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科学技術振興機構の業務は、

五つございます。そのうちの最

初の二つ。これは、研究・開発。

特に基礎研究から応用開発。そ

して、起業化にいたるまでの技

術開発のプロセス、イノベーシ

ョンにいたるまでを支援する。

ファンディング・エージェンシ

ーとしての機能。これが二つで

す。あと三つは、むしろそのよ

うな科学技術の研究開発、ある

いは科学技術を社会に適応し

ていくうえで必要な社会的基

盤づくりになります。 

いちばん最後、これが科学的

リテラシーにかかわるものと

いうようにわれわれは考えて

おりまして。この最後の

Promotion of the 

understanding of science and 

technology by the public。 

これの狙いというのは、ひと

つは、そのような科学的リテラ

シーの高い社会の中から次の

時代を担う優秀な科学者・技術

者が生まれてくるのだ。そのよ

うなことが１点。もうひとつは、

研究開発がうまくいき、また、

科学技術の適応が適切に行わ
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れていくためには科学的リテ

ラシーの高い一般の人たちが

いてはじめて、科学技術と自然

との調和というものを図りな

がら科学技術を進めていける

のだ。このような考え方。この

2 点が目的であります。今回の

第 3 セッションのテーマであ

る、まさに科学技術リテラシー。

それと人材の養成。これをこの

5 番目の仕事として行ってい

るわけです。 

では、科学技術のリテラシーにかかわる業務としてどのようなものがあるかということ

ですけれども、大きく四つのカテゴリーに分けてみました。ひとつは、学校の理科教育を

支援する業務です。この科学的リテラシーに関する業務は JST でようやくここ 10 年くらい

になるわけですが、その中で学校教育の支援にかかる部分は比較的新しくて、ようやく 5

年くらいではないかというように思います。当然のことながら、科学技術のリテラシーを

考えるうえで学校教育というものが非常に重要であるということに関しては従来から関心

を持っていたわけでありまして、ここ数年、ようやくその分野にわれわれも何かできるこ

とがあるのではないかということで協力が始まったわけです。 

2 番目が、地域のコミュニティづくり。今回の教育課程の改訂の中で、理科には習得・活

用・探究。この三つが非常に重要だという話が出ております。習得。これについて言えば、

例えば、本を読んでも、インターネットでも、自分１人でも、可能なところがあるかもし

れません。しかし、活用ということになると、人とのかかわり、あるいは自然とのかかわ

り。そのようなものなしに活用というのはないのではないか。このように思っております。 

他方、最近の科学技術が非常に進んだ結果として、いろいろなものがブラックボックス

化し、科学技術に関する成果は享受できるけれども、よく分からない場面が多くなってき

ている。そのようなことから地域の中で何か体験・交流のできる場所。つまり、それぞれ

の活用を図れる場所作りが必要だろうと思います。結局、ものを活用して初めて習得され

る。習得・活用・探究の三つをバランス良くやれ。このようなことだろうと思います。特

に学校外の部分。学校内も含めてですが、地域の力としてそのようなものを育てていきた

いというのが 2 番目です。 

3 番目は、科学技術に関するいろいろな知識を提供するということです。当初はこの分野

がいちばん多くて、今でも放送しておりますけれども、サイエンス・チャンネルですとか、

あるいはインターネット、Web サイトを通じていろいろな知識を提供する。このようなこ

とは今もやっております。ただ、最近では、どちらかと言うと、このウエイトは下がって
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• 科学研究の支援

• 地域的な科学技術理解増進活動の推進

• 全国的な科学技術情報の提供

• 日本科学未来館 (Miraikan)の運営
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きて、最初の 1 番目の教育。地域の体験活動のようなものを積極的に支援しようといった

活動が中心になってきております。 

最後、4 番目。科学未来館を運営しているということです。ただ、この科学未来館という

のは単なる博物館とは違って、コンセプトは科学を文化として感じてもらうこと。もうひ

とつは、この科学館の場を使って、もちろん、研究者、あるいはそこにいる解説の人。そ

のような人たちとの間でコミュニケーションを図ってもらおう。このコミュニケーション

を通じて科学に対するリテラシーを高めることができたらというのが科学未来館の基本的

なコンセプトであります。 

スーパー・サイエンス・ハイスクールは、科学的リテラシー、科学技術人材の養成。今

回の第３セッションのテーマで言えば、科学的リテラシーをどのように科学技術人材の育

成につなげていくか。そのような施策のひとつととらえていいのではないかと、考えてい

ます。それくらいに評価をいただいておりますが、今後、さらに大学との連携をより一層

強化する。あるいはスーパー・

サイエンス・ハイスクール同士

の連携を強化する。できれば国

際的に他の国で同じような取

り組みをやっている、そのよう

な学校との連携を強化する。そ

のようなことを積極的にやる

ことができたらというように

考えているところです。 

その次が、サイエンス・パー

トナーシップ・プロジェクトと

いうことです。これは主として

中学校・高等学校、小学校も一

部ありますが、主として中学

校・高等学校を対象にいろいろ

な体験活動、あるいは科学者と

の交流。そのような機会を提供

しようというプログラムであ

ります。毎年、約 800 プログ

ラムくらい、大体、7～8 万の

子どもがこれに参加しており

ます。何回もいろいろなところ

でデータをご覧になったと思

いますけれども、大体、小学生

スーパーサイエンスハイスクール (SSH)に対する支援スーパーサイエンスハイスクール (SSH)に対する支援

サイエンス・パートナーシップ・プロジェクト (SPP)

大学と科学館

（大学、科学館、公的研究機関等）

学校および教育委員会等
学校および教育委員会等

（小学校、中学校、高校、教育に関する行
政組織等）

連携アクション

提
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のときはほとんどの子どもが理科は好きな科目になっているけれども、中学・高校になっ

ていくにつれて苦手になっていく。これが今の実態であります。これは先ほども出ていま

したけれども、受験を控え、いろいろな実体験の活動、実体験離れというものが進んでい

る結果であろうというように思います。そのような苦手意識、あるいは実生活との乖離を

何とかして解消すること。これによって広い科学的リテラシーを育てたいというのが狙い

であります。 

三つ目は、小学校に関する施

策でございます。先ほど質問が

出ておりましたけれども、例え

ば、イギリスにはスクール・テ

クニシャンのような制度があ

ったり、いろいろな制度がある

けれども、日本には教師を支援

する制度がないではないか。ご

指摘のとおり。特に小学校では

6 割の教師が理科はあまり得

意ではない。実験の準備・片付

け、そのようなものにも手間が

かかって非常に大変だ。こう言っておられる。そのような問題が少しでも解決できればと

いうことで、本年度から小学校、本年はとりあえず 5～6 年生を対象にしておりますが、5

～6 年生のクラスに対して理科の授業を支援する。そのような支援員を配置するという事業

を始めております。現在、全国で約 2,500 校。全国の小学校の 11～12％くらいになります

か。学校に配置されているということであります。 

ただ、この理科支援員については、もちろん、そのような学校の課題を解決するという

側面も非常に大きいわけですが、同時に理科支援員には大学の学生さんですとか、あるい

は、教員の OB の方もいらっしゃいます。周辺地域で理科に関心が高い方とか、学校の授

業に関心が高い方とか、そのような方も理科支援員として参加していただいております。 

そのような観点からいくと、例えば、教職を目指す学生が理科に関心を持つとか、ある

いは学校周辺の方々がサイエンスに関心を持つとか、そのような効果もこれから期待でき

るのではないかと思います。できれば、そのような効果もより促進したいということです。

今後は、そのような理科に関心の深い科学コミュニティのようなものを広げる意味で理科

支援員の研修とかにも力を入れていきたい。そのように考えております。 
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その次、デジタル教材。これ

はホームページをご覧いただ

ければと思います。以上、四つ

が主な学校教員にかかるとこ

ろでございます。 

次に、地域のコミュニティづ

くりにかかる業務を 2 点ほど

ご紹介したいと思います。ひと

つは、地域の特色をいろいろ生

かした体験型の活動。自然観察

ですとか、工作物とか、実験で

す。これは学校外を対象にした

活動ですけれども、そのような

ものを支援する。 

あるいは科学者・技術者との

対話。サイエンス・カフェのよ

うな活動を支援する。そのよう

な事業です。ほぼ毎年 800 件

程度の活動がこれによって支

援されております。今回、学術

会議から出されると聞いてお

ります科学的リテラシー像と

いうのは、このような活動をや

っていくうえでのひとつの指

針にもなるのではないか。この

ように期待をしております。 

もうひとつ。今のはどちらか

と言うと、受けて側を支援する

形ですが、もうひとつは、研究

者側にも積極的にそのような

コミュニケーションに参加し

ていただくような仕組みがあ

ります。ひとつは、リサーチャ

ーのアウトリーチ活動。これも

積極的に支援するということ

です。サイエンス・アゴラとい

科学技術教育のためのデジタル教材の開発と提供
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うものを、つい先般、お台場で

開きました。そのようなもので

すとか、科学者の方だけの話で

はなかなか関心をもたれない

方も参加していただけるよう

に、音楽と科学を融合したよう

なイベントです。今後は音楽だ

けではなく、その他の芸術と融

合するような、そのようなイベ

ントにも拡大したい。現在、ど

ちらかと言うと、東京中心に行

っておりますけれども、このよ

うなものを地方に展開してい

くということを今後考えてい

きたいと思っています。 

加えて、サイエンス・チャン

ネルですとか、あるいはバーチ

ャル科学館、科学未来館。この

ような活動もしております。 

来年度から始まる事業で、ひ

とつは、地域のネットワーク形

成を支援する事業ということ

であります。先ほど、地域のい

ろいろな活動を支援するとい

うお話をいたしましたけれど

も、今まではどちらかと言うと、

数百件のイベントを個々に支

援する。このような形でやって

まいりました。もちろん、それ

はそれで成果をあげていると

思っています。望むらくは、地

域に地域自体として、そのよう

なサイエンス・リテラシーにか

かわる活動を進められる。その

ようなポテンシャルをつくる

ことができれば、持続的・継続

サイエンスチャンネル
制作のテレビ番組

サイエンスチャンネル
制作のテレビ番組
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学校や博物館等での教育的な使用目的に限り、英語版がCD-ROMでも提
供されています。
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日本科学未来館

 4つのテーマ
“地球環境とフロンティア”
“生命の科学と人間”
“情報科学技術と社会”
“技術革新と未来”

 社会と科学技術とのつながりに焦点を置いて、
第一線の研究者により構想・監修されている。

最先端の科学技術を楽しく、分かりやすく展示

第一線の研究者による構想・監修

 科学技術の最新情報を普及させるための新し
い方法が、科学技術の専門家達によって、分か
りやすく開発および紹介されている。

 インタープリタが最先端の科学技術をわかりや
すい言葉で説明し、来場者と語り合う。

 研究のためのラボ、会議室やホールも設置。

専門家による技術開発、説明、実演と対話

研究交流を図るための研究ラボや会議室

最先端の科学技術情報伝達の起点
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的にそのようなものが進められるだろう。 

そのようなことから来年度、個々の単発の事業を支援するのではなくて、ある地域でそ

の特色を生かして、その地域にある資源、いろいろな機関が連携をして事業を進める。そ

のようなものを支援する事業を始めたいと考えております。もちろん、ネットワークをつ

くるのに会議を開いて話し合えばネットワークができるわけではありませんので、当然、

その中には実際の活動を通じてネットワークを形成する。そのような事業になると思いま

す。体験なくして定着なし。このような活動も理科の授業と同じだと思います。実際に何

かをやりながらネットワークというものは形成されていくのだ。このように思っておりま

す。 

もう１点は、未来の科学者養成講座の支援ということであります。これは高等教育機関・

大学・高専、そのようなところが小学生・中学生・高等学校の子どもたちの特に理科に関

心が高い子どもたちを積極的に育てる。そのようなプログラムを開発していただこうとい

うことであります。そのようなプログラムを開発し、そして年間を通じて育成を図ってい

ただく。そのような活動に対して支援をさせていただこう。このように思っております。 

科学的リテラシーをつくるうえでいろいろな手段があると思うのですけれども、いわゆ

る一般の人たちの科学的リテラシー向上というのは、結局は横のつながりをいかにうまく

つくれるかということにかかっているのではないかというように思います。 

他方、科学技術の人材をどう育てるか。これについては、どちらかと言うと、いかに縦

のつながりを良くするか。要するに、小学校・中学校・いろいろなグレードの学校。その

ような中の縦のつながりをどのようにうまくつないでいくのかということに、最終的に手

段としては帰着するのではないか。このように思っております。 

JST の仕事は、教育そのものを直接扱うわけではありません。しかし、先ほど、理科の

先生に求められる資質ということで議論がありましたけれども、私自身、資質と言ってい

いかどうか分かりませんけれども、理科だからこそ必要なものが、ほかのものと違ってあ

るというように思っています。それは人とのつながりということだと思います。結局、理

科は幅も広いですし、体験というものが本当に重要だとするのだったら、ある一機関でで

きる体験というのは知れている。いろいろな機関が集まって子どもたちに体験を提供する

ということが非常に重要なのだというように思います。 

したがって、JST の仕事というのは、そのようなものをつくっていく。ただ、残念なこ

とに、連携を図るとき、必ずどこかにそれの障害になる壁というのがあると思うのです。

それは資金であったり、あるいは制度であったり、そもそも人的つながりが元々なかった

り、きっかけがなかったり。そのようなことがあるのではないでしょうか。 

JST の仕事はそこを壊すことだ。教育機関同士、小学校・中学校の間、教育機関と民間

企業。そのようなところが持っている、何となく、はっきりと明確にはできないけれども

ある壁。それを少しでも低くすることができたら JST の仕事は成功したと言えるのではな

いかというように考えております。 



 最後に 1 点、昨年の９月に理

科教育支援センターというの

を科学技術振興機構の中に立

ち上げました。これは、最初に

申し上げましたように科学的

リテラシーを育てるうえで、学

校の理科教育は重要であると

いうことであります。さっき申

し上げましたように、5 年間ほ

どいろいろやってまいりまし

たことで、個別にはそれなりの

成果も今後出てくるだろうと

いうように考えておりますが、何となく場当たり的と言いますか。課題解決的にやったよ

うな気が私どもはしております。 

21 世紀の科学的リテラシーの動きとか、国際的な動きを見ておりますと、どうも個別課

題に解決を見付けていくだけ、対応していくだけでは足りないかもしれないというように、

実は、思うようになったわけであります。たまたま学習指導要領も改訂になる。この機会

に、もう一度、理科というものがどのように教えられるのかということについて議論する

ことができるようにしたいということです。 

物事を議論するにはちゃんとしたデータに基づいて議論をすべしということを有馬先生

が言っておられました。理科の現状、国内・国外、そのようなものをきちっと整理分析し

て、そのうえでものを考える。その分析結果を広く先生方をはじめ、教育関係者はもちろ

ん、それ以外にも企業の方々、教育に関心を持っている方々にきちっと伝えて、そして、

実態を理解していただくとともに必要な議論をし、必要な支援を求めていくということが

非常に重要だ。いわば理科教育に関するコミュニティをつくっていくことが非常に重要だ。

このような考え方にいたってこのセンターを運営していきたい。このように思っています。 

そのためには文部科学省はもちろんですが、国立教育政策研究所、大学、いろいろなと

ころで今まで活動してこられたところと深い連携を持ってやっていきたいと思います。同

時に、いちばんわれわれが期待しているのは現場の先生方との連携ということであります。

われわれの結果・議論、そのようなものが現場の先生方にぜひ届くようにしたいというよ

うに思っています。 

まもなく Web サイトが出来るだろうというように思っておりますので、年度当初には皆

さんともっと議論できるようになるのではないかと思っております。そのような Web サイ

ト等を見ていただいて、お気付きの点、ご意見があったら遠慮なくセンターのほうに声を

掛けていただきたいと思います。 
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