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要旨
現在博物館は，予算の減少，雇用の不安定化，入館者数の減少などの問題を抱えており，
理想の博物館はこれらの問題を解決したものと予想される．そこで，本研究では実際にど
のような博物館が求められているのかを検証する．
そのために，まずは定評ある博物館を訪れ，その秘密を探った．次に，博物館に勤務す
る方にインタビューをした．最後に，実際に博物館を開催し，地域の方に理想の博物館に
関するアンケート調査をした．
以上の調査を通じて，今求められている博物館を考察した．その結果，独自性をもつこ
と，若い人をターゲットにすること，地域の人を巻き込むことが今後の博物館には必要だ
と考えられる．

Abstract
The museum has a lot of problems, such as reduction in a budget, the instability of employment,
and reduction in the number of visitors, and it is expected that the ideal museum solved these
problems. Thus, in this research, it is verified what kind of museum is actually needed.
Therefore, I visit the popular museum, and searched for the secret to the popularity. Next, I had an
interview with a museum worker. Finally, I held a one-day museum, and carried out a questionnaire
about the ideal museum.
I considered the ideal museum through the above investigation. As a result, the museum is required
to have originality, to target a young person, and to involve in community people.
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第1章 序論
1.1 博物館の現状
博物館とは，訪れた人に新しい発見をもたらし，新たなものの見方を得られる場所である．
それゆえ，博物館は社会教育施設とも呼ばれている．
現在，博物館は全国で 1261 館存在し（平成 23 年 10 月 1 日現在），入館者数は 1 年間で
120,502,000 人にのぼる（平成 22 年度）[1]．
博物館数の変化を Fig. 1-1 に，博物館入館者数の変化を Fig. 1-2 に示す．Fig. 1-1 より，博
物館数は年々増えていることがわかる．ただし，平成 20 年から 23 年はほぼ横ばいである
ことから，最近はあまり増加していない．また，Fig. 1-2 より，入館者数の変化はほぼ横ば
いであるものの，1 館あたりの入館者数は年々減少していることがわかる．
以上より，近年は博物館離れが進み始めているのではないかと考えられる．

Fig. 1-1 博物館数の変化（[1]より作成）

Fig. 1-2 博物館入館者数の変化（[1]より作成）
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1.2 博物館が抱える問題
このような博物館離れの背景には，博物館がさまざまな問題を抱えていることが関係し
ている．具体的には，次のような問題があげられる．[[2]
①常勤職員が減り，非常勤職員が増える傾向が続いている
平成 9 年には常勤職員が 1 館平均 7.97 人であったのが，平成 20 年では平均 6.60 人と減っ
ている．一方，非常勤職員は，平成 9 年の 1 館平均 1.69 人から平成 20 年の平均 2.14 人と
増加していることがわかる．このことから，博物館の雇用は不安定になっていることがわ
かる．
②予算の減少傾向が続いている
Fig. 1-3 に示す，平成 16 年から 5 年間の予算変化を見ると，ほとんどの博物館で予算が減
っていることがわかる．平成 20 年の結果においても同じことが言える．また，資料購入予
算も減少している．したがって，人的規模の縮小と同様，予算規模も縮小していることが
わかる．
③入館者 5000 人未満の館の割合が増えている
1.1 に述べたとおり，博物館数と比較して，博物館人口が増加していないため，1 館あた
りの入館者数は減少している．
ほかにも，学芸員が量・質ともに不十分，体験的な展示が少ない，展示に面白さがない，
他施設との連携が少なく閉鎖的，所蔵する学習資源を教育用コンテンツとして有効活用し
きれていない，高齢者・身障者・外国人対応不十分などの問題点が挙げられている[4]．

Fig. 1-3 平成 16 年から 5 年間の予算変化（[3]より作成）
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1.3 求められる博物館とは
以上 1.2 に述べたことが問題点として挙げられていることから，現在求められている博物
館は，これらの問題点が解決された博物館だと考えられる．
具体的には
・安定した雇用が見込まれる
・少ない予算でも運営できる
・安定した入館者数が見込まれる
・他施設との連携がされている
・所蔵する学習資源が有効的に活用されている
・バリアフリーである
であればよいと考えられる．

1.4 本研究の目的
以上のように，博物館総合調査報告書から理想の博物館が浮かび上がったが，本当にこ
のような博物館が求められている保証はない．そこで，本研究ではどのような博物館が実
際に求められているのかを検証する．そのために，まずは国内外で定評ある博物館を訪れ，
訪問者のニーズを探った．次に，博物館に勤務している職員にインタビューをし，博物館
が抱える問題と今後について伺った．最後に，実際に博物館を開催し，博物館運営側の見
方を学ぶと同時に，地域の方に理想の博物館に関するアンケートを行い，一般の方の博物
館に対する考え方を調査した．以上の調査を通じて，今求められている博物館を考察する．
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第2章 博物館訪問
2.1 概要
本章では国内外で定評ある博物館の訪問を通して，博物館にはどのようなニーズがある
のかを考察する．本研究では主に科学系博物館，科学館を扱うことにする．
日本では科学系博物館または科学館として，平成 24 年 12 月に国立科学博物館，平成 24
年 8 月に日本科学未来館，多摩六都科学館を実際に訪れた．
また，平成 24 年 10 月には海外の科学系博物館訪問としてアメリカに行き，アメリカ自
然史博物館，スミソニアン国立航空宇宙博物館，ボストン科学博物館，子ども博物館，カ
リフォルニア科学アカデミー，エクスプロラトリアムを調査した．

2.2 アメリカの科学系博物館
2.2.1 アメリカ自然史博物館
ニューヨークにあるアメリカ自然史博物館は，1869 年に設立され，動植物，鉱物など自
然科学・博物学に関わる多数の標本・資料を所蔵・公開している．映画ナイトミュージア
ムの舞台でもある．この博物館の特徴は，規模の大きさである．展示物一つ一つが大きい
のはもちろん，それが日本のように詰め込まれているのではなく，生態系ごと展示されて
いるのである．絵や模型を使って再現された生態系は本物のようで，その生き物がどこで
生まれ，育ったのかを目で見て感じることができる．特に，海の生き物のゾーンは 2 フロ
ア分，吹き抜けを使って展示していたため，多くの訪問者が吹き抜けの下に寝転がり，上
に浮かぶ海の生き物の展示を眺めていたのが印象的であった．
そこで，人々がこの博物館に求めているものは，数多くの大規模で現実的な生態系展示
と，自分がその中に入り込む疑似体験だと考えられる．

Fig. 2-1 アメリカ自然史博物館の恐竜骨格

Fig. 2-2 生態系ごとの展示
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2.2.2 スミソニアン国立航空宇宙博物館
ワシントン D.C.にあるスミソニアン博物館群は，どの博物館も入館無料の上規模も大き
く，定評があるが，その中でも最も来場者数が多いのが国立航空宇宙博物館である．ここ
は 1976 年の開館以来スミソニアン協会が管理運営する世界最大の航空宇宙博物館で，館内
には数多くの航空機や宇宙機が並ぶ．テーマごとに部屋が分けられているのが特徴で，宇
宙を再現したゾーンや，並べられている航空機の時代に合わせたセットなどがあり，タイ
ムトリップしたような体験ができる．また，航空機が飛ぶしくみを，多くの道具を使って
実感できるスペースもあり，館内を一周すれば航空宇宙に関して詳しくなることができる．
この博物館において来場者が求めているものは，航空宇宙の持つ夢とロマンを共有する
ことだと考えられる．

2.2.3 ボストン科学博物館
ここは 1830 年開館という歴史をもつ博物館である．現在は改築され，ショッピングモー
ルのように，吹き抜けの周りに多くの体験型展示が並んでいる．その中の一つに公園の再
現がある．子どもが実際に公園の遊具を用いて遊ぶことを通して，てこや振り子などさま
ざまな科学の原理を体感できるようになっている・また，この博物館では電気のショーが
有名であり，静電気から雷までさまざまな電気を見ることができる．さらに，アメリカの
生態系の展示コーナーでは，絵や模型で生態系を再現するのはもちろんのこと，音やにお
い，毛並みの感触まで体験できるようになっており，生態系がより身近に感じられる．
以上から，この博物館では日常の中の科学の発見，そして科学を身近に感じることを主
眼としており，来場者はそれを求めていると考えられる．

Fig. 2-3 スミソニアン航空宇宙博物館の宇宙エリア
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Fig. 2-4 ボストン博物館内の公園

2.2.4 ボストン子ども博物館
ここは 1913 年に空き家になった倉庫を改造して作られた子供のための博物館であり，学
校や店，川などが再現されている．再現された川では水遊びができるが，水の流れやダム
の働きを遊びながら理解できるようになっている．また，工作のコーナーではのこぎりや
くぎ打ちなどの体験をすることができる．つまり，一昔前は家やその周りで学んだことを，
館内で学ぶことができるのである．
この博物館では，家では体験しにくくなったことを子供に体験させてあげることを，来
場者である大人が求めていると考えられる．

2.2.5 カリフォルニア科学アカデミー
サンフランシスコにあるカリフォルニア科学アカデミーは，1853 年にアメリカ西部初の
科学機関として創立された．現在は改築され，博物館と植物園，水族館が一体化している．
たとえば，動物のはく製がずらっと並んでいるのを一つ一つ見ていくと，一番奥に本物の
ペンギンが泳いでいるのである．中でも特徴的なのは熱帯雨林である．再現された熱帯雨
林の中，目の前を蝶が飛びまわっており，そのままエレベーターで下ると熱帯の海が再現
されている水族館に出るのである．生命のつながりを肌で感じることができる良さがある．
そのため，この博物館には，生きた動物たちのつながりを感じられることが求められて
いると考えられる．

2.2.6 エクスプロラトリアム
1969 年に設立され，サンフランシスコにあるこの科学館では，展示物を館内の工房で作
成しており，その様子を見学することができる．作成された展示物は，手でさわって楽し
めるハンズオン展示である．日本の科学館のハンズオン展示は，エクスプロラトリアムの
展示を参考にして作られている．
そのため，この科学館では，五感を使って科学を楽しめることが求められている．

Fig. 2-5 子ども博物館

Fig. 2-6 熱帯雨林
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Fig. 2-7 エクスプロラトリアム

2.3 日本の科学系博物館
2.3.1 日本科学未来館
2001 年に独立行政法人科学技術振興機構が設立し，お台場にある科学未来館は，名前に
ある通り，未来に関する展示が多い．たとえば，
「2050 年くらしのかたち」という展示では，
「いとおか市」という架空の未来都市のバーチャル探検を通して未来をのぞくことができ
る．また，「アナグラのうた」という展示では，自分の空間情報が資源になるという最先端
の情報社会の体験ができる．
以上より，この科学館には，最先端の科学と未来の体験が来場者に求められていると考
えられる．

2.3.2 多摩六都科学館
1994 年，多摩北部地域の小平・東村山・田無・保谷・清瀬・東久留米の 6 市が共同で開
館したこの科学館では，さまざまな科学体験ができるが，特に宇宙の展示に力を入れてい
るように感じる．プラネタリウムは，大きさが世界第 4 位である上，18 等級までの約 1 億
4000 万個の恒星の投影を実現でき，世界一先端的だと認められている．また，展示でも「ム
ーンウォーカー」という月面歩行を疑似体験できる機械があり，地球の 6 分の 1 の重力で
地面から浮く感覚を体感できる．同様に，人体の分野，地学の分野など宇宙以外の分野の
展示も充実しており，さまざまな科学の世界を体験することができる．
以上より，この博物館には宇宙をはじめとする科学の世界への導入が求められていると
考えられる．

Fig. 2-8 日本科学未来館のアナグラのうた

Fig. 2-9 多摩六都科学館ムーンウォーカー
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2.3.3 国立科学博物館
1877 年に創立した日本最大の科学系博物館である国立科学博物館は，科学館と違い，収
蔵品が大変充実している．たとえば地球館 2 階にある航空機の展示では，零戦が 1 機まる
ごと置いてある．そしてそのそばに，東京帝国大学航空研究所が作った長距離機の三面図
が置かれている．これは飛行機の設計図の一部で， 1938 年 5 月に航続距離の世界最長記録
を更新した長距離機の基になったものである．国立科学博物館では，このような先人の科
学技術者の夢や苦労を学ぶところができる場所である．
同時に，企画展では人々の興味関心が高いものを取り上げている場合が多い．たとえば
現在開催されているチョコレート展は，バレンタインの時期とかぶっていること，そして
お菓子と科学という組み合わせの意外性からか，多くの来場者が訪れている．展示内容も
歴史やチョコレート工場の擬似体験など幅が広いため，さまざまな側面からチョコレート
について学ぶことができる．
以上より，国立科学博物館の来場者は，先人の科学者の知恵から話題の科学まで，さま
ざまなジャンルを幅広く学ぶことを求めていると考えられる．

2.4 考察
以上の博物館訪問を通して，来場者が博物館に望むことを考察した．その結果，多くが
「体験」に関わることであった．つまり，博物館は来館者に，科学に関する質の高い体験
を与えることが求められると考えられる．しかしながら，どのような体験が求められるか
は，博物館によって異なっている．そのため，博物館は個々の特性に合わせて，どのよう
な体験を来場者に提供できるか常に考えていくことが求められている．それに成功し，特
性に合わせた体験を提供できた博物館こそが，定評があり，来場者が求めている博物館に
なっている．

Fig. 2-10 国立科学博物館のチョコレート展
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Fig. 2-11 チョコレート展における展示

第3章 博物館運営に関する取材
3.1 概要
本章では，実際に博物館で働く職員に取材をすることで，内部から見た博物館の問題と，
求められている博物館像を明らかにする．本研究では，国立科学博物館事業推進部学習企
画・調整課専門職員の有田寛之さんと，東京大学駒場博物館助教の折茂克哉先生に取材を
行った．そのまとめを以下に示す．

3.2 国立科学博物館専門職員

有田寛之さんへの取材

3.2.1 運営上の問題点
問題点としてまず挙げられるのが資金についてである．国立科学博物館は独立行政法人
であるため，ほぼ運営交付金で経営している．しかし，国からの予算は減らされ，支出の
多くを占める人件費に関しては削除の目標自体が設定されている．したがって，常勤の職
員を減らし，その分非常勤の職員や外注のスタッフを雇っているという状態である．
また，収蔵庫が足りないという問題がある．コレクションは増加する一方で職員数が減
っているため，管理が大変である．基本的に研究コレクションがそのまま展示になること
はない．研究成果として出す必要があるものは，義眼にしたり，木に止まるポーズをさせ
たり，アルコール漬けにしたりして，展示用標本になるため，手間がかかる．しかしなが
ら博物館には資料収集や調査研究の責任があるため，限られた収蔵庫・人数であっても，
研究過程や結果を伝え続ける必要がある．
さらに，展示そのものに関しても考慮することは多々ある．国立科学博物館には大きな
展示形態として，常設展，特別展，企画展の 3 種類がある．常設展は，15 年ほどかけて考
えて作られた展示であり，大規模な改修は簡単にはできないが，研究の進展や新たな資料
の入手の際の小規模な展示更新など必要に応じてメンテナンスを行っている．また，予算
がついたら展示をまとめて変更することも考えられている．特別展は，主催であるテレビ
局や新聞社から予算が下りるため，話題性のあるものにしている．企画展は，研究成果を
発表する場であるので，継続してきた研究結果を見せている．
どの展示にしても科学的な展示であるため，ただ置くだけでなく，魅力的にわかりやす
く伝える工夫が求められている．そのために，ジオラマやハンズオン展示などを外部の制
作会社と協力して作らなくてはならないので，多額の資金が必要になる．その上，同じ手
法ではなく，常に新しい見せ方を考え，日本をリードするという大変な作業になっている．
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3.2.2 集客上の問題点
国立科学博物館の来館者数は年間 150～180 万人，1 日あたり 1000 人～2 万人である．年
間の来館者数自体は 5 年ごとに独立行政法人が設定する中期目標で定められた数値を達成
している．ただし，1 日 1 万人を超えると混雑により個々の展示をじっくりと見ることがで
きず，満足度が高くない．
また，10 代後半から 20 代にかけての若い世代，特に女性にきてほしい．親子や老夫婦，
幼児は増加しているが若い世代は来ない．若い社会人が多く来館するためには，キャリア
アップなどメリットを感じられるようなコンテンツを用意する必要がある．
集客上の工夫としては，リピーターズパスを作ったり，大学パートナーシップ入会大学
の学生に特典を与えたりしている．大学パートナーシップの特典は，常設展は無料，特別
展は割引価格で入館できるというものである．これにより，大学生の入館者数増加を期待
している．

3.2.3 今後の連携
以上の問題点を踏まえた上で，今後の博物館を考えるにあたって，考慮しなくてはいけ
ないことのひとつに「連携」がある．
大学との連携に関しては，大学サイエンスフェスタという何十もの大学が集まってアウ
トリーチする場を作っている．また大学パートナーシップを結んだり，大学生向けの講座
を開いたり，インターンを受け入れたりとこれまでもさまざまな協力体制をとっている．
企業との連携に関しては，サイエンススクエアというイベントにさまざまな企業からブ
ースを出してもらう協力をしている．今後，連携はどんどん促進する方向に進んでいる．
そして，今後さらに地方の都市との連携が必要になってくる．博物館を新しく作るのは
難しいと考えられるので，科博のノウハウ・研究者・資源・展示などを全国に伝え，共有
していく必要がある．具体的には，科博の資源を被災地など全国に持っていくコラボミュ
ージアムを考えている．また，情報のデジタル化を進め，提供することも考えられている．
全国の博物館をつなぐ核となるものを作ることを目指している．

3.2.4 今後の展望
アジアをリードする博物館を目指している．発展途上国を支援し，アジアの博物館のレ
ベルアップをサポートしていくことを考えている．そのため，海外に向けて研究成果を発
表したり，視察を受け入れたり，研究部でポスドクを受け入れたりしながら，海外発信を
している．
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3.3 東京大学駒場博物館助教

折茂克哉先生への取材

3.3.1 運営上の問題点
資金は足りないので，その中でどのようにやりくりしていくかを常に考えている．基本
的にどの博物館も経営は厳しい．ただし，社会教育施設として地域に認められていれば，
たとえ赤字経営だとしても，その博物館の価値は十分にあると考えられる．一概に赤字経
営がよくないということはない．
ただし，毎年予算が減らされる博物館が多い中，駒場博物館は幸いなことに大学から最
低限の予算を維持している．大学から博物館の効果を評価され，信頼されているからこそ，
博物館側も安心して運営することができている．
また，駒場博物館は，教養学部の教員が協力的であり，企画を持ちこんでくれるため，
企画内容に困らずにすんでいる．ただし，予算が限られているため，先生方の希望がすべ
て通らないという問題点がある．たとえば，展示ケース，壁，ライトは必要最低限のもの
しかない．また，湿度は加湿器で高めることは可能であるが，減らすことはできず，第一
級展示品を置くことができない．湿度の影響を受けやすいものは，調湿材をつけた密閉状
態のケース内で保管して対応する方法しかないと考えられる．
ほかにも，収蔵庫が足りないという問題がある．そのため，博物館への寄贈も，教養学
部に関わるもの，第一高等学校由来のもの以外は断らざるをえないのである．

3.3.2 集客上の問題点
年間 200 日開館している中で，年間来館者数は 1 万人弱であり，目標は達成している．
これは，無料である上駅からも近く，大学のネームバリューがあるためと考えられる．目
標来館者数が 1 万人であるのは，博物館の広さが限られているためである．16m2 のスペー
スでは，1 時間あたり約 10 人のペースがちょうどよい．駒場博物館は 1 日 7 時間ほど開館
しているため，1 日あたり 70 人，年間 200 日で 1 万 4000 人という計算である．
問題はその客層にある，駒場博物館の来館者は，学生が少なく，年配の方の割合が高い．
しかしながら，駒場キャンパス内という立地上，教養学部前期課程の 1，2 年生の来館者数
を増やしていきたいと考えている．大学でどんな研究がされているのかを学生が知る良い
機会になり，教育の一環として有意義なものとなる．そのために，授業のカリキュラムの
中で博物館について取り上げたり，全学自由ゼミナールで博物館に来館してもらったりす
ることを考えている．毎年 1 回でも授業で触れる機会があれば入館者数が増えるはずであ
る．以上のようにして，学生への教育を充実させていきたいと考えている．
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3.3.3 大学博物館の今後
大学博物館は，学外の人にとって大学内で一番入りやすいところであり，社会に向けて
の窓である．大学にとっては学外の人に身近にふれられる場であり，地域の人にとっては
生の研究にふれられる場であるため，大学が学外にアピールするためには積極的に博物館
を利用すべきである．それゆえ，2004 年の独立法人化以降，日本の大学博物館は整備され
てきた．こうした流れの中で，大学博物館は他の大学博物館との差別化を図る必要が出て
きた．
東大の博物館がほかの大学の博物館と違うところは，研究者の数とレベルである．総合
大学であることから，さまざまな分野の研究者がいるため，企画内容の幅が広い．また，
普通の博物館は一般市民（義務教育修了程度）向けにしなくてはいけないが，大学博物館
では難しい企画に特化してもよいと考えている．
たとえば，今後，学術シンポジウムと時期・テーマを合わせて最先端のものを展示する
ことも視野に入れている．こうすることで，一般市民と研究者との交流も促進されると考
えられる．
また，目黒区の美術館など近隣の文化施設と連携することも考えている．テーマをそろ
えた企画展を開催することも考えている．その試みの一つとして，駒場キャンパスガイド
を作成している．これは，目黒区・渋谷区・世田谷区の博物館をまとめたものであり，地
域の中での位置づけがわかる．博物館めぐりをすることもでき，地域連携の第一歩となっ
た．

3.3.4 今後の展望
研究者の卵やポスドクなどの受け入れ先になるとよい．展覧会やシンポジウムを企画す
ることで，研究者としてのアウトリーチ能力を向上できる場にしていきたい．現在もすで
に，大学院生やポスドク・若手研究者に一緒に展示を作ってもらい，サイエンスコミュニ
ケーションの経験を積んでもらっているので，それを拡張した形である．将来的には，学
生への教育・大学院教育・社会教育の 3 本柱がある博物館にしたいと考えている．
企画内容に関しては，どこの博物館でもやりそうな内容を，ただ人が集まるからという
理由で開催することはしたくないと考えている．もちろん一人も来館者がなかったら問題
であるが，一人でも関心をもってもらえれば成功である．大学は最先端の研究を数多く行
っているので，今後も手あたり次第紹介していきたいと考えている．
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3.4 考察
今回，国立科学博物館と駒場博物館という特徴ある博物館を 2 つ取材した．どちらも問
題点として資金不足，そして収蔵庫の不足を挙げていたのが特徴である．また，博物館離
れが進んでいると思っていたのだが，この 2 つの博物館に関しては，来館者数自体は十分
であった．それよりも客層に問題があり，10 代後半から 20 代の若い人にもっと足を運んで
もらいたいということであった．この年代は試験，就活，卒論・修論，就職等で余裕がな
い人が多いことが原因だと考えられる．余裕がないからこそ博物館に足を運び，新たな学
びを発見することが重要だと思われるので，いかにこの年代にアプローチするかが，今後
の博物館を考える上でのキーワードとなる．
今後の博物館の展望としては，どちらも連携の促進を挙げていた．博物館運営が大変な
今だからこそ，周りと協力して運営していくことが重要だと思われる．また，それと同時
に重要なのが周りとの差別化である．連携を進めていく以上，自分の立ち位置をはっきり
させる必要がある．国立科学博物館は「日本，そしてアジアをリードする科学系博物館」
，
駒場博物館は「最先端の研究を幅広く，学生・研究者・地域の人に伝える博物館」として，
立ち位置がはっきりしていたのが印象的であった．今求められている博物館は，このよう
に自分の役割を理解して，その目標に向かって進んでいける博物館であると考えられる．

17

第4章 一日博物館の開催とアンケート調査
4.1 概要
第 2 章の博物館訪問，第 3 章の博物館に関する取材を通して見えてきた，求められる博
物館像をもとにした博物館を，大学のある柏の葉で企画運営し，新たな問題点や今後の博
物館の在り方を探った．また，地域の人々の考える博物館像をアンケートで調査した．

4.2 企画詳細
一日博物館の企画詳細を示す．
・日時：2012 年 12 月 8 日（土）11:00～16:00
・会場：柏の葉アーバンデザインセンター[UDCK]
・対象：どなたでも ただし，ワークショップは小学校低学年対象
・参加費：無料，事前申込不要
・主催：柏の葉サイエンスエデュケーションラボ[KSEL]
・協力：JAXA 宇宙教育センター
・目的：クリスマスに幻想的な宇宙を感じることを通して，より宇宙への関心を高めてい
ただく．中でも特に，人工衛星に焦点をあて，人工衛星の役割を理解していただく．さら
に，今後宇宙に期待すること，宇宙への夢を参加者に考えていただく．
・博物館における展示
JAXA から借りてきた展示物を 6 点並べる．
月周回衛星「かぐや」（1/64） ,
超高速インターネット技術衛星「きずな」
（1/32） ,
「きぼう」日本実験棟（1/50） ,
温室効果観測技術衛星「いぶき」
（1/32） ,
H-ⅡA ロケット（1/100） ,
H-ⅡB ロケット（1/100）
展示品解説用パネルデータ
人工衛星やロケットに関わる子ども向けビデオの上映

Fig. 4-1 博物館内の様子

壁に星形の紙に宇宙でやりたいことを書いて貼ってもらう，参加者が作る展示
参加した子どもによる，壁や机上での宇宙に関わるイラストや展示品スケッチ
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・ワークショップ「人工衛星のペーパークラフトを作ろう」
時間：13:00～13:30 と 15:00～15:30 の 2 回
対象：小学生 各回先着 15 名
（11:00 から整理券配布）
内容：人工衛星について簡単に説明(5 分)
→ペーパークラフト作成(10～15 分)
→出来上がった人から順次お客さんや両親に作
った人工衛星を説明(10～15 分)
Fig. 4-2 ワークショップの様子
・配置案

宇
宙
に
関
す
る
絵

ジオラマ

ワークショップスペース
※ほかの時間帯は宇宙に関する本を
読んだり、自由にペーパークラフトに
取り組んだりするスペース

H-ⅡAロケット

休憩スペース

H-ⅡBロケット
受付

入
口

棚

いぶき、
きぼう、
きずな

宇宙でやりたいこと

事務室

WC

※会場：約 140m2（15m×9.5m），天井高 4m
Fig. 4-3 一日博物館の配置案
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・特徴：実際に定評のある博物館を訪問して得られた知見と，博物館職員へのインタビュ
ーを通して得られた知見を活かして作った．具体的な特徴を以下に示す．
(1) 科学に関する質の高い体験（第 2 章より）
ワークショップとして，ミッションを考え，それを実現する人工衛星のペーパークラフ
トを作成していただいた．独自のミッションを考え，試行錯誤を繰り返すことにより，質
の高い体験ができたと考えられる．また，来館者全員に，星型の紙に宇宙でやりたいこと
を書いていただき，装飾とした．これにより，展示物を作るという体験をしていただいた．
子どもたちには壁に展示品や宇宙に関するスケッチをしていただいた．
(2) 博物館それぞれの個性に合わせた体験が必要（第 2 章より）
今回は一日限りの博物館ということで，壁は黒のプラダンを使用した．かかった費用は
壁一面に使用して 3 万円程度であった．このプラダンにより，壁に落書きという常設の博
物館では難しい体験もしていただけた．これは個性に合わせた体験と考えられる．
(3) 予算が少なくお金をかけられない（第 3 章より）
人件費に困っている博物館の問題を鑑みて，すべて学生と地域のボランティアで企画運
営した．また，展示品も借り物であり，会場も無料で貸していただいた．
(4) 20 代の若者の来館者を増やしたい（第 3 章より）
大学院生のサイエンスコミュニケーション実践の場として，大学での研究に関する展示
スペースを設けた．大学院生が研究発表することで，その友人である同年代の人が来館す
る確率が高くなると考えられる．また，学生がスタッフとして活動していることから，同
年代である学生が入館するハードルが下がるという目的もある．
(5) 連携が重要である（第 3 章より）
展示品を借りるにあたっては JAXA と，会場を借りるにあたっては UDCK と，積極的に
連携をお願いした．
(6) その博物館の立ち位置を明確にする必要がある（第 3 章より）
地域の人にとって，宇宙のこと，あるいは大学院生の研究の様子を知る機会になる．大
学院生にとって，サイエンスコミュニケーションの実践の場になる．
以上 6 つの特徴をもつ博物館とした．
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4.3 来館者の声（アンケート調査結果）
今回の一日博物館では，開館時間 5 時間で，来館者数約 200 名を記録した（来館者全員
に配布したポストカードにより計測）．
1 組につき 1 枚のアンケート用紙を配布したところ，
54 名が回答してくださったため，その結果を以下に示す．

4.3.1 アンケート回答者属性
・性別：男性 24 名，女性 30 名
・年齢：10 代 5 名，20 代 6 名，30 代 19 名，40 代 22 名，50 代以上 2 名
回答者は 1 組 1 名だったため，大人の割合が多い．

Fig. 4-4 回答者年代別割合
・住所：柏の葉周辺 35 名，柏市内 8 名，千葉県内 6 名，東京都内 2 名，
その他（つくば，埼玉）3 名
・イベントを知った場所：ポスター4 名，チラシ 24 名，ウェブ 2 名，知人 7 名，
その他（たまたま通りかかったなど）16 名
地元のお祭り「マルシェコロール」との同時開催であったため，その企画に参加した方
が博物館にも来館したと考えられる．当日呼び込みをした影響もあったと考えられる．チ
ラシはマルシェコロールと同じものを近隣のマンションや小学校を中心に 7000 部配布した
ため，その影響が大きい．ウェブは少なかった．

Fig. 4-5 イベントを知った場所
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4.3.2

興味関心の変化

・本企画に参加した理由（複数回答）
宇宙に興味があった：30 名，博物館に興味があった：7 名，
ワークショップに興味があった：10 名，時間と場所がよかった：22 名，
KSEL の主催するイベントだった：1 名，その他：5 名
以上の結果から，もともと宇宙に興味がある来館者は多いということがわかる．

Fig. 4-6 本企画に参加した理由
・日頃から科学に興味はあるか
とてもある：21 名，少しある：30 名，あまりない：2 名，全くない：1 名
・科学への興味は変わったか
・とても変わった：3 名，変わった：20 名，変わらない：23 名，以前より薄れた：0 名
この結果から，もともと科学に興味がある来館者が 94%存在するため，科学への興味が
とても変わったという人は少なく，興味が高いまま変わらなかったと考えられる．また，
数は少ないものの関心が全くないと答えた人が「変わった」と変化し，企画にも満足して
いただけたのは大きな成果であった．

Fig. 4-7 科学への興味関心の変化 （左：日頃からの科学の興味，右：興味の変化）
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4.3.3 本企画の満足度
・博物館は面白かったか
そう思う：20 名，ややそう思う：19 名，普通：11 名，あまりそう思わない：2 名，
そう思わない：0 名
・ワークショップは面白かったか
そう思う：18 名，ややそう思う：13 名，普通：8 名，あまりそう思わない：1 名，
そう思わない：0 名
以下のグラフを見ると，約 75%の人に面白かったと感じていただけたことがわかる．

Fig. 4-8 本企画は面白かったか（左：博物館，右：ワークショップ）
・博物館の規模や装飾について
満足：23 名，やや満足 10 名，普通：15 名，やや不満：2 名，不満：0 名
規模や装飾については，
「宇宙に行きたくなる」
「かべが黒いところがよい」
「子どもにも
親しみやすい」など肯定的な意見が多くみられた一方，
「展示が少なくやや物足りない」と
いうもう少し充実させたほうがよいという意見もみられた．

Fig. 4-9 博物館の規模，装飾についての満足度
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・質問や意見の言いやすさについて
そう思う：18 名，ややそう思う：15 名，普通：13 名，あまりそう思わない：2 名，そう思
わない：0 名
来館時間によって，対応できるときとできないときがあったため，意見がわかれたと考
えられる．
・また参加したいか
強くそう思う：2 名，そう思う：20 名，わからない：3 名，そう思わない：0 名，
全くそう思わない：0 名
「子どもが宇宙のことが好きなので楽しんでいたようです」など肯定的な意見が多く寄
せられ，88%の方にまた参加したいと思っていただけたので，満足度は高かったとわかる．

Fig. 4-10 （左）質問や意見の言いやすさ （右）また参加したいか

4.3.4 博物館について
・博物館は好きか
はい：27 名，いいえ：0 名，どちらでもない：3 名
・お気に入りの博物館・科学館はあるか
国立科学博物館：11 名，日本科学未来館：4 名，科学技術館：3 名，
その他（茨城自然史博物館など）：6 名
本企画の来館者は，もともと博物館が好きな方が多いようである．お気に入りの博物館
がある人も多かった．博物館に行く頻度も，多くの人は年に 1～3 回であった．博物館に対
するイメージは，
「おもしろい，楽しい」「へーという発見がある」という好きな人の意見
があった一方，
「静か，重厚」
「親しみにくい」という意見もあり，変えていく必要がある．
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・大学や研究者と接する機会はあるか
はい：10 名，いいえ：15 名
・研究と接する機会はほしいか
はい：13 名，いいえ：0 名，どちらでもない：5 名
半分以上の方が大学や研究者と接する機会はなく，そういった機会を必要としている．
研究に対するイメージも「難しい」
「変わった人が多そう」という意見を多く寄せられ，研
究と地域の人の間の距離を感じた．昨今研究のアウトリーチ活動はさかんに行われている
ものの，科学に興味があると答えている層ですら研究と接する機会がないことから，アウ
トリーチ活動はまだ不十分であると考えられる．

・柏の葉に博物館はほしいか
はい：20 名，いいえ：1 名，どちらでもない：4 名
・博物館の運営に関わりたいか
はい：9 名，いいえ：4 名，どちらでもない：8 名
柏の葉に博物館ができたら，月に 1～2 回は訪れたいという意見が多く，ボランティアと
して運営に関わりたいという声も寄せられた．地域の人が研究と接する場として博物館は
有効であると考えられる．実際，来館者からも「東大の施設・研究やつくばの施設・研究
を活かし，子供が科学に興味がもてるような施設(実験，体験 etc.)がほしい」
，「毎週講演会
がある博物館，食事ができる博物館がほしい」
，さらに「市川の産業博物館のように図書館
の一体型，または大学が近くにあるのでそれらをいかした内容の博物館があればいいなと
思う．」という意見があり，地域住民も大学と連携した博物館を求めていることがわかる．
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4.4 一日博物館の考察
本企画自体は満足してくださった方が多いようである．このことから，第 2 章，第 3 章
から導かれた理想の博物館像は妥当だと考えられる．満足度を高めることが，次の企画に
つなぐ上で重要であるので，最低限の目標は達成できたと考えられる．
ただし，アンケートからはさまざまな課題が見つかった．ひとつは，博物館や研究に対
して距離を感じている人が多いということがある．また，科学に関心のある層が集まった
ため，博物館は好きという意見が多かったが，具体的に理想の博物館像をたずねても，ほ
とんどの人が空欄であった．つまり，博物館は好きだが具体的にどんな博物館がよいのか
わからない，あるいはそもそも博物館に強い関心はなく，あったら行ってもいいかと考え
る程度であることが読み取れる．さらに，本企画はもともと科学に関心のある層しか集め
られなかったため，関心のない層も立ち寄ることができるようにするためにはどうしたら
よいかという課題が残った．
以上より，日本各地の博物館は科学に関心のない層でも面白いと思わせられるような企
画を今後も引き続き考えることが求められる．また，研究にふれたいというニーズは高い
ため，大学は気軽に立ち寄れる博物館のようなコーナーを作るなどして，地域住民対象の
研究のアウトリーチ活動をもっと行うべきである．この結果，多くの人が博物館に興味を
抱くようになり，研究に対するイメージも変わることが期待される．さらに，博物館では
資金不足による雇用問題が挙げられるが，ボランティアへの関心度は高いため，こうした
関心のある層を運営に協力してもらうことも，問題解決策の一つである．
このように，各地に大学や企業の研究と連携した博物館のようなスペース，そして頻度
が増えていけば，科学に関心がない層の人は足を運びやすくなり，科学に関心がある層の
人は近くに博物館があったらよいという願いがかなうと考えられる．長期的な視点で一日
博物館を開催し続けていくことが，無関心層を取り込む第一歩であると考えられる．
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4.5 常設博物館の考察
4.4 の考察は一日博物館をもとにしているため，常設で博物館を作るとしたらどのような
ものが求められているか考察する．

4.5.1 目的
大学は研究のアウトリーチ活動の一環として，地域住民は科学を楽しむ場として，企業
は PR の場として，博物館は非常に有効である．大学には図書館という社会に開かれた常設
の場所があるものの，図書館は調べ物をしたり，知識をつけたりする目的で来館する方が
多い．気軽に楽しみながら科学に触れ，新しい発見をするために，博物館の果たす力は大
きい．大学・企業・地域が連携して，博物館を運営していく形が望ましい．展示品はその
地域と深い関連があるものとし，来館者がその地域を深く知ることのできるビジターセン
ター的役割を持たせることも考えられる．

4.5.2 場所
予算が少ない中，常設の博物館を作るには具体的に以下のような場所が考えられる．
(1) 大学構内のスペース
建物のエントランス部や入口に近い部屋，廊下等を展示スペースとして利用するパター
ンである．大学構内の開催であるため，大学の協力を得やすいという長所がある．新しく
建物を作る必要がないため，低予算で実現できる．
(2) 一般企業のスペース
企業が建てた建物内の一部のスペースを借りて開催するパターンである，会場代をその
企業が負担することになるため，企業の PR のための展示が多くなることが予想されるが，
企業の協力を得られれば，比較的広いスペースを利用できる可能性がある．
(3) ショッピングモール内，駅構内など
多くの地域住民が利用する建物内にスペースを借りて展示するパターンである，借りら
れたとしてもスペースは小さい可能性が高いが，多くの人の目に留まると考えられる．

4.5.3 運営者
大学院生を中心に，研究室あるいはサイエンスコミュニケーション団体が持ち回りで展
示を担当し，休日は交代で学生ボランティアが解説員をつとめる形が考えられる．管理は
大学あるいは企業が行う．
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4.5.4 特徴
4.2 と同様，第 2 章や第 3 章から得られた知見をもとに，博物館が備えるべき特徴を示す．
(1) 科学に関する質の高い体験（第 2 章より）
スペースの広さによって異なるが，研究の疑似体験ができるような展示を学生を中心に
して作ってもらうことが考えられる．
(2) 博物館それぞれの個性に合わせた体験が必要（第 2 章より）
借りたスペースの機能に合わせて，大学構内であれば大学の研究に関するもの，企業の
スペースであれば企業の研究に関するもの，公共性の高いところであればすぐに人の目に
留まるもの，といった体験を用意することが考えられる．
(3) 予算が少なくお金をかけられない（第 3 章より）
人件費に困っている博物館の問題を鑑みて，なるべく学生と地域のボランティアで企画
運営する．ただし，大学であれば TA 制度，企業であれば企業のお金で雇うアルバイトとい
った形も考えられる．また，展示品は極力研究室や企業が作ったものを借りる．会場費も
あまりかからないことが理想である．
(4) 20 代の若者の来館者を増やしたい（第 3 章より）
大学院生のサイエンスコミュニケーション実践の場として，大学院生が地域の様子と研
究をつなぐインタープリターをつとめることで，その友人である同年代の人が来館する確
率が高くなると考えられる．また，学生がスタッフとして活動していることから，同年代
である学生が入館するハードルが下がるということも考えられる．
(5) 連携が重要である（第 3 章より）
大学・地域・企業のどれが主な経営母体であったとしても，それぞれが密接に連携し合
い，お互いの欠点を補っていくことが重要である．
(6) その博物館の立ち位置を明確にする必要がある（第 3 章より）
地域で一番科学に触れ合える場とし，地域住民が気軽に足を運べる博物館であればよい．
一例として以上のような博物館があれば，多くの人のニーズを満たすと考えられる．
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第5章 結論
本研究では，現在求められている博物館像を探るため，日本とアメリカの博物館訪問，
博物館で働く職員への取材，地域住民へのアンケート調査を行った．その結果，1.3 で予想
された理想の博物館像はもちろん重要であるが，それ以上に大切なことがわかった．以下
に得られた知見をまとめる．
・国内外で定評ある博物館は，来館者に科学に関する質の高い「体験」を与えている．ま
た，その体験の種類は，博物館独自の特性に合わせられており，博物館ごとに異なってい
る．
・10 代後半から 20 代の若い年齢層の来館者数が少ないため，この年代にアプローチできる
博物館が求められている．
・今後の博物館は，地域や他の都市，博物館などそれぞれの博物館が必要だと考えたとこ
ろと積極的に連携を図ることが求められている．
・博物館一つ一つの立ち位置をはっきりさせることが必要である．
・地域住民が気軽に最先端の研究にふれられる博物館は今後ますます求められる．
・科学に関心のない層が博物館に足を運ばないという課題があるため，現在よりもよりい
っそう誰でも気軽に立ち寄れる工夫が求められる．

以上をもとに，今後も最適な博物館を考えていきたい．
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科学技術インタープリター養成プログラムを受講して
私は学部生のときから，科学コミュニケーション活動を実践してきたが，「とりあえずや
ってみる」ということの繰り返しで，科学コミュニケーションを学んだことがなかった．
そんなとき本講座に出会い，ここでしっかり学んでみようと思い，受講することにした．
この講座を受けて，はじめにわかったのは，「科学コミュニケーションは楽しいだけでは
ない」ということだった．今まで，科学教室などを通して「科学って楽しい」ということ
を伝えることが科学コミュニケーションという気がしていたが，良い面も悪い面も含めて
正しい科学を伝えていくことが必要だと考えるようになった．
それを踏まえた上で，やはりもっと多くの人に科学を伝えられる場所はどこか，と考え
たときに「博物館」という選択肢に気付いた．日本の博物館をもっと良いものにしたいと
考え，この論文を執筆することにした．博物館運営は今大変な時期だと考えられるが，そ
の中でも，やはりそれぞれの魅力を最大限引き出して，人々にアピールし続けてほしいと
いう願いをこめたものである．
このような考えに至ったのも，本講座の影響が大きい．本講座で数々の授業を受け，議
論をすることを通して，自分の考えを深めることができた．ここでの気付きを胸に，今後
も自分にできることを模索していきたい．もしできることならば博物館行政に携わり，博
物館の抱える問題を解決していきたい．携われなかった場合も，常に現場の問題を意識し
ながら最適解を考えて行ける人になりたいと思う．
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付録 1 アンケート用紙
一日宇宙・ロケット博物館

アンケート

（2012.12.8）

本日は本企画にご参加いただき、ありがとうございました。
今後の参考のため、以下のアンケートに是非ご協力をお願いします。

A：あなたについて、当てはまる選択肢をチェックしてください。

□男性 □女性

① あなたの性別を教えてください。
② あなたの年代を教えてください。

□10 代以下 □20 代 □30 代 □40 代 □50 代以上
③ どちらからお越しになりましたか？

□柏の葉周辺 □柏市内 □千葉県内 □東京都内 □その他（

）

④ このイベントをどこで知りましたか？

□ポスター（場所
□ウェブ（
□その他（

）
のページ）

□チラシ（場所
□知人の紹介

）
）

⑤ KSEL のイベントに参加されるのは何回目ですか？

□初めて

□2 回目

□3 回目以上（
□知っている

⑥ KSEL の存在をご存知でしたか？

回目）

□初めて知った

⑦ クリスマスサイエンスフェスティバルで他に参加した（これからする）企画を教えてください

□Cooking de Science
□理系漫画家はやのんトークライブ
□星空観望会
□スノーボール作り
□世界一受けたい授業

□科学者によるクリスマスコンサート
□秘密のアロマキャンドルに願いを
□マルシェコロール
□古代を科学する

⑧ 本企画に参加した理由を教えてください（複数回答可）

□宇宙に興味があった
□ワークショップに興味があった
□時間と場所が良かった

□博物館に興味があった
□KSEL の主催するイベントだから
□その他（
）
□とてもある □少しある □あまりない □全くない

⑨ 日頃から科学に興味がありますか？

⑨ イベント参加後、科学に対する興味は変わりましたか？

□とても変わった □変わった

□変わらない □以前より興味が薄れた

B：本日のイベントについて、当てはまる選択肢に◯をつけてください。
① 博物館は面白かったですか？
展示

そう思う ややそう思う

普通 あまりそう思わない そう思わない

ワークショップ

そう思う ややそう思う

普通 あまりそう思わない そう思わない 参加していない

② 博物館の規模や、装飾はいかがでしたか？

満足

やや満足

普通

やや不満

不満

理由（

）

③ 質問や意見を言いやすい雰囲気でしたか？
そう思う

ややそう思う

普通

あまりそう思わない

そう思わない
裏面に続きます。
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① （ワークショップに参加した方のみ）ワークショップの時間はいかがでしたか？
長い

やや長い

ちょうどよい

やや短い

短い

② またこのような博物館があったら行ってみたいと思いますか？
強くそう思う

そう思う

わからない

そう思わない

全くそう思わない

③ 本イベントの中で、一番楽しかった、あるいは興味を持った点を教えてください。
④ 次回、どのようなイベントがあったら参加してみたいと思いますか？

Ｃ：博物館について、当てはまる選択肢に◯をつけてください。
① 博物館は好きですか？

はい

いいえ

どちらでもない

理由（

）

② お気に入りの博物館・科学館はありますか？
国立科学博物館

日本科学未来館

科学技術館

③ 博物館にはどのくらい行きますか？

（

その他（

）

）週・月・年に（

）回

ほぼ行かない

④ あなたの博物館に対するイメージを教えてください。
⑤ 大学や研究者と接する機会はありますか？

はい（方法：

また、そのような機会はほしいですか？

はい

） いいえ

いいえ

どちらでもない

⑥ あなたの研究に対するイメージを教えてください。
⑦ 柏の葉に博物館があったらいいなと思いますか？

はい

⑧ 柏の葉に博物館があったらどのくらい行きますか？ （

いいえ

）週・月・年に（

⑨ 柏の葉に博物館があったら、運営に関わってみたいですか？ はい

どちらでもない
）回 ほぼ行かない

いいえ

どちらでもない

⑩ どんな博物館がほしいですか？

⑪ 柏の葉にどんな場所があったらよいですか？
Ｄ：最後に、ご意見、ご感想、ご質問やご要望等ございましたら、ご自由にお書きください。

以上です。ご協力ありがとうございました。
主催：柏の葉サイエンスエデュケーションラボ（KSEL）

協力：JAXA 宇宙教育センター

ご連絡 撮影させていただきました写真やビデオは、広報用に Web 等で使用
いたします。掲載されたくない方は、スタッフまでお声掛けください。
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付録 2 柏の葉博物館企画書
これからの博物館の例として，柏市地域活性化総合特別区域に指定され，柏の葉キャン
パスタウン構想をもつ柏の葉地域で開催する柏の葉博物館のアイデアを以下に記す．
テーマ：柏の葉地域の過去・現在・未来をつなぐ近未来型ビジターセンター．
産学官が連携し，柏の葉地域の今後を探る新しい形の博物館とする．
背景：東京大学柏キャンパスには博物館がないため，研究成果を公開できるような場が必
要だと思った．さらに，柏の葉地域はもともと産学官が連携した街づくりを進めている地
域であるため，その地域性を生かした博物館を作りたいと考えた．
協力：東京大学新領域創成科学研究科
千葉大学
三井不動産株式会社など一般企業
柏市
どのような場にしたいか：
・柏の葉地域の住民にとって
柏の葉の過去を知った上で，現在の自然環境や街をあげて取り組まれている研究に触れ，
より柏の葉地域に親しみを持てる場にする．
また同時に，住民側からも未来を発信できる場を作る．
・研究者にとって
地域住民に直接研究内容を普及できる場にする．
・学生にとって
サイエンスコミュニケーションの実践の場になる．柏の葉地域の様子と，大学で行われて
いる研究のギャップをうめるべく住民にわかりやすく説明するスキルを身につけられる．
・市町村にとって
市町村の今後の都市開発計画等を伝えられる場にする．
・柏の葉地域にゆかりのある企業（三井不動産など）にとって
企業による街づくりの一環となる．企業の研究のアピールの場にもなる．
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具体的な博物館案
(1) 大学構内のスペース
東大柏キャンパス内のスペースに博物館展示を置く場合は，柏図書館 1F 廊下，基盤棟 1F
エントランス部等が考えられる．
テーマ案として，「つながり」が考えられる，柏の葉の様子と研究のつながりを感じられ
るほか，運営を研究室持ち回りとし，一定期間ある研究室に関する展示が終わったら，そ
の研究室と関わりが深くつながっている研究室の展示が始まるという形を想定している，
展示を行った研究室の先生が，次の展示を行う研究室の先生を任命するというものである．
この形の博物館は，普段一般公開で公開しているものを工夫して出すことで実現できる
ため，比較的やりやすいと考えられる．
(2) 企業のスペース
三井不動産が作ったスマートシティーミュージアム内のスペースや，その他柏の葉キャ
ンパス駅前付近のスペース等を借りて開催するものが考えられる．会場費は企業に出資し
ていただく形を想定している．
仮に一部屋等広めのスペースが確保できた場合のレイアウト案を示す．順路は設けない．

宇宙

⑥

生命

⑦

くらし

⑧

⑤
④

電気・

環境

⑨

エネルギー

②

地域
③

講演
スペース
⑩

①

出入口

⑪
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出入口

展示内容：
大きく分けて「地域」コーナーとその他のコーナーの２つになる．
地域コーナーは住民が作っていくスペースで，日々変わっていく．住民がこんな地域にし
たいと提案できる場にする．
その他のコーナーは柏の葉地域に関わる大学の研究の発表の場になる．住民がそれぞれの
コーナーを体験しながら見ていくことで，改めて柏の葉地域の良さを発見できる．
①柏の葉地域の航空写真…柏の葉地域を再確認する
②柏の葉地域の写真…イベントの様子，公園の写真など
③地域自慢コーナー…住民が柏の宝物だと思うものを持ち寄り，展示する．展示審査委員
に持参し，審査された結果，1～2 週間展示される．
④昔はなんだったかパズル…都市開発の過去を振り返る．現在の地図の上に，○年前にあ
ったもののピースを置いていき，○年前の様子を再現．年代ごとに３種類ほどあるとよい．
⑤地層展示…柏の葉地域の地層断面を見て，過去の地層を知る．土にさわれる．
⑥生命標本展示…柏の葉地域にいる昆虫の標本，植物展示，動物紹介．顕微鏡で微生物を
見られるコーナーも作る．
⑦プラネタリウム…柏の葉地域から見える夜空．春夏秋冬各５分ずつ．入退場自由．芝生
風の床にして，寝転がっても見られるようにする．
⑧暮らしの科学…最先端科学がくらしにどう応用されているかがわかるコーナー．たとえ
ば飛行機の材料など．
⑨電気自動車試乗コーナー…未来の交通手段の提案をするコーナーとする．
⑩講演スペース…地域の人による講演スペース．未来を発信するお話をする．未来シンポ
ジウムなどを開く．
⑪未来発信コーナー…住民，地方公共団体，企業，誰でも未来を発信できるコーナー．現
在考えられている都市開発からこうあってほしいという夢までなんでも書き込める．
工夫：
・街の住民からのひとことをつけられるようにする
…各展示に吹き出しで街の住民からの一言を載せる．
住民からの街のオススメポイントなどがわかるようにする．
運営の案：
・研究室持ち回りにしてブースごとで責任を持ってもらう．
・地域の人に企画段階から入ってもらう．
・企業の展示品も置き，運営に携わってもらう．
→運営側でも地域交流できるとよい．
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(3) ショッピングモール内，駅構内など
ららぽーと柏の葉の一部のスペースや，柏の葉キャンパス駅構内等を使って，簡単な展
示を行うことも考えられる．この場合も展示品例は(2)で挙げたものと同じようなものであ
り，大学の研究成果と企業の研究成果どちらがあってもよい．ただし，(3)はスペースが限
られる上，前を通過する人数は最も多くなると予想されるので，よりインパクトに残る展
示が必要となる．体験にしても，ボタンを押すなどあまり時間がかからないものが望まし
い．
この場合のテーマは「柏の葉」等が考えられる．スペースの都合上，一目で柏の葉とわ
かるような展示が人々の興味を引くと考えられる．
また，この形は(1)と(2)との併用であってもよい．(1)や(2)の宣伝として，導入部分を担当
するものであれば，次に(1)(2)の博物館に行こうという人が増えるかもしれない．
以上に示した 3 つの形の博物館のうちのいずれか（あるいは併用）が今後柏の葉に実現
したらよいと考える．同様にして，柏の葉地域だけでなく，大学が近くにある地域では，
このような形の博物館が増えていくとよいと思う．
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