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〔特別展〕 確かな未来を体験する

一一一テレコムランド '78 一一

汁まい， ζ ちら大手町の電気通信科学館です.サンシ

ャイン 60 の展望は，今日もすばらしいようですね./"

残暑のきびしい 8 月のある日，私は開館 3 周年を迎え

た電気通信科学館を訪問した.同館恒例の夏休み特別展

を見学するのが目的である.今年のテーマは， r明日のコ

ミュニケーショシをさぐるーテレコムランド '78- j.

いつも笑顔の企画課岡本嬢に案内を乞い，熱気あふれ

る特別展会場内へ.冒頭の会話は乙の特別展の目玉とも

いえる「テレビ応答システム」でのコンパニオン嬢の呼

びかけである .ζ のシステムは，今回とくにマスコミ等

も含めて注目を集めたもので，同館と池袋のノッポピノレ

、サンシャイン 60' をマイクロ波で結び，テレビ画像 lζ

音声で相方向の応答を行なうシステムなのである.

乙れは，単 Iζ テレビを通して相方で会話や雰囲気を楽

しむばかりでなく，科学館からすンシャイン 60 のテレビ

カメラをリモートコントローノレしたり，サシシャイン 60

の観客の顔をテレビカメラでとらえ， これをマイクロ波

で科学館に伝送すると，コンピュータが似顔絵を作成し

て高速ファクシミリで送り返すなど，近未来の通信技術

を十分堪能できるものである それにしても，同館のコ

サンシャイン 60 ピノレとの二元応答システム
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ンパニオン嬢たちが，単に科学lζ強いばかりでなく，親

しさの中に品格ある態度で堂々と司会し解説している姿

をみると，世代のもつ若々しさと共!C，すぐれた教育訓

練をしている同館の努力に敬服するものである.

さて， 改めて会場を眺めてみよう.場内はおよそ 100

IIf，乙の中におよそ14項目の展示がグィスプレイされて

いるが，入館者が多いときは，やや狭いようである.

展示は，いずれも今日の我が国の電気通信技術の優秀

さを示すにふさわしい項目が選ばれていて楽しい. 4 ピ

ットマイクロコンピュータとシンセサイヂを結合して楽

しむ「四重奏J ，間もなく実用化されようとしている

「自動車電話」などは子供たちの人気の的 中でも注目

を集めているのがビデオ・レスポンスシステム (V RS)

といわれるものである.

乙れは電々 公社が将来実用化しようと研究開発を進め

ているもので，家庭のテレビ受像機とプッシュフォンを

使い，画像セシターに登録されている各種の映像情報を

呼び出してサービスを受けようというものである.番組

の形態は，静止画と動画の組合せ， V クエス卜動画なの

で，利用者個人の要求に応じて，画像センターにブァイ

守・四聴聞崎綱相姐蜘明働
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ノレされている番組を好きな時聞に呼び出すことができ は，機械ではなく人間の生の声なのである.それだけに

る もちろん必要なプログラムには，音声による解説が コンパニオンのもつ責任は重い.正確な情報を常に収集

あるのはいうまでもない.現在のところ研究段階であ し，それを相手に応じて適格にトランスレイトする能力

り，一般サービスは先の乙ととなるが，デモ実験できる が要求されていることだろう.私は，まだ同館のコシパ

プログラムIeは，教養コースとして英語や数学，囲碁， ニオンの全員と語り合ったわけではないが，多分良い指

食事マナー，地域の歴史など，娯楽コースとして各種の h\ 、導者のもと K 日々 努力されている ζ とであろう.

グームやクイズなど，各種案内として，宿泊施設案内や さて，乙の特別展， 35 日間で 14 ， 000 人を越える入館者

博物館紹介などが用意されている.会場内では，テレビ を数え，しかも年々 増加の傾向を示しているという.関

時代に育った子供たちが，おどおどしている大人を尻目 係者の努力が実を結び始めたのであろう.単に興味本位

に，盛んにグームやクイズに取り組んでいる光景がやけ のものでなく，やや程度は高いけれどしっかりした企画

に目についた.我々 大人が感心している中で，子供たち のもとに乙のような催事が続けられてゆくならば，質の

は，さも当然といった顔つきでいるのは，時代のせいだ よいファンが増えてゆくのではないか.電気通信科学館

ろうか.最近の子供たちは，多少の新しい技術にはおど の今後の着実な御発展を祈るとともに，次の特別展を心

ろかなくなった，とよく言われる.キーボードの使い方 より楽しみにしているものである.

などは堂にいったものだ一方，子供たちの読書時聞が なお，乙のノレポ記を書くに当たって，編集委員の西山

減少しつつあるデータも発表されている.さて一体どう 氏(神奈川県青少年センター)と電気通信科学館の岡本

したものか，親のとまどう姿が自にうかぶ.いやおうな さんに私の 3 人で，池袋西武のテレトピア '78 ， サシシ

く進む社会の情報化は，乙の子供たちが将来主役になっ ャイン 60の展望台を見学Ie行った

て発展させてゆくのだろう，と考えるとたのもしくもあ 真夏の暑い日であったが，楽しい半日であった.今

り，また，何か置いていってしまうものがないか，と不 回，その内容には触れなかったが，乙のニュースが"7~

安にもなってくる.しかし，乙の館を訪れる子供の親は ネリ化しないよう，乙うしたノレポを機会あるどとに行な

心配する必要はない.乙の館にはコンパニオシとの生の い，会員館園の皆様に御紹介したいと考えている

コミュニケーションがあるからだテレコミュニケーシ 編集委員山田英徳

ヨンという時代の先端をゆく技術を紹介し語りかけるの (科学技術館)

夏の特別展をおえて

電気通信科学館

電気通信科学館で l丸 、明日のコミュニケーショシを

さぐる'というすプタイトノレで、テレコムランド '78#

を 7 月 28 日から 8 月 31 日まで開催しました.

当館の特別展は，年 lζ3 回行なわれますが，実際Ie展

示場に出てお客様と接した感想を述べたいと思います.

今回は，離れたと乙ろへ即時に送るととができるテレ

メーノレ，ファックス等を，科学館と第 2 会場のサシシャ

イシ 60 との間でお客様に実際 lこ体験していただき，それ

をテレビ回線を用いて画面から御覧いただけるよう配慮

したところ，やはり，説明を聞いているより，関心も深

まったようで， 、信じられない#、驚いた#‘本当で

すか M という声も多かった.特 lζ テレメーノレの場合， 自

筆で相手に送られることが人気のまとでした.

VRS (テレビ応答システム〕は，家庭にあるテレど

に接続する乙とにより，今まで情報の受け手であった私

たちが，主導的にクイズ，グーム，学習のやりとりがで

きるという乙とで，大人の方の関心も集まり，電々公社
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から依頼されたアンケート調査にも協力していただけま

した.

VRS の場合，私たちも専門家の指導を受け，資料も

比較的ありましたが，かベかけテレビ (E L テレビ)

は，画期的な展示で質問される内容も多岐にわたり，十

分にお答えできなかった乙とを残念に思います.

サンシャイン60展望台と科学館の二元応答システム，

また 8 月 11 日 ~16 日の聞は、テレトピア '78" の会場に

あたる池袋西武デパートを加えた三元応答システムの実

演を行いました.科学館側のお客様は，ある程度の目的や

興味で参加してくださる方，サンシャイシ60は， 60階の

展望という目的をもった見学者というように，科学館以

外の場所で，それぞれ違った目的をもったお客様に電気

とか通信をわかっていただくことは，むずかしいもので

した.お客様に接する場合，相手の気持ちゃ立場になって

接する乙とが，いかに大切であるかを，今さらのように感

じさせられました.それでもどうにか，やさしい電気通信
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の知識をもじったクイズやグームでは，小さい子供たち

もたのしく勉強でき，それなりに効果があったようです.

それぞれのコンパニオシが独自の番組を作り出してい

たため，お客様の中ではミどのチャンネノレで放送されて

いるのですか'というおもしろい質問も出ました.乙の

三元応答システムは来館者の皆様が直接参画して，お互

いに情報を交換するという始めての試みであり，私たち

も初めての体験で，毎日工夫しながら考えながら運行し

【新しい展示】

た次第です. このシスデム関係の通信機器は，かなり膨

大なものとなり，お客様の興味をひきました.

近年，電気通信はますますめまぐるしく進歩していま

す.来館者がコンパニオンとの対話の中で，電気通信と

はどんなものか，社会の中でどのように活用されていく

のか，その 1 コ 7でも身近に感じていただけたら，幸い

と思います(コンパニオン 古屋直美)

ロボ"/卜の展示を更新

東京都児童会館

1. 東京都児童会館について

東京都児童会館は，昭和 39 年春 iζ 隣設され，館内には

いろいろな室や設備があり，児童がのびのびと自由に動

かしたり，活動できるような魅力のあるものが特に配慮

されています.

子どもたちに健全な遊び場を提供するという児童会館

の役割は重大であり，またそれだけ仕事のむずかしさが

あるともいえましょう.

2. ロボッ卜について

児童会館のロボットは，児童に対して，未来への限り

ない科学への夢を育てるものとして入館者の人気の的で

ある.

第 1 号富士男君，第 2 号宇宙探検親子ロポット(アル

フ 768 ，ベータ -43 の両君〕 ζ の両君は昭和 43 年 3 月誕

生以来 10 年を経過したため，科学の進歩と遊びの多様化

した現在，児童のニードに応えられなくなったばかりで

なく老朽化してきたので，つづいて， SF ブームの 1978

年 3 月 28 日にいよいよ 3 代目コンビュータロボットの登

場となりました.

本年 5 月 5 自には，多数の愛称応募の中からシルバー

ナイトという愛称が選ばれ，命名されました.

3. シノレパーナイトについて

シノレバーナイトはすべての動作をコンビュータによっ

てコントロールします.

身長は， 1900mm ，体重 250 kg ，外装は硬いステンレス

鏑で作られています.

内部Ieはコンビュータを中心に，コンビュータの命令

を機械に伝えたり機械の動きをコンビュータのわかる信

号に変える入出力装置や小さな信号を大きな信号 K変え

るパワー増幅装置がいっぱいつまっています.

シノレバーナ

イトの特徴は

無線装置は一

切使用せずそ

の動作が全部

コンビュータ

の命令で動く

乙と事です.

従ってプログ

ラムの組み方

によっては色

な々事をさせ

る事ができま

す.

人間はただ

発光器の光線

をロボットにあてるととによってロボットをスター卜さ

せるだけで，ロボットIe装備されている装置を色々に組

み合せて作動させる事ができます.例えば，握手をした

り，歌を歌ったり，又別の場所へ行って廻転したり，手

を上下させたり，目を光らせたり，左折，右折して歩い

たり，後進したりして，もとの位置に戻り自動的に停止

させる事ができます.又乙のロボットには，足 102 コの

超音波送受波器がついており自分でそ乙に何かがある，

例えば人がいたりすると「近寄らないでください J と

か，停止したり，又，パックしたりします.従ってとの

プログラムを使うと物にぶつからないで自由に歩行させ

る事ができます.万ーにそなえて足にはストッパーが設

けられ，故障した場合でも停止するように作られていま

す(笠原卓司)
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博物館は、触れるグためにある

VICTORJ.DANILOV

(教育学博士・シカゴ科学工業博物館ディレクター)

自分自身で操作する展示品を持っている新しいタイプ

の博物館は，世界中の博物館や学校と深い連けいを持っ

ととのできる北米大陸に出現している

それらは，最近の科学と技術に関する博物館であり，

しばしば科学と技術のセンターとしてもよく知られてい

る.

乙れらと似ていない伝来の博物館は，一般に工芸品や

収集品を主とし，学芸員が居り，研究を指導し，学習書

を発行し， ミ手をふれるな H やミ静しゅくに u の指示を

している ととろが先Ie述べた博物館は，現在と未来と

を第ーに取扱い，訪れる一般人との相互作用をねらって

いて，博物館 K行く乙とが楽しいというようにしむけ，

また科学と技術を感得させ理解させる ζ とを促進させる

ようにする博物館なのである. しかしながら，乙れらは

純然たる教育的施設ではなく，通常政府によって操作さ

れもしないが，地域における科学一般教育上の重要な媒

介者なのである.

北米における約 30 の近代科学技術博物館は 2 千万に

迫る 1 年間の入館者を持っている. しかしながら，それ

らはそれぞれの組織や内容や運営等において非常に異な

っている ただし，次に掲げるような多くの共通な特質

を持っているのである

0それらは物理的な科学技術を第ーにとりあげている

が，また，生命科学における広範囲な展示を行って

いる目

0それらは過去よりも現在と未来とを第ーにとりあげ

る.

0それらは教育的展示品を構成するうえで，少しの工

芸品と収集品を関連させている.

Oそれらは三次元的で，一般大衆を引き乙むような展

示による相互作用を起乙す技術を大きく使用する.

0それらはいつも広範囲な科学教育プログラムを持

ち，地方の学校や地域グループと協力する.

0それらは展示品や教育プログラムの幾つかを準備す

るための投資を，工業や他の関連団体に時々 頼る.

0それらは科学的原理，技術的応用，社会的関係につ

いて，教育的であると同様，楽しみなものとする方

法を探し求めることに重点をおく.

いっぽう，乙れらの博物館(科学技術センター)は，歴

史的機械，農機具，自動車，情報伝達装置，汽車，科学

機器，医用機器，地域または国内外に意義のある工芸品
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のための倉庫の役割もしており，ショーケースとして奉

仕しているヨーロッパ技術博物館の子孫としての様相を

も持っている.

一番最初の技術博物館は， 1802年ノリにおける美術と

手工に関する国立学校の技術博物館であった.そしてそ

れは， 1857年lζ ロンドンの科学博物館によって後をつが

れた つづいて1872年モスクワにおいて技術博物館，

1875年にワルシャワにおいて技術博物館というふうに続

いて設立された これらの早い時期の科学と技術に関す

る博物館はすべて，自然現象上の基礎的及び歴史的なも

のであり，美術，歴史，自然史研究機関の一部と少しば

かり様子を異にしたものにすぎなかった

1903年 1<= ， ドイツの指導者的電気技術者であったオス

カーブオンミラーがミュンヘンにドイツ博物館を建設す

るまでは，現代のような科学博物館は発足していなかっ

たのである.彼は，博物館の中に操作模型や実演を独創

的な装置や機械と同じように加えて，新機軸を出した

フォシミラーは言った. ドイツ博物館の目的は，生徒た

ちゃ勤労者等を教育して，人類が存在する課題に対する

科学や技術の多種多様な応用効果を知らしめ，かつ人類

進歩への刺激，偉大な研究者や発明者の業績に尊敬を生

かし続けるためにあると

さて，シカゴの実業家であり，慈善家であったジュリ

リアス・ローセ.ンワノレドはアメリカにおいても類似の博

物館を確立すべき乙とを，新しい概念をもって印象づ

け，説いて廻った.

1926年に法人を設立し，シカゴに1933年科学工業博物

館を開館した乙とは，彼の努力と寛容の大きさを示すも

のであった.彼は言った シカコ・は偉大な工業博物館が

博覧会を必要とする一般人のために重要な施設のーっと

してあらねばならない.そ乙には，生産や製造における

機械的な過程を可能な限り実際Ie近い形で展示する機械

や作動模型を収容すべきであると'彼はまた次のような

利点も書いている すなわち，シカゴのような工業セン

ターにおいては，人々への娯楽と指導のためという特質

をもった永久展示であるべきであり，手工業者，学生，

技師，科学者たちが彼等の空想、を拡大できる機会を持て

るような場所であり，実際の機械に触れ，理化学装置の

作動模型を都合のよい時に静かに実験できる乙とによっ

て自分自身の課題に対しより良い理解を得，また多分有

用な発明を通じて世界の繁栄に新しく貢献する場所であ
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るというのである.

同じ頃，ニューヨークに科学工業博物館が構成される

過程にあった.それは1930年に開館され，その初期の目

標は， 、歴史的である以上に教育的である H ことにあっ

た.

運悪く，と乙は10年間の終わり前に支援の欠乏のため

に閉館を強行されてしまった.

また，フィラグノレブイアのフランクリン研究所が科学

博物館とプラネタリクムを，デトロイトIe近いクランプ

ノレック研究所が科学博物館を創設したのも 1930年中であ

っ Tこ.

近代科学技術関係、博物館が展開されたのは，まさにこ

れらの開始からである.

新しい世代の科学博物館は，歴史的工芸品から段々と

遠ざかり，実演や操作展示品，教育的プログラムを提供

する新しい概念を開発したのである.原理や応用を教え

るように創作された展示は，工芸品や模型にくらべてよ

り効果的である ζ とを見出した.

そして，そのように構成された展示品は，参観者を巻

きこむようにし，相互作用的に手をふれさせるように工

夫された時に最も効果を発揮するととを知った.受け身

の観察者となる代わりに，押しボタンやクラ γ クを回

し， レパーを持ち上げ，実験をなしとげ，楽しい他の活

動をしながら学習する一一乙のことは，まさに基礎的な

教育方法である.

博物館は， ‘もの、からミ自分でやる展示品、に移行

する乙とによって，基礎科学原理，最近の技術応用，さ

らにそれらの社会的な関連性をより大きく強調した.

過去からのミものミは，現在と未来とを扱う展示品の

ために，ただ単lζ参考となる一部としてだけ存在する乙

とになってきた

乙の移り変わりのかかわりとして，博物館は重要な技

術資料や財政的支持，地域指導任務などに役立つ価値あ

るものとして工業というものを認識したのである.

広範囲の展示と教育プログラム内容のための外部から

の援助一一つまり，契約デずイナー，展示製作者，会社

によって用意された基金，貿易協会や専門学会，政府部

局，健康機関，大学，さらに，個人までも関係して開発

する乙とは，比較的少ない専門スタップにとって大きな

力となった.

乙の変化を成就することにおいて，博物館は計画の状

況を承認するか却下するかの正当性を維持するよう，展

示品の言わんとすることや内容とか設計をおだやかに制

御するととに確信を持つようになった.とのととは，あ

らゆ老種類の教育的プログラムを大きく重要視する乙と

に該当;[補なわれたのである.
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科学技術センターは，事実上非公式な教育施設になり

つつあり，学校システムへの公式な贈物を補足するよう

になってきている.

博物館は学校職員とともに働く乙とに加えて，他のグ

ノレープ一環境とか健康，未成年の機関のような一人々に

科学教育を促進するうえで協力する

北米において，古い歴史的技術博物館が，最新の科学

技術K関する新しい博物館κ変わりつつある乙とは，乙

の背景をふまえている.

地球半球における30の近代科学技術博物館のうち， 18

は本来の科学技術セジターであり， 9 つは一部が科学技

術を扱い，そして 3 つは構築中で， 1975~76 年に開館さ

れる.

全体のうち 28 はアメリカにあり，あとカナダ，メキシ

コにそれぞれ 1 つずつある.

科学技術センターのうちで最大のものは，シカゴ科学

工業博物館である そ ζlζ は， 75 専門分野1e 2 千以上の

展示品があり， 60 万平方フィート以上を超える建物内に

存在する.

乙とは世界で最も一般向きの博物館の一つであり，あ

らゆる州と幾百の国から 350 万人を超える年間の参観者

がある.

展示品の約半分は企業会社や外カク団体から寄贈され

ており，またそれらには応用数学，自動車工業，農業機

械，化学工業，写真電気通信，石油工業，航空，製

鋼，歯科保護，ガン防止とか宇宙探査研究に貢献する調

査研究機関など各種の専閉法人が包括されている.

博物館のアトラクショシの中には，実物大の操作石炭

機械，捕獲されたドイツの U-505 潜水艦， 16 フィートの

歩いて通れる心臓模型，最初Ie月軌道をまわったアポロ

8 号字宙船，家畜小屋を持った実物大の農家の庭とドー

ム IC 反射される 40 フィー卜のた球状態業 -Agrisphere"

ひよとのふ化するふ卵器，宝石に似せた人形の家，手細

工の動く 2 万 2 千の小さな立体像をもったサーカスの展

示，観客をとりまいて包む高さ 30 フィートのスクリーン

iζ 投影される色彩映画などである. シカゴ科学工業博物

館は，アメリカの科学技術と工業の歴史とその貢献およ

び未来の姿についてのプログラムと重要な二百年祭に関

する展示を提供する場所である.

二百年祭の展示を 3 年間を通じて l 千万人以上の人々

が見る乙とだろう.

その他の大きな科学技術センターとしては， トロン卜

のオンタリ方科学センター， ロスアジゼノレスのカリフォ

ノレニア科学工業博物館， ブィラデノレフイアのブラシクリ

ン研究所科学博物館，ボストンの科学博物館がある.

オシタリオ科学センターは，公園風に設置され，相互

5 ー
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lζ連結された三つの建物の複合体で，オジタリオ州の百

年祭計画の一環としてつくられた. 1969 年に開館され，

大衆性をもつことに重点がおかれ，年間約 130 万人以上

の参観者をもっている.

展示品 IC参観者を巻きこむのに加えて，講義やフィノレ

ムその他の視聴覚による呈示のほかに，種々 の化学・物

理・生物現象に関する演示が行なわれる.展示物の大部

分は基礎的な科学原理を扱っているが，いっぽうレーヂ，

サイクロトロン，分光光度計，コシピュータの新技術に

関係したものもある.展示は，分子の世界，宇宙，環境，

遺伝，自然資源，輸送等の分野に分かれて構成されてい

るが，呼びものの一つはすィエンスアーケードである.

そ乙では，参観者は光学的などまかし，感覚の混乱を経

験したり，滑車のパズノレで動力の中心を発見したり，光

をともすエネノレギーをつくったり，音楽を演奏したり，

テレビ lζ像をつくったりするのである.

メキシコシティにある技術博物館は，メキシコ共和国

における発送配電の国家機関である国家電気委員会の部

局として存在している.との博物館が 1970 年に出現した

時は，電気の原理を述べるだけに充てられていた.

それ以来，他の科学技術分野をもとりかとむように広

げられつつあり，参観者は年間 60万人にも増加してい

る.

主な展示品は，電気と輸送分野のものであるが，後者

には船舶・自動車・鉄道・航空・宇宙まで含んでいる.

最新のアトラクションの中には，実物大蒸気機関，初期

のジーゼノレエンジン， 1937 年-60 年の間使用された大統

領列車がある.博物館はまた，多くの人々 のための技術

的，科学的シンポジクムや文化的プログラムの開催場所

ともなっている

カリフォノレニア科学工業博物館は，特別財団を通して

運営される州の施設である.

それは 1872 年の農業展示ホールの開始にはじまり，エ

キスポジション公園内に 6 つの隣りあった建物を使い，

年間約 3 百万人の人々 に役立っている

過半数の展示品は，エネノレギー，通信，電気，数学，

鉱物，航空，輸送，自動車，水資源，歯の健康，自然資

源、，宇宙，健康，農業の分野で構成されている.

健康ホールー離れた建物を占有しているーは，生殖，

薬物常用，神経系，循環系に関する展示を行っている.

ペンジャミン・フラジクリジ・ナショナノレメモリアノレ

用地であるフランクリン研究所は. 1824 年に一般大衆に

科学と技術の知識を普及振興するために創設された.

1934 年に科学博物館とプラネタリクムが別の施設とし

て加えられた.年間の参観者は 65万人である.乙乙の展

示では，参加して発見する乙とに焦点をあてている.

参観者は，巨大なパチンコ機械を操作してエネノレギー

について学ぶし，エレクトロニクス音楽を楽しみながら

音波について知識を吸収し，また人間の水中における歴

史を調べるコースのフィノレムを見る.学習は楽しみなが

ら，という形態をとる乙とに重点をおかれている.

例えば古風な蒸気機関車に乗ったり，古い型の自転

車，技能と想像に挑戦するパズルやグームなどである.

プラネタリクムとその多重媒体は，近代宇宙技術と昔

の天文知識を通じて正しい方向づけを行っている.

ポストンの科学博物館は，内乱の聞に建てられた自然

史博物館から発展したものである.博物館がチャーノレス

川流域に現在の形態をとるようになったのは. 1949 年以

後であった 80万人近くまで参観者が増えていくには，

何回も拡張されねばならなかった.

現在，宇宙，環境，技術，健康，その他多数項目 lζ 関

する展示を行っている.生きている動物，物理科学現

象，透明婦人模型，人間の誕生，医薬，心臓に関するユ

ニット組合せ， 90 フィートの長い波の実験装置，操作で

きる蒸気機関，電話通信のコシピュータ化，月着陸船の

実物大模型などがあるほか，プラネタリクムは定時』 ζ字

宙の神磁を探検するスカイショクを行っている

ある種の科学技術センタ一一一ポートランドにあるオ

レゴン科学工業博物館とカリフォノレニアのパークレイに

あるローレンス科学ホーノレーーは，深く教育にかかわり

あっている.

オレゴン博物館は，広範囲な展示計画 IC加えて，学校

へは手さげカバン式展示品を与えたり，市街地周辺の人

に々対し科学探究計画を指導し，森林地帯自然キャ γプ

を運営したり，研究課題を作業する生徒たちが使用する

ための実験装置について指導したりするコースを提供し

ている.

ノ〈ークレイにあるカリフォノレニア大学の一部である，

ローレンス科学ホーノレは科学教育研究活動 K大きな重点

を指向している.その業績として，初等学校のための新

しい科学の教科課程の開発がある また 2 年制化学技

能者大学プログラムのための本，フィノレム，教具の開発

があり，その他，新しい化学と生物系の教科課程プログ

ラムも手がけ，科学と技術系教師のための施設としても

役立っている.ローレンスホールはまた，コンピュータ

教育にも熱心であるほか，心理学や乙どもの発育の歴

史，身体障害者のための科学研究対策にも熱意を示して

いる.

以上のほか，ある種の科学技術センターは，境界領域

のテーマに特別焦点をあてている.

例えば，ダラス健康と科学博物館は，医薬と健康につ

いて，またピッツパーグのパクノレプラネ夕日夕ムと科学

6 ー
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施設では天文学，オークリッジのアメリカ原子力博物館

は核エネルギーといったぐあいである.

新しい施設としてはエクスプロラトリクムがある こ

れは，サンフランシスコにあって，感覚とか知覚を強調

している.

デトロイト科学センターは，新しい便利さを計画した

操作装置をもち， 9 ューベ/' H. フリート宇宙劇場お

よび科学センターはすシディゴにあるが， 15台の投映機

を使った独特の多重媒体による宇宙スベクタノレを上映し

ている 乙れらのほか現在，三つの新しい科学技術セン

ターが建造されつつある.

それは，テキサス，アマリロに発見セシター，パノレチ

モア lζ79 ーラシド科学センター， リ ッチモンド iζパー

ギニア科学博物館がそれぞれ進行中である.

リッチモシドのものは，本部建屋が太陽エネノレギーを

利用して加熱，冷却を行うような設計である.乙れは，

エネノレギー源として太陽熱を利用する公衆の建物として

は世界最大のものである.

いまや，科学技術セシターは，博物館と教育分野との

両方に新しい展望を開きつつある.

博物館は，歴史的な品物の貯蔵庫を持つだけであった

り，あるいは効果という乙とに全く超然としていたり，

くどくて退屈したりする乙との無いことを証明しつつあ

る

これらの、手で触れよ d という新しい接近は，学習を

楽しし適切なものにするのに役立ちつつある，

乙れらの新しい科学技術博物館一一それは長い間確立

されてきたヨーロッパの技術博物館においてさえーー

は，大いに高い度合いの興味をひき起乙す動機となる ζ

とであろう.

(訳者:元科学技術館展示部長

皆川紗武良 昭和53年 3 月)
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昭和 53 年度

博物館職員講習のお知らせ

国立社会教育研修所主催の昭和 53 年度博物館職員講習

は， 12 月 1 日(金)から 12 月 21 日(木〉まで実施される乙と

になりました .ζ の講習は，自然科学系学芸員の養成を

主目的としたもので，現在博物館および博物館相当施設

に勤務する者を対象とし，昭和 53 年度と昭和 54 年度の 2

か年にわたって実施するものです. 2 か年にわたって全

課程を履習し，単位修得の認定がなされた者は，学芸員

の資格を取得する乙とができます.

昭和 54 年度には，新規の募集がありませんので，特 Ie

御注意ください.

受講の希望，実施内容の詳細，あるいは受講資格等に

ついては，各都道府県の社会教育課へお問い合わせくだ

さい.

なお，国立社会教育研修所の所在地は，東京都台東区

上野公園 12-43 (ow110 ，貧 03-824-024 1)です.

会員館園の消息

【人事異動】

逓信博物館

新館長河野祐新，旧館長和田敏夫

会員館園の紹介

山口県立山口博物館

所在地山口市春日町 8 -2 (oW753)

電話 08392-2-0292

休館日 (1) 毎週月曜日 (2) 子供の日，文化の日を除く

祝日 (3) 年末，年始(1 2月 28 日 1 日)

入館料小中学生 20 円，高大学生 30 円，一般 50 円

今年で創立 62 年を迎えた山口博物館は，自然科学系と

して理工，天文，地学，動物，植物の各部門を，人文系

として歴史，考古，美術工芸の各部門をもっ総合博物館

として今日 lζ 至った

時代とともに博物館によせる県民の期待にどのように

対応していくべきか，また新築の県立美術館とどのよう

に連けいしていくか，など開かれた博物館の使命を模索

前進していきたい.

- 7

以下，自然系各部門を，それぞれ担当している学芸員

によって紹介する. (久賀)

理工部門一一目玉資料紹介一一

理工展示資料といえば，一般には現代科学の最先端を

いく資料が多い.たとえば時計といえば最新型のエレク

トロニクスの花，デジタノレ時計を想像しがちだが，わが

理工展示室には，いささか古色蒼然たる大名時計が鎮座

している.

乙の時計は高さ 170 cm. 木製のピラミッド形の台の上

に，たて30cm，よ乙 21cmの鉄箱に納められた機械部分が

のつかっており，上部には直径18cmの鐘がついている.

和時計はふつう製作年代や作者がはっきりしないもの

が多いが， 乙の時計は欽箱の支柱lζ由来が刻みこんであ
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り，その点大変貴重である.それによると毛利藩の重臣

だった山内戻通が文化10年 (1813年) K , 2 人の時計師

lζ命じて作らせ，藩庁が山口 lζ移る文久 3 年 (1863年)

までの50年間，萩城の時打やぐらで ζ の時計をもとに太

鼓で時を知らせたという.

この時計が当館に入ったのが昭和 3 年，かなりの部会ー

が欠損しており，サピもひどくそのためほとんど展示せ

ず収蔵庫に眠っていたが，乙のたび収蔵して50年自によ

うやく修復し展示するは乙びとなった.

展示は時の記念日と呼応して， 6 月 10 日から他の古時

計とともに陳列したが，今でも見学者がたえない.

毎日 1 回おもりを巻きあげてやらねばならないが，時

刻は 1 日 5 分程度の誤差と割合正確であり，打ちならす

鐘の音は部屋ーぱいにひびきわたり理工展示室の目玉風

をふかせている(佐伯陽一)

天文部門

宇宙開発関係の模型や天文模型，写真などを展示して

いる.特K山口市には静止衛星の地球局がある関係上，

KDD(国際電信電話株式会社)の寄贈品展示も行って

いる.

天文の展示は内容を説明しないとわかりにくいものが

多く，極力展示室に出て声をかけるようにしている.

観測用として屋上には20cm屈折赤道儀があるが，土曜

日の夜に不定期に行うだけで，通常の入館者lζ誘導，見

学していただく方法を検討中であるほかに年4 回の定

期の天体観測会も行っているが，晴天でないときの順延

などに問題がある.また学校教育への対応だが，一高校

で一度に200人も来られて観測対応K失敗したことがあ

る.

研究面では，天文学と気象学の境界領域の問題の一つ

Procolpochelys(?)susensis

として，光電測光による星のまたたきを年来，行ってい

る(久賀通生)

地学部門

資料の重要標本としては，山口県阿武郡須佐町で採集

した中新世のクミガメの 3 個体分がある.

これは，昨春 Procolpochelys susensis SHIKAMA

&SUYAMA として発表したもので，保存もよく， ま

た随伴するオクムガイ化石のアツリアとともに，当時中

園地方の山陰側が南からの暖流の影響にあったこと，す

なわち原対馬海峡の存在を指示する有力な証拠として大

きな意味をもっている.

主な普及活動としては高校生以上を対象とした「地質

巡検」を年 3 回開催しているが，地質関係の教員や実務

家が主 K参加している.

一方，幼年向きには「親と子の化石採集会 J を実施し

ているが，さすがの化石県山口も，常 K化石層が工事現

場lζ露出しているわけでもないので，現在は休止中であ

る(陶山義仁)

動物部門

当館 Kは1964 年-1977 年に池田寛氏が採集した山口県

産トンボ類の標本が整理されている. 85種， 1282 個体の

標本は山口県のトンボ相を一望するもので，その中には

ベニイトトンボ，ムカシトンボ，ムカシヤン'7，クロサ

ナエ， ネアカヨシヤンマ， ノレリポシャン'7， アオヤン

マ，マノレタシヤジマなどのように県下でまれにで見られ

るものも含まれている.

河本卓介氏 (1900-1968) は，約 50年間にわたって貝類

標本を収集され，その数約 3， QOO 穫， 22 ， 000 点に及ぶ.乙

のコレクションは学術的にも高く評価され，故人の意志

により当館へ一括移譲されている.

当館では乙れを河本卓介貝類コレクショシとして分類

整理保管しており，広く活用できるよう便宜をはかつて

いる(鈴岡洋志〕

植物部門

昭和 47年に県内植物研究者で発刊された「山口県植物

誌」は総ページ 607 ， 県下のシダ植物以上の高等植物を

網羅した地方植物誌として評価が高い.それは日本の代

表的研究機関である国立科学博物館，東京大学理学部お

よび京都大学理学部の所蔵資料を引用したためである

また執筆した県内植物研究者の引用された標本はすべて

本館に寄贈されている.乙の乙とは大変有意義である.

現在約 4 万点を整理しているが，乙の中には琉球列島産

の標本もかなり合んでいる.

今後山口県一一中園地方西部のフローラ研究に欠く乙

とのできないコレクションとして育てていきたい.

(三宅貞敏)
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