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「理科離れ」解消のために何が必要か
―「世界一受けたい授業」だけでは、ものづくりの危機は救えない―

はじめに

近年、「理科離れ」問題が話題になることが多

い。理科離れの進行により、次の時代の研究者・

技術者が育たず、ものづくりの基盤が危うくなる

ことへの危機感がその背景にある。

本稿では、非常に幅が広く多面的なテーマであ

る理科離れ問題について、その現状、背景、本質

を筆者なりに整理、分析し、日本の理科離れに歯

止めをかけるためには何が必要かを考察してみた。

1．「理科離れ」問題を徹底分析する
理科離れとはどのような現象か

理科離れという言葉には決まった定義はなく、

論者によって様々な角度から語られている。通常

なされる議論を整理すれば、次に挙げるような現

象を総称して理科離れととらえて差し支えないも

のと思われる（理数離れ、科学離れ、理工系離れ

などと称されることもあるが、本稿では原則とし

て理科離れの語を使用する）。

Point
1 理科離れとは、理科や数学に対する子どもの興味・関心・学力の低下、国民全体の科学技術知識の

低下、若者の進路選択時の理工系離れと理工系学生の学力低下、これらの結果、将来の科学技術人

材が育たないこと、などの問題の総称である。
2 理科離れの底流には、若者の間での理系のイメージの悪さと、理系は文系より不遇という社会的通

念の存在がある。
3 理科離れは先進国に共通の問題であり、各国とも理科離れの阻止、科学技術人材の養成・確保に本

腰を入れて取り組んでいる。
4 日本は、科学技術を工業化に最大限に活用して高度成長を成し遂げた国だが、今日では国民の間に

科学技術が国際競争力を左右するという認識が希薄である。
5 日本がとるべき理科離れ対策で欠かせない点として、すべての国民の科学技術リテラシー向上、

21世紀型の「科学する心」を芽生えさせること、理数系教育の改革、科学を文化・教養の一部に

すること、「科学の演奏者」の育成、リアルな実験体験、理系の地位・待遇の向上、などの重要性

を指摘した。
6 近年、日本の理科離れ阻止に向けた官民の取り組みは着実に前進しているが、残された課題として、

①社会における理系の地位・待遇の向上、②国策として息の長い時間軸で科学技術と社会をつなぐ

活動を推進、の2点が挙げられる。
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①　理科や数学に対する子どもの興味・関心・知識

レベルが低いこと

日本では初等教育において理科や数学が面白

いと思う生徒の割合が国際的にみて最低レベル

であるほか（図表 1）、将来理科や数学に関する

職業に就きたいと思う生徒の割合も低い。初等

教育で理科をきちんと教えなくなくなったこと

が影響してか、小学生の 4 割は「太陽が地球の

周囲を回っている」と思っているという調査結

果もあるように 1、かつては常識だった科学知識

を持たない子どもが増えている。IEA（国際教育

到達度評価学会）の国際数学・理科教育調査に

おける中学校の成績順位をみると、理科は 1970

年の 1 位（18 カ国中）から 2003 年は 6 位（46

カ国中）に後退、数学は 1970 年の 1 位（16 カ国

中）から 2003 年は 3 位（25 カ国中）に後退して

いる。

また、高学年に進むほど、理科の勉強への関

心が低くなる傾向が確認されている（図表 2）。

②国民全体の科学技術に対する知識、理解が低いこと

科学技術への知識・関心という点では、理科

離れが深刻なのは子どもよりもむしろ大人であ

る。『科学技術白書』2006 年版によれば、日本の

大人の科学技術に対する理解度は 25 カ国中 22 位

と下位にとどまっている。

また、内閣府の「科学技術に関する世論調査」

（2004 年 2 月）によれば、科学技術への関心が特

に低いのは高校生から 20 歳代の若年層であるこ

とが確認されている。

③ 若者の進路選択時における理工系学部離れ

高校生が進路選択時に早々と理科や数学から

離れてしまい、大学の理工系学部（特に工学部）

が敬遠される傾向が強まっている。工学部の志願

者数は 1995 年の 57.4 万人から 2006 年には 30.4

万人に減っている（文部科学省「学校基本調査」

による）。

１　国立天文台の縣秀彦助教授らによる長野・北海道の小学生を対象にした調査結果（読売新聞 2004年 4月 12日付夕刊）。

（単位：％） 

理科を「大好き」または「好き」 数学を「大好き」または「好き」 
と答えた生徒の割合 と答えた生徒の割合 

シンガポール 86 79
イギリス 83 77
米国 73 69
韓国 52 54
日本 55 48

図表 1 理科、数学に対する意識の国際比較

注：国立教育政策研究所編『数学教育・理科教育の国際比較－第 3回国際数学・理科教育
調査の第二段階調査報告書』に基づき、科学技術政策研究所が作成

出所：文部科学省『科学技術指標』 2004 年版
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図表 2 理科の勉強が大切・好きと答えた生徒の割合
（学年別）

注：国立教育政策研究所編『数学教育・理科教育の国際比較－第 3回
国際数学・理科教育の第二段階調査報告書』に基づき、科学技術
政策研究所が作成

出所：文部科学省『科学技術指標』 2004 年版



経営センサー　2007.7･8

経済・産業／トピックス

14

経済・産業／トピックス

14

④ 大学の理工系学部学生の理数系学力の低下

若年人口減少に加えて理工系学部の人気が低

下する中で学生を集めなければならないことか

ら、大学の理工系学部入学者の学力低下が進み、

理数授業の内容を理解できない学生が増えてい

る。大学における理科教育の質の維持が困難にな

っているのである。

1994 年の学習指導要領改訂により、理系の高

校生でも理科科目の選択必修が 2科目でよいこと

になったことも、レベルダウンに拍車をかけたと

言われる（例えば、物理を履修したことのない機

械工学の学生が出現することになった）。

⑤ これらの結果、次の時代を担う科学技術人材が十

分に育たないことが懸念されること

少子高齢化が進む日本では、新たな知の創造

と製品化を担う研究者や技術者、科学技術の成果

を知的財産として戦略的に活用できる人材などイ

ノベーション創出を支える人材が求められるが、

上記のような現状では、こうした科学技術人材を

質・量ともに確保していくことが将来的に難しく

なることが懸念される 2。

「理科離れ」はないという見方も…

一方、理科離れは非常に幅の広い概念であるた

め、次に挙げるように、取り上げる視点によって

は理科離れなど存在しないという議論も存在する。

① 量的には理科系人材は減っていない

理科離れというが、実は高等教育機関から社

会に輩出される理科系人材全体の絶対数は減って

いない。

文部科学省『科学技術白書』2006 年版によれ

ば、理科系全体（理学、工学、農学、保健）の大

学学部入学者数は近年 17 ～ 18 万人前後で横ばい

ないし微増となっており 3、18 歳人口に対する比

率は少子化の進行もあってむしろ上昇している。

理科系分野を専攻した大学院博士課程卒業者数、

同修士課程卒業者数もともに絶対数として増加し

ているほか、27 歳人口に対する比率も上昇して

いる。

② 子どもの理科・数学の学力は高い

ゆとり教育の弊害で学力が低下したと言われ

るが、子どもの理科・数学の学力に関しては、日

本は今もなお国際的に高い水準にある。例えば、

文部科学省『科学技術白書』2006 年版では、

OECDによる PISA2003 年調査における科学的リ

テラシー及び数学的リテラシーの平均得点の合計

でみて、日本は世界 25 カ国中第 2 位であること

が示されている。

③ 小中学生は実験が大好き

小中学校の現場で理科実験教室を実施してい

る当事者からは、今の小学生は決して理科への関

心や実験への興味を失っておらず、この意味では

「理科離れ」は見られないといった発言も聞こえ

てくる 4。そして、彼らが推進する実験教室をス

テレオタイプに理科離れ対策のプロジェクトと決

めつけ、「まず理科離れありき」で取材を進める

マスコミの姿勢に疑問を投げかけている。

また、最近は、テレビでも教養娯楽番組「世

界一受けたい授業」（日本テレビ系列）等で楽し

くためになる面白実験が頻繁に取り上げられ、好

２　例えば、文部科学省委託調査「研究人材の将来需給に関する調査報告書」（2005 年 3月）によれば、生産年齢人口 1人当たり
実質GDPが年率 2％で成長するために必要な研究者・技術者数を試算し、2030年に研究者が16万人、技術者が109万人不足
すると指摘している。

３　ただし、理科系全体の入学者数の横ばい推移は、近年の保健系（医学、歯学、薬学、看護学等）の増加に支えられており、工
学部については減少傾向が顕著である（工学部の入学者数は 1996 年度の 86,840 人から 2006 年度は 63,849 人へと 26％も減っ
ている。

４　例えば、日本学術協力財団（2005）『今、なぜ若者の理科離れか』第二部パネルディスカッションにおける本間典子・東京大学
大学院医学系研究科助手の発言など。
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視聴率をとっているのをみると、子どもだけでな

く国民全体に実は実験好きが多いとも考えられ

る。

④ 理科離れではなく学習離れ

理科離れというが、その分だけ文科系が強く

なったわけではない。理科や数学に限らず、体系

的な知識習得への意欲が低下しているのが実態で

あり、正確には「学習離れ」というべきだとの見

方がある。

実際、理系に関心がなく、文系にも実は興味

がない者の多くが文系に進学するという実態があ

るため、表面上理科離れが進んでいるように見え

るが、その本質は学習意欲の全般的な低下である

可能性がある。

昨年、発覚して社会問題となった高等学校に

おける世界史など社会科の履修不足の問題は、受

験に不要な科目切り捨てという形で理科離れなら

ぬ「人文離れ」が進んでいることをうかがわせる

出来事である。

これらの見方は、それぞれ一面の真理をつい

ている。しかし、前項で見た様々な分野で見られ

る多面的な現象の総体としてとらえられる理科離

れは確かに存在する問題であり、日本の将来にと

って放置できない問題である。

底流（１） 理系につきまとうマイナスイメージ

理科離れというと、「ゆとり教育が悪い」など

といって学校教育が犯人にされることが多い。し

かし、今の日本の小中学校の理科教育が理想的な

ものに改革されたとしても、理科離れの状況が劇

的に解消することは望めないだろう。なぜなら、

理科離れの底流には、「若者が理科好きになり理

系の道に進むのは割に合わない」という社会状況

がある。その社会状況とは次の二点である。

第一に、社会の科学への関心が低い上、若者

の間で理系のイメージが悪いことが挙げられる。

大半の若者、国民は、本音では「理科や数学など

知らなくても生きていけるし、生活において困ら

ない」「科学技術は知らなくても使えればよい」

と思っている。さらに、中学・高校においては、

理系科目にはある種のマイナスイメージがつきま

とっている。中高生が授業の話以外の雑談で科学

の話などしたら、友人から無視されるか仲間はず

れにされるかもしれないという雰囲気があるとい

う。理系の人間をオタク 5 と同じようなイメージ

でとらえる人も少なくないようだ。また、女性が

科学者を志望しない理由として圧倒的に多いの

は、中学・高校で女性が科学が好きだと言うと、

周囲から変人扱いされるからという理由だとい

う。

底流（２）理系は文系より不遇という社会的通念

理科離れの底流にある第二の社会状況は、理

系の研究者・技術者は文系出身者に比べて社会に

おける待遇の点で不利だという認識が広がってい

ることである。

理系の卒業生は、「手に職がある」ということ

で就職には有利な面があるが、出世しにくいとさ

れている。日本では政界、財界のトップ、中央官

庁の局長クラスは文系出身者が多く、理系の高度

な訓練を受けた者は社会の指導的地位に立ちにく

い構造になっている。こうした状況を反映して、

理系出身者は文系出身者より生涯賃金が低いとい

うのが通説となっている。

これを示すデータとしては、松繁寿和・大阪

大学大学院助教授の研究が有名である。図表 3に

見る通り、国立大学の文系学部と理系学部の卒業

生を比較すると、31 歳以上では文系の方が平均

年収が高い。生涯賃金をシミュレーションした結

果では、文系の方が理系より 5,200 万円も高く、

その差は家 1軒分ほどに及んでいる。

５　『広辞苑（第五版）』によれば、オタクは「特定の分野・物事にしか関心がなく、その事には異常なほどくわしいが社会的な常
識には欠ける人」と定義されている。
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このような社会状況のもとでは、若者の進路

選択における理系離れが進むのは当然といえる。

幼少期に理科や数学が好きだった子どもも、理系

は文系より不利だという社会状況を親や周囲の大

人の言動から敏感に察知し、進路選択時には理系

を選ばないことになる。

もちろん、「人はパンのみに生きるにあらず」

であるから、待遇が悪くても好きな理系に進む者

もいるが、「理系は文系よりも不遇」という社会

的通念が存在する限り、大勢としては理系離れが

進むのは当然かもしれない 6。

理科離れは先進国共通の問題

ところで、理科離れは日本だけの問題ではな

い。先進諸外国でも理科離れの現象が見られ、日

本と同様の警鐘が鳴らされている。

ワシントン大学のスティーブン・コリンズ准

教授は、科学技術への関心低下は先進国共通の現

象であると指摘している 7。同氏によれば、米国、

ドイツ、日本の各国とも国民の科学技術への関心

は低下傾向にあり、特に若者の間で理科や数学へ

の関心が薄れているという。かつては科学や技術

の勉強をすることで中産階級への道が開けたが、

1980 年代以降、エンジニアの給料は他の職種ほ

ど上昇していない。また、理科や数学は学校で上

手に教えられていないため、分かりにくく、つま

らないものと思われている。理科や数学が得意な

学生が理工系以外の分野で仕事を選択することが

多いことも報告されている。

深刻な米国の理科離れ

米国では、1957 年の旧ソ連による史上初の人

工衛星スプートニク号の打ち上げ成功後のいわゆ

るスプートニク・ショックの頃は、宇宙開発でソ

連に勝つことが国家目標であり、国民の間で理科

や数学が価値あるものという認識が浸透していた

とされる。それが、現在では科学や数学を学ぶこ

とが富を手にする道ではなくなったため、理科離

れが進んだ。「他国の人々がわれわれのために数

学を学んでくれるので、われわれは数学など学ぶ

必要がない」という態度が、米国内に蔓延してい

ると嘆く声もある 8。

米国で 2004 年 12 月に競争力協議会がイノベ

ーション促進が不可欠とする報告書「イノベー

ト・アメリカ」9 を発表した背景には、深刻な理

系離れへの危機感があったと考えられる。厳しい

競争社会で、理系に行っても将来あまり高給が望

めないという理由で、アングロサクソン系が理系

に進まないため、科学者や技術者が不足し、イン

ド人や中国人に依存している。こうした現状を改

革しようという意識がイノベーション促進策の原

動力になっているのである。
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図表 3 理系・文系各出身者の平均年収

（出典）松繁寿和・大阪大大学院国際公共政策研究科助教授調査。
（対象：理系卒業者 8,500 名、文系卒業者 6,500 名、1998 年）

出所：経済産業省編著『技術革新を目指す科学技術政策』（2005 年）

６　社会的・金銭的な待遇の差が進路決定にどれだけ大きく影響するかは、今の日本で「理工学部離れ」はあっても、「医学部離
れ」という現象が見られないことから明らかである。

７　日本貿易振興機構「通商弘報」2006年 3月 22日。
８　日本貿易振興機構「通商弘報」2005年 12月 8日で引用された「リリース1.0」（CNETネットワークス）の編集者でインターネ
ット業界において影響力を持つ論客エスター・ダイソン氏のコメントによる。

９　通称「パルミサーノ・レポート」。産業界・学界・政府・労働界を代表とする 400名以上のリーダーが 15カ月かけて作成した
報告書で、米国の産業競争力を優位に保つにはイノベーション促進が不可欠とする。
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EUも理科離れの現状を危惧

EUは、2001 年に「Science and Society Action

Plan」を策定し、科学技術という文化を欧州に育

成すること、科学技術を市民にとって身近なもの

にすること、政策決定に科学の知識を活用するこ

と、という 3つの基本的政策を提示したが、この

背景には理科離れの現状に対する強い危機感があ

った。つまり、市民が科学に対して積極的な理解

を示さないこと、女性は科学に向いていないとい

う型にはまった考え方が女性を科学から遠ざけて

いること、若者にとって科学研究の道を進むこと

が魅力的でなくなっており、将来、科学者や技術

者の不足が危惧されること、といった認識が根底

にあったのである 10。

また、EU では、製造業離れに歯止めをかけ、

製造業で欧州が主導的地位を維持するための EU

研究プログラム「ManuFuture 2003」が策定され

たが、同レポートの中には次のような内容の記述

がある 11。これだけを読むと、これが一体どこの

国のことを述べたものか言い当てるのはむずかし

い。理科離れが先進国共通の問題であることを思

い知らされる。

・若者にとって魅力のある製造業とするため

に、学生の科学と工学への興味を引き出し、

技術コースや製造業に明るいイメージを抱

かせる努力が重要。

・大学は、若者を産業（とくに製造業）に引

き付ける力を持たねばならない。少年少女

の科学へのアプローチを改善することを支

援すべき。

・将来の科学技術人材を育てることが必要。

・若者の間で製造業のイメージが悪く関心が低

いために、大学は理工系の学生を集められず、

企業は適切な人材を獲得しにくい。製造業の

イメージを改善して、理工系出身者が製造業

で働く興味を再燃させることが課題。

理科離れは産業競争力の弱体化を招く

グローバル競争の時代においては、製造業、

サービス業を問わず、科学技術の専門知識を持っ

た研究・技術人材の確保はイノベーション活動に

とって極めて重要な要素といえる。こうした中、

少子高齢化・人口減少に加えて、若者の理科離れ

が進むことは、将来を担う研究・技術人材が質的

にも量的にも不足することになり、産業競争力の

弱体化につながる由々しき事態である。

近年、米国、EU、英国のほか多くの国が理科

離れの風潮を憂慮し、科学技術を支える人材の養

成・確保に本腰を入れて取り組んでいるのは、こ

うした問題意識があるからにほかならない。

高度成長の背後に理工系拡充努力があった

実は、日本の高度経済成長期の経験は、技術

発展と経済成長のために理工系人材の育成がいか

に大事かを雄弁に物語る事例と言える。

日本の高度成長期の工業化を支えた技術発展

の背景には、意識的な理工系人材拡充への政策努

力があった 12。1957 年、文部省が理工系の学生を

3 年間で 8,000 人増員する「科学技術者養成拡充

計画」を発表したのを始め、その後も理工系増員

計画はさらに拡大され、1960 年代を通して理工

系学部の新設・拡充が相次いだ。この時期の東京

大学の学部別学生数をみると（図表 4）、工学部

と理学部が急増していることが分かる。

当時の理工系学生増員の背景には、産業界に

おける技術革新の活発化に伴い、エンジニアに対

10 日本学術協力財団（2005）『今、なぜ若者の理科離れか』第 4部。
11 機械振興協会経済研究所（2006）「強いモノづくりの創造に向けた産業の新たなリンケージ」2006年 3月。
12 吉川洋（1997）『高度成長－日本を変えた 6000 日』読売新聞社、吉川洋（2007）「人的資本を最大限に生かせ」、日本経済新聞
社編（2007）『日本を磨く』。

年 工学部 理学部 法学部 文学部 経済学部 農学部 医学部 
1959 453 132 645 326 309 195 93 
1967 845 205 625 340 321 194 116 

図表4 東京大学の学部別学生数の変化（1959年と 67年）
～大幅な理工系人材増強が高度成長期の技術発展を支えた～

注： 1学年の学生数の推計
出所：吉川洋『高度成長－日本を変えた 6000 日』

（原資料は東京大学出版会『東京大学百年史　資料三』）
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する需要が増大したことがあるほか、前述したス

プートニク・ショック後の米ソの宇宙開発競争で

全世界が「理工系ブーム」に沸いた時期という時

代の気分があった。

加えて、当時の日本特有の要因もあった。第二

次世界大戦敗戦後に日本と米国の科学技術の格差

を知って衝撃を受けた国民の間に、科学的なもの、

合理的なものが価値として受け入れられていっ

た。優れた技術者や技術畑の経営者の伝記や会社

史の中には、「戦争では負けたが、今度は科学技

術の競争や技術に基づく競争で勝とうと思った」

といった証言を数多く見つけることができる 13。

工学部を持つ総合大学は日本オリジナル

さらに歴史をさかのぼると、日本は大学制度

創設の初期から工学を大学で教えていた世界に例

のない国である 14。

西欧では、科学と技術を二分する考え方が主

流で、科学は神聖かつ高尚な学問だが、技術は貴

族が手を汚すに値しない手仕事と考えられてい

た。そのため、技術を教える工学部という組織を

持つ総合大学は存在しなかった。

しかし、日本では、1886 年、東京大学が帝国

大学と改称された際に、かつての工部省所轄の工

部大学を吸収合併する形で工学部が設置された。

また、1897 年創設された京都（帝国）大学も最

初から工学部を持っていた。

これは、日本では知識階級の中で工学や技術

に対する偏見が少なく、科学と技術は一体である

という考え方が明治時代から存在していたことを

意味する。このことが、科学と技術との間の知の

循環を活性化させ、高度成長の実現を支えたと考

えられる。

科学技術こそが国際競争力の根幹

上記のように、日本は古くから科学技術とい

う言葉が抵抗なく受け入れられ、科学技術を工業

化に最大限に活用して成果をあげた国である。

しかし、経済的に豊かになった現代の日本で

は、科学技術が産業競争力の根幹という認識が薄

いように思われる。確かに、科学技術創造立国が

標榜され、優れた科学技術関係人材の養成の必要

性が提言されてはいるが、科学技術が国際競争力

を左右するという認識が国民の間に必ずしも浸透

していない。

1990 年代以降、米国始め世界の主要先進国は、

科学と技術の新知識が産業競争力の源泉になると

みなし、知的財産を競うグローバル競争に参戦し

ている。欧米諸国だけでなく、アジア新興国も科

学技術重視の政策を推進している 15。韓国は、国

を挙げて科学技術振興に乗り出しており、多数の

留学生を欧米に送り、研究機関や大学は海外留学

組を軸に着実に力をつけてきた。中国も、「科教

興国」を看板に掲げ、海外の中国人研究者を母国

に呼び戻す政策をとっている。

このように世界的な科学技術競争が激化してい

る中、日本も科学技術こそが国際競争力の根幹であ

るという認識を強く持つ必要がある。グローバル競

争の時代に日本の製造業が生き残るためには、技術

開発を不断に進めることで新たな付加価値を創出し

続けなければならない。そのためには、理科離れに

歯止めをかけ、イノベーションを担う科学技術関係

人材の育成を強化することが急務と言えよう。

2．理科離れ阻止のために何が必要か
21世紀日本がとるべき理科離れ対策の留意点

ただし、現代の日本で、理科離れを阻止し、

理工系人材の拡充を政策的に進める場合、留意す

べき点がいくつかある。「高度成長の夢を再び」

とばかり 1960 年代と同様の理科教育や理工系人

材拡充策を時代背景や豊かさの全く違う現代日本

に復活させようとしても、それは無理である。

13 橋本寿朗（1995）『戦後の日本経済』岩波新書。
14 鳥井弘之（2007）『科学技術文明再生論』日本経済新聞出版社、村上陽一郎（2001）『文化としての科学／技術』。
15 石黒武彦（2007）『科学の社会化シンドローム』岩波書店。
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また、理科離れは先進国共通の現象であると

はいえ、日本特有の問題もあるため、他国とは違

った処方箋が必要な部分もある。

日本が理科離れ阻止の方策を講じるに当たっ

て留意すべきと筆者が考える点を以下に 8点挙げ

てみたい。

① 誰のための理科離れ阻止か

日本の産業技術の競争力強化の観点から、理

科離れは問題であり、国民の科学技術に関する基

礎的な知識や能力（科学技術リテラシー）の向上

が必要であると指摘されることが多い。しかし、

この論理だけで理科離れ対策を推し進めるのは問

題である。

なぜなら、現代の日本では、国民の科学技術

に対する思いは高度成長期とは全く違っており、

「理科離れで何が悪い」と考えている者も少なく

ないからである。

世論調査（内閣府「科学技術と社会に関する

世論調査」2004 年 4 月）結果を手掛かりに、日

本国民の科学技術に対する考え方を総括すると、

国民の多くは科学技術の発展がもたらす経済的価

値を評価しているものの、それで自分の生活がよ

り快適になるかどうかを疑問視する者や、科学技

術の悪用・誤用や科学技術がもたらす社会的なマ

イナス価値を心配する者も少なからず存在する。

こうした状況下で、国家の科学技術力強化の

ために人々に理科離れ阻止が必要だと訴えても、

それは科学技術で飯を食っている人間の側の論理

に過ぎず、説得力を持ちにくい。

現代においては、「誰のための理科離れ阻止か」

という問いに対し、国民全体のために理科離れ阻止、

科学技術リテラシー向上が必要という視点が重要で

あろう。現代社会はあらゆる面で科学技術の成果を

利用している。科学技術が現代社会の形をつくり、

産業を支配するだけでなく、人々の生活空間を大き

く変え、その生命の行方にも影響力を持つようにな

っている。だからこそ、生活者一人一人が自分たち

の生きる空間のあり方とその未来に責任を持つため

に、科学技術をしっかり見据え、自分たちの意志で

管理していくことが必要である。

科学技術がすべての国民に否応なくかかわり

を持つものとなった以上、理科を何らかの形で学

ぶことはすべての人々にとって必須である。身近

な例を挙げれば、理科の知識があれば、家電製品

や化学品等の誤った使い方による怪我、「トンデ

モ健康法」や霊感商法等にだまされる危険などか

ら身を守るのに役立つ可能性もあるだろう。

② 科学リテラシー向上のための理科教育の重要性

上記の点を考えれば、将来理系に進む子ども

に科学の基礎知識を教える理科教育のほかに、す

べての人を対象に、科学が自分たちの社会のあり

方や生活、生命にどのようなかかわりがあり、ど

のような影響を与えているのかという点に関して

の洞察力と判断力を養うような理科教育が必要と

いうことになる。

後者は、理科系に進まない者を含めすべての

人の科学リテラシーを高めるための理科教育と呼

ぶことができる。それは、初等・中等教育におけ

る理科の教科だけに期待された役割ではなく、理

科以外の教科の中にもその精神が盛り込まれるべ

きであり、また大学教育においても文系・理系の

枠を越えてすべての学生に開かれた教養過程（リ

ベラル・アーツ）のプログラムとして提供されて

しかるべきものかもしれない。

③21世紀型の「科学する心」をどう芽生えさせるか

－ ロボットは絶好の材料

理科離れ対策といえば、現在の中高年がかつ

て好奇心をそそられたのと同じ科学テーマについ

て、今の子どもたちに対し「面白実験」を見せた

り、CG などで視覚的に分かりやすく解説された

教材を与えたりすればよいと考える者が多い。

しかし、今の子どもたちは、便利で豊かな環

境の中で生まれ育ち、生活を支えている科学技術

が自分たちの目に見えないブラックボックスにな

っているために、科学技術の必要性をあまり感じ
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なくなっている。このような現代の子どもに昔と

同じメニューの実験をやらせて、40 ～ 50 年前の

子どもと同じ好奇心や興味を抱くことを期待して

も、それは無理であろう。

清水誠・東京大学大学院教授は、20 世紀は

「科学する心」が必要性や好奇心から生まれてく

る時代だったが、現代は子どもにとって科学への

必要性が感じられず、神秘さや不思議さに好奇心

を持ちにくい社会環境にあるため、20 世紀的な

意味での「科学する心」はもはや芽生えにくいと

指摘している16。

そうだとすれば、今の子どもたちを科学に目

覚めさせ、理科好きにさせるには、20 世紀型の

科学知識を伝えるだけでは駄目で、21 世紀型の

「科学する心」を芽生えさせるアプローチを考え

ることが必要である。

一般大衆にとってブラックボックスであり、

生きていく上で役に立たないものと見なされてい

る科学技術が、実は人々の生活や未来と接点を持

っていて、こういう形で世の中を良くするために

使われているということを実感させるような理科

教育が今求められているのである。

考えてみると、国民は最先端の携帯端末を常

時身につけ、健康や美容の科学には日常多くの関

心を寄せている。つまり、科学に対する関心がな

くなっているわけではない。

また、例えばロボットは、今の子どもに科学技

術の面白さと夢を抱かせ、その夢の実現のために

理科や数学の勉強が大事ということをアピールし

やすい分野である。古田貴之・千葉工業大学未来

ロボット技術研究センター所長は、「ロボットは

物理や化学や数学の集大成で、ロボットを見せれ

ば、『こんな所に数学が、こんな所に物理が使わ

れている』といったことが見える。だから、夢の

ロボットをつくるために理科や数学をがんばって

勉強しようというモチベーションがわきやすい」

と語っている（本誌本号特別インタビュー参照）。

ロボット分野は、日本では多くの国民が夢や

興味や親近感を抱いていることに加え、理科や数

学の使われ方と有用性が目に見えやすいことか

ら、今の子どもの「科学する心」を芽生えさせる

のに格好のテーマと言える。

④ 理数系教育の改革の必要性

教育制度だけが理科離れの原因ではないと先

に述べたが、若者の理科離れや理数科目の学力低

下の大きな原因の一つが、現在の理数系教育のま

ずさにあることは間違いないだろう。前述したよ

うに、日本の小中学生の理数科目の学力順位が世

界の中で低下傾向にあることは、教育の問題抜き

では説明できないからである。

若者の理科離れに歯止めをかけるために必要

な学校教育の改革の中身については、2004 年 12

月、応用物理学会、日本応用数理学会、日本化学

会などの理数系諸学会が発表した「教育課程等教

育に対する改革の提案」の 9 項目が参考になる

（図表 5）。

同提案は、諸外国が理数教育を強化している

中で、日本だけが理数の授業時間を削減し、学習

内容を減少させていることは日本の理数教育に壊

滅的な打撃を与えかねないという危機感、若者の

理科離れ、学力低下を放置すると、次世代の産業

技術人材が育たず、わが国の科学技術やものづく

り技術の衰退につながるとの懸念から発せられた

ものである。

このうち提案 6 に関しては、科学的知識は

年々高度化しているにもかかわらず、日本の教員

の科学的教養は国際的に劣っていること、小学校

では理科の授業に苦手意識を持つ教員が多いこと

（科学技術振興機構の 2005 年調査では 62 ％）な

どの問題があり、まずは理科が好きで得意な先生

を増やすことが急務といえる 17。

16 清水誠「若者の科学する心の喪失」、日本学術協力財団（2005）『今、なぜ若者の理科離れか』所収。
17 日本学術会議は、2007年 6月、教員の科学的教養の向上を訴える要望書「これからの教師の科学的教養と教員養成の在り方に
ついて」を文部科学省に提出した。ここでは、小学校高学年からの理科専科教員の導入、大学院で学んだ博士や修士の教員の
積極的採用、等の要望が盛り込まれている。
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⑤ 文化、教養の一部としての科学

理科離れ自体は先進国共通の現象だが、日本の

特殊性として、社会において科学が文化、教養の一

部になっていないこと、一般市民の間に「科学する

心」を備えた人が極端に少ないことが挙げられる。

このことは、日本における科学雑誌市場の低

調ぶりから一目瞭然である。米国では、「Nature」

「Science」「Scientific American」などの科学雑誌

が、科学を専門としない一般市民の間に広く売れ

ている。科学は教養人のたしなみの 1つとして応

接室に置かれ、空港の売店でも普通の雑誌と同様

に科学雑誌が並んでいる。

これに対し、日本では、自分のビジネスと関

係がないなら科学雑誌など読む必要がないという

意識が強い。このため、日本では大衆的な科学雑

誌の市場が小さい。また、もともと小規模な科学

雑誌の発行部数が近年減少傾向にある。図表 6に

示すように、科学一般誌の発行部数は 2006 年で

約 35 万部と 90 年当時と比べ約 6割も減少してお

り、全雑誌に占める割合も 0.34 ％から 0.13 ％に

低下している。

「Scientific American」とその日本語版である

「日経サイエンス」の人口当たりの発行部数を比

較すると、後者は前者の 10 分の 1 以下とされて

いる 18。科学雑誌の点数も減っており、1941 年創

刊の「科学朝日」が 1996 年休刊になったほか、

1981 ～ 82 年の科学雑誌創刊ブームに創刊された

数誌も「Newton」以外はすべてその後休刊に追

い込まれている。

単行本をみても、年間ベストセラー10位以内に

科学関連本が入ることはほぼ皆無である（図表7）。

ここ 30 年では 1991 年の『ホーキングの最新宇宙

論』（9位）が唯一の例外となっている。

 

２．教育課程は、学問の基本を踏まえた系統的なものとし
て編成する 

３．学習指導要領は必要最小限のものとし、豊かな教育を
現場に委ねる 

４．内容豊かで多様な教科書の出版を推進し、検定は最低
限度にとどめる 

５．豊かな教育実現のため、ゆとりある教員配置、教育環
境を充実 

６．十分な自然科学の素養、専門的知識をもつ教員の育成
に力を入れる 

７．現職教員の資質向上に向けて教員の継続的教育を充実 

１．算数・数学、理科に十分な授業時間を確保する 

８．「あそび」の体験の貧困化を、地域教育・家庭教育の
中で補ってゆく 

９．大学等の高等教育機関においても現教育課程への対応
を十分準備する 

図表 5 理数系諸学会からの理数系教育に対する
改革提案

出所：応用物理学会他「理数系諸学会からの、教育課程等教育に
対する改革の提案」（2004 年 12 月 27 日）をもとに要約

18 文部科学省科学技術政策研究所「我が国の科学雑誌に関する調査」2003 年 5 月。
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図表 6 日本における科学一般誌（月刊誌）の発行
部数の推移

出所：出版科学研究所『出版指標　年報』より作成
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前述したように、日本では明治以降、科学と

技術が一体という考え方があることが高度成長期

の工業の発展にプラスに作用した。しかし、その

裏返しとして、科学の経済的価値のみが注目され、

科学の文化的価値が社会に受け入れられてこなか

った。

このように「科学する心」を備えた国民が少

ない現状は、子どもが理科好きになり、理系の進

路を選択することの阻害要因となる。

科学が文化、教養の一部である社会、一般市

民が余暇やお茶の間の雑談での気軽な話題として

科学を語るような環境をどうつくっていくか。日

本で理科離れに歯止めをかけるためには、この点

に他国以上に大きなエネルギーを割く必要がある

ことを覚悟しておかなければならない。

最近、「世界一受けたい授業」等のテレビ番組

で科学実験が知的エンターテインメントとして取

り上げられていることは、国民が身近に科学を語

る社会をつくる上で有意義なことと言えよう。

⑥ 「科学の演奏者」の育成が必要

人々の科学リテラシーを高め、科学を文化と

して根付かせるには、科学と社会をつなぐ有能な

コミュニケーターの存在が重要となる。

研究者・技術者が自分の行っている研究を分

かりやすく人に伝えると同時に、一般市民の思

いを汲み取って自らの活動に反映していくこと

が求められる。また、研究者・技術者と一般市

民の間に立って、科学技術の面白さ、負の側面

を含めた現状を分かりやすく伝える媒介者も必

要となる。

しかし、現実問題として、科学者・技術者に

とっては、自分の研究で成果を出すことが重要

であり、コミュニケーターとして実績を上げて

もあまり社会から評価されないのが実態である。

この点に関して、本田孔士・大阪赤十字病院

院長は、「現在進行中の科学研究や過去の発見の

中から真に大切な仕事を洞察力良く探し出し、一

般の人たちに分かりやすく伝える人を『科学の演

奏者』19 と呼ぶとすれば、このような科学の演奏

者を育てる社会のシステムをつくり、彼らを高く

評価する社会の風土を醸成することが必要」と指

摘している 20。

⑦ 実験などリアルな体験の重要性

2000 年度ノーベル化学賞受賞者の白川英樹博

士は、「理科は教科書だけでなく実験をさせるこ

とが重要です。今の子供たちが本物の自然に触れ

図表 7 単行本の年間ベストセラーに理工系書籍が入った例
（1970 ～ 2006 年）

注： ・1970 ～ 84 年はベスト 10 以内、1985 ～ 2006 年はベスト 30 以内を記載。
・1994 年以降は、ランクイン事例がない。理工系に準じる本まで広げても、1995 年の春山
茂雄 『脳内革命』（19位）、1997 年の柳田理科雄 『空想科学読本（２）』（12位）があるく
らいである。

出所：出版ニュース社『出版年鑑』より作成

19 「科学の演奏者」は生物学者の岡田節人氏の造語（『ヒトと生きものたちの科学のいま』岩波書店、2001年）。音楽の世界で作
曲家と演奏家の両方がそれぞれに評価されるのと同様、科学の世界でも作曲家と演奏家の両方が評価されるべきと指摘した。

20 本田孔士『国民一人一人に「科学する心」を育てることから全てが始まる』、日本学術協力財団（2005）『今、なぜ若者の理科
離れか』所収。
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る機会が激減していることが問題である」と述べ

ている 21。白川氏の実験重視の研究姿勢がうかが

われる発言である。

白川氏に限らず、成功した科学者のセレンデ

ィピティの歴史をひも解くと、緻密に実験、観察

を行い、経験を積んだ者にセレンディピティが訪

れていることが分かる 22。

子どもが理科を好きになり、科学の道に進ませ

る要因としても、実験は非常に重要である。同じ

くノーベル賞受賞者の田中耕一氏の場合、小学校

4 年生の時の担任の先生が理科好きで、子どもた

ちと一緒に実験を進めてくれる先生だった 23。実

験中に先生が田中氏のアイデアを取り入れてくれ

たことで実験が成功した経験があり、その先生の

存在が田中氏を科学の道に進ませたと言われる。

実証データからも、理科の授業で実験・観察を

経験した生徒はそうでない生徒よりも理科が好き

で理解度も高くなることが明らかになっている 24。

理科の実験・観察に限らず、科学技術に触れる

リアルな体験が重要と考えられる。例えば、本誌

本号掲載の特別インタビューの中でも、一流の研

究者（古田貴之・千葉工業大学未来ロボット技術

研究センター所長）の手ほどきによるリアルなロ

ボット体験が一人の幼稚園児をロボット博士志望

の子どもに変えたエピソードが紹介されている。

これらのことから、理科に興味を持つ子ども

を増やし、研究者・技術者の卵を育てるには、良

き指導者の下でリアルな実験や実習を経験させる

ことが重要であることが分かる。

⑧ 理系の地位・待遇の向上

理系出身者は不遇だという社会的通念が、理

工系離れを促す一因であることは前述した通りで

ある。

文系、理系にかかわらず、国民全員の科学技

術のリテラシーを高めることは大切なことである

が、理数科目が好きで得意な若者が、社会での待

遇面で不利という理由で理系の道に進まないとい

う状況が続けば、将来のイノベーションを支える

研究者・技術者が不足するのは当然である。

技術立国、知的財産立国を担う理系人材を増

やそうと、あれこれ理科離れ対策を講じても、理

系の待遇が悪いままであれば、理系人材は中長期

的には枯渇してしまうだろう。日本の将来のため、

人類のため、真理の探究のために、不遇を承知で

理系に進むという善意の人だけに頼っていては、

いくら科学技術人材育成の重要性を唱えても、理

工系離れは止められない。

今の日本社会で理工系出身者が本当に不遇な

のかどうか、筆者には分からないし、真実はこれ

とは違うのかもしれない。しかし、現実に若者や

理系出身者の間で「理系は文系より不遇」という

認識が広がっていること自体が理工系離れをもた

らす大問題と言える 25。この意味で、理系出身者

の待遇の改善が進んでいるという世論の形成なし

には、理工系離れ問題の本質的な解決はありえな

いと思われる。

ただし、理系の社会的待遇が悪いのは、世の

中の仕組みや経営者が悪いのではなく、日本の技

術者・研究者の側の姿勢に問題があるとの指摘が

ある。先にも登場した古田貴之氏は、次のような

趣旨の発言をしている。

－日本の技術者は、自分の技術の使われ方や企
画・デザインなど（付加価値を生む部分）に無

21 日本経済新聞 2006年 3月 6日付朝刊。
22 五島綾子（2007）『ブレークスルーの科学』日経 BP社。セレンディピティとは、求めずして思わぬ発見をする能力、予期せぬ
ところからおかげを被るための一つの技のこと。

23 国松俊英（2004）『理科室から生まれたノーベル賞－田中耕一ものがたり』岩崎書店　等に詳しい。
24 ベネッセ教育総研「新しい学力を育む教育調査」（2001年）をもとにした分析。進研ニュース「VIEW21」 2002 年 10月「特集
進む『理科離れ』と理科教育の展望」。

25 この問題の重要性を世に啓蒙するのに大きな役割を果たしたメディアとして、毎日新聞社の「理系白書」企画を挙げることが
できる（2003年同名の単行本刊行。その後も誌面やインターネットで同名企画を継続中）。
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頓着である。技術者が自ら進んで人に使われる
側に回り、それに甘んじており、欧米の技術者
のように自分のバリューを高めるのに熱心では
ない。これでは、文系より賃金が安くても当然
である。（待遇改善のためにも、）技術者は自分
の技術に責任を持つべきだ。－

理系の待遇改善は、放っておいても誰かが進

めてくれるものではないし、技術者・研究者が声

をあげて企業や国に要求すれば達成されるという

ものでもない。技術者自身の意識や行動の変革を

伴って初めて実現するものであろう。

『日本の敗因』に学ぶ科学リテラシーの重要性

余談であるが、日本文化論で定評のある評論

家山本七平氏の『日本はなぜ敗れるのか－敗因

21 カ条』を読むと、国の指導者に科学リテラシ

ーがないことがいかに致命的な問題であるかを思

い知らされる。同書で筆者は、軍属としてフィリ

ピンに派遣された科学者小松真一氏が終戦直後、

米軍の捕虜となった抑留生活中に綴った『虜人日

記』で指摘した日本の「敗因 21 カ条」を紹介・

分析しているが、その 21 カ条の中に、科学リテ

ラシーの低さに関する項目が 3つ（下記）も含ま

れている。

・日本の不合理性、米国の合理性

・基礎科学の研究をしなかったこと

・指導者に生物学的常識がなかったこと

それ以外の項目の中でも、科学技術リテラシーの

低さが敗因になったという記述を随所に見出すこ

とができる。たとえば次のような日本軍の姿が描

かれている。

・あらゆる方法を探究し、可能な方法論のす

べてを試みるという姿勢がなく、「出たとこ

勝負」を繰り返すだけ。

・個人が武芸を徹底的に習熟すれば、どんな

最高の技術にも勝ちうるという非科学的な

考え方に支配されていた。

・人間はちょっとした変化で死に、あるいは狂

い出し、飢えれば共食いを始める「生物」で

あることを自覚せず、人間はどんな環境下で

も「忠勇無双の兵士」でありうると考える。

・民間人の持つ科学的知識や技術を軍隊組織

の中に合理的に組み入れて活用しようとし

ない。

1975 年執筆の同書で筆者（山本氏）は、戦後

も非科学的なマスコミ報道をやすやすと信じてし

まう国民の姿を見て、日本人の敗因である非科学

的な思考パターンは全く改まっていないと指摘し

ているが、これは現代にも通じる警鐘と言えよう。

理科離れ阻止に向けた取り組みは着実に前進

ここ数年、日本でも理科離れに歯止めをかけ

るための取り組みが、様々な分野で様々な主体に

より進展している。

教育政策面では、たとえば次のような動きが

見られる。

・2005 年 2 月、中山成彬文部科学相は学習指

導要領の全面的な見直しについて検討を要

請し、その骨子には、理科・数学（算数）

教育の改善、授業時間の見直し、子どもが

わくわくして取り組める授業、わかる授業

の実現などが盛り込まれた。

・文部科学省は、理数教育を重点的に行う高

等学校を「スーパーサイエンス・ハイスク

ール」に指定し、将来の国際的な科学技術

関係人材育成のための取り組みを推進して

いる（2002 年度以降）。

・文部科学省は、小学校 5 ・ 6 年生を対象と

した理科の観察・実験活動で授業の準備・

実施、授業計画立案、教材開発等の支援を

行う「理科支援員」を配置する制度を、

2007 年度から全国約 3,000 校で実施する。

・科学技術推進機構は、主に高校生以下を対

象とした国際科学技術コンテスト（数学、

化学、生物学、物理、情報、ロボット、課

題研究の 7 分野）への参加を支援し、科学

に興味を持ち才能に恵まれた若者の学習活

動を奨励している。
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また、多様な経済主体による理科離れ阻止の

ための活動例としては、次のようなものがある。

・数多くの大学、企業、NPO 法人などが、地

域の小中学校とタイアップして、理科教室、

科学実験などに積極的に取り組んでいる。

・（株）リバネス（丸幸弘社長、東京都大田区）

のように、バイオ関連の実験教室をボランテ

ィアベースではなくビジネスとして全国展開

しているベンチャー企業も育っている。

・科学と社会をつなぐコミュニケーションの

試みの一つとして、日本科学技術会議と科

学技術推進機構は、2006 年の科学技術週間

に合わせて、全国 21 カ所で各地の NPO 法

人、財団法人、大学などと連携してサイエ

ンスカフェ 26 を開催した。

・全国の科学館や博物館は、実験を見せる科

学イベント等を盛んに開催している。

・2007 年の科学ジャーナリスト賞の一人にフ

リーのサイエンスライターで科学と社会を

つなぐコミュニケーターとして活躍してい

る横山広美氏（東大大学院理学系研究科准

教授）が選出されるなど、前述した「科学

の演奏者」を評価する動きが強まっている。

残された困難な課題

日本の理科離れ対策の現状について評価すれ

ば、理科離れ阻止に向けた機運や掛け声は確実に

高まっており、理科好きの子どもを増やすための

施策や活動、及び国民全体の科学技術のリテラシ

ー向上のための取り組みに関しては、着実に前進

していると言える。

一方で、手つかずあるいは取り組み不十分の

まま残された課題もある。

第一は、社会における理系の地位・待遇の向

上に関しては、大きな進展がないように見える点

である。理系出身の大企業経営者が増えるなどの

動きはあるものの、大勢として理系は相対的に不

遇という社会認識に変化はないように思われる。

科学技術やものづくりの発展のために貢献し

た研究者・技術者が社会的に高い評価、処遇を受

け、多くの若者が彼らに憧れ、理系のキャリアを

志願するような社会をどう築いていくかが、残さ

れた困難で重要な課題と言えよう。これは個々の

企業や大学、研究機関のレベルでは解決できない

課題であり、国を挙げての多面的取り組みが必要

だが、同時に研究者・技術者自身が自分の研究や

技術の使われ方を意識し、自らのバリューを高め

ようとする意思を持つことが必要であろう。

第二の課題は、息の長い、確かな信念を持っ

た取り組みの必要性である。科学技術と社会をつ

なぐ活動が近年日本でも活発化していることは、

理科離れ阻止の観点から喜ばしいことであるが、

一歩進んで日本で科学を文化として根付かせるに

は、付け焼刃やお飾りでない、息の長い取り組み

が必要である。

たとえば、米国で科学と社会をつなぐ役割を

担っている米国科学振興協会は、前回ハレー彗星

が地球に接近した 1985 年に、次のハレー彗星が

到来する 2061 年を目標にすべての米国民の科学

リテラシー向上を目指す「プロジェクト 2061」

を立ち上げ、推進している。これなどは、米国が

科学は未来につながるという強い確信のもとで、

息の長い取り組みを行っていることを示す事例と

いえよう。

日本においても、一過性の「科学リテラシー

向上」ブームや好況時の企業の CSR の得点稼ぎ

としての科学技術イベントブームだけに終わるこ

となく、国策として強い意思を持って息の長い時

間軸で「科学技術と社会をつなぐ活動」を推進し

ていくことが必要と考える。

26 科学の専門家と一般の人々が、喫茶店など身近な場所でコーヒーなどを飲みながら、科学について気楽に語り合う場をつくろ
うという試み。


