
 

Instructions for use

Title 長期生態系モニタリングデータについて

Author(s) 小宮, 圭示

Citation 北方森林保全技術, 第32号, 15-19

Issue Date 2015-03-23

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/73041

Type bulletin (article)

File Information 2013-32_1-3.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


－15－ 

Ⅰ－３ 長期生態系モニタリングデータについて 

 

小宮 圭示 

 

北管理部 

 

はじめに 

長期生態系モニタリングデータについては、2008 年度の年度報告で「長期生態系モニタリン

グデータの蓄積と利用について－JaLTER の取り組み－」として報告している(小宮ら 2009)。そ

の後５年が経過し、現状と今後について報告する。 

 

公開型データベース（Metacat） 

JaLTER とは英名 Japan Long-Term Ecological 

Research Network の略で、和名を日本長期生態学研

究ネットワークという。構成は、JaLTER の活動の理

念(下記)に賛同した観測サイトからなり、森林圏ス

テーションでは苫小牧サイト（苫小牧研究林）と北

海道北サイト（天塩・中川・雨龍研究林）が登録さ

れている。活動の目的は人間社会的側面を含む生態

学的研究に関する学際的な長期かつ大規模な調

査・観測を推進することにより、社会に対して自然

環境、生物多様性、生物生産、生態系サービスの保

全や向上、持続可能性に寄与する適切な科学的知見

を提供することである。 

その中で、活動目標のひとつとして公開型データベース（Metacat）（図－１）を構築し、

科学者や一般市民、政策決定者に対して、さまざまな環境問題や生態学研究の課題を解決す

るための情報交換や情報共有を促進することが掲げられている。 

 

経過 

これまでに、当森林圏ステーションでは、気象、大気降下物、フラックス、窒素降下物、徘

徊昆虫、林内雨と樹幹流、長期観察林などのメタデータを Metacat に公開してきた。登録件数

は、現在のところ苫小牧、北海道北両サイト合計で 62 件である。内訳は苫小牧サイトで 25 件、

北海道北サイトで 37 件である。内容としては長期観察林が多く、苫小牧研究林 9 件、檜山研究

林 2 件、和歌山研究林 4 件、天塩研究林 12 件、中川研究林 7 件、雨龍研究林 12 件が登録され

ている。またこれらのメタデータ登録を推進するために担当する技術職員を対象として「情報

研修」を行ってきた（表－１）。 

 

 
開　催　日 場　所 参加人数 備　考

2011年2月24日 札幌 ６名 2010年度１回目

2011年3月22日－23日 名寄 ８名 2010年度２回目

2012年3月8日 札幌 ９名 2011年度１回目

2012年6月12日－13日 和歌山 ３名 2012年度１回目

2012年8月1日 天塩 ２名 2012年度２回目

2012年8月2日 中川 ２名 2012年度３回目

2013年12月10日－12日 苫小牧 ７名 2013年度１回目　内１名はＴＶ会議システムによる参加

表－１ 情報研修開催経過 

図－１ 公開型データベース（Metacat） 
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Metacatに登録されるメタデータはEMLに準拠したテキスト形式で作成しなければならない。

EMLとはEcological Metadata Languageの略で、生態学データを記述する為に、生態学者が開

発したメタデータ規格、交換用フォーマットである。多様な情報を「情報の意味」と「情報の

内容」に分けてテキストで記述する方法であるXML (eXtensible Markup Language)がベースに

なっている。このEMLデータセットを作成するツールとしてKNB（Knowledge Network for 

Biocomplexity）が開発したMorphoというオープンソースソフトウェアーがあった。従来これ

を使用してメタデータを作成してきたが、Morpohは使い勝手にやや難があった。具体的には、

1)入力データを（ファイルシステムのような階層式でなく）フラットに管理するため大量の

データを扱いにくい、2)入力データを基本的にローカルディスクに保存するためディスクク

ラッシュによってデータロストする危険がある、3)個人単位での使用を前提に設計されてい

るので多人数での協調作業に向いていない、といった点である。そこで、JaLTERではJDCとい

う新たなツールを開発した。 

 

JDC（JaLTER Data Center） 

JDC とは、生態学観測データに関するメタデ

ータを入力・管理するための簡略な手段を提供

することを目的として開発されたウェブアプリ

ケーションである（図－２，３）。このアプリケ

ーションの特徴は、1)Morpho 上で入力可能な項

目はほぼすべて入力可能、2)クライアントのロ

ーカルシステムに依存しないウェブサービス型

アプリケーション、3)ファイルシステム風の階

層式コンテンツ管理、4)多人数での作業を前提

とした認証システム、5)日本語／英語のメタデ

ータを個別に入力可能（将来的な EML 規格の拡

張に備えて）というような点である。 

この JDC は 2012 年 10 月に本稼働し、当森林

圏ステーションではいちはやくこれを導入し利

用してきた。表―１の 2013 年 12 月実行の情報

研修ではこの JDC を利用したが、利用者のあい

だから、「非常に使いやすくなった」との声が上

がっている。この研修での追加分も含めて、JDC

導入以降の長期観察林メタデータの追加件数は、

天塩研究林 9 件、中川研究林 27 件、雨龍研究林

3 件、苫小牧研究林 22 件、和歌山研究林 1 件で

ある（表－２）。なお、各研究林の長期観察林メ

タデータ登録状況は、天塩研究林 95%、中川研

究林 44%、雨龍研究林 44%、苫小牧研究林 21%、

檜山研究林 100%、和歌山研究林 21%となってい

る。これは情報研修とともに担当者の日ごろの

努力の成果である。 

この JDC により作成されたデータは Metacat

への公開登録前の状態である。今後、データの

クオリティーチェックを行ってから Metacat へ

アップロードして正式な公開となる。 

 

図－２ ウェブサービス型アプリケーション（ＪＤＣ）

図－３ ＪＤＣコミュニティーサイトＴＯＰ 

表－２ 長期観察林メタデータ入力状況 

林名 長期観察林総数 Metacat登録数 JDC入力件数

天塩 22 12 9

中川 78 7 27

雨龍 34 12 3

苫小牧 150 9 22

檜山 2 2

和歌山 24 4 1

合計 310 46 62
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長期観察林メタデータ 

さて、苫小牧研究林では1981年から

これまでに150箇所の長期観察林が設

定されてきた。これらの登録について

は、現時点では台帳番号ごとに一つの

メタデータとし、複数回調査のデータ

実体はまとめて登録している。例えば、

長期観察林台帳第６号では4回の調査

が行われていて図－４のように一つの

メタデータの中に四つのデータ実体が

登録されている。このようにこれまで

の作業では約30年間の4回調査のデー

タ実体をまとめて登録してきたが、1回

ごとの調査データを一つのメタデータ

とすることも考えられる。 

このようなメタデータの作成と登録

の方法について、参考となる資料があ

る (Long Term Ecological Research 

Network 2011)。これによると、「大規

模なサンプリング活動によって幾らか独立のパラメータが測定された場合、ひとつのEMLデータ

セットに複数のデータ実体を組み合わせることもできるし、または幾つかのデータセットに分

割して、そのすべてに共通部分のメタデータを添付し、またそれぞれに個々のデータに固有の

メタデータを添付することもできる。どちらのやり方も妥当である。そしてどちらのやり方が

自分のデータと状況にとって最良なのかを決めることはデータセットのデザイナーに任されて

いる。データの利用者のことを配慮したり、あるデータ実体群を一緒にするのが自然かどうか

に気をつけるのは賢いことだ」となっている。また、「時系列データに対しては（それが備え

付け機器によるものかどうかにかかわらず）、測定方法や他の補助的な構成要素が一定のまま

の時、幾らかのデザイナーは既存のEMLメタデータを更新することを選択する。他のデザイナー

は個々の論理的なまとまりごとに（たとえば「夏季のサンプリング」）新規にデータセットを

作成することを選ぶかも知れない。どちらの手法にも利点と欠点がある。前者はデータの厳密

なバージョン管理ができないし、一方で後者はデータの利用者に別々に分離されたデータ実体

をダウンロードして結合する手間を強要する」ともある。さらに、「メタデータとデータセッ

トのバージョン管理はサイトレベルで扱うことを推奨する。たとえば、進行中の長期データセ

ットに対しては、年に1度、データ実体とそのメタデータを（正確な最終日時とバージョンを記

述したEML と一緒に）取りまとめることができる。」となっている。つまり、長期観察林のよ

うな、長期にわたり調査が繰り返されるデータの場合、同一箇所のメタデータに5年ごとのデー

タ実体を追加してメタデータを更新していくのか、調査が行われるたびに毎回新規にメタデー

タを作成するのかを、利点欠点を考慮し、デザインを選択してメタデータを作成する必要があ

る。 

それでは、長期観察林のメタデータはどのようにすればよいか、そのメリットとデメリット

を表－３に整理した。これを具体的にみていくと、①一つのメタデータに追加・更新する場合

は、すでに登録済みのメタデータがあれば、データ実体を追加しその部分のメタデータを追加

して更新登録することになる。公開データには、文書IDという番号が自動的につけられる。同

じ文書IDのメタデータをアップロードすると文書ID の最後尾にあるリビジョン番号が自動的

に増え、バージョンが変わったことがわかる。メタデータの件数に変化はない。これに対し②

 

図－４ 苫小牧研究林長期観察林第６号メタデータ 
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調査ごとに新規にメタデータを作成する場合は、新たにメタデータを作成しなければならない。

苫小牧研究林では、これまでの5年間、それぞれ22箇所、28箇所、23箇所、41箇所、27箇所の調

査をしているため、毎年の登録件数が膨大である。また、ある台帳番号のデータがほしい場合、

①の場合は台帳番号の一度の検索で必要な期間のデータ実体がダウンロードできるのに対して、

②の場合は台帳番号と時間的範囲で検索し、それぞれの検索結果からデータ実態をダウンロー

ドすることになる。 

これらのことを踏まえると、今後の長期観察林メタデータ記録として、①の一つのメタデー

タに追加・更新するという方法を提案する。ただし、その場合、一度登録・公開したメタデー

タを何度も修正・更新を行うこととなり、データベースの確実性が損なわれる恐れがあるので

更新作業に細心の注意が必要になる。 

 

今後に向けて 

メタデータの登録はゆっくりではあるが前進している。それでも登録はなかなか思うように

進まないところもある。これまでは入力用アプリケーションの使用上の困難さの問題があった

が、それは次第に解消されつつある。しかし、メタデータを入力するために必要な情報が整理

されてはいても欠落している場合もある。その様な場合は関係資料を調べたり、場合によって

はデータを作成しなければならない。データ実体が電子データ化されていない場合にはデータ

実体の入力から行わなければならない。 

入力しなければならないデータはたくさんある。これらをデータベースに登録することの必

要性や意義については前回報告している。あとは、関係者の意識改革と実行するための体制づ

くりが必要である。意識改革とは、ある仕事への取り組みを Could－＞Should－＞Must と変え

ていくことである。現状では、データベースの登録はまだ Could の段階にあるように思われる。

今後、位置づけを Must にしていくための一つの方策として、これまでにも情報研修をおこなっ

てきており、これを続けていくことも重要だが、もう一歩進めて定期的にデータ入力キャンプ

を行うという方法を提案したい。これは、各担当者が一か所に集合して、メタデータ作成を複

数人で検討しながら集中的に作業を進めるものである。日常業務中に一人で作業するよりも効

率的であり、また担当者のスキルアップにもつながると考えられる。それは様々な分野のデー

タを処理することにより、普段なかなか接する機会のないデータを扱い、広く知見を得ること

ができるからである。 

また、登録数を増やしていく一方で、クオリティーの保証も重要である。JDC では必要最低

限のメタデータ入力項目の未入力チェックを行う。しかし、そのほかメタデータおよびデータ

実体の内容等のチェックは登録者に委ねられている。たとえば、長期観察林のように長期にわ

たる個体の追跡調査となると、１回の調査データでは気づけない矛盾が、時系列に並べてみる

ことによって明らかになるというようなことがある。それは、同一個体なのに樹種名が変わっ

てしまっていたり、胸高直径がありえないほど大きく増減したりという、問題点が見えてくる

 
表－３ メタデータの作成方法 

メリット デメリット

  メタデータの数が増えないので入

力の手間が増えない

  同一の台帳番号に複数のバージョ

ンができる

  時系列データを検索し集める必要

が無い

  データ実体に対するメタデータの

対応が分かりにくい

  一度登録されたものは基本的には

変わらない

  メタデータの数が増えるので入力

の手間が増える

  データ実体に対するメタデータが

分かりやすい

  時系列データを検索し集める必要

がある

①  一つのメタデータ

に追加・更新する

②  調査ごとに新規に

メタデータを作成する
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ことである。このような場合、すでに調査済みのデータとして記録されているものについては

安易に修正することは避けるべきで、もし修正の必要があるときは、データの検討委員会等を

設け、そこで修正の可否を決定するような手続きを経る必要がある。その修正の経緯について

メタデータに記録することも忘れてはならない。また、このようなデータの矛盾がおきないよ

うに前回調査データをしっかりと確認しながら調査することは言うまでもない。 

さらに、このクオリティーチェックの方法については、JDC で作成されたメタデータを複数

人でチェックをするような手続きが必要である。つまり、担当者が JDC でメタデータを作成し、

当該林の森林情報管理者がチェックし、研究林長が承認、JDC コミュニティー管理者が Metacat

へアップロードして公開となる、というような流れである。 

 

最後に 

今後、Metacat はさらに充実していくことになるであろう。その発展は、当森林圏ステーシ

ョンにも還元される。今後、他分野の長期、広域研究に国際的に貢献できるよう、情報の整理・

蓄積そしてデータの公開を推進していきたい。 
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