
1 

平成29年２月９日 

大阪科学技術館 池原 

全国科学館連携協議会 
平成28年度第２回国内研修 

 

「大阪科学技術館における 
 イベント等企画について」 

発表概要 

１．大阪科学技術の概要、特徴 

２．イベントの種類と構成要素 

３．イベント企画・実施の具体事例 
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１．大阪科学技術の概要、特徴 

２．イベントの種類と構成要素 

３．イベント企画・実施の具体事例 

大阪科学技術館の概要 

○ 開 館    １９６３年(昭和３８年８月) 

○ 設立・運営  一般財団法人大阪科学技術センター 

○ 場 所     大阪市西区靱本町１－８－４ 

○ 展示面積    約１,３００㎡ （大阪科学技術センタービル１階及び２階） 

○ 展示内容   産業技術及び科学技術に関する正しい理解のための展示（２年ごとに展示改装） 

○ 統一テーマ  見つけよう！科学技術がつくる未来の夢 

○ 展示方式   出展方式 

○ 出展者数   ２６ブース（２１社６団体） 

○ 開館日    日曜日、祝日を含む全日（お盆、年末年始 その他臨時休館あり） 

○ 開館時間   １０：００～１７：００ （日曜・祝日 ～１６：３０） 

○ 入 館 料   無料 

○ 年間来館者数 約２６万人 

 産業界、研究機関などの出展により、私たちのくらし中で活かされている 

エネルギー、エレクトロニクス、地球環境、情報通信などの様々な分野における 

最新の科学技術を、体験型のクイズやゲームで楽しく学ぶことができる。 
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  展示テーマ 会社・団体 

１ 知ろう！ 試そう！ 光ファイバー 株式会社ケイ・オプティコム 

２ エネルギー・チャレンジ・ツアー エネッチャ！ 
関西原子力懇談会 

関西電力株式会社 

３ 見えないものを、見えないもので、見る 非破壊検査株式会社 

４ 鉄のできるまで 新日鐵住金株式会社 

５ 21世紀のエネルギー「天然ガス」 大阪ガス株式会社 

６ 地球と人のための技術をこれからも 日立造船株式会社 

７ 地球にやさしい環境技術～ごみを燃やして電気をつくる～ 株式会社プランテック 

８ 3億年前から存在する魚「チョウザメ」 株式会社フジキン 

９ 
建築物、高さへの挑戦 
～古代ピラミッドから現代超高層建築まで 

株式会社大林組  

10 アトミック・パワー・イン・ふくい 日本原子力発電株式会社 

11 
見えないところに超技術！ 
街中から宇宙まで、あらゆるところで活躍するベアリング 

ＮＴＮ株式会社 

12 キッズのための エコのわくせい 三菱電機株式会社 

13 宇宙開発最前線 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 

14 海から地球を探る 国立研究開発法人海洋研究開発機構 

15 ようこそ雷の世界へ 音羽電機工業株式会社 

16 ＬＥＤって何だろう？ 利昌工業株式会社 

17 身近に活躍する未来のエネルギー ～太陽光発電～ 株式会社三社電機製作所 

18 エネルギー情報コーナー 一般財団法人大阪科学技術センター 

19 ぶんせき～見えないモノからわかるコト～ 株式会社堀場製作所 

20 くらしに役立つ水素のチカラ 岩谷産業株式会社 

21 Atomic Energy Science Laboratory ～放射線と原子力～ 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 

22 水素を使った新しいエネルギー社会 株式会社東芝  

23 Nature Contact～みんなで地球の未来を考えよう！ 株式会社日立製作所 

24 ひかりがつくるワンダーワールド パナソニック株式会社 

25 空気を分離する 宇部興産株式会社 

26 マジカルカード ～不思議なカードを触ってみよう～ 国立研究開発法人科学技術振興機構 

出展企業・団体一覧 

「地球と人のための技術をこれからも」 

日立造船株式会社 

「くらしに役立つ水素のチカラ」 

岩谷産業株式会社 

「マジカルカード 

～不思議なカードを触ってみよう～」 

国立研究開発法人科学技術振興機構 

大阪科学技術館の特徴 

②企業、研究機関等によるブース出展方式をとっている 

 約50年前に、産業界を代表する企業が技術革新の変化や産業技術の状況を紹介するという 

趣旨で当館が設立されたことからこのような形式をとっている。 

③多種多様なネットワーク 

 当館の運営団体である(一財)大阪科学技術センターは、科学技術の振興とその普及広報に 

係る事業全般を推進しており、その関係先は産・学・官のあらゆる機関が対象となる。その 

ため、当館の運営においても多種多様なネット 

ワークが自然と構築され、支援していただく 

ことができる。 

①産業技術に関する展示を行っている 

 通常の科学館では自然科学を取り扱う施設が多いなか、当館では産業技術全般を取り扱って 

いる。また、２年ごとに改装を行うことで、常に最新の産業技術を展示することができる。 

お話し会「ニュートリノをつかまえよう！」 
講師：佐藤 文隆氏（京都大学 名誉教授）  
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１．大阪科学技術の概要、特徴 

２．イベントの種類と構成要素 

３．イベント企画・実施の具体事例 

主なイベントの種類 

 当館で実施するイベントは概ね以下の通り。 

 種類 内容 時期・頻度 

フェスティバル 
形式 

ショー・教室形式等のイベントを 
全館挙げて実施 

春・夏・冬休み毎に 
１回 

ショー・教室 
形式 

・実験ショー 
・実験／工作教室 
・お話し会       等 

・日曜日 
・春・夏・冬休み 
(50～60回／年) 

見学会 
出展者や連携先機関の 
工場・研究施設等の見学 

春・夏・冬休み 
(１～３回／年) 

特別展 特定のテーマに沿った期間限定展示 
２～４ヶ月 
    ×４回／年 

団体向け 
コース 

科学実験、映画、講座 通年 

地域連携 
主に関西で開催されるイベントに、 
各種教室の出展やマスコットキャラの
出演といった形で参加 

不定期 

おおさかサマーファンラン2015 

実験ショー 

特別展「靱公園『いのちの森』の 
ものがたり」 
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イベントを構成する要素（その１） 

 昨年度開催実績や当年度の大枠としての計画・予算をもとに、先ほどの 

イベントを一定の“型”として企画・実施していく。 

 具体的にイベントを企画していくに当たっての主な構成要素は以下の通り。 

 

①出展企業・団体等の技術紹介 
 

②最新の科学トピック 
 

③定番イベント 
 

④その他 

イベントを構成する要素（その２） 

①出展企業・団体等の技術紹介 

 当館ブース出展者や連携先の技術を紹介する。種類は実験／工作教室や体験 

イベント、お話し会などさまざま。 

②最新の科学トピック 

 日本人科学者のノーベル賞受賞や宇宙飛行士のISS長期滞在／帰還など、時勢に 

合った最新の科学トピックを取り上げる。 

実験工作教室「乾電池を作ろう！」 
（協力：パナソニック㈱） 

親子施設見学会 
「住友大阪セメント㈱赤穂工場」 

古川 聡宇宙飛行士講演会 天野教授ノーベル賞レプリカメダル展示 
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イベントを構成する要素（その３） 

③定番イベント 

 モーター工作や実験ショーなど、一定の賑わいを見込むことができるイベントを 

随所に打つことで、フェスティバル全体のバランスを取る。 

④その他 

 「子どもゆめ基金助成活動」等の活用、もしくは他機関との共催により、通常の 

予算規模では実施できないようなイベントを実施する。 

モーター工作教室 

「福井県立恐竜博物館がやってきた！」 
協力：福井県立恐竜博物館 

「日本の伝統工芸を学ぶ～知る・触れる・作る～」 
丸亀うちわ（子どもゆめ基金助成事業） 

おたのしみ抽選会 

イベントの広報について 

多種多様なネットワークを最大限に活用 

 当館ではイベントの広報に係る予算をあまり計上していないことから、有料広告 

は打たず、チラシは全て自前で制作している。では、どのように広報していくのか。 

 

 当館の運営を所管する委員会には主要な報道機関が参加しているほか、記者クラブ 

とのネットワークも有しているため、それら機関にイベント情報を提供することで 

「ニュース」や「記事」として取り上げていただくことができる。 

産経新聞 
（平成28年10月27日） 
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１．大阪科学技術の概要、特徴 

２．イベントの種類と構成要素 

３．イベント企画・実施の具体事例 

イベント企画・実施の具体例（ケース１） 
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イベント企画・実施の具体例（ケース２） 

最新の科学トピックから全体のテーマを決定 

 冬から春にかけてのイベントの企画にあたって、当時は話題となった 

「水素エネルギー、燃料電池自動車」を取り上げることに決定。 

フェスティバル形式 特別展 

イベント企画・実施の具体例（ケース２） 

なにがスゴイの！？水素のヒミツ（フェスティバル形式） 

燃料電池 乗り物大集合！ 「水素ステーションを支えるバルブ」 

（協力：㈱フジキン） 

クイズラリー 

「オリジナル免許証を作ってみよう！」 

（協力：(一社)日本自動車連盟） 
「ＭＩＲＡＩ」 

（協力：トヨタ自動車㈱） 

「クラリティ」 

（協力：本田技研工業㈱） 

「明日のエネルギーを創る」 

（水素製造と燃料電池発電の体験） 

（協力：大阪工業大学） 

「環境にやさしいバイオ電池を 

作ってみよう」 

（協力：摂南大学） 

「水素エネルギー教室」 

（協力：岩谷産業㈱） 
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イベント企画・実施の具体例（ケース２） 

水素エネルギーってなに！？（特別展） 


