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「科学技術の智」プロジェクトに寄せる思い 

科学技術の智 2009 の 1 年間のまとめ  

 

昨年（2009 年）春に、日本学術会議において「科学と社会委員会科学力増進分科会科学

技術リテラシー小委員会」にお集まり頂いてから一年が過ぎました。（この記録は、「科

学技術の智」プロジェクトのサイトに掲載されています。http://www.science-for-all.jp/）  

この間、プロジェクトの継続のための全体会合を開催することができず、申し訳ありま

せんでした。小生昨年末に病が見つかり、春に入院し完治できました。とはいえ、この間、

三鷹で「サイエンスリテラシー講座」を発足させ、また「サイエンスリテラシーカフェ」

も続けてきました。さらに、企画運営会議メンバーの吉田浄さんたちによる小学校の先生

方の理科教育に関する調査もまとまり次の段階として教育の場で使えるものを具体的に作

る作業が考えられます。最近、「サイエンスウィンドウ」、「ミルシル」などでも紹介さ

れてきており、少しずつ認知されてきつつあると思います。Project 2061 のような広範かつ

着実は動きを進めたいと思うところです。  

そこで、ここに「1 年間のまとめ」として 2009 年度の報告をしたいと思います。皆様に、

科学技術の智に関連して、これまでにやってきたこと、思い、また振り返ってみて、さら

に今後の進め方も含めて、「科学技術の智」プロジェクトに寄せる思いをエッセイとして

書いて頂きました。  
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代表 北原和夫  
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「科学技術の智」プロジェクトの皆様 
 

北原 和夫（国際基督教大学）  

「科学技術の智」プロジェクト代表  

 

この一年間に僕が取り組んできたことを少し述べさせて頂きます。前書きに書きましたよ

うに、昨年末に自覚症状のないまま癌が見つかり、春に手術を受け、完治することができ

ました。今後とも、体と相談しながら、仕事を続けて行きたいと思います。一昨年から、

学術会議のプロジェクト「大学教育の分野別質保証の在り方」に関わっています。これは、

僕にとっては、「科学技術の智」の高等教育版と考えられます。また、もう一つ南アと日

本の初等中等教育における ESD(Education for Sustainable Development)のプロジェクトにも

関わってきました。これも「科学技術の智」の国際版とも言えます。 

1) 大学教育の質保証  

一昨年文科省から日本学術会議に「大学教育の分野別質保証の在り方の検討依頼」が来

ました。会長からの指名で僕がそのとりまとめの委員会「大学教育の分野別質保証の在り

方検討委員会」をハンドルすることになりました。  

現在、分野別の質保証の枠組み、教養教育、職業との接続、の 3 つの分科会を創設して、

毎週のように会合が開かれています。その結果、「科学技術の智」の精神に則り、まずど

のような社会を想定すべきか、の議論となり、55%の若者が高等教育に進む現在、高等教

育機関の役割は、「知識の継承」から「責任ある市民の育成」に重点をシフトすべきであ

ろう。また、複雑化かつグローバル化する社会、自然の課題と取り組むための「協働する

知性」の涵養に重点をおくことも考えました。また、資源、伝統、教員の質、学生の質な

ど多様な大学があり、多様な学生が在る状況の中で、何をもって質保証とすべきか、とい

うことになりました。  

そこで、今「協働する知性」の涵養という概念を前面に出した質保証の在り方を策定し

ようとしています。つまり、勝ち組と負け組が分断される社会ではなく、指導者（リーダ

ー）と協働者（co-workers)という関係を創出したい。そのために大学教育の根幹のところ

はすべての大学、教員、学生が共有している必要があります。この根幹部分を「教育課程

編成上の参照基準」として学術会議で策定しよう、ということになりました。これは言う

は易く創りだすのは難しいのですが、根幹の所は、「世界の認識の仕方」と「世界への関

与の仕方」を明示する、ということになります。  

このような作業は、大学教育の質保証のためにやっているようにみえますが、実は、細

分化して我々が見失いつつある学全体の本来の目的、関心、本義に立ち返るという極めて

学術的な作業をしていることになります。  

物理学について言えば、「物理学は、力学、電磁気学、量子力学、統計力学云々からな

る」と言ってしまうと、現状の学科案内になってしまいます。そうではなく、「自然現象、

特に物質、場、エネルギーに関する因果関係を説明し、さらに要因を変えて予想し、検証

することによって、因果関係に関する仮説をより確かなものにする営みである。こうして

検証された仮説に基づき、世界の成り立ちの理解を深め、また、よりよい社会を創出する
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ための技術への応用を考える。」とでも定義すると、広がりがでてくるのではないか、と

思います。このような定義についてはおそらく物理屋さんの間でも大論争となることは必

至ですが、それを一度やるべき時代に来ているのではないか、それを通らずして、分野ご

との真の教育はありえない、とさえ考えています。  

2) ESD（Education for Sustainable Development）  

僕は、ときを同じくして一昨年からもう一つ、大学のプロジェクトにも関わっています。

これは、ICU と南アフリカの Cape Town 大学との共同プロジェクトで、小学校、中学校に

おける ESD モデルの国際共同開発です。持続可能性というと、先進国ではエネルギーや資

源の保全による現在の豊かさの維持が課題ですが、発展途上国では、食料、治安など生活

の安定、社会の安定が課題です。  

しかし、ローカルな変動がたちまち世界に影響を及ぼすという意味で、グローバルな時

代です。そこで、真の ESD は、自然環境、文化、社会の全くことなる地域の子どもたちの

相互理解のために教育プログラムを国際共同開発することによってのみ可能である、とい

うテーゼを検証すべく、実際に教員が相互に移動して総合的学習のモデルを二年がかりで

作ることができました。 

もし興味がありましたら、簡単な紹介がウェブに出ていますのでご覧下さい。

http://science-news.netj.or.jp/vol/2009_12/event.html#2 

最近紹介のための 17 分ほどのビデオも作成しましたので関心のあるかたにはコピーを  

作成してお送りします。 

3) 東京国際科学フェスティバルの実施  

 三鷹地域で昨年から九月を中心として、市民参加型の科学のお祭りを実施しています。

「太陽系ウオーク」は、三鷹駅を「太陽」に見たてて、13 億分の一のスケールで惑星を実

感するように、市民にマップを渡して、スタンプラリーをする、というものです。ICU は

海王星あたりになります。また、講演会、カフェ、音楽会などを企画しました。ICU では、

「天文学と音楽の夕べ」を礼拝堂で開催。「人を創ったチリはどこから来たか」という題

で天文学の石丸准教授による物質生成の歴史、村上陽一郎先生のガリレオ時代の解説の後、

実際にガリレオ時代の古楽器演奏を楽しみました。今年も 10 月 18 日「生命誌と音楽の夕

べ」を開催の予定です。フェスティバルの詳細は http://tokyo.sci-fest.net/2010/ja/ 

 函館では美馬先生、名古屋では川勝先生らが地域活動をされています。  
 
今後は、やはり全体の戦略を考えたいと思います。というのは、日本がかなり危ないとこ

ろに来ているような気がするからです。日本の現在の貧困は、経済的貧困と言うよりは、

知性の貧困ではないか、と思うからです。教育改革など社会の仕組みを改革するときには、

基本理念、理念に基づく目標の概念、そしてその概念の到達を評価する仕組み、という三

点セットで考えなければならない。これが、「科学的」ということだと思います。現状へ

の不満、それに対する漠然とした目標設定では動かない、ということを、いろいろな場面

で見ています。 
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科学技術ﾘﾃﾗｼｰ活動は新しい地平へ 
    

有本 建男（科学技術振興機構）  

 

 科学技術と社会に関する多くの公的施策は、この 15 年、科学技術基本法（1995 年成立）

に基づいて展開されてきた。法律には、「国は、・・広く国民があらゆる機会を通じて科学

技術に対する理解と関心を深めることができるよう、科学技術に関する学習の振興、啓発、

知識の普及に必要な施策を講ずる」と規定されている。末尾の“必要な施策”の内容は、時

代とともに変遷してきたが、その中にあって「科学技術の智」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄは、施策の大きな

柱となってきたと思う。 

ｱﾒﾘｶ AAAS のものをﾓﾃﾞﾙとしながらも、日本の社会、歴史、文化に合った独自のものを

ｾﾞﾛから作られた関係の方々のご努力にまず敬意を表したい。実務者にとっては、それぞれ

の分野の俯瞰的な知識、方法論を知るには大変ありがたい。総合報告書と人文社会科学の

冊子は特に、理工系の若い研究者や学生さんに一読を勧めている。  

 さて、「科学技術の智」ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄｲの企画がｽﾀｰﾄしてから既に 7 年が過ぎ、最近では、科

学技術ﾘﾃﾗｼｰや科学技術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ関連の活動が、科学者の社会ﾘﾃﾗｼｰ、政策決定への市民参

加、科学技術の社会への影響評価（TA,ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｱｾｽﾒﾝﾄ）や ELSI（倫理・法律・社会的課題）

など、その地平を大きく多様に広げつつあると思う。  

関連の公的助成を見ると、科学技術振興調整費の科学ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、科学技術振

興機構社会技術研究開発ｾﾝﾀｰの助成が一段落した。毎年開催されているｻｲｴﾝｽｱｺﾞﾗも 3 回を

経た。一方この間、専門学会のﾘﾃﾗｼｰ活動への関心は格段に高くなっている。  

 このような状況を踏まえて、現在は、ﾘﾃﾗｼｰ活動のここ 10 年を振り返り評価し、次への

飛躍を期する時期にあると思う。量的拡大にくわえて、質の向上という視点も大切だろう。  

 現在来年春の閣議決定をめざして、総合科学技術会議を中心に第 4 期科学技術基本計画

の策定に向けて議論が深まっている。その中で、「科学・技術ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの抜本的強化  」が

大きな柱になりそうであり、「国民が参画して議論できる場の形成」、「社会的課題に関

する調査・分析を支援」、「ﾘﾃﾗｼｰ向上への取組」、「科学・技術ｺﾐｭﾆｹｰﾀｰの養成確保」、

「国会議員と研究者の対話の場づくり」、「倫理的・法的・社会的課題への取組み、ﾃｸﾉﾛ

ｼﾞｰｱｾｽﾒﾝﾄを促進するために、研究資金の一部を充当する制度を検討」などの項目が議論さ

れている。  

 以上のべてきたように、科学技術と社会に関する活動全体が大きく多様に展開し始めて

いる中で、科学技術ﾘﾃﾗｼｰ活動は今後どう展開していくべきなのか。関与者の拡大、多様化、

裾野の拡大など、次の飛躍に向けて真剣な議論が必須になっていると考える。  

   －以上― 



6 
 

「科学技術の智」プロジェクトに関する１年間の活動報告 
 

小川 正賢（東京理科大学）  

 

 理工系私立大学の教養科目「科学技術リテラシー」（半期１コマ 15 回のクラスを２クラ

ス分）をこのプロジェクトの成果を利用した授業として開講した．授業目標は，要約する

と「本プロジェクトの最終報告書を使用して，日本の科学者・技術者が，総力を結集して

描いた現在の「科学技術の智」の全体像を解読し，理工系学生として必要な包括的な科学

技術リテラシーを高める」ことにある．そのための方法として，「報告書の中から特定テー

マを選択し，その内容を，中・高校生に理解してもらうための作品（副読本等）を開発す

るグループ・プロジェクトを実施する」というものである．これは，人に伝えるための作

品を制作するという過程では，特定テーマに関して，通常のテキスト読解よりも，より深

い内容理解が求められるからであり，作品制作という活動，チーム活動という方法が，受

講生の授業に対する興味・関心を持続させると考えられるからである．  
 

授業は，1,2 回で「オリエンテーション」「グループ編成」「テーマ設定」を行い，3,4,5

回でチームごとにテーマの読解と中・高の理系教育の実態理解を図った．6,7 回で作品コ

ンセプトの設計会議と試作品を作成し，8 回で中間発表会と相互批評，9 回はコンセプト修

正会議，10－13 回で作品の制作活動，14 回は作品発表会と相互評価・討議，15 回は最終

レポートと完成作品の提出といった流れで実施された．成績評価は，「日常の活動」「中間

発表（作品，発表）」「最終作品」「最終プレゼン」「ポートフォリオ・ファイル」「最終レポ

ート」の成績を合計する方法を採用した．報告書の内容理解そのものをテストで測定する

ということは行っていない．  

 

 授業参加者は，31 名（前期），10 名（後期）で，いずれも２年次生で，理学系，工学系

の学生たちであった．彼らが選択した活動テーマ（以下，カッコ内は具体的な作品名を示

す）は，前期が「数学と人間のかかわり（数学と人間のかかわり）」「確率（データの確か

らしさと確率）」「DNA 複製・修復（DNA 複製と修復メカニズム）」「ヒトという生物（米

を食べてガンになろう）」「情報リテラシー（スポーツと科学技術）」「情報ビジネス（身近

な情報ビジネス）」「ビッグバン（ひとはみな輝いている）」「太陽系と宇宙（宇宙，フシギ

発見！）」「食糧問題（食糧問題）」「技術の歴史（History of Technology）」で，後期は「時

間（時間について）」「恐竜（恐竜）」「原発（原子力発電所）」「星の一生（星の一生）」「天

気予報（天気予報の利用としくみ）」となった．チーム構成は，受講者の興味を優先させ，

1 名から 6 名という編成になった．テーマ設定にあたっては，「せっかくの機会だから，自

分が興味はあるものの，知識はまだあまり持っていないものを選定してみよう」という教

師側の支援を行っている．  

 

 中・高校生に理解してもらうための「作品」として，学生たちはどのようなものを制作

したか．多くのチームは，パワーポイントによる「スライド・ショー」の作品を作成し，



7 
 

副読本形式の「読本」を作成したチームは少数派だった．わずかだが「クイズ」や「パン

フレット」を作成したチームもあった．「スライド・ショー」の形式のものの中には，実際

には「絵本」の形で提示したいというものも含まれている．  

 

 授業過程で特徴的であったのは，「中間発表会と相互評価」という活動をちょうど中間地

点においたことである．これによって，他チームの活動状況，つまずき，長所などを相互

に把握しあい，また，他チームに対するコメントをする中で，自分たちの活動への肯定的

なフィードバックが見られるなど，作品の方向性を各チームが再検討・吟味することがで

きた．  

  

授業活動を振り返ってみると，「科学技術の智」プロジェクトの最終報告書の読解過程

で，その内容の難解さに多くの学生が戸惑い，この報告書に基づいて作品を制作しようと

することを早々にあきらめて，各チームがもっとわかりやすい資料の探索に走ったことが

印象深かった．  
 

2010 年度も，もう一度，同じ実践を行ってみる予定である．  
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生涯学習社会における「科学技術の智」の実装と課題 
 

小川 義和（国立科学博物館）  

 

 「科学技術の智」プロジェクトを効果的に展開するために，社会との対話を通じて，

社会や個人の生きた文脈に応じた「科学技術の智」が適切な説明，表現で提供され，

実装されるべきです。国立科学博物館では 2006 年から有識者会議を立ち上げ，「科学

技術の智」を踏まえ，科学系博物館で実装可能なモデルを議論してきました。ここ 1
年は北原先生にも有識者会議に加わっていただき，会議を数回開催し，生涯学習とい

う観点から世代別に学習プログラム体系をまとめ，2010 年３月に最終報告「『科学リテ

ラシー涵養活動を創る』〜世代に応じたプログラム開発のために〜」を公表しました。  
 最終報告の要点は，科学系博物館の立場から総合的な資質・能力である科学リテラ

シーをどのような活動によって涵養していくかということにあります。端的に表現す

れば，学校教育の学習指導要領に相当するもの，生涯学習において科学リテラシーを

涵養するための教育内容，教育方法，教育目標の枠組みとして作成しました。従来の

教育内容や教育方法を踏まえつつ，新しい考え方と方法で科学教育の枠組みをデザイ

ンしました。  
最終報告では科学リテラシーを「人々が自然や科学技術に対する適切な知識や科学

的な見方及び態度を持ち，自然界や人間社会の変化に適切に対応し，合理的な判断と

行動ができる総合的な資質・能力」と定義しています。科学リテラシーの基礎的な要

素については学校教育によって培われていくものですが，それだけでは社会的な課題

に対する十分な対応能力が身に付きません。このような総合的な能力は，短期間で育

成されるものではなく，長い人生の中で，学校，博物館，地域，家庭など，生活の様々

な場面の中での体験によって涵養されるものです。そこで私たちは，自然界や人間社

会において実生活にかかわる課題を通じ，人々の世代やライフステージに求められる

科学リテラシーを涵養する継続的な活動体系を「科学リテラシー涵養活動」として提

案しました。  
科学リテラシー涵養活動は，「感性の涵養」「知識の習得・概念の理解」「科学的な思

考習慣の涵養」「社会の状況に適切に対応する能力の涵養」の四つの目標と「幼児～小

学生低学年」「小学高学年～中学生」「高校生・高等教育」「子育て・壮年」「熟年・高

齢」の五つの世代からなる枠組みを提案しています（別紙：体系表を参照）。科学系博

物館がこの枠組みに基づき，学習プログラムを開発していくことを期待しております。 
最終報告は ,国立科学博物館の下記サイトに掲載されているのでご参照ください。生

涯学習に関してここまで精緻に作成されたものは他にないと自負しております。今後

利用者の視点から体系表等を改訂していくとともに具体的な行動計画を策定してこと

も考えております。  
http://www.kahaku.go.jp/learning/researcher/pdf/literacy_final.pdf 

 
さて，この体系の実現には，当然一つの博物館では限界があり，地域において科学

http://www.kahaku.go.jp/learning/researcher/pdf/literacy_final.pdf�
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系博物館や研究機関，さらには学校等が連携して，総合的に取り組むことが重要です。

科学系博物館は科学技術に関する資料を有し，関連する活動を行っている機関である

ことから，人々の科学リテラシーを涵養するにあたり，社会的基盤としての役割を期

待されています。しかし，必ずしも十分な人的・物的資源を有しているわけではあり

ません。このような状況の中でも，科学系博物館が新たな社会的役割を認識し，多様

化する社会的要請に応え，他の機関と連携・協働し資源を相互に活用して，人々の科

学リテラシーを涵養していくことが望まれます。個人の科学リテラシーの向上も重要

ですが，むしろ個々人の科学技術と社会生活等への知識，興味・関心や関わり度合い

違いを生かし，社会的課題に対し人々が対話を通じて協働して解決していけるような，

地域社会としての科学リテラシーを高めていくことが大切です。  
科学系博物館では従来学芸員の経験によって学習プログラムが開発・展開されてき

ましたが，今後戦略的な事業の展開が求められる状況の中，より目的に即した教育活

動の必要性が特に期待されます。その点で，この科学リテラシーを科学系博物館に実

装する意義は，生涯学習の観点から，人材養成の目標に沿って意図的な教育活動を展

開する必要性が意識化されることにあると言えます。  
このモデルは，概ね10 年後の社会を想定し，科学系博物館において人々の科学リテ

ラシーを涵養する意義とその基本デザインについて議論し，その考え方に基づき，具

体的な活動方法や科学リテラシーを涵養するための学習プログラムの開発と体系化を

行ったものです。今後国立科学博物館は，学術会議，学会，メディア，教育委員会・

教育センター等と連携し，博物館職員や教員の研修の機会等を通じて，その成果を国

内外に発信していきます。  
地域の博物館が「科学リテラシー涵養活動」の枠組みを参考に，地域や館の実情，

人々の多様なニーズに応じた「科学技術の智」の理念を創造し，共有し，さらに継承

するプラットホームとして機能することを期待しています。  
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なごや科学リテラシーフォーラムの活動 
 

川勝 博（名城大学）  

 

科学技術の智プロジェクトに関わった委員の名古屋地区の有志は、地域の市民ＮＰＯの

方々とともに、以下の組織体制・活動方針にもとづき、2008 年（平成 20 年）4 月、なごや

科学リテラシーフォーラムを結成し、今日まで以下の活動をおこなっている。  

 

【運営委員】(所属は平成 22 年度) 

名城大学・川勝博（委員長）、名古屋大学・戸田山和久、椙山女学園大学・浪川幸彦、愛知

淑徳大学・佐藤成哉、主婦・村上美智子、安田淳一郎・名城大学（事務局長）、谷口正明・

名城大学  

【活動方針】  

（１）一般市民とともに、科学リテラシーについて考える講演会を開催する。  

（２）学生を科学実験の指導者に養成するための講習会をおこなう。 

（３）名古屋地区の大学コンソーシアムや、名古屋市の生涯学習センターと連携して、こ

の地区の学生科学実験ボランティアグループを組織する。  

（４）活動費用はフォーラム参加の各大学、またはコンソーシアムで工面する。  

（５）講演や実験講習マニュアルの記録は、冊子にして残す。  

【活動報告および総括】 

（１）平成 21 年 3 月までに、科学リテラシー講演会を名城大学にて、4 回実施した。どの

会も、参加者は 50 名前後で、全国からこられている。  

① 2008 年 9 月 27 日  

「なぜいま科学リテラシーがすべての人々にいるか」  

講演者：北原和夫（国際基督大）  

② 2008 年 12 月 14 日  

  「人権教育としての科学リテラシー」    

   講演者：川勝博（名城大）  

③ 2009 年 7 月 4 日  

  「理科教員免許講習を考える」  

   講演者：山田泰造（文部科学省）、中島哲彦（名大）、坂東昌子（元愛大）、  

       市橋正一（愛知教育大）、小林昭三（新潟大学）  

④ 2009 年 12 月 13 日  

  「岡山理科大学における科学ボランティアリーダー養成プロジェクト」  

   講演者：高原周一（岡山理大）  

 講演会を単にリテラシーとしてまとめられた知識を普及するような講演会にすると、参

加者がほとんど得られないことが想定され、活動が持続可能なものにならない。そこで、

その時代の科学技術に関わる論争課題を積極的に取り上げ、それを考えるなかで、科学リ

テラシーを深める事にした。  
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 たとえば教員免許更新講習の問題点を探りながら、理科の教師にはいかなる科学リテラ

シーがいるか、ということを考えた。また、科学ボランティア体験を授業に組み込んでい

る岡山理科大学の事例を学び、サイエンス・コミュニケーションと科学リテラシーの関係

を考えた。今年度は、地球温暖化問題を論争課題としてとりあげ、「市民に必要な環境科学

リテラシーとはなにか」を追及する予定である。  

 

（２）実験講習会は、リテラシー講演会とほとんど毎回、同日開催している。その中で、

各大学の教員を中心に集まっている学生実験ボランティアグループ同士で、互いに持ち寄

った科学実験を指導し合っている。  

 実験講習会には理系文系教育系を問わず、多くの分野の学生が興味をもっている。実験

講習会とリテラシー講演会を同日開催にすることで、実験講習会に参加した学生はリテラ

シー講演会に参加して、科学コミュニケーションに関する見識を深めることができる。ま

た、また学生を交えた多様な参加者による意見交換が、リテラシー講演会でなされている。  

 英国の王立協会の金曜実験講演会や、クリスマス講演会のように、一般市民との持続的

な対話の場は、教育をめぐる市民と専門家と学生との交流の場である。市民と科学につい

て対話出来る学生を地域の協力を得ながら育て、対話で必要とされる科学リテラシーとは

何かを探っていきたい。 

 

（３）名古屋市の生涯学習センターは、各区ごとにほぼ 1 館ずつあり、全部で 20 館に近く

ある。名古屋市の生涯学習課の協力を得て、現在、この 5 つ以上の区の社会主事と連携を

取っている。生涯学習センターで開催される親と子の実験教室や、ミニ講演会、科学講座

は、地域への科学リテラシーへの普及のために重要な役割を果たしている。これらの講座

において、学生がボランティアで科学実験を行うことは、学生・地域・大学の三者にとっ

て意義深いと考えられる。そのためには、学生ボランティアの人材を集め、連絡を取れる

状況を作り出すことが急務である。そこで現在、大学間で連携してそのような人材を集め

ておく組織を結成しようという試みが進んでいる。  
 

（４）現在の活動費用は、参加大学および大学コンソーシアムの費用でまかなっている。

生涯学習センターが自主企画で依頼して講師料などを払ってくださるので助かっているが、

参加大学を増やし、また恒常的な財源を見いだしていくことが今後の課題である。今年度

は、「大学で身につけるべき科学リテラシー」をトピックごとにまとめてブックレットをつ

くることを計画している。例えば「電磁波問題を考える」「地球温暖化を考える」「大学文

系初年級科学教育テキスト」など。  

 

（５） 活動をまとめた冊子は毎年一冊ずつ発行し、参加者を中心に各方面に配布している。

内容は、年に 2 回のシンポジウムの講演内容をテープ起こしした講演録などである。これ

は将来の、地域での科学リテラシー実験講習会の基本の考えをつくるものなので、これか

らも続ける。また実験講習会のその実験マニュアルも掲載している。これは好評で、参加

者の活動意欲の向上のためにも活動が宙に消えないようにするためにも大切なので続ける。 
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一人ひとりの科学・技術リテラシー向上のために 
 

佐々 義子（ＮＰＯ法人くらしとバイオプラザ２１） 
 
はじめに 

「科学技術の智」プロジェクトに参加し、多くの先生方のお話をうかがうことができて

とても感謝しています。私は「くらしとバイオテクノロジー」を切り口にしたサイエンス

コミュニケーションを行っていますが、BSE、遺伝子組換え食品、生物多様性保全、食品

の表示などを考えるとき、「科学・技術リテラシー」を高めることがすべての根底にあると

気付くことができたからです。昨秋には、広島大学附属福山中・高等学校で行われた「ク

リティカルシンキング」という授業を参観し、リテラシー向上を具体的に進める方法が客

観的なものの見方にあることも学びました。本稿では、このプロジェクトで学んだことを、

私たちの活動の中で振り返り、ご報告したいと思います。 
 
バイオカフェにおける新しい試み 

バイオ版サイエンスカフェといえる「バイオカフェ」を 100 回以上開き、そのレポート

も 118 になりました（http://www.life-bio.or.jp/ にて公開）。茅場町（東京都中央区）の喫

茶店で行うバイオカフェの参加者の 3 分の１はいつも初参加という流れができ、マンネリ

化に注意しながら、スピーカーや参加者のネットワークも広がってきました。バイオカフ

ェのスピーカーがご自分の大学や学会でもサイエンスカフェを継続して開かれるようにな

った例が数か所あり、兄弟が増えたように嬉しく思っています。異なる場所において、異

なるメンバー、異なるテーマでサイエンスカフェが行われているわけですが、めざすとこ

ろにはリテラシー向上という共通点があると思います。  
昨年は、新しい試みとして、スピーカーと参加者にさらに新しい広がりができるように、

北原和夫先生と縣秀彦先生をお招きし、「ビッグバンから DNA まで」というバイオカフェ

を開きました。場所も、ホームグラウンドの茅場町を離れ、三鷹市を選んでシリーズで行

いました。その結果、スピーカーをはじめとする関係者の間で、また参加者の間で、天文、

物理、バイオが少し融合できたように感じました。 
 
関心のない人への働きかけ 

サイエンスコミュニケーションに係る方たちとよく話題にすることは、科学への関心の

低い人たちにいかに足を運んでもらうかの苦労と工夫です。  
これについても、ひとつの実験として、2008-2009 年度科学技術振興調整費「遺伝子組

換え作物・食品の国民理解」において、研究者と参加者が協働作業をしてから講義と質疑

応答を行う参加体験型イベント（午後）と講演のみ（午前）の２種類の行事を行い、同じ

内容を扱い、事前、事後および 2 か月後の参加者の意識調査を行いました。参加体験型イ

ベント参加者の満足度が高かったのは予想通りでしたが、調理実習を加えたイベント（午

後）に、科学にネガティブな人や女性、主婦、高齢者をより多く集めることができました。

テーマ、募集案内先は参加者の属性に影響を与えますが、最も影響が大きいのは、場所と

http://www.life-bio.or.jp/�
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時間帯です。都合が合わなければ、参加することはできません。  
そこに、科学への関心は低くても調理実習に興味のある人が参加し、ついでに科学の話

を聞いたり話し合ったりした結果となりました。美術館やお寺、文化施設でサイエンスア

ートの展覧会やサイエンスカフェをしたときに、たまたま美術鑑賞やお寺巡りで来た人が

科学を楽しんでいったという報告がありましたが、それと似ている現象であると思いまし

た。 
科学に対して敷居が高いと感じている人たちに振り向いてもらうには、もっともっと工

夫の余地があると考えています。 
 
技術を利用できない「MOTTAINASA」 

日本には技術を開発しそれを進める能力があっても、リスクや不確定性が声高に報道さ

れると、その技術の開発者も利用者も及び腰になってしまう。使える技術を封じてしまう

「MOTTAINAI」状態に、今の私たちはあると思います。これでは、スーパーサイエンス

ハイスクール（SSH）や科学オリンピックでのびやかに育った優秀な若者を、海外の人財

として流出してしまう状況も作り出してしまうかもしれません。  
市民はこれから、科学や技術とどのように付き合い、そのリスクをどう理解していくべ

きなのでしょうか。客観的に考える（クリティカルシンキング）ことに慣れ、市民個々の

科学・技術リテラシーが高まっていくような地道な活動と、社会全体を俯瞰する視点から

の戦略の具体化も合わせて実行していかなくてはならないと思います。  
 
科学と技術がもたらす恩恵 

研究者には、市民に語りかける活動は、学会などでの発表よりも手間と時間がかかると

だと敬遠される方が多いようです。そのような状況において、バイオカフェをはじめとす

るサイエンスコミュニケーションの実践を通じて得たノウハウで、先生方が活動しやすい

場所づくりを私は続けていきたいと考えています。 
 さらにもう一つ。研究者は「科学や技術が市民に理解され適切に利用され、人々が幸せ

になれるように願っている。研究成果が実用化されるとき、それは国を元気にする」こと

も、伝えられたらと思います。 
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「科学技術の智」プロジェクトその後 
 

中村 正和（㈱日鉄技術情報センター 客員研究員）  

 

プロジェクトが終わった頃からマスコミあたりで取り上げられ、流行語になった（或い

はなりかけた）言葉が二つあるように思う。一つは「裁判員制度」、もう一つが「日本神話

の崩壊」（または「ガラパゴス現象」）である。  

前者は司法の世界にも一般庶民の感覚を取り入れる試みが始まったということであり、

後者は「よいものを安く作れば必ず消費者に受け入れられる」としたものづくりの基本理

念が世界市場では通用しない事態が起こりつつあるということである。  

 

部会報告書では前書きにおいて「利用者がいる」ことが技術の特徴だとした上で、常

に利用者を中心において議論を進め、技術の本質や技術用語を説明する際には、何のため

に、誰のために使われているのか、という点から記述するアプローチをとったとした。（中

略）  

そして、だからこそ、どのような技術を創り出すのか、すでにある技術をどう発展さ

せていくか、あるいは制限するのか、といった意思決定に際し、利用者ができる限り関与

することが望ましい。技術リテラシーが求められる所以である」としてリテラシーの必要

性を述べている。  

 

上記二つのキーワードを意識して云いかえれば、モノ作りの世界でも技術屋の専門的知

識による思い込みで過剰な仕様製品を作るのではなく、（世界の）広く常識的な利用者のニ

ーズに基づいたものづくりが必要だと言うことになる。  

グローバルスタンダードに対し無頓着であったことが背景にあるが、わが国製品の特徴

だとしてきた肌理の細かい使い勝手のよさが先行し過ぎたということである。  

最近の社会の特徴に“誰でもよかった“に代表される直接の因果関係のない事件がある。

自己中心のものの考え方と、自分の行為が及ぼす結果についての想像力の欠如からくると

しか思えないが、世界標準への無関心とその結果に対する想像力の欠如は国民性かもしれ

ない。  

 

しかし出島を通して情報は入手していたとはいえ、江戸時代の鎖国はまさにガラパゴス

である。維新の開国に際しジャポニズムブームを引き起こす蓄積はここで生まれた。  

北原先生の現在の取組みに「協働する知性」の涵養という概念があり、「世界の認識の

仕方」と「世界への関与の仕方」を明示するとある。  

安易な引用で恐縮であるが、第二次大戦後、占領軍と共に流れ込んできたアメリカの文

化に対して日本人がどのような反応を示したか、そしてそれが所得倍増計画の中で爆発し

たことを思い起こせば、ガラパゴスなどといって萎縮することは全くなく、むしろ、その“過

剰な仕様”を世界の“豊かさへの憧れに”転換する形での「世界の認知とそれへの関与」の努

力が必要である。  
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子育ての経験から、想像力を育てるには、自然の中で育てる、なるべく人工物から離し

て育てることではなかろうかと思っている。目的を意識して製作された（因果関係が明確

な）人工物ではなく、問いかけても返事のない自然相手の“何故？”からスタートするのが

回り道のようで、しかし結果的に多様な才能の発見と育成につながるのではなかろうか。 

亡くなった母親の話では子供時代の私は今様に言えば引きこもりで、興味の対象は “は

と時計”であったという。組み立ててねじが一本余ったとき、（人工物である）ねじに対す

る思いやりが心を満たして家庭内暴力を起こすこともなく今に至ったのだと思っている。

しかし人工物を相手にしたため筋書き通り技術屋になり結構楽しかったが、平凡そのもの

であったと云わざるを得ない。  

 

iPad の発売で話題の Apple Computer 創業者スティーブ・ジョブズは数々の語録を残し

ているが、その一つに「人は物にして見せてもらうまで自分が何を欲しいか分からないも

のだ」（ビジネスウイーク誌 1995.5.25）がある。“日本神話”が間違いだと言うことは絶対

にない。ガラパゴスがジャポニズムの宝島になるためには、画一化された概念からではな

く地域の特性などに根ざした独特な技術で社会の琴線に触れる（広義の）製品を提示する

必要がある。科学リテラシーに求められるのは、“事象の背景にある因果関係に思いを致し、

その中から独特なものに気付く感性”であり、これを見分けるための物差しである。  
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日本人の科学技術の智 
 

永山 國昭（自然科学研究機構、  

岡崎統合バイオサイエンスセンター  

 兼 生理学研究所）  

 

JST は科学技術コミュニケーション事業の１つとして全国の小中高の先生向けに Science 

Window という雑誌を発行している（創刊 2007 年 4 月、URL http://sciencewindow.jp/ ）。特

に小学校の理科嫌いな 30 代女性の先生をターゲットとし、どうしたら理科好きになれるの

か、科学する心の窓を開けてもらうにはどうすれば良いのかの立場から紙面を組んでいる。

グラビア、イラストを多用し美しくあるとともに表面的でない科学の真髄を伝える努力を

している。外部編集委員長として 3 年半余り関わった経験から、さらに科学技術振興機構

（JST）の科学技術理解増進事業のプログラムオフィサーとしていくつかの個別事業に参

加し、小中高生にも数多く接した経験から、日本人の科学技術の智の有りようについてそ

れなりの考えを持つに至った。この機会にご披露しご批判を賜りたい。  

 

まず科学を日本人がどう捉えているかを私がどう捉えているかにつき記述したい。ここ

でいう科学はグローバル化された西洋科学を指す。そのことを踏まえ明治開国以来日本に

は３つのフェーズがあったように思われる。第 1 のフェーズは明治―大正―昭和 20 年まで。

第２のフェーズは昭和 20 年からバブル経済崩壊まで。そして第 3 のフェーズはバブル崩壊

以降である。第１フェーズの特徴を標語的に要約すれば「和魂洋才」である。科学技術の

うち技術を洋才と捉えて、背後の精神土壌は和魂で行くこと考えた。和魂が具体的何を意

味するのか。実は定説はないように思われるが、私の解釈では自然→科学ではなく自然→

花鳥風月としての日本的風物への共感及び儒教倫理のこと。この分離方式は云わば日本の

外国文明受容の伝統的形態でもあると多くの識者は指摘する。江戸時代は「和魂漢才」と

呼ばれていた。  
 

第 2 フェーズの標語はやはり「成長神話」であろう。古い衣を捨て科学技術を全面的に

受け入れ（多分和魂は背景に沈んだ）経済成長を成し遂げた。科学も技術もバラ色で金の

打出の小槌であった。私の幼少のころ、原子力の夢がいかに「鉄腕アトム」と共に心にし

み込んでいったかを思い出す。ほとんどすべての未来技術が日本人全体にプラスに映って

いたはずだ。公害問題ですら科学技術で乗り越えたのである。  
 

第 3 フェーズの標語は何だろうか。私は全ての分野に浸透しつつある「グローバリゼー

ション」であると思っている。そしてこの政治、文化、経済、宗教など地球上の人間圏そ

して生態圏全てにわたるグローバリゼーションである。プラス、マイナス両局面を含め、

これらを可能としたのはもちろん科学技術の進展である。従って言葉の意味からして“日本

人の”という枕言葉が意味を成さなくなっている。もちろん先進国、途上国、低開発国での

強弱の差はあるが、グローバリゼーションのグローバリゼーションたる理由は時間差はあ

http://sciencewindow.jp/�
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れ関わるもの全てが均質化されグローバル化されるところにある。この中で日本人の多く

がこのグローバリゼーションを後押しする科学技術に対し「否」と言っているように思わ

れるのだが。この否を言わしめているものが何か。これを考えるために第１と第２のフェ

ーズに言及したのである。  

 

過去 100 年の日本を振り返るとそれは「日本の成功神話」でもある。米国政治学者ハン

ティントンによれば日本は世界の 8 大文明の１つと色分けされるまでに文明的成功をおさ

めたというのだ。2） 梅棹忠夫も「文明の生態史観」3）の中でユーラシア大陸の東西にあ

る２つの近代文明として日本の独自性を主張している（もう一つはもちろん西洋文明）。し

かし現在世界第２位（今は第 3 位か）の経済大国であるという成功が過去の日本文化を実

体以上に大きく思わせている錯覚のようにも見える。私自身は日本が真に世界に影響与え

るほどの文明発祥の地だとは思ってはいない。確かにユーラシアの東端にあり、文明の終

着点として多くの文明を受容しそのキメラを作ってきた日本だが、日本から生まれた世界

宗教も、思想も、哲学もないと言うべきであろう。4）科学についてもほとんど西洋近代の

産物である。ただし技術については「モノ作り」として独自性があり、現在の経済的成功

と結びついた。  

 

しかし我々がグローバリゼーションで見たマイナス面は実に我々の得意なこの技術か

ら生じている（と多くの日本人は感じていると思う）。なぜなら「科学」自体は云わば文化

であり、地球生態系自体に直接影響を持つことはない。従って日本人はその成功の根源で

ある技術の際限なき発展を封じられたと何となく感じているのではないだろうか。そして

その隙間に和魂が顔を出し「否」を叫んでいるように思われるのである。5）ではどうすれ

ば良いのか。  

 

再び日本の伝統的文明受容の形に戻るのが良いように思われる。江戸時代の「和魂漢才」

の漢才は先に述べたように明治以降言わば和魂に組みいれられた。才を使い続けると魂の

部類に変容するメカニズムがあるのだろう。だから明治初めに受け入れた洋才を変容させ

ることで今の日本の閉塞状態を乗り越えられるのではないか。すなわち洋魂としてその科

学精神を受け入れることである。グローバリゼーション時代は地域格差、歴史格差等々が

解消する。そして時代精神のみが国々、民族、年齢を越えた単一精神となっていく。その

中で時代精神のよりどころは「科学精神」をおいてないと思われるのだが（「科学技術の智」

の重要性がここにある）。 
 

仏教学者の佐々木閑氏が最近の著作 6）でこんなことを述べており極めて示唆的であった。 

 

「サイエンスにおける日本人の優位性  

それではこれからどうしたらよいでしょう。  

一つは非常に教育的な話です。日本に生まれ、日本で育っている若者たちは、科学的に

は恵まれた状況にいるというのが私の主張です。（中略）  
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C･R･ドーキンスは『神は妄想である』を著していますが、私からすればそんなの当たり

前で、何でわざわざいうほどのことかという思いがあります。欧米社会にはそういわなけ

ればならないほど強い刷り込みがあるということでしょう。それをいったん打ち消さなけ

れば科学へ出発できないような状況が、彼らにはあるのです。  

それに対して、日本は無宗教・無信心などと言われてますが、よくいえば絶対者がいる

という変な刷り込みがなく、最初から非常にプレーンに子どもたちは育っています。その

子どもたちに科学の道を教えたら、おそらくイスラム教世界の子どもたちに比べればはる

かに素直に科学的な世界観を受け入れられるのではないかと思います。それは日本という

国の優れた特典です。しかも、西洋文明が積み上げてきたたくさんの科学の業績をすごい

勢いで受け入れるだけの素地もあります。豊富な科学的知識をもち、かつ合理的な精神を

もった子どもが育っている国は大変珍しいのです。」7）  

 

西洋科学の精神土壌がキリスト教であることを考えると 4）、佐々木氏の論は宗教対科学

の図式を一般化し過ぎているが、その主張は的を射ているかもしれない。ただ彼の主張は

むしろ今の中国の社会状況により良く当てはまる気もする（最近上海、北京を訪れ特にそ

の感が強い）。日本がどのような意味で無宗教かは私自身の長年の課題の１つである。3000

年前には既に国土の大半の森林を失った中国。一方未だに 70％近い森林率を誇る日本。日

本人の自然への信仰は根源的である。そして最初の述べた Science Window は日本の小中高

の先生に最良の科学精神を自然風物の美しいグラビアと共にお届けしている。  

 

文献  

1. 永山國昭・佐藤年緒、「理科の苦手な先生の心をどうつかむか」学術の動向、2009 年 4

月号  

2. サミュエル・ハンチントン（鈴木主税訳）、「文明の衝突」、集英社（1998）  

3. 梅棹忠夫、「文明の生態史観」、中公文庫（1974）  

4.  市川淳信「科学から観る日本社会」社会技術レポート No.3（RISTEX）の中で「『文明

を不特定多数を蔽う何かの普遍性を持つ文化』と定義すると普遍的行動規範を持たな

い日本社会は文明を持たない。日本文化は文明でない」と主張されている。  

5.  そうした言説の典型として藤原正彦、「日本国民に告ぐ」文芸春秋 2010 年 7 月号 94 頁

～119 頁。の論を受け止めている。  

6. 佐々木閑、“脳の科学と仏教的世界観”、「脳を知る・創る・守る・育む誌」（クバプロ

社）11,9-36(2009)  

7. 日本で何故欧米に比べ「科学リテラシー」が充分大人達に浸透しないのか謎だが、文

献４で紹介した市川論文にはその理由が「矛盾を許容する日本社会」という視点から

述べられている。興味ある方に一読を勧めたい。  
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教員養成における数学リテラシーとは？ 
 

浪川 幸彦（椙山女学園大学） 

 

 昨年３月，日本科学教育学会誌「科学教育研究」で「科学技術の智」数理科学部会報告

書について紹介させて頂いたが，その最後で「今後の課題」として次の三つを挙げた： 

A) 数学リテラシー像の改訂，英訳； 

B) 数学教育カリキュラムへの応用； 

C) 教員におけるリテラシー像の策定。 

最初の二つはある意味で当然のものであるが，筆者としては学校教育におけるリテラシ

ー教育の実現を保証するものとして，最後のテーマがきわめて重要と考えている。これに

ついて，筆者を研究代表者とする科研費プロジェクト（基盤研究（B））「数学リテラシーを

育成する数学教員養成カリキュラムの研究」が一昨年に採択された。今年度が最終年度で

あるが，その中間報告を兼ねて現在考えていることを報告したい。 

 「科学技術の智」プロジェクトでの「リテラシー」は「すべての人が持つべき」（For all）

それであった。これに対しより限定されてはいるが，ある一定の範囲の人々が持つべき「数

学リテラシー像」があるはずであり，一方でこれは現在問題となっている大学の質保証，

特に例えば大学教養教育，あるいは理系基礎教育を考えていくときの大切な指針になると

考える。筆者が現在初等中等教員の養成に携わっていることもあって，この問題を教員養

成，特に数学教員養成の場で考えてみたいというのが，「科学技術の智」プロジェクトの発

展としての科研費研究の目標である。 

 この場合，小学校教員と中学以降の中等学校教員とでは本質的な差がある。前者におい

ては，かなり「すべての人」向けと重なる部分が大きい。一方後者の場合は理系の学部学

生に対する数学リテラシーと重なる。そこでこうした関係を考慮に入れつつ，一応中等学

校数学教員を対象として考えることとした。 

 この場合「専門教育」とどう区別するのかが問題になるが，むしろ「数学」という立場

を中心に総合的に考えて，あまり峻別しないこととしたい。 

 これを考える上で指針となるのは Shulman による“pedagogical content knowledge”の考え

方で，“content knowledge”（今の場合数学の知識）との比較をしながら考えていくことに

なろう（Shulman の仕事は清水美憲氏に教えて頂いた）。  

 内容は未だ具体的に固まっていないのだが，方針として次のようなものを大学での講義

実践の中で実施しつつ，理論的にも考えている： 

・ 「数学指導法」の中での教材研究として「（すべての人の）数学リテラシー」の理解，

特に「言語としての数学」「問題解決の方法としての数学」の視点を強調する。これは従

来の「数学的な見方考え方」をリテラシー概念から新たに捉え直し，発展させるもので

ある； 

・ 「数学史」の中で，学校教育の中に現れる数学概念・技法の歴史的な理解； 

・ 「現代数学入門」の中で，中学高校カリキュラムにある数学理解が近現代数学の発展の

中でどのように得られ，現在の形を取っているか，またそれは発展しつつある現代科学
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とどのように関わっているかというダイナミックな理解。 

今年度まとめる最終報告書の中で，こうした実践を理論化したものを提示したい。 

 これと並んで，日本数学会教員養成系大学・学部数学教員懇談会を中心とする共同研究

「数学教師に必要な数学能力形成に関する研究」が京都大学数理解析研究所短期共同研究

として 2008 年度から今年度まで行われていることも紹介したい。これは上の Schulman の

考え方で言えば content knowledge に属するかもしれないが，最終的には同じ方向を目指し

ている。2008 年度の報告書は数理解析研究所講究録 1657 として公開されており，昨年度

の報告書も間もなく公刊の予定である。この中で蟹江幸博氏が「教育数学」を提唱されて

いるが，その目指すところは筆者のそれと本質的に重なると思っている。問題はその具体

化である。 

最後に一つ問題提起をしたい。すでに述べたがこのリテラシー像の探究は翻って理系学

生の持つべき数学リテラシーを考える上でもなにがしかの指針を与えるはずで，数学が自

然科学の基礎言語であることを考慮すると，これは「理系学生の持つべき科学リテラシー

像」の探究につながる。これについて実は 90 年代に筆者の大学基礎教育改善研究の中で北

原氏を含めた何人かの協力を得た先行的研究が「リテラシー」の用語こそ用いていないが

実質的に行われている。大学生の質保証を考える上で，本プロジェクトの発展としてこの

ような方向性をさらに推し進めることを考えるべき時ではないだろうか。  
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「科学文化概論」の授業で問いかけるもの 
 

馬場 錬成（東京理科大学知財専門職大学院 

（東京理科大学科学教育研究科兼任）） 

  

 今年度からリスタートした授業に 30 人が受講 

 東京理科大学・科学教育研究科では、今年度から「科学文化概論」というオムニバス形

式の科目を開講している。昨年度の後期授業でも開講したが、受講希望者が一人もいなか

ったという反省に立ち、授業時間を受講しやすい曜日と時間に再設定してリスタートした

ものだ。幸い今年度は、30 人ほどの院生が受講し、講義に対する反応も個別に感想を聞い

た限りでは大変良好であると認識している。 

 この研究科の目標は、科学技術を広く包括的に理解し、その成果を正しく教授し、中等

教育を通じて自然科学の発展に寄与しているとの自信を持つことのできる理数系教員の養

成及び再教育を行うことである。さらに教育現場だけでなく、社会の広い分野で科学的知

識・技能に関する教育や普及及び啓発を行い、倫理上の問題等に対しても正確かつ公正な

認識をもって対応できるサイエンスコミュニケータなど科学的に良識のある市民

(Educated Citizen)の育成に貢献する人材を育てることである。科学文化概論はこのような

目標を達成するための科目の１つである。 

私たちはいま、高度で専門性の深い科学技術の成果物に囲まれて社会活動をし、日常生

活をしている。象徴的な例は携帯電話である。特許、商標、意匠、著作権などの知的財産

権が 1 万件以上も詰め込まれた小さな機器を日常的に持ち歩き使いこなす。世界中と通信

が可能であり、インターネット機能によって画像やテキスト情報の双方向交換が瞬時に可

能であり、お財布機能によって多くの買い物も交通料金もワンタッチで支払えるようにな

った。位置情報によるお年寄りや若年者の安全対策や個人認証にも利用されている。 

2009 年度の「本屋大賞」を受賞した「告白」（湊かなえ著）は、中学 1 年のクラスを舞

台にしたミステリー小説だが、携帯電話なしにこの小説は成り立たない。つまり 10 年前に

はなかった社会現象を語っているものだが、たった 10 年の間に、社会の価値観も倫理問題

も通信手段も犯罪もすっかり変わってしまったことを実感させるものである。 

この「告白」で語られている世界は、いま育っている中・高校生、大学生たちは現実社

会として受け止められるだろうが、携帯電話などなかった時代に生まれ育ち社会活動をし

てきた人間にとっては現実離れした学園風景であり唖然とさせられるだろう。しかしこれ

が現実なのである。 

 

 科学文化学という学問の創造の試み 

科学は、自然・人間・社会、そして自分自身をも対象に観察・分析・分類し、「真理の

探究」をする学問として出発した。19 世紀には、熱力学や電磁気学のような数学的実験物

理学が誕生し、自然科学は客観性・論理性・普遍性・再現性を重視するようになった。 

やがて科学は徐々に、「人間による自然の支配」を肯定するテクノロジー科学へと移行

し、20 世紀に入ると科学の応用により産業上の大成功がもたらされた。現在、科学をマク
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ロにみれば、政治、経済、社会と密接に関わる「富や力としての知・製品・システム」で

あり、ミクロにみれば、個人と密接に関わる生活、健康、喜びのための知・製品・システ

ムである。 

携帯電話の進化に見られるように、現代の科学の成果は短期間のうちに爆発的に普及し、

複雑怪奇に変化しそれがまた加速している。人々と社会は、これらを適切に運営・理解す

ることが難しい場面に遭遇し、同時に適切に運営・理解する必要に迫られている。そのよ

うな現実社会に直面している私たちは、科学とどう向き合うべきなのか。過去の時代は、

科学と社会はどのように織り成し、どのように推移して社会が創られ文化が出来上がった

のか。科学文化概論とは、そのような歴史や社会や人物や人々を検証し、現実の科学と社

会、科学と文化を考えてみようとする学問である。 

「科学文化学」という学問は確立されていない。したがって科学文化概論は新しい学問

の創造に結びつくものである。受講する院生諸君にはそのように伝え、そしてまた受講す

る院生諸君もこの学問の創造に参画する意識を明確に持つように伝えた。共に過去を検証

し現実と未来を思索し、科学と社会のあり方を模索する授業にするのが狙いである。 

多面的、多様な科学と社会を手の中に引き寄せるため、多方面の専門家を講師に招き、

語ってもらう。そして授業の最後の 10 分間に、講師が提起する課題について小論文を書き

上げてもらい、思索した成果を示すことにした。 

一例として筆者が講義した内容の概略を書くと次のようになる。授業のテーマは「科学

の進歩によってもたらされた新たな問題」である。科学の進歩によってもたらされた成果

によっては、従来の政治、経済、社会、倫理、法律などの枠組みが根底から崩れることが

ある。題材として生命誕生の現場と死の臨床の現実を取り上げた。 

不妊治療の研究に端を発した生殖医療技術は、体外受精の技術確立によって、非配偶者

間の体外受精、借り卵、代理母、借り腹などへと広がった。日本産科婦人科学会の会告で

は禁止している医療行為であっても、法的な規制はなく、学会を脱退すれば自由にできる。

そうは言っても倫理、社会、法律、宗教などの観点による論議が深く行われたわけではな

く、次のような課題が置き去りにされている。 

・子の出自を知る権利にどう答えるか 

・遺産相続で、遺伝子の両親と育てた両親が違う場合はどうするか 

・代理母、借り腹の親権は誰になるのか 

・出産を嫌がる女性が、子をほしいだけの目的で借り腹をするなど安易な子の誕生につな

がらないか 

死の臨床の現場は、脳死が確立されて臓器移植という新しい医療が発展する中で日本だ

けが世界の中で特殊な国となって注目を集めた。従来の心臓死(三徴候死説＝呼吸停止・心

拍停止・瞳孔拡大)に替わる、新しい死の概念である脳死は、厳密な判定基準を科せられた

科学的な判定である。でなければ人の死という現実を認めることはできない。 

しかし日本では、長い間脳死を巡って非科学的な論議が続いた。日本人が脳死を「人の

死」として受け入れられないのは「日本人と死生観という文化の根幹に関わること」と言

うがこれは本当だろうか。脳死は臓器移植とセットにして論じられることが多いが、人の

死の決定とその遺体をどう扱うかは本質的に別個の問題ではないか。1997 年に脳死・臓器
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移植法が国会で論じられたとき、世界で脳死を認めない国は、日本、ルーマニア、パキス

タンとなった。脳死を認めず、外国に行って脳死移植を認めている日本人とはいったい何

者なのか。世界中が奇異な目で見始めたことで、脳死を認める臓器移植法が超党派による

議員立法で成立した。ただし、各党とも「党議拘束」をはずして、議員個人の判断にした。

科学的判断ではなく、個人の主義・信条にゆだねたのである。 

生命誕生と死の臨床の変革は、科学の進歩によって出てきた新たな問題であり、それは

法律、社会、宗教、倫理、教育学など多面的な対応が迫られたものだが、日本では学問的

な論議は沸騰しなかった。小論文の課題は「科学の進歩が人類を幸福にするためには、ど

のような学問領域を研究することが大事でしょうか。その研究領域を１つあげ、その理由

を書きなさい」としたが、多くの院生諸君が、倫理学、社会学、法律学などと科学の関わ

りの重要性を提起していた。 

オムニバス授業は、ときとして多様な講師によって授業内容の多様性が広がり、一貫性

を欠く欠点が指摘されているが、この科目を実際にやってみるとむしろその危惧がこの授

業の長所になり得る可能性があることに気がついた。つまり多様な専門家の話を受講する

ことによって多面的な視点を持つようになり、科学と文化を思索する際の思考作業には非

常に役立つことが分かってきた。10 分間小論文を媒介することによって、講師と受講生が

間接的につながり、講師は次のステップの研究のヒントを得ることもできる。 

この授業は、1 つの試みであり学問の創造の出発点である。科学文化とは何かとする方

向性はまだ定まっていないが、多様な考え方を整理する楽しみが出てきた。 
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自然への愛着を深めよう 
 

廣田 勇（京都大学名誉教授）  

 

 研究の現場を離れてから 10 年近く、もっぱら自然科学の啓蒙活動に関与してきた。関連

する NPO 活動を手伝うことや、あちこちで一般向けの講演を行なったり自分の研究体験に

基づくエッセイを書いたりする機会が多々あった。このプロジェクトでも、専門的知識の

切売りではない「科学のこころ」を若い世代の人々にどう伝えるかに意を配ってきたつも

りである。その主旨を要約するなら、誰しもが中学や高校の理科の教科書で学んだ基本的

な原理や法則などを、日常の身の回りで見聞する様々な自然現象に引き寄せて考え直し納

得し感銘することにこそ人類文化としての科学の素晴しさがある。  

その意味で自分の体験に基づくひとつのエピソードを語ってみよう。 

 今年(2010 年)の 2 月 27 日に南米チリ沖でマグニチュード 8.8 の大地震が発生し、津波が

太平洋を縦断して日本にも到達したニュースは記憶に新しい。幸い日本での被害は少なか

ったが、この出来事を自然災害という視点だけで済ませてしまってよいものだろうか。  

実はちょうど 50 年前の 1960 年 5 月 23 日にも今回と殆ど同じ場所で大地震があり、そ

れに伴う津波が日本に到達した出来事があった。地震発生の詳細なメカニズムは別として、

海底の急激な隆起陥没によって引き起こされた津波は、中学で教わる「波動としての光の

伝播」つまり「ホイヘンスの原理」と同じく、場所々々によって異なる伝播速度の波面を

つないだ形で広がってゆく。津波のような大規模波動の速度は海の深さと重力加速度の積

の平方根で決まるから、深さの一様でない太平洋では海底地形に応じた特定の伝わり方を

する。大まかに言えば、太平洋の平均深度は 4km 余りだから津波の速さは毎秒 200m 強、

時速にして約 750km。これが日本から見てちょうど地球の裏側にあたるチリ沖から地球半

周の距離を伝わるのにほぼ丸一日かかる（これは中学生でも暗算で計算できよう）。  

 当時、東大理学部物理学科の学生だった私は、学部４年生の海洋学演習でこの津波伝播

の計算をしてチリから日本までの津波回折図を作ったことがあった。コンピュータはおろ

か電卓すらなかった時代のこと、中学校の社会科地図にもあるような太平洋海底地形図の

みを頼りに、「計算尺」を使って一晩の徹夜作業の結果、実に見事に津波が 24 時間ほどか

かって太平洋を縦断した波面図を作ることができた。その手作りの図は、同じ現象だから

当然だとは言え、今回の津波について気象庁が発表したものに比べても全く遜色がない。 

そのときの感動は、自然現象への愛着を一層深めてくれたとともに、その後地球規模大

気波動の研究が自分のライフワークとなった原点であると思っている。  

 パソコン・インターネット全盛の現代、なんでもボタンひとつ押せば答えがすぐ得られ

ると思いこんでいる若い世代に、自然現象の奥深さを自分の肌で感じることの楽しさを、

このささやかな体験を通して語り伝えたいと思う。  



26 
 

私の「科学技術の智プロジェクト」のその後 
 

藤原 毅夫（東京大学 大学総合教育研究センター） 
 
「科学技術の智」プロジェクトでは、物質の科学専門部会報告書および総合報告書に関

わりました。３５年以上の間、物性物理学の研究・教育に携わりながら、おはずかしいこ

とですが、大学を中心とした考え方から初めて大きく思考の形を変えることが求められた

経験でした。 
ちょうど同時並行的に、私自身が学部生向けの物性物理学の教科書（数理工学社２００

９年、「工学基礎 物性物理学」）を執筆中でしたので、宇宙創成の一節を加えたり、ある

いは工学的利用に関するコラムを加えたりしました。  
私自身は２００７年３月に東京大学工学系研究科（物理工学専攻）を定年退職していま

すが、その後、教養教育と専門教育の接続に対する新しい試みをミッションとして、特任

教授として上記の部局に所属しています。その一つとして具体的には、駒場の教養学部で

１，２年生向けに開講している学術俯瞰講義（http://www.gfk.c.u-tokyo.ac.jp/）のコーデ

ィネートに関わっています。これは、学術の全体像、相互関係の姿を把握することを目的

として、入学したばかりの学生に、知の体系をより広い視野で眺める機会を提供するもの

です。ちょうど「科学技術の智」の大学生版と理解していただければと思います。現在で

は１年間で開講している４講義に対して、履修学生は延べ年間１２００~１５００名です

から、単純に東大生の半分近くはこの講義のどれかを履修している計算になります。東京

大学の OpenCourseWare（UT-OCW）のページ（http://ocw.u-tokyo.ac.jp/）から、学術俯

瞰講義のビデオおよび講義資料を広く公開しています。プロジェクト内での議論は、この

講義を編成する上で色々と参考になったと感じています。 
学術俯瞰講義では、講師の先生方に通常の講義の数倍の負担をお願いしています。１コ

ース１３回の講義を４名程度の先生方に分担していただきます。講義のテーマを決めてか

ら先生方にお願いをするのですが、講義の前に何度か全員で集まり、講義のテーマの再検

討をする他、何を話すかという其々の案を相互に議論していただき、仕上げていきます。

そのような手間をかけていますから、沢山の学生が出席し、活発な質問が出てくると、私

たちコーディネートする側もホッとします。一方で、この講義はもっと広く社会に利用し

ていただいていいのではないか、ということも強く感じます。  
しかし学術俯瞰講義のコンテンツを外に提供する時には、新たに幾つかの問題がありま

す。特に、受け手がどのくらい予備知識を持っているか、は重要なポイントです。また外

に出すために、講師の先生方の新たな負担を増やすことがないようにするにはどうすれば

よいか。教材を、講義時間以外にオンデマンドの形でネットワークに載せる際、資料を他

から採ってくる場合に著作権に関わる使用許諾を得なくてはなりませんが、そのために多

くの手間と時間を要します。さらに、このような仕事は、大学の社会貢献の一環として、

すべて大学の経済的な負担の上に進めていくのが正しいやり方なのか（ビジネスモデルの

問題）ということも、この事業の持続性という点では大変重要です。「科学技術の智」プロ

ジェクトに関しても、後継プロジェクトはまた公的資金を申請して行わなくてはいけない

http://www.gfk.c.u-tokyo.ac.jp/�
http://ocw.u-tokyo.ac.jp/�
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のか、もっと別の方法で経費を集めるという形を導入できないか、などを考えざるを得な

いのではないかと感じています。 
もう一つ、「科学技術の智」プロジェクトに関連して新しく行っているのは、「理想の教

科書 UT-eTEXT」です。学術俯瞰講義の中でも、特に一般の関心が高いと考えられる講

義を、「理想の教科書 UT-eTEXT」のコンテンツとして、ビデオ、講義資料（ｐｐｔファイ

ル）のほか、講義を文章化して読みやすく編集しなおし、さらに参考のためにところどこ

ろに解説を加え、図、外部リンクなどを付加して、電子教材とします。１３回の講義に対

して作業が終了し一部（全部?）公開しているのは、２００５年に行った「物質の科学 −

その起源から応用まで−」（講師は小柴昌俊、佐藤勝彦、家泰弘、小宮山宏の各先生）です。

UT-eTEXT は、WEB（http://ut-etext.ocw.u-tokyo.ac.jp/page.top/ 東京大学内からはつ

なぐことができます。また皆さんがこの拙文を読んで下さる頃には、一部を大学外から接

続できるようにします。）をとおしてアクセスできるように、準備を進めています。 

UT-eTEXT 全体のシステムは、コンテンツと、編集システム、著作権管理システム、公

開系システムから成り立っています。特に、将来、システムが替ってもコンテンツを作り

なおさないで済むこと、このような講義に限らず、さまざまなコンテンツ（例えば実験の

ガイダンス、案内掲示板など）についても使用できるように、システムと、コンテンツは

完全に切り離し、また先端的な技術上の試みはしないで既存の技術の組み合わせとするな

どなるべく長持ちするように配慮しているつもりです。 

この数年、Kindle、i-Pad などの日本上陸とともに、電子書籍、電子教科書の議論が活

発になっています。しかし、私には、なぜ黒船の来襲をまたないと、私たちの国も企業も

動かないのだろうか、という思いが日々強くなってきています。我国発の基礎科学技術や

企業化の種を国内で育てることができなかった多くの最近の失敗を考えると、広く科学分

野に携わる人々の協力が大変重要だということとともに、社会の実務を担っている人たち

の力も同じように重要だということを思い知らされています。基礎研究の成果を企業の製

品開発部隊に直接移転することが困難であり、また企業に上流側の人材を持つことも難し

いといわれます。同様に、企業経営者、政治家、官僚に、「知的好奇心の価値」への理解を

求めるのではなく、其々の目的にあった説明をするということが重要なのだということを、

強く感じています。 

このような多くの未解決な課題を抱えつつ、私自身の「科学技術の智」プロジェクトを

継続させています。 

http://ut-etext.ocw.u-tokyo.ac.jp/page.top/�
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偶 感 
 

星 元紀（放送大学） 
 
 科学技術リテラシーという語もすっかり定着し、サイエンスカフェーを始めとする活動

も広く見られるようになった。まさに、ご同慶の至りである。だが、心の片隅に何か引っ

かかるもの、なんとなく腑に落ちないものがあり、ちょっと違うのではないかという思い

を拭い去れない。 
 大学教員にとっては、教育･研究に加えて、今やアウトリーチと自他の評価は必須となっ

た。アウトリーチも評価も大事なことは言うまでもないが、初等中等教育とは異なり、大

学では教員一人が担当する学生･院生の平均数は一向に減らないどころかむしろ増えてい

るという状況を思うと、良い教育、独創的な研究の遂行すら難しくなっているのではない

か。さらにアウトリーチや評価などに割ける時間とエネルギーはどれだけあるのだろうか。

国立大学法人では、法人化後、会議が増え、何であれ手続きが煩雑になったという話をよ

く耳にする。若手教員ですら、教育･研究に割ける時間がどんどん減っているというではな

いか。 
 OECD 加盟国の中で、日本は GDP 当たりの高等教育予算が極めて低い国であるという

事実が、日本のジャーナリズムでもようやく取り上げられるようになったが、依然として

多くの市民はご存じない。この値が、せめて OECD 加盟国の平均値辺りにいる USA 並み

になれば、日本の高等教育予算は倍増となることを意味し、ポスドクを繰り返すしかない

多くの若い研究者も落ち着いて研究に邁進できるようになるのではないか。科学を担おう

とする若者も増えるのではないか。厳しい「仕分け」の時代であればこそ、この単純な事

実を見つめるべきではないのか。 
 科学技術リテラシーの国民的な向上は、教育機関（特に大学）の健全な姿なしには達成

できないのではないだろうか? 国民の科学技術リテラシー、さらには智的レベルの向上に

むけて、黙々と献身的に努力しておられる諸氏のご努力に、心底敬意を表する者であるが、

日本の教育体制の充実という視点もまた忘れてはならないのではないかという思いを捨て

られずにいる。 
この小冊子に相応しいとは思えない本稿は、やはり耄老の妄言と言うべきか。  
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科学をまちに出そう。話をしよう。それが未来になる。 
－科学祭開催による科学リテラシーの普及と向上－ 

 

美馬 のゆり（公立はこだて未来大学・サイエンス・サポート函館） 

 

 「祭」といえばこれまで、五穀豊穣や豊漁を祈願するもの、宗教的なもの、歴史的な人

物や出来事に関するもの、映画や音楽に関するものなどであった。ここに 2009 年 8 月、「科

学を文化に」を合言葉に、科学技術を題材とした新しい祭「はこだて国際科学祭」が加わ

った。科学リテラシーの普及と向上を目指している。 

 科学祭は、公立はこだて未来大学や北海道大学、函館高専をはじめとする大学・研究機

関、函館市などの行政・公的機関からなるサイエンス・サポート函館が運営にあたった。

各大学や行政機関のほか NPO、ボランティアなどの団体や個人が参加・出展し、子どもか

ら高齢者まで、素人から専門家までが集う場となった。 

 8 月 22 日から 30 日まで 9 日間にわたるプログラムは、実に多彩なものとなった。環境

問題などを取り上げたモダンアート展、音楽と先端宇宙科学を競演させたライブショー、

先端技術で生まれた材料を使う実験、高校生による現代科学の問題についての討論会、身

近な問題やロマンあふれるテーマのサイエンスカフェなどが挙げられる。 

 祭という方法で時間と場所を集中し、科学と縁遠い人たちに接近するには、開催場所は

科学にとって普通ではない場所、駅やショッピングセンター、美術館や公園などの公共空

間が好ましい。今回は、多くの市民が集う地域交流まちづくりセンター、市民会館、観光

名所である五稜郭タワーが会場となった。 

 大人の参加にも重点が置かれた。文部科学省の調査によれば、小学校高学年までは、み

んな科学（理科）が好きである。しかし、その興味・関心は中学、高校と年齢を重ねるご

とに低下し、さらにそれが「苦手」「嫌い」となってしまう。その要因には、科学が試験や

成績につながるかることがあるだろう。しかし、学校を離れた大人は、科学への好奇心を

取り戻せるのではないか。プログラムには、子どもだけでなく、大人の知的好奇心を刺激

するものも数多く盛り込まれた。 

 結局、会期中の 71 イベントに合計 8500 人が参加した。人口 28 万人の都市における科学

を題材にしたイベントで、これだけの動員ができることが示された。報道でも数多く取り

上げられ、記事は地方・全国紙を含めて計 50 回掲載された。地元ケーブルテレビでは 2

カ月にわたり、イベントを紹介する番組が毎日放映された。結果として「科学」が多くの

人々の目に触れることとなった。 

 実施にあたっては、科学に関するイベント情報を共有・発信するウェブサイト「はこだ

て科学網」と、科学と社会をつなげる人材育成活動「はこだて科学寺子屋」も支えとなっ

た。開催準備の中で、科学教育活動を行う人々のつながりができた。つながりとは、個人

的なものもあれば、学校や行政、企業、研究所などの組織的なものもある。さらに、「科学

館」など特別な施設のない地域で、これまで個別に行われていた活動や人々が祭の実施を

目標に知恵が出し合われたことも意義深い。 

 このような活動が地域に根付き、さらに発展していくことを目指していきたい。 
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2009 年度１年間の科学リテラシーに関わる活動報告 

 

                                         吉野 輝雄（国際基督教大学名誉教授）  

 

 2009 年 4 月から 2010 年 3 月までの期間、科学リテラシーに関わる活動を列挙して報告

とさせて頂きます。  

 

 1.  2010 年 4 月に本学(ICU)に新設された「環境研究メジャー」の準備委員会のコーデ  

  イネーターとして 2008 年半ばより理念構築、カリキュラムなどの決定に関わった。  

  また、2009.4 - 6（春学期）に新たに開講された一般教育科目「環境研究」を他の２人 

  の教員と共同担当し、５カ所の野外実習、公開ポスター発表などを通して環境リテラ 

  シー教育を行った。 

2． 2009.5.23:「やんもりの会」(ICU の第３期同窓生による自然環境保全を考える会)が

毎年行っている公開講演会で、「水を巡る旅」という題で科学リテラシー講演を行っ

た。参加者数は約 50 名で、ICU 卒業生、ICU 教員、在学生、一般市民などであった。 

3.  2009.9.13-17: 「第 13 回アジア化学会議」の化学教育セッションとマイクロスケール

化学ワークショップで、 ”Effective Chemical Education by Microscale Chemistry 

Experiments for High Schools and Universities”という題で口頭発表を行った。なお、マ

イクロスケール化学研究グループのウエブサイトの管理者として、これまで約４年間

マイクロスケール化学の普及活動に関わっている（http://science.icu.ac.jp/MCE/）。  

4．2009.9:  三鷹市で開催された「第１回東京国際科学フェスティバル」（主催責任：北

原和夫教授）の特別講師として来日されたイラン・チャバイ教授 (スエーデン・イエ

テボリ大学)のデモ実験のお手伝いと講演会の写真アルバム制作に協力した。  

5． 2009.9-11:  ICU の一般教育科目の一つである「総合演習  (SIS)」を他の２人の教員

と共同担当し、「科学と宗教」という主題で、理学科４年生 65 人と調査・討論型の

共同学習クラスを実施した。主題に関する私見をウエブサイトに公開した。  

6．2009.12 - 2010.2:  ICU の一般教育科目としてこれまで 25 年余続けて来た「自然の化

学的基礎：水を通して自然環境と人間について考える」を単独担当し、総決算を念頭

に置きながらクラスを行った。受講生は理系・非理系を含む 149 人。仮説実験授業、

野川の水質検査および自然観察、近くの川と人々の生活との関係を調べるレポート課

題、メデイア報道・記事を批判的に読み取りレポートする課題などを課した。また、

公開の了解をとったレポートおよびクラスで使用した講義資料（パワーポイントファ

イル）等をウエブサイトに公開した。  

http://subsite.icu.ac.jp/people/yoshino/waterstage.html 

7. 2010.3:  JST 発行の“Science Window” (2010 春)増刊号「水を知る旅に出よう」の制作に

協力した。ここでは、「科学・技術の智」プロジェクトの総合報告書の記事が基本資

料として用いられた。その後、WEB 版制作にも協力した。http://sciencewindow.jp/  

 
以上ですが、2010 年 3 月をもって ICU を定年退職しましたので、今後は、一般市民あ
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るいは、中学、高等学校などで「水」を通してサイエンスの楽しさ、人間との関わりなど

を語る機会があれば出かけて行きたいと考えております。また、引き続き ICU のウエブサ

イト（http://subsite.icu.ac.jp/people/yoshino/）を使用することが許されましたので、ウ

エブを利用して科学リテラシー活動を続けていきたいと考えております。 
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情報処理のための科学技術，なぜ？何を？いかに？ 
 

渡辺 治（東京工業大学） 

 

 新参者の「情報」という分野は，高校の教科の一つとなった今でも，その教科に対して

さえ，「なぜ教える？」，「何を伝える？」という疑問が絶えない．そもそも「情報」という

分野とは何か？ということさえ，専門家の間でも意見が分かれるところである．その意味

で，情報学として「科学技術の智」のプロジェクトに参加させて頂き，情報学の科学技術

の側面について，何が基本であるのかを議論させて頂いたのは大きかった．  

 限られた数の有志ではあったが，「情報」を研究している専門家が，情報科学技術として

何が本質で，何を人々に伝えるべきか，について議論し，それを報告書として形にしたの

は，分野として初めてのこと，と言ってもよいだろう．その議論のため，ミニシンポジウ

ムを開き，産業界，マスコミ，高校の先生方などから，異なる観点での意見を聞けたのも

大きかった．さらに，個人的には，専門部会報告書の草稿に対するレビューも重要だった．

我々が書いたものを，他分野の専門家の方々に精読してもらい，様々な観点からの建設的

な批判を頂いたのは大変よい勉強になった．  

 そうした経験を通し，情報科学技術に対して，「なぜ教える？」そして「何を伝える？」

といった疑問を教育を専門するしないにかかわらず，機会あるごとに考えること（できれ

ばそれを実践すること）の重要性を強く感じた．それは人々のため，というだけでなく，

この分野で働く自分達のためでもある，という認識である．実際，ほぼ時を同じくして始

めた我々の情報系グローバルＣＯＥでは，その提案，そして実際に事業を進める上で，情

報科学技術とは何？という問いかけが非常に重要であった．そこで，情報処理学会という

専門家集団でも，その点を真剣に考えるべきだと思い，学会 50 周年を記念した学会誌特集

号にも，情報科学技術をどう捉えるか？という論説を書かせてもらった．また，2011 年 3

月 2 日～4 日に，東京工業大学で行われる情報処理学会全国大会では，「情報」教育に関し，

小中学校から社会人まで様々な段階での教育の考え方や手法を議論する連合シンポジウム

の企画を提案した．（参加無料ですので，是非，ご参加の上，議論にも加わってください： 

http://www.ipsj.or.jp/10jigyo/taikai/73kai/index.html ）  

 以上のように，情報科学技術の教育について，プロジェクト後も，いろいろな方々と，

なぜ，何を，いかに，を議論している．その中で，これまでとは少し違った観点で説明で

きることに気づいたので，ご報告したい．情報科学技術は，人類に「言葉」を提供する科

学技術である，という見方である．様々な情報機器やソフトの使い方を学ぶのは，その「言

葉」を学ぶことに他ならない．それに対し，情報科学技術を学ぶことは，「言葉」を作る，

もしくは「言葉」を進化させる仕組みを知ることである．通常の語学でも，言語の仕組み

に当たる文法を勉強する．その動機は言語を効率よく学ぶためである．語学の世界では文

法を教えることに是非論があるようだが，情報の場合には事情がかなり違う．「言葉」自身

が日々，大きく変化しているからである．その変化の源を知ることは，変化に効率良く対

応し，変化を進化として享受するために重要なことなのである．  

 「情報科学技術は言葉」という考え方は，「いかに伝えるか？」でも重要である．要する

http://www.ipsj.or.jp/10jigyo/taikai/73kai/index.html�
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に情報科学技術は様々な表現手段を人類に与えてくれている．それを教育の現場でも使わ

ない手はない．このプロジェクトで伺った現場の先生の話しで，「そうなのかぁ」と認識を

新たにしたことがある．どの科目でも，学校で習ったことは，頭の別の引き出しにしまい

こんでしまう，というお話しである．つまり，授業で習ったことは現実生活とは無縁の知

識，として（たとえ覚えていたとしても）テスト専用の頭の別の引き出しにしまわれてい

る，ということである．その要因の一つは，実感が伴わないからだろう．したがって，実

感を伴った教材を用意することが有効な対策となる．ただ，たとえば物理法則に対し，た

とえば数学の公式に対し，実感を与えるような教材を用意するのは難しい．しかし，コン

ピュータの上の仮想世界ならば，それも可能である．その際，表現された現象を実感とし

て学ぶと同時に，それをどうやって表現したのか？も学ぶことができれば，現象と情報科

学技術の二つで実感を与える教育が可能なのでは，と思うのである．すでに教科ごとに仮

想世界の利用を実践されておられる先生もいらっしゃると思う．できれば先生が教材を全

部作るのではなく，生徒も教材作成に加われるような授業をすれば，二重の効果を導きだ

せるだろう．今後はそういった教材開発も考えていきたい．   
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目指すべきは科学の大衆化？ 
 

渡辺 政隆（独立行政法人科学技術振興機構） 

 

 昨年末だったか、ある新聞社科学部の記者から質問があった。テレビ番組に科学ものが

増えたような気がするが、それについてどう思うかというものだ。それに関してはぼくも

以前からいくつかの仮説を持っていたのだが、一言で言えば、それほど増えてはいない、

というものだ。ただし、扱い方が変わってきたという気はしている。 

 かつてテレビの科学番組といえば、特番もののドキュメンタリーや教養番組が主流だっ

た。ところが最近は、特に民放ではスポンサーとなる企業の広告料削減のあおりを受け、

大型企画番組がすっかり減ってしまった。それに替わって増えたのが、科学ネタのバラエ

ティ番組やクイズ番組である。最初は深夜枠でゲリラ的に始まり、ゴールデンタイムの枠

に抜擢されたものも少なくない（たとえばＴＢＳの「飛び出せ科学君」）。あるいは、主に

お笑い系のタレントをスタジオに配し、おもしろ講座形式やクイズ形式の番組に仕立てた

ものも増えている。  

 たしかに、「おもしろ科学」は科学に関心を持つ層を広げる上では貢献するだろう。また、

クイズ系の番組は、科学の「知識」を楽しんで身につけることに貢献しそうだ。だがその

ような番組で、われわれが目指す科学リテラシーの共有が進むとは思えない。なぜなら、

科学リテラシーとは単なる「知識」ではなく、使える「知恵」であり使える「道具」であ

るというのが、科学技術の智プロジェクトの共通認識だったはずだからである。  

 テレビ番組のそんな状況とは別に、活字メディアでは「科学もの」の台頭が目立つ。す

でに旧聞に属するが、小川洋子の小説『博士の愛した数式』はミリオンセラーとなり、映

画化もされた。理工系出身の作家である東野圭吾原作で、主人公が物理学者である『探偵

ガリレオ』シリーズも大好評で、テレビドラマ化、映画化されている。  

 しかし、ここでも気になることがある。『博士の愛した数式』は、記憶障害を負った数学

者が主人公であり、これは天才数学者イコール純粋無垢な変人という、ある意味ステレオ

タイプなイメージに依拠した小説である。あるいは、『ガリレオ』の方も、一見超常現象的

な難事件を科学的、論理的に解決する主人公（「ガリレオというあだ名の天才物理学者」と

いう設定）も、変人というか偏屈を売りにしている。つまりいずれの作品も、科学者は変

人だがどこか憎めないというステレオタイプの図式に則っているのだ。  

それともう１つ、アメリカの人気ドラマで科学者や数学者が活躍するシリーズがめだつ

が、いずれもみな犯罪ドラマであるという点が気になる（例外的なアメリカＣＢＳテレビ

のコメディ『ビッグバン★セオリー～ギークなボクらの恋愛法則』は、科学者はイカレテ

ルという偏見を逆手に取ったはちゃめちゃコメディ）  

 こうしたステレオタイプ化の根っこは、科学や数学は特別な才能を持つ専門家の専売特

許だという偏見にありそうだ。これはまた、科学技術、数学に対する苦手意識と表裏一体

のものとも考えられる。科学は特別なものではなく、日常生活の中に偏在しているという

認識が広まらない限り、このような偏見は一掃できないのかもしれない。そういう意味で

の科学の大衆化をめざすことこそ、科学の智プロジェクトの目標でもある。  
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