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１　東京理科大学（Faculty science ， Tokyo University of Science）
２　サイエンスEネット（Science E-Net）
３　京都文化博物館（The Museum of Kyoto）
４　京都橘大学（Faculty of cultural policy， Kyoto Tachibana University）

Ⅰ　はじめに

学校が完全学校週５日制に完全移行してか

らは，ＰＴＡや地域から，子供たちが休みの

土曜日と日曜日にいろいろな学習活動の場を

求める声が大きい。そのひとつとして，最近

は，理科が好きな子ども達を育てる科学イベ

ントも多く開催されるようになった（1）（2）。ま

た，おもしろい科学実験がテレビなどで紹介

される機会が増えたこともあり，科学イベン

トを行って欲しいという声はさらに高まって

きている。筆頭著者である川村が代表をつと

める科学教育ボランティア・サイエンスＥネ

ットは，主として理科教師や企業の理科系専

門職員やあるいはその退職者で構成されてい

る。それに加え，主婦や学生など背景や年齢

もいろいろな人が，ともに科学イベントに参

加して教え合うことにより，気軽に理科の楽
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しさを子供に伝えられる人々の層を厚くする

役割を担っている。

博物館は，これまでの展示型のイベントか

ら，来館者が主体的に双方向コミュニケーシ

ョンができる展示のあり方への変革を模索し

てきている。また，博物館などを現場として

文化施設のマネジメント分野を研究している

大学学部では，専門の研究とともに博物館実

習を中味の濃いものへと改良を行ってきてい

る。博物館は，そのような大学と協力するこ

とにより展示のあり方の改変を行い，さらに，

この協力体制の中に科学教育ボランティア団

体が参入することにより，博物館が，より多

様な来館者層に対応し，市民に開放された博

物館を理科系展示の場面でも演出できる可能

性が広がる。

京都文化博物館において，2006年５月に行

ったエジソン展では，科学教育ボランティア

団体と，大学および博物館がコラボレーショ

ンを行い，来館者が主体的に双方向コミュニ

ケーションをすることができる展示のあり

方，およびその運営の実際について検討・実

践を行った。企画の段階ではみえなかったこ

とが，実践を通して徐々に明らかとなった。

それらをどのように克服していったのかを記

述し，得られた成果を報告する。

Ⅱ　調査対象の組織・団体

本研究における研究対象の組織・団体は，

科学教育ボランティア団体のサイエンスＥネ

ット，エジソン展を主催した京都文化博物館，

博物館実習などで同館と協力関係にある京都

橘大学の３者である。それぞれの組織・団体

の概要を述べる。

１．サイエンスＥネット

サイエンスＥネットは，子ども達に科学の

楽しさを伝えようと，全国各地で科学実験教

室を行っているボランティア団体である。地

球温暖化防止京都会議（ＣＯＰ３）をきっか

けに京都の理科教師が集まって1997年に誕生

した。「科学」・「科学技術」・「地球環境

問題」について議論し，実験教室や科学イベ

ントを行う団体として，全国的に活動を行っ

ている。現在，ＮＰＯ法人化にむけて準備中

である。

２．京都府京都文化博物館

京都文化博物館は，京都の歴史を通覧でき

る歴史・考古資料，現代美術・伝統工芸，京

都の映画文化資料などを展示・公開するとと

もに，各分野の研究，教育，啓発そして情報

の収集，提供を行う施設として1988年に設立

された文科系の博物館である。理科系展覧会

を開催するのはこのエジソン展が初めてであ

った。

３．京都橘大学

京都橘大学は，1965年に京都・山科に設立

された。「文化政策学部」は，2001年に新設

され，社会と人々の幸福に貢献できる“実践

的な”学問の追究と人材の養成をめざし，文

化ボランティア・マネジメントに関する実践

研究も積極的に展開している。博物館等にお

ける実際の展示事業等を「博物館マネジメン

ト実習」と位置づけ，学生が実践的な活動を

展開する授業プログラムを行っている。

Ⅲ　エジソン展

京都文化博物館のエジソン展において，青

少年の理科の興味付けを主たる活動目標とす

るボランティア団体と，博物館と博物館実習

を取り入れている大学の３者のコラボレーシ

ョンを実践したので報告する。まず，エジソ

ン展そのものを概説する。

１．エジソン展の会期・会場

展覧会名：発明王エジソン展～知られざる天

才の秘密～

会期：2006年４月25日（火）～５月28日（日）
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会場：京都府京都文化博物館　４階特別展示

室

２．エジソン展とは

発明品という工業製品を展示することで，

子ども達に抜きん出て人気のあるエジソンの

人間像まで理解してもらうことを意図して全

国巡回を前提に企画された展覧会である。京

都文化博物館において，学芸員の森脇が担当

し，（株）バンダイのトーマス・アルバ・エ

ジソンコレクションより借用した238点の資

料を中心に展覧会を構成した。あわせて，エ

ジソンの生まれてからの成長の過程を示し，

その年齢のときどきの逸話などをパネル展示

するとともに，希望者には有償で，音声解説

機を大人用と子ども用の２種類用意した。

今回の展示の最大の特徴は，大人から子供

まですべての年齢層にエジソンの発明品を主

体的に理解してもらうため，発明品の実機に

触れたり動作を体感するハンズオン展示を用

意したことである。ハンズオンの対象は，エ

ジソンの３大発明と言われる「電灯」「蓄音

機」「映写機」に絞った。エジソンの偉大さ

に改めて気づいてもらえるように，視覚・聴

覚に訴えたアーティスティックな展示を用意

した。「電灯」では竹フィラメント電球の幻

想的なオレンジ色の光を展示し，「映写機」

では実際にエジソンの時代（100年前）の映

画の上映を行った。蓄音機では７種類の当時

のレコードを一日15回流すレコードコンサー

トと，プラスチックコップに自分の声を録音

する蓄音体験コーナーを用意した。

さらに子ども達に対しては，遊びながら展

示内容の理解を深められるように，クロスワ

ードと塗り絵の２種類のワークシートを用意

した。

（表１）

ハンズオン展示では，来館者が展示物を実

際に手に取ってみたり触れたりすることがで

き，来館者は長い時間をかけて見学した。京

都文化博物館で開催する同規模の展覧会の滞

在時間は，試験的に行った口答の出口調査の

結果から平均60分前後であるが，エジソン展

の平均滞在時間は1.5倍以上の100分に及び，

半日以上を会場内で過ごす親子連れも見られ

た。また，来館者の年代に関してもエジソン

展は総来館者１万７千人に対して，中学・小

学生は３千８百人であり，約17.1％の比率と

なった。

（表２）

同館が同会場で2006年に開催したエジソン

展以外の歴史・考古系，美術・工芸系の展覧

会での中学・小学生の比率が約1.8％（図１）

であることと比較しても顕著な特徴を示して

表１　エジソン展の主なハンズオン展示

表２　エジソン展の年齢別入館者数

100年前の明かり体験 ：　100年前の電球の温かな明かりを竹フィラメント電球の点灯室で体験
蓄音機パーラー ：　エジソンが発明した蓄音機の実機を再生する

レコード・コンサート（１日15回／全７曲）
蓄音機（学研製レプリカ・モデル）を操作
プラスチックのコップに自分の声を録音・再生する

エジソン・シアター ：　エジソンが製作した極初期の映画をDVDで上映する
『大列車強盗』（1903）、『For The Queen』(1904)の連続再生

大学・高校生 中学・小学生 未就学児 その他

1,223人 3,792人 82人 17,080人鑑賞者数

5.51% 17.10% 0.37% 77.02%比率
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いる。

（図１）

※その他の展覧会は，京都文化博物館が

2006年にエジソン展と同会場で開催した「柳

宗悦の民藝と巨匠達展」，「2006美術工芸新鋭

選抜展」，「京の食文化展」，「印象派と西洋絵

画展」，「北斎と広重展」，「マリア・テレジア

とシェーンブルン宮殿展」，「始皇帝と彩色兵

馬俑展」，「NHK日曜美術館展」の８つの展覧

会を指す。

（図２）

Ⅳ　エジソン展における博物館・大学・科

学教育ボランティア団体の動き

１．博物館の連携活動について

「見てまわる」といった従来の博物館展示

図１　来館者の分布

図２　エジソン展の様子
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から脱却するために，ハンズオン（体感）展

示を取り入れた。

また，博物館を，できるだけ多くの人にと

っての知的好奇心活性化の場とするために，

博物館という閉じた系の中だけでなく，外部

の組織とも連携して「開かれた博物館」とす

ることが試みられた。今回のエジソン展のハ

ンズオン展示は，科学教育ボランティア団体

と大学とのコラボレーションのもとすすめら

れた。大学生には，人手が足りないからお手

伝いで参加するという形から一歩進み，展覧

会の趣旨を理解して，自分なりの課題をもっ

て企画段階から参加してもらうことを目的と

した。それにより，博物館側だけではできな

かったであろう，大学独自の取り組みが行わ

れた。科学教育ボランティアには，エジソン

に関する資料の科学的な価値や好奇心を抱か

せる側面を，ほぼ100年前の蓄音機でのレコ

ード演奏会やレプリカ蓄音機体験などのプレ

ゼンテーションを通して伝えてもらうことを

目的とした。子供たち相手に科学を分かりや

すく教えることを目的とする科学教育ボラン

ティアに依頼したことは，文科系の博物館で

理科系展覧会をすることの補完という意味も

ある。いろいろな年齢層の科学教育ボランテ

ィアが，それぞれ熱意のある個性的なプレゼ

ンテーションを行い，同じ資料でもさまざま

な解説の仕方やアプローチがあることが示唆

された。一方で，ハンズオン展示に不可欠な

当日ボランティアのメンバーの決定が，組織

的な活動が不十分であったため連絡が円滑に

いかず問題となった。ボランティア団体の運

営力などを，事前に十分に調査し，期間中に

問題が生じないように対応することが必要で

あった。

しかし，博物館側の評価として，コラボレ

ーションしたボランティア団体は学習能力が

あり，期間中に要求水準をみたせるようにな

った。

２．京都橘大学「ミュージアム研究会」の連

携活動について

将来学芸員を目指している学内の自主組織

「ミュージアム研究会」から４名の学生が参

加した。３名は３回生（文化政策学部）で，

１名は大学院生（文学研究科）であり，全員

が女性であった。エジソン展では，企画立案

に加えて，学芸員からの専門的な情報をかみ

砕き一般利用者に伝えて展示を楽しんでもら

う「翻訳」作業が博物館側より任された。

エジソン展は子ども対象の展示会である。

しかし企画に関しては，誰でも，それこそ付

き添いの保護者だけでなく，学生と同年齢層

の来館者までにも楽しめるような工夫を考え

ようという意見が出た。たとえば蓄音機体験

は，来館者の声をプラスチックのコップに溝

として彫りこむレコーディング体験コーナー

として用意したが，大人は恥ずかしがって後

ろで見ているだけというケースが多く見られ

た。そこで，声ではなく縦笛で吹いたらどう

かとか，自分の心に溜まった思いを吐き出し

てスッキリしてもらったらどうかなどという

意見が学生達の間から出，来館した誰もが気

軽に楽しく参加できるようにさまざまなプラ

ンを練り台本を用意した。

さらに，当初は体験後にコップがかさばる

からという理由でそのまま置いて帰る利用者

も少なくなかった。これに対し，「せっかく

音を記録したモノをそのまま捨てるのは忍び

ない」という意見が学生の中から出た。そし

て，「伝えたい相手への自分の思いをコップ

にレコーディングし，そのコップをポストに

入れてみてはどうか」というアイデアを，展

覧会開催中に学生が思いついて実行に移し

た。実際にそれが相手に届くわけではないが，

ポストを透明の造りにしてコップに書かれた

思いを利用者が外から眺めることができるよ

うにした。来館者自身が展示物に対して双方

向に関わる展示を作りあげていく実践が成立

したわけである。
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また，展示場の状況を多くの人に知らせる

ために，学生が最近利用している「ブログ」

（簡易ホームページ）を利用した広報活動を

行ってみてはどうかという意見が出て，学生

自身が参加し体験した内容を分かりやすくブ

ログに書き込んでいくことを行った。

これらの企画は，企画集団が大学生で，青

年層の時代的特性と柔軟な思考に加え，企画

への高い参加意識があったために生まれてき

たものと考えられる。特筆すべきは開催前に

企画したことだけを行ったのではなく，来館

者の様子を観察・研究して企画を進化させる

ことができたことである。

３．科学教育ボランティア団体の連携活動に

ついて

科学教育ボランティアのサイエンスＥネッ

トは，子ども達に科学の素晴らしさを伝える

よい機会として，エジソン展におけるコラボ

レーションに参加することを決めた。期間中

24名のメンバーが参加した。そのうちわけは，

表２に示すとおり，年齢も背景もバラバラで

あった。今回サイエンスＥネットは企画段階

から加わったわけではなく，その意味ではサ

イエンスＥネットの学生と京都橘大学の学生

とは明確に区別される。

（表３）

サイエンスＥネットは，約100 年前の蓄音

機を用いてレコード演奏会とレプリカ蓄音機

のレコーディング体験の２つを担当した。レ

コード演奏会では，子供達に蓄音機を触って

もらい，ハンドルでゼンマイをまく作業を体

感してもらうなど，ハンズオン展示の中心的

役割を担った。また，演奏会後に受けた蓄音

機の仕組みなどの技術的な質問への対応も行

った。サイエンスＥネットのボランティア陣

は年齢層も幅広く，職業背景も異なるため，

それぞれが個性的な熱意あふれるプレゼンテ

ーションを行った。

また，小学生の学びツールとして博物館が

準備したワークシートを，来館者が完成する

のを手伝い，多くの小学生の自主的なチャレ

ンジを支援した。このワークシート完成のた

め展示場内に長く滞留する子供も多かった。

これまでサイエンスＥネットでは，単発の

イベントを，その時々の担当者がうまく調整

してきたため，この自信が逆効果となった。

短時間で，多人数を長期に割り当てる調整に

慣れておらず担当者個人の手に余ってしま

い，連絡不行き届きが起きて当日の参加人数

が直前まで把握できないという事態がおきて

しまった。

具体的には，エジソン展初期の段階では，

サイエンスＥネット側からの博物館における

実演担当者が不足した。その原因は，いくつ

か重なった。サイエンスＥネットのメンバー

は，学校教員が多いため平日に博物館に出向

いて実演を行うことは難しかった。そのため，

退職者や主婦が平日の実演を行うことになっ

た。しかしこのとき窓口担当者は，広くサイ

エンスＥネットのメンバー全体に呼びかけを

行わなかったため，決定的に実演担当者不足

が生じた。

平日の実演メンバーがサイエンスＥネット

からは期待しにくいため，京都橘大学のよう

に学生に担当を依頼すればいいのではと，京

都橘大学がそれまでに時間をかけて準備して

表３　サイエンスEネットボランティアの背景

ボランティア 人数（人）

大学助教授（代表） 1

企業OB 1

専業主婦 1

企業社長 1

図書館司書 1

教師 2

会社員 3

学生 14

計 24
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きたことを考慮に入れずに，京都の理科教育

関係の大学生に声をかけた。しかし参加希望

が殺到し，エジソン展への参加を希望した学

生の人数を逆に減らし調整し直すことになっ

た。さらにサイエンスＥネット側での準備期

間の短さもあり，サイエンスＥネット側から，

参加希望の学生に対して，展覧会の趣旨や各

展示のねらいなどを充分指導できないまま学

生がエジソン展に参加することとなってしま

った。

しかし博物館との対話を繰り返すなかで，

エジソン展後半においては，当日初参加した

学生にも展覧会の趣旨や各展示のねらいの説

明などが徹底できるようになり，参加した学

生も充実感を感じ，あわせて，サイエンスＥ

ネット側も，学生とともに，充実感を感じら

れるようになっていった。

これら一連の経験により，今まではその

時々のイベント窓口担当という個人に責任を

任せていたものを，組織の責任として手配・

人選を行うように運営方法の見直しが行われ

た。また，この経験により，ＮＰＯ法人化を

しようという機運が盛り上がり，その後，何

度も議論をへてＮＰＯ法人への申請を行っ

た。

Ⅴ　エジソン展に参加しての意識の変容

では，エジソン展での活動を通して，活動

に参加した大学の学生や科学教育ボランティ

アの意識は，どのように変容したのであろう

か。以下に，大学・科学教育ボランティアを

それぞれに分けて記述する。

1．京都橘大学からの参加学生の意識の変容

展示期間の約１ヶ月の間，前述のように新

しい展示を増やしたりブログを更新したりと

日々展示の改善を行っていく努力を行った。

また，目指している職業である学芸員と直に

交流ができるということや，年齢層の異なる

人たちとの交流は学生にとっては非常にプラ

スになった。

「翻訳」という課題については，来館者の

女子学生に対する気安さのせいか，来館者か

らの質問を学芸員より多く受けていた。主体

的に関わった企画に関してはその課題はクリ

アできたといえた。来館者が多いときは立案

した企画以外の説明も行ったが，その部分が

少し不勉強であることは否めなかった。展示

全体を担う覚悟を学生に持たせるか，あるい

は展示の一部として新しい企画を自由にやら

せる形で参加させるかは，今後の博物館と大

学の関わりの課題となろう。事後にかなり濃

密なミーティングを行ったが，実際の展示会

で実践的教育を行うことは，学生にとっては

ある意味博物館実習と同等あるいはそれ以上

の効果を得ているという手ごたえがわかっ

た。実習のための実習とは異なり，実践の中

でしか感じられない緊張感をもって作業をさ

せるという教育の効果は大きいものがあっ

た。

２．科学教育ボランティア団体のメンバーの

意識の変容

まず最初に生じた問題点は，次のようなも

のだった。研修を受けた上で，参加して欲し

いという博物館側の希望と，参加を希望する

者には平等に貴重な体験をして欲しいという

ボランティア団体が持つ意見との間に，食い

違いがみられたことである。サイエンスＥネ

ットとして募集した学生は，直前にしか参加

メンバーが決まらなかった上に，半日など短

い時間で参加する人が多く，レコードコンサ

ート用の蓄音機等の繊細な操作を行うことに

博物館側から懸念の声があがった。約100年

ほども前の貴重な機器であるだけに，博物館

側では，そのような学生が扱うことで，蓄音

機が壊れないかと心配したわけである。一方，

サイエンスＥネットという団体の，上下関係

のない性格が不利に働き，経験の浅い学生を

「指導」する意識が当初低かったことも問題
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として浮上した。

これに対し，数人のメンバーが博物館側か

らレコードコンサートのための蓄音機と蓄音

体験用蓄音機の操作の研修を受け，操作マニ

ュアルを作成した。このマニュアルを活用し

ながら研修を受けたメンバーと組となること

で，当日初参加の学生も操作を行えるように

なった。また，当日初参加の学生のなかにも，

学芸員に蓄音機・発明品などの扱い方の実践

的な指導を受けて自身の解説を振り返って吟

味したり，企画段階から参加した学生との共

同作業を通して，アシスタントを行っている

という意識から，主体的に説明や操作を行う

ように意識を変えるなど，変化が現れた。

サイエンスＥネットのメンバーの中には，

実験教室を何度も経験している者が多く，担

当した企画には個性的で熱意のある解説を行

えた。しかしエジソン展のように，来館者の

多様な質問に解答するには総じて勉強不足で

あったといえた。これを補うため，積極的に

技術資料を自分で調べたり，メーリングリス

トにその質問を投げてより詳しい人の意見を

求めたりなどの行動を起こすことにより，担

当者の間にインタープリター的な学びが始ま

った。また，ものづくりをする企業の社長を

務めるものがその利を生かし，来館者がより

エジソンを身近に感じられるよういろいろな

実験器具を持ち込み，蓄音機をもう１台製作

した。彼と共に行動した学生は同じように来

館者の立場に立って考え，あたらしいアイデ

アの提案を行うように成長できた。

約100年前のレコードの音に感嘆する来館

者の声や蓄音機にかじりつく子供の表情に触

れ， 参加メンバーから，このようなイベン

トを継続してやっていきたいという意見が出

された。

博物館におけるボランティア活動は，科学

教育ボランティアに対しても違った経験ので

きる新たな活動の場であった。

Ⅵ　おわりに

エジソン展に参加した児童の声としては，

博物館におけるアンケート調査により「おも

しろかった！！」「いろいろな知らない事が

わかってよかった。」などの感想が得られた。

科学教育ボランティアからは，多様な背景を

持った人たちの熱意と考え方を提供すること

ができる。大学生からは，新鮮な感性と行動

力を提供できる。博物館からは，専門的な知

識と実践の場所が提供できる。これらがうま

く組み合わさって今回の「エジソン展」は好

評を得ることができた。科学教育ボランティ

アの「子供たちへの実験指導に慣れている経

験」と大学生の「時間をかけて企画に集中で

きる環境から生まれる柔軟なアイディア」の

両方が博物館とコラボレーションを行うこと

により，ターゲットの小中学生，さらにはよ

り広い年齢層にも興味を引くハンズオン展示

を行うことに効果をあげたといえる。

同時に，ボランティアや学生特有の甘さが

垣間見える場面もあった。これは実践的な経

験を重ねていくことで解消されていくことで

あろう。

「企画段階から参加する」ということが，

今回の博物館と大学の関係のキーワードでも

あった。学生達は，エジソン展の準備の段階

から，いろいろな計画を責任をもって進める

などの活動を行った。エジソン展の前後で，

図３　3機関の相互補完図　　
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博物館インタープリターとしてのありような

どに関する彼らの意識は，来館者が主人公と

なれるように演出することができるようにな

るなど大きく変わった。科学教育ボランティ

アは，企画段階では携わっておらず短期参加

であったが，来館者が主人公となれるために

何が出来るかを探してそれを実践しようとい

う方向に意識の変化が見られた。このような

展示で，ボランティア団体が企画段階から関

わったときに，このような展示企画にどのよ

うな変化が現れうるのか，またボランティア

団体にどのような活動目標や意識の変化が見

られるのかは次の課題である。

（図３）

川村（3）では，子ども達への科学実験教室

を継続的に運営するためには，実験講師の新

たな養成が可能なシステムの必要性を述べ

た。このような試みを続け，さらにどのよう

な効果が得られるのか調査を続ける所存であ

る。
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