2020 年度国内科学館研修 質疑応答
10 月 13 日（火）に実施した第 1 回国内研修オンライン会議にて、チャットに書き込まれた視聴者の皆さまからの
質問について、発表者より回答をお送りいただきましたので以下のとおりご報告いたします。
なお、その他の発表者へのコメントは発表者に個別に提供していますので、ご了承ください。
★テーマ：コロナ禍における科学館活動アイデアの共有★
A.感染対策のアイデア
① 仙台市科学館「仙台市科学館近接センサースイッチ工事について」
◇質問
ボランティアの皆様は、普段から館の活動にそのような形で協力されていたのですね？
もうすこしボランティアの普段の様子をお聞かせいただければありがたいです。
■回答
ボランティアの活動は，実験・科学工作教室を行う「チャレンジラボ」や展示解説などを行っています。
人数は，約 70 名です。
今年は，コロナウィルスの影響でボランティアの活動は停止しています。しかし，ボランティアの皆さんは
何らかの形で科学館の活動の支援をしたいと考えている方が多いです。今回の近接センサー工事ではその中
で電子工作が得意な方にお手伝いいただきました。
② はまぎん こども宇宙科学館「安心して来館者に来館できる様々な対策の紹介」
◇質問
話された対応については，横浜市との協議，または報告はどのようにしていますか？
■回答
問題が発覚した時点ですぐに横浜市の担当者および ESCO 事業の担当者に連絡をとり、三者で協議する場を
設けました。特に市とは定期的な連絡会のようなものは設けておりませんが、問題が発生した ときなどはす
ぐに連絡・話し合いが持てる体制となっております。
◇質問
ウィルスシートは館内何か所くらい貼ってますでしょうか？
■回答
展示物のボタンやアスレチックの手すりなど、いろいろな所に貼ってあります。
保護者の方からは、小さい子への手洗いの促しがスムーズになったとのお声をいただいております。（「ウ
イルスいるところさわったから手を洗おうね」みたいな声がけをされておられるようです。）
③ 日本科学未来館「新型コロナウィルス感染予防への取り組み」
◇質問
緩和のタイミングとして、どのようなものを目安にしていらっしゃいますか？
■回答
入場数を増やした場合の展示場フロアでの対策（待ち列や滞留の偏り等）が十分かを検証中で、それがクリ
アになった時点から緩和したいと考えています。
◇質問
未来科学館のマニュアルをモデルにマニュアルを作成しました。公開する場合の注意点があれば、教えてく
ださい。
■回答
公開の際は可能であれば、
（参考）日本科学未来館 COVID-19 対策マニュアルとご明記いただければと思い
ます。なお、公開した内容に縛られ続けることなく、状況に応じた対策の更新と、更新した理由もあわせて
提示されると良いと思います。
④ 静岡科学館「静岡科学館におけるコロナ禍での活動紹介」

◇質問
最大滞留人数は具体的にどのように割り出しましたか？
■回答
館内イベント会場の最大滞留人数は会場面積をソーシャルディスタンスの 2m 四方＝4 平米で割った数また
は 50 人の少ない方で設定しました。
例 1：実験ルームは 130 平米だとしたら÷4 をして 32 人
例 2：企画展示室が 400 平米だとしたら÷4 をして 100 で、更に 50 人まで定員を減らした。
10 月以降は政府・自治体からのイベント参加人数の緩和通達に伴い、こちらの数字も緩和をしています。
◇質問
団体様など、大人数の来館者のエレベーターの対応はどのようにされていますか？
■回答
原則的に入館用エレベーターは 24 人⇒6 人に定員を減らして案内をしていますが、同一団体で引率責任者が
許可を出した場合は適宜対応しています。
◇質問
展示物へのファン増設における危険防止対策などはどのようにされていますか？
■回答
基本的に増設したファンの設置場所は、来館者の手の届かない位置であるが大型扇風機など床に置いた場合
は、その周囲を柵で囲い、触られないようにしています。
⑤バンドー神戸青少年科学館「AR アプリを活用した展示巡回企画「スマホでスタンプラリー」の報告と課題」
◇質問
館内の Free Wi-Fi などで DL はできますか？
■回答
当館には来館者向けの FreeWiFi あり、ご自由にお使いいただけます。AR を読み込む際、それなりに容量が
いりますので、できるだけ Free-WiFi を使うようお勧めしていました。
◇質問
AR アプリの導入費用ってどのくらいかかるものですか？
■回答
金額は差し控えさせていただきますが、WEB サイト制作と同じくらいかと思います。デザイン費やマーカー
の数、サーバー管理料など、どこにこだわるかで金額は大きく変わると思います。
◇質問
アプリは iOS と andoroid 両方つくられたのですか？
■回答
アプリ自体はもともとどちらも対応済みなのですが、スタンプをためるさいに接続する WEB サイトについ
ては改めて制作する必要があり、こちらは両方の仕様で別途作りました。
◇質問
AR アプリの不具合に対する対策はなにかお考えでしょうか。（ほかの AR アプリと互換性を持たせている、
など）
■回答
制作会社より、
「COCOAR2」に関するトラブルシューティングマニュアルをいただいていましたので、アプ
リのダウンロードについてはそちらで対応しました。それ以外の各機種の個別のトラブルに関しては、受付
で対応できなければ担当者が確認し、それでも対応できない場合はコンプリート出来ていたとみなし景品を
差し上げていました。やはり予測不可能なトラブルが多く、完全には対応しきれなかった、のが現状です。
B.オンライン等を活用したプログラムの開発

⑥ 盛岡市子ども科学館「SNS を活用した大学との連携による実験工作教室」
◇質問
光の箱はＺｏｏｍでのオンラインワークショップでは許可が出ました。オンデマンドとオンラインの使い分
け、どう考えていますか。
■回答
今回の「光の箱」は岩手大学オリジナルの分光器キットです。印刷業者が公開しているペーパークラフトを
基にしています。
（同じ名前のキットが公開されていますね。紛らわしくて申し訳ありません）
オンラインはライブ感とその場でのやり取りがあるのですが，撮りなおしができません。
今回は外部の先生にお願いすることもあり，万が一にも先生の名誉に傷がつかないように編集のできるオン
デマンドにしました。実施者の配慮と，責任者の腹くくりだと思いますが，イベントによって使い分けて行
ければと考えています。
◇質問
web で発信することで，懸念されていた問題などはありましたか。
■回答
外部の先生との連携ですので，炎上する可能性には十分注意しました。
編集した動画を必ず上司 3 人以上に確認してもらうこととしていました。
⑦明石市立天文科学館「オンライン等を活用したプログラムの開発について」
◇質問
配信の「毎週土曜 9:00」の日時はどのような理由から決められましたか？
■回答
日時を決めて動画を配信することで、視聴者が他の視聴者たちと同じ時間を共有する楽しみと喜びへとつな
がります。チャット欄への書き込みもその大きな要因となっています。
また、おうちで過ごす時間が長くなる時期でもありましたので、動画を何本か配信していく中で、定期的に
配信した方が、生活のリズムを作ることができると考えました。土曜日の 9:00 に設定したのは、生活の中で、
より多くの方が、支障なく楽しめる時間帯なのではないかと考えた為です。
◇質問
プラネタリウムの中を映すためにどのような機材（カメラ）を使っていますか？
■回答
「おうちで天文科学館」の特別編として、オンラインでプラネタリウム投影をした時には、明るい状態でプラ
ネタリウムの様子や人物を撮影するビデオカメラ 2 台と、プラネタリウムの星座を撮影するカメラ 1 台を使
いました。星空を撮影したカメラは、デジタル一眼カメラ「ＳＯＮＹα7」です。高感度であることと、カメ
ラの映像をＨＤＭＩケーブルでそのまま出力できます。なお、
「おうちで天文科学館」では、地元のケーブル
テレビ局「明石ケーブルテレビ」が撮影と映像配信を担当しています。
◇質問
手話の方はプロ（有料）ですか？もしくはボラさんなどですか？
■回答
明石市の中で、障害福祉課がとりまとめている制度に、市主催事業に手話通訳者・要約筆記者を派遣する制
度があります。この度のオンラインでは、この制度を活用しました。派遣される手話通訳者は、日頃、ボラ
ンティア活動されている方が中心となっています。
なお、手話通訳者には、基準に定められた報償費・交通費をお支払いしています。
◇質問
チャットへの対応を手話でされたようですが，結構大変な気がしますが，どうでしたか？
■回答

手話さんが、とても頑張ってくださいました。チャットに書き込まれたコメントや質問への対応の他、予想
外のダジャレも飛び出しましたが、手話さんは、頑張ってその場で手話通訳してくださいました。
◇質問
動画で手話通訳をつけられたということですが、通常のプログラムでも手話通訳を活用されていますか？
■回答
大きなホールで実施する、大きな講演会やイベントをする際には、手話通訳および要約筆記を付けています。
比較的規模の小さなイベント、講座等では、参加者の方から要望があれば、付けることもあります。また、
プラネタリウム投影では、その性質上、手話通訳を付けることはできませんが、年に一回程度、「字幕投影」
を実施しています。
◇質問
オンラインでイベントを実施されたことで、近隣の方々だけでなく、全国の天文ファンへ届けるようなこと
ができましたでしょうか？オンラインは、ターゲット層の裾野を広げるために有効に活用できると思います
が、そのための戦略などはございますか？
■回答
チャット欄では、遠方の方の書き込みもありました。こうしたことからも全国の天文ファンに届けることが
できたと思います。集客型のイベントでは、遠方にお住まいの方が参加しづらいですが、オンラインで実施
することで距離を超えて時間を共有することができました。また、小さなお子様がいらっしゃるご家族など、
外出しづらい方々にも、おうちにいながら楽しんでいただけます。より多くの方々の目にとまるように館内
ポスター、館のツイッター・ホームページ等において広報に努めました。その結果、新聞各社に取り上げて
いただきました。
⑧名古屋市科学館「名古屋市科学館のオンライン活用事例～YouTube と Zoom の活用～」
◇質問
オンラインの申し込みは何で集計などしていますか。
■回答
オンライン講座の申し込みは、名古屋市電子申請サービスにて行っています。
このオンラインサービスにて、応募数などがわかります。
◇質問
シンポジュウムは業者の方が良いですか。11 月にはやぶさ 2 の科学講演会をリアルとオンライン各１００名
で行います。業者にされた経緯と費用を教えてください。
■回答
Zoom や YouTube の生配信など検討した結果、配信画面のレイアウトの自由度や最終レポートなどから
配信業者に委託しました。費用は別途ご連絡ください。
◇質問
Zoom 講座では参加にあたっての参加費などはどうされていましたか？また、ZOOM の工作教室で材料が必
要な場合は、どのようにされていましたか？
■回答
従来の教室事業とは開催形態が異なることや、臨時休館中のため、無料として開催しました。
材料は、日常的に使用するものを材料とし、参加者にて事前に準備していただきました。
⑨福岡市科学館「オンラインクラブ活動、オンライン講演会の活動報告」
◇質問
ハイブリッド講演会のノウハウ、後日教えてください。よろしくお願いいたします。
■回答
はい、講演会のご質問等ございましたらお答えしますので、是非、福岡市科学館へ直接お問い合わせくださ

い。井上・内野・龍興（たつおき）が対応します。
◇質問
Youtube 生配信にくらべて、Zoom のウェビナーの方がよいという点はありますか？
■回答
Zoom だと手を挙げる機能、チャット機能、アンケート機能があり、より一体感が持てます。
また、発表者と共有資料を同時に映すことができるので便利です。ホスト側の操作で発表者をチェンジする
ことも、同時に発表者にすることも可能です。
Zoom のウェビナー機能を使うと視聴者は顔出ししなくてよいのでプライバシーも守ることができます。
◇質問
リアルでのものとオンラインとでは、内容について考慮されたことはありますか。
リアルだからこそサポートできる部分もあるし、オンラインだからこそのよさもあると思います。
■回答
オンラインでは、録音録画が比較的自由にできるので、差し障りのない内容にすることです。
⑩ ひだ宇宙科学館カミオカラボ「オンラインで行った取り組みと得られた効果」
◇質問
note や cluster は初耳ですが、以前からご利用されていましたか？どういった世代の方の利用が多い印象です
か？
■回答
館としては、note は今年の４月から、cluster は同６月から開始しています。note の層は広いですが、何かを
表現したい若いクリエーターの方が多い印象です。宣伝ではないですが科学館を含む文化施設は pro 版を通
常５万円/月のところ無料となり書き方講習会等のサポートもあるので、これからブログ発信を始めようとし
ている館は選択肢のひとつに入れても良いかと思います。
cluster はインストールの手間もあり利用者数も少ないので、まだまだこれからといったイメージです。ただ、
バーチャルなので展示の製作コストがかからず、ワールド同士の連携も可能だったりするので、可能性は開
けていると思います。
⑪ 日立シビックセンター科学館「オンラインを利用した科学館同士の連携企画の報告」
◇コメント
・全国の科学館の頑張りを発信するいい機会ですね。ぜひ次回は参加させてください。
■回答
現時点で次回開催は予定していませんが、またこのような企画ができる際には個別にお声かけいたします。
C.その他
⑫ sakumo 佐久市子ども未来館「コロナ禍特別企画展『こども達で新しい生活様式をつくっちゃおう！展』」
◇コメント
・子ども達の事をよく考えている展示で、とってもいいですね。
・地域のコミュニティセンターとして子供たちをハブに市民をつなげられたのですね。
・自分の想いを発出させる場づくりと、子どもが将来を自ら考えることを喜びにできる館の運営、参考にな
ります。
■回答
ありがとうございます。
地域や世界の共通する課題について、地域の人達に伝え、一緒に考える場の提供は、ミュージアムの役割の
ひとつだと考えています。
今後も、新型コロナウイルスの問題に限らず、様々な課題を取り上げ、こども達の思っていること、こども
達が想像する未来についてなど、発表する場にしていきたいです。また、それらを、こども達が実践する場

にしていくことを目標に館を運営していきます。今後とも、皆様のご指導ご鞭撻をよろしくお願い致します。
★B.「オンライン等を活用したプログラムの開発」発表館への共通質問
①動画やオンラインコンテンツはどのくらいの視聴数があるものでしょうか？どの位の視聴数があれば成功
なのか判断がつかなくて…自館は 100～500 程度です。
②オンラインでイベントを実施されたことで、これまで参加してこなかった新しい客層（地域的なこと、年齢
層的なこと、科学ファン以外の層であったり）へ届けることができたという実感はございましたか？オンラ
インによってターゲットの拡大を図ることができるかと思いますが、戦略的なものをお持ちでしたらお聞か
せください。
③オンラインは提供する側と受ける側の両方にスキルが必要となると思います。提供する側はともかく，受け
る側へ対して，スキルがない環境がないといった対応はどのようにしていますか。
④各館の運営でオンラインでの体験やイベント、実体験での教室の割合は、今後どの様にするなど、方向性を
決められている科学館さんはありますか。
⑤オンラインや AR アプリを活用した事業を行われた際、どのような形で参加者の意見や要望を聴取されてい
ますか？
■回答：盛岡市子ども科学館
①②当館は 50～300 程度の視聴回数です。数字を増やす工夫は現在検討中です。
動画を観て来館してくれるお客様や，地元テレビ局の中継などもあったので新しいお客様へのアピールはで
きたと思います。そのような意味では数字では見えない成功はあったと考えています。
ただ今回の YouTube 企画は対面での演示ができないことに対する代替ですので，まずはそちらを再開できる
ようにしていきたいです。
③ 当館は YouTube での配信しか現状は行っていませんので，特に受ける側へのフォローは必要ありません
でした。
④実体験での教室に力を入れていましたので，そちらの再開をまずは目指しています
⑤そこが今後の課題だと個人的には考えています。現在はコメント機能を OFF にして動画を公開しています
が，その見直しをする必要があるかもしれません。
■回答：明石市立天文科学館
①2020 年 10 月 17 日現在の視聴数ベスト 3 です
1.日食中継 3.1 万回

（最大同時接続数 1463）

2.火星 2020ＬＩＶＥ生中継

8957 回

3.おうちで天文科学館 1 7103 回

（最大同時接続数 284）

（最大同時接続数

60）

当館でも具体的に成功を判断する基準は設けていません。同程度の内容のイベントを集客型で実施した場合
の参加者数の見込みが、ある程度の目安になるのではないかと思います。（当館の場合、プラネタリウムを
使うイベントであれば 200～300 人、天体観望会であれば 100 人～200 人程度）
②今回の発表では、オンラインをイベントとしてではなく、距離のはなれた施設との連携による、特別展のギ
ャラリートークに活用した事例を紹介しました。イベントによる動画配信、情報発信に限らず、展示紹介や
補足など博物館活動のいろいろな場面、あるいは地理的に離れた施設や分野の異なる施設などで、活用でき
る可能性があると考えます。
③受ける側のスキルや環境がないことに対しては、対応できていません。
④オンラインと実体験でのイベントの割合は決めていません。この度のオンラインの取り組みは、新型コロナ
ウィルスがきっかけとなりましたが、コロナ渦に限らず、オンラインが有効に活用できることが分かりまし
た。コロナ後は、実体験でのイベントが中心になると思いますが、イベントの内容により、オンラインもう
まく活用していきたいと思います。
⑤オンラインでは、チャット覧の書き込み等から、参加者の意見や要望を伺っています。

■回答：名古屋市科学館
①多ければ数千行きますが、気合込めて作ったのに 2‐300 というのもあります。
成功の判断は難しいです。ただ、配信当初は、臨時休館の中「何かを発信しないと！」という状況だったた
め、
「実施した」ことが成功だと思います。
②明確な判断基準はありませんが、コンテンツにより異なると考えています。
YouTube などは、普段から当館へ来館されている方が、休館中の科学館何やっているのかな？というような
感覚で検索し動画を閲覧しているように感じます。逆に、オンライン講演会などは、テーマや講演者、共催
団体によって、規模が大きくも小さくもなる気がします。
③Zoom を使用した教室の際は、参加者へ Zoom 使用マニュアルを配布したり、前もって接続テスト日を設け
たりしました。
④明確な方針はありません。ただ、YouTube は展示紹介の補完や広報媒体として今後も使っていきたいと考
えています。
⑤ 初めて Zoom を使った時は、アンケートを送って回答いただきました。その後は、特に取っていません。
■回答：福岡市科学館
①オンラインコンテンツでは約 50～500 くらいの視聴者数があるものがあります。
②大人のクラブをオンラインにして人数が増えた実感があります。9 人→20 人になりました。
遠くで時間的な余裕がない大人の方からオンラインだと科学館へ来ることなくすぐに参加できるという意見
を頂いています。大人のクラブは仕事の後参加できるように平日の夕方 19 時から 21 時に実施しています。
③Web 説明会できるものは説明会で、ネットワーク接続に問題ないかや、オンラインコンテンツの使い方等
を簡単に説明しています。
④できれば実体験をもっと実施できるようにしたいので、今後のコロナ次第だと考えています。しかし、オン
ラインも今後必要なコンテンツだと考えていますのでオンラインも併用していく予定です。
⑤オンライン参加者のご意見は、全員には聞けていません。イベント時にチャットでご意見を頂くことがある
のと、科学館へいらっしゃった際にご意見を聞くことがあります。
■回答：ひだ宇宙科学館カミオカラボ
①YouTube は開始から８ヶ月、計３１本の動画を配信した段階で、全視聴回数は 20,000 回です。YouTube Live
は毎回 100 名前後の参加者数です。視聴者数そのものに加えて、自前の他媒体への流れを作れることや、マ
スメディアへの派生効果にも意義を感じています。動画配信内容をきっかけに、地元の新聞社に連載依頼を
頂いた例があります。
②Zoom を使ったオンライン団体ツアーの目的の１つはリアルでは繋がりにくい地方の科学館と地方の学校と
がオンライン上で繋がることでしたが、実際に小中学校の授業等で利用していただいております。一件は理
科の授業の中で教室から１台２～３人で接続、もう一件は一人一台のタブレットを支給しており自宅からの
接続でした。GIGA スクール構想の中で、そうしたニーズは今後も増えていくものと考えております。
③オンライン団体ツアーは受け入れ先が団体であるため、各人への接続サポートは原則として団体の代表者さ
んにお願いしております。科学館側のサポート人員が豊富でない場合はそうした連携も有効かもしれません。
④現段階で特に方向性は決めておりませんが、オンラインの活用はコロナの収束後もリアルイベントと並行し
て継続していく予定です。
⑤オンライン団体ツアーでは実施後に google フォームを使ったアンケートをお願いしております。自宅で書
ける分、充実した回答が得られています。

■回答：日立シビックセンター科学館
①当館は、YouTube の動画再生は 100～150 程度がほとんどです。シビックセンターの場合、科学館以外にも
コンサートや伝統芸能等を担当する部署があり、科学実験以外の動画は 200～300 程度が平均です。
②現時点では新しい客層の獲得はできていません。当館は高校生以上の大人の参加増を目指し、大人向けのオ
ンライン講座を企画しましたが、ターゲットへ情報が行き届いていないと感じるため、今後はどのような手
段で情報を発信するのが有効かを検討中です。
③現時点で Zoom を使ったオンライン講座を２回実施（小学生対象、大人対象）しましたが、どちらも接続ト
ラブルはありませんでした。小学生の方は、緊急事態宣言時にすでに学校や塾の授業で Zoom を使っていた
子が多かったので、保護者も本人もスムーズに接続していました。大人対象は初めて Zoom を使った方でし
たが、こちらも問題なく接続してくれました。
初めて使う方向けに、事前接続チェックの案内もしていますが、過去２回ではその問い合わせはありません
でした。
④ コロナのこともあり、初めてオンラインの講座を実施し、現在参加者へのアンケートでオンライン講座の
需要を調べているところです。コロナ関係なく、オンライン講座の需要がある場合は、次年度も実施した
いと思っています。ただ、オンラインでは他の参加者の様子があまり伝わらなかったり、家でできる内容
しか扱えなかったりするため、頻度は年に数回程度と考えています。
⑤ オンライン講座では、事前に配布する資料に Google フォームの QR コードを記載し、実施後にアンケー
トに回答してもらっています。１対１、１対２など人数が少ない時は、雑談の中で意見徴収も行っていま
す。
★その他
◇コメント
・連携協で著作権フリー素材を用意していただけると助かります。もしくは各館から素材を集めるとか…
■回答：連携協事務局
コメントありがとうございます。検討いたしましたが、未来館作成のものについては、可能性を検討したい
と思いますが、権利の問題などもあるため整理には時間が必要になります。また外部から入手した素材につ
いては 2 次使用や再配布は基本 NG のものが多いので、それらすべてを調査選別してアーカイブするのはや
はり時間がかかりますので対応が難しいのが現状です。ご理解いただきますようお願いいたします。

