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２．対象となる企画

３．体制、採択後の手続き

５．応募について
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１．市民参加型実験 とは

・日本科学未来館をフィールドとした実証実験や研究調査
（得られた成果はすべて代表者（または所属機関）に帰属）

・研究の社会的な意義や将来像について、研究者と市民が
双方向に対話し、ともに考える機会

・科学コミュニケーターらによるサポート
（実施費用は応募者の負担）

⇒実験データや多様な市民の意見を研究に反映させた
「共創」を実現し、よりよい社会に貢献します。
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日本科学未来館とは

科学技術への理解を深めるための拠点として2001年に開館した
国立の科学館。国立研究開発法人科学技術振興機構（JST)の
一組織として運営。
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設立の理念

「科学技術を文化として捉え、社会に対する役割と未来の可能性につい
て考え、語り合うための、すべての人々にひらかれた場。」
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研究者を含む社会のさまざまなステークホルダーを、
ともに活動するパートナーとして捉えたネットワーク

すべての人に開かれた場
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・第5期科学技術基本計画（平成28年1月22日閣議決定）

「経済・社会的な課題への対応を図る」ために、
「研究者、国民、メディア、産業界、政策形成者といった

様々なステークホルダーによる対話・協働、
すなわち『共創』を推進するための関係に深化させる」

「国、大学、公的研究機関及び科学館等が中心となり
共創の場を設ける」（第６章 「科学技術イノベーションと社会との関係深化」より）

本事業の背景

⇒研究者・技術者の皆様と市民の皆様の対話を
研究活動に反映させる「共創」が期待されています。
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本事業の趣旨

「共創」を実現し、よりよい社会の実現につながる
「市民との対話に重点をおく実証実験や調査研究」
を募集します。
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実施者のメリット

・多様な参加者からの実験データ取得

・科学に関心が高い来館者からの多様な意見収集

・各種メディアへの情報発信、アウトリーチ

・研究施設から実環境への橋渡しとして科学館を活用
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企画提案者

・日本国内に居住し、大学、高等専門学校、公的研究機関、

公益法人、NPO 法人及び民間事業者（日本国内で法人格

を有すること）に所属する研究者（在学中の学生は応募不可）

・自らが研究構想の発案者であるとともに、その構想を実現

するために自立して実験を推進
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採択件数

①本採択件数 4件程度

②予備採択件数 採択件数上限なし

・本採択には至らないものの、社会課題を見据えた

意欲的な提案を選定

・１～２日程度の調査等を未来館で実施
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募集・選定スケジュール

研究提案の受付締切 1月15日（水） 正午〆切

書類選考期間 1月中旬～2月上旬

採択決定時期 2月上旬以降

・採否に関わらず、応募者に文書で通知

・採択企画は未来館ホームページで公表

実験等実施期間 2020年４月～2021年3月

（継続実施が承認された場合、最長2022年3月まで延長可）
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２．対象となる企画

・規模 ⇒ 100名以上のデータ取得

・時期 ⇒ 2020年4月～2021年3月
ただし最長2022年3月まで延長の場合あり

・手法 ⇒ 行動観察や試作機の評価によるデータ取得
アンケートなどによる意見聴取

・時間 ⇒ 実験参加時間は30分以内（最長でも1時間以内）

⇒提案書「様式2 実験構想」「様式3 プレゼンシート」に、

できるだけ具体的に実験内容をご記入ください。

・日数 ⇒ １日以上、最長24か月
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被験者
・合理的な理由があれば、年齢や

国籍の制限も可能
（例：年代比較、国際比較）

・被験者から同意書を取得

・当日参加可能な実験
（事前申し込みは原則行わない）

・謝金は不要。

・被験者が「参加して良かった」と
思えるポイントをつくる。

年代比較のため、
参加者の年齢を制限した例
（5～12歳の方とその保護者）
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対話とは

一方的な解説ではなく、
研究テーマが内包する
社会的課題について
研究者と来館者が
ともに考えること。

本事業では「対話」で得られた来館者の意見が研究に新しい視点をもたらし、

「共創」を促すことを目指しています。

来館者の意見が研究に活かせるように「対話」テーマを持ち、

得られた意見がどのように研究に反映される可能性があるのか

といった展望を含めた提案を期待します。
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研究者
手
を
引
く
案
内
ロ
ボ
ッ
ト

参加者

手を引くロボットが
あれば使いますか？

街中で頼るのは
ちょっと怖いなあ

ロボットは
頼れないですか？

子供でも安心して使えれば、
ロボットに任せたいです。

では、ロボットの高さを低く、
力を弱くした方が良いですね。

対話がご研究に生かされる例
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実験前の待ち時間

実験後の解説
15分のミニトーク
※5階「コ･スタジオ」

ブースでの対話

対話の機会

⇒実験と並行して、あるいは講演やワークショップの
時間を設けて、対話の場を設計してください。
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研究者と一般の市民が対話を行うイベントなどを設計。
企画提案が採択された場合、双方向のコミュニケーションを
生みだす場作りを提案します。

科学コミュニケーターによるサポート
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実施場所

以下の５カ所を無料でご提供します。

①1階 コミュニケーションロビー

③3階 “おや？”っこひろば

②3階 総合案内前

※実験の内容にかかわる合理的な理由がある場合、他エリアでの実
施については、ご相談に応じます。
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④7階 コミュニケーションフロア

⑤7階 ドームシアター前のロビー



会場①

大規模な実験が可能な広いスペース。但し、他イベントとの兼ね合
いにより、使用できない期間もある。

1階 コミュニケーションロビー
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会場②

常設展の入口にあたり、多くの参加者を見込める開放空間。
ただし、親子向けスペース「”おや？”っこひろば」の音が入る
可能性もある。

3階 総合案内前
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会場③

お子様とその保護者の方のみが入場できるスペース。
半閉鎖空間のため、お子様でも実験に集中できる。

3階 “おや？”っこひろば
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会場④

260インチスクリーンのある大規模スペース。
閉鎖空間で、実験に集中して取り組むことができる。

7階 コミュニケーションフロア
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会場⑤

ドームシアターの出口前にあるどなたでも入場できる
スペース。参加者を多く集めたい場合に適している。

7階ドームシアター前のロビー
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３．体制、採択後の手続き

研究者
技術者

未来館

代表者

実施者

契約・
事務担当者

科学
コミュニケーター

契約・事務
担当スタッフ

実験計画の作成
対話の場の設計

契約締結
調達・出納業務
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研究を発案・推進。
会場に常駐し、監督責任を負う。

代表者

実施者

契約・
事務担当者

研究を推進、実験を実施。代表者に代わり
会場に常駐し、監督責任を負う。

代表者が主たる実験者である場合には、
実施者を定める必要はない。

契約、調達、出納業務を担当。
学生ではない方。

実施体制

26



・代表者や実施者にくわえて、十分な人員を確保

実験当日の実施体制

・シフト制や実験時間を区切るなど、休憩時間を確保

・役割分担を明確に（実験、対話、誘導、同意書の説明など）

・日英を含む2カ国語以上での対応
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実施までの流れ

採択後
２ヶ月前まで

1.5ヶ月前まで

1ヶ月前から
本番まで

実施後

契約締結
未来館との事前打ち合わせ
実験実施計画書作成、提出
倫理審査委員会へ付議・保険の確認

試行会の実施・実施概要確定 → 実施の承認
HP等告知準備

運用検討（スタッフ配置や使用機材など）
前日 搬入と会場設営
当日 実験と対話の実施、撤収

報告書作成、追跡調査へのご協力

以上、第２章 募集の詳細「３．採択後の手続き」をご参照ください。
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大学・研究機関等の倫理審査委員会にて承認を受け、
審査資料および結果通知書を提出

倫理審査について

⇒ 以下の項目に留意

・人権の保護および法令等の遵守への対応について

・個人情報の取り扱い

・公衆衛生・安全配慮

・研究倫理の遵守

※倫理審査委員会が設置されていない機関の代表者は、当該組織内で
上記の項目について承認を受けた書類を提出してください。
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実施に際して

・実施費用

⇒すべて実施者の負担。

実施予算を提案書「様式６.実施予算計画書」にご記入ください。

ただし、施設利用費は無料、備品の貸し出しも相談に応じます。

・保険

⇒代表者の責任において実験を行っていただきますので、

原則、賠償責任保険に加入。

・広報

⇒日本科学未来館のWebページ上で周知。

（以上、第2章募集の詳細「3.採択後の手続き」をご参照ください。）
30



（１）事業趣旨と企画内容との整合性

（２）研究計画の妥当性

（３）企画の新規性

（４）総合観点

審査の観点
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① 社会課題解決を目指す提案であるか。

② 提案者が参加者との科学コミュニケーションに意欲的であるか。

③ 参加者の声が研究に反映されるような提案であるか。

④ 研究者と来館者が対話を行い、双方が気づきを得られる提案であ

るか。

⑤ 社会的波及効果が期待できる提案であるか。

⑥ 多くの来館者が体験可能な提案であるか。

⑦ 実験参加者の高い満足度が期待できる提案であるか。

審査の観点（１）
事業趣旨と企画内容との整合性
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① 研究全体の計画内容と今回の実験の意義・位置づけ・課題が明確

であるか。

② 実験計画にかかる予算計画は妥当であるか。

③ 適切な実施スケジュールとなっているか。

④ 事前準備～当日の実施に至るまで、円滑かつ適切に実施できる体

制となっているか。

⑤ これまでのデータ・成果が蓄積さており、かつ実験内容が具体的

かつ合理的であるか。

審査の観点（２）
研究計画の妥当性
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① 独創的・挑戦的なアイデアに基づく提案であり、企画そのものや、

実験手法に新規性や特異性などの創意工夫がみられるか。

② 科学技術コミュニケーション活動のモデルとなるような提案であ

るか。

③ 科学コミュニケーション手法の新規開発に挑戦する意欲的な提案

であるか。

審査の観点（３）
企画の新規性
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①適切な安全管理体制になっているか。

②個人情報保護、生命倫理、安全対策に対する法令等を遵守した
計画となっているか。

審査の観点（４）
総合観点
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・安全管理

⇒火気や大量の水、来館者の安全を脅かす機器などは使用不可。

音・振動などが発生する場合、提案書「様式２ 5.実験内容」に

ご記入ください。

・電源

⇒申請書にご記入ください。

別途電源工事をお願いする場合があります。

・液体

⇒専用の会場を用意いたしますので、事前に申請ください。

館内利用に際して

以上、第３章 実施上の留意点 「１．館内利用にかかる注意事項」をご参照ください。
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４．これまでの実験例のご紹介
１．研究エリア企画

気持ちの鑑定所 ～コトバで隠せないホントの気持ち～

（東京女子大学 多感覚コミュニケーションプロジェクト）

２．公募企画

一緒にさがそう未来のルール

～ロボットの事故はだれかのせい？

（大阪大学工学研究科／RISTEX「人と情報のエコシステム」領域 ）

team HMD ～世界基準を策定せよ～

（産業技術総合研究所 人間情報研究部門）
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１．研究エリア企画

気持ちの鑑定所～コトバで隠せないホントの気持ち～
東京女子大学 多感覚コミュニケーションプロジェクト
現代教養学部 田中章浩研究室

期間：2016年7～8月の計11日間 他

場所：3階 実験工房

参加者：480名
（5歳～12歳の子供と

その保護者）

概要：PCを用いた、顔と声に関する
一連の心理学実験

38



実験構想

・会場内をブースに分け、参加者が順に巡ることで
複数の実験（5分以内×6）をスムーズに実施

・文化間・年齢の比較を目的の実験とし、対象は限定して実施

海外からの来館者向けには研究の目的などを掲示、解説

・未来館での実証実験から、新たな知見を得て論文投稿済
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対話構想

・実験後には、実験結果のフィードバックを行った後、
心理学全般に対する要望を尋ねる対話を実施。

・占いのように誤解されている心理学のイメージを払拭。
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41

一緒にさがそう未来のルール
～ロボットの事故はだれかのせい？

大阪大学工学研究科／RISTEX「人と情報のエコシステム」領域

２．公募企画

期間：2018年8月、10月の２日間

場所：7階 コミュニケーションフロア

参加者：50名

概要：自律的な機械がひき起こしうる
事故の法的責任について、市民
感情の意見収集



・新たに作成した事故事例の動画を視聴し、事故の原因
や法的責任が誰にあると感じたか、それはなぜか等の
意見収集

・異分野研究者の連携の場になり、新規プロジェクトに

発展

実験構想
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・実験後、工学、認知科学、法学、哲学の研究者4名から、

の解説、質疑応答を実施

・後日議論の内容をHPで公開

・ミニトークを作成、未来館で継続して話題提供を実施

対話構想
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期間：2017年7月・8月 計6日間

場所：3階 実験工房

参加者：約150名

概要：ヘッドマウントディスプレイの
安全基準を策定するための実験

RISTEX
り、成果が出てい
ることも説明に！

２．公募企画

team HMD ～世界基準を策定せよ～
（産業技術総合研究所 人間情報研究部門）
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・HMDの重さを変更して繰り替えしVRゲームを体験、
頭部の動作データ及び主観評価を取得

・VR酔いなどの対策として体験の時間配分の検討、

休憩スペースの設置など

・取得したデータをもとにISO基準を策定に向け論文執筆中

実験構想
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・体験者を被験者、ではなくteam HMDの一員として
研究に協力するという形式で参加

・実験後は解説に加え、現在の研究の段階などを紹介した対話
また研究者に参加者が質問できるコーナーを実施

対話構想
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体験者数 5万人以上（延べ26日間）

実 施 者 産業技術総合研究所

課題論点 人を避ける自律移動ロボッ
トの走行実験を行い、人と
ロボットがともに生活をす
る未来を一緒に考える。

実験成果 実験結果をとりまとめ論文
投稿し、IEEE IRIS2017 
Best Papper Award受賞。

その他の実施事例
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ロボットは自分で人混みを抜けられるか！？



体験者数 約1000人（2日間）

実 施 者 旭化成株式会社

課題論点 法律上、「輪郭線画像は個
人情報ではない」とされて
いるが、法では規定できな
い個人のプライバシー保護
の観点を探るとともに、科
学の利便性と個人情報のあ
り方について考える。

成果取扱 製品開発データとして活用
した。

※旭化成は未来館のオフィシャルパートナーです。

その他の実施事例

48

「透け撮るん SKETOLN ®」でプライバシーを守る！
～WEBカメラと個人情報～



５．応募について

応募方法
提出書類（様式1～8は必須）を以下の申請フォームから提出

（2020年1月15日（水） 正午 受付締切）

https://www.miraikan.jst.go.jp/form/output/tomotsuku2020.html

未来館ホームページ「お知らせ」→「市民参加型実験 企画提案募集

（2020年）について」の「企画提案応募フォーム」をクリックしても

上記申請フォームの画面が出ます。

https://www.miraikan.jst.go.jp/info/1911281325268.html

応募後3営業日または募集最終日18時のいずれか早い日時までに、

未来館から受領確認メールを送ります。届かない場合はご連絡ください。
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様式1 提案書

様式2 実験構想

様式3 プレゼンシート

様式4 用語の説明

様式5 業績リスト

様式6 実施予算書

様式7 人権の保護および法令等の遵守への対応

様式8 安全管理体制・安全対策

必須提出資料

申請時点で手元にある場合には以下の資料をご提出ください。
（採択後、必ずご提出いただく必要があります。）

倫理審査に関する書類

賠償責任保険に加入していることがわかる書類

５．応募について
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お問い合わせ先
国立研究開発法人科学技術振興機構

日本科学未来館 事業部 プログラム企画開発課

市民参加型実験 担当

〒135-0064 東京都江東区青海2丁目3番6号

E-mail: tomotsuku@miraikan.jst.go.jp

電話：03-3570-9214(受付時間： 10:00 ～17:00 )

（※土曜日、日曜日、火曜日、祝祭日を除く)

５．応募について
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National Museum of Emerging Science and Innovation (Miraikan)

ご参加いただきありがとうございます。

みなさんと共に創る企画を

お待ちしております！

日本科学未来館 市民参加型実験 事務局
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