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Ⅰ．はじめに
ストックルマイヤーらはサイエンスコミュニケー
ションを，「科学というものの文化や知識が，より大
きいコミュニティの中に吸収されていく過程」（ス
トックルマイヤー他，2003）と定義づけている．
そもそも日本のサイエンスコミュニケーションは社
会に浸透しているのだろうか．日本のサイエンスコ
ミュニケーションは2011年の東日本大震災以降に，
より多くの注目を浴びるようになった．その内容も一
般市民を対象としたテーマ設定や双方向性を意識した
コミュニケーションが工夫されている．その一方で
「サイエンスカフェなどの少人数対話型イベント」「講
演会などの中・大規模イベント」の参加者は，両者と

もに元々科学に興味のある科学技術高関与層が主体で
あるという報告がある（加納他，2013）．つまり，誰
もが参加可能であるにも関わらず，参加者に科学技術
高関与層への偏りが見られるのである．一般市民を対
象にしたサイエンスイベントに，科学技術高関与層の
成員が繰り返し参加しているとすれば，サイエンスコ
ミュニケーションは，彼らの理解を更に深める貢献は
しても市民社会に広く浸透しているとは言い難い．
文部科学省による「科学技術に関する意識調査
2001年」では，科学技術に対する関心度の観点から
公衆を「注目している公衆」「関心のある公衆」「そ
の他の公衆」の３層に分類している（図１：NISTEP, 

2001）．回答者のうち「注目している公衆」４％，「関
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心ある公衆」23％（NISTEP, 2002）から，科学技術高
関与層は27％で，Ogawa（2006）は，残りの「その他
の公衆」73％の中に，我々が無意識にサイエンスコ
ミュニケーションの対象から除いてきた「行方不明」
の特定の層が存在すると述べ，この層を Indifferent 

Publicと呼んでいる．一般市民対象のサイエンスコ
ミュニケーションが，この層にまで届いていないなら
ば，Indifferent Publicはサイエンスコミュニケーション
を社会に浸透させるためには不可避な層と考えられる．
これに関して小川（2015）は，誰が，誰のために，
どのような介入を行いゴールに向かうのか，目的に合
わせた適切な手段を使用した介入を意図的にデザイン
することの重要性を主張している．そこで，本研究で
は Indifferent Publicに対象を絞ったワークショップの
デザインを提案する．

図１　公共政策における層構造モデル

Ⅱ．科学リテラシーの意義
１．科学的リテラシー
一般市民には，科学文化や知識を能動的に求める公
衆と，求めない公衆が存在することは前述の通りであ
る．では，求めない公衆に対してもサイエンスコミュ
ニケーションは必要なのだろうか．必要だとすれば，
それはなぜなのだろうか．
現代社会に生きる彼らの生活において，科学技術に
関与する状況や場面は多々考えられる．例えば，家族
の生活や健康を守る立場の主婦，子どもを教育する立
場の大人には，医療，薬，食品，調理法の選択や判断，
身近な自然現象の仕組みに関する子どもの問いに答え
るという状況，また，地域活動では環境問題，防災関
連などの社会的課題を専門家の意見や説得の正当性を
判断して解決に導く役割も生じてくる．このような場
面で有用になるのが，科学リテラシーに内包される科
学的
4

リテラシー「自然界および人間の活動によって起

こる自然界の変化について理解し，意志決定するため
に，科学的知識を使用し，課題を明確にし，証拠に基
づく結論を導きだす能力（PISA，2000年調査国際結
果の要約より）」ではないだろうか．
科学的リテラシーは，Indifferent Publicを含むすべ
ての人が日常生活に適用できてこそ価値がある．科学
的リテラシーを活用する文化を科学文化と捉え，科学
文化が浸透した社会を目指すには，日常生活で遭遇す
る問いや課題を誰もが科学的思考を用いて解決できる
ようになるための介入が必要になる．この科学的リテ
ラシーを，課題発生から適切な結論を導き意思決定に
至るまでの具体的な探究プロセスを時系列で示すと図
２のようなモデルが考えられる．本研究ではこれを，
日常で解決すべき問いや課題に対して適切な判断や解
決に導くプロセスで有用な科学的思考を活用できる能
力「サイエンスの横串スキル」と名付けて提案する．

２．サイエンスの横串スキル
図２は，問題解決のプロセスにおいてサイエンスの
横串スキルが発揮されている典型的なモデルを示して
いる，問題解決のプロセスは，①日常生活で問題意識
が発生したときに科学的解決が有用と認識し，科学的
思考を活用して解決しようとする時点が起点となり，
②課題となる事象や現象に対峙し，③その現象から情
報を読み取り，④仮説を立てる，あるいは一般化され
た情報が掲載されている図鑑や文献を調べ，⑤観察・
実験を繰り返して得られた情報を一般化された知識
（法則性）と照らして整合性を見極め，⑥結論を導き
自身の行動選択や判断，課題解決の材料とする，とい
う段階で示されている．吹き出しの台詞は，各段階の
科学的思考に伴って観察される典型的な発話である．
また，上向き矢印は，その段階において発揮される科
学的リテラシーを具体化した指標項目で，「科学技術
リテラシーとしてのコンピテンシー・スキル・態度
（長崎，2014）」として挙げられた以下の４項目である．
（a）科学的に考えてみたらどうなるだろうという発想
が自然に出てくること，（b）基礎的知識から根拠を
持って合理的に推論していく習性が身に付いているこ
と，（c）科学的に正しいとされる知識を簡単に入手す
るすべを身に付けていること，（d）うさんくさそう
な知識や言説をかぎわける嗅覚を身に付け，科学的に
検討してみようとする態度を持つこと（科学技術の智
プロジェクト，2008）．
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例えば，誰もが日常生活で遭遇し得る，「洗濯物を
今日外に干して大丈夫？」という課題を図２のモデル
に適用すると，「①（a）（d）天気予報をインターネッ
トで見るとサイトによって情報が違うからWebに頼
らず判断したい．②（a）空模様を観察してみよう．
③（b）高い所にヒツジのような雲がたくさん浮かん
でいる．④（b）（c）図鑑（学研，2015）で調べると雲
の名称は高積雲で雲と雲の間が狭くなると雨が降りや
すくなるらしい．⑤（b）さっきより雲の間が狭く
なっている．⑥今のうちに外に干そう．（翌日）やっ
ぱり雨．昨日干しておいて良かった」このような展開
がシミュレートできる．
解決すべき課題が，医療，環境問題，防災関連など
の社会的問題に発展すると，入手すべきデータや情報
は多岐に渡り，関わる人員も専門家や多様な文化背景
を有する複数人になるなど，サイエンスの横串スキル
のプロセスが複雑化することも考えられる．高度な知
識を有する科学者の説明はサイエンスの横串スキルに
基づくはずであるため，各人がサイエンスの横串スキ
ルを適宜，活用できることで科学者による「一定の
ルールが存在している（小川，1998）」説得の場面にお
いても正当性が判断できるなど，市民がそれぞれの立
場で科学技術に関わることが可能になると考えられる．

３．社会文化に科学文化を埋め込むサイエンスコミュ
ニケーションの試み
戦後の理科教育は，その後の学習指導要領と昭和
28年に制定（改訂が重ねられ現在に至る）された理
科教育振興法（1）に則って実施されており，義務教育
を経たという前提で日本の成人は基礎的な科学知識や
その有用性を学んできたはずである．このことを踏ま
えると，能動的に科学技術に関与する人とそうでない
人が存在する現状について，どのような説明が可能だ
ろうか．
生成的学習モデル（OSBORNE and WITTROCK, 1983）
によると，学習者は，環境にある，彼らが有用と解釈
した感覚情報を脳に取り入れ，他は無視することによ
り，すでに脳に保存されている記憶と新たに取り入れ
た情報を能動的に相互作用させながら意味を構成する
と述べている．このことから，教授された科学的な知
識，技能及び態度（科学的リテラシー）の意味を構成
する機会が少なかった人は科学技術に主体的に関与す
ることが少ないという説明が可能かもしれない．そし
て，これこそが先より議論している Indifferent Public

の素性であるとすると，Indifferent Publicに科学技術
関与を動機付けるサイエンスコミュニケーションとは，
科学的リテラシーの有用性を，彼ら自らが意味ある

4 4 4 4

と
認識するようになる「介入」ということになる．
森本は，構成主義的理科学習論の教授論の課題に以
下の２つを挙げ，「（1）いかなる知識も，児童・生徒

（a）科学的に考えてみたらどうなるだろうという発想が自然に出てくること
（b）基礎的知識から根拠を持って合理的に推論していく習性が身に付いていること
（c）科学的に正しいとされる知識を簡単に入手するすべを身に付けていること
（d）うさんくさそうな知識や言説をかぎわける嗅覚を身に付け，科学的に検討してみようとする態度を持つこと

図２　サイエンスの横串スキルのモデル
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個人にとって『意味ある』形で構成される．児童・生
徒の既有の知識構造にとって意味をもたらさない情報
は，一切受容されない．（2）人それぞれは固有の文化
に属し固有のことばを有する．ことばは文化を創造す
る源泉となるが，これは社会的なコンセンサスを経て
流通している．したがって，社会における他者の存在
を抜きにした知識の構成は考えられない（森本，
2003）」として，個人における構成と社会的構成を融
合させる介入に，解決の可能性を示している．さらに，
田島と森本はそれぞれにヴィゴツキーの論を援用し，
知識（科学的概念）の教授論について，「わかる」と
いうことは，「教師が提示することばの『正解』を暗
唱することにとどまる段階から，学習者の個人的な関
心に引き寄せ，教授されたことばの新たな解釈を見出
す段階への移行過程である．これは，教授された『語
義』から個人的な『意味』に至り，また『意味』から
『語義』を見直すことができるようになること（田島，
2015）」であり，「社会において構成されたもの（精
神間機能）と，学習者の思考の内にあるもの（精神内
機能）との，いわば，対話的な過程により論理の構成
を図っていくもの（森本，2003）」と述べている．

Indifferent Publicも科学技術に能動的に関与するこ
とが少ないという共通項以外は，多様な文化背景（生
活世界）を持った人の集まりであることを踏まえると，
Indifferent Publicを対象にしたサイエンスコミュニ
ケーション・デザインには，彼らが意味付けの思考過
程で用いる個々のことば

4 4 4

と，彼らの社会や文化背景で
流通することば

4 4 4

の両面から参加者の発話に注目するこ
とが有用だと考えられる．
森本と田島の教授論をサイエンスコミュニケーショ
ンの介入に敷衍すると，参加者に言語化を促すことで
伝わる概念が「語義」にとどまらず，参加者にとって
の「意味」になり，参加者が科学文化を自身の生活に
埋め込むことが可能（個人文脈）になる．さらにその
概念が彼らの社会的文化背景で流通することばに変換
可能になったとき，科学文化は社会に埋め込まれて
いったと言えるだろう．
留意するのは，まずは彼らの意味付けの思考過程に
おける科学的思考に伴う発話「なぜ？」「本当？」
「〇〇かも」「調べ・確かめてみよう」「やっぱりね」
などの，「サイエンスの横串スキル」（図２）の活用場
面で交わされる，参加者同士，もしくは推進者と参加
者との対話で用いる個人文脈のことばである．

田島らは，学習者が将来出会う様々な具体的問題を
解決する場で，体得した知識を活用するための教育支
援として実施した実験および実践介入研究から，実験
現場の設定の中で用いた科学的概念の内容を知らない
他者を相手に想定して，概念の意味の説明を行う経験
を経ると，生活的概念のことばと科学的概念を関連づ
け，自分なりの解釈を行えるようになる者が増加する
ということを明らかにしている（田島・茂呂，2006；
田島，2008）．このことから，サイエンスコミュニ
ケーションの実践においても，活動内で交わした個人
文脈のことばを参加者各々が咀嚼して自分のことばと
して他者に伝えることを推奨することで社会文脈のこ
とばとして，参加者各々が属するコミュニティの文化
（社会文化）に，ストックルマイヤーらが示したサイ
エンスコミュニケーションの定義でいうところの「科
学というものの文化や知識」（以下，科学文化）が埋
め込まれていくことが期待できるのではないだろうか．

Ⅲ．本研究の目的
本研究では科学技術に関与することの少ない

Indifferent Publicを対象に，Indifferent Publicの生活世
界に科学文化を浸透させ，科学技術関与への動機付け
を行うことを目的として，サイエンスの横串スキルの
活用プロセスを実践することで参加者を伝達者に仕立
てるワークショップ・デザインを提案する．
具体的には，伝達者創出のためのガイドラインを制
定し，それに基づいてワークショップをデザインし，
実践した．参加者が，メイントピックの内容をそこに
内包する科学的概念を納得した上で自分のことばで伝
えられるようになり，実際に自分の家庭や活動拠点で
伝達するに至ることを本実践研究のゴールとする．そ
のため，「参加者に伝達者としてのスキルを提供する
ことができたか」，「参加者は能動的に伝達者としての
活動を行ったか」，という２つの観点から伝達者創出
の可能性を検証・評価する．
参加者を伝達者に仕立てる利点を，参加者個人への
還元と，社会への還元の両視点から３つの仮説を立て
た．前者は，参加者は伝達行為が課せられることによ
り，メイントピックに内包する科学的概念を自分の中
で意味付けしながら言語化に取り組み，自分の生活世
界に取り入れやすいことばに再文脈化して発話するこ
とになると予想され，（仮説１）「自分自身が科学文化
の存在意味を意識するようになる」，後者は，（仮説
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２）「言語化することで，科学文化を自分以外の他者
と共有することを意識するようになる」．そして，自
分が属するコミュニティの文化を熟知している参加者
は，そこで流通することばを使って，（仮説３）「自身
のことばに再文脈化した科学文化の意味を，受け手と
の対話でコンセンサスを得る（異文化通訳）役割を主
体的に担う」．である．
仮に，参加者が伝達者としてのスキルを得て，能動
的に伝達者としての活動を行ったという結果が得られ
た場合，これらの仮説の検証が本来の目的である
「Indifferent Publicの生活世界に科学文化を浸透させ，
科学技術関与への動機付けを行う可能性」の評価材料
になると考えられる．

Ⅳ．実践母体の構築
１．実践母体の特徴
本研究の，実験母体はWith Science Project（以下，

WSP）と名付けた．WSPの主な特徴は３点ある．１
点目は，参加対象者を Indifferent Publicに限定するこ
と，２点目は，Indifferent Publicの生活に身近なテー
マを設定し，テーマの文脈の中にサイエンスの横串ス
キルの活用場面を組み込んで活動すること，３点目は，
参加者を伝達者（リ・コミュニケーター）に仕立てる
ことである．
リ・コミュニケーターの定義：WSPワークショップ
にて伝達者となった参加者は，伝達活動を実施するが，
サイエンスコミュニケーターの立場とは異質であるた
め，本研究では伝達者となった参加者を「リ・コミュ
ニケーター」と名付ける．以下，３段階のフェーズに
て定義を示す．
（1）WSP活動直後

WSPに参加し，ファシリテーターが提示した科学
トピックに内包する科学的概念を活動中に自身で観察
し，納得した上で，自分のことばで表現できるように
なった人．（表２：ルーブリック評価　B以上）
（2）WSPを経た日常にて
参加後，参加者が自分の家族や所属コミュニティで
過ごす日常で，WSPで体得したトピックを伝えるチャ
ンスに遭遇したら，その場でサイエンスの横串スキル
を活用しながら，相手の文化や理解度に合わせて科学
トピックを伝達する人．
（3）理想形
日常で遭遇した事象や課題に，科学的態度を持って

接し，社会的議論の場にも積極的に参加する人．

２．With Science Projectのコンセプト
参加対象：大人の Indifferent Public（科学コミュニティ
に所属していない，理科や科学に興味がない，または
「サイエンス（科学）コミュニケーション」という言
葉を知らない人と定義）．募集は，地域活動の掲示板
を利用し，科学コミュニティが利用するWebや電子
掲示板等は使用しない．
テーマ設定：Indifferent Publicの生活に身近で多世代
で楽しめる，文理融合の活動が可能なテーマ．
活動内容：参加者が知人に思わず伝えたくなる印象的
な科学的メイントピックを１つ準備する．テーマの文
脈を活かしながら，サイエンスの横串スキルの活用場
面を適宜組み込む．参加者がインプットした内容を，
自分の家庭や活動拠点でアウトプットできるようにす
るメニューを準備する．
サイエンスコミュニケーターの役割：参加者と対等な
立場に留意し，互いに学び合う姿勢を貫く．参加者の
知識欲を満足させ，科学的間違いのない内容を伝える
ための知見を準備し，ワークショップをデザインする．
実践プロセスでは，参加者の行動に伴った言語活動や，
参加者同士，もしくは自身と参加者との対話に留意し，
参加者が，能動的に伝達活動が行えるようにファシリ
テートする．

Ⅴ．ワークショップの実践
１．実践概要
実施日時：2015年５月24日（日）10:00～14:00
テーマ：草花遊びをしよう
参加者：近隣の子どもを持つ親　熟年層　大人10名
＊ SC認知度（表１）にて９名がサイエンスコミュニ
ケーションという言葉を聞いたことが「ない」と答え，
「なんとなく」と答えた１名は，科学に興味が「ない」
と答えているので，参加者は全員 Indifferent Publicで
あった．
監修：多田多恵子（植物生態学者）
ファシリテーター：第一筆者
概要：身近な草花を摘んで，植物と触れ合い，楽しみ
ながら生物の巧みな生き方を知る．メイントピックは，
カタバミの葉には小動物や昆虫から身を守る仕組みが
あることを示す内容．カタバミの葉を食べて酸の味を
確かめる．カタバミの葉でお金が磨けるかを試す．他
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の植物との比較など，日常で実践可能な生活世界に，
サイエンスの横串スキルのモデルに準じて活動し（図
３），カタバミの生態を自分の生活と対比しながら，
科学的概念（食物連鎖や自然選択）を含めた科学文化
（科学的ものの見方・考え方）を意識させる．
実践プログラム〔ファシリテーションの工夫〕：
（1）ワークショップの意図説明
〔開始前にリ・コミュニケートを依頼する〕
（2）参加者自己紹介
〔参加者同士の対話を可能にする〕
（3）課題導入

・カタバミの葉でお金を磨くマジック
〔メイントピックのつかみとする〕
・カタバミサラダの試食（少量）
・絵本「ハートのはっぱかたばみ」読み聞かせ
〔文学的な言葉による意味理解から観察・実証へ導
く．カタバミは虫に食われないかという視点観察
を促し，根拠を持って疑うメッセージを送る〕

（4）近隣散策と草花摘み
・観察と草花遊び
〔生物の生き方，逞しさを視覚で確認することで参
加者自身の表現力の可能性を高める．サイエンス
の横串スキルの活用を促す（図３）．実験実証を承
認し合う行動と，参加者間での対話を促す〕

（5）ロールプレイング伝えっ子ゲーム（Ⅴ–3．参照）
〔リ・コミュニケーター認定テストを意識させず，
参加者に楽しさと伝達練習の場を提供する〕

（6）ディスカッションと感想発表＋アンケート記入
〔サイエンスの横串スキルの適用方法の確認と科学
文化の有用性とその意味について対話を促す〕

（7）実践後の活動
・ワークショップ修了後約２週間の間に伝達活動を実
践　＊参加者
・伝達活動に至る過程を参加者に聞く目的でワーク
ショップ当日から約２週間後に参加者にインタ
ビューを実施　＊ファシリテーター

２．サイエンスの横串スキル過程の発話
ファシリテーターが提示した科学的事象について実
物と対峙しながら「なぜ

4 4

，すっぱいのかな？」「お金
が磨けるかも

4 4

」「今度はクローバーの葉を磨いて確か
4 4

表１　参加者情報

* SC認知度 /サイエンスコミュニケーションという言葉を聞
いたことがあるか

図３　サイエンスの横串スキルモデルに準じた本実践
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めてみよう
4 4 4 4 4

」「やっぱり
4 4 4 4

磨けないね」「本当？
4 4

虫に食わ
れているみたいだけど」など，参加者間で対話を交わ
しながら（図４，図５）サイエンスの横串スキルを発
揮した．

図４　カタバミの葉の味見をする参加者ら

図５　実験結果を承認し合う参加者ら

３．参加者スキル獲得評価のためのゲーム開発
本研究では，学習者の活発な解釈活動を促進するこ
とを目指して提案された技法「再声化介入法（田島，
2008）」を手がかりに，参加者に対して楽しみながら
当日の復習をする「ロールプレイング伝えっ子ゲー
ム」を開発した．このゲームには，当日の内容の復習，
他者に伝達することの動機付け，他者に伝達するシ
ミュレーションの場，参加者のリ・コミュニケーター
としての到達度を評価するテストという複数の目的が
ある．到達度評価は，後日ルーブリック評価基準（表
２）に沿って参加者のパフォーマンスからリ・コミュ
ニケーターとしてのスキル体得状況をビデオ審査した．
ルール：①伝え手役，受け手役を順次１名ずつ設定す

る．②伝え手役は，受け手の立場が記された「誰に
カード」（例：小学生，上司，ママ友，等）と，状況
が記された「どこでカード」（例：公園で，部屋で，
等）を１枚ずつ引く．③伝え手役は，相手に相応しい
ことば使い，場所や相手の人数を踏まえ，受け手役に
伝える．④受け手役は，伝え手役のリ・コミュニケー
トに納得したら○の旗を，納得できなければ？の旗を
掲げる．

表２　ルーブリック評価基準

４．検証と結果
研究目的で示した「参加者に伝達者としてのスキル
を提供することができたか」については，参加者10
名のうち評価 Sが１名，評価 Aが３名，評価 Bが４
名（表３），不参加２名は，後日インタビューにて
ゲーム課題を実演し，ルーブリック評価 B同等のパ
フォーマンスをしたので参加者全員をリ・コミュニ
ケーターと認定し，伝達活動の実施を勧めた．
もう一つの研究目的である「参加者は能動的に伝達
者としての活動を行ったか」については，参加者の伝
達実績として，その量（伝達数）と質（伝わった内容
の科学的な正しさ）の観点で検証した．
検証方法：ワークショップ終了時，封緘した質問紙
（資料１）を，参加者各々の伝達想定数だけ手渡した．
参加者は伝達後，受け手に質問紙を渡し，受け手は理
解したことを記入して筆者に送付する．一方，参加者
にもインタビューを実施し，伝達数と伝達内容を記録
し，回収した質問紙との整合性を検証した．
伝達数は，参加者10名のうち８名がインタビュー
に答え，その８名全員が伝達を実施し，合計25名に
質問紙を手渡したと答え，実際に受け手から25通の
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質問紙が筆者に届いた．参加者は，質問紙協力者以外
にも SNS等へのリ・コミュニケートも試みていた（表
４）．ただし，本研究では受け手からのさらなる他者
への伝達は想定していない．なぜなら，参加者の伝達
相手はリ・コミュニケーターのスキルを体得している
か判断ができないためである．
伝達の質については，参加者がリ・コミュニケート
した内容と，受け手が理解したと記した内容が一致し，
科学的内容が正しく伝わることを期待したが，参加者
が伝えたと述べた発話内容と，受け手が理解したとす
る記述内容にいくつか食い違いがあった．受け手２名
が「蓚酸」という化学物質名を「ヨウ酸」「しょう
酸」と誤認表記していた．その２名に伝達した参加者
は，インタビューにより「蓚酸」と正しく伝えたこと
が分かっている．
資料１の質問⑤にて「葉の成分がカタバミの生存に
本当に役立っているか確かめる方法はあるか」この問
いは，筆者が当日参加者に問いかけた内容で，この問
いから，科学文化と日常の判断のつながりなどのディ

スカッションに発展させることができた．このような
議論が伝え手と受け手間でも発展することを期待した
問いであったが，この項目はほぼ空欄だった．
以上の検証結果より，本研究の２つの目的は達成さ
れたことが明らかになった．ここで，参加者が伝達活
動を実践した事実から言えることを，３つの仮説を裏
付けると考えられる参加者の発話データ（表５）から
分析する．
個人文脈と位置づけた仮説１，「自分自身が科学文

表３　参加者の伝達者としてのスキル評価

資料１　参加者が受け手に依頼する質問紙の一部
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化の存在意味を意識するようになる」については，
「磨いてきれいになる，酸っぱい，酸だってつながっ
た時に面白いと思った（I・M）」は，酸の化学反応の
知識が日常の生活体験と結びついて蘇り意識したと考
えられ，「カタバミの味で戦後の厳しい時代に食べた
イタドリやギシギシの葉も酸っぱかったことを思い出
した（M・T）」は，酸を葉に保有する植物種の生態の
共通性を過去の体験と結びつけて意識したと考えられ．
「自分の中でただの雑草だった草を，最近よく見る種
類だな～，虫に食われているな～，とか考えて見るよ
うになった（K・M）」は，これまで視覚情報にすぎな
かった雑草が自身の中で意味付けされ，環境と植物の
生態の関係を意識するようになったと考えられる．同
じプロセスを経て得た科学的知識を，参加者らは個々
に自分の過去の体験や知識と結びつけて意味付けする
ことができた内容を抽出して言語化し，生活に取り入
れていることが，これらの発話から読み取れる．
また，「ワークショップの場限りでなく，伝えるこ
とが自分の課題になるから，ずっと関心が薄れずワー
クショップの内容が身に付いた気がする（W.C）」と
述べた発話者は，終了後に人に伝えるという課題意識
を持って活動に臨んでいたことが読み取れる．これは，
伝達者としてのスキル獲得を意図した活動であること
を実践中に参加者に知らせるというワークショップ設
計がもたらした作用であり，参加者に伝達を促すファ
シリテーションが，参加者の学びを深めることにつな

がり，参加者を伝達者に仕立てる利点を増幅させる可
能性があると考えられる．
仮説３，「自身のことばに再文脈化した科学文化の
意味を，受け手との対話でコンセンサスを得る（異文
化通訳）役割を主体的に担う」については，「子ども
の年齢や理解度に合わせてことばを選んだ（N・T）」
「いつも友人と通る道端で実物がある状況を選んで対
話した（W・C）」などの工夫が報告されたとともに，
「カタバミという植物を知らないシルバー世代の男性
に，家紋の剣片喰（図６）を例に説明した（M・T）」
という発話があった．一例だけだが，所属するコミュ
ニティの文化を熟知している参加者こそが担うことの
できる異文化通訳であり，この事例は参加者をリ・コ
ミュニケーターにする利点をよく示している．
社会文脈と位置づけた仮説２，「言語化することで，
科学文化を自分以外の他者と共有することを意識する
ようになる」については，「今まで気がつかなかった
生き物の巧みな戦略とかを知ると周りの人に伝えたく
なる（Y・Y）」，「興味深いことを覚えて持ち帰ってシ
ルバーコミュニティのみんなと共有するのが楽しみ
（M・T）」が象徴的な発話として挙げられるが，参加
者は，活動中に言語化が課せられることで，ほぼ全員
が受け身でなく能動的に，自分のコミュニティの仲間
に共感される事象を見出そうと活動し，終了後に科学
文化を他者と共有することへの期待と読み取れる発話
をした．

表４　参加者の伝達実績
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Ⅵ．考察
本研究の本来の目的である，「Indifferent Publicの生
活世界に科学文化を浸透させ，科学技術関与への動機
付けを行う」，WSPサイエンスコミュニケーション・
デザインの可能性について，① Indifferent Publicの生
活世界に科学文化を浸透させると②参加者に対して，
科学技術関与への動機付けを行うことの２つに分けて
検証する．①は仮説１にて，参加者各々が興味を持っ

た何らかの科学知識を意識するようになり，個人の生
活に取り入れる可能性が彼らの発話から読み取れた．
さらに仮説２にて，ほぼ全員が他者と科学文化を共有
することを意識していた．仮説３では，約半数の参加
者が，自身と受け手との対話によってコンセンサスを
得ながら，そのコミュニティに科学文化を浸透させよ
うとしていた．
②に関しては，筆者はワークショップ終了前にサイ
エンスの横串スキルの意味を説明する中で「カタバミ
は本当に虫に食べられないか？（2）」と問いかけた．参
加者の１人が「虫に食われたカタバミの写真を撮った
（H・S）」と発話したことから，筆者が，世界には教
科書や図鑑に記されていない，科学者も明らかにして

表５　仮説（参加者を伝達者にする利点）を裏付けると考えられる参加者の発話

図６　家紋の「剣片喰」と「片喰」
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いない事象が存在することを伝え，科学的にものを見
る意味などに関する意見交換を10分ほど行った．そ
の中で参加者より，科学技術への関与の意志と読みと
れる発話があった（表４（*））．「違和感を持ったとき
に，どうやったら証明できるかを考えながら物事を見
たい（K・R）」，「食品のことなど，根拠なく疑いすぎ
ていた気がする．科学的に考えて判断してみたい（N・
M）」，さらに，一例だったが「子どもに食べさせる食
品や添加物のこと，疑うことなどをママさん仲間で話
し合ってみたい（W・C）」という，社会的関与の動機
と読み取れる発話もあった．
これにより本研究は，Indifferent Publicの生活世界
に科学文化を浸透させる可能性があり，彼ら個人の日
常において科学技術関与への動機付けになり得ること，
また一部に限れば，社会的文脈においても科学技術関
与への動機づけになり得ると考えられる．
ただし，伝達者が送り出した情報は，必ずしも受け
手全員に，科学的に正確に理解されたとはいえなかっ
た．参加者が「蓚酸」と伝えた化学物質名を受け手が
「ヨウ酸」「しょう酸」と誤認したのは，その典型的な
例であり，受け手に正しく伝わるためのデザインの更
なる工夫が今後の課題である．
さらに，深刻に受け止めているのは，参加者と受け
手の間で「カタバミが本当に虫に食われないか」とい
う議論に到ったという報告が得られなかったことであ
る．小川は，科学的事実を探求するときに，教授され
た知識は科学者間で解釈された事実であり，修正的性
格を持つという視点が必要で，このような捉え方が重

要な科学リテラシーであり，「『プロジェクト2061』
の報告書のなかでも強調されている（小川，1998）」
と指摘している．サイエンスの横串スキルの活用場面
にて，化学物質名を正確に記憶することは大切なこと
である．しかし，Indifferent Publicにとって，それ以
上に重要なのは「カタバミの葉は虫に食われない」と
教授された科学的知識を，根拠を持って疑う力と考え
るからである．

Indifferent Publicが，行政や専門家の政策や判断に
対して，根拠を持って疑い，批判し，判断する社会は，
より健全に機能するのではないだろうか．

Ⅶ．今後に向けて
本研究の長期ビジョンは，科学が文化としてつなが
る地域コミュニティの形成であり，様々なコミュニ
ティに科学を文化として浸透させることで市民一人ひ
とりが健全な判断力を持って科学技術に主体的に関与
し，意思決定していく社会を草の根的に広げていくこ
とである．サイエンスコミュニケーションを社会に浸
透させていくには，筆者らがワークショップを展開す
るだけでは限界があり，サイエンスコミュニティーな
どにWSPに賛同するサイエンスコミュニケーターを
募り，彼らが各々の地域にてWSPを展開すれば，そ
の参加者らが伝達活動を行うことにより，科学が文化
として社会に浸透していく可能性は広がると考えられ
る．図７はその構想図であり，サイエンスコミュニ
ティーとつながりを持ったサイエンスコミュニケー
ターが，自身の地域やコミュニティでWSPを展開す

図７　今後の草の根的展開ビジョン
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ることで，その参加者らが，新たなコミュニケーター
として，自身のコミュニティで小さい（WSPで参加
者に強く動機づけを行うことができれば小さいとは限
らない）サイエンスコミュニケーションが再生産され
るネットワークが広がり，それを世田谷地域のみでな
く，様々な地域にて展開させていくことも可能かもし
れない．
現実にワークショップを実践展開していくには，サ
イエンスコミュニケーターにもワークショップデザイ
ナーとしての力量が求められる．ワークショップは，
「プログラムが作られ，実践され，そのパフォーマン
スが評価分析され，その結果をもとにまたプログラム
が改善されていく（水越，2014）」ものであることを
踏まえると，今回のプログラムにとらわれずに，実施
する場の地域性，環境，条件，参加者の文化的背景な
どに適応したプログラム開発が必要となる．
この長期ビジョンを実現させていく過程こそが，ス
トックルマイヤーらが定義するサイエンスコミュニ
ケーションの一つの形といえるのではないだろうか．
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注
（1） この法律は，理科教育が文化的な国家の建設の基盤と
して特に重要な使命を有することにかんがみ，教育基本
法（平成18年法律第120号）及び学校教育法（昭和22年
法律第26号）の精神にのっとり，理科教育を通じて，科
学的な知識，技能及び態度を習得させるとともに，工夫
創造の能力を養い，もつて日常生活を合理的に営み，且
つ，わが国の発展に貢献しうる有為な国民を育成するた
め，理科教育の振興を図ることを目的とする．

（2） ワークショップ終了後，参加者に，カタバミの葉を食
草とするヤマトシジミという昆虫が存在し，これは図鑑
などにも記されている科学的事実であることを伝えた．
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