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要旨：生態学者が社会と関わる機会は、今後ますます増えることが想定される。政策形成に関与する機会、地域住民と

の協働の機会などが考えられる。本稿では、筆者が開発に関わった教育プログラム「宇宙箱舟ワークショップ」の開発

と実践事例を紹介しつつ、生態学と政策・ 制度をつなぐために、生態学コミュニティが多様な立場の人々との対話に臨

む際に認識すべきことや今後改善すべきことについて論じたい。この教育プログラムは、学校現場での利用を想定して

開発された。児童• 生徒たちに、 1)科学に関わる事柄の中には、「科学だけでは解決できない課題」や「不確実性が含

まれる課題」が存在するということを提示する科学的情報そのものに不確実性が含まれるといったことや、科学という

観点だけでは解決できない課題もあるという側面を共有すること、そして、 2)常識や日常的な価値観を相対化し、 1つ

の課題を複数の観点から捉える機会を提供することを目指した教育プログラムである。多様な価値観を持った人々との

議論の場を模擬的に体験できるようになっている。生態学に関わる社会的な課題には、科学だけでは解決できない課題

が多い。「答え」がないからこそ、多様な観点を持った人々の間での対話が重要になってくる。今後、本プログラムの

参加者や実践者からのフィードバックを教材のよりよい改良に向けて活用したい。と同時に、これらフィードバックを

生態学コミュニティにも返していくことで、科学的知見を提供する側に立つ生態学コミュニティとその外側の世界との

コミュニケーションの改善に寄与できるのではないかと考えている。

キーワード：生物多様性、 トランスサイエンス、科学の不確実性、教材開発、対話

Keywords: biodiversity, trans-science, uncertainty in science, educational tool, dialogue 

はじめに

地球規模の気候変動や生物多様性の保全への対処が急

がれる中で、生態学者が社会と関わる機会は、今後ます

ます増えることが予想される（例えば、 Paceet al. 2010 : 

Bickford et al. 2012)。例えば、 2017年夏のヒアリ騒動の

ように社会の注目を集めることが起こった際にはメデイ

アから専門家としてコメントを求められることがある。

省庁や自治体から科学的な助言を求められることもある

だろう。また、市民団体から情報提供を依頼されること
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があるかもしれない。生態学に携わる個々の研究者が、

または、生態学の専門家コミュニティが、どのようにコ

ミュニティ外との対話を進めるべきなのか、ということ

に向きあっていかなければならない（相川 2018)。

「生物多様性国家戦略2012-2020」(http://www.env.go.jp/

press/press.php?seria曰 2273、2018年 2月14日確認）内で

も「科学的知見の充実」が掲げられ、生態学的な観点か

ら政策形成に活かすことができる知見の提供が求められ

ている。このような状況の中で、日本生態学会大会にお

いても社会や政策との関わりを論じるシンポジウムが行

われるようにもなっている（西田 2017)。ここで、科学

技術イノベーション政策全体に目を向けてみても、文部
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科学省が「政策のための科学」推進事業 (SciREX) を

2011年度より開始するなど (https://scirex.grips.ac.jp、

2018年 2月 14日確認）、科学的知見を政策に活かすため

の議論が活発になってきている。

生態学者が政策形成に関与する機会だけでなく、地域

住民との協働の機会も増している。例えば、徳島県では「生

物多様性とくしま戦略」を策定する際に、専門家が複数

の市民団体と協働し、さらに幅広い市民からの意見を組

み込むための取組を進めた（鎌田 2012)。他にも、佐賀

県磨津市のアザメの瀬において自然再生事業が進められ

る際に、行政や専門家が地域住民とアザメの瀬との関わ

り方に耳を傾けるというプロセスが組み込まれた（富田

2018) という事例などが挙げられる。「生物多様性国家戦

略2012-2020」においても生物多様性を保全するために多

様な主体の参画の促進が目指される中、それぞれの地域

でよりよい方策を模索するには、生態学者をはじめとす

る様々な分野の専門家が市民と共に議論を重ねることが

必要である。これは、生態学コミュニティだけの課題で

はない。研究者一般においても同じような課題を抱えて

おり、市民、メディア、政策担当者など、多様な立場の人々

とのよりよい対話の促進が期待されている（第 5期科学

技術基本計画 http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/

index5.html、2018年 2月 14日確認）。このような状況を

踏まえて、研究者を対象とした研修プログラムの実施や

研究者コミュニティ内外の対話をサポートする人材の配

置などが行われつつある。

本稿では、生態学コミュニティが多様な立場の人々と

の対話に臨む際に認識すべきことや今後改善すべき点に

注目したい。生態学コミュニティと保全現場とのギャッ

プ（大澤・赤坂 2013; 大澤・上野 2017)、教育現場との

ギャップ（西脇ほか 2016; 水澤 2016) などが認識される

ようになってきた。もちろんコミュニケーションをとる

相手に生態学の知識が足りないという課題もあるかもし

れないが、それ以外にも注意すべき点はある。例えば、

大澤・上野 (2017) では、研究者と実務の現場との間には、

科学的な厳密性をどこまで求めるかということにギャッ

プが存在している、と指摘している。また、水澤 (2016)

では、教員にとって教えにくい単元である生態学分野に

おいて、観察・実験のような体験型の学習が効果的であ

るにもかかわらず、教員が教材やフィールドにアクセス

しがたいという現状が述べられている。

独立行政法人科学技術振興機構 (JST)研究開発戦略セ

ンター (CRDS)が作成した報告書「社会生態系モデル～

『生物多様性の科学』に立脚した地域の政策形成に関する
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実証研究～」 (http://www.jst.go.jp/crds/pdf/2012/SP/CRDS-

FY2012-SP-04.pdf、2018年 2月 14日確認）によれば「生

物多様性に代表される環境政策は、不確実性をともない、

極端な環境変化等によるリスクも内包する。そのため、

不確実性とリスクを前提とした生物多様性保全の方法論

を確立する必要がある。」とある。「科学的に正しい答え

がある」のではなく、不確実性を含むものが多いことが、

生態学分野の特性でもある。しかし、何かを判断しなけ

ればならない時の「不確実性に対する態度」は、研究者、

報道関係者、教育関係者、主婦といった立場によってそ

れぞれ異なる（例えば、白井ほか 2011)。こういった「不

確実性を内包する科学」への理解は十分ではなく、多く

の人々は、科学に対して常に正しい答えを求めがちであ

る。そのために、各所で科学と社会とのコミュニケーシ

ョンギャップが起こりうることが指摘されている

(Bradshaw and Borchers 2000)。しかし、この違いが認識

されずに、研究者コミュニティから情報が発信されると

いうことも多い。

生態学だけでは、唯一絶対の「答え」を出すことがで

きない課題が多いということを認識する必要がある。生

態学は、ある一側面からの情報やデータを明らかにする

ことはできるが、何かしらの政策的な判断が行われる際

には、社会的な側面、経済的な側面、法的な側面などか

らの検討が欠かせない。このように「科学に関連するけ

れど、科学だけでは解決できないような領域」は、 トラ

ンスサイエンスと呼ばれる（小林 2005)。生態学に関わ

る課題は、このトランスサイエンスと呼ばれる領域に含

まれる課題が多い。科学だけで答えが出せる訳ではなく、

社会的な背景や人々の価値観にその判断が左右されるも

のであることを理解した上で、科学と社会とが接続され

なければならない。これらのギャップはすぐには埋めが

たいが、専門家と専門家を取り巻く様々な立場の人々が、

ともに生態学に関わる課題を議論するためには、認識し

ておかなければならないギャップでもある。

本稿では、筆者が開発に関わった教育プログラム「宇

宙箱舟ワークショップ」の開発と実践事例を紹介しつつ、

生態学と政策・制度をつなぐために、生態学コミュニテ

ィが多様な立場の人々との対話に臨む際に認識すべきこ

とや今後改善すべきことについて論じたい。この教育プ

ログラムを実施することによって、多様なステークホル

ダーとのコミュニケーションが全て上手くいくという類

のものではない。ただ、生態学コミュニティとその外側

とのギャップを、専門家側が、または、生態学の知見を

受け取って活用する側が、それぞれ認識し、互いに歩み
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寄って議論できるような土壌をつくるために寄与しうる

ものとして捉えてほしい。

教育プログラム「宇宙箱舟ワークショップ」の

概要

本稿で紹介する教育プログラム「宇宙箱舟ワークショ

ップ」は、「もしも今、地球外惑星に移住しなければなら

ないとしたら、どんな生き物を連れていくだろうか。」と

いう SFのような問いからスタートする。そして、プログ

ラムを通じ、社会の中でどのように生態学が議論されう

るのかを体験することを目指している。講師が特定の知

識を一方向的に与えるのではなく、児童• 生徒同士で議

論をすることを通じて、各自が学ぶアクティブ・ラーニ

ング形式をとっている。本教育プログラムの詳細は、水

町ほか (2013) に詳しく記載したので、ここでは、最低

限の紹介にとどめる。

小学校高学年、もしくは、中高生を対象とした教育プ

ログラムとして開発されたが、基本のプログラムをアレ

ンジすることでこれら以外の年齢層にもアプローチする

ことが可能なものになっている。

開発のきっかけ

この「宇宙箱舟ワークショップ」開発のきっかけの 1

つは、宇宙物理学を専門とする研究者から筆者に投げか

けられた素朴な疑問だった。それは、「ゴキブリって必要

ですか」というものである。仮に、将来、人類が宇宙に

長期間滞在することができるようになった状況を考えた

時に、現在の社会において「害虫」と認識されている生

物を積極的に宇宙に連れていくことはあるのだろうか。

例えば、ゴキブリが存在しない世の中では、人類にとっ

て何か都合の悪いことが起こるのだろうか。そもそも、

どれだけの種を地球から持ち出せば、人類は暮らしてい

けるのだろうか。こういった問いだった。

そもそも現実的な問いではない、と突き放すこともで

きるかもしれない。しかし、この「ゴキブリって必要で

すか」という問いを深めることを通じて、社会の中に生

物多様性を位置づけるためのヒントを得ることができる

と考えている。そこで、もう少しこの問いを掘り下げて

みたいと思う。

この問いに「答え」を出すためには、少なくとも 2つ

の意味で難しい。まず、そもそも科学的に正しい答えを

出すことができる問いなのだろうか。もちろん、シミュ

レーションなどによって、ゴキブリのいない生態系を予

191 

測することはできるかもしれないが、精度をあげるには

それなりのコストがかかる。実際に、ゴキプリを根絶さ

せてその影響を調べるという実験は不可能に近いのでは

ないだろうか。また、仮に科学的に正しい答えを出すこ

とができたとしても、生態学の専門家が考える科学的に

正しい答えだけで、ゴキブリがこの世の中に必要かどう

かを判断すべきものでもないだろう。生態学者以外の価

値観や、経済的な側面、倫理的な側面など、科学とは違

った観点もその判断には必要だろう。ゴキブリを完全に

排除するために必要なコストとそこから得られる効果が

見合わないかもしれない。そもそもある特定の種を排除

してもよいのかという議論も考えられる。また、ゴキブ

リを大切に扱う文化が存在するかもしれないし、その

価値観は時代が変わればまた違ったものになるかもし

れない。

こういった観点は、現実の社会で議論されている多く

の課題（例えば、増えすぎたシカを間引くことが良いこ

となのかどうか、ある土地の環境の保全と観光のどちら

をどの程度優先すべきかどうか、ある絶滅危惧種の保全

にどこまでのコストをかけるべきか、など）にも通じる

ところがある。科学的に正しいとされる解がまだ得られ

ていない、もしくは、この先も得られないような課題に

関しても、政策決定者や市民は判断を迫られる。「答え」

が出ない課題だからこそ、多様な観点を持った人々の間

での対話が必要になる。「ゴキブリって必要ですか」とい

う疑問に、生態学者や環境社会学者などが、専門家の視

点から現時点で妥当であると思われる「答え」を提供す

るだけでなく、多様な観点を持った人々が一緒に「答え」

を探して対話を重ねるということを事前に体験しておく

ことが有効であると考えられる。このような体験を通じ

てお互いの立場への理解を日頃から深めておくことこそ

が、現在において求められていることである。

教育プログラムの目的

上述のような問題意識に基づき、「宇宙箱舟ワークショ

ップ」は開発された。その目的を改めて整理すると、次

の 2 点に集約される。まず、 1 つ目は、児童•生徒たちに、

科学に関わる事柄の中には「科学だけでは解決できない

課題」や「不確実性が含まれる課題」が存在するという

ことを提示すること。そして、 2つ目は、常識や日常的

な価値観を相対化し、 1つの課題を複数の観点から捉え

る機会を提供すること、である。もちろん、プログラム

の中には、生態系や宇宙に関する科学的な知識も盛り込

まれている。これら既存の知識を紹介することも大切な
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表］．教育プログラム「宇宙箱舟ワークショップ」の流れ。

内容

準備 ］班6人程度の班に分かれる。

Step! 
宇宙箱舟に乗せて移住先に連れて行く生き物を班のメンバーと話合いながら選ぶ。

班ごとに独自の「生態系」をデザインする。

Step2 
出航後に思いもよらないトラブルが起こり、当初デザインした「生態系」が変わっ

てしまう。

Step3 
移住先にたどり着いた時に、残った「生態系」を利用してどのように生きていくの

かを考える。例えば、「移住先に到着した最初の夜の夕ご飯」を考える。

ことではあるが、それよりも、科学的な知識を活用する

方法や社会の中に位置付ける体験をさせることの方を重

視してプログラムを設計した。

上述の 2つの目的を達成するために、 4人から 6人の

小グループに分かれた児童・ 生徒たちが互いに議論をし

ながら学習を進めるという形式をとり、多様な価値観を

持った人々との議論の場を模擬的に体験できるようにし

ている。また、「宇宙」という日常生活とは極端に違った

状況設定を利用することで、常識や日常的な価値観を相

対化することをねらっている。

教育プログラムの流れ

教材「宇宙箱舟ワークショップブック」と同時に、こ

の教材を使用した 2種類（小学生用と中高生用）のプロ

グラムを開発した。表 Iに両プログラムに共通した概略

を示す。プログラムの進行プラン詳細は水町ほか (2013)

に詳しく記載されており、また、京都大学宇宙総合学研

究ユニットのウェブサイト内に設置された専用ページに

プログラムの進行に用いるスライド例や実施マニュアル

が公開されているので、参照いただきたい (http://www. 

usss.kyoto-u.ac.jp/hakobune/、2018年 2月 14日確認）。

教育プログラム開発過程

教育プログラムとプログラムの進行をサポートする教

材の開発は、京都市内の小、中、高等学校の教員、大学

教職員、大学生から構成される「宇宙箱舟製作委員会」

が行った。 2010年秋頃からプログラムの開発を始め、

2011年2月に京都大学総合博物館において開催された「小

惑星探査機「はやぶさ』帰還カプセル特別公開」に合わ

せて試行プログラムを実施した。教材とワークショップ

実践者向けのマニュアルがセットになった「宇宙箱舟ワ

ークショップブック」は、 2011年 3月に開催された第 4

回宇宙総合学研究ユニットシンポジウム「人類はなぜ宇
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宙へいくのか～宇宙生存学における課題～」 (http://www.

usss.kyoto-u.ac.jp/symposium4.html、2018年2月 14日確認）

に合わせて製作し、その後、教育機関や博物館などへの

無料配布を開始した。

開発の初期段階から、様々な学年の授業の中で活用さ

れることを想定していたため、プログラムの最低所要時

間は 1コマ (40~ 50分）、もしくは、 2コマ (80~ 90分）

以内に収めることを目指した。授業計画、実践報告、指

導計画書などを蓄積し、教材の利用者の間で共有するこ

とも目指していた。

教育プログラム「宇宙箱舟ワークショップ」の

活用結果

教育プログラムの活用先

2011年 2月に京都大学総合博物館において試行プログ

ラムを実施して以来、これまでに、近畿圏の小、中、高

等学校での授業として、科学フェスティバル内の 1企画

として、また、学校教員を対象とした研修の一環として、

数多くの実践を重ねてきた。宇宙箱舟製作委員会のメン

バーによる実践だけでなく、メンバー以外が授業やイベ

ントで使用する例も増えてきている。

理科や総合学習の授業としての活用例はもちろんのこ

と、国語や道徳の授業時間内に活用された例もある。幅

広い教科での活用ができるというのは、教育プログラム

のアレンジのしやすさによるものである。表 lで示した

ワークショップの流れの Step3において、どのような問

いを講師が投げかけるかによって、何に焦点をあてた議

論を促すかをアレンジすることができる。筆者が実施し

てきた事例で児童• 生徒向けによく用いるのは、「移住先

の惑星に到着した 1日目の夕食のメニューは何にするの

か。箱舟の乗せて行ったものだけでメニューを考えてみ

よう。」という問いである。このテーマについて考えてみ
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表2. 事後アンケートを実施した「宇宙箱舟ワークショップ」活用事例一覧。

実施日 学校 学年 人数参加状況

2011年9月28日 公立 A高等学校 高2 47人

2011年10月15日公立 B高等学校 高l 39人

2011年10月29日私立 C中学校・高等学校中 3-高3 61人

2012年7月13日 私立 D中学校 中3 78人

ることで、私たちの日々の生活がどれほど多くの生物に

よって支えられているのかを実感することができる。仮

に、「箱舟に乗せる生き物を選ぶ時に、健康そうな個体だ

けを選ぶことは許されるのか」という問いを示せば、生

命倫理に関する課題を議論することもできるだろう。

教育プログラムの活用の方向性

現在、本教育プログラムの開発メンバーや教材の紹介

を受けた地域の科学教室などによって実践の輪が広がり

つつある。特に、学校教員を通じて、より多くの児童・

生徒の元に本プログラムを届けたいと考えている。京都

府総合教育センターが 2011年に実施した理科担当教諭向

けの研修、たつの市教育委員会が 2013年以降実施してい

る教員の初任者研修などでも本教育プログラムを活用し

ていただいた。また、兵庫県立人と自然の博物館で 2012

年に開催された「教員のための博物館の日 inひとはく」

内でも教員向けのワークショップを実施した。大阪教育

大学で実施された科学技術コミュニケーションに関する

学部生向けの集中講義の中でも本教育プログラムを活用

した。今後も、プログラムの進行マニュアルの改訂を進

めるなど、開発者以外の人々がより実践しやすいワーク

ショップツールを整備することを検討している。

参加者の反応

筆者が本教育プログラムを実施した際には、受講者を

対象に、プログラムの終了直後に事後アンケートを行っ

てきた。表 2に事後アンケートを実施した実践事例のリ

ストを示す。どの回の事後アンケート用紙にも共通して、

「今回の講演会で、一番印象に残っていることはなんです

か。よろしければ、その理由も合わせて教えてください。」

という質問項目（自由記述）を含めていた。
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正規の授業の一環（大学出張講義の 1講義）として実施

＊大学教員による複数の講義の中から希望する授業を選択

して参加

特別授業として実施

＊数理科学科の lクラスが全員参加

課外授業として実施

＊希望者のみ参加

特別授業として実施

*2クラスが全員参加

ここでは、本教育プログラムの目的として先に示した、

I)科学に関わる事柄の中には「科学だけでは解決できな

い課題」や「不確実性が含まれる課題」が存在するとい

うことを提示すること、そして、 2)常識や日常的な価値

観を相対化し、 1つの課題を複数の観点から捉える機会

を提供することに関する回答を抜粋して紹介する。例え

ば、次のような回答が得られた。「宇宙に限られた数の生

物を持って行くのはとても難しく、終わりのない議論が

続く解決しがたいことだと思った。地球はうまくできて

いると思った。」「生態系を考えることがいかに難しいか

が分かった。」このように、「宇宙箱舟」にベストな組み

合わせ、つまり答えがあるわけではないこと、そして、

そのような状況の下で選択することの難しさが実感でき

たという回答がみられた。

また、同じプログラムを体験しても自分と他人とでは

価値観や意見が違っていたことを印象に残ったこととし

て挙げている学生もいた。具体的には、事後アンケート

の中に次のような記述が見られた。「中 3の箱舟では、ヒ

トを中心にモノを考えていたのに対し、高校生の箱舟で

は他の生物のことにも視線を向けた高度な発表がされて

いたということに、考え方の多様性を実感しました。」「他

の班の意見を聞いて考えがちょっと変わったので、各班

がアピールしたところが印象に残りました。」「班ごとに

いろいろなコンセプトがあっておもしろかった。」

すでに、水町ほか (2013)で報告したこととも重なるが、

事後アンケートに記載されていた内容をみると、プログ

ラムの進行中に提示した宇宙研究や生物に関する豆知識

（例えば、カイコが食料資源として有望視されていること

など）に触れている記述が多かった。「科学に関わる事柄

の中には「科学だけでは解決できない課題」や「不確実

性が含まれる課題」が存在するということ」や「常識や
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日常的な価値観を相対化し、 1つの課題を複数の観点か

ら捉える機会を提供すること」という本プログラムの当

初のねらいをより効果的に学ぶことのできるプログラム

にするためには、より一層の工夫が必要であると考えて

いる。具体的には、表 lで示したワークショップの流れ

における Step2で発生させるトラブルや Step3における問

いかけの内容をより洗練させることが考えられる。

実践者の反応

教材とワークショップ実践者向けのマニュアルがセッ

トになった「宇宙箱舟ワークショップブック」を希望者

には無料で提供してきた。これまでに、宇宙箱舟製作委

員会のメンバーの元には、実際に教材を使用した、もし

くは、使用を検討した実践者（小・中・高の教員や大学

教員など）からフィードバックが届いている。ここでは、

その一部を紹介する。

頻繁に聞かれるのは、「子ども達どうしが徐々にうち解

け、生き生きと意見を交わすことができた。」「児童が自

分の意見を出しやすい教材である。」というコメントであ

る。教材で使用されている生物のイラストが親しみやす

いものになっていたり、プログラムの進行にゲーム要素

をもたせたりしたことで、発言のしやすい環境をつくる

ことができているようだ。児童• 生徒が、価値観や意見

の違いを安心して出すことのできる対話の場をつくると

いうことが重要だと考えられるので、今後、実践者から

より詳しいフィードバックを得るなどして、教育プログ

ラムの改善に活かしたい。

また、「受験問題のようにすでに答えがある問題に触れ

ることの多い生徒に、答えのない問題を考えさせるとい

う大変有意義な経験をさせることができる。」というコメ

ントに代表されるように、教育プログラム設計時の目的

に共感する実践者もいた。

教材に対して好意的な感想が得られる一方で、戸惑い

や不安が寄せられることも多い。例えば、「この教材は、

かなり教える側にスキルを要する。」「始め方と終わり方

が不安。」という声である。西脇ほか (2016) でも指摘さ

れていたことだが、使い手がアレンジできる教材が必ず

しも教育現場で使いやすいというわけではないようだ。

実践者からのフィードバックの中には、生態学を社会

の中で議論するときの難しさ、生態学の理解されにくい

部分が垣間見えるコメントもある。例えば、「人間の役に

立つ生物だけ残せばいいのではないか、といった議論の

流れになったときに、どう指導したらいいのかがわから

ない。」「生活に有用な生物ばかりを乗せてしまい、多様
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性や食物連鎖について考えられなかった。」「生物多様性

について議論させることが難しい。」というものである。

これらの課題こそ、「答え」が存在するわけではなく、対

話を重ねる中で、生態学コミュニティとその外側の人々

とで一緒に「答え」をつくつていくべきものである。

他にも、「キットの中に入っている生き物カードの特徴・

生態（どの生物を食べ、どの生物に食べられるか）や、

その生物が人間の生活の何に役にたつか等を一覧表にま

とめたものがほしい。」といった要望も時折寄せられる。

その生物が置かれた環境や文化に応じて、生態や人間と

の関わり方も変わりうるということこそ、教育プログラ

ムを通じて伝えたいことの 1つである。「宇宙箱舟ワーク

ショップ」内に、このような一覧表を作ってしまうと、

当初の目的からは外れた教材になってしまう可能性が

ある。

このような実践者からのフィードバックを教育プログ

ラムの改善に活かすことはもちろん、生態学コミュニテ

ィにも返していくことで、今後の生態学コミュニティと

その外側の枇界とのコミュニケーションの改善に寄与で

きるのではないかと考えている。生態学分野の実践例で

はないが、 2006年に開始された「宇宙 100の謎」という

プロジェクトがある（齋藤ほか 2009)。一般の人々から

宇宙に関する質問を集め、その質問に天文学を専門とす

る大学教員や大学院生らが回答を試みるというプロジェ

クトである。齋藤・戸田山 (2011) は、このプロジェク

トを通じて集まった質問を分類し、分析を試みた結果、

専門家が戸惑ってしまうような質問（例えば、科学で答

えられる範疇を超えているような質問や問いの出発点が

日常経験にあるものなど）は、工夫次第では、互いのコ

ミュニケーションをより深めるための機会として活用で

きるのではないか、と述べている。本稿で紹介している「宇

宙箱舟ワークショップ」の実践を通じて得られる参加者、

あるいは、実践者からのフィードバックを蓄積し、分析

することで、今後、生態学に関するよりよいコミュニケ

ーションのあり方を考えるための示唆が得られるだろう。

生態学と政策・制度をつなぐための対話

平成 26年度 (2014年度）に実施された内閣府による

世論調査の結果からは、「生物多様性」の言葉の意味を知

っているかという質問に、「言葉の意味を知っている」と

答えた人の割合が 16.7%、「意味は知らないが、言葉は聞

いたことがある」と答えた人の割合が 29.7%、「聞いたこ

ともない」と答えた人の割合が 52.4%となっており（「環
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境問題に関する世論調査（内閣府）」、 http://survey.gov-

online.go.jp/h26/h26-kankyou/index.html、2017年 9月 14確

認）、生物多様性という言葉の認知度は低い。こういった

現状を受けて、「生物多様性国家戦略 2012-2020」でも、

認知度の向上を目指すことが掲げられている。しかし、

生物多様性という言葉さえ普及すればよいわけではない。

生物多様性の概念を理解し、積極的に政策形成に関する

対話の場に参画するような市民、もしくは、生物多様性

の保全という観点から自身の日々の生活を振り返り行動

を起こすことのできる市民を育成することが必要である。

実際、多様な年齢層や職業の、そして、多様な価値観

を持った人々と対話を重ねる機会が各地で増えつつある。

2012年 9月には、 WorldWide Views (WWViews) on 

Biodiversityという取組が開催された。 WWViewsとは、

世界各国・各地域で、それぞれの市民 100人を集め、同

じ日に、共通の形式で、ある特定のテーマに関する議論

を行うという試みで、 2012年度に開催された WWViews

のテーマが「生物多様性」だった（池辺ほか 2013; 黒川

2018)。また、生物多様l生地域戦略の策定過程においても、

住民や NGO等からの意見を取り入れるなど、多様な主体

の参画を促進することが求められている。

本稿で紹介した教育プログラム「宇宙箱舟ワークショ

ップ」は、生態学的な知見を理解することだけでなく、個々

人の価値観の違いを認識すること、その違いを楽しむこ

とに重きをおいたプログラムである。本プログラムの参

加者は、明確な「答え」が存在しない課題について、グ

ループ内で意見を戦わせるのではなく、互いの価値観や

意見を聴き、尊重し、その上で、ある決断を下す、とい

う対話を疑似体験することができる。学校という科学に

対して多様な価値観を持つ人が混在する場において活用

されることで、現実の社会において生態学と政策・制度

をつなぐための「構え」を育成することができるのでは

ないだろうか。

生物多様性をテーマにしつつも、参加者同士が多様な

価値観を語り、互いの考えを聴き合うことを主眼におい

たプログラムの実践例としては、他に八木・山内 (2013)

によって報告されている対話プログラムがある。正解が

1つには決まらないような「問い」（例えば、ある温泉町

に住む住民になったと仮定し、近隣の自然保護区を拡大

するかどうか、という問い）を提示し、その問いに対す

る意見を交換したり、多様な立場（研究者、自治体職員、

住民、観光産業の人など）の意見を閲覧したりするとい

うプログラムで、参加者同士の対話を通じて、新しい論

点に気づいてもらうことを目的としたものである。深刻
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な課題に直面した時に、意見や立場の異なる人同士で議

論をすることは難しいことも多いが、対話を円滑に重ね

るためにデザインされた「場」や「ツール」は徐々に整

備されつつある（例えば、矢守ほか 2005;山内 2013)。

他の分野で開発された「場」や「ツール」を生態学分野

でも活用すべきである。

「答え」が存在しない課題に向き合うための対話の場で、

科学的知見がよりよく活用されるためには、入手した科

学的情報そのものに「不確実性」が含まれること、なぜ

情報そのものに「不確実性」が残るのかということ、す

なわち科学のプロセスヘの理解を促すことが重要である

（加納ほか 2014)。今後、政策形成に関与する機会が増え

るであろう生態学者にとっても、科学的知見を活用する

政策決定に関わる人々にとっても不確実性の概念を習得

することが求められている (Brewerand Gross 2003)。し

かし、科学に関する不確実性を理解することは重要であ

るものの、初等・中等教育の現場で、科学に関する不確

実性を学習できるような環境は整っていない（加納ほか

2013)。

科学は、ある課題に対して、どのような状況でも正し

い答えを提供するものではない。あくまで判断の材料と

なる 1つの見方として、現状で最も確からしいと思われ

る答えを提供するものだろう。そして、新しいデータや

分析方法が現れた時には、その答えもまた変わりうる。

このような科学との向き合い方は、普段の学校のカリキ

ュラムの中では、あまり強調されることがない。英国では、

科学と社会との間の問題を扱った「答えのない問題」を

題材とする教材が多数用意され、教員が授業などで活用

できるような試みがなされているが（都築ほか 2011)、

日本国内ではあまり見られない。生態学に理解を示す人々

だけでなく、多様な人々が集う学校現場だからこそ、科

学だけでは解決できない課題もあるということや、科学

的情報そのものに不確実性が含まれるといった科学の側

面を重視するような教育プログラムが必要なのではない

だろうか。本稿で紹介した「宇宙箱舟ワークショップ」は、

開発時に現場教員のニーズを組み入れたり、所用時間を

授業時間内に収めたりするなど、学校教育現場にも導入

が可能なものとして設計されたプログラムである。理科

の授業として、あるいは、その他の教科の時間で、生物

多様性について学びつつも、科学的知見を社会に活用す

るときに必要な態度を養成することができる可能性があ

る。実際に、プログラムを受講した児童• 生徒に、この

プログラムの目的がどこまで伝わっているのかは今後検

証の余地があると考えている。
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一方で、科学に関する不確実性についての理解、多様

な価値観の中で科学的知見が活用されるということへの

理解などは、科学的知見を提供する側に立つ専門家こそ

認識しなければならない。現在、自身の専門を究めるだ

けでなく、自身の研究が社会の中でどのように位置づけ

られるのかを考える機会を提供するような大学院教育の

取組も始まっている（八木 2007;標葉ほか 2014)。生物

多様性に関わる課題は、社会的、経済的、政治的な側面

からも検討されるべき課題が多いこと、そして、不確実

性が含まれる情報であることが多い。生態学者は、これ

らに留意した生態学の伝え方を考えることが必要である。

今後、「宇宙箱舟ワークショップ」を実践することで交わ

される対話や、実践者からのフィードバックを生態学

コミュニティにもフィードバックする機会を設けてい

きたい。
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