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1.日程 

       2020 年 2 月 17 日（月）～2 月 22 日（土） 4 泊 6 日 

2.訪問地 

アメリカ合衆国カリフォルニア州 

3.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） 

       テックイノベーション博物館（サンノゼ市） 

       エクスプロラトリアム（サンフランシスコ市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.参加者 

富山市科学博物館              坂井 奈緒子 

       広島市こども文化科学館           小林 奈緒美 

       千葉市科学館                後藤 美月 

スリーエム仙台市科学館           石川 歩 

福岡市科学館                伊藤 久徳 

大阪市立科学館               上羽 貴大 

所沢航空発祥記念館             荒木 雄吾 

日本科学未来館/全国科学館連携協議会事務局  長谷川 潤 

日本科学未来館/全国科学館連携協議会事務局  原 育美 

5.参加目的 

私は，科学工作・実験コーナーの運用，ボランティアの活動支援など教育普及業務を担当し

ている。研修で，海外の科学館の展示や教育プログラムの内容とその開発プロセスの実際を知

り，自身の業務に役立てたいと考えた。 
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6.研修内容 

訪問先では，3 館とも初めに展示の開発担当者にツアー形式で展示室を案内いただいた（60

～80 分）。その後，館長クラスの方々，展示や教育プログラムの開発担当者らと意見交換（60

分程度）を行った。 

 

（1）カリフォルニア・サイエンスセンター 

1）概要 

州政府と基金による合同体が運営する科学館で，スペースシャ

トル「エンデバー」をメインに，航空・宇宙分野と自然科学全般

について展示している。年間 220 万人が利用する北米でトップク

ラスの人気を誇る科学館である。入館料は無料（エンデバー見学

のみ有料）である。 

2）見学したこと 

活気ある展示室 

展示室には，ハンズオン展示や 200 種もの生体展示が，テーマ

に合わせて効果的に用いられている。加えて，随所にボランティ

アが配置されている。ボランティアが運ぶワゴン上では，市販の

キットを使った電子回路づくりが展開され，次々と子どもたちが

駆け寄っていく。巨大水槽の中では，ダイバーが来館者の質問に

答え，エンデバーの下では，エンジニア OB が機体の断熱材サン

プルを見せながら，材質の特徴や使用箇所を熱心に解説している。 

3）意見交換  

展示の長期開発計画 

1998 年の開館以来 25 カ年の展示開発計画があり，1 次開発（テ

クノロジー分野），2 次開発（エコシステム分野）に続き，最終の

3 次開発（宇宙・航空分野）が現在進行中である。プランは完成

しており，4,000 億円弱の資金が調達でき次第着工となる。将来

的には，動植物を含め，広く科学に興味を持てるような展示を揃

えていきたい意向だ。展示ではエレクトロニクスの進化について

いくことは困難なため，科学の原理を伝えることを基本としてい

る。 

教育プログラム 

同センターの使命は，エンジニア（※私の個人的理解では，科

学分野において技術を伴って実践する力を指す。）を継承することである。5 歳児～小学 5 年生

には，ハンズオンの体験を通して科学に馴染んでもらうプログラム，中学・高校生には，科学

教室以外に職場見学やアルバイトなど職業観を養うプログラムを実施している。また，カリフ

ォルニア州の教育委員会やロサンゼルス市とともにサイエンススクールを設立し，学年毎の教

育プログラムを開発のうえ，学校に提供している。 

図 2 展示室のボランティア 

図 2 展示室のボランティア 

図 1 カリフォルニア・サイエン

スセンター外観 
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図 4 エンデバーの展示 



展示の評価とリサーチ 

展示に関しては，評価だけでなくリサーチを重視している。例えば，来館者の知識の程度や

正確さをリサーチすることで，展示で教えるべきことを明確にできる。展示のプロトタイプを

製作したら来館者に試してもらい，その効果を検証しながら開発を進めている。展示の評価は

来館者アンケートや動線調査など様々な手法を取り入れている。その結果は，展示改良のため

の資金集めの根拠にもなる。 

人材の活用 

400～500 人のボランティアには，大学生や住民，高度な知識や技術を持ったメンバーが含ま

れ，教育普及だけでなく財務などあらゆる部門に配置されている。活動レベルに一定の基準を

満たすことを求める一方，動物飼育ボランティアが経験を積み，職員に採用された例もある。 

地域の課題解決へのアプローチ 

ロサンゼルス市を中心に人種や経済格差による差別が深刻化していることから，低所得者層

の子どもを対象とした教育プログラムを実施している。また，科学者や研究者のロールモデル

として，性別や人種，移民のマイノリティの写真を展示に加えるなどして，そうした人々に対

しても職業観を持たせるよう工夫している。 

4）所感 

同センターは，公的な科学教育の役割も担っており，広く住民の利用を呼び込み科学の裾野

を拡げつつ，科学分野の人材育成をねらった教育プログラムを実施している。展示は，長期的

展望を持ち，評価とリサーチを丁寧に行うことで教育普及の効果を高め，また寄付者の信頼や

期待を獲得していると考えられる。事業運営を支えるボランティアの人材の豊富さと質の高さ

も印象的であった。 

 

（2）テックイノベーション博物館 

１）概要 

サンノゼ市とその周辺にある約 300 の企業による寄付金で設

立された博物館である。シリコンバレーのハイテク技術を用いて，

科学技術に関する展示を行っている。 

２）見学したこと 

つくり出す体験 

例えば，物を運ぶといった課題に対し，材料や道具を用いて来

館者が自由な発想で「つくり出す体験」をするコーナーがあり，

中学・高校生だけでなく大人からも人気を集める。スタッフが明

るく出迎え，体験者の安全に気を配りつつ，創造を楽しむ雰囲気

を作り出していた。 

ハイテク技術を駆使した展示 

「ロボット」コーナーでは，館が独自に開発したツールで，ロ

ボットへの指示の入力と出力を体験することができる。エンジニ

アの職員がいるため，ソフト開発や日々のメンテナンスが可能と

図 5 テックインタラクティブ 
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図 6 つくり出す体験コーナー
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なっている。その他，エスケープルームからの脱出を目指す「サ

イバーセキュリティ」では，謎解きの過程でスパムやファイアウ

ォールについて学ぶ仕掛けがある。また，仮想現実で体のつくり

を動的に詳細に見せる「ボディワールド」，本物のバクテリアの

DNA 抽出を行い遺伝子プログラムに挑戦する「バイオデザイン」

などハイテク技術を駆使したユニークで画期的な展示が並ぶ。 

３）意見交換 

教育プログラム 

教育プログラムの開発を担う職員は 15 人で，ものづくりの基本となるエンジニアリング（工

学）のデザイン（創意工夫）を意識して開発している。中学・高校生には，自宅でつくったデ

バイスを館に持ち込み評価を受けるエンジニア体験が人気である。成果は，大学進学時の内申

に記載できる。参加者の進路を把握することで，教育プログラムを人材育成の観点から評価で

きる可能性がある。将来エンジニアにならなくとも，失敗しても諦めずに続けることの大切さ

を伝えている。 

展示の開発と評価 

展示製作にあたっては初期プロトタイプをつくり，来館者の反応や職員への投げかけをもと

に評価と改善を繰り返す。故障の頻度も確認しながら，展示の規模により 1～5 ヶ月，長いもの

では 1 年以上費やして開発する。展示開始後には，来館者へのアンケート，インタビュー，入

場者数による評価を行っている。重要な展示や教育プログラムに対しては，外部評価を行うこ

ともある。 

資金の獲得 

運営する独立非営利団体の取締役会はハイテク企業関係者で構成され，連携展示を行いたい

時，あるいは物品や資金が必要な時に，館と企業の橋渡しをしてくれる。団体職員 120 人の中

には，資金集め担当が 10 名，マーケティング担当が 5 名配置されている。予算の 80％は基金

（個人の募金，企業や財団の寄付金）で，地元の大学と連携し，政府やナショナル科学財団へ

の助成申請も行っている。 

4）所感 

 テックインタラクティブ博物館では，ハイテク技術を支えるための「クリエイティブな人を

育む」ことを最優先として，そのコンセプトに徹した事業が展開されている。展示の一つ一つ

からもスタッフの様子からも，館の強い意気込みとシリコンバレーのハイテク企業の誇りが感

じられた。 

 

（3）エクスプロラトリアム 

1）概要 

独立非営利団体が運営する科学館。探究する心を育み，疑問や

問題意識を持ち解決策を見つける人を育て，よりよい社会をつく

ることを理念としている。ハンズオン展示の先駆けで，“探検”を

テーマに物理，生物，人類の生態，環境の４分野の展示を行って

図 7 展示「バイオデザイン」 

図 8 エクスプロラトリアム 
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いる。 

2）見学したこと 

ハンズオン展示 

現在，約 680 点ある展示物は，「展示を通して探検し，自然や

世界を理解しようとする」ことを意図して開発され，答えは用意

されていない。 

台の回転を利用して砂絵を描いてみたり，玉や輪を転がしてみ

たりと試していると，単純に見える現象に美しさを感じ，複雑な

現象の中の規則性に気づくことがある。ちょうど小学生団体が来

館していたが，引率者に集合を促されても展示から離れられない

ほど探検に夢中になっていた。 

開かれたスペース 

 展示室とつながる工房には，木工作や溶接，レーザー加工がで

きる機材が揃い，職員が自ら展示物を製作する。製作過程を展示

として見せることで，ものづくりへの理解を促している。 

3）意見交換 

展示物の開発プロセス 

ハンズオン展示のねらいは，学習者が自ら仮説を立てて実際に確かめることである。音波や

力といった目に見えないものを可視化するとともに，自分でも作ってみようと思わせるような

材料・構造を考えて開発している。 

開発プロセスは，開発担当者がリサーチ（他館の展示見学，科学者やアーティストから視点

を得るなど）してコンセプトをつくり，開発チームを結成，資金集めを開始する。初期プロト

タイプができたら，来館者や第三者の評価をもとに試行を繰り返し，完成させる。開発担当者

は，1 人あたり年間 3 点の展示物を開発し，質の良いもののみ展示される。 

開かれた探究の場 

展示だけでなく，科学コミュニケーションを研究する場でもあり，開発者，科学者，教育者，

アーティストがチームを組んで活動している。また，展示物の情報を書籍『クックブック』や

WEB サイトで積極的に公開し，世界中に対話を求め，外部パートナーと協働している。 

子どもに対する教育プログラム 

ユース開発プログラムは，高校生を採用して有給で働いてもらい，大人や親子連れの来館者

に対して問いかけを行う中で，相手の気持ちを知る能力や問題解決の能力を高めるものである。 

フィールドトリッププログラムは，主に学校団体の来館時に，展示エリアで問いかけを行う

もの。プログラムの参加者は，好奇心が高く子どもと親しみやすいという理由で若者が多い。3

年間参加できるため，若者のキャリアプランとなる一方で人材育成にもつながっている。 

予算 

 年間予算 50 億円のうち，コンサル料と入館料収入が 55%を占める。それ以外は個人や基金，

行政からの収入である。 

図 9 展示室内 

図 10 ハンズオン展示 



4）所感 

 展示物を通してあらゆる事象にじっくりと向き合う場が用意され，それを自分で経験し真理

に近づく感覚が得られた。ハンズオン展示は単に体験により答えを見せるものではなく，体験

を通して答えを探るものだということを深い実感を持って理解した。また，開発には，探究を

楽しみながら，それを共有したい情熱を持った多くの人が関わっていることを知った。 

 

7.まとめ 

訪問先の方々が，私たちのために準備して懇切に対応してくださったお陰で，通常の見学で

は知りえない舞台裏を見聞きできた。特に，意見交換では，研修参加者の担当業務が様々であ

ったためか，幅広いテーマが話題に上り，教育プログラムに留まらず，社会における科学館の

役割について改めて考える機会となった。 

訪問先では，それぞれ「人（エンジニア/創造力/探検心）を育むことにより，よりよい社会

をつくる」という理念があり，それを実現するための長期的な事業計画や組織体制を構築して

いる。職員やボランティアは，各々のポジションで目的達成のために，時に地域課題にも向き

合いながら，緻密なチームワークを行い，かつ大らかに外部とつながりあっている様子が垣間

見えた。そうしてつくり上げられた展示・教育プログラムは，確かに知的好奇心や探究心，創

造力を刺激するものであった。こうした活動の積み重ねにより，科学館が社会に貢献していく

と同時に，将来の科学館の事業に対し，社会から人材面，資金面で支援を得られるものと考え

る。 

日頃の業務では，つい目先のコスト削減や一つ一つの事業の成果にばかり意識が向きがちに

なるが，長期的視野に立ち，子どもたちの未来を思い描きながら教育普及業務に取り組みたい。 

また，研修中の移動や食事の際には，参加者同士の意見/情報交換が活発に行われ，国内の科

学館の取組にもまだまだ知らない事が多いと気付かされた。参加者とのつながりを持てたこと

も大きな収穫であり，国内の事例にも学びながら運営のアイディアを練っていきたい。 
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この報告書では研修内容を順に報告するのではなく、筆者が特に共有すべきと考えた点を話題ごとに述

べたい。 

 

 

研修の概要 

 期間 令和 2 年 2 月 17-22 日 4 泊 6 日 

 訪問先 アメリカ合衆国カリフォルニア州の科学館： 

⬧ California Science Center (Los Angeles),  

⬧ The Tech Interactive (San Jose),  

⬧ Exploratorium (San Francisco),  

⬧ Computer History Museum (Mountain View). 

 

California Science Center, Computer History Museum 

California Science Center は、動物園、水族館、自然史博物館、科学館の要素を統合したような施設で

ある。「エコシステム」と名付けられたエリアでは、多様な地球環境とそれに適応した多様な生物の生態

を、生きた生物を観察しながら学ぶ。このような施設は米国でもかなり特殊だそうである。宇宙開発に関

するエリアにおいては、エンデヴァー機体が目玉展示のひとつである。 

一方の Computer History Museum はその名の通り、そろばんや計算機から現代の PC やスーパーコン

ピュータにいたるまでの歴史を、膨大な実物資料で紹介する博物館である。 

 

実物資料の持つパワー 

 



（左）宇宙船のコマンドモジュール現物。恐らく大気圏突入の影響と思われる放射状の痕跡が生々しい。 

（右）エンデヴァー機体の展示室。巨大なプレハブのような建物は仮設である。現在進行中の改装計画の

最終段階である「航空機、宇宙船」に関するエリアにおいて、展示のこの機体を直立させ、その周囲を周

りながら観察できるようにするそうだ。 

 

 外国人という存在で博物館に行くと、言葉や文字から得られる情報量がかなり制限される。そんなとき

にオーディオガイドや翻訳解説は役に立つが、それを読みたくなるかどうかは、展示資料そのものに訴え

る力があるかにかかっているのだ、という当たり前のことに気づかされた。その訴える力とは、「本物が

今目の前にある」という実感なのだと思う。 

 

 

ここで Computer History Museum の実演を紹介したい。ここでは、IBM の初期コンピュータを実際に

「運転」する実演が行われていた。実演スタッフはこれら初期の頃のコンピュータを当時実際使用してい

た元エンジニアらしい。実演では、けたたましい音を立ててパンチカードを切り、ソートに書け、順にリ

ーダーに読ませて演算させ、プリンタに出力していくのである。 

 実物の訴える力を強く感じた。それとともに感じたのは、当時の記憶を伝える人の存在の偉大さである。 

筆者の低い語学力のために、彼らの解説のうち半分程度しか理解できなかったものの、彼らの熱意や愛を

強く感じた。  



The Tech Interactive 

今回の視察の中では小規模な科学館であったが、最先端の研究に関する話題をあつかう科学館であった。 

 

楽観主義であること 

「革新には楽観主義が必須要素だ。そうでなけ

れば、どうやって安定よりも変化を、安全なとこ

ろに留まるよりも冒険を喜べるのだ？」集積回

路の発明者であり Intel の創業者のひとりであ

る Robert Noyce の言葉が正面玄関脇の壁に記

されている（右）。この科学館だけでなく、今回訪れたすべての科学館に通じる思想と感じた。筆者はま

さに自分自身に向けられた言葉だと受け取った。 

 

Tinkering 

 

Tinkering とは機械などをいじくりまわすことを意味する言葉で、問題解決のための解答のない創意工

夫のワークショップの形式で、近年日本にも広まってきている。まさにイノベーションの芽となる活動

で、この館には常設のエリアがあり、団体利用がなければ一般来館者が随時体験できる。 

（上段）ワイヤーが張られた複数の柱が立つスペース。来場者は道具を組み合わせて、柱から柱へと資材

を運ぶロープウェイを作る。 

（下段）来場者はパーツを組み合わせ、なるべく遠くに、なるべくたくさんのボールを飛ばす投石器を作

る。用意されたゴーグルとヘルメットを装着してから投石区域に入るようにして安全確保していた。 



筆者は数か月前に大阪市立科学館の普及事業の一環で Tinkering 教室の運営に携わった。普段はやっ

たことのない技術が運営者に求められるため、非常に苦戦した。たとえば「失敗すること」を奨励するべ

きだし、逆に「アドバイス」や「ヒント」は、思考の方向を狭めてしまうため、与えてはいけない。 

また、Tinkering ではテーマ選びが非常に難しい。参加者が自発的に問題解決と創意工夫をしたくなる

ようなテーマでないと、ただのつまらない「課題」となってしまうのである。最終的にこの Tinkering の

テーマは「便利なブックスタンドをつくろう」に決定した。 

運営にはノウハウやスキルが求められる Tinkering であるが、低額の材料で始められるために、経済的

な障壁は低いし、失敗を恥と感じてしまう人が多い日本の風潮を打破するのに格好の活動なので、日本の

科学館でも広く行われるべきだと筆者は確信している。全国科学館連携協議会で Tinkering を学ぶ機会

があればとても有意義だ。 

なお、Exploratorium にも Tinkering のスペースが設けられていたが、こちらは筆者の時間が足らず残

念ながら内容を調査することができなかった。Exploratorium は Tinkering の普及書も発行している。米

国の科学館ではよく行われているようである。 

 

最先端の研究を自分の手で行う 

 

この科学館でもっとも驚いた展示は、「来場者が自身の手で行う」バクテリアの形質転換実験であった。

カラフルな LED 装飾が輝くパネルの前に、実験ブースが 4 席ほど用意されている（左）。来場者は椅子

に座り、それぞれに用意されたタブレットの案内に従い、ゴーグルや手袋を自分で装着して、バクテリア

の入った試験管にスポイトで DNA を注入し、撹拌や急激な温度変化（ヒートショック）、ペトリ皿にバ

クテリアを塗布し、培養させる。ヒートショックを待つ間は今バクテリアに何が起こっているかを解説す

る動画がテーブルに映し出され、飽きさせない（中）。最後に、（培養には時間がかかるので）以前の来場

者が培養したストックからペトリ皿を選び、紫外線による発光の分析にかける。紫外線下に置いたペトリ

皿を肉眼で見ても、ぼんやりと赤や黄に光っているのがわかる。分析項目は、「何色の発光をするコロニ

ーがどれだけ発生したのか」という、誰にでもイメージしやすい特徴に絞られている。LED で輝くパネ

ルがその分析結果なのである。 

 ここで行う手順は、実際の研究現場でも行われていることであり、来場者が自分自身で行うことの効果

は絶大だ。安全性の配慮が徹底されており、テーブルに使用した器具はテーブルにゴミ箱が用意され、捨

てる手順なども完全に誘導されており、間違えようがない。もちろん、誤って口に入っても問題のない種

のバクテリアが使用されているとのことである。  



Exploratorium 

今回訪問したいずれの館も独自性をもってそれぞれに異なった魅力をもっていた。その中で、筆者がも

っとも強く衝撃を受けたのはここ Exploratorium であった。 

 

わたしたちの認知がいかに適当かを楽しみながら知る 

 

筆者にとって特に興味深かったのは、人間の認知に関する展示エリアである。認知心理学や行動経済学な

どから得られている知見を、子どもから大人までが遊び、驚きながら体験できる。 

（左）いわゆる「囚人のジレンマ」を子供でも楽しいゲームにしている。2 人が向かい合って蛇口に口を

近づけて待つ。両者は合図とともに、それぞれ「水鉄砲」か「飲む」のボタンのどちらかを選んで押す。

信頼し合えばどちらも水が飲めるが、裏切られれば水鉄砲を受けてしまう。 

（中）赤と青のボタンがあるだけ。来場者は適当に赤チームと青チームに分かれ、ボタンをひたすら連打

して、押した数を勝負する。適当に決まったチームなのに、チームメイトには友好的に、敵のチームには

敵対的な感情が芽生える。敵対するから争いが生まれるのではなく、争うことで敵になるのである。 

（右）Exploratorium には 2 か所の Explainer Station というスペースが設けられており、ここでは研修を

受けた学生スタッフが科学に関する解説などを行う。この日はカードマジックショーが行われていた。興

味深いのは、学生スタッフが活躍するスポットにおいて、マジックショーの実演を行っていたことであ

る。数名掛けのテーブルの上でカードマジックを行っていた。「科学館でマジックショー？」と思った。

しかし、マジックとは人間の認識のズレを利用して不思議に見える現象を創り出すエンターテイメント

であるため、なるほどと思いなおした。（ただし、このような教育の場で行うと、必然的に種明かしをす

る流れになり、それはマジック業界の「種明かしはしてはいけない」のマナーには反するな、と思った。） 

 

 

 

 

 

 

 



自分の多様性、他者の多様性の認識 

 

ジェンダーや人種などの繊細と思われるテーマを直球でぶつけてくるのには、はっとさせられた。 

（左）動物の顔と、様々な人間の上半身と下半身がランダムにコラージュされる映像がひたすら繰り返さ

れる。これを見て、女か男のどちらと思うか、瞬発的に答えていく。顔は人間ではないのに、なぜ自分は

そう思ったのか、何からそう判断したのか（「スカートをはいているから」なのか、「筋肉質な腕をしてい

るから」）。ジェンダーバイアスを発見していく。 

（中）あなたは、「男」「女」の一言で説明できるような存在ではない。どんな sex と gender なのかを、

歯車を回して自分に適切な表現を見つける。 

（右）左端は黒人、右端は白人に見えるが、肌の色はどれも同じである。 

「アメリカだから、多様性に関するテーマを語り合う必要があるのだろう」と思い、納得しかけたが、

それは間違っていると思いなおした。日本には不要なのであろうか。そんなはずはない。日本のジェンダ

ーギャップ格差は世界 121 位。外国人差別は根強い。同性婚は認められていない。髪の色は黒であるべ

き。就活は黒のリクルートスーツ。… 

ここで扱われるようなテーマについて体験できる施設を、日本は持っているのか、筆者は知らない。ど

こで扱われるべきなのか？ 日本でも科学館が担うべきなのではないか？ 

 

 

館内の工房から生まれる展示 

 

建物内の中央には巨大な工房が設けられている。展示区域と工房の間は、腰の高さ程度の仕切りで隔てら

れているのみで（左）、来場者は工房の中や作業の様子を覗き見ることができる。Exploratorium にある展

示作品はこの工房で生まれるということである。 



スタッフが立案からプロトタイプの作成そして調査と最終作品の製作の一連の工程に携わるという。

プロトタイプは工房の前の来場者用通路に設置され（左）、来場者の反応をすぐに調査することができる。

それを見て、作品の再調整を行う。非常に理にかなっている構造だ。 

工房の中の様子が見られるというのは、そこで働く人の様子を見ることができる。工房の他にも展示場

の一角にガラス張り会議室があり、中のスタッフの様子を見られるようになっていた。「職業選択の際の

参考にできるよう、ロールモデルを提示する」という点は、他の訪問館でも強く強調されていたことであ

る。バックグラウンドをあえて可視化し、働く姿を見せる、というのは、まさにロールモデルの提示なの

だと思った。 

 

安全とデザインの両立 

この展示は面白さの方を前面に押し出した設計のように思う。ここの展示

作品いずれも非常にシンプルであり、説明が少なく、あるいはまったくない。

来場者は手探りで展示にはたらきかけて、面白さを発見していく。つまり皆

が同じように使うことを目指してはいない。結果的にとても美しいデザイン

となる。動作機構がむき出しであったりする。 

それは半面、危険なことでもある。たとえば、高速で回転するチェーンの

展示だ（右）。輪になった金属製の長い鎖が勢いよく回転していると、なぜか

まるで無重力状態のような不思議な揺らぎ方をするのである。来場者はこの

展示に近づき、鎖を自由に触ることができるのだが、万が一この鎖にネック

レスなどが絡まったら、大事故につながりかねないように思われた。 

日本では何をつくるにしても安全性が最重要視された設計になっている

というのが筆者の個人的な認識である。誰がやっても同じように使えるよう

にきちんと誘導する。しかしそれが行き過ぎて、情報過多であったり、美し

さや面白さが失われたりしてしまうことがとても多い気がする。「日本も安全安全と細かいことを言うな」

などと言うつもりは全くない。そうではなく、安全性のみが考慮されるのではなく、さらにデザインや美

しさをもっと追究していけないだろうか。 

 

所感 

本視察で痛感したのは、展示制作に際しての事前評価、モックアップの製作、展示設置後の評価、およ

び調査研究が、訪問したどの科学館でも当然のように語られていたのに対し、日本の科学館においてはそ

れがまったくと言っていいほど確立されていないということである。ひょっとすると一部の科学館では

行われているのかもしれないが、少なくとも全国科学館連携協議会の間で当たり前のものとして共有さ

れてはいない。したがって、日本の科学館に「プロトタイプの製作、事前評価、展示本製作、事後評価」

という展示制作の一連の仕組みを確立し、全国の科学館で共有すること。これを全国科学館連携協議会で

協力して達成すべきだと考える。筆者が役に立てることがあれば全面的に携わりたいと思う。 

このようなことを考えるようになったのも、日本とは文化や置かれている環境の大きく異なる米国の

科学館を訪問することができたからである。貴重な機会を与えていただいた全国科学館連携協議会事務

局の皆様、そして大阪市立科学館に感謝を申し上げます。 



令和 2年度海外科学館視察研修 参加報告 

 

◆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：アメリカ合衆国（ロサンゼルス、サンフランシスコ、サンノゼ） 

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センター 

エクスプロラトリアム 

氏  名：後藤美月（元 千葉市科学館） 

 

◆カリフォルニアサイエンスセンター（ロサンゼルス） 

スペースシャトル エンデバーの展示で有名な科学館。

宇宙に関する科学だけでなく、自然環境や海洋生物など、

幅広い分野の科学を体験型展示として展開している。先

端科学より科学原理が中心の展示が多い。 

展示以外で特に力を入れていることは「キャリア育成」

だという。様々な人種が生活を共にし、貧富の差も広がり

つつあるアメリカの社会情勢から、一人でも多くの人が科学に触れることができるように、

社会的マイノリティがある女性や移民の人々が参画できる事業を積極的に取り入れ、世界

的模範となるロールモデルをつくろうと試みている。さらに、中学生から大学生までの学

生や親子が講座やワークショップなど様々な事業に参加してもらう事業も行っている。科

学館職員を含め様々な研究者とコミュニケーションをと

る機会を増やすことで、科学に関連する職業を知っても

らい、将来の職業の選択肢の一つとなることを目的とし

ている。 

また、この科学館のボランティアは約 500 人在籍して

いるという。募集を締め切ってもなお応募者が後を絶た

ない程の人気がある。この科学館がいかに市民の心をつ

かみ、高い評価が成されているのかよくわかる。 

 

 

 

 

 

 

 通路のようなちょっとした空間も 
デザイン性のある展示空間として活用している。 

Curator’ｓ Labの様子 
いかにも科学 Labらしい演出が好奇心をくすぐる。 

ダイバーの多くがボランティア。 
職員と同じ内容をこなしている。 



◆テックイノベーションセンター（サンノゼ） 

シリコンバレー地帯にあるこの科学館は、本格的で高度

なテクノロジーを使用した展示が数多くある。特にインタ

ラクティブで魅力的なデザイン性のある展示が目を引く。

どのようにすれば子どもたちに楽しんでもらいながらテ

クノロジーを学んでもらえる展示になるのか、プロトタイ

プの段階から市民の意見も取り入れ試行錯誤を繰り返し

ているという。ここに関わる市民の多くが IT 企業やテクノロジーに関わる仕事に就いて

いる人々であるため、非常にこだわりのある完成度の高い展示物となっている。そのため、

広い分野の科学を展開していたカリフォルニアサイエンス

センターに比べると全体的にエンジニア色が強いが、決し

て子どもたちに将来のエンジニアになってもらいたいとい

うわけではなく、繰り返し物事に取り組み、正解に繋がる

「課題解決能力」を身に着けてほしいという思いが一つひ

とつの展示に込められている。日本においてもデザイン思

考やプログラミング的思考を主体とした取り組みが注目

されているが、アメリカの科学館のほとんどはこの傾向に

あるという。よって展示物をとして成功したかどうかは参加者が繰り返しその展示に向き

合ったかで決まる。ワークショップにおいても同じように、ファシリテーターと呼ばれるス

タッフが参加者のアイデア発想やプログラミング的思考にいかに結び付くコミュニケーシ

ョンが取れるのか、常に意識をしているという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイバーセキュリティーに関する展示エリア 
様々な企業とタイアップした展示が多い。 
 
 

本物の細菌を使った培養体験コーナー 
培養方法も実際の実験と同じ手順で行う。 
細菌の掛け合わせるパターンを機械で読み取り、 
大型モニターに色として映し出される。 
本物への強いこだわりと表現方法のこだわりが感じられる。 
 

デジタル形式のコーナーばかりでなく、 
身の周りにある材料を使った課題解決型の体験コーナーもある。 
ファシリテーターが案内や演示を行う。 



◆エクスプロラトリアム（サンフランシスコ） 

この科学館には、6 セクションに分かれた約６５０を超える

ハンズオン展示があり、世界的にも有名なミュージアムの一

つである。家にあるもので作れそうな手作り感のある展示も

あれば、人の細胞など本物にこだわった展示、アーティスティ

ックな展示など様々なタイプの展示がある。 

現代の人々は自然世界を理解することを諦めてしまってい

るという。人が本来持っている五感を通して科学的そして芸

術的に物事をとらえることが大切であり、展示物という一つ

のモデルから自分の知性を自然や社会に広げてほし

いという科学館側の強い思いがある。それを可能にす

るためには一人でも多くの人に展示を体験してもらう必要があり、アーティストと協力し

て魅力的な展示を製作したり、インタラクティブな展示を製作するなど、常に新しいものを

作ることを心掛けているそうだ。 

また上記２館と同様にエクスプロラトリアムでもキャリア

育成に力を入れている。例えば高校生をアルバイトとして

雇い、学生が主体となって行う様々なワークショップを実

施している。職員ではなく学生たちがワークショップを行

うことに大きな意味があり、参加する子どもたちと年齢が

近いからこそ親近感や憧れの感情を抱かれやすく、より効

果的なコミュニケー

ションになるという。

さらに科学館で働く学生は、1 日 1 時間の学習トレー

ニングを職員と共に行い、その時々で必要なコンテン

ツを選んで学習する。これを繰り返し行うことで、他

人とのコミュニケーション能力が上がり自身のキャリ

ア形成に繋がる。積極的に取り組む学生の姿勢やフレ

ッシュな意見に職員も刺激を受けるという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

全体的に表立った展示の解説パネルはない。 
詳細な説明は展示物の横に付けられている。 

生きているヒトの心筋細胞をモニターに映し
ている。生物に関する展示はほとんどが実物
を使用していた。 
 

職員は好きな場所に机を置いて仕事ができる。
ペットと一緒に仕事をするスタイルは非常にユ
ニーク。 
 

職員が働く姿も展示物の一部として見せている。 
展示物を製作・修理している様子（左）打ち合わせをしている様子（右） 
 



◆所感 

公式訪問館全てに共通していたことは２つ。１つ目はキャリア育成。私もこれまで先端科

学技術を扱った経験があるが、今後は内容だけでなく、それらを仕事にしている「人」にも

注目し、科学に関わる職業の紹介も取り入れていきたい。今回の研修の中でも特に印象的

であったことは、エクスプロラトリアムで働く職員が、企画の打合せしている姿や展示製作

している姿を一つの展示物として「あえて」来場者に見せていることだった。私自身それを

見て格好いいと感じたように、来場者はミュージアムの裏側を見られることに特別感を抱

き、より館自体に興味関心を抱きやすくなるのではないだろうか。このようなちょっとし

た取り組みが非常に重要であると感じた。 

２つ目は、科学館にある展示や講座・ワークショップはあくまで一つのきっかけ（原料）で

あり、そこから来場者自らの答えへと繋げていくプロセスを重要視していること。どうして

も効率の良さを求め、展示の解説もより丁寧にそして答えをすぐに提示してしまうが、そ

こをぐっと我慢して来場者一人ひとりの考え方を大切にしていきたい。 

これからも広い視野で各国のミュージアム事情に目を向け、本当に良い展示とは何か、

良いミュージアムとは何かを改めて考え取り組んでいきたいと思います。貴重な機会を与

えていただいた全国科学館連携協議会の事務局の皆様をはじめ、同行の皆様に深く感謝

申し上げます。 


