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2019 年度全国科学館連携協議会海外科学館視察研修 参加報告 

          福岡市科学館 伊藤久徳 

■研修概要 

 期間：2020 年 2月 17日(月)～22日(土) 

 訪問国・州：アメリカ合衆国・カリフォルニア州 

 訪問先：カリフォルニア・サイエンス・センター(ロサンゼルス) 

     テック・インタラクティブ(サンノゼ) 

     コンピュータ歴史博物館(マウンテンビュー) 

     エクスプロラトリアム(サンフランシスコ) 

   コンピュータ歴史博物館を除く 3館を公式訪問(展示案内と意見交換) 

 個人訪問：ラブレア・タール・ピッツ＆博物館(ロサンゼルス) 2月 17日午後 

 

■目的 

 公式訪問する科学館はいずれも世界的に著名な科学館であり，その特徴が館全体で表現さ

れている，言い換えると理念が館全体に貫徹していると思われる科学館である。これらを公

式訪問することによって，各科学館の理念・考え方から展示・プログラムにつながる流れと，

評価・検証の仕方を理解することを主な目的とする。さらに，公式訪問によって得られる各

館の特徴(プログラムの全体像やマインド)を把握する。これらは福岡市科学館の今後に具体

的に活かすことにつながるはずである。 

 

■報告概要 

 実際に公式訪問すると，事前に頭で考えていたことはいかに皮相なものであったかという

ことがよくわかった。どの館においても心が揺さぶられるという表現が大げさでないほどの

感銘を受けた。訪問館はいずれも福岡市科学館とは比べものにならない大きさであるが，そ

の大きさには依らないことにも多くの示唆に富むことがあった。 

 全体として，次のようなことが公式訪問の 3館にほぼ共通した特徴として挙げられる。 

(1)館の理念が末端の職員まで浸透し，そのもとで様々な取り組みが行われている。来館者も

入口や至るところでどのような理念の館であるかがわかる。 

(2)人の自立や世界の変革，「誰も」といった高いミッションやビジョンが掲げられている。 

(3)来館者自らが興味を持ち探究すること，答を教えず失敗を奨励し何度もトライすること

を評価することなど，来館者が育つという視点に貫かれている。 

(4)探究的なエリアにはスタッフが常駐し，来館者とコミュニケーションをとりながら，体験

を支援している。 

(5)展示などの製作ブロセスが明快で，かつその後の評価も包括的・網羅的である。 

(6)本物・実物へのこだわりが強い。 

(7)来館者に対する接し方だけでなく，展示そのものにおいても，多様性を尊重し，マイノリ

ティーに対する配慮が行き届いている。 

(8)アルバイト制度も含めて高校生など若い世代に対するプログラムが充実している。 
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 以下で，公式訪問の 3 館を個別に記述する。そのなかでそれぞれ最も印象に残っているこ

とを特別に記述する。各館の特徴がそこに凝縮されており，各館のイメージが浮かび上がる

と思うからである。 

 

■カリフォルニア・サイエンス・センター (California Science Center, 以下，CSC) 

【概要】 

 州立科学館で，職員 400 名，来館者 220万人(うち学校関係 35 万人)/年という大きな館で

ある。州立ではあるが，予算の大部分は州政府以外から調達している。常設展示は無料で，

４つのテーマ(エコシステム，クリエイティブワールド，生命の世界，空と宇宙)に分けられ

ている。これら 4つを現代科学の伝えるべきエッセンスと捉えているということであろう。

スペースシャトルのエンデバーの実物も展示されており，さすがの迫力である。IMAXシアタ

ー(有料)も併設されている。3つのフェイズ，全 25年間にわたる長期マスタープランに基づ

いて施設・展示が次々と展開され，今(第三期)も拡張中である。 

 

【最も印象に残っていること】 

 評価の包括性と首尾一貫性に感心した。まず，展示に至るまでの評価がある。プロトタイ

プを製作し，実際に使用し，評価に基づいて改訂を経て，ようやく最終展示物に至る。その

後も，伝わったメッセージの確認や実際の来館者の移動経路・見学時間のフォロー，来館の

前後での来館者の変化，電話も含めたアンケートなどでの評価等から多面的に検討している。 

 評価は研究と連動している。20くらいの研究テーマがあり，継続的に行われている。ある

研究ではロサンゼルス市民の 60%が実際に CSC を訪れていること，子どもたちの CSC での体

験が将来の成功のチャンスを高めていると 79%が信じていることを明らかにしている。この

ように評価と研究が両輪となり，データに基づいて確固とした方針が立てられている。 

 

【その他もろもろ】 

  

 写真 1 エコシステムの配置図(左)と「ケルプの森」におけるダイバーの実演(右) 
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・常設展示のうちエコシステムにはたいへん力が入っていると思った(空と宇宙は今後さら

に拡張予定なので，より力が入っているかもしれないが)。海岸・深海・砂漠・河川・島な

どの環境(写真 1左)とそこに生息する生物の生態系を学ぶことができる。なかでも「ケル

プ(巨大海草)の森」という大水槽ではダイバーが潜った実演(写真 1右)も行われ，海の中

の多様性とケルプの果たしている役割がよく理解できる。まさに水族館であり，生きもの

が大事にされている。クリエイティブワールドでも持続可能性という思想が貫かれており，

エコシステムとともに館の思想が見て取れる。 

・Family Discovery Roomという部屋が 

各テーマ毎にある(写真 2)。低年齢の子

どもを含む家族のみが使え，それぞれの

テーマに即した玩具等を揃えており，職

員も常駐している。展示室の展示が難し

くとも，ここで学ぶことで未就学児にも

対応できている。 

写真 2 Family Discovery Room の一例。

これはエコシステム内にあるので，入口

のイラストもそのように描かれている。 

 

・地域密着にも力を入れていることは良い意味で予想を裏切られた。このような州立の大き

な館では地域を視野に入れているとは思わなかったからである。コミュニティープログラ

ムには CSC周辺の人が講師となるプログラムなどもある。Science Center School という

学校が併設されており，通常の学校として子どもたちが学ぶことができるとともに，ロサ

ンゼルスの学校や先生に次世代サイエンススタンダードという科学プログラムの提供も行

っている。 

・Teen Programというプログラムにも目を見張った。これは，10代の子どもにアルバイトと

して CSCで働いてもらうというものである。実際に働くことで通常は見えない多くのこと

に気づくはずであり，将来に活きると考えられる。 

 

■テック・インタラクティブ (The Tech Interactive) 

【概要】 

 シリコンバレーの中心都市サンノゼにあり，シリコンバレーを体現した科学館である。昨

年，旧名のテック・イノベーション博物館からテック・インタラクティブに改称された。イ

ンタラクティブこそ館の生命線であるという表れであろう。公式訪問 3 館の中では最も小さ

いが，それでも職員 120名，来館者 50万人(うち学校関係 13万人)/年というレベルである。

この館も IMAX シアターが併設されている。 

館の入口には Mayor of Silicon Valley と呼ばれる Bob Noyce(インテルの創業者)の言葉

「楽観主義こそイノベーションの欠くべからざる要素である」が掲げられており(写真 3左)，

入口右側に示されている“GROW, MAKE, CREATE, SOLVE”の 4つの単語(写真 3右)とともに，
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館の精神がそれらで統一されていると感じる。 

 

写真 3 Bob Noyce の碑文“Optimism is an essential ingredient for innovation”(左)

と入口右側の標語(右) 

 

【最も印象に残っていること】 

 「子どもたちが何かで失敗したら，『もう 1回やってみる？』と声かけする」とのスタッフ

の言葉が最も印象に残っている。このもとには，挑戦を繰り返すことができ，成功すれば達

成感のある展示やプログラムが多数用意されていることがある。写真 4 はそのような例のひ

とつである。したがって，答を示さないこと，むしろ失敗を奨励することが自然なのである。

大人を「大きな子ども」と表現されていたのも心に残っている。 

 

写真 4 様々な用具の入っている箱(右)が渡され，左のような場所で用具を用いていろいろ

な工夫をしながら遊べるようになっている。 

 

【その他もろもろ】 

・この館でも評価は考え抜かれたものであった。基本的には展示物は館内で作り(新作チーム

15人)，外注はソフトウェア部分のみ(ここでも外部任せではなく，館が大きな関与をして

いる)とのことである。したがってプロトタイプの作成と改訂は自由度を持ってやること

ができる。完成物を展示した後も様々な側面からの評価を行うとのことであった。 
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・いくつかのエリアがあり，それぞれが凝った造りになっている。例えば，Cyber Detectives

ではインターネットの安全性を学ぶエリアであるが，まずトレーニングをした後に，学ん

だ知識をミッションゾーンにおけるゲーム(エスケープルーム)でテストするという構成に

なっている。知識の身の付き方を楽しく振り返ることができる。BioDesign Studio では実

際に多色のバクテリアを設計することができたりもする。どちらも単に机上の知識でない

ことが館のコンセプトとつながっていると言える。 

・スタンフォード大学などの学生が専門を活かした分野に応援に入っている。館の利益にな

ることは当然であるが，学生にとってもコミュニケーションの練習になったり，研究資金

の応募の前提になったりと，win-winの関係になっていることは示唆的であった。 

・土地柄，多くのリタイアしたエンジニアがボランティアとして働いており，大きな戦力に

なっているとのことであった。また，社会経験が義務となっていることもあるが，高校生

ボランティアが 25%を占めていることも大きな驚きであった。 

・もうひとつ感心したことがある。それは，故障中の展示がひとつもなかったことである。

これはできそうでできないことであり，管理(管理チーム 5人)と修理(新作チーム)が一体

となって実現されているのであろう。 

 

■エクスプロラトリアム (Exploratorium) 

【概要】 

 ハンズオン展示発祥の科学館であり，現代のすべての科学館はエクスプロラトリアムの影

響を受けていると言っても過言ではない。現在もミッションとして，「inquiry-based 

experiences(探究型の経験)を創造し，学習の仕方を世界的に変える」ことを掲げている。今

回の視察の中でも最も期待していた館であり，そして期待通りであった。 

 職員 500名(うちフルタイム 350名)，来館者 85万人/年である。来館者は少ないように感

じられるが，たぶんダブルカウントが一切ないためと思われる。広大な面積に，(1)人間の現

象，(2)つくってみる，(3)視覚＆聴覚，(4)リビングシステム，(5)アウトドア展示，(6)景色

を楽しむという 6つのエリアがあり，何百という展示物が置かれている。ていねいに試して

いけば，とても 1日では回りきれない数である。 

何と言ってもこの館を特徴付けるのは

Exhibition Development Shopと名付けら

れた展示物製作工場である。ここですべて

の展示物を作っており，かつ作っていると

ころが来館者からも見えるようになって

いる。ここの職員は 25 人いるが，分業で

はなく，すべての工程をひとりで行ってい

る。 

写真 5 Exhibition Development Shopの

一部を来館者ゾーンから見た写真 
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【最も印象に残っていること】 

 展示案内は写真 6の展示物“Velvet Hands”から始まった。メッシュを挟んで，両手の手

のひらをゆっくりこするだけの展示である。しかしお互いの手のひらの触感は驚くべきもの

である。たいへん柔らかく，まるでベルベットのように感じるのである。これこそがエクス

プロラトリアムの展示物の神髄を表している。つまり，展示物は単純であってよい，むしろ

メッセージを伝えられるものであれば，単純さが好まれる。さらに，言葉やパネルで何かを

伝えるのではなく，体験者自身が感じる・考えることが徹底されているということである。

実際，"The Exploratorium isn't just a museum; it's an ongoing exploration of science, 

art and human perception"とホームページ等に書いてある。展示を案内していただいた方

は「答は教えないので，展示から間違ったメッセージを持っても構わない」とまで断言され

た。自立的にものごとを判断することが何より

も優先するとの強い思いからであろう。実は私

も，一般に言われている「間違ったメッセージ

を与えてはならない」とは異なって，そのよう

に思いつつあったので，後を押された思いであ

った。 

 

写真 6 Velvet Hands を説明してもらってい

るところ。写真では分かりにくいが，2つ 

の輪はまったく別物で，それぞれで体験するこ

とができる。 

 

【その他もろもろ】 

・展示については，人を社会的に捉える展示が数多くあったことが意外であったし，またそ

こを重視していることについて考えさせられた。多くの科学館では科学を自然科学(＋工

学)と狭く捉えているが，ここでは社会科

学なども含むものとして広く捉えている

ことがわかる。さらに，人種や障害などか

ら社会的な重荷がどの程度なのかを考え

る展示や肌の色合いがバイアスを生むと

いう展示など論争的なことにも目を向け，

考えてもらう姿勢も好ましく感じた。2 人

またはそれ以上が共同で作業する展示が

多くあることも見て取れた。知らず知らず

に共同・協働のやり方と重要性が体得でき

るはずである。 

写真 7 複数が共同して作業する展示物の例 

・本物・実物へのこだわりも強く感じた。物理などの展示では実際にモノに触れるなどして
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楽しむものであるのは当然であるが，生物でも海の魚類・貝類・海藻類はもちろん，プラ

ンクトンやバクテリアなど通常の展示には適さないものも実際に展示され，一部は触れた

りもできる。 

・展示物の製作のプロセスはさすがに精緻である。研究→包括的なコンセプト→多くのアイ

デア→簡単なプロトタイプとその改良→体験者も加えた公的な評価→最終展示物→書類化

と共有→チーム・市民・展示物を取り巻く雰囲気からの評価と進む。上で述べた人間を社

会的に捉える展示などとも関係するが，最初に研究と包括的なコンセプトのあるのが目を

引く。大きな社会的な流れのなかで展示物が作られていることが理解できる。 

・ここでも高校生が働くプログラムがあった。高校生自身はコミュニケーションなどに自信

を持つことになり，来館者も高校生が働いていることへの驚きや彼らの熱心さから好印象

を持つようである。 

 

■おわりに 

 福岡市科学館に戻って，改めてこの視察で得られたことをどのように活かすかを考えてい

る。「報告概要」で掲げた 8つの特徴は，館の大小には関わらないので，館の理念等のフィル

ターを通すだけでほぼそのまま活かせるはずである。福岡市科学館は「人が育ち，未来をデ

ザインしていく科学館」という理念を掲げており，(1)～(4), (7)などはまさにぴったりであ

る。これらを福岡市科学館らしいやり方で体現していきたいと強く思っている。 

 最後に，このような貴重な機会を与えていただいた関係者の皆様に厚く御礼申し上げる。 



２０１９年度海外科学館視察研修 参加報告 

研修概要：２０２０年２月１７日（月）～２２日（土）４泊６日 

訪問先：カリフォルニアサイエンスセンター、テックイノベーション博物館、コンピュータ

ー歴史博物館、エクスプロラトリウム 

 

所属先 広島市こども文化科学館 

氏名  小林 奈緒美 

目的  海外先進都市の科学博物館の視察、交流を実施し、博物館としての取り組みを学ぶ。

さらに意見交換をとおして、自館の事業への反映、充実を目指す。 

 

 

２月１７日（月）に成田空港を出発した２０１９年度の海外科学館視察研修は、カリフォ

ルニアサイエンスセンター、テックイノベーション博物館、エクスプロラトリウム等の公式

訪問が予定されていた。世界的に有名な科学博物館だが、立地的なものもあり、一般の旅行

ツアーではなかなかコースに入らない館のため、それらを集中的に訪問できるとあって、か

なり楽しみにもしていた。 

 

＜２月１８日（火）＞ 

ロサンゼルスに到着し、最初の顔合わせと自己紹介、また公式訪問での打ち合わせを行っ

た。まだアメリカに慣れていない状況でもあったが、午後のフリータイムを利用し、何人か

のメンバーで、ロザンゼルス群立美術館を見学した。西海岸エリアの現代美術館として多く

の著名なアーティストの作品を収蔵している。非常に多くの見学者でにぎわっており、平日

にこれほどとは・・・と、思ったが、この日はアメリカ合衆国のプレジデントデーという祝

日のためだったようだ。 

 

＜２月１９日（水） カリフォルニアサイエンスセンター＞ 

 展示は当然だが、教育プログラムに非常に力を入れている館であった。年間２２０万人の

入館者を数え、職員の数だけで約４００人、ボランティアは４００～５００人という非常に

規模の大きな館であった。入館するとまずボランティアの方が、ミニ実験で迎えてくれ、来

館者を盛り上げる話術に長けておられた。ボランティアも基準を満たさないと登録できな

いという厳しいものだった。 

 印象に残ったのは、評価のために、科学館で楽しんだ子ども達の追跡調査をしていること

であり、これは私たちも大いに取り入れていくべき手法だと感じた。また展示を制作すると

きに、プロトタイプを作り、それらを実際に来館者が利用しながら、「知的効果があるか」、

「メッセージが伝わっているか」などをリサーチされている。企画者と観覧者がお互いにフ

ィードバックをしながら作り上げていくことで、より素晴らしいものになるのは間違いな



いだろう。 

 また地元ロサンゼルスと協力し、「サイエンススクール」、日本でいう教室講座などのよう

な事業が展開されている。１回２時間という短い単位ではなく、１週間から数週間程度の長

期プログラムに参加しながら科学を体験するという、非常に密度の濃い内容で実施されて

いた。小学生、１０代の青少年など年代に応じてのプログラムを組み、職業への意識につな

げていくことも目標の１つである内容となっている。科学館への来館が、子ども時代のみと

いう一過性のものに終わらず、将来を見据えて、能力を引き出していこうとする、斬新な教

育プログラムであった。予算も、相当な人材も必要であったが、規模の大小はあっても、日

本の科学館としても、職業意識をどのように持ってもらうかは意識しないといけない部分

である。 

 またスペースシャトル エンデバーの展示も見学させ

ていただいた。次期の改修で、「このエンデバーを立たせ

る！その予算を獲得している！」ということで、このス

ペースシャトルが館のシンボルともなっている。エンデ

バーがこの館に輸送されてくるまでの様子が映像で流れ

ていたが、お祭りのように沿道の皆が楽しんでいた。国

民性もあるだろうが、科学館が地元の人たちに大変身近

な存在であるということがわかる内容であった。 

 

＜２月１９日（水） テックイノベーション博物館＞ 

 コンピューターの博物館ということだったので、展示も PC モニターがずらりと並んだ展

示室をイメージしていたが、いい意味で裏切られた。展示を体験するにあたっては、手作り

感満載のコーナーも多く、ある結果に到達するためにどのような道筋を通るか、どのように

判断するかを参加者に考えさせる内容となっており、到達する過程も１パターンではない。

アナログ的な思考方法をしながらプログラムというものを理解していく内容となっていた。   

学校団体が年間１３万人来館し、特に中高生に人気のプログラム「Tec Challenge」はプ

ログラムの競争という非常にゲーム性のあるものだった。家でプログラムデザインを作り、

館に持ってきて走らせてみるという反復を促しており、これに参加したことは大学入学申

込書に書くことができ、進路にもつなげていける。繰り返すということでエンジニアリング

デザインのプロセスを学んでほしいとことであった。 

 館の組織も、サンノゼという地域性があり、取締役会の

メンバーはすべて地元ハイテク企業のメンバーであり、予

算の８０％は募金、企業からの基金などである。また地元

の大学とも提携しており、子供たちの指導を行っているの

は地元大学院の学生である。院生はやはり経験を蓄積する

という意味が大きいのだろう。みな楽しそうに子供に接し

エンデバー 

体験展示 



ていた。 

 スタッフ数も先述したカリフォルニアサイエンスセンターと比較しても、１/4 ほどでは

あるが（ボランティアは４００人程度登録）、コンピューターテクノロジーの町らしく、来

館する子供の保護者もハイテク企業の社員であることが多いらしい。街全体で作り上げて

いる科学館という雰囲気であった。現在６００万ドルかけて、新しい展示室をリニューアル

工事中で、オープンしたらぜひ再訪問してみたい。 

 

 この日は公式訪問ではなかったが、コンピューター歴史博物館、アップルビジターセンタ

ー、グーグルとまわり、世界のハイテクに触れた日だった。 

コンピューター歴史博物館では IBM の元エンジニアが初期のデータ処理方法を実践しな

がら説明してくれたり、日本のゲームメーカーの製品が、歴史的な位置づけで展示してあっ

たりと、興味深いものだった。アップルビジターセンターは、様々な言語が飛び交っており、

建物のデザインも相まって近未来の風景を見ているような感覚であった。 

 

＜２月２０日（木） エクスプロラトリウム＞ 

科学館に就職して以降、いつかは行ってみたいと思っていた館である。徹底したハンズオ

ンの展示を原則とし、「Cook Book」という本を出版し、具体的な展示の製作方法などを広

めている。日本の科学館もこの館の展示を参考に作られたものも多いと考える。 

具体的に展示の企画、製作のプロセス等を聞かせてもらったところ、１人あたり、年間３

つの企画を考え、そして試作品を作り、フィードバックを繰り返していく。開発担当者のエ

リックさんが手掛けた展示は、６５回の試行錯誤を行ったそうだ。ただ、それでも、想定通

りの結果（効果）が出ないことも多く、すべての展示がオープンになることはないらしい。

工房も見学させていただいたが、アイデアだけでなく、工具を使って自分たちが製作してい

くために、デザイン的な能力も必要になってくる。能力の高い職員が自由な働き方をしてい

ることで実現できている感じだった。 

さらに、短期的なスペシャルプログラムなども用意し、

展示物以外のアプローチも行っている。科学をどのよう

にコミュニケートするかを様々な分野の専門家が協力し

意見を出し合い、館を構成している。 

「エクスプロラトリウムは学習する機関である」と言

われていたが、これは来館者の学習という意味だけでは

なく、かかわるスタッフ、研究者等すべてが学習していると

いうことであろう。 

館内では子ども達の歓声が響き、どの展示も皆が顔を寄せ合って見て

いた。展示の説明などもほとんどなく、使い方も操作しながら見つけ、

より説明を求めたい人にはスマホを使って QR コードで提示していた。

展示製作工房（オープンになっている）

スタッフのペットも同伴可 



すぐに「わからない」といって投げ出してしまわない魅力が展示１つ１つにあった。 

また高校生の教育機関としても機能しており、高校生をパートタイマーとして雇用し、６

日間のトレーニングを行い、展示解説、また演示者として来館者の前に立たせている。将来

的な職業意識を向上させ、コミュニケーション能力を上げていくいい機会である。夏休み等

は１２０人、ローシーズンは６０～７０人程度が携わっており、高校生からは人気のパート

だそうだ。 

科学の原理を展示する、最も科学館らしい館の１つであった。 

 

（所感） 

訪問した館は、人数、予算など日本の館とは桁違いだったのは事実である。しかし、予算

があれば、このレベルの館が作れるわけではなく、どの館も科学に対して真剣に向き合い、

ミッションを立てていた。そしてどのように科学と来館者を結んでいくかを館のコンセプ

トの中で試行していた。我々も現状で何ができるか、どのようなミッションが実現可能かを

常に考えて前進していかなければならないと感じる。 

教育的な事業では、実験して楽しんで終了ではなく、職業にどのように結び付けていくか

を視野に入れ教育プログラムを作っていた。「理科が好き」だけではなく、「仕事にしたい」

と思う子ども達にその道を示していけることは、本当の意味で科学分野への可能性を広げ

ている。今回の研修参加者も、その考え方を非常に興味深く聞いておられたように思えた。

それぞれの館で、新たな手法を考え、実現されていくに違いないと感じている。 

 

今回の研修は素晴らしい内容であった。このような研修にしていただいた、日本未来館の

毛利館長、科学館連携協議会のスタッフの皆さん、そして現地の通訳、ドライバーの方に感

謝を申し上げたい。今後も当館の職員だけでなく、多くの方に海外視察研修に参加して、視

野を広げてもらいたい。 



令和元年度海外視察研修 参加報告書 

 

 

日 程  令和 2年 2月 17日(月)～2月 22日（土） 

訪問先  カリフォルニアサイエンスセンター、テックインタラクティブ、エクスプロラト

リアム 

氏 名  坂井奈緒子 

所 属  富山市科学博物館 

 

内容・所感 

 強く印象を受けた点を中心に報告します。 

 

１ カリフォルニアサイエンスセンター 2月 18日（火） 

 科学館でありつつも、水族館や動物園要素を合わせもった館。州と非営利団体との共同運

営。スタッフ 400名、ボランティア 400-500名。観覧者数年間 220万人、観覧無料。エンデ

バーの観覧は有料。IMAXが別棟であり、有料。 

 展示では、案内していただいたカリフォルニア湾の海藻（生体）展示や魚（生体）展示、

タッチングプールは、大変見応えがあった。大きな

水槽での波を発生させる大型装置は剥き出しで、人

工で波を作っていることや技術的なところをあえ

て見せており、科学館らしいコンセプトがあった上

での展示でもあると感じられた。大型水槽のショー

は、ダイバーが水中に長く留まり、観覧者からの質

問に答えるもので、水中ですることで水槽展示への

興味関心が高まっており、参加性があった。ショー

は 1日 2回あり（来館時は 2名のダイバーが見られ

た）、ダイバーは数名のスタッフと 60名程のボラン

ティアで行っており、ショーの内容にスタッフとボ

ランティアに差がないことは驚きであった。 

展示室入口でボランティアが観覧者に向けて、電

気や電子回路の体験を、移動できるワゴンでされて

いた。観覧者の関心をつかむ道具、簡単に扱えるキ

ットは参考になり、ボランティアはとても柔和で楽

しそうな様子あった。ボランティアになるには、2度

の面接があり、不適な方は採用しない、辞めてもら

うことがあるとのことであった。ボランティア制度

 

ダイバーのショーでは、観覧者に質

問が投げかけられ、会話がされる。 

 

エンデバーの観覧は有料。第三期計画

では、エンデバーを立てて展示。 



がしっかりされていることを感じた。スタッフが企画したものを、ボランティアが実施して

おり、スタッフとボランティアの役割の線引きについても明確さがあることで、多人数のボ

ランティアがいても問題や混乱が生じにくいと思われた。 

キャリア教育において、幼稚園から 12才までの小学生は、カリフォルニアサイエンスセ

ンターでのハンズオンでの体験。中学生から高校生は、科学技術業界の職業につくことを考

えていけるように、航空博物館や衛星の機器製作所などの職場に行って学ぶ。サイエンスセ

ンターでの展示では、マイノリティ（移民や女性）の人の研究成果を出してロールモデルに

し、将来へのイメージを見せている。また、12-14才児とその家族を対象に、毎週土曜に教

室（プログラミング、紙飛行機、浮力、液体窒素、宇宙生活など）を開き、職業の話を付け

加えている。13 才以上のサマーキャンプでは、昼食時に理工系スタッフが同席するなどを

行っている。コミュニティプログラム（半径 5マイル内の住民対象）では、子供と家族を対

象に、職業人に実際に尋ねたり、国立公園に行きレンジャーと直接話を聞いたりしている。

ティーンプログラムでは、実際に科学館でアルバイトしてもらっている。入館無料であるこ

とから、誰もが科学教育の恩恵にあずかることができ、さらに地域住民に手厚く、そして人

材育成に力をかけていることは素晴らしいとしか言いようがなかった。 

 展示は、現在第２期までが作られており、第３期は横向きで吊ってあるエンデバーを立て

て展示することを計画し、基金（3億 5千万ドル）の半分程集まっているとのことであった。

規模が大きく、多額の基金に驚嘆した。 

 展示はリサーチと評価をしている。コンサルティング会社、あるいはコンサルにトレーニ

ングを受けた職員との共同でしており、10－15 年間のリサーチがある。伝えるためにどう

するといいのか、科学に対する興味を誘う、を主題に行われている。内容は、「事前知識の

程度、言葉を正しく認識しているか」から始まり、おおよそ次のように進む。「どのように

何を教えるのか」、「展示原型で知的効果を測る」対象（家族など）に試してもらう、「展示

製作・完成」、「アンケート」で伝えたいことが伝わっているか喜んで何度もしているか。リ

サーチした上での展示製作によって、観覧者の期待に応え、教育効果を高めるものになる流

れは、理想的であり、大変素晴らしいと感嘆した。 

 

２ テックインタラクティブ  2月 19日（水） 

シリコンバレー（IBM、ヒューレットパッカード、インテル、Apple、Google、Adobeなど

がある）にある科学館で、IMAXが 1階、2・3階が博物館。非営利団体が運営。取締役には

企業が多く入っている。スタッフ 120名、ボランティア 400名。スタッフの中に展示企画、

エンジニア、デザイナーが含まれている。観覧料は大人 25ドル、3–17才・学生・65才以上

20ドル。IMAXは別料金、共通チケット有り。 

 案内してくださったのは、展示企画をされている方。館内は、常設展示とチャレンジと称 



した試行錯誤して体験するコーナーから成り立っ

ていた。常設展示は、7-8年過ぎるとコーナー毎に

展示替えが行われている。展示は、館内で企画、製

作をほぼしており、アプリケーションのみ外注。館

内のサインをはじめ、展示物やパネル、備品などの

デザインや配置がどれも素晴らしく、企画・製作・

デザインにおいて優れたスタッフが揃っているこ

とがよく感じられた。デザインについては、外部の

アーティスト（申込み制で選抜）を入れてすること

もあるとのことであった。 

 展示内容で特に目を引いたのは、DNAについて遺

伝子がもつ形質を組み合わせるハンズオンや、実

際に菌（実物）を培養する手順を体験するもの、人

体の展示であった。人体の展示は、世界各地で話題

になった企画展「人体の不思議展」（日本での表記）

の内容を再編し、人体のプラクテーションに加え

て、貸出タブレットを使って人体内部を AR技術で

見る部分がさらに興味や内容に深みを加えてい

た。中学・高校生が授業で訪れるとのことで、大変

教育効果が高い様子をうかがった。展示はどれも、

実物・本物・体験を重視し、オリジナリティと新し

さがあり、とても素晴らしいものであった。 

 子供の団体（学校団体）には、できる限り予約を

とってもらいロボットやプログラミングなどの教

室を開き、失敗しても繰り返し行うことの有意義

さを実感してもらうプログラムを提供している。

同様に展示室内のチャレンジコーナーでの、模範

例を見せずに試行錯誤してもらうものも、失敗し

ても繰り返し行うことを楽しんで夢中で行える内

容となっており、大人のエンジニアが丸一日をそこで過ごすことがあるという程よく考え

られていた。失敗しても繰り返し行う人を育成することが、キャリア教育につながっていく

根底とされているように感じられ、強く印象づけられた。 

高学年へのキャリア教育として、中学・高校生を対象にした週末イベント「テックチャレ

ンジ」がある。工学分野での設計を競い合ったり、自宅で作成したデバイスを持ってきて試

すことなどがあり、これらは、大学の入学書に記入できる。学生ボランティアが週末や夏に

多くきており、地元高校生（学生ボランティアの 25％）はボランティア活動が義務として

チャレンジコーナー。答えは見せず、

試行を多く行ってもらう。 

人体の展示 

 

DNA 遺伝形質の発現について学ぶ体

験展示 



あり、サンノゼ大学生（75％）は単位としてある。一般のボランティアも多く、展示解説、

会計、ロボット修理などを行っている。学校や社会の仕組み、エンジニアやデザイナーの多

い地域性が表れていた。 

 展示評価については、製作前から内部で自分たちに質問し、次に展示案を観覧者にどう思

うか、何が面白かったか、何を学んだかなどを尋ね、プロトタイプでも尋ね、展示製作中も

尋ね続けている。展示を始めた後は観覧者の様子を見たり、同様に質問をしている。尋ねる

際のアンケートは任意（回答者におまけ、観覧券などをつける）が多く、何か特別なことを

尋ねたい時は、個人へのインタビュー形式をしている。常に、内部と外部からの評価を受け

ながら、展示を製作していることが、洗練された展示につながっていると感じられた。また、

評価は他科学館と共通でできるようにし始めたところで、自館だけでは分からない観覧者

の動向の原因がわかったそうである。 

 展示室の一区画は、新しい展示コーナーを製作中で閉鎖されていた。都市設計をする展示

コーナーとのことで、展示原案（縮小した立体物。イメージさせるもの）が展示室にあった。

原案を早い段階から観覧者に見てもらうことを、まさにされている段階であり、参考になっ

た。 

評価について、教育プログラムでは、学校に第三者がインタビューし、第三者が館に提案。 

財団等が資金を出してくれる時、大きな事業については、同様に第三者が間に入って評価、

提案をする。観覧者数だけでは計れない、教育効果や伝えたいことが伝わっているかという

評価をしっかりとし、評価をフィードバックして、よりよくしていくという流れによって、

展示や活動内容の質がより高まり、館全体の洗練さの根幹になっていると感じた。 

 

３ エクスプロラトリウム  2月 20日（木） 

 サンフランシスコにある、ハンズオン展示発祥の科学館。非営利団体が運営。スタッフ 500

名、そのうちの社員は 350名。組織は企画・デザイン、開発、グローバル（国内外、企業と

の提携担当）の 3 部門。年間 85 万人が観覧。観覧料は大人 29.95 ドル、13-17 才・学生・

教師・65才以上 24.95ドル、4-12才 19.95

ドル。 

案内してくださった展示装置を製作し

ているエンジニアの方の視点、志しが素

晴らしかった。まず、人の感覚の曖昧さを

体感する装置（15 年前製作）は、感覚の

不思議さが際立ち、ハンズオンの原点と

して紹介された。また、人はモデル（装置

や物、ハンズオン）で、理解し知識を共有

できるので、モデルが大切。ハンズオン展 

 

 

最初に案内された展示装置。ワイヤー越し

に手を合わせてさわると、手の平がベルベ

ットのようになめらかに感じられる。 



示をとおして、自然科学、世界を理解してもらう・

理解できる。観覧者が理解することをあきらめない、

繰り返し装置をさわることで理解がされていくので、

そういった展示を志しているという言葉が、強く心に

残った。 

展示制作者は、デザイナーと制作者をわけてなく、

１人が発案から完成までに責任をもち、途中はチーム

で改良にあたられている。科学的、芸術的思考を基に、

展示が製作され、観覧者に伝えられている。アイディ

アからプロトタイプにするのに１日～１週間で、図面

ではわからないのですぐにプロトタイプを製作し、評

価と改良を繰り返す。反復の回数を試しに数えたら 64

回あったとのことで、プロトタイプにするまでの早

さ、反復の多さに驚いた。展示室に出ている装置は共

通して、よく考えられたシンプルさ、操作のわかりや

すさ、伝えたいことの明確さがあり、自由な操作と繰

り返ししたくなるものが多く、試行が科学へ導く展示

が多かった。ハイテクノロジーの技術を使っての展示

物ではなく、原理を伝える展示が製作されており、新

旧を感じにくかった。 

 展示室のとなりにオープンな製作所があり、金属の

切断、溶接から木加工など、そこで展示装置が作られ

ている。観覧者が作っている場を見て、自分でも作れるかもと思えることは、科学を身近に

感じさせていた。 

 高校生が、観覧者に展示説明をアルバイトでしており、キャリア教育と高校生の自信につ

ながっている。展示説明ができるまでには、まず 6日間のトレーニングを受ける。そして 2

週間パートナーをつけて展示説明を行い、その後 1 人でするという一貫した教育がされて

いる。また、集中トレーニングを終えても、毎日１時間、スタッフのいずれかが質問に答え

たり、解説の仕方などの学ぶ時間を設けている。観覧者は、高校生が説明することに驚くが、

高校生が理解できるなら自身も理解できるという気持ちになれ、高校生にしかできない利

点であり、雇って教育する意義が、観覧者に向けてもあるということを知り、目からうろこ

であった。 

今後の展示は何を取り組むべきかについては、外部と一緒になって考えている。物理、生

命、人類、環境のそれぞれのエリアで、科学者と展示制作者が話し合い、近未来を予想して

いる。科学をいかに伝達するかを研究する場でもあり、科学者・芸術家・展示開発者・教育

者が調査すべきこと、将来的に何を取り組むべきかを一緒に考えている。最近の例では、DNA

回転台上の砂面に、指で線を描く。自由度

が高く、滞在時間が特に長い展示装置。 

毎朝、展示装置のチェックがされる。展示装

置毎に、壊れた時に備えての部品が入ったボ

ックスが用意してある。 



についての展示がそうであった。新しい展示を常に考えていることがわかり、考えるための

体制はとても参考になった。 

 

４ 全体を通して 

 訪問館での質疑応答は、事務局が事前に質問を伝えておいてくださったおかげで、短時間

で、大変実りの多い、予想以上に有意義なものであった。 

展示の評価については、どの館も企画段階、あるいはその前のリサーチから組織でしっか

りと事に当たっており、観覧者数以外の評価すべき項目、その評価のしくみ、評価とフィー

ドバックの繰り返しでよりよくなっていることについて学ぶことが多くあった。また、際だ

って感銘を受けたのは、訪問した 3 館ともに高校生がアルバイトやボランティアになるこ

とでキャリア教育を実現していることであった。科学館や博物館のもつ役割にキャリア教

育をより加えていく際のモデルであり、確かな人材育成のされ方が素晴らしかった。 

本研修に参加させていただき、多くの学び、新たな視点を得られた。日本で、（規模は大

きく異なるが）自館での参考にしていきたい。 

以上 
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所沢航空発祥記念館 荒木雄吾 

 

■研修概要 

期 間：令和２年２月１７日（月）～ 令和２年２月２２日（土） 

訪問国：米国（カリフォルニア州） 

訪問先：カリフォルニア・サイエンスセンター（ロサンゼルス市） 

 テック・インタラクティブ（サンノゼ市） 

 エクスプロラトリアム（サンフランシスコ市） 

 

■目的 

  米国を訪問し、日本との文化や環境の違いを学ぶとともに、米国科学館におけるスタッ

フの体制や運営環境、展示手法、および、子供たちへの科学教育の実施状況等を学ぶ。 

 

■報告１ カリフォルニア・サイエンスセンター訪問 

◇施設概要 

ロサンゼルス市中心部から南西約４ｋｍのエクスポジション・パーク内に立地しており、

ロサンゼルス五輪の会場となった LA メモリアルコロシアムが隣接。２０２８年のロサン

ゼルス五輪では３度目のメイン会場となる。この科学館は、科学の普及を第一のミッショ

ンとし、州政府と民間財団が共同で経営を行っており、州政府職員が２５％、財団職員が

７５％を占める。職員数は約４００名、ボランティアは４００～５００名。年間来館者は

約２２０万人。運営費は年間約２０００万ドル。IMAXシアターや一部のシミュレータ等

の大型展示は有料となるが、入館料は無料である。 

 

◇施設見学 

地球環境をテーマにした Ecosystems は、小

規模な水族館であり、巨大水槽には７０から８０

種類の地元の魚が泳いでいる。圧巻は、この水槽

の水面の階である。波を発生させる巨大な往復動

の機械が設置され、地元の波打ちの自然環境が再

現されていた。 

Creative World は、子供たちにモノ作りを学
Ecosystems の水族館エリア 



んでもらう遊具施設が備わっていた。家族や子供同士で楽しんでおり、キッズコーナーら

しいデザインも目を惹いた。また、飛行機に関する体験展示もあり、ウレタンマットを手

に持ち、大型送風機からの風で、揚力を体で感じる展示は非常に参考になった。 

 

◇情報交換 

  アメリカでも理科離れが問題になっているそうだが、ここでは、２つの戦略を行って

いるという。１つ目は、１２歳までの子供たちに体験型で学んでもらうこと。２つ目は、

中高生に働く職場があることを知ってもらうこと。中高生には１週間程度のサマーキ

ャンププログラムがあり、昼食を摂りながら、科学系の職員から教育を受けることがで

きる。住民向けプログラムでは、衛星メーカーへの訪問や、ナショナルバンクへの訪問

などを行い、実際に働く人々と交流してもらうという。 

  館長の Jeffrey氏からご説明を頂いた。カリフォルニア・サイエンスセンターには２

５ヵ年計画が策定されており、現在は第３フェーズに差し掛かっている。全体を見ると、

計画は終了段階に入っているという。第３フェーズでは、航空宇宙をテーマとした新館

を建設し、飛行機や現在展示中のエンデバーが移設される。総工費は４億ドル規模だが、

半分以上は既に集まっており、そのうち約７０００万ドルは州政府の予算、残りは支援

者からの寄付によるものという。航空系博物館の一員として、この新館は非常に興味深

く、また、航空分野の発展のために、科学館・博物館が果たせる役割について、今後、

彼らと情報交換を行っていきたいと感じた。 

Creative World のキッズコーナー 航空に関する体験展示 

第３フェーズの新館コンセプトアート 



■報告２ テック・インタラクティブ訪問 

◇施設概要 

テック・インタラクティブは、シリコンバレーを代表する都市の 1 つ、サンノゼ市の

中心部に位置し、サンノゼ市と地域のハイテク企業による出資で 1990 年に設立された。

科学館にはハイテクを駆使した展示が多く、年間約 40 万人が訪れる。職員数は約１２０

名、ボランティアは約４００名。運営費は年間約２０００万ドル。科学館内には、4K レ

ーザー投影システムを用いた IMAXシアターも併設されている。展示館入館料は大人 25

ドル。 

 

◇施設見学 

  エリアの一つ、サイバーディテクティブに案内された。ここでは、セキュリティについ

て、個々の展示で学んでいく。コンピューター産業が盛んな地域ならではの展示である。

興味深いのは、例えば、ピッキングやＰＣを使

ったハッキングの体験。自らがハッカーとな

り、いかに簡単にハッキングできるかを学ぶこ

とで、逆にセキュリティの重要性を気付かせ

る。日本では敬遠されそうな展示だが、非常に

効果的と感じた。 

エリア奥にはパソコンや電話機が置かれた

小部屋があった。これまで学んだ知識を活かして、リアル脱出ゲームに挑戦することがで

きる。「ペットの名前をパスワードにすると、すぐにバレてしまいますよ！」。 

リブートリアリティのエリアは、子供たちで

溢れ、活気があった。レゴブロックで動物を組

立て、３Dスキャナーで読み取ると、動物がア

ニメーションとなり、大型スクリーンに描き出

される。さらに動物たちを操作することもでき

る。シリコンバレーにある科学館ならではの展

示であり、地元のハイテク企業と博物館の職員

が共同で制作したそうである。 

クリーチャー・クリエーション・ステーションのエリアでは、遺伝子技術について学ぶ

ことができる。エリアの入口にあるスクリーンには、ＣＧで描かれた色とりどりのバーチ

Cyber Detective エリア 

Reboot Reality エリア 



ャル微生物が泳いでいた。このコー

ナーでは、磁石でくっつけることが

できる DNA の一部を模したパーツ

を、パズルのように組み合わせるこ

とで、新しいバーチャル微生物が生

み出され、スクリーンに映し出すこ

とができる。 

その先にあるコーナーでは、なん

と、本物のバクテリアを使い、新たな

バクテリアを作ってしまうことができる。手袋を着用し、容器に入ったバクテリアを混合

し、インキュベーターで培養する。子供たちも本格的な実験を体験できる。バクテリアは

様々な色を呈し、自分の作った新しいバクテリアの色をスクリーンに表示することがで

きる。今は、薄紫色が人気なのだそうだ。新たなバクテリアを作り出すことの危険性はな

いか尋ねたが、専門の科学者が携わっているため、全く問題ないとの回答であった。食品

用のバクテリアを利用しているようである。日本ではタブー視されかねないことでも実

践できることは、アメリカと日本の文化の違いなのか、羨ましさを感じた。 

 

◇情報交換 

 教育プログラムの中では、週末開催のワークショップが好評とのこと。また、中高生向

けのプログラムとして、テックチャレンジという設計・製作を行う開発競争が行われてい

る。自宅で製作し、科学館で競ってもらう。その成果は大学入試でも記載することができ

る。それにより奨学金が得られる場合や、企業と話す機会が得られる場合もあるそうだ。 

子供たちには、エンジニアリング、設計のプロセスを学んで欲しいと考えているという。

重要なのは改善を繰り返すこと。「失敗したらやり直すか？」と子供たちに尋ねると、全

員が揃って「Yes!」と答えるそうだ。全ての子供たちにエンジニアのレッスンを受けて欲

しいと望んでいるが、全ての子供たちがエンジニアにならなくても構わない、と考えてい

るという。 

年間予算約２000 万ドルのうち、約７割が個人や企業などからの寄付金である。企業

は社会貢献のための貯蓄をしており、大学にもまた、政府から研究資金を得る条件として、

社会貢献の実施があるようである。サンノゼ州立大学では、この科学館の仕事に携わるこ

とで単位が与えられる。また、高校生も社会貢献が義務となっており、週末のボランティ

アの２５％は高校生だという。  

Creature Creation Station 



■報告 3 エクスプロラトリアム訪問 

◇施設概要 

  エクスプロラトリアムは、1969 年物理学者フランク・オッペンハイマー氏により作

られた。フィッシャーマンズワーフで有名なサンフランシスコ市北東のベイエリアに立

地している。この科学館はNGO が運営しており、全体の職員数は約５００名。年間来館

者数は約８５万人。運営費は年間約５０００万ドルであり、５５％がチケット収入、４

５％は個人からの寄付や行政からの予算である。科学を体験によって理解するハンズオ

ン展示が充実しており、館内には 680 もの展示が並んでいる。また、館内にある展示の

製作レシピが書かれた Cookbook や Snackbook も刊行されている。入館料は大人

29.95 ドル。 

 

◇施設見学 

展示館に入り、まず１つの展示について説

明を受けた。丸い金属の枠に金網が張られて

いるだけである。この網を両手の手のひらで

挟み込むようにして撫でてみる。両手で何か

滑らかな生地を撫でているような感触に驚

く。次に２０ｃｍ角のスタイロフォームを持

った。軽い。その後、直径６ｃｍ程の文鎮を持っ

た。ズシリと重い。しかし、実際に天秤で量るとスタイロフォームの方が重いのである。

見た目、固定観念とのギャップ。それらを五感で感じ取り、考えてみる。このたった２つ

の展示を体験しただけで、エクスプロラトリアムの魅力が十分に伝わってきた。 

館内には多数の展示が設

置され、小学校の遠足なのか、

大勢の子供たちで賑わって

おり、科学館というよりテー

マパークのようである。科学

を意識させるのではなく、遊

びの中から自然と身に着け

ようとしている印象であっ

た。 

 

導入部分で紹介のあった展示 

体験展示を楽しむ子供たち 



１台の中型のターンテーブル上に砂が盛

られた展示があった。テーブルを回転し、指

で円を描くように砂に模様を描く。テーブル

を左回転させたときにはループ模様が描か

れるが、右回転させると多角形が描かれるの

だ。これだけでも驚くが、さらに展示を長く

楽しんでもらえるように、財団に申し込んだ

という。新しい展示は、小型のターンテーブル

を３台並べ、ライトを設置し、砂の量を増し、影を楽しむこともできるようにした。そ

の結果、１つの大きな展示は複数人数で遊ぶことができる。一方、１人ずつ遊べる３台

の展示は、隣の人を見て学習することも可能となったという。 

 エクスプロラトリアムには大きな工

房が備えられ、金工、木工、溶接、レー

ザー加工などが可能となっている。その

工作の様子は来館者も覗くことができ

る。どこでどのようにモノ作りがなされ

るか知らない人も多いため、見えるよう

にしているという。また、エクスプロラ

トリアムには６８０の展示があり、それ

らを維持するために、６５０個の箱に収め

られた多数の予備品も用意されていた。 

 

◇情報交換 

エクスプロラトリアムは「探求のための窓口。肌で感じることで、次のステップに進

む窓口でありたい。」と考えているという。彼らは、学習者中心の展示を考えている。一

つ一つの展示に答えがあるわけではなく、学習者が自分に質問を投げかけ、自分自身で

何を学ぶか考えてほしいという。学校の先生を成長させるための支援を行っている。ま

た、展示の体験はオンラインでもできるように公開されている。 

育成プログラムには、「解説」と「フィールドトリップ」の２つがある。「解説」は高

校生とユース向けの開発プログラムである。エクスプロラトリアムで働いてもらい、自

信をつけてもらう。子供たちや大人に展示の解説をしてもらい、オープンエンドの質問

を考えてもらう。それを支援するスタッフも付く。科学は身近にあることを知ってもら

い、「科学者でなくても科学は説明できる。私にもあなたにも科学はできる。」というこ

とを知ってもらう。「フィールドトリップ」は団体向けプログラムであり、仕事を始めた

若者が多い。最大３年間の参加が可能となっており、仕事のキャリアプランに利用され

るようだ。この科学館の人材開発にも、育成プログラムを活用しているという。 

砂の盛られたターンテーブル 

科学館内の巨大な工房 



次に、展示の開発プロセスの説明を受けた。

まずは、プロトタイプの企画から始める。そし

て、反復が必要である（最近の展示では６４回の

修正！）。そして絞っていく。開発者には自由度

が与えられる。他の科学館の調査をしたり、アー

ティストや科学者からの影響を受けながら制作

する。プロトタイプ化は非常に早く、１日程度な

ど。段ボールなどを利用し、出来るだけ早く作る

という。 

プロトタイプ化するステップには６つある。

ますは概念設計。トップダウンアプローチとボ

トムアップアプローチがあり、両方が融合する。

次に多くのアイデアを出す。そして、実際に対

象となる参加者（子供たち）に体験してもらい、

写真などラフなものだが、印象を聞いてみる。

次に、形成的評価を実施する。変更点について

は、ブログを用いて共有化される。最後に、チ

ームや一般、そして専門家からの意見を求める。 

 

 

■まとめ 

◇社会貢献の文化と豊富な運営資金 

今回訪問した科学館で、いくつか共通していると考えられる点がある。まず、科学館の

運営資金が数千万ドルと非常に豊富である。そして、運営資金に占める個人または企業

からの寄付金の割合も高い。アメリカでは社会貢献が文化として根付いているようであ

り、教育課程にも取り入れられている。科学館への貢献もその一つであり、貢献した分、

インセンティブも働く仕組みが出来上がっているようだ。 

産官学が一体となり、豊富な資金によって、科学館には高度な展示やハンズオン展示が

多く備えられている。子供たちは体を動かすことも好きである。来館する子供たちは、ま

るで遊園地に遊びに来たかのように楽しんでいる。来館者の多さ、リピート率の高さは、

そのまま、科学への興味と科学リテラシーの向上に繋がる複数の機会を与える。そして、

学生には、具体的な将来のイメージと大学や企業とコンタクトを取るチャンスを与えて

いる。 

 

◇高度な技術レベルを持つスタッフ 

次に、科学館のスタッフの技術レベルが非常に高い。教育部門のスタッフは、教師や社

プレゼンして頂いた資料の一部 

段ボールで作られた恐竜？！ 



会人を育てる能力を備えている。また、エンジニアは、教育部門と協力し、展示を自ら設

計・製作している。つまり、修理も自ら可能である。恐らく、展示を乱暴に扱う子供たち

もいるだろうが、多くのハンズオン展示がありながら「調整中」はあまり見かけなかっ

た。また、当然、展示の設置目的や、科学的な理解もしている。このように、科学館にい

るすべてのスタッフが、来館者に対し、科学やものづくりなどの高度な教育を行う能力

を備えている。そして、彼らに協力する優秀なボランティアも多数参加している。 

 

◇「本物」の持つ説得力 

また、日本では敬遠され、タブー視されかねない展示が置かれていた点も興味深い。例

えば、カリフォルニア・サイエンスセンターでは、本物のバクテリアを科学者のように来

館者が培養し、手術室のベッドに横たわる人体模型の胸部に備えられたモニターには、

胸部を切り開く手術映像がそのまま流れていた。テック・インタラクティブでは、ハッカ

ー目線でハッキングの方法を学んだ。エクスプロラトリアムでは、ネズミの死骸を虫が

食い荒らし、5 週間後に骨だけになるまでの様子がそのまま展示されていた。自転車の

車輪を使ったジャイロ・ホイールなどは、横着な扱いをすれば、いかにも怪我をしそうな

展示である。しかし、いずれの展示も、本物を体験することの説得力、五感で感じ、科学

への興味を抱かせることの重要性を強く感じることができた。 

 

◇最後に 

科学に興味のない子供たちも含め、如何にして多くの子供たちやその家族を科学館へ

向けさせ、さらにリピートしてもらうか。テック・インタラクティブのスタッフの言葉を

真似れば、「すべての子供たちが科学者にならなくても構わないが、すべての子供たちに

科学を体験してもらいたい」である。 

学校や行政と連携を図り、遠足のため、さらには、科学教育を行う場として、定期的に

科学館へ訪れてもらう方法が確実である。遠足であれば、科学に興味のない子供たちへの

門戸も広がる。スタッフや外部講師による教育、あるいは学校の先生に科学館を活用して

教育を行ってもらう。プライベートでも訪れる子供が増えるかもしれない。 

また、リピートするには魅力的な展示が必要である。彼らも、全ての展示が成功してい

るわけではないと言っていた。失敗と改善の繰り返しが重要と言っている。我々も展示を

見直し、より効果的な展示は何か、何を伝えたいかを、できる範囲内で整理していくこと

は可能である。しかし、個々の科学館で改善していくことはコストもかかるかもしれない。

テック・インタラクティブのように、展示の評価や情報を他館と共有し、改善につなげる

資源とするベンチマーク活動が効果的と思われる。 

今回、素晴らしい米国科学館を訪問させていただいたことに感謝しつつ、今後、連携協

の活動を通して、日本の科学館が相互に発展するための一助となれれば幸いである。 

以上 


