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報告

萌芽的技術の用途などのアイデア創出を促す
科学コミュニケーションツールの開発
～ひみつの研究道具箱カードゲーム～

松山 桃世1

Secret Gadget Card Game:
The Science Communication Tool Developed to Spark Ideas from

Citizens on How to Apply Emerging Technologies

MATSUYAMA Momoyo1

要旨
欧州連合のHorizon 2020 や日本の第⚖期科学技術・イノベーション基本計画では，研究活動に市
民を含む多様なステークホルダーが参画できる環境整備の必要性が指摘されている．そこで本研究
では，市民に萌芽的技術の用途案などのアイデア創出を促す，手軽に実施可能な科学コミュニケー
ションツール「ひみつの研究道具箱カードゲーム」を開発し，実践を重ねた．具体的には，参加者
が手持ちの技術カードを使って，社会課題を解決するアイデアを考え，競うゲームである．記録動
画とアンケートの分析から，科学技術に関心の低い層も概ね楽しんで参加し，複数の技術を組み合
わせ，例示した以外の新たな用途案や社会課題への異なる角度からのアプローチを含む多様なアイ
デアを創出することが分かった．今後は，持続可能な開発のための理科教育や，社会課題の認知向
上・行動変容の促進などにも，本ツールを展開していくことが期待される．

キーワード：市民参加，萌芽的科学技術，科学コミュニケーションツール，カードゲーム，ワーク
ショップ

ABSTRACT
The European Unionʼs Horizon 2020 and the Japanese governmentʼs 6th Science, Technology and
Innovation Basic Plan point out the need for an environment that enables and encourages diverse
entities, including citizens, to participate in research activities. Against this backdrop, a game-based
science communication tool, called “Secret Gadget Card Game” was developed and workshops using
this tool were conducted to support idea creation by citizens on how to use emerging technologies.
Specifically, these workshops involved cards each depicting an emerging technology being
distributed to the participants, who then chose and combined several of these technologies to create
solutions to assigned problems. Analysis based on recordings and surveys submitted by the
participants showed that even those with low interest in science and technology enjoyed, and that
participants created ideas for the use of various technologies beyond those listed on the cards, ideas
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for integrating multiple technologies, and various approaches to addressing social issues. In the
future, It is expected that the communication tool and workshops will be applied to science education
for sustainable development and initiatives to help people become more aware of social problems,
which could encourage behavioral change.

Keywords: public engagement, emerging technology, science communication tools, card games,
workshop

1. はじめに
1.1 問題意識
近年，幅広い分野で科学技術が社会に実装される速度と範囲が増し，正負ともに社会へ与える影
響が増大すると同時に複雑化し，影響を受ける対象が多様化している．この状況を受け，欧州では
2011 年頃以降，「責任ある研究・イノベーション（Responsible Research and Innovation：RRI）」と
いう概念について議論が活発化した（例えば，European Commission 2011）．そして，2014 年から
2020 年にわたる欧州連合（EU）の資金助成制度であるHorizon 2020 の「社会とともにある／社会
のための科学（Science with and for Society）」の章にRRI が盛り込まれ，研究やイノベーションの
プロセス全体に，社会の多様なステークホルダー（研究者，市民，政策立案者，企業，第三セクター
組織など）が協働することにより，研究やイノベーションの成果が社会の価値やニーズ，期待に一
致することを目指すものと表現された1)．
また，日本においても，第⚖期科学技術・イノベーション基本計画に，「市民参画など多様な主体
の参画による知の共創と科学技術コミュニケーションの強化」の必要性が記された．そして，これ
までの科学技術コミュニケーションで重視されてきた，リテラシー向上や市民による政策過程への
参画の取組などに加えて，「年齢，性別，身体能力，価値観等の違いを乗り越える対話・協働活動」
や市民を含む「多様な主体と共創しながら，知の創出・融合といった研究活動」の促進が謳われた
（内閣府 2021）．
このような概念の具現化には，多様なステークホルダーが抱く価値観やイノベーションにつなが
る視点を抽出し，「研究開発現場に」届ける取組みが有効である．これまでに科学技術に関する対話
の場は様々な主体によって様々な目的に応じて開発されてきた（若松 2003, 2010; 杉山 2020）．その
中で特に参考となる取組みの⚑つに，「参加型テクノロジーアセスメント（Participatory
Technology Assessment：pTA）」が挙げられる．pTAは，科学技術が社会に導入される前に，専門
家と社会との間で対話を重ね，その結論を「政策に」反映することで，人々の倫理観や価値観，社
会の状況に沿うように開発の方向性を修正することを目的とした取組みであり，コンセンサス会議
や討論型世論調査などさまざまな手法が開発されている（杉山 2020）．結論の届け先が，研究開発
現場か政策かという違いはあれど，対話を通して参加者から引き出そうとする内容は近い．
pTAの各手法については，国内外での実践を経て知見が蓄積されるとともに，課題も明らかにさ
れてきた．例えば，代表性を担保するための参加者の選抜やそれに伴うイベントの大規模化，バラ
ンスのとれた専門家パネルと資料の準備，長期間にわたる熟議など，運営側・参加者側双方の大き
な負担，論点の自由度の低さ，政策に与える影響の不十分さなどがある（八木 他 2021）．
また，既に研究開発が進んで方向性が定まり，対立する立場やステークホルダーが明確となった
技術について議論しても軌道修正が難しいという問題意識から，研究開発の早い段階で対話を重ね，
市民の声を研究開発の方向性に反映させようという「アップストリーム・エンゲージメント」の考
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え方が提唱された（Wilsdon and Willis 2004）．国内でもナノテクノロジーをテーマにアップスト
リーム・エンゲージメント手法の検討事例が報告されているが，pTAに共通に見られる課題に加え，
論点が顕在化していない時点での専門家パネルの選定の難しさなど，特有の課題が指摘されている
（三上 他 2009）．さらに，市民の率直な意見や観点を回収するために，目的に応じて多様な手法を
組み合わせて使い分ける有効性も指摘されているが（八木 他 2021），現状では，各手法の定型化は
十分でなく，数ある萌芽的技術群をカバーするほど頻繁な実施には至っていない．

1.2 参加者層と手法の形式
上記の現状を踏まえ，本研究では「多様な主体の参画による知の共創」を具現化する手法開発へ
の足掛かりとして，参加者に萌芽的技術の用途案などのアイデア創出を促す，手軽に実施できる科
学コミュニケーションツールを開発することとした．
将来的に，研究開発現場が把握していない観点こそ現場に届ける価値があると考えると，現場と
接点が少ないコミュニティにも受容される形式をとることが重要である．そこで，科学技術に関心
の低い層にもエンターテインメントとして受容される可能性に期待し，ゲーム形式に注目した．
ゲーミング手法を用いた科学技術に関する教材は，これまでに様々なものが開発されてきており，
開発者の手を離れて自治体や教育機関等で受容され，幅広い層を対象に活用されているものもある
（災害対応カードゲーム教材「クロスロード」（矢守 他 2005）や，ボードゲーム「幹細胞研究をやっ
てみよう！」（水町 他 2016），コミュニケーション型推理ゲーム「nocobon」（標葉 他 2017）など）．
既存事例では，テーマ（特定の社会課題や研究分野，研究という営み，科学技術と社会との関わり
等）についての参加者の理解増進や行動変容を目的としたものが多く，参加者によるアイデア創出
を目的とした例は見られない．また，萌芽的技術については，理解や議論を促したいフレームが未
確立のため，これらの教材の対象になることはほとんどなかった．
本稿では，開発したカードゲーム型の科学コミュニケーションツール「ひみつの研究道具箱カー
ドゲーム」の概要と，それを用いたワークショップ実践事例を報告し，「多様な主体の参画による知
の共創」を具現化する手法開発への足掛かりとして，本ツールの評価を試みる．

2. ひみつの研究道具箱カードゲームの開発
2.1 開発の経緯
著者の所属する東京大学生産技術研究所（以下「生研」と記す）は 2019 年に設立 70 周年を迎え，
記念事業の一環として，複数の自治体とともに「科学自然都市協創連合」を設立した2)．コンソーシ
アムの設立記念事業として，日本各地の自治体がまちの魅力とビジョンを大漁旗に描く「大漁旗プ
ロジェクト」が始動し，コンセプト作成支援のためにイベント「もしかする○○～科学×自然×ま
ちづくり」（○○には地名が入る）を各地で実施することとなった．著者は三部構成からなるイベン
トの最後のワークショップの企画を担当し，「参加者がまちの魅力を再認識し，生研で研究開発中の
技術を活用した将来像を描く」ことを目的に，カードゲーム形式を採用した科学コミュニケーショ
ンツールの開発に着手した．
開発を進める中で，「萌芽的技術に対して参加者が抱く価値観やイノベーションにつながる視点
を抽出し，研究開発現場に届ける」手法につながっていく可能性を感じ，上記プロジェクト終了後
も，当該ツールの開発と実践を続けた．
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2.2 開発要件
カードゲーム型の科学コミュニケーションツールの開発にあたって，著者は必須要件を⚔つ設定
した．以下順に説明する．
第一の要件は，生研で研究開発中の技術を題材とすることである．生研の記念事業の一環として
ツール開発が開始したため，生研で研究開発中の技術を扱うことが当初の要件であった．記念事業
終了後は，対象技術の変更や拡張も可能であったが，研究開発中の技術を題材にツール開発を進め
ることで「アップストリーム・エンゲージメント」につながっていくと考えたこと，また，参加者
の視点を届ける研究開発現場が明確であることから，要件を保持した．
第二の要件は，技術の用途案の創出を参加者に促すものとすることである．参加者の価値観に裏
打ちされ，イノベーションにつながる視点を含むアイデアの⚑例として，技術の用途案の創出を参
加者に促すこととした．抽象的なアイデアでは，研究開発現場に届けても解釈する必要が生じるが，
用途であれば参加者が具体的に考えやすく，現場でも検討しやすいと考えた．
第三の要件は，運営側・参加者側双方の負担を抑えることである．1.1 節で述べたとおり，pTA
は運営側・参加者側の負担が大きく，頻繁な実施が難しい．本ツールを用いたワークショップでは，
代表性を担保するための参加者の選抜や専門家パネルの参加を省き，⚑回の実施時間を 20 分以内
に収めることとした．
第四の要件は，科学技術に関心の低い層への訴求を意識することである．1.2 節で述べたとおり，
科学技術に関心の低い参加者にもツールが受容されることが重要である．ゲームへの参加には，科
学技術に関する説明の読解や正確な理解を要求せず，勝敗に知識の多寡が影響しにくい設計を目指
すこととした．

2.3 開発したカードゲームの概要
2.2 節の要件を満たす
カードゲーム型科学コ
ミュニケーションツール
として，「ひみつの研究
道具箱カードゲーム3)」
を開発した．当該ゲーム
は，⚕名のグループで実
施する大喜利系のカード
ゲームである．萌芽的技
術が記載された「ひみつ
の研究道具箱カード」（52
枚，以下「技術カード」
と記す，図⚑，2.4 節およ
び付録にて詳細説明）と，
解決すべき社会課題が記
載された「ピンチカード」
（10 枚，以下「課題カー
ド」と記す，表⚑および
2.5 節にて詳細説明）で
構成される．
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図⚑ 技術カードの例
上段にカードの表面を，下段に対応するカードの裏面を示す．正式には「ひ
みつの研究道具箱カード」の名称であるが，本論考では「技術カード」と
記す．



まず，参加者に技術カードが⚕枚ずつ配られる．次に全員に課題カードが提示される．参加者は
手元の技術カードから任意の枚数を使い，課題カードに記載された社会課題を解決するアイデアを
順に発表する．最後に，最も印象に残ったアイデアに参加者が投票し，最も得票した参加者が優勝
となる．
上記は基本型であり，グループの人数や配布される技術カードの枚数，社会課題の設定方法や優
勝アイデアへの投票方法は，テーマや参加者属性，開催形式に応じて柔軟にアレンジが可能である．
例えば，課題カードによる社会課題の提示に代わり，「まちづくり」や「SDGs（Sustainable Develop-
ment Goals（持続可能な開発目標））」といった大きなテーマだけを提示し，向上させたいまちの魅
力や解決したい課題など，技術を使って実現したい具体的な内容は参加者が設定し，ワークシート
上でアイデアをまとめる形式にもアレンジできる（図⚒および 2.6 節にて詳細説明）．

2.4 技術カード
技術カードは，生研に所属する 52 の研究室あるいは研究グループで開発中の技術を紹介するカー
ドセットである（図⚑，付録）．表面に技術名と概要を表したイラストが記載され，裏面に概要と用
途例がそれぞれ 20 文字前後で記載されている．生研が扱う研究領域が機械，生体，情報，環境，都
市設計など工学全般をほぼカバーしている4)ため，幅広い分野の技術が含まれる．用途例に応じて，
情報技術分野（青），健康分野（赤），持続社会分野（緑），安全・安心分野（黄）に色分けされてい
る．著者が原案を作り，該当する研究室主宰者が監修した．

2.5 課題カード
課題カードは，技術カードを使って解決を図る，社会課題が記載されたカードである．ワーク
ショップごとに，趣旨や参加者の属性を踏まえて通常 10 種類作成した（表⚑）．まちづくりをテー
マとした一連のワークショップでは，表⚑の①～⑤を定型として用い（地名は開催地に変更），これ
に開催地の名所等にまつわる課題を追加した．参加者が別々にオンラインで参加する場合には，複
数の選択肢の中から参加者が投票で社会課題を決定したり，司会が⚑つの社会課題に絞って提示し
たりといったアレンジを行った．

表⚑ 課題カード（※）に記載した課題例
（函館のまちづくりワークショップ（2019 年 10 月 20 日実施）の事例）

※正式には「ピンチカード」の名称であるが，本論考では「課題カード」と記す．

2.6 ワークシート
ワークシートは，A3片面に構成されており，番号順に作業を進めることで，目的を設定し，技術
カードを選択し，実現に向けたアプローチをアイデアとしてまとめることができる．ゲームをアレ

科学技術コミュニケーション 第31号（2022） Japanese Journal of Science Communication, No.31（2022）

－ 65 －



ンジし，課題カードで社会課題を提示
する代わりに，そもそも何を実現させ
たいかから参加者に考えてもらう場合
に使用した．基本型より複雑な作業の
流れの把握と，アイデアの可視化を支
援する目的で開発した．

3. ワークショップ実践
3.1 開催実績
2019 年 10 月 20 日から 2021 年⚖月 12 日までに，計 17 回のひみつの研究道具箱カードゲームを
用いたワークショップを行った（表⚒，図⚓）．表⚒①～⑤は「大漁旗プロジェクト」の一環として，
⑥は東京大学ホームカミングデイ5)のイベントとして，⑦および⑩は生研の一般公開イベント6)と
して，⑧は科学技術振興機構主催のサイエンスアゴラ7)の企画として，⑨は千葉市科学館主催のイ
ベント8)として実施した．②～⑤では，開催地の自治体に協力を仰ぎ，中学校や高校などに参加者
を募った．他は会場でのポスター掲示や，東京大学や生研，会場のウェブサイトや SNS に開催情報
を掲載するなどして，参加を呼びかけた．Zoomをプラットフォームにオンラインで実施した回も
あった．
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図⚒ ワークシート例

表⚒ ワークショップ開催実績（※)

※著者がファシリテーションを担当したものに限定した．
※※アンケート回答者数．
※※※ファシリテーターはオンラインで参加した．



3.2 ワークショップの流れ
ワークショップの流れは表⚓のとおりである．全体の趣旨およびゲーム概要を説明した後，まず
はルールの理解を促す目的で，参加者が興味を持ちそうな社会課題を題材に⚑回目のゲームを行い，
各グループの優勝アイデアを全体で共有する．次に，ワークショップのテーマを題材に⚒回目の
ゲームを行い，各グループの優勝アイデアを全体で共有する．最後に，全体を振り返り，終了とす
る．ゲーム中は，正確な理解よりも独創性を意識してアイデアを練るよう，司会から促した．
参加者が対面で参加できる場合に限り，⚒回目のゲーム形式をアレンジした（表⚒①～⑤および
⑨）．参加者はワークシートを用いて実現させたい内容を設定し，単独で，あるいはグループ内で協
力して，任意の枚数の技術カードを使い，実現に向けたアイデアをまとめた．実現させたい内容と
して，まちづくりをテーマとした①～⑤では向上させたいまちの魅力を，SDGs をテーマとした⑨
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図⚓ イベントの様子
（左）函館でのまちづくりワークショップ（2019 年 10 月 20 日実施）の様子．
（右）千葉でのまちづくりワークショップ（2020 年⚙月 12 日実施）の様子．

表⚓ ワークショップの基本的な流れ

※表⚒①，②，⑨では単独で，それ以外ではグループで協力して，アイデアにまとめた．



では解決したい具体課題を挙げるよう，司会から促した．グループ内で協力する場合には，⚑回目
の手持ちの技術カードの知識を参加者間で共有するよう促した．

3.3 評価・分析の方法
開発したツールを，どのようなアイデアが創出されたか，参加者がどう感じたか，の⚒つの視点
で評価した．
どのようなアイデアが創出されたかについては，参加者が創出したアイデアを録画から書き起こ
し，研究開発現場に届けて知の共創につなげるために有効と思われる，以下⚓つの軸で分析した．
第一の軸は，「参加者ごとにアイデアに相違が生じるかどうか」である．2.2 節で述べたとおり，
参加者の価値観に裏打ちされたアイデアの例として，技術の用途案の創出を促すことを開発要件に
設定した．参加者の価値観がアイデアに反映されるとすれば，少なくとも参加者ごとにアイデアに
相違が生じるはずと考え，アイデアを質的に分析した．第二目の軸は，「参加者が，複数の萌芽的技
術を組み合わせて⚑つのツールとして使うことがあるか」である．異分野融合は，既存分野で新た
な発見や進歩を促しうると注目され，イノベーション創出戦略の方法論の⚑つに位置づけられて久
しく，国内の注目すべき異分野融合領域・横断テーマも報告されている（科学技術振興機構研究開
発戦略センター 2019）．そこで，複数の技術を⚑つのツールとして組み合わせている例があるかど
うかを調べた．第三の軸は，「参加者が，萌芽的技術の新たな用途を創出することがあるかどうか」
である．技術カードには，研究開発現場が想定する技術の用途例を記した（図⚑）．アイデア中の技
術の用途と，例示した用途を比較し，新たな用途案が創出される例があるかどうかを調べた．
参加者がどう感じたかについては，参加者アンケートの回答を分析した．ほぼ同一のフォーマッ
トで調査を行った表⚒②～⑤の計⚔回分の回答を分析対象とした．アンケートは，本ワークショッ
プの他に生研の教員による講演と SDGs の理解増進を目的としたワークショップを含む，イベント
全体を対象に実施された．設問の内，イベントへの参加理由を問う項目と，本ワークショップの楽
しさを問う項目，全体に対する自由記述を分析対象とした．設問と選択肢を表⚔に示す．

表⚔ アンケートの設問と選択肢

4. 結果および考察
本研究では，生研で研究開発中の技術の用途を参加者が考える，カードゲーム型の科学コミュニ
ケーションツールを開発した．ゲームを⚒回組み込んだワークショップでも⚑時間以内に収まり，
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⚑名の司会で進行が可能である．主催者の負担は小さく，⚒年弱で 17 回と頻度高く実践できた．
本章では，実践したワークショップで参加者が創出したアイデアの分析ならびに参加者アンケート
の分析結果について述べる．

4.1 参加者が創出したアイデアの分析
手持ちの技術カードを⚕枚に限定したゲームを録画していた，表⚒⑥および⑦の録画から全アイ
デアを書き起こし，分析対象とした．のべ 170 枚の技術カードを含むのべ 49 のアイデアが回収さ
れた．
第一の軸「参加者ごとにアイデアに相違が生じるかどうか」については，アイデアを質的に分析
する中で，使用する技術カード，用途，課題解決へのアプローチという⚓つのレベルで，多様さが
見られることを見出した．同一条件（同じ社会課題，同じ技術カードセット）で⚔名の参加者（A～
D）が創出したアイデア（表⚕）を用いて，各レベルの多様さの具体例を示す．
まず，同一条件であっても参加者が選ぶ技術には相違が生じうる．参加者AとDは［空間構造］
を除く⚔枚を，参加者Bは［エナジーハーベスティング］を除く⚔枚を，参加者Cは［炭素繊維強
化プラスチック］を除く⚔枚を使った．次に，同じ技術であっても参加者によって用途に相違が生
じうる．［自律型海中ロボット］を，参加者Aは災害廃棄物の探索に，参加者Bはや洪水リスク調
査に，参加者CとDは移動に使用した．同様に，［分子センサー］も，廃棄物の組成調査や被災者の
健康診断，環境汚染調査やリスク指標の検出と多様な用途に使用された．一方で，インフラ整備以
外に発想が広がりにくい［炭素繊維強化プラスチック］のような技術も見られた．さらに，同じ社
会課題に対してであっても，参加者によってアプローチに相違が生じうる．洪水の頻発という社会
課題に対して，インフラ整備，リスクの調査，兆候の検出，避難，被害の把握，移住，復興などの
ように，予防から短期的，長期的な対応まで，様々なアプローチの案が創出された．この⚓つのレ
ベルの多様さは，提示する社会課題に依存せず散見された．

表⚕ 社会課題「洪水の頻発」に対するアイデア

第二の軸「参加者が，複数の萌芽的技術を組み合わせて⚑つのツールとして使うことがあるか」
について，まずは複数の技術カードを使用したアイデアを数えたところ，全体の⚙割を超えた．内
訳は，のべ 49 のアイデアの内，⚕枚使用が 10（20％），⚔枚使用が 19（39％），⚓枚使用が⚙（18％），
⚒枚使用が⚗（14％）であった．さらに，複数の技術の使い方には，個々の技術を別のツールとし
て用いる場合と，⚑つのツールとして組み合わせうる場合が見られた．厳密な分類は困難だが，例
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えば表⚕参加者Dのアイデアの内，「川の上流で［分子センサー］で洪水の指標となる分子を検知
し，［炭素繊維強化プラスチック］で堤防をせり上がらせてみんなを守る」というアイデアは前者の
例であり，「［エナジーハーベスティング］で川の流れからエネルギーを集め，［自律型海中ロボット］
で逃げる」というアイデアは，［エナジーハーベスティング］を備えた［自律型海中ロボット］を⚑
つのツールと考えれば，後者の例と捉えることができる．後者型のアイデアは，新たな異分野融合
の着想をもたらす可能性がある．今後，複数の技術を⚑つのツールとして使用した場合に配点を高
くするなど，ルールを改良することで，このようなアイデアの創出を促すことが有効と考えられる．
第三の軸「参加者が，萌芽的技術の新たな用途を創出することがあるかどうか」について分析し
た結果，のべ 170 枚の技術カードの内，例示した用途どおりに使用されたカードはのべ 31 枚（18％）
であった．多くの場合，参加者は新たな，あるいは具体性を増した用途案を創出した（表⚖）．一方，
用途例がそのまま使われやすい技術も見られた．例えば，［光触媒］は⚗回使用された内の⚔回にお
いて，用途例がそのまま使われていた．

表⚖ 例示した用途とアイデア中の用途の比較例

※下線は，技術カード上に記載された用途例と同一とみなした例．
（ ）は前後の文脈から著者が補足した内容．

4.2 参加者アンケートの分析
表⚒②～⑤におけるアンケートの回収率は②96％，③93％，④100％，⑤100％だった．
イベントへの参加理由についての回答を単純集計した結果，各回とも「先生や家族に勧められた
から」が最も多く，「千葉市未来の科学者育成プログラム」9)受講生を中心に参加者が集められた④
を除くと，「科学・技術に興味があったから」は少なかった（図⚔）．講演や SDGs への興味を選択し
た回答も比較的多く，本ワークショップの前に実施された講演および SDGs に関するワークショッ
プを目的に，イベントに参加した層が一定数含まれていたと考えられる．
本ワークショップの楽しさを問う設問に対しては，②，④，⑤において「とても楽しかった」と

「楽しかった」の合計が⚙割を超えた．③が低い理由は，自由記述にハウリングや音声の途絶，画質
の悪さが指摘されていたことから，初めてのオンライン化による運営の不備にあると考えられる．
接続環境を改善してオンラインで実施した⑤では，対面で実施した他の回と同様の結果となった．
本結果から，科学・技術への関心以外の理由で参加した層も，本ワークショップを概ね楽しめたと
考えられる．
次に，参加者を引率した教員からの回答も含めて自由記述をリストアップし，「カード」あるいは
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「ゲーム」の単語を含むか，「技術で将来を変える」「まちづくりを考える」「問題を解決する」など，
本ワークショップでのみ行った作業に関する記述を含む回答を抽出し，KJ 法で分類した．その結
果，「技術について」「視野の広がりについて」「楽しさについて」「まちづくりについて」「教育への
展開について」「改善点・その他」に大別することができた（表⚗）．これらの回答から，本ワーク
ショップは，萌芽的技術への興味喚起や理解増進，意見交換をとおしての視野の拡張を促し，技術
の実装という視点から居住地域の将来を考える機会を提供できたと推測できる．また，「とっぴょ
うしもない意見から」や「現実的な考え方から離れ」といった記述は，参加者が思いがけない発想
に至ったと感じていることを示唆している．社会課題を起点に解決方法を探る通常の思考の流れと
は異なり，提示された技術を起点に解決方法を探る流れが生じ，通常は到達しえない発想に至った
可能性がある．一方で，技術カードの拡張やゲームの面白さの改善を期待する意見や，考える時間
が短いというイベント全体への指摘もあった．本ツール開発においては手軽さを優先したが，科学
技術に関心の高い層を対象に，技術カードの枚数と思考時間を増やしたり，ゲーム愛好者を対象に，
ルールを複雑化させて戦略性を高めたりと，参加者に応じてゲーム内容を調整することで，本ツー
ルが受容される層を広げられる可能性がある．

5. 終わりに
5.1 知の共創を具現化する手法への発展の可能性
以上の結果から，ひみつの研究道具箱カードゲームは，手軽に実施でき，科学技術に関心の低い
層も概ね楽しめる科学コミュニケーションツールであり，萌芽的技術の融合案や例示した以外の新
たな用途案，社会課題への様々な角度からのアプローチを含む，多様なアイデアが創出されること
が示唆された．科学技術に関心の低い層にも受け入れられ，これまで研究開発現場に届くことのな
かったアイデアを回収できる可能性がある．
「多様な主体の参画による知の共創」を具現化する手法開発へとつなげるには，第一に，幅広い層
が本ツールに触れる状況を生み出す必要がある．教育機関や自治体，企業などでも自律的に実施で
きるようパッケージ化することで，参加層の拡大が期待できる．第二に，確実にアイデアが回収さ
れ，蓄積されていくシステムが欠かせない．公開済みのひみつの研究道具箱ウェブサイト10)は，誰
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でもアイデアの投稿が可能ではあるが，文字数制限などの課題も多く，アーカイブシステムとして
今後整備が必要がある．第三に，価値観やイノベーションにつながる視点等を分析によって抽出し，
研究開発現場に届ける必要がある．アイデアの分析軸は，今後の大きな課題である．生研の研究者
との議論をとおして，現場にとって有益な情報を定義し，分析軸を見出したい．
市民が萌芽的技術の用途案を考えてウェブサイトに投稿し，抽出された情報が研究開発現場に届
く仕組みが確立された場合には，シチズンサイエンスの⚑手法とみなすこともできるのではないだ
ろうか．シチズンサイエンスとは，専門家と市民が協力してデータの収集や解析を行う活動で，
2010 年頃以降，日本でも盛んに行われている．しかし，参加者層も関わり方も限定的で，科学・技
術への関心が低い層は参加意欲が低く，ほとんどの活動が，Haklay による関わり方の分類（Haklay
2013）での「crowdsourcing（データ収集など特定のタスクを行う）」あるいは「distributed intelli-
gence（データの簡単な解釈を行う）」に留まっている（一方井 他 2020）．本ツールの開発を進める
ことにより，市民が提供するデータが研究開発の方針に影響を与える，これまでとは異なるシチズ
ンサイエンスを生む可能性にも期待できる．

5.2 他目的への展開の可能性
本ツールの展開先の可能性について，最後に述べる．
まずは，持続可能な開発のための教育（ESD：Education for Sustainable Development）への展開
について考えたい．石川ら（2020）は，理科教育の観点から日本の中学生を対象に SDGs への学習
動機について調査し，課題解決までの計画作成や新たな科学技術の開発，科学技術の社会への導入
の検討といった活動に対して，関心が低いことを報告している．表⚒⑨のワークショップでは，参
加した小中学生が SDGs 達成のために解決すべき具体課題を自ら設定し，技術カードを使って解決
するアプローチを考えた（表⚒，表⚓）．この過程は，関心が低いとされる上記の活動と共通する部
分が多い．関心を喚起する教材としての有効性を検証しつつ，本ツールの最適化を試みる価値はあ
ると考えられる．
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また，社会課題の理解増進や行動変容の促進目的に展開できる可能性もある．アンケートの自由
記述には，意見交換による視野の拡張を評価する回答が含まれていた（表⚗）．他の参加者の多様な
アプローチを耳にすることで，社会課題自体の理解が深まったのではないかと考えられる．地球温
暖化や海洋汚染など，原因が複雑で立場によって解決に向けて取りうるアプローチが異なる課題や，
治安や交通事故・渋滞など参加者の行動により改善が期待される課題など，参加者に課題の理解と
行動変容を促す場面での活用も期待される．
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1) Horizon 2020 における RRI の記載内容は，ウェブサイト（https://ec.europa.eu/programmes/horizon
2020/en/h2020-section/responsible-research-innovation）を参照（2022 年⚑月 25 日閲覧）．

2) 科学自然都市協創連合の詳細は，科学自然都市協創連合ホームページ（https://www.conso2019.iis.u-
tokyo.ac.jp/）を参照（2022 年⚑月 25 日閲覧）．

3) 2021 年⚑月に命名．それ以前は「生研道具箱カードゲーム」．
4) 東京大学生産技術研究所の詳細は，ウェブサイト（https://www.iis.u-tokyo.ac.jp/）を参照（2022 年⚑月
25 日閲覧）．

5) 東京大学ホームカミングデイの詳細はウェブサイト（https://www.u-tokyo.ac.jp/adm/hcd/）を参照
（2022 年⚑月 25 日閲覧）．

6) 表⚒の⑦は東京大学柏キャンパス公開 2020 において実施した．詳細はウェブサイト（https://park-ssl.
itc.u-tokyo.ac.jp/utkk/opc2020/）を参照（2022 年⚑月 25 日閲覧）．表⚓の⑩は東大駒場リサーチキャン
パス公開 2021 において実施した．詳細はウェブサイト（https://www.komaba-oh.jp/2021/）を参照
（2022 年⚑月 25 日閲覧）．

7) サイエンスアゴラの詳細については，ウェブサイト（https://www.jst.go.jp/sis/scienceagora/）を参照
（2022 年⚑月 25 日閲覧）．

8) 千葉市科学館におけるイベントの詳細は，チラシ（https://www.kagakukanq.com/wp-content/uploads
/2021/05/chibakids210606_toolbox.pdf）を参照（2022 年⚑月 25 日閲覧）．

9) 千葉市未来の科学者育成プログラムの詳細は，ウェブサイト（https://www.city.chiba.jp/kyoiku/shoga
igakushu/shogaigakushu/ikupuro/ikupuro.html）を参照（2022 年⚑月 25 日閲覧）．

10) 著者は 2021 年⚓月にひみつの研究道具箱ホームページを公開した．オンライン上でワークの一部が体
験できる他，各技術を開発する研究室のホームページのURL一覧や研究室主宰者へのインタビュー記
事なども閲覧できる．ひみつの研究道具箱ホームページ：http://cardgame.iis.u-tokyo.ac.jp/（2021 年
10 月 22 日閲覧）．
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