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Abstract: This report presents a system for sharing spatially relevant data among researchers from 

various academic disciplines. The system was developed for the 21st COE program, "Environmental 

Risk Management for Bio/Eco-systems", and was designed to assist data sharing efforts by 

researchers and organizations that are not information science specialist. A series of processes are 

described such as system design and development, database construction, metadata management, 

clearinghouse set-up, and spatial data distribution via intranet. Problems related to system 

management and operation are also explained.
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1.背 景と目的

20世紀後半からの人口や動植物の移動,資 源や土

地の開発,化 学物質の使用などの急増に伴って急速

に進んでいる野生生物の絶滅と生態系の破壊 に対し

て,実 践的な環境科学研究を発展させることが緊急

の課題である,こ の様な新 しい実践的な環境科学分

野の発展を促進するためには,理 ・農 ・工 ・人文社

会科学等の広域分野の融合による学際的環境研究の

推進が重要であり,そ れを支える情報の共有 と活用

は必要不可欠である.特 に,異 分野間の研究成果の

情報を一元的に統合 ・管理するためには,そ れらの

データを位置情報(空 間データ)と してデータベー

ス化することが有用なことは広く認識されている.

GISに てデータベース化することで研究成果の蓄

積とデータの視覚的な把握が可能になることに加え,

空間的なデータ検索が可能になる.す なわち,あ る

空間領域に含まれる全ての報告書や論文等のテキス

ト・データを検索 したり,空 間データにおいてはそ

の領域で図形および属性データを切 り抜いて取 り出

す ことができる.異 分野からの多数の研究者が参加

する学際的環境研究においては研究 フィール ドが広

域 ・多地点に及ぶことも考えられ,そ の様な場合の

データ蓄積 検索においてはGISを 基盤とした空間

データ共有システムが有効であると考え られる.

しかし,そ のような学際的研究 を支援する空間デ

ータベースの構築に関する手法は確立されておらず
,

関連する文献等の情報が整理されていないため,情 報
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科学分野を専門としない一般の研究者にとっては手

を出しづらいのが現状である.

そ こで本報では,環 境科学分野等の学際的研究を

進める上での第一段階 として重要な研究者間の空間

データ共有を実現するシステム構築の一連のプロセ

スを報告する.コ ンピュータおよびソフトウェア技

術が飛躍的に向上している現在では,こ れ らの分野

を専門としない研究者にとっても,シ ステム構築が

比較的容易にできる環境が整ってきている.

本報では情報科学分野を専門としない筆者 らが,

横浜国立大学大学院環境情報研究院21世紀COEプ ロ

グラム 「生物・生態環境リスクマネジメント」(以下,

本プログラムとする)を 対象として構築した大学内

空間データ共有システムの構築プロセスを紹介する。

それによ り,学 際的研究を支援する同様のシステム

構築を検討する研究者や研究機関にとっての参考資

料を提示することを目的とする.

日本学術会議 の第18期 活 動計画 「日本 の計画

(lapan Perspective)」において,20世 紀における学術

の個別専門化による弊害に対 して,21世 紀は 「個別

学問の集積にとどまらず,そ れ らの間の相互作用 も

含めて統合的に制御 ・作動させるシステムの構築,す

なわち 「統合システムの科学」が必要になる」(尾

島,2004)と 結論づけてお り,学 際的研究および

それ らを支援する統合システムは今後一層その重要

性を増す ことは明らかである.各 研究者,研 究機関

におけるシステム構築の取 り組み状況を,本 報のよ

うなかたちで共有しあうことの意義は大きい.

2.学 際的研究プログラム 「生物 ・生態環境 リスク

マネジメン ト」における本 システムの位置付け

本プログラムは日本を含む東アジア地域を対象に,

環境 リスクに関する情報を収集 ・解析,デ ータベー

ス化 して発信するとともに,生 物 ・生態環境 リスク

の評価方法 を確立し,リ スクマネジメン トの概念と

構想を提示することを目的 とする.そ の中で,32名

の研究者および多数の博士課程学生等か ら構成され

る参画研究者が,学 際的研究を進める上での重要な

研究 ・教育基盤ッールの一つとしてGIS(地 理情報

システム)を 位置付 けて いる(横 浜 国立大学,

2004).

具体的には,「 生物 ・生態環境 リスクマネジメン

ト」の国際的な研究・情報発信拠点の形成を目指し

て,森 林 ・土壌(地 圏)に おける自然資源と,河

川 ・湖沼 ・沿岸海域(水 圏)に おける生物 ・生態系

に関する情報,農 ・工業,農 薬や重金属の利用と土

地の改変 ・使用な どの人間活動に関する情報を収

集 ・解析する.さ らに,こ れ らの大量な清報 ・成果

図1本 プログラムの最終的な目的と本報の位置付け
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を,社 会的な視点 も加えて市民や行政にも利用しや

す いように整理 し,蓄 積 ・加工 して,国 際的に発

信 ・受信する手法を研究する(図1).

その過程においては,参 画研究者の研究成果デー

タを一元的にデータベース化 し,環 境 リスクの定量

化,メ カニズム解析,最 終的にはリスク予測等のマ

ネジメントにつなげるための学際的研究を行う.こ

れらの目的を達するためには,異 なる研究分野が共

通に持つ"位 置情報"を 基盤にして各分野の研究成

果を統合することが重要である.そ れにより,デ ー

タの重複整備による二重投資の防止やデータ管理の

簡便化 といった効率性の向上に加え,異 なる研究成

果データの相互の関係性分析による新 しい学際的研

究成果の創出等,研 究者間の情報共有以上の波及効

果 も期待できる.

しかし,研 究者間の研究成果データを共有,利 活

用することに対する明確な合意 ・規則は形成されて

おらず,研 究成果情報の共有 と公開を行うための課

題は多く残っているのが現状である.そ こで,学 内

の参画研究者という,閉 じられたネ ットワーク内で

の研究成果データの共有 と利活用の仕組みを作 り,

その取 り組みを開始することで,組 織外の専門家や

一般市民等への環境 リスク情報の将来的な公開 ・提

供へ向けた検討を行うことが重要である.

3.研 究者間の空間データ共有についての関連

研究と本システムの位置付け

東京大学空間情報科学研究センター(東 京大学,

2004)は,大 学内のみな らず,広 く他大学や民間企

業,国 の機関等の研究支援を目的とした 「空間デー

タ共有システム」を運用 している.利 用を希望する

研究者は申請手続きを済ませることで,国 土地理院

の数値地図や統計情報研究開発センターの国勢調査

データ等の空間および各種統計データをダウンロー

ドすることが可能である.

九州大学は今後の学術研究都市の情報基盤整備を

念頭においた 「新キャンパス自律分散型空間情報基

盤 システム」(江 崎,2003)を 構築 した.こ れは複

数のキャンパスにある各研究室,セ ンター,研 究院

等でそれぞれGISデ ータベースおよびWebサ ーバー

を構築し,こ れ らの分散型拠点を高速通信網で相互

に連携する空間情報共有システムである.学 内の利

用希望者は,研 究に必要な空間データをインターネ

ットで検索および取得できるとともに,作 成データ

を即時にデータベースへ登録できるため多様なデー

タを常に最新の状態で取得 ・管理できる.こ の様な

高い自律性を持った空間データの高度な利用体制の

構築は,高 い技術を持った複数の専門家の存在が欠

かせない.

一方 ,本 プログラムの参画研究者は,植 物生態学

や土壌動物学,地 球科学,海 洋生物学,環 境安全工

学等の環境 リスクに関するそれぞれの専門知識に加

え,GISに 関す る高い関心 と共通ツール としての

GIS活 用への認識は持っているが,実 際にGISを 活

用 した経験は少なく,デ ータベース等の関連技術 に

精通するものは少ない.従 って,参 画研究者が大学

外で空間データを独自に検索しデータを取得 したり,

大学内に分散型拠点を構築し,そ の管理を行 うこと

は期待できない状況である.す なわち,本 プログラ

ムにおける参画研究者のGISの 活用を促すためには,

環境 リスクに関する空間データを大学内部で一元的

かつ容易に入手できる環境が望ましい.

また,参 画研究者は一つのキャンパス ・研究院に

集 中 し,全 員 が共通 のGISラ イセ ンス(ArcGIS:

ESRI,2004)を 持つ,加 えて,デ ータを共有するメ

ンバー とその利用 目的が明確であるため,デ ータ管

理が比較的簡便であるという点が本プログラムの特

徴である.

そ こで本プログラムでは,様 々なGISデ ータを統

一されたフォーマットで整備 し
,一 つのGISデ ータ

ベースおよびWbbサ ーバーで集中的に管理する,学

内LANを 利用 した一極集中型の空間データ共有シ

ステムの構築を行った.こ れは環境 リスクに関する

研究基盤空間データが一元的に整備されてお り,参

画研究者の成果データを蓄積することを可能にする.

将来的には,学 内外の研究協力者 との分散 自律型シ

ステムを構築 し,さ らには広 く他大学や民間企業等

への環境 リスクに関する国際的な情報共有 ・発信を

可能にするシステムの構築を目指 しており,本 報は

その取 り組みの第一報告 として位置付けられる.
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表1シ ステムの概要

図2シ ステム構成

4.大 学内空間データ共有システムの設計と構築

本プログラムは,環 境 リスクに関する国際的な情

報発信拠点形成を視野に入れたエンタープライズ型

のシステムの構築を目指 し,表1お よび図2に 示す

システム構成とした.研 究室や各プロジェク トごと

のシステムではなく,プ ログラム全体で導入される

ことを目指したシステムであり,情 報発信サービス

を停止させない信頼性や大量の処理を行った時の性

能の安定性を求めたシステム構成 とした.

大量のデータを効率的に蓄積 ・活用するツール と

して リレーショナルデータベースマネジメン トシス

テム(RDBMS)を 採用することで,膨 大なデータ

の迅速な引き出し,一 括処理,厳 重なセキュリティ

管理等が可能になる.ま た,Exce1等 の表データ以

外 にGISデ ー タ もリ レー シ ョナルデー タベー ス

(RDB)形 式 に変 換 ・格納 が可 能で あ り,RDBMS

下で データ間 の関係性や条件等 を付加 し高度なモデ

リングを行 うことも可能 となるシステム構成 とした.

これ によ り参画研究者 は,ウ ェブ上の 「環境 リス

ク情報検 索 システム」 で利用 した い空間データの検

索 を行 い,デ ー タの所在 を確認す る.図3で 示 した

メタデータ の検索結果か らデー タの利用 を検討 し,

実 際 に 使 い た い 場 合 は,学 内LANお よ びESRI

 ArcCatalogの デー タベース コネクシ ョンを通 じて,

集 中データベース に接続 し,必 要なデー タを利用す

る ことを想定 して いる.デ ー タベース内 のデータの

所在 に関 して は メタデータにArcCatalogへ の接続方

法お よびデータ格納場所(パ ス)が 記述 されている.

5.研 究基 盤 空 間デ ータ の整備

本 プ ログ ラムでは参画研究者へのア ンケー ト調査

を通 して,「 環 境 リス クマネ ジメ ン ト」 に役立 つ と

考 え られる空間デー タのデータベース化 を行 った.

具体 的には,本 プログラムの共通研究 フ ィール ドで

ある神奈 川県全域 を中心 に,国 勢調査 や工業統 計,

商業統 計,農 業セ ンサス等の各種社会統 計データを

ジオデー タ ベー ス形式(Zeiler,1999)に 変換 し,

データベ ース へ格 納 した(表2).ジ オデー タベ ー

ス とはESRI社 の提唱す る新 しい フォーマ ッ トで あ

り,ベ クタ,ラ ス タ,テ ー ブル(表 形式)デ ータ,

そ の他 のGISオ ブジ ェク トをRDBMS内 部 に格 納す

る.

現在,最 も一般的な空間データのフ ォーマ ッ トは

シェイ プフ ァイル形 式やG-XML形 式だ と考 え られ

るが,以 下 の理 由か ら本 システムではジオデータベ

ース形式 を採用 した .(1)シ ェイ プファイルや他 の標

準的 なフ ォーマ ッ トでは難 しい高度 なデー タ管理 を

表2本 システムで管理 している社会統計データ(2004年4月 末現在)
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可能にする(備 考1),(2)当 面の利用者は参画研究

者に限定 してお り,参 画研究者は全員,ジ オデータ

ベースが利用可能なArcGISラ イセ ンスを所有 して

いる,(3)標 準フォーマッ トへの見込みも含めた将来

性 ・発展性がある.

また,本 データベースでは,複 数のテーブルに該

当するコー ド表をテーブル形式で格納 し,空 間デー

タとリレーションシップを組み,ESRI ArcMap上

でのコー ド表の容易な引き出しや空間データとの一

時的な結合を可能としている.こ れによ り,デ ータ

の冗長性を排除しつつ,複 雑な操作を苦手とする参

画研究者の利便性を高めている.

6.メ タデータに関する検討 と入力

本システムは最終的に,空 間情報データを基盤と

した環境リスク情報の国際的発信を想定しているた

め,空 間情報のメタデータの選定を十分に検討した.

世界への情報 発信 を考慮す る と国 際的な標準規格 を

選 定す る必要 があ り,現 在 ではアメ リカ連邦地理 デ

ータ委 員会(Fbderal Geograpbic Data Committee
,

通 称FGDC,1998)に よるContent Standald Digital

 Geospadal Metadata(通 称CSDGM)が 事 実 上の国

際標準 となっている.し か し,2003年5月 に新たな

地 理情 報 の メタデー タ国 際規格 と してISO19115が

正 式 に発行 された.こ れ はFGDC CSDGMを もと

に国際標準機 構(ISO)のTC211(地 理情報 専門委

員会)に よって検討,規 格化 された もので今後は世

界標準 とな る ことが予想 され る.ま た,国 内で も国

土 地 理 院 が 中 心 と な り作 成 す るJapan Metadata

 Pmfi1e(通 称JMP)もISOに 基づ いて作 成 され て い

るため(国 土地理 院,2003),本 プロ グラム では メ

タデー タ規格 と して国 際標準 規格 で あ るISO19115

を採用 した.

現在,表2で 示 した社会統計データ等 に対す るメ

(2)検索結果の表示 とデータを選択 (3)該当データのメタデータ表示

図3「 環境 リスク情報検索システム」によるデータ検索
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タデータ入力 を行 ってお り,国 内デー タに関す るメ

タデー タの入 力は完 了 した.本 プログ ラム にお ける

メタデ ー タ入 力項 目に関 して,ISO19115の 必 須項

目を満 たす だけでは利用者(特 に,研 究者)に とっ

て不 十分 で ある と考 え られた ので,例 えば,"デ ー

タの加工(変 換)過 程"と して,「 オ リジナルで 作

成 した シ ェイ プフ ァイル をArcCatalogで ジオデー タ

ベー スヘエ クスポー トし,SDEフ ィーチャクラス と

してサ ーバ に格納 した」 といったデータ格納方法 に

関す る記載や詳細な"デ ー タ格 納場所"等 の情報 も

付記 した.実 際 のメタデー タ入 力作 業 において,一

つ のデー タ に対す る入 力項 目は20を こえて お り,

そ の中には入力者 の主観 によ り記述 品質が変 わる も

の も多 い("キ ー ワー ド","要 約"等).そ こで本 プ

ロ グラムで は,こ れ らの入 力項 目に関す る定義 ・規

則 を厳 密 に記 した 「メタデータ入力マニ ュアル」 を

独 自 に作 成 し,入 力者 に対 して配 布 した.こ れ は

ArcMapに 標準 装備 され てい る"メ タデ ータ入 力 ウ

ィザー ド"機 能 に沿 った36項 目に対 して,そ れぞれ

どのよ うな形式 で どのよ うな事が入 力され るべきか

を詳細 に記載 した小冊子 であ る.入 力者 の主観 によ

る記載 レベル の差 を排 除す るため,で きる限 り具体

的な記載例 を示 し,形 式 の統 一 を図 って いる.例 え

ば"主 題キーワー ド"項 目に関しては,「 面積 周長,

ID,ユ ー ザー 番号 等 の基本 的情 報 を除 いた属性 テ

ー ブル の全 フィール ド名 を記入 します」 という定義

を本 プログ ラムで設 け,マ ニ ュアル 上で指示 して い

る.あ る一定以上の メタデー タの品質を管理す るた

め には,マ ニ ュアルの作成は不可欠 である.

7.ク リア リング ハ ウス の立 ち上 げ

メタデータの入力 と同時 に,学 内のイ ン トラネ ッ

トで のメタデータ検 索 を可能 にす るア プリケー シ ョ

ン 「環境 リス ク情報検 索 シス テム」 を稼動 した.ク

リア リングハウス を立ち上 げるためのメタデー タサ

ーバ ー ・エ ン ジン としてESRI社 のArcIMS4 .0.1を使

用 し,検 索 アプリケー シ ョンである 「環境 リスク情

報 検 索 シ ス テ ム 」 はArcIMSに 付 属 され て い る

Metadata Explorerを カ ス タマ イ ズ した(図2,表

1).ESRI社MetadataExplorerは,(1)テ ー マや デ ー

タフォーマッ ト,地 図範囲などの多様な条件による

メタデータ検索,(2)メ タデータ項目の段階的な閲覧

,(3)関連性のある他のメタデータへのリンク,を 可能

にするアプリケーションである.検 索結果の表示画

面では簡易なテキス ト情報だけでなく,地 図のサム

ネイル画像も表示されるためデータの直感的な把握

を容易にする.ま た,選 別 したメタデータ項目の表

示画面を設けメタデータの読みにくさを改善してい

る点,他 のメタデータへのリンクによって関連デー

タ情報を効率良く収集できる点も優れた特長である

(図3).ま た,テ キス トファイルやテーブルデータ

等の非空間データのメタデータを登録することで,

これ らのデータの場所による空間的な検索も可能に

なる.

8.ま とめと今後の課題

本報では,環 境科学分野等の学際的研究を進める

ために研究者間の空間データを共有するシステム構

築の一連のプロセスを報告した.

はじめに,環 境 リスクに関する大量の情報発信を

視野に入れた大規模システムの構築を目指 した検討

とシステム設計を行った.次 に,国 勢調査や工業統

計,商 業統計,農 業センサス等の社会統計データを

ジオデータベース形式に変換し,一 元的データベー

スを構築 した.同 時に,空 間情報のメタデータの検

討を行った結果,本 プログラムでは国際標準規格で

あるISO19115を 採用することを決めた.入 力作業に

おいては,「 メタデータ入力マニュアル」が必要不

可欠であることを示した.さ らに,ク リアリングハ

ウスとしての学内イントラネットでのメタデータ検

索アプリケーシ ョン 「環境 リスク情報検索システ

ム」 を稼動させた.現 在は,構 築したデータベース

を学内LANに て共有 し,ESRI社ArcCatalogの データ

ベースコネクションを通じて,各 研究室から地理情

報データを自由にダウンロー ドできる仕組みを構築

して いる.今 後 の作業 として,学 内LANお よび

ArcCatalogの データベースコネクションを通 じて,

各研究室の空間情報データ(研 究成果データ)を 本

データベースシステムに登録できる仕組みを構築し,

更なる学内研究者の情報共有を促進する.
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本報で示した通り,情 報科学分野を専門としない

研究者でも空間データ等の情報共有システムを構築

することは可能である.し かし,問 題はシステム構.

築後の管理 ・運用にあると言っても過言ではない.

具体的には,各 研究者の研究成果データの守秘問題

データ利用に関するデータの精度保証や論文発表等

における共著者および謝辞等の記載に関する規則作

り,ま たデータベースの維持 ・管理(含 むセキュリ

ティ)に 関する人的 ・金銭的問題等,制 度と費用の

両面からの空間データ共有システムのあり方を議論

する必要がある.

本プログラムにおける参画研究者間の空間データ

共有は開始されたばかりであり,そ れを支援する制

度面の準備は不十分で,様 々な問題の発生も危惧 さ

れる.し かし,学 内の参画研究者間という閉じられ

たネッ トワークであり,将 来的な国際的情報発信拠

点の形成のためには解決すべき検討事項を明らかに

する必要がある.同 時に,「GISI(入 門)」 およ

び 「GISII(発 展)」 という演習 中心の特設講義

を開講 し,参 画研究者のGIS活 用を促進するための

教育プログラムも開始している.本 システムおよび

教育の管理 ・運用における成果と問題点等に関して

は追って報告を続けたい.

備考

1.ESRI社 ジオデータベース形式の主な特徴 は以

下のとお りである.

(1)空間インデックス等による大量データの効

率的な集中管理

(2)データに付加できる情報が増え,デ ータ同

士の関連性や制約条件を細か く設定できる

(3)多数のユーザが同時に空間データを編集で

きる
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