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1．はじめに
科学技術研究領域を中心に「科学技術コミュニケーション」という概念が日本でも広がりを見せている。例えば、

ストックルマイヤーら（2003）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

いコミュニティの文化の中に吸収されていく過程」と定義し、小林（2007）は、科学技術コミュニケーションを「科

学技術の専門家集団が自分たち以外の社会の様々な集団や組織と科学技術に関して意思疎通をはかる活動」と定義し

ている。林ら（2005）が指摘するように、「科学コミュニケーション」1）という言葉は人によって使い方が多様で、一

義的に定義することは難しい。

このようにゆるやかな定義が混在する科学技術コミュニケーションについて、筆者らは、2008年度までに公表さ

れた文献・資料を基にして、高等教育機関におけるその実践の考察を試みることにした。どの領域であれ、実践は時

間の経過とともに変容していくものであり、それが基盤とする概念が多義的な領域であれば、そこから生まれる実践

のいずれについても一義的に説明することは難しく、複数の実践の傾向を読み解くことはさらに困難だろう。そこで

筆者らは、そのような特徴のある実践群を包括的に捉える枠組として、林ら（2005）の提唱した制度としての科学コ

ミュニケーションの 4つの柱に注目し、考察の指標とすることにした。林ら（2005）は、社会における科学に関する
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コミュニケーションのすべてを広義の科学コミュニケーションと捉え、制度としての科学コミュニケーションを「試

験研究機関等の広報・情報公開などの PR活動」「科学ジャーナリズム」「科学コミュニケーション（狭義）」「科学教

育（学校教育）」の 4つの柱に整理している（後半の議論のため、筆者らによりそれぞれの柱に A～Dの記号を加筆）

（図 1）。このうち「狭義の科学コミュニケーション」は、「科学館や研究施設の科学コミュニケーターや、研究者自

身による一般市民との双方向性の高い対話」としている。

本研究はこの林らの枠組みを手がかりに、現在日本の高等教育機関で展開されている科学技術コミュニケーション

実践の傾向を探ることを目的とする。

2． 日本の高等教育機関での実践に影響を与えてきた英国・米国・欧州・日本の科学技術コミュニケー
ションの動向
後述する高等教育機関での実践群の報告書等からは、各機関が英国、米国、欧州をはじめ広く国内外の動向に関す

る研究を進め、またそれらから複合的な影響を受けつつ、さまざまな活動を展開している状況にあることが推察され

る。本節では、後述する調査対象となった実践の関連文献や資料の記述から、実践に影響を与えていると考えられる

事項を、英国、米国、欧州、日本の科学技術コミュニケーションの動向として概括する。

英国では、19世紀より科学者による市民向けの講演活動が行われてきた長い歴史があり、現在各国で展開される

コミュニケーションのモデルは、主に英国人研究者によって提唱されてきた。1980年代後半には公衆2）の科学理解

増進が重視されるようになり、1991年に大学院に科学コミュニケーション専門家養成課程が初めて設立された（藤

垣・廣野、2008）。1996年の BSE感染牛の問題発生を契機に市民の科学不信が高まり、トランス・サイエンス（科

学技術と社会的意思決定政策が交わる領域）で生じる問題への市民参加が課題となったことから、科学技術コミュニ

ケーションの目的は、科学啓蒙から、対話による公衆の科学関与促進へと転換した（小林、2007）。

米国では、1979年のスリーマイル島原発事故発生時の科学ジャーナリズムの機能不全への反省から、国内の諸大

学に科学ジャーナリスト／ライター養成課程の設置が進んだ（今井・渡辺、2005）。1980年代後半から各種研究・教

育機関でアウトリーチ活動が始められ、科学界もそれを奨励するようになった。1985年に開始された科学教育改革

プロジェクト「Project 2061」では、科学活動への市民参加を目指し「すべてのアメリカ人のための科学」として一

般市民が身につけるべき科学リテラシーが整理され、現在もこれを更新することにより、科学リテラシーの標準を継

続的に示している（藤垣・廣野、2008）。

欧州では、科学技術に関する意思決定に、市民が参加する仕組みを発展させてきた。実用化の進む科学技術の社会

的影響を評価するテクノロジーアセスメントや、市民の要請に応じて大学などの研究能力を社会に提供するサイエン

スショップなど、科学の非専門家である市民を、科学に関わる政策決定や科学研究に積極的に関与させる手法は欧州

で発展した。欧州各国のこうした取組は、欧州連合の資金助成によっても支えられている（水沢、2008）。

日本で科学技術コミュニケーション政策が本格的に展開されるようになった背景には、1990年代に明らかになり

始めた「若者の科学離れ」の問題がある（藤垣・廣野、2008）。平成 16年版科学技術白書（2004）は、市民の科学技

術への関心低下傾向を重視し、科学技術リテラシーの育成、科学技術と社会をつなぐ人材の養成の必要性を課題とし

図 1　科学コミュニケーションの 4つの柱
（A～Dの記号は筆者らが加筆）
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て挙げている。また近年、博士課程修了者（ポスドク）のキャリアパス拡大が課題とされる中、彼らに期待される多

様な進路のひとつとして、科学技術コミュニケーション領域での活動が提言されている（総合科学技術会議、2004）。
2006年には「日本人が身に付けるべき科学技術の基礎的素養に関する調査研究」（「科学の智」プロジェクト）が開

始された（北原、2008）。

3．日本の高等教育機関における科学技術コミュニケーション実践
科学技術コミュニケーションという領域で展開される活動は多様で混沌とした状況にあり、方向性や傾向を整理す

る試みも必要であると考えられる。異なる文脈で実施された一連のコミュニケーション事例を限られた紙幅で概括す

ることは強引ではあるが、そうした限界を踏まえた上で、本節では、日本の高等教育機関で展開されている科学技術

コミュニケーション実践のいくつかを調査した内容について概要を述べる。

3-1　調査対象の選定

現在、国内の高等教育機関では相当数の科学技術コミュニケーション実践が展開されており、すべての実践を把握

することは困難である。そのため今回は、（1）国内の科学技術コミュニケーション関連情報を網羅的に収集、整理し

て発信する「NPO法人サイエンス・コミュニケーション」のホームページに掲載された高等教育機関の科学技術コ

ミュニケーション実践情報、（2）科学技術コミュニケーションを概説する文献（小林、2007）中に取り上げられた

高等教育機関の実践、（3）独立行政法人科学技術振興機構（JST（（ ）が運営する科学技術関連情報提供ポータルサイト

「サイエンスポータル」内の科学技術コミュニケーション動向に関する連載（長神、2008）で言及された高等教育機

関での実践という、3つの文献・資料に共通して取り上げられていたものを調査することにした。調査対象としたの

は、早稲田大学、北海道大学、東京大学、東京工業大学、大阪大学、東北大学、神戸大学、ゲノムひろば（京都大学）、

お茶の水女子大学、和歌山大学での 10実践である。

3-2　調査方法

実践の情報収集にあたっては、各実践のホームページ、書籍、実践報告論文を一次資料とした。インターネットや

書店を通じて入手できない活動報告書や文部科学省への委託業務報告書等の資料については、実践担当者に問合せ、

公表可能なものを送付していただいた。調査時点で公表可能な報告書等の資料が少ない実践については、実践担当者

へのインタビュー、実践の参観（学外で開催された集中講義の聴講）を行った。以上の作業をしながら各実践の内容

把握を進めた。次項に載せる各実践の概要は、まず筆者らが記述し、各実践の担当者に電子メールで記述内容の確認

を依頼する手続きを経てまとめた。これらの記述内容は、各実践の担当者が加筆修正したもの、もしくは担当者の指

摘を受けて筆者らが修正したものである。

本調査は 2008年 4月より 2009年 4月にかけて実施し、実践担当者への確認は 2009年 7月に行った。調査時期の

関係上、上述の各種文献資料は大半が 2008年度までに発行されたものであることから、実践の現在進行形の実態と

のずれがあり得ること、また実践に関する文献・資料中の記述量は多いにも関わらず、紙幅の制限により簡略な概要

紹介とならざるを得なかったことをここに断っておきたい。

3-3　各高等教育機関における実践の概要

（1）早稲田大学「科学技術ジャーナリスト養成プログラム」

早稲田大学大学院政治学研究科内に 2005年に設立されたこのプログラムは、科学技術ジャーナリスト養成を専門

とする日本初の修士課程である。文部科学省「科学技術振興調整費新興分野人材養成」予算（2005～2009年の 5年

間）により立ち上げられた。講義、実習、演習、インターンシップ、修士論文執筆を通して、最新の科学技術の内容

を非専門家に分かりやすく伝えるだけでなく、その社会的・産業的意味を把握し、妥当性と問題点を社会に伝え、議

題を設定できる人材の養成を目指す（早大、2008）。上述の予算期間終了後もプログラムを継続させるため、2008年

度より政治学研究科内 3コースのひとつとして「ジャーナリズムコース」が設置され、科学技術ジャーナリスト養成

プログラムはこのコースに属し、修士号（ジャーナリズム）が授与される（早大、2009）。
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（2）北海道大学「科学技術コミュニケーター養成ユニット」

この養成ユニットは、早大と同じ「科学技術振興調整費新興分野人材養成」予算により 2005年に開始された。大

学卒業もしくは同等の知識・学力を有する者に受講資格を認める履修期間 1年の特別プログラムである（北大、
2008）。

科学技術コミュニケーションの理論を学び、実際のコミュニケーション活動の企画運営に参加しながら、科学技術

コミュニケーションのスキルを習得させることを目指している。サイエンスライティング、子どもでも楽しめるラジ

オ番組、ウェブ制作、サイエンスカフェ、学校への出前授業など人材養成のための教育活動と連動させつつ、地域に

根ざしたコミュニケーション活動を展開している。学術誌「科学技術コミュニケーション」の定期発行も行っている。
2006年 4月には大学院理学院自然史科学専攻内に「科学コミュニケーション講座」を開設し、科学技術コミュニケー

ションの研究者養成も行うことで、科学技術コミュニケーションの教育と研究を継続的に発展させる体制作りを進め

ている（北大、2009）。

（3）東京大学「科学技術インタープリター養成プログラム」

このプログラムも、上述の「科学技術振興調整費新興分野人材養成」予算により 2005年に開始された。大学院の

副専攻として位置づけられ、専攻を問わず、学内のすべての大学院生を対象として受講者を選抜している。養成期間

は最短で 1年半であり、単に科学技術をわかりやすく伝えるだけではなく、科学技術の何を伝えるべきかを自ら考え、

一般社会と科学技術の専門家との間の双方向コミュニケーションを実現する能力を持つ人材の養成を目指している。

プログラムは、1）最新の科学技術を巡る問題点の議論、科学と社会の関係や科学コミュニケーションの理論的背

景などの講義、2）科学記事の理論やインタビュー実習、博物館の展示や科学番組の制作等の講義・実習、3）課外研修、

修了研究で構成されている（東大、2008）。2007年から社会人講座も提供しており、この内容は書籍として出版され

ている（石浦ら、2008、2009）。

（4）東京工業大学　大学院生総合科目「科学技術コミュニケーション論」

理系大学院生の社会的な視野を広げ、社会の諸問題に対し理系の専門知識とコミュニケーション能力で問題解決を

図れる能力の育成を目指して設置された総合科目である。この科目は、おもに 1）科学技術コミュニケーションの理

論や科学技術倫理、合意形成の実際などに関する講義、2）新聞社や科学技術政策機関でのインターンシップ、3）サ

イエンスカフェの企画運営やブックレットなどの具体的成果物の創出、で構成されている。インターンシップは国内

マスコミ各社や英国の科学博物館や政府機関等で実施している。2007年と 2008年のライティング成果集「さくっと

サイエンス」は、高校生などに配布されている（東工大、2006；西條・川本、2008）。2009年度からは、組み合わせ

可能な科目編成を目指し「科学技術コミュニケーションと教育」、「科学技術コミュニケーション実践―国内インター

ンシップ」、「Science Communication in English-Overseas Internship」、「サイエンスカフェ―企画と運営」の 4科目で

開講している。この科目は、2005年度は科学技術振興機構（JST（（ ）の「研究者情報発信活動推進モデル事業開発」予

算、その後は同じく JST「21世紀の科学技術リテラシー」から一部予算が投入されているが、常設科目として大学

予算で運営されている。

（5）大阪大学「コミュニケーションデザイン・センター」での諸活動

この学際的センターは 2005年に設立された。専門家と非専門家の間、利害や専門の異なる者の間をつなぐコミュ

ニケーション回路を構想・設計することを目指し、「科学技術」「減災」「臨床コミュニケーション」「アート＆コミュ

ニケーション」「デザイン＆メディア」をテーマに、テーマ横断型のプロジェクトや教育活動を展開している。

科学技術コミュニケーションに関する取組としては、サイエンスショップが行われており、実際に大阪大学近辺の

環境調査等が進められている（春日、2008）。また、全研究科の学生対象の共通教育として、トランス・サイエンス

の問題群について文系・理系の学生が互いに討論し、自らの専門分野の問題の捉え方を振り返りつつ、問題解決に向

けて提案をまとめる科学技術コミュニケーション教育が行われている（八木、2007；八木ら、2008）。この他、映像

ドキュメンテーションによる科学技術討論の共有化プロジェクトも進められている（八木・久保田、2008）。

（6）東北大学　サイエンスカフェ

サイエンスカフェとは、カフェ等のリラックスした空間で科学者と市民が科学について語る場を指す。福西

（2006）によれば、東北大学では、2005年より大学ブランドイメージ向上活動の一環としてサイエンスカフェを毎月
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1回開催している。運営は、学内の教職員の他、宮城県教育委員会や仙台市科学館、地元のケーブルテレビ局等で構

成されるワーキンググループのもと、本部広報課が行っている。テーマは高校生へのアンケート調査結果等も参考に

決定し、講師は主に東北大学の教員、ファシリテーターは各回の話題を提供する研究室の院生などが務めている。財

源は、全学的な視点から総長が戦略的・重点的に資源配分する「総長裁量経費」による。

（7）神戸大学　市民の科学活動に対する支援の取組

神戸大学では、兵庫県やその外郭団体、大学の連合組織と連携し、地域社会における市民の科学活動に対する大学

の支援システムの構築を進めながら、アクションリサーチとして様々な実践を行っている。

「サイエンスカフェ神戸」は、総合人間科学研究科（2007年度より人間発達環境学研究科に改組）の発達支援イン

スティテュートおよびヒューマン・コミュニティ創成研究センターのプロジェクトとして 2005年に始まり、現在は

同研究科の神戸大学サイエンスショップが運営にあたっている。2007年からは財団法人ひょうご科学技術協会およ

び大学コンソーシアムひょうご神戸社会連携委員会とともに兵庫県内各地に「サイエンスカフェひょうご」を展開し

ている。人間発達環境学研究科の教員、学生・大学院生が参加するサイエンスショップは、市民による課題解決のた

めの科学活動だけでなく、大学における学生の主体的研究活動や地域の初等・中等科学教育への支援も行っている。

これらの取組を基盤に、2008年からは JSTの「地域ネットワーク支援」委託事業として、大学、自治体、社会教育機関、

先端研究機関、市民グループなど、科学技術理解増進活動に関わる地域のネットワーク形成を進めている（伊藤ら、
2005、2006、2009；伊藤、2006）。

（8）文部科学省科学研究費特定領域研究ゲノム 4領域「ゲノムひろば」

文部科学省科学研究費特定領域研究「ゲノム」4領域による市民（非専門家）向けの研究成果発表イベントである。
2002年から東京・名古屋・京都・大阪・福岡で実施されており、延べ 2,000名を超える研究者が参加している。京都

大学大学院生命科学研究科で科学技術コミュニケーション実践と理論的研究を行う生命文化学（同大学人文科学研究

所加藤和人准教授が兼任）が企画運営にあたるが、ひとつの研究領域でプロジェクトを展開する研究者が、所属機関

の枠を超えて活動している点が注目できる（ゲノムひろば、2009）。

（9）お茶の水女子大学「サイエンス＆エデュケーションセンター」

お茶の水女子大学「サイエンス＆エデュケーションセンター」では、社会における科学技術への理解と共感を育み、

子どもたちの科学力を増進するため、優れた教員養成、現職教員の資質向上を図るプロジェクトを実施している。科

学技術コミュニケーターとしての理科教師・指導者を育てる「科学コミュニケーション能力養成プログラム（2005

～2007）」や「理科教育支援者養成プログラム（2007～2009）」、また「デリバリー実験教室による理科離れの解決

（2006～2007）」等に取り組んでいる（千葉ら、2007；お茶の水女子大、2009）。これらのプロジェクトはそれぞれ文

部科学省教員養成 GP「科学コミュニケーション能力養成プログラム」、同省「社会人の学び直しニーズ対応教育推

進プログラム」、同省「新教育システム開発プログラム」の助成を受けて行われた。現在も東京都北区教育委員会と

連携し、教師向け理科実技研修を実施している。

（10）和歌山大学「学生自主創造科学センター」

和歌山大学では、2001年にこのセンターが設立され、学生の自主性、創造性、独創性を育てるための自主演習の

指導の中で、地域と連携した幅広い活動の支援を行っている。なかでも若者の理工系離れ対策がひとつの柱となって

おり、地元の小中学生を対象にした科学・ものづくりイベントや出前授業、科学技術コミュニケーションに関わるシ

ンポジウムやサイエンスカフェの企画・実施を行い、それらに学生が自主的に取り組める環境づくりをしてきた。こ

の実践も、2003～2006年には文部科学省「特色ある大学教育支援プログラム」に、また 2007～2009年には活動の一

部に対して同省「現代的教育ニーズ取組支援プログラム」に採択され、資金助成を受けている。

4．日本の高等教育機関での科学技術コミュニケーション実践事例の傾向
前節で紹介した 10実践は多様な内容で構成されていることが窺えた。本節では、これらの科学技術コミュニケー

ション実践事例の傾向の把握を試みる。
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4-1　実践の特徴

前節の 10実践を、その活動の重点の置かれ方に注目し、林ら（2005）の 4つの柱の枠組みに照らし合わせて整理

することにしよう。

林らの論考にはこれら 4つの柱の詳細な内容定義はなされていないため、筆者らが 4つの柱の活動内容について、

暫定的な判断基準を設定した。「試験研究機関等の広報・情報公開などの PR活動（A）」は、高等教育機関もしくは

研究プロジェクトの研究内容や成果の公開・普及を意図した活動、「科学ジャーナリズム（B）」は、ジャーナリズ

ムと科学技術研究という 2つの学問・活動領域が出会う学際領域で展開される活動、「科学コミュニケーション（狭

義）（C）」はサイエンスカフェやサイエンスショップ等をはじめ、専門家と非専門家の対話に主眼を置いた活動、「科

学教育（学校教育）（D）」は、初等・中等教育での教科教育としての理科だけでなく、高等教育や社会教育で広く科

学を取り上げる教育も含めた活動とした。この基準に従って、10実践の重点がどの柱に置かれているのかを整理し

た（表 1）。

あくまで筆者らの主観的な基準による整理ではあるが、各実践の特徴は、これら 4つの柱の内容のいずれか、ある

いは複数の組み合わせとして捉えられる。例えば、早大は科学技術ジャーナリスト養成を目的とした修士課程のカリ

キュラムを開発していることから、筆者らは Bと Dに該当するであろうと判断した。北大と東大は、専門家と非専

門家の対話を促す科学技術コミュニケーター／インタープリターの養成プログラムの中で科学技術コミュニケーショ

ン教育の体系化を進めており Cと Dに重点が置かれていると判断した。東北大と神戸大は専門家と非専門家の対話

の場であるサイエンスカフェを継続的に開催している事例だが、その目的が前者は大学の PRにあることから A、C、
Dに、後者は科学への市民参加支援の一環に位置づけられていることから Cと Dに重点が置かれていると判断した。

このような検討作業により整理された表であると理解していただきたい。

この表からは、専門家と非専門家の対話に主眼を置いた活動（C）に相当する領域で、多様な活動がデザインされ、

実施されていることが窺える。また、いずれの実践においても、広義の科学教育（D）に関わる活動が行われている

と解釈できる。それらは大学院レベルでの科学技術コミュニケーション教育プログラムの開発・実践（早大、北大、

東大、東工大、阪大）から、サイエンスカフェといったイベントでの科学に関わる教育への取組（北大、東工大、東

北大、神戸大、ゲノムひろば、和歌山大）、理科教師・理科教育の支援（お茶の水女子大）まで、幅広い範囲に及ん

でいることが指摘できよう。

4-2　実践の傾向

今回取り上げた 10実践の概要から、高等教育機関において養成される人材がコミュニケーションする相手は、成人、

子ども、学生を含む科学の非専門家、つまり市民に設定されていることが読み取れた。牧野（2005、林らにおいて引

用）は、科学コミュニケーションのモデルとして、科学コミュニケーションに参加する 4つの主体（市民、政府、科

表 1　日本の高等教育機関における科学技術コミュニケーション 10実践の特徴とその重点的な柱

機関名 特徴 重点的な柱

（1）早大 日本初の科学技術ジャーナリスト養成修士課程 （B）（D）

（2）北大 科学技術コミュニケーション実践家／研究者の養成 （C）（D）

（3）東大 科学技術コミュニケーション実践家／研究者の養成 （C）（D）

（4）東工大 理系大学院生のコミュニケーション能力育成 （C）（D）

（5）阪大 コミュニケーションデザインの視点で科学技術の諸問題にアプローチ （C）（D）

（6）東北大 サイエンスカフェの定期開催 （A）（C）（D）

（7）神戸大 市民の科学活動支援システムの構築 （C）（D）

（8）ゲノムひろば プロジェクト研究内容を伝える対話交流型イベント （A）（C）（D）

（9）お茶の水女子大 教員の科学技術コミュニケーション能力養成・理科離れ対策支援 （D）

（10）和歌山大 理科離れ対策イベントの実施・参加 （C）（D）
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学者・学術コミュニティ、産業界）により構成される四面体モデルを提案している（図 2）。林ら（2005）はこのモ

デルによって、（1）近年の大学改革では、政府と科学者・学術コミュニティを繋ぐ線を中心に産業界を含む面上での

コミュニケーションが展開されてきたこと、（2）科学コミュニケーションの中心課題は、市民と科学者・学術コミュ

ニティを繋ぐ線を充実させることにより、他の科学コミュニケーションの双方向性、多方向性を高めることにあると

述べている。

今回検討した高等教育機関における 10実践の内容はいずれも、この四面体モデルにおける、市民と科学者・学術

コミュニティ（ここではおもに高等教育機関）を繋ぐ線を太く緊密にする試みであると解釈でき、この線上に実践が

集中する傾向が窺えた。さらに、個々の実践のデザインや教育内容に目を向けると、この市民と科学者・学術コミュ

ニティを繋ぐ線を軸に、産業界や政府への働きかけも視野に入れた、面的な科学技術コミュニケーション実践を志向

していることも察知できた。

5．まとめ
科学技術コミュニケーションは様々な概念定義が可能であり、その下で展開される活動も多様なものになる。日本

では、若者など市民の科学離れの問題から、科学技術と社会を繋ぐ人材の養成、キャリア形成支援、市民の科学技術

への関心向上が科学技術コミュニケーション政策の重要課題とされてきた。

本稿で行った高等教育機関での科学技術コミュニケーションの 10実践を整理する試みは、林ら（2005）の 4つの

柱の枠組みに筆者らの判断基準を適用した主観的なものだが、この試みにより、市民と科学者・学術コミュニティを

繋ぐ線上での双方向コミュニケーションを企図した活動が活性化し、この線を軸に、産業界や政府も視野に入れたコ

ミュニケーションを志向する活動が進んでいる過程にあることも示せたのではないかと考える。

個別の実践事例からは（1）科学技術と社会を繋ぐ人材の需要に応える取組が進んでいること、（2）英国、米国、

欧州等の実践を参照しつつ、地域や大学の資源を活かしてデザインされた、市民の科学関与を促す活動が行われてい

ること、（3）機関の枠を超えたコミュニケーション活動の拡張や教育モデルの共有が進められていること、（4）政府

の予算措置終了後に向けた科学技術コミュニケーションプログラム継続体制の整備や、継続的な実践に向けた外部機

関との連携も進展していることが窺えた。

本稿で検討した時点での人材養成や科目新設などの科学技術コミュニケーション教育では、主に大学院生が対象と

されていた。双方向性・多方向性の高い科学技術コミュニケーションを持続発展させていくためには、科学技術を伝

える人材の養成だけでなく、より積極的に科学に関与する市民を育てるための教養教育への拡充も求められよう。こ

れについては、2009年 7月に筆者らが 10実践の担当者に概要の確認を進める中で、科学技術社会をキーワードとし

た新たな教養教育の実施に向けた動きがあることも知った。このように、科学技術コミュニケーション実践は今もな

お発展途上にあり、その取組の内容は日々更新されている。そのため本稿の試みも、全国の高等教育機関で展開され

ている実践数からみるとその一部の、しかも 2008年度までに公表された内容を考察したものに過ぎないという限界

は認めざるを得ない。さらに他の分析枠組みや基準を用いることにより、異なる傾向が浮き彫りにされる可能性があ

るだろう。以上のことも含めて、筆者らの考察に関する多方面からの批判に耳を傾けると共に、混沌とした科学技術

コミュニケーションをどう解釈し、整理するかは、引き続き検討される必要があるだろうと考えている。
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調査を進める過程で、幅広い専門領域に属する人的資源を擁する高等教育機関は、多様な人材を活用し、多様な学

生への働きかけを行うことができる場として、科学技術コミュニケーションを推進する上での優位性を備える環境で

あることが確認された。今回検討した 10実践の内容からは、科学技術系専門家の資質・能力向上（プレ FDや FD）、

また学校教育から成人教育までに対応できる人材のキャリア創生を踏まえた養成教育プログラム等への展開への示唆

も得られるだろうと考える。今後も高等教育機関において科学技術コミュニケーションに関わる実践と研究が蓄積さ

れ、発展していくことに期待したい。
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註

1）  本論は「科学技術コミュニケーション」を採用するが、引用文献中の「サイエンス・コミュニケーション」「科

学コミュニケーション」も同義と解釈する。
2）  英国ロイヤル・ソサエティの報告書（1985）によれば、「公衆」とは一般市民だけでなく、科学者以外のすべ

ての人々を意味する。
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