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博物館のオンラインの取り組みは次のステージへ 
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オオンンラライインンでで体体験験ででききるるこことと  

WHOがCOVID-19の流行に対して「緊急事態宣言」を発出したのは2020年1月31日であり、安倍首相が

「緊急事態宣言」を発出したのは4月7日のことだった。世界各地でロックダウンや学校の休校が行われ、

外出自粛、Stay	Homeが叫ばれる中、「学びを止めない」を合言葉に多くの教育関係者がオンラインによる

さまざまな情報発信に取り組んだ。	

メルマガ第316号で当会の上野行一代表が紹介しているが、MITの『Full	STEAM	Ahead１』は、最も早く教

材コンテンツの公開に取り組んだ例であろう。3月初めから10週間に渡ってK-12教材パッケージを提供し

た。オープン当初は大いにアクセスを集めたが、同ホームページのフォーラム機能には第6週目以降の利用

者の投稿は上がっていない。『Khan	Academy２』	を始めとして初等中等領域にもオンライン学習コンテンツ

が大量に公開されている米国では、このコンテンツを使わずとも在宅中の学習を組み立てるのに困らないと

いうことであろうか。	

日本では、経済産業省が展開する『未来の教室３』のホームページに「#学びを止めない未来の教室」を、

文部科学省が『子供の学び応援サイト４』を、それぞれ立ち上げて話題となった。	

 
 
 
 
 
 
 

エッセイ 

昨年から続くCOVID-19の世界的な流行により、博物館の活動は大きく影響を受けることとな

りました。本稿では、学び研メルマガ第 330 号と 362 号に寄稿した内容を再録し、この１年

間でオンラインの取り組みがより工夫を凝らしたものに進化してきたことを振り返ってみた

いと思います。	
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経済産業省の「#学びを止めない未来の教室」は、もともとICTを活用した先導的な事例の創出に取り組

んだ事業のホームページで、1年目の実証成果を公開するタイミングだったこともあり、オンラインで利用

できる教育サービスのまとめサイトとして機能した。withコロナの新しい日常が長引くことが予感される現

在、ICTの活用に向かう学校現場の支援の入り口として機能していることを評価したい。	

美術館や博物館も、自宅から出られない子どもたちのために何かできることをという想いで、休館中に既

に広報として取り組んでいたオンライン動画配信を積極的に公開し始めた。生き物を扱う動物園や水族館

は、休館中も飼育員が出勤し続けていたこともあって、各館が競ってかわいい動物や魚たちの動画を投稿し

て注目を集めた。そのほかの美術館や博物館も、可能なオンライン動画の発信に積極的に取り組んだ。	

筆者が勤務する国立科学博物館でも、休館中の館内整備の様子や開催延期・中止となった企画展などの動

画配信を行った。	

また、VR革新機構の協力により、数日がかり

で約 1,130㎡の常設展会場全体を撮影して、

『かはくVR５』を公開することができた。休館

中が長引いて、観客も工事も入れない連続した

時間があったからこそ実現できた企画かもしれ

ない。	

これらの多くは、「開館したら是非ご来館く

ださい」という広報的な目的で行われた発信で

あるが、結果的に、オンラインでも美術館や博

物館をそれなりに楽しめるということを一般の

方が体験して理解することにつながったのでは

ないだろうか。	

そして、withコロナの新しい生活様式が定着しつつある現在、さらに多種多様なバーチャルミュージアム

が登場しつつあるが、このことについてはいずれまた別の機会にまとめてみたい。	

 

オオンンラライインンででもも体体験験のの場場はは創創りり出出せせるるののかか  

オンラインの情報発信には、動画配信だけではなく、教材や手引きを配布する手法もある。「これまで美

術館や博物館に行かないと体験できなかった学習プログラムが、おうちでもできるよ」ということである。	

メルマガ第326号では、兵庫県立美術館の遊免寛子氏が、withコロナの美術館の教育普及活動として、同

館の「つくって・みる・ひろば」の事例や「#おうちミュージアム」の事例を紹介したが、当館でも、未就

学児向け展示室「親と子のたんけんひろば	コンパス」で使われているワークシートの一部６をホームページ

で公開している。このワークシートは、剥製や骨格標本が間近に見られる空間で行うことで、より学びが広

がる設計となっているが、来館せずにダウンロードして自宅のリビングで行うのでは、市販の学習ドリルと

似た体験になってしまうかもしれない。博物館という特別な場所における非日常の体験だからこそ生まれる

学びがあり、同じワークシートを使っても学習効果が異なるのではないかと考えられる。	

こうした”学びの場”の効果を、オンラインはどのように表現できるだろうか。	

オンライン会議のシステムを利用して、参加する親子が同じ画面の中で空間を共有して、こうしたことに

取り組み非日常の体験を提供しようとする事例も増えている。	
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ソーシャルメディアとシェアリングエコノミーのビジネスに取り組むガイアックスは、GWのこどもの日に

早くもオンラインワークショップを集めたイベント『親子でオンライン体験フェス〜	#おうち時間	を楽し

もう〜７』を開催している。	

これまで毎年「ワークショップコレクション」と題した親子向けイベントを開催して、人々が集まる学び

の”場”を提供してきた NPO法人 CANVASも、6月28日に初のオンライン開催となる「オンラインワークシ

ョップコレクション８」を開催し、当館の「親と子のたんけんひろば	 コンパス」も「どこにある？いろん

なしっぽ！」というプログラムを提供して参加した。	

こうした”非日常の場”の演出については、エンターティメント業界はより素早く、アグレッシブにビジ

ネスチャンスを創り出そうとしている。オンライン・ライブ・コンサートやオンライン演劇はもちろんのこ

と、同人誌即売イベントもオンラインで開催されるということである。	

 

オオンンラライインンだだかからら体体験験ででききるるこことと  

ヤフーCSOで慶應 SFC教授の安宅和人氏は、withコロナの時代のキーワードとして「開疎化」という言葉

を提唱したが、美術館や博物館は現時点では「閉密」な空間である。特別展や企画展を開催し、閉じられた

空間で多くの観客が密集して展示を鑑覧するこれまでの姿は変わらざるを得ないと考えられる。	

この夏、当館も、朝日新聞社との共催で『かはく×朝日	 オンライン科学講座９』を実施した。	

主に小学校中学年を対象とする有料のオンライン生講演会である。当館の3人の研究者が、それぞれに工

夫を凝らしてオンラインだからできる体験の提供にチャレンジした。	

その中から、昨晩行われた恐竜博士真鍋誠の講座の様子をレポートしよう。	

8月15日に実施した真鍋氏の講座では、閉館後の19時から ZOOM会議システムを利用して展示室から配信

した。展示室は、もちろん、恐竜たちの骨格が並ぶ地球館地下 1階である。	

事前に、ワークシート、推薦図書リスト、話題にする新聞記事などをメール送付することで、参加者の期

待を高めながら、体験を深めるために用意しておくと良い準備物も伝えている。参加する100組の子供たち

の表情が見えるように、講師の前には大型ディスプレイを設置してある。	

冒頭で真鍋氏は、前述の『かはくVR』を使うと自宅から館内見学できるだけでなく、自分が解説している

同じ場所から展示の様子を眺められることを伝えてから話し始めた。	

リアルな展示室では、参加者が講師と対面するため、多くの場合、講師の見ている視界を体験することは

出来ない。オンラインでは同じ空間を共有することはできないが、疑似体験だからこそ、同じ目線を共有す

ることもできる。参加者との一体感を演出する

良い工夫だと思う。	

そして、人気の絵本「とりになった	きょうり

ゅうのはなし１０」の読み聞かせを始めた。これ

を導入として、配布した新聞のキッチンサイエ

ンスの記事を題材に、準備していればニワトリ

の手羽を見ながら話を聞くように促して、骨の

話に展開した。真鍋氏は、実物の鳥の骨格標本

を前にして解説した後に、展示されている恐竜

の骨を解説していく。途中で『かはくVR』でも
『かはく VR』を使って講師の真鍋氏の視界を再現してみた 
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観察してみようと体験を補強することを促して

いった。そして、最新の研究の話題まで60分間

一気に話し終えた。	

リアルな講演会であれば、普通は、小学３・

４年生対象の講演会で60分の講義形式のプログ

ラムを設計しない。この学齢の児童が40分を越

えて集中力を維持できるとは考えないからだ。	

でも、オンラインであれば参加者の集中力は

保つことができる。メルマガ第325号で武蔵野

大学の大杉健准教授が指摘されているように、

参加者にとって講師に一対一で見つめられてい

るような感覚となる。また、集中力が切れて席

を外したとしても、それが他の参加者の迷惑と

なったり、伝播して講演の妨げとなったりしないので、集中力の維持を要求する必要も無いわけだ。	

ここで10分間の休憩をとり、その間に LINEで子どもたちからの質問を受け付けることで双方向のやり取

りも実現できた。リアルな場での講演だと、質問は元気で積極的な子どもの声が通りがちだが、オンライン

であれば質問の機会は均等で、これまで質問が出来なかったのであろう低学年の子どもの質問も選ばれた。

合計 70を超える質問が届いていたとのことであり、回答を聞く子供たちの表情も真剣だった。	

また、展示室からの生配信であることを活かして、回答する際に実際の骨格標本の近くまで移動してアッ

プで映しながら解説をするシーンも見られた。この質問タイムは約 30分続けられ、取り上げられた14件の

質問に丁寧な解説を行いながら、標本をじっくりと観察して探究を深めていく研究者の姿を伝えていた。	

真鍋氏は最後に、「質問を考えるということがとても重要。何が分からないのかを見つけ出すことが私た

ちの重要な仕事だ。」と参加した子供たちに向かって話しかけて公演を終えた。	

	

オンラインだからこその講座の在り方には、まだ決まった型はない。	

オンラインの講座の型を模索する取り組みは、これからも各所で続けられていくことだろう。	

【2020年 8月16日	 第330号を修正】	

 
 

オオンンラライインン講講座座ややイイベベンントトのの視視聴聴ににもも慣慣れれててききたた  

COVID-19の流行は、デバイスや接続環境が整ってきたVR元年とも言うべきタイミングで発生した。	

あれから半年が経ち、外出や不特定の方との対面の接触が制限される状況下で、多くの方がオンラインイ

ベントに参加し、動画で視聴することも体験している。また、教育関係者も、日常的にオンライン研修を受

講したり、学会や勉強会に参加したり、授業を行ったりしてだいぶ慣れてきたのではないだろうか。	

 

ココンンテテンンツツのの公公開開かからら体体験験のの共共有有へへ  

博物館や美術館は、十分とは言えないかもしれないが、これまでも収蔵する標本・資料を写真・動画・３

Dデータをデジタル・コンテンツとして公開してきた。	

地球館地下一階展示室からの配信の様子 
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右図は当館の「標本・資料データベース」１１

のホームページである。アクセスしていただく

と、標本資料に関する数多くのデジタル・コン

テンツが用意されていて、検索するとさまざま

な標本・資料の”情報“を入手することが出来

る。	

でも、何かを探す意図を持って検索したり、

たどり着いたりするのでなければ、一般の観覧

者が能動的にこうしたコンテンツにアクセスし

て、実際に標本・資料のデジタルデータを表示

して鑑賞することはそう多くはないかもしれな

い。	

YouTubeやWebのオンライン講座では、写真や

動画でリアルな展示を紹介して終わることも多

い。私見ではあるが、これで博物館の体験を与

えていることになるのだろうかと感じることがある。	

リアルに博物館を訪問して体験する機会を持ちにくい今だからこそ、デジタル・コンテンツを中心に据え

て、体験を共有する試みに挑戦してみたい。	

 

博博物物館館がが連連携携ししてて新新ししいい体体験験をを創創造造すするる  

当館では、文化庁令和 2年度文化芸術収益力強化事業に参加して、『ディノ・ネット	デジタル恐竜展示

室』１２を開設した。	

このデジタル展示では、当館が展示で活用

してきたティラノサウルスやトリケラトプス

の３Ｄデータに加えて、新たにアロサウル

ス、パキケファロサウルスの標本骨格を計測

して３Ｄデータを開発して公開した。	

北海道大学総合博物館、群馬県立自然史博

物館、むかわ町穂別博物館も連携して参加

し、各館が所蔵する代表的な恐竜等の化石を

計測して３Ｄデータを開発した。	

４つの博物館が所蔵する恐竜等の化石標本

が一堂に会するという、リアル展示では大規模な特別展でもなければ実現できない、オンラインならではの

展示コンテンツを公開した。公開後にも各館が展示を追加したので、現在では合計 14種類の３Ｄデータが

公開されている。	

ここで公開されているデジタルデータは単なる映像ではない。観覧者が能動的に操作して、見たいところ

に近づいてじっくり観察できるデータばかりだ。	

https://www.kahaku.go.jp/research/specimen/ 

https://dino-net.jp 
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例えば、巨大なティラノサウルスの骨格は、リアルな展示室では下から見上げることしかできないので、

右の写真のように、頭骨を上からのぞいてみることが出来ない。	

デジタルデータを操作して観察することで、観

察者が新たな視点を獲得する可能性が生まれるだ

ろう。	

各館の展示室の様子も360°バーチャルツアー

へのリンクを公開することにした。	

３Ｄデータを見て興味を持った恐竜が展示され

ている博物館の様子をオンラインで訪問すること

で、実際に博物館を訪問してお目当ての恐竜を見

学するときのように、近くにある別の化石にも興

味が拡がるかもしれないと期待している。	

 

ラライイブブ感感がが体体験験をを強強化化すするる  

そのうえで、2021年2月は毎週土曜日に、各館の学芸員や研究者が出演するオンライン講座を開講してい

る。デジタル化した標本が展示されている博物館の展示室からライブ中継し、監修した研究者が、研究の詳

細や発掘の苦労話などを語る有料の講座だ。	

博物館で行う通常のギャラリートークとは異なり、「ディノ・ネット」の３Dデータを操作して説明した

り、別の館や海外の研究者とオンラインでつないだりしながら、少しディープな話も紹介されている。	

ダウンロードした恐竜の頭骨のペーパークラフトを組み立てて一緒に特徴を観察できるようにしたり、チ

ャット機能を使って参加者からの質問を受け付ける双方向のやり取りも行うこと他の参加の反応を感じられ

るようにしたり、ライブ感を演出する工夫もなされている。	

音楽ライブから帰った後に、その音楽をダウンロードして聞く人が多いように、終了後には紹介された３

Dデータや360°バーチャルツアーでじっくりと展示を見学し直す方も多いことだろう。オンライン講座の

ライブ感が、オンライン見学の体験を強化してくれることを期待している。	

【2021年2月21日	 第362号を修正】	

 
 

オオンンラライインンのの取取りり組組みみははささららにに進進化化すするる  

ご紹介した以外にも、国立科学博物館では、小中高生を対象とした「かはくスクールプログラム」、学芸

員資格取得のための「博物館実習」、「サイエンスコミュニケータ養成実践講座」１３、「大学生のための科

学技術史講座」１４、「大学生のための自然史講座」１５等の学習支援事業でもオンラインの活用に取り組ん

だ。	

また、シンポジウムやさまざまなイベントのオンライン配信も行った。「YS-11量産初号機公開プロジェ

クト」１６では、４回のライブ配信で延べ 10万人を超える視聴者を集めた。	

2021年4月25日には3回目の緊急事態宣言が発出されたが、今回も「おうちで“かはく”を楽しも

う！」１７に、「かはくVR」を使った研究者のオンライン見学の動画や、筑波実験植物園からライブ配信等の

コンテンツを追加して、博物館の体験をご家庭にお届けしている。	

「ディノ・ネット」でティラノサウルスの頭を拡⼤してみた 

出来な 。

「ディノ・ネット」でティラノサウルスの頭を拡⼤してみた
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今後、COVID-19の感染拡大が収まっても、オンラインを利用してさまざまな体験を得ていくことは”新し

い生活様式”として定着していくことだろう。一方で、リアルならではの体験の価値は、相対的に高まって

いくに違いない。	

だからこそ、博物館が行うオンラインの取り組みはさらに進化していかなければならないし、リアルなら

ではの体験の在り方とその可能性をいままで以上に追求していかなければならないと思うのである。	

	

１	MIT『Full	STEAM	Ahead』https://fullsteam.mit.edu/	

	 ちなみに、このページタイトルは、「全速前進！」という意味で、公開するSTEAM教育教材と二重の意味となっていると考えられる。	
２	『Khan	Academy』https://www.khanacademy.org/	
３	経済産業省『未来の教室』https://www.learning-innovation.go.jp/covid_19/	

	 経済産業省は既に開設していたこのページの内容を充実させるとともに、「#学びを止めない未来の教室」という強いメッセージを掲げた。これをきっ

かけとしてオンラインの教育利用を拡散させたいという戦略的な意図が見て取れる。	
４	文部科学省『子供の学び応援サイト』https://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/gakusyushien/index_00001.htm	

	 今回、改めてURLを調べてみて、このページが特別支援教育のサイトの下に作られていることに気づいた。文部科学省はオンライン利用教育を「学習

保障という特別なニーズ」として位置付けてこのポータルサイトを立ち上げたことが分かる。	
５	国立科学博物館『かはくVR』https://www.kahaku.go.jp/VR/	

	 現在は、「日本館」、「地球館」の常設展に加えて、企画展「国立公園展」のVR映像も公開している。	
６	国立科学博物館『親と子のたんけんひろば	 コンパス』https://www.kahaku.go.jp/learning/compass/worksheet.php	
７	ガイアックス『親子でオンライン体験フェス』https://www.gaiax.co.jp/blog/pressrelease04072020/	
８	CANVAS『オンラインワークショップコレクション』http://wsc.or.jp/online/	
９	『かはく×朝日	 オンライン科学講座』https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000119.000047048.html	

	 翌年2月には第2弾を行い、見逃し配信も販売している。なお、ダイジェスト版は無料で視聴できる。	

2020年夏ダイジェスト版https://www.youtube.com/watch?v=SiZARqSAXnY	

2021年冬ダイジェスト版https://www.youtube.com/watch?v=0earIEIWY9Q&t=14s	
１０	大島英太郎（2019）,『とりになった	きょうりゅうのはなし	 改訂版』,福音館書店	

https://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=5773	

	 この作品は、光村図書の「小学校	 国語3年」に掲載されている。	
１１	『標本・資料データベース』https://www.kahaku.go.jp/research/specimen/index.html	
１２	『ディノ・ネット	デジタル恐竜展示室』https://dino-net.jp	
１３	『サイエンスコミュニケータ養成実践講座	SC1』https://www.kahaku.go.jp/learning/university/partnership/sc/sc.php	
１４	『大学生のための科学技術史講座』	

https://www.kahaku.go.jp/learning/university/partnership/technography/	
１５	『大学生のための自然史講座』	

https://www.kahaku.go.jp/learning/university/partnership/natural_history/	
１６	『YS-11量産初号機公開プロジェクト』https://www.kahaku.go.jp/news/2020/YS-11/	
１７	『おうちで“かはく”を楽しもう！』https://www.kahaku.go.jp/news/2020/COVID-19/stayhome.html	

                                         


