある」研究者を増やすことを目的

サ イ エ ン ス・ メ デ ィ ア・ セ ン タ ー

の開発と実施のほか、科学技術の関

としています。そのため、講義だけ

（SMC）をつくる価値があるのではな

わる社会問題のトピックに関して、

ではなく、なるべくメディアの人を

研究者のコメントをメディアに素早

ゲストに呼んだ議論の機会を提供す

く届けるサイエンス・アラート（SA）

るようにしています。ジャーナリス

を発行しています。

トは敵ではなく、同じ問題に対して

グするプログラムですね。
ところが調べていくと、MTP はどう
しても対処療法の側面があるんです

いかと、という流れになった。
メディアに科学の議論をどう反映す

別のアプローチをとっている人だと

るか、という問題は複雑さを増して
い ま す。 海 外 で も 日 本 で も、 昔 に

そもそも研究者とメディア関係者の

認識してもらう。たとえば、テレビ

比べ、マスメディアのジャーナリス

双方が接触する機会はすごく少な

カメラがまわっているところで、ど

トが社会の議論をリードする力がど

い。その機会を作るのが SMC です。

のように語るかというトレーニング

んどん落ちて行っているということ

双方の人材をマッサージする、橋渡

もします。

は、はっきりしています。たとえ新

しをする、というのが重要なポイン

こうした取り組みの先に、科学と社

聞がうまく問題を伝えても、より影

トです。

会の関係性が、メディアの議論を通
じて上手く回っていくことを期待し

響力を持つテレビがそれをひっくり
返す。あるいは、インターネットで

科学とメディアの間にほころびが生

その議論全体がひっくりかえる。

ま れ そ う だ、 あ る い は 生 ま れ て し
まったディスコミュニケーション状

科学的議論が開かれたものになって

況に対して、事前準備、あるいは事

き た と も 言 え ま す が、 だ か ら こ そ

後対処的に行うのが SA と思ってい

MTP だけでは足りなくなってきてい

ます。つまり、SA が橋渡しのお手伝

る。単に「メディア映えする専門家」

いをする指標としているのは、ひと

を増やすための MTP ではなく、それ

つは専門家の意見が求められている

以上のものが求められています。そ

のに、専門家がなかなか語らない状

ています。
（注 1 科学技術ジャーナリスト養成プログ
ラム…2005 年度の科学技術振興調整費の新
興分野人材養成部門で「科学技術コミュニ
ケーター」人材養成コースに関する募集が
行われ、北海道大学、東京大学、早稲田大
学が採択された。早稲田大学では、そのう
ち科学技術ジャーナリスト養成プログラム
が５年間にわたって行われた。）
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（2015 年 1 月 19 日にインタビュー実施）
田中 幹人 （たなか みきひと）
早稲田大学政治経済学術院ジャーナリズム
コース准教授
1972 年生まれ。 東京大学大学院総合文化研
究科博士課程修了。 学術博士。 早稲田大学
政治学研究科 「科学ジャーナリスト養成プロ
グラム」 助手などを経て、 2010 年より現職。
科学技術社会論、 ジャーナリズム論、 ソーシャ
ルメディア論の研究に定量 ・ 定性的手法を用
いて取り組んでいる。
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第４章
科学コミュニケーションセンターの調査・研究
第１章から第３章まで、
科学コミュニケーションとは何か、
その多様性、広がりについて考えてきました。
これらは、2012 年 4 月から 2015 年 3 月までの 3 年間、
科学コミュニケーションセンターが行ってきた
調査・研究をもとにしています。
ここでは、調査・研究の概要をご紹介します。
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科学コミュニケーションセンターの調査・研究
科学コミュニケーションセンターが行ってきた調査・研究は、補助金や委託費によって大学・研究機関に実施を促すだ
けでは、十分な成果が期待できない（あるいは JST が自ら実施することがより効果的で、効率的である）、右の表のよう
な性質のもので、基礎調査と課題研究があります。

基礎調査
基礎調査では、国内外の科学コミュニケーションを俯瞰し、重要課題を抽出して、今後の戦略を提案しました。

平川ユニット
「つくる」 科学コミュニケーションに関する
基礎調査

渡辺ユニット
「伝える」 科学コミュニケーションに関する
基礎調査

市民

専門家

行政

事業者

メディア

探索

佐倉ユニット
新しい科学コミュニケーションの探索
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調査 ・ 研究の類型
１

単独の機関では実施が困難だが、 政策的に必要と思われるもの

２

継続性を要するもの

３

テーマの性質上、 競争的資金になじまないもの

４

支援事業、 日本科学未来館の実践フィールドを活用したもの

課題研究
課題研究では、基礎調査を踏まえ、さらに重点的に推進すべき課題、優先度の高い課題についての調査研究を行いました。

永山 ・ 小泉ユニット

星 ・ 長崎ユニット

研究者ソサエティーと社会の連携に関す
る実践的研究

科学リテラシーの向上に関する実践的研究

市民

専門家

行政

事業者

メディア

田中ユニット

三上 ・ 八木ユニット

科学技術リスクの協働的なメディア議題
構築に向けた実践的研究

科学技術をめぐる参加型の議論の場を
不断に創出するシステムの開発
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調査・研究の主な成果 ( ３年間 )
科学コミュニケーションセンターが 2012 年 4 月から 2015 年 3 月まで行ってきた調査・研究の概要と主な成果を一覧に
まとめました。
基礎調査

課題名

「伝える」 科学コミュニケーションに関する基
礎調査

「つくる」 科学コミュニケーションに関する基
礎調査

体制

フェロー
渡辺政隆 （筑波大学教授）

フェロー
平川秀幸 （大阪大学教授）

アソシエイトフェロー
内田麻理香 （サイエンスコミュニケーター）

アソシエイトフェロー
関谷翔 （未来工学研究所客員研究員）
田原敬一郎 （未来工学研究所主任研究員）
吉田省子 （北海道大学客員准教授）

主な成果

「科学コミュニケーションの新たな展開」 報
告書
理解増進から始まる科学コミュニケーションの歴史、
JST による支援事業、 サイエンスフェスティバルを振
り返り、 科学コミュニケーションの新たな展開を提案
した。

「科学のことばを社会に伝えるためのしくみ
―ミドルレンジメディアの必要性―」 報告書

マルチステークホルダー対話の仕組みづくり
対話を支援するための、 デザイン手法の蓄積、 アー
カイブシステム、ファシリテーターのネットワークといっ
た仕組みを構築した。

新しい科学コミュニケーションの探索

フェロー
佐倉 統 （東京大学教授）

新しい科学コミュニケーションの事例調査報
告書
オープンサイエンス、 フューチャーセンター、 ファブラ
ボなど、 近年急速に増えつつある新たな科学コミュ
ニケーションの事例調査を行った。

リスクコミュニケーション事例調査報告書

科学コミュニケーションの多様性の提示

マスメディアとパーソナルメディアの中間にあるべきミ
ドルレンジメディアについて考察した。

リスクコミュニケーションの先行事例を調査 ・ 分析し、
リスクコミュニケーションの分類枠組みを作成した。
報告書は文部科学省 「リスクコミュニケーションの推
進方策」 の策定に活用。

フェローに対するインタビュー及びシンポジウム 「科
学技術のあたらしい伝えかた」 を通じ、 科学コミュニ
ケーション活動の個人的、 社会的文脈の関係を考察
した。

「伝える」 科学コミュニケーションの定量評
価調査

リスクコミュニケーション研究及び実践の現
状に関する分野横断的調査報告書

ＴＶ、 新聞、 雑誌、 インターネットなどを通じた科学
コミュニケーションの現状を調査した。

2010 年度以降に行政が行ったリスクコミュニケーショ
ンについてウェブ調査を行った。

文部科学省 「リスクコミュニケーションのモデ
ル形成事業」 との連携
一般社団法人日本リスク研究学会との共同研究な
ど。
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課題研究

研究者ソサエティーと社会の連携に関
する実践的研究

科学リテラシーの向上に関する実践的
研究

科学技術をめぐる参加型の議論の場を
不断に創出するシステムの開発

フェロー
永山國昭 （総合研究大学院大学理事）
小泉 周 （自然科学研究機構特任教授）

フェロー
星元紀 （東京工業大学 名誉教授）
長崎栄三 （元静岡大学教授）

フェロー
三上直之 （北海道大学准教授）
八木絵香 （大阪大学准教授）

フェロー
田中幹人 （早稲田大学准教授）

客員フェロー
福地健太郎 （明治大学准教授）

共同研究者
大橋理枝 （放送大学准教授）
千葉和義 （お茶の水女子大学教授）
奈良由美子 （放送大学教授）
工藤 充 （京都大学特定研究員）

共同研究者
池辺 靖 （日本科学未来館）
黒川紘美 （日本科学未来館）
寺村たから （国立極地研究所）
佐尾賢太郎 （日本科学未来館）
山内保典 （大阪大学）
中川智絵 （大阪大学）
郡伸子 （北海道大学）

連携
一般社団法人
サイエンス ・ メディア ・ センター

科学技術リテラシーに関する課題研究
報告書

生物多様性に関する World Wide Views
（世界市民会議） を対象とした事例研
究

メディア ・ トレーニング ・ プログラム
（MTP） の開発

共同研究者
戸田山和久 （名古屋大学教授）
加納 圭 （滋賀大学准教授）
川本思心 （北海道大学准教授）
森田由子 （日本科学未来館）
松岡 均 （日本科学未来館） 他

「研究者による科学コミュニケーション
活動に関するアンケート」 で明らかに
なった問題の解決
アウトリーチ活動に関する研究者の意識、 問
題点を明らかにし、 解決策を提案した。

科学コミュニケーション研修
研究者を対象とした科学コミュニケーション研
修を開発 ・ 実施した。

科学リテラシーをコンピテンシー、 異文化コミュ
ニケーション、 リスク、 日本の戦後教育、 科
学技術社会論の観点から考察した。

WWV への参与観察、 記録の分析を通じて、
参加者が議題を自らの生活に引きつける 「文
脈づくりを支援する必要を明らかにした。

科学リテラシーの向上に関するワーク
ショップを通じた提言

対話の場のネットワーク展開
学校や科学館で簡便に行える対話手法 （「さ
んかく△テーブル」） を開発し、 科学館、 SSH
校、 大学などでの試行を経てパッケージ化し
た。 また、ウェブ上にプラットフォームを構築し、
ツールの提供、対話結果の共有を可能にした。

科学リテラシーの向上について、 多様な参加
者によるワークショップを通じて、 今後のあり
方を検討し、 提言を作成した。

共創プラットフォーム
「Life is Small」 プロジェクト

「科学技術の智プロジェクト」 報告書の
電子書籍化

スマホ顕微鏡、 ICT を活用し、 ボランティア
グループによるオープンサイエンスのプラット
フォームを構築した。

持ち運びが不便であった同報告書を電子書籍
化して、 ウェブ上で公開した。

科学技術リスクの協働的なメディア議
題構築に向けた実践的研究

研究者がメディアを通じて情報発信する能力
を高めるためのカリキュラム及びテキストを開
発し、 プログラムの試行を行った。

科学とメディアを媒介する実践の場の
社会実装
論争的なテーマに関するメディアへの情報提
供 （サイエンス ・ アラート） などを通じて、 科
学とメディアの媒介に関する実践的研究を
行った。

（2015 年 3 月現在）
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デザイン制作物、報告書
小冊子 ・ リーフレット

ん

ろ

う？

魚のほねかな

？

君

は

はな

だ

に
る？

これ

わか

サイエンスアゴラ２０１３のしおり

「伝える」から「つくる」へ

「伝える」 から 「つくる」 へ サイエンス
アゴラ 2013 のしおり
制作協力 ： 西村尚子、 ふじもとこ、 他

Life is Small Project

ちいさい世界ののぞき方
けんびきょう

〜スマホ顕微鏡を使ってみよう〜

ちいさい世界ののぞき方～スマホ顕微
鏡を使ってみよう～
制作協力 ： ふじもとこ

SIP 戦略的イノベーション創造プログラム リーフレット
制作協力 ： bowlgraphics

Life is Small コンセプトリーフレット
制作協力 ： 松本浄、 佐々木真由子 (sitka)、
早川昌志、 他

科学コミュニケーション研修プログラムのご案内
制作協力 ： 株式会社マミコ社

ロゴ

制作協力 ： 柿木原政広 （10inc.）
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Web サイト ・ Facebook グループ

JST 科学コミュニケーションセンター
http://www.jst.go.jp/csc/
制作協力 ： 株式会社ジャム ・ コミュニケーションズ

さんかく△テーブル http://www.jst.go.jp/csc/sankaku/
制作協力 ： M-Louis DESIGN、 ウエマリコオフィス

ムービー

Facebook グループ Life is small
https://www.facebook.com/groups/life.is.small/
制作協力 ： 北村志乃

報告書
●渡辺ユニット 「伝える」 科学コミュニケーションに関する基礎調査
サイエンスアゴラ 2012 「科学を街に〜科学フェスティバルの創り方〜」 開催報告 （2013 年 7 月）
科学コミュニケーションの新たな展開 （2013 年 7 月）
科学のことばを社会に伝えるためのしくみ―ミドルレンジメディアの必要性― （2015 年 3 月）
「伝える」 科学コミュニケーションの定量評価調査 （2015 年 3 月）
● 平川ユニット 「つくる」 科学コミュニケーションに関する基礎調査
COI ワークショップ報告書 （2013 年 2 月））
科学技術コミュニケーションの現状と展望に関する意見交換会—科学技術社会論の視角から―
中間とりまとめ報告書 （2013 年 7 月）
リスクコミュニケーション事例調査報告書 （2014 年 3 月）
リスクコミュニケーション研究及び実践の現状に関する分野横断的調査報告書 （2015 年 3 月）
●佐倉ユニット 新しい科学コミュニケーションの探索
新しい科学コミュニケーションの事例調査報告書 （2015 年 3 月）

Life is Small コンセプト編
スマホ顕微鏡 操作方法篇
制作協力 ： 株式会社 HOTandODD、 新宿アートプロ
ジェクト Avinash Ghale、 佐々木真由子 (sitka)、 他

●永山 ・ 小泉ユニット 研究者ソサエティーと社会の連携に関する実践的研究
研究者による科学コミュニケーション活動に関するアンケート調査報告書 （2013 年 7 月）
●星 ・ 長崎ユニット 科学リテラシーの向上に関する実践的研究
科学技術リテラシーに関する課題研究報告書 （初版 ： 2014 年 12 月、 改訂版 ： 2015 年 2 月）
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資料編
科学コミュニケーションに関する政策の歩み
科学コミュニケーションの分類枠組み
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科学コミュニケーションに関する政策の歩み
科学コミュニケーションは、国の政策の中でどのように位置づけられ、進められてきたのでしょうか ?
科学技術の研究や開発は、科学技術基本計画という 5 年ごとに国が作る計画によって進められています。この計画が最
初に作られたのは 1996 年。それ以降の社会と科学技術や科学コミュニケーションに関する出来事を年表で振り返ります。

日本科学未来館開館
科学技術振興事業団
（現 JST）科学技術理解
増進室設置

平成 16 年版
科学技術白書「これから
の科学技術と社会」公表
英国上院
「科学と社会」公表

科学技術基本法制定

平成５年版
科学技術白書
「若者と科学技術」
公表

ブダペスト会議

2003
1999

1994

NISTEP 報告書「科学技術
理解増進と科学コミュニ
ケーションの活性化につ
いて」公表

2004

2001

2000

1995 1996
第 2 期科学技術基本計画

第 1 期科学技術基本計画
○科学技術に関する学習の振興及び理解の増進
と関心の喚起
・ 国民の理解増進と関心の喚起のための施策の
拡充、 研究者の社会に対する情報発信等

「社会のための、 社会の中の科学技術」
○科学技術活動についての社会とのチャンネル
の構築
・ 国民が社会の問題について科学的 ・ 合理的 ・
主体的判断を可能とする環境整備等
○科学技術に関する倫理と社会的責任
・ 生命倫理等
・社会に対する研究成果等の説明は、 研究機関・
研究者にとっての責務等
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JST 科学ネットワーク部設置
科学技術コミュニケー
ター人材養成プログラム
開始

JST 科学コミュニケー
ションセンター設置

JST RISTEX
「科学技術と人間」
領域開始
東日本大震災

第1回
サイエンスアゴラ開催

2012
2007
2005

2011

2009

2006

第 4 期科学技術基本計画
第 3 期科学技術基本計画
「社会 ・ 国民に支持され、 成果を還元する科学
技術」
○人材の育成、 確保、 活躍の促進
・ 社会のニーズに応える人材 （科学技術コミュニ
ケーター等） の育成
○科学技術が及ぼす倫理的 ・ 法的 ・ 社会的課
題への責任ある取り組み
○科学技術に関する説明責任と情報発信の強化
○科学技術に関する国民意識の醸成
・ 科学技術リテラシー像の策定 ・ 普及等
○国民の科学技術への主体的な参加の促進
・ 研究開発プロジェクトの基本計画等の公開や、
意見等のプロジェクトへの反映

「社会とともに創り進める政策の展開」
○政策の企画立案及び推進への国民参画の促進
・国民の政策への関与を高めるための支援 （NPO
法人等の科学技術活動に関する取り組み等の支
援） 等
○倫理的 ・ 法的 ・ 社会的課題への対応
・ テクノロジーアセスメントのあり方の検討
○社会と科学技術イノベーション政策をつなぐ人
材の養成及び確保
・ テクノロジーアセスメント等の専門人材や科学技
術コミュニケーターの養成 ・ 確保等
○科学技術コミュニケーション活動の推進
・ サイエンスカフェの実施等を通じた、 国民と研究
者等との間の双方向での対話等の積極的な展開
・ 科学館等の体験活動等の取り組みの支援等
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科学技術基本計画
科学技術の研究・開発やイノベーションの推進のために、国が 5 年ごとに策定しているのが、科学技術基本計画です。
科学技術基本計画における科学コミュニケーションについて、これまでの歩みを振り返ります。

第１期科学技術基本計画（平成 8 年度〜 12 年度）
科学技術系人材の育成と、 国民が科学技術を身近に感じ強い関心を抱くような社会環境をつくりあげるために、 教育の充実とともに科学技術の
普及開発活動などを強化するとした。 科学技術振興事業団 （現 JST） に 「科学技術理解増進室」 が設置され、 科学技術理解増進政策の実施
が本格的にスタート。 1998 年 11 月には科学技術庁 （当時） の科学技術理解増進検討会 （座長 ： 中村桂子） が、 インタープリターの重要性や
研究費の１％を理解増進のために配分することなどを提言し、 その後の国の施策を検討するにあたり重要な柱となった。

第２期科学技術基本計画（平成 13 年度〜 17 年度）
科学技術と社会に関する記述をさらに深め、 「社会のための、 社会の中の科学技術」 という観点を取り入れた。 科学技術と社会との双方向コミュ
ニケーションが必要として、 重要施策として 「科学技術活動についての社会とのチャンネルの構築」 「科学技術に関する倫理と社会的責任」 を
挙げた。 2004 年 7 月、 文部科学省科学技術 ・ 学術審議会人材委員会は提言 「科学技術と社会という視点に立った人材養成を目指して」 で、
知識を生産する研究者、 技術者だけでなく、 知識を活用し社会へ還元する人材の養成が重要と指摘。 2005 年 7 月、 文部科学省の科学技術理
解増進政策に関する懇談会 （座長 ： 有馬朗人） の報告書 「人々とともにある科学技術を目指して」 で、 「社会のための科学技術」 の実現のた
めに、科学技術を分かりやすく親しみやすい形で人々に伝え、対話を深めるアウトリーチ活動の推進、成人に身につけて欲しい科学技術リテラシー
像の策定等が提言された。

第３期科学技術基本計画（平成 18 年度〜 22 年度）
「社会・国民に支持される科学技術」 として、 社会と科学技術に関して初めて独立した章が設けられた。 科学技術を一般国民に分かりやすく伝え、
社会の問題意識を研究者や技術者にフィードバックする双方向コミュニケーションの担い手として 「科学技術コミュニケーター」 の養成がうたわれ、
国の科学技術政策の基本文書として初めて 「科学技術コミュニケーション」 という文言が使われた。 また、 「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。 2005 年からは科学技術振興調整費で科学技術コミュニケーター人材養成プログラム
が東京大学、 北海道大学、 早稲田大学でスタートするなど、 政府の科学技術コミュニケーションへの支援が始まった。

第４期科学技術基本計画（平成 23 年度〜 27 年度）
科学技術に対する期待が高まる一方で、 東日本大震災、 特に福島第一原子力発電所の事故によって、 リスクマネジメントと危機管理の不備が
明らかになり、 科学技術に対する国民の不信を生んでいる。 第 4 期科学技術基本計画では、 科学技術政策を 「社会及び公共のための政策」
の一環と位置づけ、 社会と科学技術イノベーションの関係を深めるため、 国民の政策過程への参画、 リスクコミュニケーションも含めた科学技術
コミュニケーション活動を推進している。
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キーワード
年表に出てくるキーワードの説明です。

平成５年版科学技術白書「若者と科学技術」

ブダペスト会議

第１部で 「若者の科学技術離れ」 が論じられ、その対策の１つとして、
「科学技術について身近な問題として語り合える雰囲気の醸成」 がう
たわれた。

ユネスコと国際科学会議がブダペストで世界科学会議を開催。
「科学と科学的知識の利用に関する世界宣言」 を発表し、 ①知
識のための科学、 ②平和のための科学、 ③開発のための科学、
④社会における科学と社会のための科学、 の４本柱を宣言した。
科学のための科学が暗黙の第一義だったそれまでの科学研究
のあり方に異を唱えた画期的な宣言といえる。

英国上院「科学と社会」

NISTEP 報告書
「科学技術理解増進と科学コミュニケーションの活
性化について」

英国上院科学技術委員会が公表した報告書で、 英国の科学技
術公衆理解増進策の大転換のきっかけとなった。 BSE 問題や最
先端医療にまつわる問題によって英国内では深刻な科学不信、
科学行政不信が惹起したことを指摘した上で、 そうした不信感を
払拭するには、 研究者と公衆との双方向的なコミュニケーション
が重要であるとした。

科学技術行政に科学コミュニケーションという概念を事実上初め
て導入した報告書。 欧米における科学コミュニケーションの潮流
が紹介されると同時にサイエンスコミュニケーターの存在とその人
材育成の必要性が提言された。

科学技術コミュニケーター人材養成プログラム

平成 16 年版科学技術白書
「これからの科学技術と社会」

科学技術振興調整費の新興分野人材養成部門で 「科学技術コ
ミュニケーター」 人材養成コースに関する募集が行われ、 北海
道大学、 東京大学、 早稲田大学の３校が採択された。

科学コミュニケーションを大きく取り上げ、 科学と社会との新しい
関係をめぐる潮流を紹介した。
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科学コミュニケーションの分類枠組み
科学コミュニケーションの考え方や活動は、人によってさまざまです。 多様で広がりのある科学コミュニケーション
を俯瞰し、７つのカテゴリーで分類すると次のようになります。

科学コミュニケーションの分類枠組み ( 科学コミュニケーションセンター ・ 平川ユニット , 2014)

具体的な科学コミュニケーション活動をこの分類枠組みに当てはめて考えてみることで、その活動を全体の中で位置づ
け、客観的に振り返ることができるでしょう。また、複雑な科学技術と社会の問題を考える際にこの分類枠組みを使う
ことで、適切なコミュニケーションをデザインする助けになるかもしれません。
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テーマ対象
コミュニケーションで主題とするテーマ対象による分類です。

自然一般
自然災害 ・ 疾患

・ 身近な自然から野生生物、 海洋、 宇宙など様々なスケールの自然現象
・ 地震 ・ 火山 ・ 津波 ・ 気候変動等の自然災害や感染症等の疾患

従来科学技術

・ すでに実用化され社会に定着している科学技術で、 規制も整備されリスクも低減 ・ 制御さ
れている
・ ただし、 想定外事故も含めた不確実性はある

先端科学技術
萌芽的科学技術

・ 実用化間もないもしくは間近 （先端） か、 まだ研究開発段階 （萌芽的） にある科学技術
・ ベネフィットとリスクともに不確定なことが多い

フェイズ
知識創造 ( 研究・イノベーション ) のフェイズです。

研究 ・ イノベーションのフェイズ

リスク対応のフェイズ

初期

研究開発段階

平常時

危機が発生していない状態

中期

実用化間近の段階

非常時

危機発生直後

後期

実用化後の段階

回復期

危機からの復興期
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知識の不定性

マルサイエンスの領域である。不確実性が高いために、応
用科学のように既存の知識や方法論だけでは明確な答えは
出すことができず、専門的判断も間違える可能性が高い。
そのうえ、さまざまな集団や組織の利害や価値観が深く関
わり、社会的な対立・紛争も生じやすい。そのため、意思
決定を行うには科学的な議論だけでは足りず、
利害関係者、
場合によっては一般の市民まで含めた「拡大されたピア集
団」による対話・協議や合意形成が必要となる。

意思決定に価値観 ・利害が関わる度合い

科学技術コミュニケーションで主題となる話題・問題は
しばしば複雑であり、知識は、必ずしも十分な確実性を備
えているわけではない。また話題・問題が、個人・集団の
価値判断や利害の違いや対立をはらんでいることも多い。
J. Ravez と S. Funtowicz は、 右 図 の よ う に、 科 学
的営為やコミュニケーションが対象とする問題の領域
を、「意思決定に価値観・利害が関わる度合い (decision
stakes)」 と「 シ ス テ ム の 不 確 実 性 の 度 合 い (systems
uncertainties)」という二つの軸によって、
「ノーマルサ
イエンス」
、
「プロフェッショナル・ コンサルタンシー」、
「ポスト・ノーマルサイエンス」の三つに分類している
(Funtowicz and Ravetz 1992)。ここで「システムの不確
実性」とは、対象となる問題において科学と政治、経済な
ど複数のシステムが相互に強く影響し合うために、全体と
してその構造や機能の振る舞いが複雑であり、予測や制御
が不確かなものになっていること、これに伴って対象に関
する知識も不確実なものになることを意味している。
Ravetz らによれば、この不確実性の度合いと、意思決定
に価値観や利害の違い・対立が関わる度合いがいずれも小
さいような問題を扱うとき、その科学的営為は「ノーマル
サイエンス」と呼ばれ、既存の科学知識や方法論を応用す
ることで問題を解決できる。
システムの不確実性と意思決定における価値観・利害の
関わりのうち、少なくとも一方が中程度のときには「プロ
フェッショナル・コンサルタンシー」の領域になる。型ど
おりの知識の応用に加えて、熟練の外科医やエンジニアに
見られる「専門的判断 (expert judgment)」とも呼ばれる、
職業上の経験に基づいた直観的判断が必要となる。
システムの不確実性と意思決定における価値観・利害の
関わりの度合いのいずれかが非常に高いのが、ポスト・ノー
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システムの不確実性の度合い
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時間・空間・社会スケール
時間的範囲

空間的範囲

社会的単位

原因

一時的／短期的
中期的
長期的／恒常的

地域
広域／国
国際 ・ 地球規模

個人 ・ 単一組織
少数の個人 ・ 組織
多数 ・ 集合的

影響

一時的／短期的
中期的
長期的／恒常的

地域
広域／国
国際 ・ 地球規模

個人 ・ 単一組織
少数の個人 ・ 組織
多数 ・ 集合的

対応

一時的／短期的
中期的
長期的／恒常的

地域
広域／国
国際 ・ 地球規模

個人 ・ 単一組織
少数の個人 ・ 組織
多数 ・ 集合的

ここでの「集合的」とは「多数の個」として個人・組織（これが「多数」
）ではなく、たとえば市場での取り引きや言論、
情報などを通じて相互に作用しあう全体としての個人・組織の集まりを指しています。

ステークホルダー ( 関与者 )
市民

一般市民、 当事者、 NPO/NGO 等

行政

国、 自治体 ( 都道府県、 市町村 )

メディア

組織 ( 報道機関等 )、 フリージャーナリスト、 インターネッ ト発信者、 博物館 ・ 科学館等

事業者

生産者、 製造業者、 流通業者、 電力・ガス会社、 金融・保険業者、 広告業者、 交通機関、 小売店、
飲食店、 業界団体等

専門家

組織 ( 学協会、 研究 ・ 教育機関 ( 研究所 / 大学 / 小中高校 等 )、 医療機関 )
チーム ( 審議会、 研究グループ等 )、 個人
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目的 / 機能
関心喚起 ・ 文化的享受

科学技術に対する関心を喚起する。
科学技術の知的内容を愉しむ。

教育 ・ 啓発 ・ 行動変容

主に、 リスクとその対処法に関する知識や情報の普及、 関心の喚起、 行動変容の
ための啓発 ・ トレーニングを行う。

信頼醸成 ・ 相互理解

政府、 専門家、 市民、 事業者、 メディア等のステークホルダーの間で互いの信頼や
理解を醸成する。

問題 ・ 期待 ・ 懸念 ・ 論点の可視化
議題構築

意見の交換や各自の熟慮を通じて、 主題となっている話題について、 何が問題で、
どんな期待 ・ 懸念 ・ 論点があるか、 何を社会として広く議論し考えるべきかを明確
化する。

問題解決の探索

個人または集団が直面する問題の具体的解決方法を探る。

未来ヴィジョンの形成

科学技術と社会 ・ 人間の将来はどうあるべきか、 どのような科学技術を育み、 どの
ような社会に生きたいか。

回復と和解

物理的のみならず社会的 ・ 精神的な被害からの回復を促すとともに、 問題発生から
現在に至る経緯を振り返りつつ、 関係者間の対立やわだかまりを解きほぐし、 和解を
進める。

主たるモード
コミュニケーションのモード ( 様式 ) として、知識・情報共有のための「伝達」に重きを置いたものか、双方向・イン
タラクティヴな対話・協働かの違い。
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科学技術と社会の問題は、個々の問題の解決が困難であるという以前に、
「科学技術と社会」という言葉自体がすでにやっ
かいです。
なぜ「科学技術」であり、
「科学」ではないのか。「科学と技術」ではなく、「科学・技術」でもないのか。これらは、し
ばしば混同されつつも、歴史的、社会的な文脈の違いによって、使い分けられています。
とりわけ日本では、
「科学技術政策」という言葉が用いられるようになった歴史を理解しなければ、言葉の混乱から抜け
出すことはできません。
また、「科学技術」とひとことで言っても、専門分野が細分化され、分野ごとに考え方、方法、言葉遣い、常識が異なる
なかで、特定の分野で学位を取り、長期間にわたり研究活動を行っているからと言って、科学技術一般について理解で
きるわけではありません。
「科学技術と社会」という表現に含まれる「科学技術」は、個別の専門分野の寄せ集めとして理解できるものではなく、
科学史や科学哲学といった、科学技術そのものを対象とした研究の力を借りなければ、問題解決につながる理解は得ら
れないでしょう。
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社会についても同様です。人は社会の中に生まれ落ち、社会の中で育ち、社会の中で生きている。一度たりとも社会の
外に出たことはないため、多くの人は社会について知っているつもりになりがちです。
しかし、そうではありません。科学技術と同様に、いやそれ以上に、社会学や政治学、現代思想などのさまざまな人文学、
社会科学の研究を無視しては、社会について理解することはできません。
では、これらをすべて理解してからでなければ、科学技術と社会の問題を考えることは許されないのか。そうではあり
ません。
すべてを理解しないまでも、科学技術や社会という言葉をわかりきったことと思わず、ときに疑いを持って考え直し、
他者の言葉に耳を傾けることが必要なのです。自分の知らない何か大切なものが世の中にあるかもしれない、という謙
虚さを持つこと。そこではじめて、科学技術と社会の問題を考えるスタートラインに立つことができます。
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