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共同企画と展示のパッケージ化
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た．その主旨を生かすには展示規模が大きくなるとことが

予想されたため，費用負担の軽減を図るとともに展示物の

有効利用をすすめる必要性があると考えた．

企画展の進め方を検討するなかで， 名古屋市科学館が平

成6年7月に実施した巡回展「ふしぎ体験一マジカルサイ

エソスー」で中日新聞社を中核とした共同企画展の例を見

ることができた．その特徴は，巡回展へ参加する館を募り，

その参加館で展示の内容を共同企画するものであった． さ

らに，数年にまたがる巡回展の修繕・管理保管はもとより，

単年度予算でしか支出できない参加館の費用負担など経費

面でのリスクを， 中日新聞社が請け負うというものであっ

た．

名古屋市科学館の事例をもとに企画展の形態を模索した

結果， 当館では財団との共催という形をとり，企画の段

階から共同で展示の在り方を練り上げていくこととした．

はじめに

群馬県立自然史博物館（以下， 当館という）では，平成

11年7月10日から9月5日まで第8回企画展「宇宙一あ

こがれと挑戦一」を，財団法人科学技術振興財団（以下，

財団という） との共催で開催した．今回の企画展は，財団

との共同企画により実施されたもので， 当館にとって初の

共同企画展であり，今後，巡回展としても公開される予定

である．そこで， この企画展を例に共同企画の概要につい

て報告する．

共同企画展に向けて

平成9年末，平成11年度の夏に宇宙をテーマとした企

画展を実施することが決まった．そこで，全国科学博物館

協議会の第2回全科協研究発表大会資料， 「企画展・共同

展実施事例集（平成5 ．6年度)」をもとに， 宇宙関係企

画展の現状と実績を調査した．その結果，全国で宇宙関係

の企画展を実施したのは，科学館やこども科学館に多く自

然史系博物館では福井市立自然史博物館のみであった．大

半は小規模な企画展であったが，複数館が協力し大規模な

展示を実施している例もあった． また，それらのぼとんど

は宇宙開発事業団（以下, NASDAという）から提供さ

れるパッケージなどを利用した宇宙開発展や一般から募集

した天体写真展であった． しかし， 当館では宇宙開発の現

状や天体写真を展示するだけではなく，総合的に宇宙や地

球と人との関わりに力を入れた展示を進めたいと考えてい

共同企画展への取り組み

財団と企画展の在り方について検討を進めた結果， この

共同企画展を巡回展としても利用できるものにすることと

なった．共同企画展の進め方については，財団と次のよう

なことを確認し，役割分担を行って準備を進めることとなっ

た．

l 企画目的

現在，世界で宇宙開発や地球環境等が大きく叫ばれてい

ることを踏まえ，宇宙展を開催し， 国民に地球を含む宇宙

についての理解を深めてもらうことを目的とする．
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2企画の概要

(1)業務内容について

・財団が事業主体となって進め，上述のような企画展

のリスクを負うものとする．

・巡回展|淵催に関わる一切のマネージメソトは財l可1が

行うものとする．

・分担できる作業は極力分担し，企画運営の能率化を

図る．

(2)展示の榊想

・財団と共同で必要な資料の用意，展示構成・企画展

示の検討をし，来館者の話題性に配慮したものにす

る

・複数以_上の団体が実施できる内容とし，巡回展を想

定したものとする．

・巡回展の開催期間は最大2年間とする．

・巡回展を考慮しパッケージ化できるものを作るが，

ストーリー性にも配慮した企画とする．

・展示物は耐久性があり，維持管理が容易で安価なも

のを用葱する

3 関係機関の組織図

宇宙と人類のかかわり （3テーマ）

宇宙開発の歴史

宇宙開発を行ってきたりi:実を新聞で掲示し，歴史の

1

流れを知って

もらうことと

した． 当館で

は導入とした．

（写真1）

宇宙観の変遷

天文学の歴
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宇宙論の変遷
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り上げ，時代時代を震憾させた宇宙論の変遷を立体パ

オと系諮図で表現した． （写真2）
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A
調べてみよう，体験してみよう （5テーマ）

太'場系モデル（写真3）

2

契約

（レンタル） 太陽系のオブ

ジェと太|湯系の

説明を取り上げ

て集中的に太陽

系の概要を表現

した．

宇宙を知る

（写真4）

宇宙や銀河・

星座などをクイ

ズ形式で知るこ

とができるよう

にした．
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なお，関係機関の業務内容については資料1を参照され
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展示内容

先の確認事項をもとに財団と展示内容やパッケージの在

り方を検討した結果，パッケージ化できる展示資料は次の

3コーナー10テーマとし，今回の共|司企画展ではこれら

すべてを利用することとした．

g漏瞳唾旦

写真3太陽系モデル

企画 ： 群馬県日本科学技術振興財団

群馬県立自然史博物館 科学技術館

科学技術館
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成果と課題

先にも述べたが，今回の企画展は大がかりな展示を財団

と共同で企画し，展示物は財団が制作し，その負担金を当

館が支払う形とした．そして，展示物をパッケージ化し巡

回展でも活用できるようにすることで，経費の削減展示

物の再利用を試みた．

その成果として次のことが上げられる．

・財団という組織力を生かし，資料情報の収集が早かった

こと， 多くの協力者が得られたこと， 関係機関，例えば

NASDAの理解が容易に得られたこと．

・共同企画することで，客観的な視点で制作できたこと，

諸手続の軽減がはかれたこと， 負担額または費用の軽減

がはかれたこと．

・巡回展とすることで，作成した展示資料などを無駄なく ，

他の施設や館で，教育的に活用できること．

・通常簡単には調達できない海外資料も， 直接現地で求め

ることができたこと．

・多くのパッケージ化できるテーマにそって作り込むこと

ができ， 展示主旨にそった充実した展示ができたこと．

写真4宇宙を知る

・太陽系大探検シミュレーショソ

パ ゾナルコソピュータ （以下， パソコソという）

で，太陽系の理解を深めるためのシミュレーショソゾ

フトを活用した．

・イソターネットコーナー

イソターネットを通して，最新の宇宙関係ホームペー

ジから情報を探れるようにした．

・宇宙から見た地球

衛星写真などを使って宇宙から見た地球環境などが

分かるようにした．

3 宇宙開発と宇宙飛行士（2テーマ）

・宇宙開発と宇宙飛行士（写真5）

スペースシャ |､ル計画， 向井・毛利宇宙飛行士などが

実際に使用したものを展示し， また，宇宙飛行士にな

るための願書なども置いてjjll味関心が高まるようにした．

一方，次のような課題も生じた．

パッケージや再利用などを考えながら企画したため，展

示構成に対しての自由度が制限されたこと．

単年度予算のため，共|司企画展を計画する時点での予算

的な裏付けが不明確なこと．

巡回展の立ち上げ館としての労力は，単館で企画する場

合の労力とあまり変わらず，巡回展による労力削減のメ

リットはなかったこと．

共同で企画するために，その調整に多くの時間と労力を

要し，定期的に共il企画のための会議が必要なこと．
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以上のように，共|司企画を行い，巡回展を想定した展示

をした結果，立ち上げ館としての展示主旨や要望が反映で

き， テーマにそった充実した展示が行えたといえる． また，

経費面では，巡回展開催館の参加を見込めること，および

巡回展で展示資料を再利用できることなどによって，費用

負担の軽減が図れた． さらに， このことは環境教育の上で

も教育的に意義があるといえる．

浦

轤

吟 琴 癖

写真5 宇宙開発と宇宙飛行士

映像

ハッブル宇宙望遠鏡の画像や惑星の写真などを大き

なスクリーソで映した．

詳細については，資料2を参照されたい．

また， この企画展の記念誌として図録を発刊したが，

その詳細は資料3を参照されたい．

おわ り に

当館の宇宙展を例に上げ，共同企画展および巡回展のた

めのパッケージ化について概略を述べてきた．今回の企画

展では，財団と当館の企画調整を通して双方の意見を入れ

た展示ができた．巡回展をマネージメソトする財団にとっ

て， 内容的に制約を受けるものの, 10のテーマから巡回

展受入館にピックアップさせ， パッケージ化した展示物と
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して紹介できることは有益なことであろう．実際， 平成

12年の3月末からL毛新聞社主催で開かれる「大宇宙展」

の展示の一部として今回のパッケージが利用される予定で

ある．

自然史系の巡回展が少ないなか，財団と共同企画をし，

巡回展を立ち上げることで共同企画展・巡回展への理解が

深まると共に多くの経験を積むことができた．

最後に，宇宙展の開催にあたり多くの関係者および関係

機関にご協力をいただき， この場をお借りして，改めて感

謝申し上げる．

[資料1 ］

･必要経費の支出

･貸出料の調整決定

･展示品製作費等，前払いの必要な経費の立て替え

･全体の経理事務

･巡回先の調整事務

･臨時職員を教育するためのイソストラクター養成研

関係機関の業務内容

(1) 財団（事業主体）の，巡回展にかかる業務は次のとお

りとする．

ア展示に関する内容

・展示内容の企画の総括

・借用展示品の借川交渉，事務手続き，借用，返却の

立会

・製作展示品の企l' lii,製作委託，検査，検収

・展示品の輸送及び動産総合保|晩の力| |入及び手続き

・展示品の事前のオーバーホール， 開催直前直後の点

検， 組立及び終了時の撤収作業

・展示品の消耗品の手配

・展示品のメンテ

・開催期間外の展示品の保管

・展示内容の企画アドバイス

イ運営に|對する事項

・巡回展企画委員会の開催

・関係各位とのコソタクト及び対応

修計画を組む

・巡回展終了後の展示品の処分

(2)巡回先の施設館の業務内容

ア展示に関する内容

・会場のレイアウト

・展示の基本ベース（展示台， バックパネル等）

・電気配線，照明工事等（展示工事分を除く）

・展示品の起動停止および日常メンテナンス

・展示解説害の執筆および作成

イ運営に|封する事項

・広報

・チラシ・ポスタ一等広報資料の作成配布

・図録の作成と販売

[資料2］

会場内臨'1寺職員の雇用および教育

タイトルゲート

＝

Cもっと

知りたい
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新聞
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図2 エントランス 図3 展示室内
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展示図面

展示構成

(1) エソトラソスゾーソ

ア星の会による天体写真の出展

イ 月面探査車

ウ タイトルゲ ト

エニューズペーパーでタイムトラベル

オ宇宙関係資料

力企ll'1展参考図耆

(2) 見上げてみよう

アいろいろな宇宙観とその変遷

イ キトラ古墳と中国の古星図の比較

ウ ギリシアでの天文学発達

工パルディーの天球図

オストーソヘソジの模型

力 ケプラーの宇宙モデル

キ偉大な科学者たち

ク望遠鏡の仕組み

ケ天体観測の歴史

． 光の実験室

サいろいろな望遠鏡

シ宇宙論の系譜

ス スペースシャトルに乗せた高感度ビデオカメラ

セハッブルの最新宇宙映像

（3） もっと知りたい

１

２

ア宇宙ってどんなところ

イ いろいろな銀河

ウ星座の仕組み

(4)観察しよう

ア太'場系模型

イ太陽系の仲間たち

ウ私たちの太陽系

工太|場系大探検シミュレーション

オ限石は宇宙からの贈り物

力宇宙から見た地球

(5) 宇宙と私たち

ア スペースシャトル

イ 国際宇宙ステーショソ

ウ最新宇宙開発

エ 日本の宇宙飛行士

オ宇宙飛行士になるには

JJ NASA関連展示

キNASDA関連展示

ク 向井千秋宇宙飛行士の記録

ケH－6ロケット

コ イソターネット

(6) ぐんま天文台コーナー

ア概要・事業紹介

イ ビデオ紹介

ウ イソターネット

［資料3］

図録描成 無重量の|止界

スペースシャ ｜、ル

字'旧飛行士の仕事

'f',iiからみた地球

玉||際宇宙ステーション

宇宙へ

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

⑩

l 宇宙へのあこがれ

（1） 古代の宇宙観

（2） 日本最古の天文|叉｜

（3） 天文学のはじまり

（4） 宇宙の概念を変えたコペルニクス

（5） アイザック・ニュートン

（6） 相対性理論

（7） 宇宙論の系譜

（8） 宇宙開発のはじまり

；

彰
史
鱒
物
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第
８
回
企
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宙

2 宇宙への挑戦

(1) 宇宙からの贈りもの

（2） 惑星探査機

（3） 太|場系の仲間たち

（4） 月への旅
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