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Learning Technology Project

72億人
50億台（25億台）



Learning Technology Project

204億台のネットワーク
人がつながる
モノがつながる
空間がつながる



ICTを活用したシチズンサイエンス

�ネットワーク型サイエンス
�クラウドサイエンス（Crowd Science）

Learning Technology Project

データ収集 データ共有 分析／議論
iNaturalist.org
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データ収集

Learning Technology Project
Photo by Srloarie2 (CC BY-SA 4.0)



データ共有

Learning Technology Project
iNaturalist.org



分析／議論

Learning Technology Project

iNaturalist.org



Learning Technology Project

福岡市にズームイン



シチズンサイエンスにおけるスマート
フォンの利用
�写真
�コメント
�数値データ
�ビデオ
�音声
�メタデータ
日付
時刻
位置情報

The above icon made by Freepik from 
www.flaticon.com is licensed by CC BY 3.0

www.awareframework.com



市民参加型の地震計測

Community Sense & Response 
system (Faulkner et al., 2014)



市民参加型の山火事モニタリング

Source: http://www.bmumford.com/Jesusita/

• テキスト、写真、ビデオ、地図を用いてボランティアが山火事をモニタリング

• 公式の山火事情報が公開される前に最新状況を把握



市民参加型の放射線計測（千葉県柏市）

Mr. Gamma A2700
(radiation sensor)

• 公園を安全にすることが目的
• 協調的、臨機応変、探索的な作業
• 学びの機会にもなる

計測者 記録者探索者

各チーム３名



ICTを用いたシチズンサイエンスの課題

�ゴミデータ、ゴミ分析
1. 探索の支援

2. データ品質の管理

3. 人とマシンの協調



1. 探索の支援

準
備

100%

0%
観察ワークの進行

観
察
に
費
や
す
時
間

Ethnographic observation (Spradley, 1980)

そもそも何のデータを
集めれば良いか分から
ないとき

探索が不可欠



探索的データ収集支援ツールの開発

タッチデバイス（スマートフォン，タブレットPC）を用いて，円滑なデータ入力と，分散したフ
ィールドワーカーの柔軟な協調作業を支援する

フィールドワークの前後に行われるディスカッション等を含めてネットワーク化されたデバ
イス群を用いて包括的に支援し，フィールドワーク／データの質を高める







参考）協調型アナリティクス

ユーザが協調してデータの意味をひも解く

a. インタラクティブな可
視化

b. アノテーションツール

c. 保存したビューのブッ
クマーク

d. コメントの入力

e. 現在のビューに対す
るディスカッションスレ
ッッド

f. アプリケーションの現
在の状態を示すURL

Sense.us (Heer, Viégas, and Wattenberg, 2007)



2. データ品質の管理

�データ中心の手法

�使いやすいツールの提供

�学習支援ツールの提供



データ中心の手法

�多数決方式

�事前テストによるデータ提供者のフィルタリング

�ユーザの評判・実績に基づくデータ品質管理

�センサ情報等に基づくデータ品質管理



使いやすいツールの提供

�ぶら下げておくだけの空気質センサ

(Willet et al., 2010)



学習支援ツール
の提供

スカッフォールディング



3. 人とマシンの協調

�有用情報が集められそうなときシステムがユーザに入力を促す

�コンテクストアウェアネス



コンテクストアウェアネス 

アプリケーション 移動モード ソーシャルセンサ 他 
AWAREプラグイン 

加速度センサ 
アプリケーションセンサ 
気圧センサ 
バッテリセンサ Bluetoothセンサ 

通信センサ ESM 重力センサ 
ジャイロセンサ 

インストールセンサ 

光量センサ 
位置センサ 磁気センサ 

MQTTセンサ 
ネットワークセンサ 

プロセッサセンサ 

近接センサ 

回転センサ 
スクリーンセンサ 

電話センサ 

温度センサ 

WiFiセンサ 

スマートフォン内蔵のセンサ 

awareframework.com 



コンテクスチュアルクラウドソーシング 

•  我々はプッシュ型を提案 

•  従来方式はプル型 
(e.g., Alt et al., 2012) 

コンテクストにマッチしたタスクを通知する 



コンテクスト 

レコメンダ 

適切なタスクを推薦する 

タスクの協調デザイン 

マイクロタスクプール 



システムの実装 



通知の共同デザイン



防犯情報収集・提供の実証実験 

1ヶ月間に通知が出た場所のヒートマップ 
2014年8-9月　＠つくば市 



防犯情報収集・提供の実証実験 

歩き 



防犯情報収集・提供の実証実験 

車両 



防犯情報収集・提供の実証実験 

自転車 
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15人に1ヶ月
センサをぶら下げて
もらえば4,000人規
模のコミュニティの
ほぼ全域を網羅でき
る
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5-6人に1ヶ月
センサをぶら下げて
もらえば4,000人規
模のコミュニティの
9割程度を網羅でき
る



参考）通知デザインのクラウドソース

現在位置

ジオフェンスに基づく通知 通知されたタスク：
「ooの写真を撮影してください」



通知の作成をクラウドソーシング(Crowd Flower)
248人のバンコクのクラウドワーカーが短時間に1,100のジオフェンスを作成



夏休みにシチズンサイエンスしてみたい
人にお勧めのツール



【収集可能なデータ】
- テキスト
- 数値情報
- 位置情報
- 写真
- 音声
- 動画データ
など

※オフラインでのデータ
収集可

※暗号を用いた安全な
データ管理可















External tools�

Cloud  
(or local PC for high-risk high-value data)�

- Data 
- Forms 

Content 
Management�

-User Info 
-Rules�

Task Matching�

CSV 
KLM 
JSON�

Designer (Web, etc.)�

Viewer (Web)�Collector (Mobile)�

Local Content 
Management�

Reminder 
Engine�

- Data 
- Forms 

-Rules�

visualize� Manual 
input�

Photo, audio, 
video, GPS�

Weather condition�

Sensor (temp, hum, 
light)�

Paper form via 
camera�

https, 
public key encryption�

Open Data Kitの拡張



むすび

�シチズンサイエンス
� データ収集
� データ共有
� 分析／議論

�科学や研究への参加の
裾野が広がる
� 多様なオプション
� 体験と学習
� 市民と科学者の関係性 参加のエコロジー(Fischer, 2011)


