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１．オープンラボ（市民参加型研究）とは 
 

（１）趣旨 

日本科学未来館（以下「未来館」という。）では、未来館内の展示場や施設等を活用し、

研究開発を進めるうえで必要となる実証実験や調査を行う事業（オープンラボ）を実施

しています。オープンラボを通して、一般の方々から広くデータを募ることに加え、市

民と研究者・技術者の対話を促すことで、多様な視点がとりこまれた研究開発を推進し

ています。 

 

（２）公募概要 

オープンラボ事業に関して、大学や公的研究機関、企業等から公募企画を募集します。 

具体的には、未来館と共同で、未来館の展示場や施設を研究のフィールドとして活用

し、来館者に協力いただく形で実験や調査等を実施していただきます。また、実験や調

査の参加者に対し、講演やワークショップなどの双方向コミュニケーションも実施して

いただきます。実験や調査はオンラインでの実施も可能です。 

本公募で採択された場合、原則として実験や調査に関わる経費は、企画提案が採択さ

れた研究者（以下、採択者という）が負担し、未来館の展示場や施設の使用および参加

者の募集に関わる経費は未来館が負担することとなります。 

 

２．スケジュールおよび応募方法 
 

（１）スケジュール 

募集・選考のスケジュールは、以下の通りです。 

 

企画提案の受付開始  

（1次募集） 

2021年9月21日(火)  

企画提案の受付締切  

（1次募集） 

2021年11月19日(金)午後5時 ＜厳守＞ 

選考期間  2021年12月～ 

選考結果通知・発表  2022年1月～ 

 

事業計画等に関する協議 2022年1月～3月 

 

事業実施時期  2022年4月以降 

 

2022 年 1 月頃に２次募集を行う予定です。２次募集では１次募集で不採択となった提案

についても応募可能です。（１次募集の提案から内容の改善が認められれば採択される可

能性があります。） 

 

（２）応募方法 

ウェブページから提案書をダウンロードし、必要事項を記入し、企画提案応募フォー

ムにアップロードしてください。応募書類を受領後３営業日内に、未来館から受領確認

メールを送ります。この受領確認メールをもって応募完了とします。なお、受領確認メ

ールが届かない場合は、「６．お問い合わせ先」までご連絡ください。 

https://www.miraikan.jst.go.jp/research/openlab/koubo/ 

 

https://www.miraikan.jst.go.jp/
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（３）応募における留意事項 

 

・応募内容が「３．企画提案」の内容に合致していない場合、虚偽の内容が記載されて

いた場合等には、当該応募を審査の対象外とします。採択後にこれらが発覚した場合

には、採択の取り消しや実施の中止等を含めた必要な措置を講じますので、ご注意く

ださい。 

 

・応募内容に重複がなければ、応募数の制限はありません。ただし、特定研究者や地域

への集中を避けるため、採択数は原則として１研究室につき１件とします。 

 

 

３．企画提案 
 

（１）対象者 

日本国内に居住し、大学（短期大学および大学院大学を含む）、高等専門学校、公的

研究機関、公益法人、NPO 法人および企業（日本国内で法人格を有すること）に所属す

る研究者（修士課程もしくは博士課程在学中の学生は応募できません。）であって、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研究を推進する立場

にあること。 

 

（２）実施形式 

本公募では、以下の３種類の実施形式について募集を行います。 

形式 内容 契約期間 審査方法 

A.実証実験 研究開発中の科学技術や新しいシステムを

用いた実証実験やプロトタイピングを、未来

館の展示場や施設等において、未来館の来館

者を対象に実施する。 

１年間 

( ２ 年 間

の 場 合

有) 

書類審査、

（ヒアリン

グ審査を伴

う場合有） 

B.意見収集 研究成果の社会受容性、隣接する社会的課題

等について、未来館の展示場やオンライン

で、アンケート調査、ディスカッションなど

を実施し、多様な人々の多様なアイデアを収

集する。 

１年間 書類審査 

C.人文・社

会科学研究 

人間の行動や心理・発達に関する研究につい

て、来館者を被験者とした実験等を実施し、

研究データを取得する。 

６か月間 書類審査 

 

（３）実施概要 

 

①実施期間 

実施期間は契約締結日より６か月間または 1 年間です。ただし、A.実証実験に限り、

必要となるデータ数等をふまえ最長２年間までの提案を認める場合があります。 

 

②実施場所 

展示場のほか、１階コミュニケーションロビー、７階コミュニケーションフロア等の

施設を利用します。実施場所については、採択後に未来館と協議し決定します。また、

オンラインでの実施も可能です。 

 

③参加者とのコミュニケーション 

本事業の趣旨を踏まえ、参加者とどのようなテーマでコミュニケーションを行いたい
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か、企画提案者が実現したい未来社会像をふまえ、具体的にご提案ください。 

 

④成果の取り扱い 

本事業で得られた成果は、すべて採択者に帰属します。未来館では本事業により得ら

れた研究成果をもとに、採択者らが行う国内外での研究成果発表を推奨いたします。そ

の際には未来館の協力のもと実施された実験等の成果である旨、記述を行っていただき

ますようお願いいたします。 

 

（４）体制 

  企画の提案・実施にあたっては、以下の体制を組んでいただきます。 

 

①代表者 

・日本国内に居住し、日本国内の大学、研究機関あるいは日本国内で法人格を有する

企業等に常勤で所属する研究者であること。 

・本企画提案に係る研究テーマを自ら発案し、主体的に本企画提案を推進できる研究

者であること。 

・実施期間中は会場に常駐し、管理・監督責任を負うこと。 

 

②実施者 

・実施者とは、代表者以外で主として実験を行う方を指します。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ありません。 

・日本国内に居住し、日本国内の大学、研究機関あるいは日本国内で法人格を有する

企業等に常勤で所属する研究者であること。 

・代表者とともに、本企画提案に係る研究テーマを推進する者であること。 

・実施期間中、やむを得ない事情により代表者が会場に不在となる場合には、代表者

に代わって会場に常駐し、会場での管理・監督責任を負うこと。 

 

③契約・事務担当者 

・契約・事務担当者とは、代表者に代わり、本事業を実施する上で必要となる、契約

等の事務作業全般について、未来館担当者との調整を行う方を指します。 

・契約、調達、出納業務を行う事ができ、代表者所属機関の規約等を理解しているこ

と。 

 

（５）実施費用 

原則として、実験や調査等に必要となる制作物等の制作、設営、撤去などの経費は、

採択者に負担していただきます。未来館は、施設利用や参加者募集に伴う経費を負担し

ます。 

 

（６）企画実施における責務 

 

①人権の保護および法令等の遵守 

実験や調査等を実施するにあたって、参加者の同意・協力を必要とする場合、個人情

報の取り扱いの配慮を必要とする場合、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする

場合など法令等に基づく手続きが必要な際には、研究機関内外の倫理審査委員会の承認

を得る等必要な手続きを行ってください。また、海外における研究活動や海外研究機関

との共同研究を行っている場合には、関連する国の法令等を事前に確認し、遵守してく

ださい。 
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②個人情報の取り扱い 

個人情報の取り扱いに関しては、本人の同意に基づかない目的外使用等が行われない

ように厳格に管理を行ってください。 

 

③公衆衛生・安全配慮 

全ての計画に係る安全・衛生について、実施機関および未来館双方の規程を遵守して

ください。安全・衛生管理については、採択者が責任を負うこととしますので、賠償責

任保険に加入（保険証書（写）等を提出）し、必要な措置を講じてください。 

 

④研究倫理の遵守 

採択者が、当該事業によらず他の制度・研究助成等の事業において、研究費の不正な

使用や研究活動の不正行為(捏造、改ざんおよび盗用)等、研究倫理に反する行為があっ

たと認められた場合には、本事業への参画を直ちに中止していただきます。 

 

⑤新型コロナウイルス感染拡大防止 

実施にあたっては、それぞれの所属機関の方針および未来館のガイドラインに従い、

感染拡大防止対策を講じていただきます。 

（未来館の感染拡大防止への取り組み） 

https://www.miraikan.jst.go.jp/aboutus/response-to-covid-19/ 

 

 

（７）これまでの採択企画 

これまでの採択企画の概要や活動は、以下のホームページで紹介しています。 

https://www.miraikan.jst.go.jp/research/openlab.html 

 

 

４．選考方法、審査観点 
 

（１）選考方法 

未来館内の市民参加型研究推進委員会にて書面審査（A.実証実験はヒアリング審査を

伴う場合有）を行い、その結果に基づいて採択課題を選定します。なお、審査にあたり、

追加資料の提出を求める場合があります。 

 

（２）採択件数 

採択件数は、１次募集と２次募集をあわせて、２～３件程度を予定しています。 

 

（３）審査の観点 

選考にあたっての審査の観点は、以下の通りです。 

・実施形式別の観点 

形式 審査の観点 

A.実証実験 ・参加者が体験を通して、社会実装される前の開発中の科学技術や新

しいシステムに触れ評価することができるか。 

・データ取得により、研究開発の推進につながるか。 

B.意見収集 ・参加者が体験を通して、未来の科学技術や社会について考え未来像

を描くことができるか。 

・意見収集により、多角的な視点が研究に反映されるか。 

C.人文・社会

科学研究 

・参加者の体験が、被験者にとどまらず新しい発見や視点が得られる

内容か。 

・データ取得により、学術的な成果につながるか。 

https://www.miraikan.jst.go.jp/aboutus/response-to-covid-19/
https://www.miraikan.jst.go.jp/research/openlab.html
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・共通観点 

形式 審査の観点 

 

 

 

A～C 

・参加者と共有したい研究の未来像が明確に設定されていて、かつ妥

当なものか。 

・未来館をフィールドとして活用する意義が明確であるか。 

・社会的な意義、関心や一般に訴求できる要素があるか。 

・研究者や設備および予算の確保、研究者の実績、スケジュール管理、

など計画を実施するための体制は適切か。 

・安全管理、個人情報保護、生命倫理等について十分に検討され、法

令等を遵守した計画、体制となっているか。 

 

（４）選考結果の通知方法 

選考の結果は、採否に関わらず、応募者宛に文書で通知します。 

 

 

５．採択後の手続き等 
 

採択後の流れは以下の通りです。 

 

①契約 

採択後速やかに、未来館と採択者との間で、本事業の実施にあたっての合意事項を定

めた契約書を締結します。 

 

②実施計画の作成 

採択決定後、未来館担当者とともに企画の具体的な計画（時期、場所、内容等）を作

成します。実施計画作成に際しては、未来館と打ち合わせを複数回行う他、現場視察、

制作物の進捗確認なども行います。なお、実施計画の内容が、実施困難であると判断さ

れる場合は、実施を取り止めていただく場合があります。 

 

③倫理審査委員会へ付議 

採択決定後、採択者は速やかに所属する大学・研究機関等の倫理審査委員会にて採択課

題が個人情報等、倫理面で問題なく、実施可能である旨の承認を受け、倫理審査委員会

に提出した審査資料、および結果通知書（写）を未来館に提出してください。なお、倫

理審査委員会前の事前審査で、委員会への付議が不要と判断された場合は、そのことが

わかる書類を未来館に提出してください。また、応募前の日付で包括的な実験内容の委

員会承認を得ている場合には、提案書と合わせて該当書類も提出してください。 

 

④賠償責任保険加入 

本事業で行われる企画について、実験・調査エリア内で起きた事故（試作機、実験機

器等によるものを含む。）等につきましては、採択者の責任において賠償を行っていただ

く場合がありますので、原則、賠償責任保険に加入してください。未来館は保険証書（写

しでも可）を確認させていただきます。ただし、実験・調査等が起因となる事故が特段

想定されず、保険加入不要であると、採択者および未来館双方で合意した場合には、保

険加入の必要はありません。 

 

⑤広報・集客 

未来館はウェブページを公開し、開催告知を行います。採択者が有する広報手段を利

用して集客等を行いたい場合は、未来館と協議の上、実施してください。 
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⑥実施報告書 

実施後に、実施報告書を提出していただきます。実施報告書には、実験・調査の実施

報告に加えて、それぞれの目標達成度について効果検証を行い、その結果も記載してい

ただきます。 

 

６．お問い合わせ先 
 

オープンラボの詳しい説明や未来館施設の見学希望、応募書類や応募方法でご不明な

点等がありましたら、以下の問い合わせフォームへ件名「オープンラボ企画公募につい

て」として、所属、氏名、電話番号、メールアドレス、相談内容等をお送りください。 

https://www.miraikan.jst.go.jp/contact/research-facilities.html 

 

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 

プログラム推進・普及展開担当 

〒135-0064 東京都江東区青海 2丁目 3番 6号 

電話：03-3570-9214(受付時間：10:00 ～17:00 ※土日祝および休館日を除く)  

https://www.miraikan.jst.go.jp/contact/research-facilities.html

