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研究成果の概要（和文）： 大小様々な組織が提供する地球惑星科学関係のデータベースを、メ

タデータのデータベースを核として、サイバースペースで結合し、異分野横断・学際研究推進

の母体となる『地球惑星科学仮想データセンター』創出の実現可能性を実証的に研究した。実

施にあたっては、大学間連携プロジェクト『超高層大気長期変動の全球地上ネットワーク観測・

研究』(IUGONET)と密接に協力し、使用するメタ情報フォーマットを検討、SPASE data model

が最適であると判断した。IUGONET と協力してシステムを開発し、微気圧観測データと地磁

気データを具体例として、メタデータの入力およびデータベースの構築を実施した。 

 
研究成果の概要（英文）： 

 We investigated the possible realization (i.e., development of the structure and method) 

of “virtual data center for Earth and planetary science” for promoting the interdisciplinary 

sciences by constructing the ‘metadata’ database as the core part of the system. In 

executing this research, we have made a close collaboration with an inter-university 

collaboration program which we call ‘IUGONET’ (Inter-University Global Observation 

Network) because they also have the similar purpose although the discipline is limited in 

the upper atmosphere.  Under the collaboration, we could find suitable metadata format. 

That is, we decided to use the ‘SPASE’ format for our ‘virtual data center ’ as the IUGONET 

also did. Based on the format, we created the database of micro-barometric observation as 

an example.  
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研究分野： 太陽地球系物理学 

科研費の分科・細目： 地球惑星科学・超高層物理学 

キーワード： 太陽地球システム・宇宙天気 

 
１．研究開始当初の背景 

 環境科学、プレート沈み込み帯の科学、宇
宙天気研究などを典型例とし、近年その重要
性が様々な局面で強調される「分野横断的」
或いは「学際的」地球科学の組織的推進には、
研究組織の新設・再編やデータの集積・自由
な交換を図るだけでは不十分である。専門的
知識に乏しく、また、人的交流もあまりない、
しかし研究の展開上必要となる異分野のデ
ータがどこにどのような形で存在するのか、
またそのデータの意味・内容を、誰もが広く
かつ迅速に見渡せ、そのデータにスムースに
たどり着ける環境の創出が極めて重要であ
ると考えられる。 

1957-1958 年に実施された IGY (Inter- 

national Geophysical Year: 国際地球観測
年)では多岐にわたる観測が世界各国の協力
で実施され、大量のデータが取得された。国
際的なデータ交換を進めるため、世界資料セ
ンター(WDC: World Data Center)組織が国
際学術連合(ICSU)の下に設立され、我が国に
は太陽地球環境分野を中心に７ヶ所で活動
を継続している。また、大学や現業を伴わな
い研究機関においてはその研究の過程で生
み出されるデータについて小規模なデータ
アーカイブが構築されている場合が多いが、
それぞれの連携はほとんどなく、また総合的
に地球惑星科学およびその関連データを取
り扱うような大規模なデータセンターは存
在しない。 

他方、深刻化する環境問題は、GEOSS 

(Global Earth Observation System of 

Systems)など地球観測の応用を主眼とした
大規模な政府レベルでの取り組みを進展さ
せつつある。しかし、大学を主体とする比較
的小規模な研究レベルで取得されている多
岐に亘る貴重なデータおよびそのデータベ
ースは、上記いずれにも取り上げられること
なく、多くの場合外部からはその存在さえも
知られぬまま、時と共に消失しつつある。或
いは、データベースとしてデータセンターな
どに登録されても、異分野からその存在を知
り、実データにたどり着くのは、インターネ
ット上の検索システムが発達した現代でも
容易ではない。 

上記 GEOSS の他、IGY から 50 年の節目
にあたる 2007-2008 年には、IPY(国際極年)

や eGY (国際ディジタル地球年)、IHY(国際太
陽系観測年)、IYPE(国際惑星地球年)などが
計画され、そのいずれにおいても分野をまた
がるデータの統一的取り扱いが重要課題と
して取り上げられているが、具体的実現には

至っていない。 

地球科学の学際化、異分野融合研究の必要
性に鑑み、データ所在情報等のメタ情報を広
範な地球惑星科学諸分野間で共有し、研究を
効率よく推進するのに役立つ新たな仕組み
を研究し、実現の可能性と有効性を実証する
必要がある。  

 

２．研究の目的 

 データの規模・目的という点から現状を見
ると、大学等での研究ベースの小規模なデー
タ収集と、政府レベルでの応用主眼の大規模
なデータ収集という２つの典型的な場合が
存在する。この２極間のさまざまな収集形態
に位置する世界資料センターや研究機関の
データ部門、或いは分野毎の仮想観測所
(Virtual Observatory)などを、地球惑星科学
メタ情報データベースを核として、サイバー
スペースで結合し、異分野横断・学際突破研
究推進のための母体となる『地球惑星科学仮
想データセンター』を創出する。 

 

３．研究の方法 

（１）テレビ会議装置とネットワークを駆使
し、分野毎のデータセンターや仮想観測所、
大学その他の研究機関に分散して所属する
データ関係者の日常的情報交換と共有の場
を作り出す。 

（２）仮想データセンターが主導して、地球
惑星科学メタ情報データベースの基となる
メタ情報をできる限り広範囲かつ細部に亘
って継続的に調査・収集する。 

（３）メタ情報データベースの最適なデータ
形式を決定し、検索・表示システムを開発す
る。   

（４）メタ情報収集過程とテレビ会議等での
議論を通し、異分野交流研究会等を企画・実
施する。 

（５）アウトリーチ活動を企画したり、WEB

コンファレンスを実施する実働部隊となる。 

（６）国際的なデータ標準化動向の情報を収
集・交換し、国際協調の下でデータ問題に対
処する。 

当研究では、このような仮想データセンター
を構築し、有効に機能する仕組みを研究・開
発、その現実性と有用性を実証し、更なる発
展につなげる。 

 
４．研究成果 

大小様々な組織が提供する地球惑星科学

関係のデータベースを、メタデータのデータ

ベースを核として、サイバースペースで結合



し、異分野横断・学際研究推進のための母体

となる『地球惑星科学仮想データセンター』

創出の実現可能性を実証的に研究した。実施

にあたっては、当研究計画の代表者も参加し

H21 年度に開始した大学間連携研究『超高層

大気長期変動の全球地上ネットワーク観

測・研究』と密接に協力して、メタデータフ

ォーマットを選定した。すなわち、SPASE 

data model を採用することにし、微気圧観測

データと地磁気データを具体例として、メタ

データの入力を実施した。これらデータベー

スは、当研究のホームページ、 

http://vdc-eps.org/ および、相互に協力し

た大学間連携研究のホームページ 

http://www.iugonet.org/ 

から、利用することができる。 

当研究経費で導入した、テレビ会議多点中

継装置は、共同研究および大学間連携研究と

の協力実施において、非常に有効に活用する

ことができた。また、計算機サーバーはメタ

データデータベース構築およびホームペー

ジの構築に用いるとともに、微気圧変動デー

タベース構築などに有効に使用された。 

研究期間中には地球科学メタデータのデ

ータベース化に関する研究集会を毎年開催

し、研究計画の進捗状況を報告すると共に、

上記大学間連携事業関係者と情報交換を行

った。 

2008 年 11 月につくばで国際会議「Fifty 

Years after IGY - Modern Information 

Technologies and Earth and Solar Sciences 

- （ＩＧＹから５０年－最新情報技術と地

球・太陽の科学－）」が開催され、また、2011

年 9 月には、京都大学にて「The 1st ICSU 

World Data System Conference」が開催され

たが、当研究グループはその開催にあたって

も中心的に活動し、分野横断的データシステ

ムの構築に関し、世界各国、かつ、さまざま

な分野の研究者と情報交換をすることがで

きた。 

当研究は終了したが、その成果の一部は、

数年間はホームページの形で残すとともに、

上記大学間連携事業のデータベースに移し

て利用に供する予定である。 
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