
⽬的 １つの組織としてSDGSや超スマート社会の戦略を⽴案する。 

ゲームの流れ  

1 1つの組織として戦う。2つ以上のグループを編成し、産業を選択する。    

2 SDGSのロゴを参照しながら、SDGｓカード及びスマートカードをSDGSの課題ごとに整理

する。 

3  先攻後攻のじゃんけんをする。グループA B 

４ 先⾏がSDGｓのロゴをもとに課題1から⾃らの組織にとって最も有効なカードを1枚選ぶ 

５ カードを学習したうえで、グループとしての回答を検討する。持ち時間2分 

６ 対戦相⼿に説明をする。相⼿が納得したら100ポイント 納得しなければ０ポイント  

持ち時間2分  

７ 後攻が課題２を上記の４〜６に従い、回答する。互いに繰り返し課題17まで進む。 

８ オールマイティカードを1枚グループで検討する。クリアすると200ポイント 

９ すべての課題群を議論し終わり、ポイントの多いほうが勝ち 

ワークショップ（学習結果の⾒えるか） 

１ ゲームで学んだ結果を踏まえて。近未来（５年以内）に⾃分の部署で実現したいことを 

ポストイットを⽤いて表現する。ポストイット1枚に1つの内容を記⼊する 作業時間10分 

２ グループ内で出された内容を整理し、発表準備する 作業時間5分 

３ ２について発表する 発表時間は各グループ10分 

４ 成果を⽴案作成時に反映する 

SDGsカード 

スマートカード 

SDGsの課題に関連す

る国際規格 

 

 

左側→規格 

右側→クイズ 

 

100Ｐ 

オ ー ル マ イ テ ィ

カード 

 

複数のSDGsの課題に

関する国際規格 

左側→規格 

右側→クイズ 

いつでも出せる︕ 

 

200Ｐ 



⽬的 

SDGｓと超スマート社会について遊びながら学び、持続可能な社会の担い⼿を育てること 

ルール説明 

参加プレイヤーを⼀つの組織として、協⼒して⾏う。配られたカードの数字を⼩さい順に出

していき、⼿札をなくすゲーム 

※相談してはいけません※ 

失敗してしまうとライフカードが1つ減り、0になったらゲームオーバー ゲームオーバー時

点でのポイントをチームの得点とする 

ゲームの流れ 

1 産業を決める 

2 レベル1からスタート（レベル1は⼿札1枚、2は2枚、3は3枚・・・） 

3 カードを出し、そのたびにカードの内容にこたえる 

4 レベル1をクリアしたら、レベル2へ （レベル1クリアで1000P、2クリアで2000P、3ク

リアで3000P・・・） 

SDGsカード 

スマートカード 

三択問題となってお

りクイズに答えて正

解するとポイントが

貰える 

左側→規格 

右側→クイズ 

 

100Ｐ 

オ ー ル マ イ テ ィ

カード 

 

三択問題となってお

りクイズに答えて正

解するとポイントが

貰える 

左側→規格 

右側→クイズ 

いつでも出せる︕ 

 

200Ｐ 

ライフカード 

 

 プ レ イ ヤ ー の 命 で

す︕なくなると 

ゲームオーバー︕ 

   



〜超スマート社会とは〜  

あらゆる⼈が質の⾼い

サービスを受けられ、年

齢、性別、地域、⾔語と

いった様々な制約を乗り

越え、活き活きと快適に

暮らすことのできる社

会。 

〜SDGｓとは︖〜 

 

2016年 か ら2030年 ま で に

「貧困をなくそう」など 

17つの⽬標を達成することを

⽬的とした国連の開発⽬標であ

る。 



 

 

持続可能な観光︓経済 環境  

社会のバランスのとれた観光 

(内容)宿泊施設建設における    

持続可能性を定めています 

(委員会)ISO/TC 228/WG 13 

(規格)ISO 21401 

   持続可能な観光 

1 

持続可能な観光で重要なのは何ですか︖ 

1 地域全体への経済的利益 

2 雇⽤創出や貧困削減   

3  資源保全・保護 

4 ⽂化価値の向上 

5 平和や安全 

投資家から⽀援されるために 

最も重要なのは何ですか︖ 

E 環境  

S 社会  

G ガバナンス（統治） 

2 

持続可能な⾦融︓経済 環境 社会の

バランスのとれた⾦融 

(内容)ガイドラインを定めています。 

(委員会)ISO/TC 322 

 持続可能な⾦融 

コミュニティの持続可能性で 

重要なものは何ですか︖ 

1.強靭さ    2.⽣活の質 

3.環境      4.その他 

3 
コミュニティ︓責任、活動、および

関係の整理を持つ⼈々のグループ 

(内容)要求事項を定めています。 

(委員会)ISO/TC 268 

(規格)ISO 37101 

 持続可能なコミュニティ 

⾷品安全衛⽣で重要なのは何ですか︖ 

1 トレーサビリティ（追跡可能） 

2 緊急事態対応 

3 認識 教育 

4その他 

4 

⾷品安全:⾷品が消費者に悪影響を 

及ぼすことが無いという保証 

(内容）要求事項を定めています。 

(委員会）ISO/TC 34/SC 17 

(規格）ISO 22000 

 ⾷品安全マネジメントシステム 



⾷料⽣産管理において重要な

ことは何ですか︖ 

1.資源の持続的な利⽤ 

2.⽣産⼒の向上 

3.その他 

5 

(内容)禁漁・捕り尽くし率の計算

⽅法について定めています 

(委員会)ISO/TC 234 

(規格)ISO 16566 

 漁業と養殖 

アクセシブルデザインが取
と

り⼊
い

れられて

いる製品
せいひん

を選択肢
せ ん た く し

から選
えら

んでください。 

A︓⽜乳パック 

B︓ペットボトル 

Ｃ︓コップ 

6 

アクセシブルデザイン︓障害を持つ⼈の

ニーズにあわせた設計をすることで、   

利⽤できる⼈を最⼤限まで増やそうと   

する設計 

(内容)包装における要求事項を定めてい

ます。 

(委員会)ISO/TC 122 

(規格)ISO 11156 

アクセシブルデザイン 

ロボットの安全性確保において重要

なのは何ですか︖ 

1.安全設計 

2.安全防護（ガードや⾮常ボタン） 

3.使⽤上の情 報提供（制限

等） 

7 
⽣活⽀援ロボット:⼈間の⽣活の質の改善

に貢献するサービスロボット 

(内容)安全の要求事項を定めています。 

(委員会)ISO/TC 299 

(規格)ISO 13482 

⽣活⽀援ロボット 

⾼齢化社会にどう対応しますか? 

1.介護⽀援 

2.健康推進 

3.その他 

8 

(内容)⾼齢化社会に向けたヘルス

ケアの概念を定めています。 

(委員会)ISO/TC 314 

(規格)IWA16 

⾼齢化社会に向けたヘルスケア 



⾼齢者の⾃⽴⽣活⽀援を推進 

するのに有効なのは何ですか︖ 

1 遠隔介護・医療 

2 データの蓄積及び活⽤ 

3 その他 

9 

⾃⽴⽣活⽀援技術:⾼齢者ができる限り 

⾃⽴して⽣活できるように⽀援する技術  

(内容)⽤語を定めています 

 (委員会)IEC/TC １ 

(規格)IEC 60050-871  

⾃⽴⽣活⽀援技術 

教育で重要なことは何ですか︖ 

1.⼒量の担保 

2.学習に対する満⾜度 

3.その他 

10 

教育マネジメント︓教育管理 

(内容)要求事項を定めています。  

(委員会)ISO/PC 288 

(規格)ISO 21001 

教育マネジメント 

eラーニングを⽤いて何をしま

すか︖ 

1.研修管理 

2.社内課題・テーマの浸透 

3.その他 

 11 
eラーニング:情報通信技術による   

学習の促進 

(内容)概念を定めています。 

(委員会)ISO/IEC JTC 1/SC 36 

(規格)ISO/IEC 24751 

eラーニング アクセシビリティ 

⼥性の社会参加において重要な

ことは何ですか︖ 

1.教育 

2.意思決定における参画 

3.その他 

 12 

アクセシビリティ︓誰でも必要とす

る情報に簡単にたどり着け、利⽤で

きること  

(内容)指針を定めています。 

(委員会) ISO/IEC JTAG 

(規格)ISO/IEC Guide71 



⽔の安全性を確保するためには  

何が重要ですか︖ 

１ ⽔質検査 

２ ⽔質管理 

３ その他 

 13 

(内容)⽤語を定めています 

(委員会）ISO/TC147 

(規格) ISO6107 

   ⽔質 

⽔管理において何が重要ですか︖ 

1 原材料からリサイクルまでの⽔の

使⽤量の把握 

２⽔資源枯渇や⽔質汚染の影響評価 

３その他 

 14 

ウオーター・フットプリント︓⽔に

関連する潜在的な環境影響を定量化

する指標 

(内容)計算⽅法を定めています。 

(委員会)ISO/TC 207/SC 5/WG 8 

(規格)ISO 14046 

ウォーターフットプリント 

⽔の使⽤を抑えるために何を

しますか︖ 

1 節⽔ 

2 再使⽤ 

3 その他 

 

15 
給⽔システム︓上⽔道 

排⽔システム︓下⽔道 

(内容)指針を定めています。 

(委員会)ISO/TC 224 

(規格)ISO 24516 

給⽔・排⽔システム 

エネルギー管理で重要なのは

何ですか︖ 

1 創エネ 

2 省エネ 

3 蓄エネ 

 16 

エネルギーマネジメント︓エネル

ギー管理 

(内容)要求事項を定めています。 

(委員会)ISO/TC 301 

(規格)ISO 50001 

 エネルギーマネジメント 



省エネルギーを実現するために

何をしますか︖ 

1 設備の変更 

2 省エネ活動の推進 

3 その他 

 17 

省エネルギー:エネルギーの使⽤

を減らすこと 

(内容)計算⽅法を定めています 

(委員会)ISO/TC 301 

(規格)ISO 17743 

  省エネルギー 

労働安全衛⽣で最も重要なの

は何ですか︖ 

１労働     ２安全 

３衛⽣     ４その他 

 

18 

労働安全衛⽣︓職場における健康と

安全 

(内容)要求事項を定めています 

(委員会)ISO/TC 283 

(規格)ISO 45001 

  労働安全衛⽣ 

震度7の⼤地震発⽣後いち早く

事業を再開するために何をしま

すか︖ 

 

 19 
事業継続︓事業の中断・阻害などを引き

起こす状況の発⽣後も製品またはサービ

スを提供し続ける組織の能⼒ 

(内容)要求事項を定めています 

(委員会)ISO/TC 292 

(規格)ISO 22301 

事業継続マネジメントシステム 

リスク管理で重要なのは何です

か︖ 

1 リーダーシップ ２教育訓練 

３リスク評価   ４その他 

 

20 

リスクマネジメント︓リスクについて

組織を指揮統制するための調整された

活動 

(内容)ガイドラインを定めています 

(委員会)ISO/TC262 

(規格)ISO31000 

リスクマネジメント 



イノベーションを通じてどの 

課題を解決したいですか︖ 

1 経済      2 社会 

3 環境      4 その他 

 21
 

イノベーション︓新製品やサービスの

発⾒、実験、開発、導⼊、採⽤ 

(内容)ガイドラインを定めています 

(委員会)ISO/TC279 

(規格)ISO56002 

イノベーションマネジメントシステム 











ブロックチェーン技術を⽤いて何が

したいですか︖ 

 

1 資源の管理   2 難⺠へのID発⾏ 

3 公正な選挙の⽀援 4 その他 

  

ブロックチェーン︓分散台帳技術 

(内容）ガバナンスと枠組みを定めていま

す。 

(委員会)ISO/TC 307 

(規格)ISO/TS 23635 

ブロックチェーン 

38 

スマートエネルギーでできることは

何ですか︖ 

1 電⼒の安定供給 

2 再⽣可能エネルギーの導⼊加速  

3 その他 

  

スマートエネルギー︓情報通信技術で 

つながったエネルギーネットワーク 

スマートグリッド︓次世代送電網 

(内容）スマートグリッドとスマートエネ

ルギーについて定めています。 

(委員会)IEC SMB/SyC 

スマートエネルギー 
39 

⼈⼯知能を活⽤してSDGsに関する

どの問題を解決したいですか︖ 

1 ⽣産性   2 健康、医療・介護 

3 空間の移動  4 その他 

  

⼈⼯知能︓⼀般に推論や学習などの⼈間

の知能に関連する機能を実⾏する機能ユ

ニットの能⼒ 

(内容）ビッグデータの⽤語を定めていま

す 

(委員会)ISO/IEC JTC1/SC 42 

(規格)ISO/IEC 20546 

⼈⼯知能 

40 
この技術を⽤いてSDGsに関す

るどの対策をしたいですか︖ 

1 環境           2 ⽣産性向上 

3⼈⼿不⾜     4その他 

  

スマートマニュファクチャリング︓ 「⼯場内の

設備等に情報通信技術及び情報処理技術を取り

⼊れて⼯場の⽣産性の向上や 新しいビジネスの

創造を⽬指す技術  

(内容）論点を整理しています。 

(委員会)ISO/TMB/SAG インダストリー４.0 

スマートマニュファクチャリング 

IEC/SG8 、IEC SyC SM  

スマートマニュファクチャリング 

41 

 



ロボットを⽤いてSDGsに関する 

どの対策をしたいですか︖ 

１健康    ２まちづくり 

３技術⾰新  ４経済成⻑ 

5その他 

  

(内容）産業ロボットの安全性に

関する要求事項を定めています。 

(委員会)ISO/TC 299 

(規格)ISO 10218 

ロボット 

42 

IoTを ⽤ い てSDGsに 関 す る ど の 

対策をしたいですか︖ 

1 健康     2 教育 

3 経済    4その他 

 

IoT:⾝の周りのあらゆるモノがイン

ターネットにつながる  

(内容）IoT及び関連技術を定めてい

ます。 

(委員会)ISO/IEC  JTC 1/SC 41 

(規格）ISO/IEC 20924  

IoT 
43 

⾃動運転で重要なのは何です

か︖ 

1 安全性       ２情報  

３その他 

  

⾃動運転︓⼈が操作をせずに⾃動で

動くこと 

(内容)⾃動⾛⾏のシステムを定めて

います。 

(委員会)ISO/TC 204/WG 14 

⾃動運転 

44 
都市を評価するうえで重要な視点は

何ですか︖ 

1 住⺠の視点    ２環境の視点 

3地域運営者の視点 ４その他 

  

スマートコミュニティ︓持続可能な開発と地域

回復に貢献するように設計、運営、維持されて

いる社会 

(内容)スマートシティを⽀える都市インフラの

評価指標を定めています。 

(委員会)ISO/TC 268/SC1/WG 1 

(規格）ISO 37151 

スマートコミュニティ 

45 



電⼦処⽅箋で可能になるのは

何ですか︖ 

1 医療情報の共有 

2 履歴の管理 

3 その他 

 

スマート医療︓情報通信網を⽤いた

医療 

(内容）電⼦処⽅を定めています。 

(委員会)ISO/TC 249/JWG 1  

(規格) ISO 17523 

スマート医療 

46 

災害時にドローンを使って何をした

いですか? 

１ 医療物資の運送 

２ 災害現場の点検 

３ その他 

 

ドローン︓無⼈航空機システム 

(内容）仕様を定めています。 

(委員会)ISO/TC 20/SC 16 

(規格)ISO 21384 

ドローン 
47 



製品やサービスの購⼊において特に

重視する持続可能性は何ですか︖ 

１ 環境 

２ 社会 

３ 経済 

 

調達︓サプライヤーからの製品や

サービスの取得活動 

(内容)指針を定めています。 

(委員会)ISO/PC277 

(規格)ISO20400 

持続可能な調達 

持続可能性を考えるうえで最も重要な 

概念は何ですか︖ 

１システム思考 ２ライフサイクル 

３予防     ４リスク 

５利害関係者  ６その他 

 

 

持続可能性︓将来世代の要求を満たしつつ

現世代のニーズを満たす経済・社会・環境

側⾯を含むグローバルシステムの状況 

(内容）ガイドラインを定めています。 

(委員会）ISO/TMBG 

(規格）ISO ガイド 82 

   持続可能
じ ぞ く か の う

性
せい

と規格
き か く

 

社会的責任として取り組む 

内容は何ですか︖理由と共に

説明してください。 

1 環境    2 経済   3 社会 

 

社会的責任︓組織の活動や決定が社会や

環境に及ぼす影響について組織が担う 

責任 

(内容）ガイドラインを定めています。 

(委員会)ISO/TMBG 

(規格)ISO26000 

社会的責任 

イベントにおいて何を配慮します

か︖その理由と共に説明してくださ

い。 

１環境    ２社会  

３ 経済    ４その他 

イベント︓⾏事 

(内容)要求事項を定めています。 

(委員会)ISO/TMBG 

(規格)ISO 20121 

持続可能なイベントマネジメントシステム 



ビッグデータを⽤いてSDGsのどの 

課題に対応したいですか︖ 

1 気候変動  2 健康 

3 緊急⽀援  4 ジェンダー平等 

5その他 

ビッグデータ︓事業に役⽴つ知⾒を

導出するためのデータ  

(内容）ビッグデータについて定めて

います。 

(委員会)ISO/IEC/JTC 1/

WG 3  及びWG9 

ビッグデータ 
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