はじめに
研究代表者・北原和夫（国際基督教大学）
本調査研究は，もとを辿ると，平成 15 年に日本学術会議（第 19 期）に設置された
「若者の理科離れ問題特別委員会」（後に，「若者の科学力増進特別委員会」と改称）
の活動に始まったものである。その特別委員会での議論の中で，日本の理科教育の中
に，日本の理科教育の目指すゴールが欠けているのではないか，という疑問が感じら
れたことがその発端である。そのようなものの指針があれば，初等教育から大学の教
養教育までを見通した教育のデザインが可能ではないか，また，学校教育と博物館・
科学館における教育活動とがもっとよく連携できるのではないか，さらに，個々の教
育の現場で活動が大きなゴールに向かう方向性の中で位置づけられるのではないか，
と考えたのである。その頃，米国の科学技術リテラシー構築のプロジェクト「プロジ
ェクト 2061」の存在を知り，その成果である報告書「Science for All Americans」につい
て研究を進めていた教育学研究グループと早速連絡をとり，日本においても科学者と
教育学者が協同して，科学技術リテラシー構築の可能性について調査研究することが
重要であるとの認識に到り，本研究が発足したのである。
本調査研究の成果を踏まえて，我々は今後「科学技術リテラシー像」の策定に向け
て具体的な行動を開始したいと考えている。調査研究における検討の結果，人間とい
う存在自身を理解する一つの方法としての科学と技術の意義が重要であるとの認識に
到った。すなわち，人類は，人間は宇宙の広大な時間と空間の中にどのように位置づ
けられるのか，その理解のもとに我々は自然と調和して生きていく知を創出していか
なければならない。近代になって，自然に関する我々の知識は急速に拡大し，それを
応用する技術も急速に進歩した結果，我々の存在のあり方が大きく変化してきた。環
境に人工の手が大きく加わった結果，人類だけでなく，我々とともに生きている他の
生物種にも大きな影響を与えてきている。また，技術の進歩によって技術の中身がブ
ラックボックス化してしまい，我々日本人は科学と技術の影響を大きく受けながら，
その理解と関心が薄れ，日常の視野から遠く離れてきている。
このような現代の状況の中で，全ての人々が，科学と技術の理解を共有することに
よって，科学と技術の成果を享受するとともに，そのあり方にともに責任をもつよう
な社会，そして，科学，技術，芸術の融合を通して，生きることの質を高める感性が
重要とされる社会を創成していくことが重要である。
そのためには，どのような知識，技量，考え方を，全ての成人が共有していること
が望ましいかを，
「科学技術リテラシー像」として，我が国の英知を結集して策定しな
ければならない。我が国の自然環境，科学と技術の現状，そして歴史的に培われてき
た感性と文化などについての分析を踏まえて，21 世紀の科学技術に基礎をおく安全安
心な社会，若者が夢を持ち生命感の漲る平和な社会を作るための基盤を策定すること
が求められている。
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１．研究の概要
１．研究の概要
日本学術会議（第 19 期）に，平成 15 年に「若者の理科離れ問題特別委員会」
（後に
「若者の科学力増進特別委員会」と改称）が設置され，そこでの検討において，我が
国において科学技術教育のゴールが明示されていないこと，あるいは，ゴールについ
ての国民的議論がなされていないことが指摘された。そこで，先行している米国にお
ける科学技術リテラシー構築のための「プロジェクト 2061」を参考にして，我が国に
おいても科学技術リテラシー像策定の可能性と意義を検討することが必要とされた。
平成 17 年度に，我が国の科学技術リテラシー像を策定するための課題整理と基盤整
備を行うことを目的として本調査研究を発足させた。研究機関は，国際基督教大学（中
核機関），国立教育政策研究所，お茶の水女子大学，日本学術会議の４機関とし，研究
を実施するために以下の３つのサブテーマを設定した。
サブテーマ１：科学技術リテラシーに関する先行研究・基礎文献に関する調査
サブテーマ２：科学者コミュニティや産業界等の国民の科学技術リテラシーに関す
る意見集約・類型化調査
サブテーマ３：科学技術リテラシー像の策定に関する検討課題に関する分析
サブテーマ３は，サブテーマ１と２の調査結果を総合するとともに，具体的に科学
技術リテラシー像策定のための戦略を検討し，具体的な例示を行うものである。した
がって，日本学術会議の若者の科学力増進特別委員会のメンバーは，基本的にサブテ
ーマ３を担当することになった。
２．研究成果の概要
２．研究成果の概要
（１）科学技術リテラシーの概念やその使われ方について明らかにした
サブテーマ１では，科学技術リテラシーに関する我が国と諸外国の文献調査を行い，
「科学技術リテラシー」という概念がどのようにして形成されてきたか，また，どの
ような文脈で使用されているについて明らかにした。
（２）我が国の国民の科学技術リテラシーに関する要望について明らかにした
サブテーマ２では，産業界と科学技術や科学教育に関わる層を主の対象として，科
学技術リテラシーに関する要望を，ウェブを用いて広く調査するとともに，個別にイ
ンタービュー調査を行って，人々の意識を明らかにした。
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（３）科学技術リテラシー像策定のための基本的な考え方，戦略を明らかにした
サブテーマ３では，科学技術リテラシー像策定のための基本的な考え方，戦略を検
討してきた。各サブテーマの検討状況は，参画者全体会議において報告され全体で共
有された。また，参画者以外の人々との対話を行うために，シンポジウムを二回開催
した。シンポジウムにおいては，先行する米国の「プロジェクト 2061」の現状を知る
ために，その推進者であるラザフォード博士，ネルソン教授を招聘した。また，各シ
ンポジウムの翌日に開催された参画者全体会議においては，米国の推進者との討論の
機会をもって，プロジェクト運営の実情を聴取した。このようにして，米国における
科学技術リテラシー像策定のプロジェクトの現状を分析し，日本の現状の分析を行っ
た結果，日本における科学技術リテラシー像策定のための基本的な考え方，戦略が次
第に明らかとなった。その要点を以下に列挙する。
①我が国の実情に即した科学技術リテラシー像を策定する
科学技術リテラシーとは，
「成人段階を念頭において，すべての人々に身につけて欲
しい科学・数学・技術に関係した知識・技能・物の見方」であり，
「科学技術リテラシ
ー像」とは，その科学技術リテラシーをわかりやすく具体化して，文章化したもので
ある。その策定の意義は次の 4 点にまとめられる。
１）科学技術についての判断をするための基礎として
２）科学技術について次世代に継承する内容を明示するものとして
３）学校教育における理科，算数・数学，技術の学習の長期的展望として
４）生涯にわたる科学技術教育の目標を明示するものとして
さらに，米国における科学技術リテラシーと我が国で策定する「科学技術リテラシー
像」の違いは次の 4 点にまとめられる。
１）日本人の感性や伝統を考慮する
２）新しい時代の科学技術に即応する
３）技術も重要な柱とする
４）成人段階で考える
②科学技術リテラシー像は約 2 年間かけて策定する
科学技術リテラシー像を策定するためには約 2 年間が必要であり，
その実施体制は，
評議会，専門部会，企画推進会議，事務局からなる。それぞれの役割は，評議会は科
学技術リテラシー像を最終的に策定し，専門部会は個別の専門分野のリテラシーを検
討し，企画推進会議は科学技術リテラシー像策定の企画推進をし，事務局は評議会等
の企画運営や庶務等を行う。
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③科学技術リテラシー像策定における専門分野は 7 分野とする
科学技術リテラシー像を検討する個別の専門分野として，数理科学，生命科学・健
康科学，物質科学，情報科学，地球環境科学，社会科学・人間行動学，技術，の 7 つ
の専門分野を設ける。
④科学技術リテラシー像策定においては一般の人々との対話を重視する
科学技術リテラシー像策定においては，日本学術会議との連携を密にし，科学者と
教育学者との連携を図る。さらに，一般の人々との対話を図ることが肝要であること
から，シンポジウムを開催したりウェブを利用したりするなどして，策定プロジェク
トチームと社会一般との双方向性コミュニケーションを図る。これによって，我が国
の科学技術リテラシー像の国民的コンセンサス作りを目指す。
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