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巻頭によせて

   この報告書は、１９９４年度教育心理学演習（石黒担当）に参加し、その後科学館プロ

ジェクトに自主的に加わった人達の作品である。当初、演習の中で子ども博物舘での認知

発達をとりあげた論文（注１）を読んでいたのであるが、実際に博物館を見てみたいとい

うことになり、調査が始まった。幸いにも大学の近くの仙台市科学館の協力を得ることが

でき、夏休みに調査が行われた。演習のメンバーは行動のチェックリストを作成するの

も、それに基づいて記録するのもはじめてで、戸惑うばかりであった。もちろん分析など

思いもよらなかった。

　その後、科学館プロジェクトという自主研究会ができ、そこでデータの分析が行われ

た。はじめてワープロや表計算ソフトを使う者がほとんどで調査内容の吟味よりもとにか

くデータを入力するといった状態であった。しかし、苦労のかいあって、なんとかにデー

タをまとめ、報告書を完成することができた。

   今回、この報告書の作成に関与したのは学部生と教員だけであるのでＯＰＥＮ－ＬＡＢ

の報告書というには問題があるが、まずはこんなところからはじめましたという挨拶だと

読者にはご了解願いたい。

                                                           

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １９９５年7月                                                            

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石　黒　広　昭

　注1：Gelman,R.,Christine,M.M.,&McManus,M.

　　　(In　Resnick,L.,Levine,J.M.,&Teasley,S.D.(eds.) Perspectives on socially 　　

　　　　shared cognition. APA. 1991)
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1．１　目的

　本調査は非常に素朴な関心から始まった。博物館は社会にとって重要な知識の貯蔵庫で
あり、リソーススペースであるが、実際に利用者はどのように利用しているのであろう
か。最近では、博物館の思想としてハンズオンが叫ばれるようになってきており、実際に
触って、展示物を体験する、いわば体験型の博物館も増えているようである。欧米に多い
子ども博物館がそうした体験型の博物館を代表していると言えよう。
　しかし、展示物に触れば、それがその展示物についての理解の深まりを意味するわけで
はない。その点、そもそも何が「体験」なのかの議論が必要であると思われる。ハンズオ
ン＝体験＝学習＝教育的といった単純な図式をそのまま認めることはできない。こうした
ことに対して検討を重ねるためにまず必要なのはそもそも博物館では何が行われているの
か知ることである。本調査はこうした関心から始められた。
　博物館に展示物があるということは、それを設置した側の目的がそこにデザインされて
いるということである。目的が十分デザインに反映しているのか検討する必要があるだろ
う。このことを検討するためには出来上がった装置を眺めていても駄目だ。実際にその装
置がどのような使われ方をするのか利用者の活動を分析することが必要である。装置に媒
介された利用者の活動システムの分析がデザインの評価を可能にすると考えられる。本調
査はこうした関心に支えられた試験的な試みである。調査として成功したのかどうかの評
価尺度さえ十分検討されていない段階での、予備報告である。
　社会全体が学習環境であると言うことが出来ようが、博物館はその中でも図書館などと
ならんで核となる場である。今後その重要性は一層高まることが期待される。しかし、そ
れは単に立派な建物で、珍しい物が多く展示され、見学者も多いと言うのでは十分ではな
い。それに加えて、来館した利用者がまさに知的に楽しめる場でなくてはならないはず
だ。本調査はそれを実現するような学習環境のデザインを指向した調査である。
　調査は二つのパートからなる。一つは科学館のワンフロアーをしめる生活系展示フロア
ー全体の傾向をつかむための利用者の利用動向調査である。もう一つは生活系展示フロア
ーの中から三つのエリアを選び、それを利用した人達の利用実態を詳しく調べるためのビ
デオ観察調査である。調査にあたっては科学館の協力によって、観察者には調査者である
ことを示すバッジがつけられていた。

　1．２．１利用者動向調査

　1．２．１．１　調査目的
    本調査は、科学館利用者の内、生活系フロアー利用者の概要をつかむために行われた。
フロアー全体の動線調査は利用者のフロアーの利用の軌跡を明らかにするために行われ
た。また、フロアー内の全エリアに関して調査をすることは観察者の数から不可能である
ために、特に、三つのエリア（ＰＩＮＯＫＩＯ、ＡＢＣ、ＮＥＷＳ）が選ばれた。ＰＩＮ
ＯＫＩＯとＮＥＷＳはコンピューターを使った装置であり、利用者のコンピューター利用
の状況を確認するために選ばれた。ＡＢＣは遊具的な装置がある場所であり、子ども達の
利用が多いことが期待された。そこにある装置は利用者が実際に身体を使って体験するも
のが多く、科学館側の利用者の体験内容の予想（デザイナーの意図等）と実際の体験内容
を比較するために適していると考え、選択した。

　1．２．１．２　調査対象
    利用動向調査は、フロアー全体（生活系展示動線調査）と以下の３つのエリアの展示に
ついてなされた。展示物の写真あるいは絵は資料として添付されている。

　ＰＩＮＯＫＩＯ
　ＡＢＣ（ＢＡＬＬを含む）
　ＮＥＷＳ
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    生活系展示動線調査では、二人の観察記録者が入場してきた利用者にそれぞれ従い、フ
ロアー上でのその動線を記録していった。一人の利用者の観察時間は当初は２０分を予定
していたが、実際にはそれ以上にフロアーに滞在する利用者が多かったために、２０分を
観察の上限とすることはせず、３０分以上観察を行うことになった。観察対象となる利用
者は、観察者が一人の観察が終った後に、任意に選択した。調査内容は以下のようなもの
であった。

 　　　　　　　　　　　　生活系展示動線調査シート

　　!性別　1.男　2.女　　　　　　
　　"年令　1.就学前下　2.就学前上　3.小下　4.小上　5.中学生　6.高校生　
　 　　　　7.20才前後　8.7 を除く20代　9.30代　10.40 代　11.50 代　
　　　　　12.60 代　13. 不明　　　　
　　#同伴形態　1.単独　2.同年令　3.異年令（下）　4.異年令（上）　
　　$同伴者数　1.１人  2.２人　3.３人　4.４人　5.５人　6.それ以上　　
　　%観察時間（分単位）　（　　　）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　START TIME（　　　）  GOAL TIME （　　　）　　　　
　　&滞在時間　（20分以上は打ち切り） 　
　　'動線　　　（20分以上は打ち切り）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　(コメント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
    ＰＩＮＯＫＩＯはピノキオロボット、運動伝達ロボット、コンピューターロボット、セ
ンサーロボットの４台のロボットの展示である。ピノキオロボットとは見学者の音声に反
応してカメラが備え付けれた鼻が動き、その映像をモニター画面に映し出すというもので
ある。科学館側の解説によれば、「見学者はモニターに映し出された自分の姿を見て楽し
むとともに、ロボットの自由度の高い動きに、日進月歩するメカトロニクス技術の現状を
みることになる」とある。運動伝達ロボットとは関節を曲げたりすることができ、曲目選
択ボタンを見学者が押すと音楽を演奏する。科学館側の解説によれば、「見学者は、音楽
を演奏するロボットの動きの多様性を確認するとともに、それを可能にする運動伝達のす
ぐれた機構を理解する。」とある。コンピューターロボットはコンピューターに関する質
問を利用者に行うロボットである。科学館側の解説によれば、「見学者は設問にイエス、
ノーで答え、その正誤判定と解説をロボットから受け止めることでコンピューターに関す
る知識を深め、ロボットの頭脳であるコンピューターの働きを理解する」とある。センサ
ーロボットにはモザイク分解映像用カメラと音声認識装置が内蔵されており、見学者の姿
や声を識別し、それに対する分解画像を表示したり、音声に応じた演出を行う。科学館側
の解説によれば、「見学者は、ロボットの感覚になったかのようなセンサー体験を通し
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て、センサーの機能とその働きを理解する」となっている。ＰＩＮＯＫＩＯエリア全体に
対して、観察者の関心に基づいて、二つの記録シート（ＰＩＮＯＫＩＯ共通、ＰＩＮＯＫ
ＩＯオリジナル）が構成された。「共通」シートは他の展示物の調査シートと共通のもの
であり、「オリジナル」シートは各装置に合わせて準備された。その調査内容は以下のよ
うなものであった。

　　　　　　　　　　　　ＰＩＮＯＫＩＯ共通シート
　
　　!性別　1.男　2.女　　　　　　　　　　　　
　　"年令　　1.就学前下　2.就学前上　3.小下　4.小上　5.中学生　6.高校生　
　　　　　　　7.20才前後　8.7 を除く20代　9.30代　10.40 代　11.50 代
　　　　　　　12.60 代　13. 不明　　　　
　　#同伴形態　1.単独　2.同年令　3.異年令（下）　4.異年令（上）　
　　$同伴者数　1.１人  2.２人　3.３人　4.４人　5.５人　6.それ以上　
　　%観察時間（分単位）　（　　　）　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　START TIME（　　　）  GOAL TIME （　　　）　　
　　&どんな行為をしていたか（自由記述）　　　　　　　　　　　
　　'デザイナ－の意図どおりに扱われていたか（ＹＥＳ、ＮＯ）　　　　　　　　　　
　　('でＮＯの場合、何が違っていたのか（自由記述）　　　　　　　　　　　　　　
　　)コメント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　
　　
　　　　　　　　　　　ＰＩＮＯＫＩＯオリジナルシート
　　　　　　　　　　
　　!性別　1.男　2.女　　　　
　　"年令　1.就学前下　2.就学前上　3.小下　4.小上　5.中学生　6.高校生
　　　　　　7.20才前後　8.7 を除く20代　9.30代　10.40 代　11.50 代
　　　　　　12.60 代　13. 不明　　　　
　　#同伴形態　1.単独　2.同年令　3.異年令（下）　4.異年令（上）
　　$同伴者数　1.１人  2.２人　3.３人　4.４人　5.５人　6.それ以上
　　%動線調査（どのように移動したか）　１人につき５分で打ち切り　

　　&調査対象物　1.ピノキオロボット　2.センサ－ロボット　
　　　　　　　　　3.コンピュ－タ－ロボット　4.運動伝達ロボット　　　　　　　　　
　'どんな行為をしていたか
　　　1.説明板を見る　　　　8.画面に写る自分を見て反応する（&の１・２）
　　　2.同伴者と共に見る　　　（喜ぶ　照れる　無視　逃げる）
　　　3.すぐに立ち去る　　　9.画面に自分の姿を映そうとする（&の１・２）　
　　　4.ボタンを押す　　　  10.声を出す（&の２）　　　　　　　　　　　　　　　
　　　5.鎖のなかに入る　      11.ロボットに触る　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　6.途中でやめる　　　  12.曲を聴く（&の４）　　　　　　　　　　　　　　　　
　　    7.喜ぶ・笑う　　　　  13.その他（　　　　　　　　　　　　　　）  　　　　
　(コメント　　　

    ＡＢＣ動線調査はＡＢＣと呼ばれるエリアの行動調査で、そこには「コマがいっぱ
い」、「ボールベアリングのイス」、「坂をあがる円錐体」、「木登りアルファベッ
ト」、「コロのすべり台」、「回転盤のボール投げ」、「積木」、「アルファベットジャ
イロ」、「アクションゲーム」が設置されている。「コマがいっぱい」は台の上にさまざ
まなコマが置かれており、「各種のコマの回転運動の様子を体験し、コマの回転がもつ運
動の原理と法則を学ぶ」（科学館側の説明）ことを目的としている。「ボールベアリング
のイス」はベアリングがある時とないときではイスの回転が違うことを比較することによ
り、ベアリングが連結部の摩擦を極力軽減する機能をもつことを体験すること（科学館側
の解説）が目指されている。「坂をあがる円錐体」では木製の円錐体がその重心と力点の
高さを操作してあることによって、緩やかな坂をのぼるようになっている。科学館側の解
説によれば、「見学者は高い位置に転がっていくオブジェに驚くとともに、オブジェの重
心とレールの接触点との位置関係に気づく」となっている。「木登りアルファベット」は
滑車と、バネの反発力と、ロープとの摩擦力によって登る4基の装置が備えられている。
その装置から垂れ下がっているロープを引っ張り、天井に到達する速さを競い合う遊びを
通して、その仕組みを理解しようとする装置である。「コロのすべり台」は回転摩擦と滑
り摩擦を比較し、回転摩擦の方が摩擦の力が少ないことを二つのすべり台を比較すること
により、認識することを目指したものである。ＢＡＬＬ（回転盤のボール投げ）は「回転
盤の上で転がすボールと回転盤の外から転がすボールではその運動系の違いによって盤上
での動きが異なる」ことに気づき、「慣性の法則など力学の基本原理や法則を学ぶ」こと
（科学館側の解説）を目指している。「積木」とは、積木操作を通して力学の基礎を学ぶ
ことができるとされる。「アルファベットジャイロ」は利用者がＳ字形の装置に座り、
「ハンドルを傾けると回転軸の方向を常に一定に保とうとするジャイロスコープの性質に
よって、Ｓ字の下にある支持台が回る現象を体験する」こと（科学館側の解説）を目指
す。「アクションゲーム」はシートの上を走ることによってディスプレー上のゲームを遂
行するパソコンゲームである。ＡＢＣ動線記録シートには以下のように利用者のＡＢＣ内
での行動の軌跡を記録するようになっていた。

   　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4



          　　　　　　

　　　　　　　　　　ＡＢＣ動線調査シート

　　!性別　1.男　2.女　
　　"年令　1.就学前下　2.就学前上　3.小下　4.小上　5.中学生　6.高校生
　　　　　　7.20才前後　8.7 を除く20代　9.30代　10.40 代　11.50 代
　　　　　　12.60 代　13. 不明　　　　
　　#同伴形態　1.単独　2.同年令　3.異年令（下）　4.異年令（上）
　　$同伴者数　1.１人  2.２人　3.３人　4.４人　5.５人　6.それ以上
　　%動線調査　（時間・順序）１人につき１０分で打ち切り５分毎に開始　

　　&利用状況　1.見る　2.使う　
　　'観察時間（分単位）　（　　　）
　　　　　　　　　　　　START TIME（　　　）  GOAL TIME （　　　）　　　　　
　

　ＢＡＬＬはＡＢＣ内の一つの装置で、装置の概要については既に説明した。ボールを投
げる盤は二層になっており、内側の盤と外側の盤がある。科学館側は当初、盤外からボー
ルを投げる場合と内側の盤の上に乗ってボールを投げる場合とを比較し、両者の運動系の
違いを確認することを目指していた。しかし、実際には回転盤に多数の子どもが乗り、危
険な状態になったことがあったために、利用者が盤の上に乗ることは禁止されていた（盤
の上に乗らないように指示をする掲示がなされていた）。従って、利用者は盤の外側から
のみボールを投げることが許されていた。これに関しても以下のような共通シートとオリ
ジナルシートが記録用に準備された。
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　　　　　　　　　ＢＡＬＬ共通シート
　
　　!性別　1.男　2.女　　　　　　　　　　　　
　　"年令　　1.就学前下　2.就学前上　3.小下　4.小上　5.中学生　6.高校生　
　　　　　　　7.20才前後　8.7 を除く20代　9.30代　10.40 代　11.50 代
　　　　　　　12.60 代　13. 不明　　　　
　　#同伴形態　1.単独　2.同年令　3.異年令（下）　4.異年令（上）　
　　$同伴者数　1.１人  2.２人　3.３人　4.４人　5.５人　6.それ以上　
　　%観察時間（分単位）　（　　　）　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　START TIME（　　　）  GOAL TIME （　　　）　　
　　&どんな行為をしていたか（自由記述）　　　　　　　　　　　
　　'デザイナ－の意図どおりに扱われていたか（ＹＥＳ、ＮＯ）　　　　　　　　　　
　　('でＮＯの場合、何が違っていたのか（自由記述）　　　　　　　　　　　　　　
　　)コメント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

 　　　　　　　　　　　　ＢＡＬＬオリジナルシート
　　　　　　　　　　　　
　　!性別　1.男　2.女　
　　"年令　1.就学前下　2.就学前上　3.小下　4.小上　5.中学生　6.高校生
　　　　　　7.20才前後　8.7 を除く20代　9.30代　10.40 代　11.50 代
　　　　　　12.60 代　13. 不明　　　　
　　#同伴形態　1.単独　2.同年令　3.異年令（下）　4.異年令（上）
　　$同伴者数　1.１人  2.２人　3.３人　4.４人　5.５人　6.それ以上　
　　%利用前状況　1.立ち去る　2.見ている　
　　&利用状況　1.台を回す　2.ボ－ルを転がす（弱）　3.ボ－ルを転がす（強）
　　　　　　　　4.ボ－ルを投げる　5.ボ－ルを観察する　6.入る
　　'対人行動　1.同伴者に話しかける　2.笑う
　　(その他　　　　　　　　
　　)コメント　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　ＮＥＷＳはコンピューターディスプレイとのやりとりにより気象情報を取り出す装置で
ある。「マイコス・ラン」、「ひまわりの衛星画像」、「台原の気象モニタリング」と呼
ばれるコンピューターがおかれ、一つのコーナーを形成している。「マイコスラン」とは
科学館側の解説によれば「アメダスの県域気象情報をはじめ桜前線、台風情報など１９種
の気象情報提供サービス」を受けており、見学者はその情報をディスプレイ上で見ること
ができる。「ひまわりの衛星画像」は科学館側の解説によれば「気象衛星『ひまわり』か
らの衛星画像再生モニターを設置し、上空の雲の動きや海面の温度分布状況などを画像及
び動画で写し出す」ことができるものである。「台原の気象モニタリング」は館外に設置
されている気象観測地点から専用回線を通して送信されてくる館の周りの台原森林公園な
どの気象情報を観測できるようなシステムである。ＮＥＷＳ用の共通シートとオリジナル
シートは次のようなものであった。

    　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6



　　　　　　　　　　ＮＥＷＳ共通シート
　
　　!性別　1.男　2.女　　　　　　　　　　　　
　　"年令　　1.就学前下　2.就学前上　3.小下　4.小上　5.中学生　6.高校生　
　　　　　　　7.20才前後　8.7 を除く20代　9.30代　10.40 代　11.50 代
　　　　　　　12.60 代　13. 不明　　　　
　　#同伴形態　1.単独　2.同年令　3.異年令（下）　4.異年令（上）　
　　$同伴者数　1.１人  2.２人　3.３人　4.４人　5.５人　6.それ以上　
　　%観察時間（分単位）　（　　　）　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　START TIME（　　　）  GOAL TIME （　　　）　　
　　&どんな行為をしていたか（自由記述）　　　　　　　　　　　
　　'デザイナ－の意図どおりに扱われていたか（ＹＥＳ、ＮＯ）　　　　　　　　　　
　　('でＮＯの場合、何が違っていたのか（自由記述）　　　　　　　　　　　　　　
　　)コメント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　
   　　　　　　　　　　　ＮＥＷＳオリジナルシート

　　!性別　1.男　2.女
　　"年令　1.就学前下　2.就学前上　3.小下　4.小上　5.中学生　6.高校生
　　　　　　7.20才前後　8.7を除く20代　9.30代　10.40 代　11.50 代
　　　　　　12.60 代　13. 不明　　　　
　　#同伴形態　1.単独　2.同年令　3.異年令（下）　4.異年令（上）
　　$同伴者数　1.１人  2.２人　3.３人　4.４人　5.５人　6.それ以上
　　%動線調査（どのように移動したか）　１人につき　　５分で打ち切り

　　&利用状況
　　　1.スイッチを押す（Ａ）  　　6.笑う、喜ぶ（Ｆ）
　　　2.スイッチを消す（Ｂ）  　　7.同伴者に何かを教える、伝える（Ｇ）
　　　3.友達に話しかける（Ｃ）  　8.キ－ボ－ドをたたく（Ｈ）
　　    4.きょろきょろする（Ｄ）  　9.その他（　　　　　　　　　）（Ｉ）
　　    5.グラフや表を見る（Ｅ）
　　'コメント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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  1．２．１．３　調査手段
  生活系全体の動線調査では観察者は観察対象として任意に選択した利用者に従ってフロ
アーを特定の時間回ったが、その他の装置の利用動向調査では、観察者はそれぞれの装置
の近くに滞在し、そこにきた利用者の利用状況を調査シートに記録していった。
  生活系展示動線調査は１９９４年月８月２８日（日）、９月４日（日）に実施された。
その他の調査は同年８月２０日（土）、２１（日）に行われた。調査時間は午前から閉館
までの間である。
　　

  1．２．１．４　分析
　各調査シートに記載された内容を分析の対象としたが、自由記述欄や一部の記録項目に
ついては集計が困難なために今回は数量処理をしなかったものがある。（調査シートの記
録項目と実際の分析項目については、結果部分を参照のこと。）その他に関して基本的に
数量分析を行ったが、オリジナルシートと共通シートで同一の内容を重複調べているもの
やデータの欠損などあるが、今回はそれらを整理せずそのまま結果として集計表示してい
る。

  1．２．２　ビデオ観察調査

  1．２．２．１　調査目的

    本調査は、利用動向調査で特に選ばれた三つのエリア（ＰＩＮＯＫＩＯ、ＡＢＣ内のＢ
ＡＬＬ、ＮＥＷＳ）について、その利用過程を微視的に分析することを目的とする。

  1．２．２．２　調査対象

    ビデオはＰＩＮＯＫＩＯエリアのセンサーロボット、ＡＢＣ内のＢＡＬＬ、ＮＥＷＳの
利用者の利用過程

  1．２．２．３　調査手段

　ビデオカメラを各装置の利用者の利用状況が見えるような位置に置き、一定時間定点撮
影した。カメラは利用者のやや斜め後ろにおかれ、装置を扱っている利用者の動きを見え
るようにしたが、そのために利用者の顔の表情が分かりにくくなった場合があった。従っ
て特にＮＥＷＳのディスプレイの内容はビデオでは確認し難い。

  1．２．２．４　分析

    撮影された記録の中から、観察において典型例だと思われるものを分析者間で話し合
い、数例ずつ分析対象グループ（個人利用者を含む）を選んだ。選ばれたグループのビデ
オ記録は発言が紙面に起こされ、そこに画面からわかる範囲で利用者の行動情報が付加さ
れたプロトコルが作成された。
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１．３　結果と考察

１．３．１　利用者動向調査

１．３．１．１　生活系の動線調査の結果

　
図1―1　男女

 
　生活系フロアでの動線調査の総
数が図１－１で示されている。そ
の総数は５１人で、その内訳は、
男２８人、女２３人であった。

　
図１―２　推定年齢

　追跡した５１人について、観察
者による推定年齢は、図１－２の
ようだった。小学校下学年が２１
人と一番多い。また、小学校上学
年までの年齢が多い。

　

　　

　
図１－３　同伴形態

　追跡した５１人について、同伴
形態は図１－３のようだった。単
独行動の者は、１７人、2人以上の
者は、３４人であった。その内、
同年齢の場合は８人、異年齢
（下）の場合は２人、異年齢
（上）の場合は１５人、さらに９
人は複数の異なる人と来た。従っ
て、動線を追跡した人の内訳は、
単独：同伴＝約１：２であった。 

                                                                                               
図１―４　同伴者数

　追跡した５１人について、同伴者数は図
１－４のようだった。それによれば、同伴
者１名、つまり2人で来館したものが１７
人、同伴者２名、つまり本人を含め３人で
来館したものが９人、同伴者３名、つまり
本人を含め４人で来館したものが７人で
あった。従って、単独：2人：それ以上＝
１：１：１であった。　　　　　　　　　
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図1-5　展示物利用回数

　
　図１－５は生活系フロアーへ
の来館者がどのような展示物を
利用したのかを示したものであ
る。フロアーには全部で１９個
の展示物があるが、観察した５
１組（個人とグループ）はそれ
ぞれがすべての展示物を利用し
たわけではない。そこで各組の
各展示物への利用回数を調べた
ところ、同一の展示物に対して
一回から四回の利用があった。
同一の組が各展示物に対して何
回利用を行ったのか、その回数
によって分類をし、ゼロ回（利
用せず）を含む回数別の構成比
を各展示物に対して算出した。
図１－５はそれを整理し、展示
物への一回だけの利用、二回以
上の利用の構成比を示してい
る。ゼロ回（利用せず）は、一
回だけ、二回以上の合計を１０
０％から引いたものとなる。例
えば、展示物１では５１組の
内、２５組（４９％）は一度も
利用せず、２６組（５１％）が
一回以上の利用を行ったことが

わかる。さらにそのうち一回だけの利用は２２組（４３％）で、二回以上利用は４組（８
％）であった。全１９展示物への一回以上の利用の平均組数は１５．６（ＳＤ７．５）で
あった。平均をしたまわるのは４，５，８，９，１０，１１，１２，１５，１７，１８，
１９の１１展示物（数字が示す展示物は資料｢、３調査フロアーの展示物一覧参照）であ
り、平均以上のものは１，２，３，６，７，１３，１４，１６の８展示物であった。１１
装置は平均を下回る利用しかなされなかったが、それらのうちでも特に１０（ＡＥＳＯ
Ｐ）と１５（エネピュータ）の利用は低かった。ＡＥＳＯＰは衣服原料についてのミュー
ジカルを行う装置であり、エネピュータはエネルギーについてのクイズを行う装置であ
る。
　一回だけの利用と二回以上利用の比をみると展示物１、３は二回以上の利用の割合が特
に低く、展示物６と７は二回以上の割合が特に高い。以上のことから、展示物１、２、
３、６、７、１３、１４、１６は比較的利用者の興味をひく展示物であるが、そのうち展
示物６と７は実際に利用してみて、あるいは見学してみて、もういちど利用したくなる装
置であることがわかる。６はＢＩＴ（「パソコンゲーム」），７はＡＢＣ（「遊びの広
場」）であり、それらの展示物の特徴はどちらも日常で子ども達にとって大変馴染みがあ
り、人気があるものであることだ。一回だけの利用がなされた１、２、３、１３、１４、
１６はそれぞれBOX-ing（錯覚などを利用した小部屋など）、シムエルカー、1･2･3（単
位の理解）とサイエンスショー、BIG　BURGER（カロリー計算）、EDISON（エレクト
リック・ストアー）、MEASURE　RIDE（体力測定の乗り物）である。どれも参加型の
装置なので一度はやってみるが、再び利用するほどには関心を引かないものであると考え
られる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10

100500

49 43 8

61 29 10

61 35 4

75 14 12

76 22 2

53 27 20

47 31 22

76 22 2

82 16 2

92 80

76 24 0

80 18 2

45 41 14

57 33 10

90 64

61 25 14

75 20 6

86 122

75 16 10

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

No.11

No.12

No.13

No.14

No.15

No.16

No.17

No.18

No.19

図1-5　展示物利用回数

不利用

一回だけ利用

二回以上利用



　

図1-6　フロア活動時間
 

　図１－６は追跡した見学者の生活
系フロアでの全活動時間を示したも
のである。それによれば、１０分よ
り長く２０分以下の利用が最も多
く、そこを頂点にした山ができた。

　

図1-7　展示物活動時間別利用者数

　そこで各装置の利用者について、
フロアの活動時間の長短が、それぞ
れの装置の利用にどのような関連を
もっているのか、両者の関係を示し
ているのが図１－７である。これに
よれば、９（３Ｄ）、１２（ＷＯＯ
ＤＳ）、１５（エネピュータ）、１
９（科学館ネットワーク）は長時間
生活系フロアにいる見学者の利用が
比較的少ない。逆に３（１・２・３
とサイエンスショー）、７（ＡＢ
Ｃ）は長時間フロアにいる見学者の
利用が比較的多い。しかし、どの装
置も全フロア滞在時間が１０分より
長く３０分以下の組が一番多く、概
して装置による差は見られなかっ
た。

図1-8　生活系利用者のサイズ

　図１－８は追跡調査した参加者の
サイズを示したものである。それに
よれば、全５１組のうち、単独参加
が１７人、2人での参加が１７組、3
人以上での参加が１７組であった。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11

151050

5分以内

10分以内

20分以内

30分以内

30分より長い

4

11

15

13

8

図1-6　フロア活動時間

人数

3020100

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

No.8

No.9

No.10

No.11

No.12

No.13

No.14

No.15

No.16

No.17

No.18

No.19

4 19 3

2 13 5

2 11 7

1 7 5

1 6 5

3 18 3

4 16 7

2 8 2

1 7 1

1 3 0

1 8 3

2 7 1

4 20 4

4 15 3

0 4 1

4 11 5

1 7 5

2 3 2

5 7 1

図1-7　展示物活動時間別利用者数

10分以内

30分以内

30分より長い

20100

一人

二人

それ以上

17

17

17

図1-8　生活系利用者のサイズ

人数



図１-９　一回だけの参加の参加サイズによる分類

　一回だけ展示物を利用した人あるいは組がどの展示物を好んで利用したのか示している
のが図１－９である。それによれば、一人での利用が他のサイズの利用に比して一番多い
展示物は１９（科学館ネットワーク）である。また、６（ＢＩＴ）は単独利用と二人利用
が多く、１５（エピネータ）では単独利用と三人以上利用が多かった。この三者はどれも
パソコンのディスプレイを見ながら操作を加えるものであり、複数で来館した場合にはあ
まり利用されなくなることを示唆している。
    二人での利用が多いのは１４（ＥＤＩＳＯＮ）である。また、３（１・２・３とサイエ
ンスショー）、４（ドライビングシュミレーター）は二人利用と三人以上利用が多い。
    上記で言及したものを除いた装置はすべて三人以上での利用がもっとも多い。追跡調査
したのサイズ別の利用組数はどれも１７と同数であったことから、多くの装置で三人以上
での利用が多いということは、複数で来館した方が一人で来館した場合に比べ、より多く
の展示物を利用することを示している。

 

図1-10二回以上参加の利用者のサイズによる分類
 

　同一の装置を二度以上見学あるいは利用した人あるいは組を参加サイズ別に示している
のが図１－１０である。二度以上の見学は最高で四回あり、回数別の差について明確なこ
とはわからないが、概して一回だけの利用に比べると単独での利用が複数利用との差を縮
めているようである。一度利用すると興味をもてば次は単独でも利用するようになるのか
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もしれない。

１．３．１．２　ＰＩＮＯＫＩＯ共通
シート調査の結果

図２―１　　男女
　　　　　　　

　ＰＩＮＯＫＩＯ利用者の内、追跡し
た利用者が図２－１で示されている。
その総数は、１３４人で、その内訳
は、男６４人、女７０人であった。                     

 
図２―２　　推定年齢

                                 
　　                 　
　追跡した１３４人について、観察者
による推定年齢は、図２－２のよう
だった。小学校下学年が４７人と一番
多い。また、小学校上学年までの年齢
が多い。

 
図２―３　　同伴形態

                             
　追跡した１３４人について、同伴形
態は図２－３のようだった。単独行動
の者は、２６人、二人以上の者は、１
０３人であった。その内、同年齢の場
合は２７人、異年齢（下）の場合は１
１人、異年齢（上）の場合は６５人、
さらに５人は複数の年齢の異なる人と
来た。従って、ＰＩＮＯＫＩＯ利用者
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の内追跡した人の内訳は、単独：同伴＝約１：
４であった。

 
図２―４　　同伴者数

    追跡した１３４人について、同伴者数は図２－
４のようだった。それによれば、同伴者１名、
つまり２人で来館したものが５４人、同伴者２
名、つまり本人を含め３人で来館したものが３
０人、同伴者３名、つまり本人を含め４人で来
館したものが１７人、同伴者４名、つまり本人
を含め５人で来館したものが４人であった。３
人は、データ収集時に、同伴者数についての情
報をとることができなかったので、グラフ上に
は１０５人の表示がなされている。   

図２―５　滞在時間

　追跡した１３４人について、滞在時間は図２
－５のようだった。ＰＩＮＯＫＩＯのコーナー
に入って来て出て行くまでのおよその時間を
計った結果、２分以内が７４人と圧倒的に多
かった。５分以内が４３人、５分以上が１１人
であった。あまり長時間いる人は少なく、ボタ
ンを押すだけで去って行く人が多かった。６人
は、データ収集時に、滞在時間についての情報
をとることができなかったので、グラフ上には
１２８人の表示がなされている。

図２-６　デザイナーの意図

    追跡した１３４人について、デザイナーの意図
を汲みとっていたかどうかを図２－６は示して
いる。ＹＥＳが８７人で、ＮＯが４６人であっ
た。ここでいうＹＥＳとは、観察者による推定
で、ボタンを押して一通りの行動をした場合に
ＹＥＳとみなした。１人は、データ収集時にデ

ザイナーの意図についての情報をとることができなかったので、グラフには１３３人の表
示がなされている。

１．３．１．３　ＰＩＮＯＫＩＯオリジナル
シート調査の結果

図３―１　男女

　ＰＩＮＯＫＩＯ利用者の内、追跡した利用
者が図３－１に示されている。その総数は、
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１２９人で、その内訳は、男５３
人、女７６人であった。   

              

図３―２　推定年齢

    追跡した１２９人について、観察者
による推定年齢は、図３－２のよう
だった。小学校下学年が４８人と１
番多い。また、小学校上学年までの
年齢が多い。

 

図３―３　同伴形態
 

          　追跡した１２９人について、同伴
形態は図３－３のようだった。単独
行動の者は１９人、二人以上の者
は、１０１人であった。その内、同
年齢の場合は２５人、 異年齢（下）
の場合は８人、異年齢（上）の場合
は６８人、さらに９人は複数の年齢
の異なる人と来た。従って、ＰＩＮ
ＯＫＩＯ利用者の内追跡した人の内
訳は、単独：同伴＝約１：５であっ

た。  

                               

図３―４　同伴者数

                   　追跡した１２９人について、同伴者数
は図３－４のようだった。それによれ
ば、同伴者１名、つまり２人で来館した
ものが５８人、同伴者２名、つまり本人
を含め３人で来館したものが３１人、同
伴者３名、つまり本人を含め４人で来館
したものが２１人、同伴者４名、つまり
本人を含め５人で来館したものが１人で
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あった。データ収集時に１人につい
て二重記録をしてしまったために総
数が１人多くなっている。
図３-５　ロボット別利用状況

　ＰＩＮＯＫＩＯのコーナーには４
種類のロボットがあり、追跡した１
２９人がどのロボットを利用したか
が図３－５に示されている。１人で
複数のロボットに立ち寄る場合が多
かったので、重複している。２（セ
ンサーロボット）利用人数が９３人
と最も多った。次に１（ピノキオロ
ボット）が７２人と多く、４（運動
伝達ロボット）が６０人、３（コン

ピューターロボット）が４６人となった。１や２などのように自分が画面に映るなど、分
かりやすい反応をするロボットが人気あり、３などのような難しい内容のものは、利用人
数が少なかったようだ。４は調査中、音がでないなど調子が悪かったため、この数字に
なった。

　　調査対象物　１、ピノキオロボット　　　　２、センサーロボット
　　　　　　　　３、コンピューター
ロボット　４、運動伝達ロボット

図３―６　行動内容

　追跡した１２９人の行動内容を調査
した結果、図３－６のようになった。
１人で複数のロボットに立ち寄る場合
が多かったので、重複がある。４（ボ
タンを押す）が１０５人と多くなった
が、４種のうち３つのロボットにボタ
ンがついていて、ほとんどの人がとり
あえず
ボタンは押すようだった。ボタンを押
すだけで、去っていく人も中にはい
た。ロボット別利用状況で１と２が多
かったことに関連して、８（画面に映
る自分を見て反応する）が８３人、９
（画面に自分の姿を写そうとする）が
７６人、１０（声を出す）が６４人と
多くなった。

　　　１．説明板を見る。 　２．同伴者とともに見る。３．すぐに立ち去る。
　　　４．ボタンを押す。   ５．鎖の中に入る。  　　６．途中でやめる。 
            ７．喜ぶ・笑う
　　　８．画面に映る自分を見て反応する（喜ぶ・照れる・無視・逃げる）＜ピノキオ　
　　　　ロボット・センサ－ロボット＞
　　　９．画面に自分の姿を写そうとする＜ピノキオロボット・センサ－ロボット＞
　　　10．声を出す。＜センサ－ロボット＞　　11．ロボットに触る。
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　　　12．曲を聴く＜運動伝
達ロボット＞オリジナルシー
ト調査の結果   13．その他

１．３．１．４　ＡＢＣ共通
シート調査の結果

図４―１　男女

　ＡＢＣのＢＡＬＬ利用者の
内、追跡した利用者が図４－
１に示されている。その総数
は、６７人で、その内訳は、
男４１人、女２６人であっ
た。                  

図４―２　推定年齢

　追跡した６７人について、
観察者による推定年齢は、図
４－２のようだった。小学校
下学年が３５人と１番多い。
また、小学校上学年までの年
齢が多い。 
 

図４―３　同伴形態
     

　追跡した６７人について、同伴形
態は図４－３のようだった。単独行
動の者は８人、二人以上の者は、５
９人であった。その内、同年齢の場
合は１３人、異年齢（下）の場合は
１２人、異年齢（上）の場合は３４
人であった。従って、ＡＢＣのＢＡ
ＬＬ利用者の内、追跡した人の内訳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17

50403020100

男

女

41

26

図４―１　男女

人数

403020100

就学前下

就学前上

小下

小上

中学生

高校生

２０歳前後

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代

不明

2
13

35
10

1
0

3
0
1
1
0
1
0

図４―２　推定年齢

人数

40200

単独

同年齢

異年齢（下）

異年齢（上）

8

13

12

34

図４―３　同伴形態

人数

図４―４　同伴者数



は、単独：同伴＝約１：７であった。                                  

図４―４　同伴者数
　　

    追跡した６７人について、同伴者数
は図４－４のようだった。それによれ
ば、同伴者１名、つまり２人で来館し
たものが２８人、同伴者２名、つまり
本人を含め３人で来館したものが２０
人、同伴者３名、つまり本人を含め４
人で来館したものが９人、同伴者４
名、つまり本人を含め５人で来館した
ものが７人、同伴者５名、つまり本人
を含め６人で来館したものが２人で
あった。データ収集時に７人について
二重記録をしてしまったために、総数
が７人多くなっている。

図４―５　滞在時間

    追跡した６７人について、滞在時間
は図４－５のようだった。２分未満が
３０人で約４５％、２分以上５分未満
が３１人で約４５％であった。

図４―６　デザイナーの意図

　追跡した６７人について、デザイ
ナ－の意図を汲み取ったかどうかは
図４－６のようだった。デザイナー
の意図通り利用した人は６７人中１
人だけだった。
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１．３．１．５　ＡＢＣオリジナルシ
ート調査の結果

図５―１　男女

　ＡＢＣ利用者の内、動線を追跡した
利用者が図５－１に示されている。そ
の総数は、８１人で、その内訳は、男
３８人、女４２人であった。１人はデ
ータ収集時に性別についての情報をと
ることができなかったので、グラフは

８０人の表示になっている。                   

    

図５―２　推定年齢

    追跡した８１人について、観察者に
よる推定年齢は、図５－２のようだっ
た。小学校下学年が２５人と１番多
い。また、小学校上学年までの年齢が
多い。

図５―３　同伴形態
               

　追跡した８０人について、同伴形態
は図５－３のようだった。単独行動の
者は１１人、二人以上の者は、７０人
であった。その内、同年齢の場合は１
４人、異年齢（下）の場合は４人、異
年齢（上）の場合は５２人であった。
従って、ＡＢＣ利用者の追跡した人の
内訳は、単独：同伴＝約１：６であっ
た。                                     
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図５―４　同伴者数

　追跡した８１人について、同伴者数は図５－４の
ようだった。それによれば、同伴者１名、つまり２
人で来館したものが１６人、同伴者２名、つまり本
人を含め３人で来館したものが３３人、同伴者３
名、つまり本人を含め４人で来館したものが１７
人、同伴者４名、つまり本人を含め５人で来館した
ものが１１人、同伴者５名以上、つまり本人を含め
５人以上で来館したものが４人であった。データ収

集時に１１人について二重記録をしてしまっ
たために総数が１１人多くなっている。

 

図５―５　滞在時間

　追跡した８１人について、滞在時間は図５
－５のようだった。ＡＢＣのコーナーの全体
の滞在時間は、２分以上５分未満は２３人、
５分以上１０分未満は２７人でともに約３割
を占めていた。２分未満が１６人、１０分以
上が１５人であった。

図５―６　滞在時間
（秒）

　追跡した８１人について、装置毎の滞在時
間は図５－６のようだった。装置毎の滞在時
間の平均はＧ（積木）が約３分、Ｉ（アク
ションゲーム）が約２分と長かった。全体の
平均は１分３０秒であった。
    Ａ：コマ
    Ｂ：ベアリング
    Ｃ：円すい
    Ｄ：木登り
    Ｅ：すべり台
    Ｆ：ボール
    Ｇ：積木

    Ｈ：ジャイロ
    Ｉ：ゲーム
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図５―７　行為内容
　　

　追跡した８０人について、行為内容
を調べた結果は図５－７のようだっ
た。装置を使う人が多かったのは、Ａ
が３６人、Ｅが３７人、ともに２割で
あった。装置を見る人が多かったの
は、Ｉが３８人で約４割を占めてい
た。

１．３．１．６　ＢＡＬＬオリジナル
シート調査の結果

 
図６―１　男女

         
　ＡＢＣのＢＡＬＬ利用者の内、追跡
した利用者が図６－１に示されてい
る。その総数は、１０９人で、その内
訳は、男７０人、女３９人であった。                  

図６―２　推定年齢

    追跡した１０９人に
ついて、観察者によ
る推定年齢は、図６
－２のようだった。
小学校下学年が５２
人と１番多い。ま
た、小学校上学年ま
での年齢が多い。３
０代９人、４０代１
人というのはおそら

く同伴者であろう。 
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図６―３　同伴形態

    追跡した１０９人について、同伴形態は
図６－３のようだった。単独行動の者は
３８人、２人以上の者は、７１人であっ
た。その内、同年齢の場合は１５人、異
年齢（下）の場合は１１人、異年齢
（上）の場合は４５人であった。従っ
て、ＡＢＣのＢＡＬＬ利用者の内、追跡
した人の内訳は、単独：同伴＝約１：２
であった。                                  

図６―４　同伴者数
　　

    追跡した１０９人について、同伴者数は図
６－４のようだった。それによれば、同伴
者１名、つまり２人で来館したものが４２
人、同伴者２名、つまり本人を含め３人で
来館したものが１２人、同伴者３名、つま
り本人を含め４人で来館したものが９人、
同伴者４名、つまり本人を含め５人で来館
したものが６人であった。従って、単独：
２人：それ以上＝約１：３：２であっ
た。        

　　

図６―５　利用形態

　追跡した１０９人について、利用形態
を図６－５は示している。利用者数はい
くつかの形態にわたって、重複して利用
したため合計人数が多くなっている。２
（ボールを転がす　弱）と１（台を回
す）がそれぞれ８９人、７９人と多く、
それぞれ全体の約８割と７割に当たる。
３（ボールを転がす　強）、４（ボール
を投げる）、５（ボールを観察する）は
ともに全体の１割程度で少ない。２（ボ
ールを転がす　弱）、３（ボールを転が
す　強）、４（ボールを投げる）の合計

１１８回の内、６（ボールが入る）は３３回で、「ボールを投げる」、あるいは「転が
す」内入る割合は、約３割である。
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図６―６　対人行動
　

    追跡した１０９人について、対人行動
が図６－６に示されている。１（話し
かける、２（笑う）はそれぞれ１２
人、１１人でほぼ同数だった。利用者
全体の中での割合は、それぞれ１割程
度であった。

１．３．１．７　ＮＥＷＳ共通シー
トの結果

図７―１　男女

　ＮＥＷＳ利用者の内、追跡した利
用者が図７－１に示されている。そ
の総数は、９２人で、その内訳は、
男４７人、女４５人であった。                     

図７―２　推定年齢

    追跡した９２人について、観察者に
よる推定年齢は、図７－２のよう
だった。３０代が２９人と一番多
い。                                                        
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図７―３　同伴形態

　追跡した９２人について、同伴形態は
図７－３のようだった。単独行動の者
は、３０人、２人以上の者は、６２人で
あった。その内、同年齢の場合は１３
人、異年齢（下）の場合は２５人、異年
齢（上）の場合は２４人であった。従っ
て、ＮＥＷＳ利用者の内追跡した人の内

訳は、単独：同伴＝約１：２であった。 

    
図７―４　同伴者数　

    追跡した９２人について、同伴者数は
図７－４のようだった。それによれば、
同伴者１名、つまり２人で来館したもの
が０人、同伴者２名、つまり本人を含め
３人で来館したものが２９人、同伴者３
名、つまり本人を含め４人で来館したも
のが２０人、同伴者４名、つまり本人を
含め５人で来館したものが９人、同伴者
５名、つまり６人で来館したものが４人
であった。   

図７―５　滞在時間

　追跡した９２人について、滞在時間は図
７－５のようだった。ＮＥＷＳのコーナー
に入って来て出て行くまでのおよその時間
を計った結果、２分未満が５５人と圧倒的
に多かった。２分以上５分未満が３０人、
５分以上が７人であった。あまり長時間い
る人は少なく、ボタンを押すだけで去って

行く人が多かった。

図７―６　デザイナーの意図

    追跡した９２人について、デザイナーの意図
を汲みとっていたかどうかは、図７－６のよ
うだった。ＹＥＳが８７人で、ＮＯが５人で
あった。ここでいうＹＥＳとは、観察者によ
る推定で、ボタンを押して一通りの行動をし
た場合にＹＥＳとみなした。また、トイレや
子どもの好む展示物の近くにあるため、子ど
もを座りながら監視できるＮＥＷＳに３０代

前後の人がただ座っている姿が見受けられた。
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１．３．１．　ＮＥＷＳオリジナルシー
ト調査の結果

図８―１　男女

　追跡したＮＥＷＳ利用者の性別を８－
１に示していある。その総数は、１２９
人で、その内訳は、男７６人、女５１人
であった。（２人はデータ収集時に性別
についての情報をとることができなかっ
たのでグラフには１２７人の表示がなさ
れている。）

図８―２　推定年齢

　追跡した１２９人
について、観察者に
よる推定年齢が図８
－２に示されてい
る。３０代が３３人
と最も多く、２０代
や小学生がそれに続
いている。おそらく
ほとんどは同伴者で
ある父兄であろう。

　　　　　　　　　　
図８―３　同伴形態

　追跡した１２９人について、同伴形態
は図８－３に示されている。単独行動の
者は３２人、二人以上の者のうち、同年
齢の場合は３３人、異年令（下）の場合
は３３人、異年令（上）の場合は３１人
であった。従って、ＮＥＷＳ利用者の
内、追跡した人の内訳は、単独：同伴＝
１：３となった。また同伴の中でも、同
年齢：異年令（下）：異年令（上）は約
１：１：１である。
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図８―４　同伴者数

　追跡した１２９人について、
同伴者数が図８－４に示されて
いる。それによれば、同伴者１
名、つまり２人で来館したもの
が６１人、同伴者２名、つまり
本人を含め３人で来館したもの
が２３人、同伴者３名、つまり
本人を含め４人で来館したもの
が１１人、同伴者４名、つまり
本人を含め５人で来館したもの
が３人であった。従って、単
独：２人：それ以上は約６：
２：１であった。（データ収集
時に１人について二重記録をし
てしまったために総数が１人多

くなっている。）

図８―５　行為内容

　追跡した１２９人について、行為内容
は図８－５のようになった。１人で複数
の行為をする場合が多かったので、重複
があり、延べ２１８の行動が見られた。
５（グラフや表を見る）が５９（２７
％）と一番多い。２（スイッチを消す）
が延べ１（0.5%)であり、それを ８（キ
ーボードをたたく）の４２（１９％）と
あわせて考えると、画面が表示されたま
まなのでとりあえず座って何かボタンを
押してみるというパターンがあるように
思われる。しかし、座った人が同伴者に
何か働きかけたりすることは少なく、天
気図に関しても少数を除いてはただ眺め
るだけにとどまっていたような印象を観
察者は受けた。操作の説明だけでなく、
その内容に関する説明がもう少し詳しく
あれば、表面的な操作に終わることが避
けられたかもしれない。周囲の紙面展示
物についても同様のことが言える。　
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  １．３．２　ビデオ観察調査

  １．３．２．１　ＰＩＮＯＫＩＯセンサーロボットの利用

     プロトコル１－１（ピノキオセンサーロボット）
 　　　f:父親（３０代）　c:子ども（就前・男）　　
　　　　
    count 　  　　　　  発話          　          行動                    
  
 07:05  　　　　　　  c:きいろ                                                  
     :09  　　　　　　  c:みどり                                                  
     :10 　　　　　　   f:きいろ                                                  
     :13 　　　　　　   c:きいろ                                                  
     :15  　　　　　　  c:みどり                                                  
     :17                            　　　　　　　　  f:色の画面を指差す              
     :21   　　　　　　 c:きいろ                                                  
     :30  　　　　　　  f:きいろ                                                  
      ＊   　　　　　　 c:　    ろ                                               
     :33  　　　　　　  c:きいろ         　　  c:身をのり出す                  
     :39                             　　　　　　　　 c:ボタンを押す                  
     :40   　　　　　　 f:きいろ                                                  
      ＊  　　　　　　  c:    いろ                                             
     :45  　　　　　　  f:みどり                                                  
     :48   　　　　　　 f:きいろ                                                  
       ＊ 　　　　　　  c:        ろ                                               
     :52 　　　　　　   f:きいろ                                                  
 08:05   　　　　　　 f:きいろ                                                  
     :08  　　　　　　  f:みどり                                                  
     :10   　　　　　　 f:みどり         　　   f:マイクをたたく                
     :11                             　　　　　　　　  f:立ち上がる                    
     :22                           　　　　　　　　 c,f: 立ち去る              
                                                                    　  

    　センサーロボットの設置当初の目的は、利用者がセンサー体験を通してセンサーの機
　能と働きを理解する、ということであった。表面的には、利用者はボタンを押して色を
　声に出しているが、親子間に専門的な会話も説明もないことから、実際には理解を深め
　ていないようである。
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　　 　　 プロトコル１－２（ピノキオセンサ－ロボット）
 　　　m:母親（２０代）　c:子ども（就前・女）

　　count           発話               　　　　 行動                  

 11:12                           　　　　　　　      m:子どもを抱えて前に立つ        
     :17                            　　　　　　　      c:カメラに手を振る              
     :22                             　　　　　　　　 c:手を振りながらニコニコ笑う    
     :29  　　　　 c:わ                                                       
     :31 　　　　  c:あ－（　不明　）                                           
     :35                            　　　　　　　　 m:子どもを下におろす            
     :36 　　　　  m:みどり         　　　　 m:マイクに近づく                
     :47  　　　　 m:みどり                                                   
     :50 　　　　  m:あか                                                     
     :55 　　　　   c:きいろ                                                   
 12:00 　　　       c:（　不明　）                                               
     :14                             　　　　　　　　 c:ボタンを押す                  
     :15                             　　　　　　　    m:子どもを抱き上げる            
     :19                            　　　　　　　　  c:カメラを見てポ－ズをとる      
     :26  　　　　 c:ははは・・・                                             
     :40                             　　　　　　　    m:子どもを抱いて体を左右に振る  
     :51  　　　　 m:はい　おわり                                             
     :53                            　　　　　　　　 m:子どもを抱いたまま立ち去る    
                                                                      
 16:10                             　　　　　　　    m:子どもを抱いて戻ってくる      
     :11                            　　　　　　　　  c:ポ－ズをとって喜ぶ            
     :31 　　　　  m:おわり                                                   
     :33 　　　　   c:あ－おわった                                             
     :35                              　　　　　　 　c,f:  立ち去る                      
                                                                        
                                                                          
    １－１と同じく、ボタンを押して声を出したりカメラにポ－ズを取ったりして表面的に
は利用しているが、専門的な会話はなく、実際にセンサ－の機能や働きは理解していない
ようである。                                                                      
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　　　　　 プロトコル１－３（ピノキオセンサ－ロボット）                                    　　　
　　　　　f:父親（４０代）　c:子ども（小学・高・女）

    count        　発話                      　　　 行動                  

 16:37   　　                        　　　　　 　    c:ボタン（カメラ用）を押す      
     :40                             　　　　 　　 　　 f:マイクを指差す               
     :42  　　　  f:あか（低い声で）       　  f:子どもを押してけしかける      
     :43  　　　  c:あか                              　   c:マイクに近づいて言う          
     :46     　　                                         　　  f:ボタン（色用）を押す          
     :47  　　　  f:あか（低い声で）       　  f:子どもを押してけしかける      
     :49  　　　  c:あか                               　  c:マイクに近づいて言う          
     :54   　　　 f:みどり                           　  f:子どもをけしかける            
     :55   　　　 c:みどり                           　  c:マイクに近づいて言う          
 17:01    　　　                                        　    f:カメラの画面を指差す        
     :03       　　　                                      　   c:色の画面を指差す            
     :07        　　　                                    　    f:カメラの画面を指差す        
     :08        　　　                                  　   c,f: 立ち去る              
                                                                        
                                                                         
    ボタンを押して声を出して、表面的には利用しているが、親子間に説明や専門的な会話
はみられず、実際にはセンサ－に関する理解を深めていないようである。                                                                      
                                                                          
                                      プロトコル１－４（ピノキオセンサ－ロボット）                                    
　　　　　　　　　　m:母親（４０代）　c:子ども（小学・高・女）

    count          発話                                　　　   行動                    

 20:55　                                                    　　　      c:ボタンを押す                  
     :59  　　　 m:（ 　不明       ）                    　  m:色の画面を指差す              
 21:01                                                        　　　     m:ボタンを押す                  
     :11  　　　 m:みどり                                                   
     :21                                                          　　　    c:ボタンを押す                  
     :25 　　　   c:みどり                                                   
     :28  　　　  c:みどりってば                                             
     :32                                                           　　　   c:ボタンを押す                  
     :34  　　　  c:みどり                                                   
     :39 　　　  m:あ　あかが　あかがほら          m:色の画面を指差す            
     :48 　　　   c:みどり                                                   
     :58                                                         　　　    m:マイクを指差す                
 22:00  　　      c:みどり                                                   
     :05 　　　   c:みどり                                                   
     :08 　　　  m:ついたほら（笑う）                  m:ボタンを押す                  
     :09                                                       　　　      m:色の画面を指差す             
     :12                                                      　　　       m:ボタンを押す                  
     :16                                                      　　　       m:カメラの画面を指差す         
     :21                                                    　　　      c,m: 立ち去る                
                                                                        
    ボタンを押して声を出してはいるが、やはり専門的な会話はなく、表面的に利用してい
るだけで、実際にセンサ－に関する理解を深めてはいないようである。                                                                    
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注：数字はプロトコル内のカウントを示す。
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１．３．２．２　ＢＡＬＬの利用

　　プロトコル２－１

　COUNT 　　　　 行動　　　　　　　　　　　　　　　発　話　　　　　　　その他

　57:51 　　　父、息子： 現れる。　　　　　　　　　　　　
　　:54 　　　　　息子：              ボールを拾う。　　　　　　　　　　　　
　　:57 　　　　　息子：ボールを転がす。　　　　　　　　　　　　　　　　 外れる。
　　:59 　　　　　　父：回転盤の端に腰掛ける。　　　　　　　　　
　58:02 　　　　　息子：ボールを拾う。　　　　　　　　　　　　
　　:03 　　　　　　父：回転盤を回す。　　　　　　　　　　　　　
　　　　 　　　　 息子：ボールを転がす。　　　　　　　　　　　　　　　　 外れる。
　　:07 　　　　　息子：ボールを拾う。　　　　　　　　　　　　
　　:09 　　　　　息子：ボールを転がす。　　　　　　　　　　　　　　　　 外れる。
　　:13 　　　　　息子：ボールを拾う。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　 　 兄、弟：現れる。　　　　　　　　　　　　　　
　　:14 　　　　　息子：ボールを転がす。　　　　　　　　　　　　　　　　 外れる。
　　:15 　　　　　　兄：回転盤を回す。　　　　　　　　父：もうちょっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  とで入るのに。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  もっと速くもっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  と速く 回せ。
　　:16 　　　　　　弟：ボールを拾って、転がす位置　　　　　　　
　　　　　　　　　　　  に移動。　　　　　　　　　　　　　　　　
　　:22 　　　　　　弟：ボールを転がす。　　　　　　　　　　　　　　　　 外れる。
　　:24 　　　　　　兄：ボールを拾う。　　　　　　　　　　　　　
　　:26 　　　　　　兄：ボールを転がす。　　　　　　　　　　　　　　　　 外れる。
　　:30 　　　　　　弟：回転盤に上がって、ボールを　　　　　　　
　　　　　　　　　　　  拾う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　:31 　　　　　　弟：ボールを転がす。　　　　　　　　　　　　　　　　 ゴール。
　　:34 　　　　　　兄：ボールを拾いにいく。　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　  父：転がす位置を指差す。　　　　　父：そこから転
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  がすんだよ。　
　　:35 　　　　　　兄：ボールを拾う。　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　  弟：転がす位置に移動。　　　　　　　　　　　
　　:37 　　　　　　兄：回転盤の上で、バウンドさせ　　　　　　　
　　　　　　　     　　　 る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　:40 　　　　　　弟：場所をゆずる。　　　　　　　　父：転がすよう
　　　　　　　　　  兄：転がす位置に立つ。　　　　　　　　にするんだよ。
　　:41 　　　　　　兄：ボールを転がす。　　　　　　　　　　　　　　　　 外れる。
　　:46 　　　　　　弟：ボールを拾いに行く。　　　　　　　　　　
　　　　 　　　　　 父：回転盤を回し続ける。　　　　　　　　　　
　　:49 　　　　　　弟：ボールを拾う。　　　　　　　　　　　　　
　　:52 　　　　　　弟：ボールを転がす位置に立つ。　　　　　　　
　　:53 　　　　　　弟：ボールを転がす。　　　　　　　　　　　　　　　　 外れる。
　　:55 　　　　　　弟：ボールを拾う。　　　　　　　　父：もうちょっ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  と加減して転が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  すんだよ。　　
　　:57 　　　　　　弟：ボールを転がす。　　　　　　　　　　　　　　　　 外れる。
　59:01 　　　　　　弟：ボールを拾う。　　　　　　　　　　　　　
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　　:02 　　　　　　弟：ボールを転がす。　　　　　　　　　　　　　　　　 ゴール。
　　:05 　　　　弟、父：顔を見合わせる。　　　　　　　　　　
　　:06 　　　　　　父：うなずく。　　　　　　　　　　　　　　　
　　:07 　　　　　　弟：ボールを拾いに行く。　　　　　　　　　　
　　:15 　　　　　　弟：去る。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　:20 　　　　　　父：立ち上がる。　　　　　　　　　　　　　　
　　:24 　　　　　　父：ボールを転がす位置に立って　　　　　　　
　　　　　　　　　　　  左手を穴の方に向けている。　　　　　　　
　　:27 　　　　　　父：去る。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　父と息子達の間で会話は行なわれている。しかし会話の焦点はどうしたらボールがゴー
ルに入るのかという段階でとどまっている。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

注：数字はプロトコル内のカウントを示す。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32



１．３．２．３　ＮＥＷＳの利用
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　プロトコル３－１（ＮＥＷＳ）：母　と　息子
　　　Ｍ：母──２０代、　Ｓ：息子──小・低
    COUNT　　発言（行動、説明）

　1:25:21 　　Ｓ１：なんだこれ　一回やってみたい
　　　　　　　　　（息子は椅子に座る。母は後ろに立って画面を見る。背中は母の体と
　　　　　　　　　　密着している）
　　　 26 　　Ｓ２：どこ　押せばいいのかな　（母を見る）
　　　 29 　　Ｍ１：（ボタンを押して天気図を呼び出す）
　　　 30 　　Ｓ３：（画面が出てくるまで頬杖をついて待っている）
　　　 36 　　Ｓ４：見てみて
　　　　　　  Ｍ２：（体を前に倒してみる）
　　　　　　  Ｓ５：（母の体をたたく）
　　　 40 　　Ｍ３：（ボタンを押す）
　　　 48 　　Ｓ６：（頬杖をつきながら見ている。母と一緒にいろいろなボタンを　　
　　　　　　　　      　押し始める）
　　　 57 　　Ｍ４：（天気図が出てきて、指で画面を指しながら説明を始める）　　　
　　　　　　　　　　さっきのが……
　　　　　  　Ｓ７：（体をのりだす）
　　　　　　  Ｍ５：（後ろから指を差すのがもどかしくて、後ろから前にくるために　
　　　　　　　　　      椅子をまたぐ）
　　26:05 　　Ｍ６：（またぎながら説明をする）
　　　 18　　 Ｓ８：（母の説明を聞きながら、うなづく）
　　　 21　　 Ｓ９：どこいくんだろ？　ぼくは１回目どこにいくのかわからないぞ
　　　 34 　Ｓ１０：（母の顔を一度みて、ただし母は画面を見たままで）　　　　　　
　　　　　　　　　　右に近づいてきているぞ　どこに行くんだろう？
　　　　　　　
　　　 41　 Ｓ１１：（椅子を踏み台にして机の上にのり、さらに画面に顔を近づけよう
　　　　　　　　　　  とする。そして天気図の右端を指差す）
　　　 44　　 Ｍ７：（同じところを指差す）
　 　　47 　Ｓ１２：（同じところを指差す）
　　　　　　　
　　　 58 　　Ｍ８：（戸惑いながらボタンを押す）
　　27:02　 Ｓ１３：一週間でてくんの？（母の顔を見る）
　　　　　　　
　　　 11 　　Ｍ９：（息子も椅子に正座のように足を乗せる。画面全体を指差し、円を
　　　　　　　　　　描く）
　　　 14 　Ｍ１０：（台風の目を指差す）
　　　 16 　Ｓ１４：あっ　これ？（台風の目を指差す）
　　　 23 　Ｓ１５：風だ
　　　 26 　Ｍ１１：（移動する台風の目を指差している）
　　　　　　　
　　　 36 　Ｍ１２：（母親が説明するとうなづく）
　　　 45 　Ｍ１３：（ボタンを押す）
　　　 49 　Ｓ１６：はぅぁー
　　　 52 　Ｍ１４：（応答して、首を傾げながら会話をする）
　　　　　　　
　　28:07 　Ｍ１５：（ボタンを押す）
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　　　 18 　Ｓ１７：（ボタンを押して画面が変わる間、母を見る）
　　　 19     Ｍ１６：（画面を指で説明する）
             20     Ｓ*      ：（椅子に乗る）この白いの.........（雲を指でなぞる）　

             26　 Ｍ１７：（ボタンを押す）
             30　 Ｍ１８：（母親は耳をかきながら下を見る。説明書を読んでいるのだろう　
　　　　　　　　　  か）
　　　　　　　　　　　
　　 　36　 Ｓ１８：おぉ　ほらお母さん　きれいだ（母の腕をたたき、画面に向 かっ　
　　　　　　　　　　て指差す）
　　　 40 　Ｍ２０：（画面を指差し、説明する）
　　　　　　　
　　　 56 　Ｓ１９：こっちだよ（母と共に去っていく）
　　　　　　　
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　比較的熱心に利用していたようだ。子供の興味も強く、　　　　　　　　
　　　　　　お母さんも説明しようと頑張っていたようだ。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　プロトコル３－２（ＮＥＷＳ）：成人男女（共に２０代）
　　　Ｍ：男性、　Ｌ：女性
    COUNT　　発言（行動、説明）

　1:42:04 　　Ｍ１、Ｌ１：（女の方が先に座り、頬杖をついて画面を見る。男はボ                   
      　　　　　　　　　　　ーッとしている）
　　　07　　　　　 Ｍ２：（使用説明の画面がでてきたら、男も前傾姿勢をとる）
　　　12 　　　　　Ｍ３：（ボタンを押す。もう一度使用説明画面を呼び出す）
　　　17 　　　　　Ｌ２：（ボタンを押して、天気図を出す）
　　　33 　　　　　Ｌ３：（画面をスクロールさせる。会話なし）
　　　48  　　　　   Ｍ４：（ボタンを押す）
　 　   57    　　　     Ｍ５：（立ち上がる）
　   43:02　  　　　   Ｍ６：（隣の資料を目にする。その時、女は座ったまま）
　　    15 　　　　　Ｍ７：（席から離れてＶＴＲの前で女を待つ。女はボタンを押すな                                                         
　　　　　　　　　　　　　どして画面を見ている）
　　    20 　   　　　 Ｌ４：（脇にある資料説明書を読んでいる）
　　    29 　   　　　 Ｌ５：（ボタンを押す）
　　    39　  　　　   Ｍ８：（ため息をついた後にもう一度同じ席に戻る）
　　    50　 　　　    Ｍ９：（ボタンを押す。押し続けて画面をスクロールさせる。今だ                   
　　　　　　　　　　　　　に２人の会話はない）
　   44:04    　　　 Ｍ１０：（立ち上がる）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　  　　   Ｌ＊：（立ち上がる）
　　    10　 Ｍ１１、Ｌ６：（女は脇の資料を見ながら、２人で去る）
　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　全くといっていいほど会話はなく、興味がないように見える。
　　　　　　　男性がボタンを押すことについては主導権を握っている。
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プロトコル３－３（ＮＥＷＳ）：少女（小・低）
     COUNT　　発言（行動、説明）
　　　　　　　
　 1:45:30 　　Ｇ１：（座る）
　　     32 　　Ｇ２：（ボタンを押す。）
　　　 39 　　Ｇ３：（ボタンを押す。）
　　　 47 　　Ｇ４：（ボタンを押す。）
　　　 53 　　Ｇ５：（ボタンを押す。飽きて去っていってしまうが入れ代わり
　　　　　　　　　　　におじさんが座ろうとする。）
　　　　　　　
　　　　　　　とりあえずボタンを押しては見るものの、出て来る画面が何を表す
　　　　　　　のか理解できず、また興味・関心もわかなかったらしい。

注：数字はプロトコル内のカウントを示す。
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１．４　総合討論

    近代に文化資本継承の場として、大きな影響を持っていたのは学校である。過去の人々
が築いてきた文化遺産を効率よく教えることによって、大量の「知識人」を世に送り出す
ことにその存在意義はあった。つまり、学校は人々が労働を中心とする社会へ出る前の準
備場所であり、人々を社会へと送り出すための制度化された仕掛けであった。しかし、そ
こで「教える」という行為が対象化されると当然何を教えるのかということが議論の対象
となり、それに続いてどうすればその内容を効率的に教えることができるのかが議論され
るようになる。何をどのように教えるのか、これが学校では重要な問いとなる。
　学習者の学習を保証する、あるいは学習者の学習を促進すると言うとき、それは教授者
は学習者の学習を先回りして予測しなくてはならないことを意味する。教授者の予測の中
で「何をどのように教えるのか」の議論がなされるようになる。しかし、人の学習を予測
することは可能であろうか。一人の人間にとっての学習という活動を取り上げてもそれは
不可能であろう。学習は主体的な営みであるという点で、即興的なものである。学習者の
周りに溢れている資源の中からどのようなものを取り出して、学習者が学習活動を構成す
るのか予測することは困難である。まして、多数の人間に同時に同じことを同じ速さで習
得することを求める場として学校がある時、教授者は誰の学習を予想しているのであろう
か。教授は学習者の学習環境として一つの資源を構成するという点で意義ある活動であ
る。しかし、それは学習活動と表裏一体となったものではない。
　我々が自分を取り囲むすべてのものを資源として学習活動を組織していると考える時、
人々がどのような学習環境に位置付いているのか明らかにすることは意義がある。今回取
り上げた博物館は学習環境の中でも比較的組織化された場である。野山に入り、そこにあ
る草花や動物の生態観察から何かしらの知識を得ることがあるが、そうした場は比較的学
習環境として組織化されていないという点で博物館とは異なる。他方、学校のように学習
すべき事柄を教授者がほとんどを予定している場とも博物館は異なる。野山と学校、とい
う二つの局を置いたとき、博物館はユニークな存在である。利用者に対して、ある主張を
するものであると同時に利用者の学習を一つの方向へ導くという「押しつけ」が許されな
い場、このように博物館を理解することは可能であろうか。もしも、こうした博物館理解
が許されるとすれば、博物館に求められることは、学習の自由度が許されると同時にそれ
ぞれの学習者が構成する学習活動の視点に応じて博物館の主張が線として見えて来るよう
になっていることではないだろうか。例えば、５歳の子どもと３０歳の大人が同一の博物
館を訪れた時、それぞれの人にとって博物館の展示が意味ある(meaningful)ものとなって
「見えてくる」ことが大切である。同じ５歳の子どもが来るのであっても、人によってそ
れぞれ異なる世界がそこに開かれることが可能になることが求められるであろう。もちろ
ん、学習は主体的な営みであるから、そうした利用者の学習可能性を保証することが必要
であると述べているのであって、そうした世界を見せろと述べているわけではない。そこ
が学校と異なる所である。
    今回調査をすることができたのは科学博物館である。科学に関連することを整理した知
識の貯蔵庫である。利用者にできるだけ多くのことを見せ、できるだけ多くの体験を可能
にすることを目指していると思われた。例えば、エレベーターやエスカレーターは透明に
なっており、中でどのような機械が動いているのかが見えるようになっていた。理科の教
科書に出て来る多くの現象をボタン一つで「見る」ことができるようにもなっていた。す
べての展示について議論することも、この科学館のデザインコンセプトについて議論する
ことも、今回の我々の検討範囲を越える作業である。ただ、いくつかの展示に伴う利用者
の「体験」の質について議論したい。展示物を利用することは展示物に媒介された活動が
そこで組織されているということである。いくつかの展示物に対して、この展示物に媒介
された活動の質を議論しよう。
    今回の調査では三つの展示室（自然系、理工系、生活系）のうち、生活系フロアーの展
示物について調べた。フロアー全体の利用状況は、利用動向調査の結果、特に利用者の動
線調査の結果から察することができるであろう。以下、特に観察記録をとった展示物の利
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用過程について個別に考察を加えたい。
　
　ＰＩＮＯＫＩＯ
　ＰＩＮＯＫＩＯは４種類のロボットが展示されているエリアである。調査結果からよく
見られた情景は、小学生以下の子どもが、大人一人を伴って、２分ほど立ち寄るというも
のであった。そこでしたことは、ロボットを眺め、その前にあるボタンを押し、ロボット
の動きに反応するというものであった。つまり、展示物の前に来て、そこで指示されてい
ることをやり、その反応を確認して帰るという行動シーケンスが典型的なものであったと
言える。ビデオ観察調査に記録されたセンサーロボットに関する利用者の活動を見てみる
と、そのことがよくわかる。センサーロボットは人がロボットに対して色の名前を言うと
その色が出るといった音声認識装置や利用者の姿をモザイク分解するカメラなどを備えて
いる。
　父親と就学前男子と思われる子どものペアはロボットの前でひたすら色を連呼する。こ
どもが「きいろ」、「みどり」と叫び、父親が「きいろ」と叫ぶといったように。この間
にボタンを押したりすることはあるが二人の間に言語的なやりとりはいっさいなかった。
立ち去るまで１分１７秒あったが、親が子どもに何か説明をしたり、子どもが親に質問を
したりするということはなかった。就学前女子と見られる子どもと母親のペアの行為も同
じようなものであった。ロボットに対して手を振ったり、色の名前を叫ぶ。初め１分４１
秒いたが、「はい　おわり」といって立ち去った後、再び戻って２５秒滞在し、ポーズを
とった。小学生女子と推定される子どもと父親のケースも同様であった。ボタンを押し、
色を叫び、わずか３１秒で立ち去って行った。子どもの年齢があがった分だけ、この仕掛
けでは飽きるのがはやいのかもしれない。この三つの利用者ペアに共通していることは、
ロボットに対してその操作に関係する行為だけを行い、しかもペア内では、ロボットに関
して何も話し合うことがなかったということである。科学館の説明書では「体験を通して
各々のロボットの機能を理解する」とあるが、ここでの体験は色の名前をいったらその色
が出た、出なかったという好奇心による探索とその反応の確認だけであった。従って、何
度かそれを行うともはや何も「好奇」なものはなくなり立ち去るということになる。利用
者に「見せるのではなく体験させるのだ」、「遠くから眺めるのではなく触れさせるの
だ」と、体験型、ハンズオンを強調しても、実際にはそれは利用者の認識に働きかけるこ
とはないという場合があることをこの事例は教えてくれる。
    
　ＡＢＣとＢＡＬＬ
    ＡＢＣはいわば遊具エリアであり、利用者も小学生以下の子どもが多かった。この中で
も特に人気があったのはコロの滑り台とアクションゲームであった。アクションゲームを
除くと他の装置では、単に見ているというよりも実際に使ってみる利用者が多かった。ア
クションゲームは人気が高いので、やりたくてもやれないという事情があったようだ。こ
のように単に「見る」のではなく、実際に「使用する」ことがこのエリアの展示物の特徴
である。
　ＢＡＬＬはこのエリア内の一つの装置であり、円盤上の台の上にボールを転がして反対
側にある穴にいれるようになっている。円盤は二層で動くようになっており、基本的には
円盤の外側から投げる場合と円盤の上にのって投げる場合のボールの転がり方を比較する
ことが利用者に求められていた装置であるが、現在では危険であるということで円盤に
のって投げることは禁止されている。つまり、そもそも現在では展示デザイナーの意図通
りに使うことのできない展示物である。この装置を利用したのは小学校低学年（推定）が
一番多く、１人あるいは大人を伴ったペアで利用することが多かった。利用者の行動では
「円盤台を回す」と「ボールを弱く転がす」が一番多かった。複数で利用している場合、
ほとんどお互いに話し合うことはなく、時に笑ったり、話かけることが見られた。要する
に利用者はこの展示を回る円盤台の上にボールを転がしてゴールの穴に入れるゲームとし
て扱っていた。
　このことをよく示すのは、ビデオ観察調査のプロトコルである。父親と息子２人でこの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37



装置を利用していた。父親が円盤台をまわし、１人の息子がボールを転がし、もう一人が
ボールを拾う、役割が変わることはあったがこうした行為シーケンスが見られた。父親は
時に子ども達に語りかけるが、それは「もうちょっと加減して転がすんだよ」のようなボ
ールをどうすれば穴に入れられるかの指示であった。この利用者達にとって、この展示は
「ボール転がしゲーム」としての体験を与えていた。ここでもＰＩＮＯＫＩＯと同様に、
いやそれ以上に十分身体で体験するのだが、何も事態認識に関わる会話や問いを生むこと
はできなかったようだ。
   
　 ＮＥＷＳ
    ＮＥＷＳは気象に関する情報をコンピューターディスプレイ上で見ることのできる展示
である。利用者で一番多かったのは推定年齢３０歳台の人であった。そこで行ったこと
は、「グラフや表を見る」や「キーボード」を叩くことであった。単独でそこにいる人の
場合には利用者というよりも実際には「休憩している人」のようであった。子ども達がフ
ロアーで遊んでいるとき、フロアーの端にあるこのコーナーに腰をおろし、手持ちぶさた
なのでちょっと操作をしてみるといったことが多かったという印象を受けた。
　ビデオ観察調査から母親と小学校低学年（推定）の事例、成人男女のカップル（推定年
齢２０代）の事例、小学校低学年（推定）の少女の事例のプロトコルを典型事例として取
り上げた。少女１人の事例では、わずか２７秒間ボタンを押すという操作をしていてやめ
てしまった。このことから小学生１人では何をどのように操作してよいものか難しい展示
であると考えられる。成人男女の事例では男性が主導権を握り、ボタンを押すが、２人の
間にはほとんど会話がなかった。つまり、２人は３分６秒滞在する間に、操作によってい
くつかの画面を見たが、そのまま去って行ったわけである。母親と息子の事例では子ども
の「なんだこれ　一回やってみたい」に始まり、親子で操作をしていく。母親は子どもの
質問や求めに応じてボタンを押したり、説明を行う。３分３５秒ここにいたが、成人男女
の事例に比べるとはるかに多くの会話をしていた。２人は、画面を指差し、質問、説明な
どで会話は弾んでいた。最後はある画面を出して、子どもが母親に「おお　ほらお母さん
きれいだ」と叫び、それに対して母親が指差しながら説明をして終わる。
　以上のように今回観察した各々の装置の利用事例を検討して行くとそこに次のような共
通点を認めることができる。

  ・装置の取り扱い方が簡単な場合には、デザイナーが指示した行為を遂行するが、それ
は単純な行為シーケンスを構成し、利用者はそれを繰り返す。
  ・装置の利用を通してその原理概念を理解することは困難である。
  ・ハンズオン＝体験型の装置は遊びゲームとして利用され、利用者の目標はそのゲーム
をうまく遂行することに向けられる。
　・装置を利用する時、複数で利用しても共同利用者間でデザイナーが期待する装置の原
理などに対する会話はほとんどなされない。

    こうした中でＮＥＷＳの母親と息子の事例は興味深い。ビデオ観察調査で取り上げた事
例だけでなく、利用動向調査の最中に観察した事例でもこのように展示物を媒介とした会
話がなされることは希であった。このような事例が生じた理由を母親の能力に帰属させる
ことはできない。何がこのような状況を生じさせたのか今後分析をする必要がある。ま
た、この事例は、展示物に媒介された行為が他者を含んだ共同活動でもあることを教えて
くれる。おそらく、展示物をデザインするデザイナーは展示物を単独で利用者が利用する
ことを想定して、説明文を用意したり、操作シーケンスをデザインしていると考えられ
る。しかし、実際には複数利用が多く、共同利用を想定したデザインを中心に据えること
が必要ではないだろうか。また、単独で来館しても展示装置を利用することを通して他の
来館者と「共同活動」が組織されるような構成をすることも必要ではないだろうか。
　今回の調査をはじめるきっかけとなったＧｅｌｍａｎらのＰＴＭ(Please　Touch　
Museum)の調査では、利用者がデザイナーの意図にそった展示物利用をしないことに気づ
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いた。そこで彼女達は、その原因を利用者である子どもが操作方法の説明を読むことがで
きないことにあると考え、その場所に人が来るとセンサーが感知し、自動的に操作方法が
音声でなされるように変えた。これによって利用者はデザイナーの意図に沿う使い方をす
るようになり、それに伴う会話も、その操作に関連した科学的事項に関するものが増えた
ということであった。しかし、今回の我々の調査におけるＮＥＷＳの母親と息子の事例
は、Ｇｅｌｍａｎらの措置が必ずしも適切なものではないのではないかと問題提起してい
る。センサーによって操作説明をしても、その後にそこで見たこと、体験したことを、疑
問として、感嘆として、説明として語り合える人がいることが必要である。それさえも自
動化することは可能であろうが、それでは会話は成立しない。会話は本来即興的なもので
あり、それだからこそ体験を味わう手段となるのである。ＮＥＷＳの母親と息子以外の事
例に見られたような現象を変化させるために必要なのは、説明の自動化でも、操作の自動
化でもない、利用者の会話が弾む仕掛けである。そのためにはチューター制などによって
ＮＥＷＳの母親のような役割を果たす人が必要なのかもしれない。そしてそのチューター
は必ずしも利用者よりも知識を多く持つものではなく、素朴な問いを発することの出来る
人でなくてはならないだろう。つまり、「説明者」ではなく「質問者」としてのパートナ
ーが望まれる。展示装置はそうした問いの吟味に関する会話を弾ませるものであることが
期待される。
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*　冊子版にはある展示物の写真が抜けています。各展示装置については科学館のパンフ
レットを参照して下さい。

                               　　　　　　　　 ＰＡＲＴ 2
　　　　　　

                                  　　　　　　　　　資料
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２．１　博物館

　博物館とは、博物館法（１９５１年制定）によると、「歴史、芸術、民族、産業、
自然科学等に関する資料を収集し、保管（育成を含む）し、展示して教育的配慮の下
に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために
必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をする事を目的とする機
関」と定められている。日本博物館協会では、博物館の種類として、総合、郷土、美
術、歴史、自然史、理工、動植物があるとしている。
　今日の〈博物館〉の名称〈ミュージアム〉ｍｕｓｅｕｍは、世界最初の博物館とい
われるエジプトのアレクサンドリアに創設された〈ムーセイオン〉ｍｏｕｓｅｉｏｎ
を語源としているわけだが、博物館が近代的な機能を備えて新しい活動を開始したの
は、１９世紀にはいってからである。すなわち、従前のような個人的趣味とか収集癖
などからでなく、公共の利用の目的で博物館が設置され、公開されるようになった。
この大きな特色はフランス革命（１７８９）後のルーブル宮殿の開放が、世界各国に
非常な影響を与えたことなどによってもたらされたことを見逃すわけにはいかない。
少数のめぐまれたものに占有されていた文化財は、このようにして広く公衆に開放さ
れるようになり、教育、鑑賞、調査研究などの機会が公の機関によって確保されるよ
うになった。　
　日本の博物館施設は１９９３年現在、総数２９９１館で、歴史博物館が１２９８館
で最も多く、美術博物館５８５館、郷土博物館４４８館、理工博物館１４３館の順に
なっている。博物館法制定後においてはその改善整備が急速に促進され、かつ、その
教育活動が活発に展開された結果、近年かなりの発展の傾向を示し、新設が相当増加
している。
　欧米における博物館は、その歴史が古いだけにすぐれたものが多く、博物館の生命
というべき収集品はきわめて豊富で、また価値ある者が多く、その教育活動も近代的
に組織されている。イギリスにおいては、有名な大英博物館が、４０００～５０００
年前に始まるエジプト、アッシリアのものをはじめ、ギリシア、ローマ、インド、中
国、日本など世界のすぐれた美術、歴史の両面の資料を蔵している。アメリカは新し
い国であるとともに資金豊かであるので、ヨーロッパ諸国の長所を採用して、模範的
な博物館を多数建設し、急速に発達した。ニューヨークにあるアメリカ博物館、メト
ロポリタン美術館などは、その内容またその設備において世界まれにみる模範的な博
物館である。フランスのルーブル美術館は、大英博物館に、比して劣らぬ内容をもち
、ギリシアの彫刻、アッシリア、エジプトなどの古い資料では世界に比類ないほど立
派なものが収集されている。ドイツでは、第二次世界大戦前の公開博物館は約１５０
０館をかぞえていた。戦争によってかなりの被害を受けたが、戦後復旧されている。
ミュンヘンのドイツ国立科学技術博物館、ドレスデン絵画博物館など充実した内容を
もつ博物館が多い。スウェーデンのストックホルムにある民族博物館は、世界でも珍
しい博物館として著名である。これは近くのスカルセンの丘陵にスウェーデンの各地
方の農家の状態、風俗習慣などその生活のありのままを示したもので、その生活ぶり
が非常に興味深く見られる仕組みになっている。

参考文献　　「Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　　Ｎｉｐｐｏｎｉｃａ　　２００１」
　　　　　　　　小学館　　日本大百科全書１８巻
　　　　　　　１９８７　１１．１　初版第一刷発行
　　　　　　　　１９８８　　　　　　初版第四刷発行
　　　　　　　編集著作出版者　相賀　徹夫
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２．２　仙台市科学館

§科学館の沿革　
　昭和２７年６月、主として学校教育における理科教育の充実を図るため、レジャーセン
ター内にサイエンスルームを開設した。この運営については、東北大学の教授を運営委員
とし、その指導の元に市内の中学生を対象として、理科の本質の原理に触れられる実験を
中心に実施してきた。この事業は今日まで一貫して続けられており、全国でもその先鞭を
つけたものとして高く評価されている。
    このような経過の中で、多様化する時代の要請に応えるためには、既存の規模と施設内
容では不十分なものとなり、従来のサイエンスルームをを発展させ、展示室を新たに併設
して、昭和４３年５月青葉通り東２番丁角の長銀ビル地下一階に仙台市科学館として発足
した。
　以来、社会教育、学校教育、展示教育の諸活動を通して広く市民に親しまれ、知的、文
化的要望の応えながら、市民文化の向上に寄与する一翼を担っている。しかし、科学館の
状況は、地下であることやスペースが狭隘であること等の制約された条件の元に設置され
ているため、屋外学習の場が満たされないこと、現代の科学技術のめざましい進歩に対応
した展示や複雑多岐に及ぶ学習内容への対応など、時代のニーズに応じた総合的で体系的
な展示や学習の場が確保できなくなったこと、さらに駐車場等の付帯設備がないことな
ど、運営に支障をきたしてきた。
　一方、生涯教育の視点に立ち、幼児から高齢者まで市民が自発的意志に基づき、自己に
適した手段・方法で科学の学習ができるような教育環境の整備と構造化が必要となってき
た。これらのことを踏まえて、これまでの諸活動を基盤としながらも新しい発想のもとに
新科学館としての空間的機能的立地条件を満たす環境の場所へ移転することになり、昭和
５９年度、移転新築のための基礎調査が開始され、台原森林公園内に新科学館を建設する
ことを決定した。その後、昭和６０年１２月科学館基本構想策定委員会が設置され、平成
２年９月に新仙台市科学館として開館した。開館後も展示開設・科学情報システムの完
成、コンピュータシステムの完成、「ひまわり雲画像」システム完成などの活動を行って
いる。
§運営方針
（１）科学に関する知識の普及、啓発を目的とし、市民が理工系、自然系全般にわたって
自然科学の真髄を追求することができる博物館として運営する。
（２）展示を通して科学の原理法則に触れ、科学の本質（合理性、再現性、普遍性）を認
識し、推理力、判断力、応用力を養い、楽しみながら科学する喜びを体験できる科学教育
の場とする。
（３）学校教育における中学生の実験指導、教職員の研修講座及び学習指導法等への指導
助言等、理科教育に関する調査・研究の場とする。
（４）市民が科学技術発展の歴史や最先端のさまざまな成果に接し、そこにある科学の基
本的な原理を理解し、人間とのかかわりに対する関心を高め、これによって創造心を呼び
起こす場とする。
（５）台原森林公園の豊かな自然を活用し、自然から学び取る態度を養うとともに、仙台
の自然を具体例とした展示や野外観察等の活動により、生態系を正しく理解し、自然環境
を保全する意欲をもった市民の育成に努める場とする。
（６）生涯教育の視点に立ち、社会教育と学校教育を積極的に連動させながら市民の多様
なニーズに応え、広く利用者に親しまれる科学館とする。　

§展示について
　展示室は自然史系展示（生物・地学系）、理工系展示（物理・化学系）、生活系展示
（日常の科学）の３つからなり、そのほかに岩石圏、科学遊園等の屋外展示がある。展示
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物の数はおよそ３０００点あり、科学の原点である「見る、聞く、触れる」という参加、
体験型の展示である。

◎自然史系展示（生物・地学系）
　生物・地学を中心とする自然史系展示室は、中央にジャングルジムのような構造物があ
り、その内外にさまざまな展示物が配置されている。
　展示内容は、「科学の入り口」と「ふるさとの自然」の２つである。「科学の入り口」
では、花・葉・岩石・鉱物等の“形・色・模様・音”を調べて、自然観察の手立てを理解
していく。「ふるさとの自然」は、自然界を“時間の軸”でとらえる地学系と“空間の
軸”でとらえる生物系に分けられている。地学系では、マンモスゾウ等の標本を指標に、
各地質時代の化石や岩石、地殻変動のメカニズムを紹介する。生物系では、奥羽山脈から
太平洋までの地域の中で展開されている生態系を紹介する。

◎理工系展示
　物理・化学を中心とする理工系展示室は、フロア全体が“元素の周期表”になってい
る。中央にシップとよばれる楕円形の構造物があり、その周期表に沿うようにさまざまな
展示物が配置されている。
　展示内容は、シップ内が「科学の入り口」そしてシップ外が「つぶとなみ」の２つであ
る。「科学の入り口」では、展示物を見て、聞いて、触れて見るという体験を通して、現
象の中にひそんでいる理法の基本単位「長さ・重さ・時間・温度」を理解していく。「つ
ぶとなみ」では、物質の源である“原子”（つぶ）と“原子が引き起こす運動”（なみ）
を、結晶構造モデル、固体・液体・気体の運動、電子の運動、レーザーを使った光の性質
等をとおして、いろいろな角度から解き明かす。

◎生活系展示
　元来、博物館において生活系という分類はあまりみられず、その性格から理工系に含ま
れる。その意味でこのような分け方は、仙台市科学館の特徴ともいえる。
　生活系展示室は、中央をミュージアム・ストリートがとおり、その両側にショップ式の
展示物が並んでいる。普段何げなく見過ごしている日常のものが実は、科学と深く結び付
いていることを実際に確かめてみることができる。
　展示内容は、“日常の科学”をテーマに「生活の科学」と「趣味と遊びの科学」の２つ
である。「生活の科学」では、ロボットに関する展示、自動車のカット・モデル、気象衛
星ひまわりからの気象情報を受信する装置がある。「趣味と遊びの科学」では、ゲームを
通してパソコンと親しむコーナー、錯覚を利用した遊びの部屋、自動車の模擬運転装置、
体力測定の乗り物等があり、遊びを通して楽しみながら科学への興味が養われていく。

（引用文献）　　　「仙台市科学館　年報　第２６号　平成６年」
　　　　　　　　　　１９９４　　仙台市科学館
　　　　　　　　　「仙台市科学館　ガイドブック」
　　　　　　　　　「仙台市科学館」
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２．３　調査フロアーの展示物一覧

生活系フロアー
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ＡＢＣ

　《回転盤のボール投げ》
　回転盤の上で転がすボールと回転盤の外から転がすボールとではその運動系の違いに
よって盤上での動きが異なる。
　自らの反作用の力で回る回転盤のテーブルを設置する。その外側にはキャッチングホー
ルを設け、回転盤の台上または台の外からホールを転がして入れさせる。球は８個用意す
る。回転盤の外周部は色を塗り分け、アルファベットデザイン“Ｑ”を表す。
　見学者はキャッチングホールにボールを入れようとする遊びを通して、台上と台の外か
らとではボールの運動が違うことに気づき、慣性の法則など力学の基本原理や法則を学
ぶ。　
　　

《コロのすべり台》
　回転摩擦は滑り摩擦よりもはるかに摩擦の力が少ない。したがってコロをすべり面に利
用したすべり台では、一般的なすべり台に比べ、はるかに速いスピードで斜面上を滑り落
ちる。木製のコロを敷き詰めた「コロのすべり台」１台とステンレス製のすべり台１台を
併設する。「コロのすべり台」の高さは約0.5メートル、ステンレス製のすべり台は約1.2
メートルとする。２種のすべり台の誘導階段はアルファベットデザイン“Ａ”を表す。
　見学者は高さの異なる２種類のすべり台を使って、滑る速さの違いを体験し、摩擦につ
いての基本的な考え方を知ることになる。
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　《ボールベヤリングのイス》
　ベヤリングは連結部の摩擦を極力軽減する機能をもち、機械や装置類などに広く利用さ
れている基本的な機構である。
　球体８個と座席シート部が透明になった回転イス１台を展示する。透明の座席シートは
取りはずしが可能で、球体８個を連結部に組み込み、回転をスムーズにすることができ
る。カーペットの張り分けによってアルファベットデザイン“Ｊ”を表す。
　見学者は球体を連結部に組み込んだときと通常の状態のときとイス回転が違うことを確
認し、ベヤリングの機能とその役割をモデル体験する事になる。
 

                            
　《坂をあがる円推体》
　運動体の重心と力点との高さの関係を工夫すれば、傾きのあるレール上を上らせること
ができる。ゆるい匂配をつけたＶ字型のパイプレールを展示する。円推を二つくっつけた
釣り浮き型のオブジェを用意し、レール上をのぼらせる。レールはアルファベットデザイ
ン“Ｖ”を表す。見学者は高い位置に転がっていくオブジェに驚くとともに、オブジェの
重心とレールの接触点との位置関係に気づく。
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　《アクションゲーム》
　アクションゲームは体を動かして楽しむことができるパソコンゲームの一種である。
　アクションマットとモニターを含む「アクションゲーム」セットを１セット展示する。
ゲーム用ソフトは『ＢＩＴ』のパソコンゲーム用ソフトと一括して購入するものとする。
モニターの支持台はアルファベットデザイン“Ｕ”を表す。
　見学者は自分のアクションに合わせて動くモニター映像を見て、機械と一体となった遊
びを楽しむことができる。

　《アルファベットジャイロ》
　回転軸の方向を常に一定に保とうとするジャイロスコープの性質を利用して“ジャイロ
ゴマ”をはじめ多くの科学遊具が開発されている。
　モニター回転式のジャイロ装置を台上に１台設置し、ジャイロ効果を体験させる。ハン
ドルを傾けると、ジャイロの回転の反作用によってジャイロ装置を支えている台が廻る。
ジャイロ装置の座席部はアルファベットデザイン“Ｓ”を表す。
　見学者はジャイロを自ら回しながら体を傾けることによって支持台が回る現象を体験
し、ジャイロスコープの働きを学ぶことができる。

　《コマがいっぱい》
　“さかさゴマ”や“ジャイロゴマ”などの特殊ゴマはもちろん、一般的な動きをするコ
マでもその回転運動や予測できない特殊な動きの中に、力のモーメントや重心などの力学
の基本原理法則を見いだすことができる。
　６台の回転皿を表面に組み入れた円環状のテーブルを設け、６種類のコマを回して遊ば
せる。またテーブルの中央部では電超誘導の力で回る卵型の球体を常時回転させておく。
テーブルはアルファベットデザイン“Ｏ”を表す。
　見学者は逆回転するコマや回転方向が反転するコマなど各種コマの回転運動の様子を体
験し、コマの回転がもつ運動の原理と法則を学ぶ。
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ＰＩＮＯＫＩＯ

　

《ピノキオロボット》
　メカトロニクス技術の進展はめざまし
く、三つ指ロボットや二本足歩行ロボッ
トなど、より生物に近い動きをする高性
能なロボットの実現をめざし、その開発
は急ピッチに進んでいる。
　ピノキオ人形の切り出しに、自由に動
くことのできる鼻型のロボットを取り付
け、入り口正面に展示する。タイマース
イッチを回すと、センサーキャッチして
鼻が見学者の後を追う。
　見学者はモニターに映し出された自分
の姿を見て楽しむとともに、ロボットの
自由度の高い動きに、日進月歩するメカ
トロニクス技術の現状をみることになる。

　

《運動伝達ロボット》
　ロボットは関節を曲げたり、上下する
など自由度の高い運動伝達機構をもって
いる。このすぐれた運動伝達の機構によ
って、ロボットは教示プログラムに従っ
て多様な仕事ができる。
　ロボットの形をした造形１体、その後
方にモニター１台を組み込んだコックピ
ット風の造形を展示する。ロボット造形
は上の部分がカットモデル式に見え、曲
目選択ボタンを押すと、聞き慣れた音楽
を演奏する。
　見学者は、音楽を演奏するロボットの
動きの多様性を確認するとともに、それ
を可能にする運動伝達のすぐれた機構を
理解する。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　51



《コンピューターロボット》
　コンピューターは、複雑な演算を行う
ばかりでなく、ロボットの行動を制御す
るロボットの“頭脳”としての機能も果
たすことができる。
　ロボットの形をした造形を１体、その
後ろにＣＲＴを一台組み込んだコックピ
ット風の造形を展示する。このロボット　　　　　　
造形とコックピットのＣＲＴとをあわせ
て、コンピューターに関するＱ＆Ａを行
う。
　見学者は設問にイエス、ノーで答え、
その正異判定と解説をロボットから受け
止めることでコンピューターに関する知
識を深め、ロボットの頭脳であるコンピ
ューターの働きを理解する。

　

《センサーロボット》　（図はプロトコル部分を参照）
　人間の五感の働きを代替するセンサーは、より人間に近い機械をめざしているロボット
工学にとって欠くことのできない重要な技術である。ロボットの形をした造形を１体、そ
の後方に３色ランプ１基、モニター１台を組み込んだコックピット風の造形を展示する。
ロボット造形にはモザイク分解映像用カメラＷ１基、モニター１台を組み込んだコック
ピット風の造形を展示する。ロボット造形にはモザイク分解映像用カメラ１基、音声認識
装置１基が内蔵され、見学者の姿や話し声を識別し、その分解画像表示や音声認識演出を
コックピット上で行う。
　見学者は、ロボットの感覚になったかのようなセンサー体験を通して、センサーの機能
とその働きを理解する。
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ＮＥＷＳ　

　　《マイコス・ラン》
　情報通信の発信は気象データの収集・分析そして伝送にも画期的なシステムを生み出
し、日常的な気象情報のリアルタイムな提供を可能にしている。マイコス・ランもこうし
た気象情報サービスのひとつで、全国各地からの気象情報をオンラインで集信し、それを
情報加工して放送用画面を作成し、再び各地の端末にオンラインで送信している。
　マイコス・ラン端末モニターを設置し、アメダスの県域気象情報をはじめ桜前線、台風
情報など１９種の気象情報提供サービスを受ける。
　見学者は身近な気象情報をリアルライムに入手し、生活に密着した気象への関心を深め
る。

　《ひまわりの衛星画像》
　気象観測衛星「ひまわり」は地球上の雲の動きや海面温度の分布状況など、マクロな視
点から観測した気象データを地上に送り、天気予報や気象研究の重要な情報源として広く
利用されている。
　気象衛星「ひまわり」からの衛星画像再生モニターを設置し、上空の雲の動きや海面の
温度分布状況などを画像及び動画で映し出す。
　見学者は地球のはるか上空の巨視的視点からとらえた雲の動きや、海面の温度分布状況
などの気象状況を、リアルタイムに入手できるとともに、地球大のレベルで行われている
衛星気象観測システムの現状を知ることができる。

　《台原の気象モニタリング》
　気温や温度、風向、風力などの気温要素は、狭い範囲内においても、地形の違いや時間
の推移に伴ってさまざまに変化している。
　館外の気象観測地点から専用回線を通して送信されてくる気象情報６種気温、気圧、湿
度、風向、風力、地震のデジタルを表示装置６台を設置するとともに、統計データ表示用
モニター２台を用意する。
　見学者は館内に居ながらにして刻一刻と変化していく微気象の様子を観測することがで
きる。
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編集後記

　石黒広昭先生の教育心理学演習を受講し調査に参加したのが、ちょうど一年前のことで
す。演習の時間に博物館での認知発達を取り上げた論文を読み、実際に調査をすることに
なったのですが、私たちも勉強不足だったのでどんな調査結果を得ることができるのか予
想もできませんでした。　　
　今回のような調査や観察は初めての経験だったので、計画性を持って準備することがで
きなかったり、まとめる段階で不明な点が多々生じたりして、予想以上に時間がかかって
しまいました。また、データをまとめる際に、私たちが普段使いなれないコンピュータを
使用したため、調査結果をまとめることよりもむしろコンピュータを使いこなすことに多
くの労力を払ったような気がします。グラフ作成やレイアウトなど、より見やすい報告書
をつくるために何度も試行錯誤を繰り返しました。
　仙台市科学館には私たちも行ったことがありましたが、今回の調査ではそれまでとは違
う視点から科学館を見直すことができました。実際調査するに当たって、観察した日が夏
休み中の土曜日・日曜日だったこともあり、入館者数も多く調査も大変忙しかったのです
が、年齢を問わず子どもも大人も皆楽しそうに遊んでいる様子を目にし、仙台市科学館が
幅広い年代の人に親しまれていることがわかりました。また、調査を進めて行くにした
がって、私たちも使う側だけでなく作る側の視点に立つことができ、科学館全体が利用者
に対するいろいろな意図を持って存在しているということがわかりました。
　今回の調査は、私たち自身博物館の利用法を考え直すよい機会になりました。
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　科学館プロジェクトメンバー一同
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54



OPEN-LABの発足に際して

　ＯＰＥＮ－ＬＡＢとは開かれた研究室という意味である。これにはさまざま思いが
込められているが、大きく２つの点でオープンでありたいと願っている。一つは参加
者の開放性、即ち多様性（ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ）であり、もう一つは内容の開放性、
即ち日常性である。
　大学では学生と教師が講義、演習、実習などを通してコミュニケーションをするこ
とになるが、その質は必ずしも多声的なものとはなっていない。教師の声を支えに、
単声的な疑似対話の場が構成されることがむしろ普通である。テーマに対する知識の
量の違いはあるにせよ、本来大学でのコミュニケーションは対話の場であったほうが
おもしろいに決まっている。意見の表明があり、反論があり、また沈黙もある。声の
響き合いの場であってほしい。
　ＯＰＥＮ－ＬＡＢは在校生だけでなく、卒業生、またまったく大学と関係のなかっ
た誰かを巻き込む。ある特定のテーマに対して関心を持つ人々の集まりがＯＰＥＮ－
ＬＡＢである。多様な歴史を持つ人々が集うことによって、「おもしろい」活動が組
織される。そんな場でありたい。
　大学での授業のもう一つの特徴は、その内容である。学校的知識に対する批判は多
くは義務教育にむけられているが、大学もその例外ではない。むしろ大学アカデミズ
ム的知識の再生産に精力を傾け、人々の常識から限りなく離れていっているという声
も多い。教科書的常識を離れた現実を見る視点が必要だろう。それがまた歴史的な遺
産となり、我々の知識を豊かなものとする。ＯＰＥＮ－ＬＡＢではアカデミズムの文
脈にこだわらない。そこではこれまで振り向かれもされなかったようなものでも、独
自の関心によって研究の対象とすることがある。
　この小冊子はこうした願いのもとに組織されたＯＰＥＮ－ＬＡＢの研究報告書であ
る。テーマの選定の仕方、テーマに対する切り込み方、テーマの吟味、どれをとって
も十分とは言えない。しかし、磨かれていない荒削りの作品だからこそ、表現できる
こともある。この報告書の主とした役割は「おもしろさ」を追求する人々の活動を組
織していく媒体となることである。もちろん読者にとってアイデアブックにでもなれ
ば望外の喜びである。

                                              　　　　　　　　　　　　　　　  １９９５年３月
                                             　　　　　　　　　　　　　　　   石　黒　広　昭
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