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要旨：「自然と人間の共生」をテーマに，「生物多様性の保全」「持続可能な社会」という概念を一般に普
及することを目的に，群馬県立自然史博物館において2本の企画展を企画・実施した．正しい情報を「押
しつけ」ではなく「楽しく」伝え，浸透させていくためには，情報の伝達に留まらず，共感，体感，実感
をキーワードとした展示の創造が求められる．共感，体感，実感を通して来館者の意識変容から行動変容
を誘発するために，「音」「光」「香り」「視覚」「体験」による空間づくりを試みたので報告する．
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はじめに

近年，自然史系博物館は「人間と自然との共生のあり

方」を地域社会で検討・提言していくことが求められてい

る（鎌田，2005；石田ほか，2010）．その目的の一つとし

て，これらの普及により生物多様性の意義や保全，地球環

境問題への関心の向上がある．事実，内閣府が実施した

環境問題に関する世論調査において（内閣府，2014），生

物多様性の言葉の認知度が 2012年度には「聞いたことも

ない」41%，「わからない」3%であったのに対して，2014

年度には「聞いたこともない」52%，「わからない」1%と，

過半数が「聞いたことがない」を占め，COP10開催以降，

認知度が下がったことが明らかとなっている．生物多様性

への関心が低い層が，関心を持つようになる意識変容を導

くにはどうしたら良いのかは生涯学習施設である博物館の

大きな課題の一つである．本稿では「体感」「共感」「実感」

を基軸に空間づくりを行い，生物多様性の保全と持続可能

な社会と資源利用について普及することを目的に実施した

2本の企画展について報告する．

企画展の内容

1　空間づくりの考え方

「体感」「共感」「実感」を基軸に空間づくりを試みた 2

本の企画展は，2014年秋第 47回企画展「闇夜の動物たち」

および 2015年秋第 50回企画展「たべる。」である．両企

画展の目標は，「生物多様性の保全」「持続可能な社会」と

いう概念を一般に普及し，地球環境問題への関心を高める

ことである．人の意識変容を誘発するためには，たとえば

地域活動への協力行動の研究においては，地域への愛着の

程度と個人の幸福感の程度の関係（Low and Altman，1992)

や，社会的つながり（Hummon，1992; Hay，1998）など，

その場所への愛着の存在が人々の行動を促す可能性がある

と指摘されている（鈴木・藤井，2008）． このため，両企

画展においては，「体感」「共感」「実感」を誘発するために，

来館者の 5感にうったえるよう「音」「光」「香り」「視覚」

「体験」による空間づくりを行った．
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2　展示の概要と構成

1）第 47回「闇夜の動物たち」

第 47回企画展「闇夜の動物たち」は「身近に生息する

夜行性動物を知る」ことをメインコンセプトとした．主に，

昼行性な活動を行っているわたしたちヒトは，普段あまり

夜に行動する動物たちの生活を目にすることがない．しか

し，実は，住宅地の周辺にも，近くの林の中にも，あるいは，

森の中にも，多様な生き物たちが生息している．過去 100

年の間，人と自然環境との乖離が進み，一方で，野生動物

と人間の軋轢が増加傾向にある中で，自らが暮らす環境の

中にどのような生き物たちが生息しているかを知り，これ

らの生き物たちの生態を学ぶことが大切である．本展示で

は，黄昏時から夜明けまで，闇夜に生きる夜行性動物たち

の生活を紹介し，来館者の自然への知見を深める場を設定

することを目的とした．

展示は，6つのコーナーで構成した（図 1，表 1）．1）「闇

夜へのいざない」において，暗闇の空間を体感し，自らの

5感（みる・きく・さわる・かぐ・あじわう）を確認して，

夜行性動物はこのうちの一つ，あるいは複数の感覚器官が

発達していることを学び，体感する．2）夜の森で，身近

な自然環境には多くの夜行性動物が生息していることを学

ぶ．3）北の大地，4）南の大地においても，多くの夜行性

動物が生息しており，それらが地球環境問題などによって

危機に瀕していることを学ぶ．5）海中散歩においては，

夜行性動物は陸上だけでなく，海中にも生息していること

を学ぶ．6）夜明けにおいて，多くの動物たちと共存して

いくにはどうしたら良いかを問いかける．具体的な展示シ

ナリオは下記のとおりである．

○闇夜の世界へようこそ（図2）

ゲートから一歩入ると，そこは暗闇の世界（視覚）．5

感をフルに使って，まわりを警戒しながら一歩一歩すすん

でいく．たよりになるのは，光るトラの足跡．たどってい

くと，突然，大きな鳥の羽ばたき音が（音）．フクロウが

飛び立ち（視覚，体験），展示室の奥へと誘われる．

○夜の森（図3）

フクロウを追って歩いてきたら，夜の森に迷い込んだ（視

覚）．地中にうごめくのは，モグラたち．懐中電灯を使っ

てのぞいてみよう（体験）．耳を澄ますと，フクロウ，ヨ

タカ，モリアオガエルの声がする（音）．ふと見上げると，

橋の上からヤマネが見下ろしている．それを狙うのは猛禽

表1．第 47回企画展「闇夜の動物たち」展示内容．

図1．第 47回企画展「闇夜の動物たち」平面図．
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類．光がゼロの世界を体感し（音，視覚，体験），ハナモ

グラかカヤネズミになった気持ちで空を見上げると（体

験），満月があやしげな光をはなち（光），月光の木漏れ日

の下では伝声管にむかって「ヤッホー」と呼びかける人々．

かえってくるのは秩父の森に響く木霊（音，体験）．夜行

性動物の剥製に触れ，特徴を感じ取り（体験），彼らになっ

た気持ちで真っ暗な小箱の中に手を入れると，トゲトゲし

た物，硬い物，やわらかい物（視覚，体験）．触覚だけで触っ

ている物が何かを考えるのは難しい．ふとみると，闇の中

にきらめくホタルの光（光）．綺麗な環境にしかホタルは

棲めない．生き物との共存を考える．

○北の大地

アムールトラの足跡を追ってきたら（光，体験），トラ

と出会った（視覚，音，体験）．そこは極寒の大地．氷の

海と，白夜の世界，オーロラ（光）．世界各地に夜行性動

物は生息しているが，ホッキョクグマをはじめ，その多く

が乱獲，開発行為，温暖化の影響などにより絶滅の危機に

瀕している．

 

○南の大地

乱獲，開発等によって野生動物たちが絶滅の危機に瀕し

ているのは南の大地でも．森の中，おぼろげな光の中に浮

かび上がるのはスローロリス等の霊長類たち（光）．そし

て，草原にはライオンやチーターなどの大型肉食獣（光）．

これらのフンを始末するのがフンコロガシ．夜の森を歩く

ときには気をつけて．紫外線があたると青白く光るサソリ

がうごめいている（光，体験）．

 

○海中散歩

夜行性動物は海の中にもいる．磯の香りに誘われて（香

り，体験），ホタルイカの身体が光る秘密を体感したら（視

覚，光，体験），夜の海にダイブしよう．見上げると，波

間が月明かりできらめき（光），波の音が聞こえる（音）．

やわらかな光に照らされて海中を漂うのはミズクラゲとベ

ニクラゲ（光）．真っ暗な水槽をのぞくと光るヒカリキン

メダイとマツカサウオ（視覚，体験）．夜に動き出すイセ

エビとウツボは共生関係にある．海の中でただよいながら，

いろいろな生き物に触れる．

 

○夜が明けて

夜が明けて，早朝にトラツグミの声が響く（音，光）．

夜行性動物たちは眠りにつき，昼間の動物たちが活発に活

動をはじめる．夜も昼も，私たちヒトの活動が他の動物た

ちに与える影響は大きい．地球上の生物の一員として，私

たちはどうしたら良いのか想いを馳せる．

 

2）第 50回「たべる。」

「たべる。」では，「「たべる。」ことは，「生きる」こと」

をメインコンセプトとした．ヒトを含め，哺乳類は，生き

ていくために必要な栄養やエネルギーを，自らの体内で生

み出すことはできないため，植物や動物，菌類など他の生

き物を食べて，消化・吸収し，生きていくために必要な栄

養やエネルギーを得ている．この「たべる。」という行為

を通して，この地球上に生きている生き物たちは，直接的

に，あるいは，間接的に，互いに影響し合い，関わり合い

ながら生きている．それは，まるで絶妙な生態系のバラン

スの上に成り立っているようにみえるが，この関わり合い

のバランスをヒトの過度な資源利用や開発行為等が崩し，

多くの生き物たちが絶滅の危機に瀕していることは以前か

ら指摘されており，近年，その対策が急務となっている．

このため，「闇夜の動物たち」のメインコンセプト「身近

な夜行性動物について知る」からさらに踏み込み，「日々

の暮らしを「たべる。」ことから見直す」ことにより持続

図2．闇夜の世界へようこそ・会場写真． 図3．夜の森・月光の木漏れ日の下のテレヤッホー・会場写真．
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可能な資源利用について関心を高めることを目的とした．

展示は，6つのコーナーで構成した（図 4，表 2）．1）

おいしい色では，来館者がふだん食べている食物の多様な

色に気づく．2）おいしいってなに？～味わいのメカニズ

ム～では，ヒトの舌が感じる味，おいしさ，日々の食卓に

目をむけ，生き物にとって「たべる。」ことは，他の生物

を「たべる。」行為であることを確認する．3）日本の食，

世界の食では，地域の食文化は地域の多様な自然の上に成

り立っており，多様な食文化があることを体感する．4）

動物の食，植物の食，5）生きている限り　食べ続け　排

泄し続けるでは，「たべる。」ことは命の源であり，様々な

命を食べ，効率良くエネルギーや栄養を摂取するために動

植物がどのような適応をしてきたかを学ぶ．6）命の輪で

は，太陽エネルギーはたくさんの生き物たちの「たべる。」

ことで，生態系の中を循環しており，ヒトもその「命の輪」

の中にいることを学ぶ．具体的な展示内容は下記のとおり

である．

○プロローグ・おいしい食卓，おいしい音

青，オレンジ，緑，赤の食卓ルーレットをまわしてみよ

う（視覚，体験）．ひとつひとつの食べ物と，ひとつの色

になったルーレットをみて視覚的に「おいしい」を感じる．

ゲートのむこうからは動物たちがおいしそうに食べる音が

きこえる（音）．

 

○おいしいってなに？～味わいのメカニズム～

すべては口にいれた瞬間から始まります．こってり，あっ

さり，さわやか等，味を表現する言葉はたくさんあります

が，私たちが感じることができる味は 5つです．赤ちゃん

の泣き声がするので見てみると（音），生まれて初めて味

と出会う母乳の大部分はグルタミン酸．舌コートを着て味

を感じる味蕾と味覚受容体について学んだら（体験），う

ま味の匂いを体験（香り，体験）．かぎ分けられるだろうか？

○日本の食，世界の食（図5，6）

あなたの食事の栄養バランスは大丈夫？ 1日 3食分の料

理を選ぶゲームでバランスチェックをしよう（体験）．地

域の食文化は地域の自然とともに育まれてきた．日本の食，

世界の食について学び，世界の食事情についてトンネルを

くぐりながら学ぶ．「和食」のフルコースを，音と映像で

あたかもお料理を提供されるその席にいるように体感し

（音，視覚，体験），自分の食卓を振り返ると自給率の低さ

と食品廃棄量の多さに驚愕する（視覚，体験）． 

図4．第 50回企画展「たべる。」平面図．

表2．第 50回企画展「たべる。」展示内容．
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○動物の食，植物の食

たべて，たべられて，地球上の生き物たちはつながって

いる．植物は光合成によって二酸化炭素と水から必要な炭

水化物やアミノ酸などをつくりだし，これらを蓄えた植物

は動物によって食べられ，さらに動物は他の動物に食べら

れる．動物はたべるものによって消化の仕組みが違う．栄

養がたりない環境では，植物も昆虫や小動物を分解して吸

収する．LEDの発達によって照度が低い展示室内で展示

可能となった食虫植物の生体を間近で観察する（光，体験）．

 

○生きている限り食べ続け排泄し続ける

たべたら，消化，吸収し，排泄する．これはどの生物も

同じ．同じものをたべても排泄物の形状が違うのは消化の

仕組みが違うから．光の中にうかびあがる剥製とうんちを

比較した後は（光，視覚），スマトラゾウが一日あたりに

するうんちの重さと臭いを体感する（香り，体験）．

 

○命の輪

排泄されたものは，それを分解する微生物や土壌生物に

よってふたたび植物に取り込まれ，生態系の中を循環して

いく．たべることでつながる命の輪．映像と音の調べで伝

える，たべることは生きること（視覚，音）． 

来館者の反応

1「闇夜の動物たち」

本企画展開催期間中の来館者は 36,316人であり，アン

ケートの記入枚数は 442枚（1.2%）であった．性比は，

男性 41%，女性 59%であり，年齢では，10才未満が最も

多く 41%，ついで 10才代が 31%，30才代が 9%，40才代

が 8%，20才代が 6%，50才代が 3%，60才代以上が 2%

である（図 7）．満足度では，満足 83%，普通 15%，不満

足 2%であり（図 8），展示内用のわかりやすさについて

は，わかりやすかった 79%，どちらでもない 15%，わか

りにくかったが 6%であった（図 9）．展示がわかりにく

いと回答した 29名のうち，7名が展示に不満足，22名が

普通と回答した．展示が各コーナーへの反応では，海中散

歩（87%），闇夜の世界へようこそ（86%），夜の森（81%）

の順で満足度が高い傾向が認められた．企画展が不満足で

ある，と回答した理由では，「初めはすごく良かったけど，

段々しょぼくなって来た」，「いくつかメンテナンス中で残

念」，「本物がいると思ったのに」などがあげられた．一方，

満足な理由としては，「体験できる」，「わかりやすい」，「動

物の生態系を知れた」，「とてもリアルで本当に夜の森にい

るようだった」，「興味がでるようなものだった」などがあっ

た．

図5．世界の食・日本の食・バランスゲーム・会場写真．

図6．世界の食・日本の食・和食プロジェクション・会場写真．

図7．第47回企画展「闇夜の動物たち」アンケート記入者年齢構成．

図 9．第 47 回企画展「闇夜の
動物たち」企画展理解度．

図 8．第 47回企画展「闇夜
の動物たち」企画展満足度．
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2「たべる。」

本企画展開催期間中の来館者は 32,917人であり，アン

ケートの記入枚数は 565枚（1.7%）であった．性比は，男

性 37%，女性 55%，無回答 8%であり，年齢では，10才

未満が最も多く 28%，10才代が 21%，30才代が 16%，40

才代が 13%，20才代が 8%，50代以上が 4%，60才以上が

4%であった（図 10）．企画展満足度では，内容に満足が

89%，普通 6%，不満足が 5%であり（図 11），展示のわ

かりやすさについては，わかりやすかったが 83%，どち

らでもないが 7%，わかりにくかったが 10%であった（図

12）．不満足と回答した 24名の中で，展示がわかりにくかっ

たと回答したのは 12名，普通と回答したのは 6名，わか

りやすかったと回答したのは 5名であった．一方，わかり

にくかったと回答した 54名のうち，展示に満足と回答し

たのが 30名，普通と回答したのは 11名，不満足と回答し

たのは 12名であった．各コーナーへの反応では，日本の

食，世界の食（84%），生きている限り食べ続け排泄し続

ける（80%），動物の消化の仕組み（78%），生き物たちの

おいしいシーン（77%）の順で満足度が高い傾向が認めら

れた．展示の内容が不満足な理由としては，「さわれるも

のがすくなかった」，「人が生まれつき，たべものの好き嫌

いがある理由をしりたかった」などがあり，満足な理由と

しては，「大人が楽しめる展示だった」，「食に対しての関

心が強かったから」，「視点がよかった」，「知っていること

をいろいろな形で表し改めて食についてかんがえさせてい

た」，「当たり前の日常を反省することができた」などがあっ

た．

展示のあり方と今後の方向性

いずれの企画展についても，来館者が展示を観覧して即

座に「生物多様性を守らなくては！」と感じ，行動に移す

ことは少ないかもしれない（石田ほか，2010）．生物多様

性と命のつながりを，展示という限られた空間の中で十分

に実感していただくことは難しい．しかし，ひとつのテー

マを掘り下げるとともに，課題を身近に感じていただくた

めに日々の食卓や食べものなど日常的な暮らしに直結する

内容を取り入れる，あるいは，来館者の 5感にうったえる

しかけなど，直感的に感じることで共感し，体験型展示を

通して実感するアプローチは，自らの暮らしを振り返り，

少し立ち止まって考えるきっかけを提供するものであると

考える．日々の暮らしの中のひとつひとつの選択・行動が

積み重なって，自然環境に大きな影響を与える結果となる

のであれば，そのひとつひとつを見直し，環境負荷を与え

ない暮らしの方向に行動が変化するよう動機付けをしてい

くことが重要であり，それが持続可能な社会をつくること

に結果つながっていくと考えられる．また，展示と人をつ

なぐ解説員も，来館者が提示された内容に対して共感する

きっかけをつくる大切な要の一つであり，共感を実感へと

移行させる役割を担っているのは言うまでもない．

両企画展のアンケート記入年齢を比較すると，「闇夜の

動物たち」よりも「たべる。」の方が，30歳代，40歳代の

記入が多い傾向が認められた．これは，日々の暮らしに直

結する「たべる。」ことが企画展のテーマだったことによ

るものと推察される．展示に関する感想をみても，「闇夜

の動物たち」では，「体験ができる」「リアルで夜の森にい

るようだった」「動物の生態系」がわかったとのコメント

が多く認められた一方，「たべる。」では，「大人が楽しめ

る展示．「食」の大切さを子供に教えたい．良い機会になっ

た」，「食べる＝命を育むということを実感できました」「一

見，遠い話題でも，身近に感じられる」，「私は都会で農業

をしています．食べ物の大切さを改めて考えさせられまし

た」，「自然に自分の立場を考えられるようになっていた．

それぞれのテーマも日常生活と関わりがあって興味深かっ

た」といった，来館者の意識に変化があったことが伺えた．

成人教育学の分野においては，これまで，成人は学習を通

してそれまであたりまえと考えていた「前提」や価値観を

批判的に振り返ることによって，内面的な変化がもたらさ

れることが指摘されており（小池・志々田，2004．）食事
図12．第 50回企画展
「たべる。」企画展理解度．

図11．第 50回企画展
「たべる。」企画展満足度．

図10．第 50回企画展「たべる。」アンケート記入者年齢構成．
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バランス・ゲームで自らの食卓を振り返り，その後，日本

の食品自給率や，世界の食事事情を学ぶことによって，自

らの食卓のあり方を見直すように設定した構成が効果をも

たらしたと推察される．中には，「案内のお姉さんがとて

も親切で，とても良かった」というコメントもあり，解説

員，案内員，看視員が，展示物と人をコミュニケーション

によってつなぐ重要な役割をはたしていることも改めて確

認された．「たべる。」展においてこのようなコメントがあっ

たことは，展示のテーマとした題材が，解説者自身も共感

し，解説しやすい内容であったことが示唆される．

「闇夜の動物たち」において満足度が 87%と最も高かっ

た海中散歩，「たべる。」において満足度が 84%と最も高

かった日本の食・世界の食の空間構成要素に着目すると，

海中散歩では，磯の「香り」，ホタルイカの「視覚，光，体験」，

月明かりと波「光」，波音「音」，生き物の光，演出「光，

視覚，体験」と，「音」「光」「香り」「視覚」「体験」のす

べての要素がそろっており，これにより来館者がまるで海

にいるような臨場感を感じ，印象に残る展示となったこと

が推察される．「たべる。」においては，自らの食卓をチェッ

クする「体験」，和食のフルコースをプロジェクションで

体験する「音，視覚，体験」，自給率の低さと食品廃棄量

の大きさを体験する「視覚，体験」と，「音」「視覚」「体

験」の 3要素で構成されており，なかでも「体験」が多い

ことにより来館者がじっくりと自らの食卓を振り返り，プ

ロジェクションの効果で食品自給率についても考える素地

が生まれたと推察される．これらのことから，来館者が共

感し，実感するには「音」「光」「香り」「視覚」「体験」の

うち，少なくとも「音」と「視覚」の連動，「体験」の組

み合わせが効果的であり，「香り」「光」の 2要素について

も取り込むことができればより効果が高まることが示唆さ

れた．

さて，来館者が不満足な理由も「闇夜の動物たち」と「た

べる。」では異なる傾向が認められた．「闇夜の動物たち」

では，本物の動物がいるかと思って期待してきたのに，そ

れが見られなかったから，展示が故障中で体験できなかっ

たなど，期待したが，体験できなかったことに対する不満

足であったといえるだろう．事実，展示がわかりにくい，

と回答したが，展示の内容は普通であったと回答した来館

者も認められ，わかりにくいことと展示の満足度が必ずし

も直結していないことも伺えた．

「たべる。」では，さわれるものが少なかった，といった「闇

夜の動物たち」と同様に展示物に関するコメントがあった

一方で，もっと知りたいことがあったのに知ることができ

なかった，という，知的好奇心は誘発されたが，その先を

フォローする内容がなかったという点で異なっていた．こ

れは身近なテーマを多角的に提示したことで生じた反応で

はないかと考えられる．また，展示がわかりにくい，と回

答したが，展示の内容には満足であったと回答した来館者

も認められたことから，「闇夜の動物たち」と同様に，展

示の内容がわかりにくいと感じたことと満足度が必ずしも

直結していないことが確認された．

展示が故障中で体験できなかった件については，博物館

として本来あってはならないことである．これについては，

設計の段階で，設置・導入の際の想定しうる問題を洗い出

しリスク管理を行うことである程度は回避可能であると考

える．もっと知りたいと興味関心を深めた来館者に対して

は，来館者が気軽に質問できる環境を整える，補助説明用

の資料を提供する，意見を踏まえて発展的な事業を展開す

るなど，展示期間中の企画展の運営の改善や，その後のフォ

ローアップの教育普及事業を導入することで，より理解を

深め満足度を高める内容を提供できるものと考える．

自然史博物館の展示は，自然史科学の現状を正しく伝

え，関心を持っていただき，自然史を通して科学的に物を

捉え考える姿勢を育むことが基本である（森田，1998）．

展示を通して自然史に関心をもっていただき，愛着を感じ

ていただき，さらに知りたいという自由な学びを誘発する

には，科学的情報を「押しつけ」ではなく「楽しく」伝

え，浸透させていく工夫が必要であると考える．また，博

物館における学びは，極めて自己的プロセスであり，学び

による意識変容の度合いは個人属性の他，生活環境や日常

生活，文化的背景，過去の経験値などに大きく左右される

（Bamberger and Tal, 2007)．来館者の意識変容の成立には，

展示を観覧する来館者，展示を提供する博物館職員の姿勢・

資質，提供する内容や方法によって大きく左右されること

も想定されることから，学びを支援する側は，利用者の状

況を見極め，能動的に対応することが求められる．今後は，

共感，体感，実感をキーワードとした，来館者の 5感にうっ

たえる空間づくりをさらに発展させるとともに，「もっと

知りたい」という声に応えられるよう解説員等による科学

コミュニケーションも充実させた双方向的な展示をさらに

展開していきたいと考えている．
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