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Open science, or citizen’s science, is a socio-scientific movement aiming at making science research more open
to the public. Open science is targeting at reorganizing science activities, dominated exclusively by expert
scientists, into more collaborative ones, conducted jointly by both scientists and citizens, while, in its narrow sense,
open science means creating scientific data base to be shared not only by scientists but also by public people.
Disaster science is no exception. It is, or should be, deeply involved in open science movement, particularly in the
area of observation by citizens of spatio-temporarily limited phenomena, such as local torrential rain, and
decryption by citizens of ancient documents describing disaster events in the past. A couple of action researches
we are now conducting in open science framework are also introduced in the presentation.
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４．「ソラヨミ」／「避難スイッチ」
近年の豪雨災害では、きわめて狭い範囲で、し
かも短時間に変移する気象・水象現象が関与して
いる場合が多い。この種の現象は、研究者らが展
開済の既往の観測網だけではとらえきれない場合
も多い。そこで注目されているのが、一般市民に
よる観測・観察結果を、気象災害・防災情報とし
て補完的に活用しようとする試みである。
たとえば、民間の気象会社ウェザーニューズは、
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広く市民から収集し、それらを独自に解析するこ
とで防災情報を生産する一方、情報ソースとなっ
た市民（サービス登録者）に、情報をフィードバ
ックすることである。市民の側から見れば、自ら
防災情報の生産者となると同時に消費者にもなっ
ているわけで、これも「オープンサイエンス」の
枠組みで理解することができる。

これに対して、
「オープンサイエンス」に基づく
手法は、科学的営為（たとえば、観測・観察や解
読）そのものを、科学者と市民が共同で進めるこ
とをその内実としている。「オープンサイエンス」
の発想や運動は、科学的知識の「伝え方」ではな
く「作り方」に照準しているのである。防災・減
災の領域でも、この基本思想を十分踏まえた上で
「オープンサイエンス」を導入する必要がある。
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