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Ⅰ．国際共同研究の概要
■プログラム名： 国際共同研究の推進｢先進技術を基盤とした地域共通課題解決型共同研究｣
■課題名： アジア GEO Grid イニシアチブ
■機関名： 独立行政法人産業技術総合研究所
■代表者名（役職）：

田中良夫（総括研究主幹）

■共同研究機関名： 国立環境研究所
■共同研究機関代表者名（役職）： 三枝信子（室長）
■実施期間：３年間
■実施経費： 82.8 百万円（間接経費、環境改善費込み）
課題概要
１．共同研究の内容
アジア地域においては地球環境保全や災害予防などの地球環境科学に対するニーズが高い。本
課題においては、グリッド技術を用いてアジア諸国が保有するデータベースや計算機資源を共有
する情報処理基盤を確立する。複数の環境観測的研究分野と情報技術研究分野の融合により、ア
ジア地域における長期持続的かつ分野・地域横断的な環境観測情報の集約・統合・利用の推進と、
地理情報システムに関する国際標準に貢献する。
２．研究実施体制
・独立行政法人産業技術総合研究所（産総研）：アジアGEO Grid基盤の構築、観測のモデルケー
ス構築、とりまとめ。
・国立環境研究所（環境研）：観測のモデルケース構築、実証実験への協力および海外観測コミ
ュニティとの連携推進
・ベトナム科学技術庁（Vietnam Academy of Science, VAST）：GEO Grid基盤構築および開発技
術の有効性検証
・タイ国科学技術開発庁（National Science and Technology Development Agency, NSTDA）：洪
水シミュレーション開発および開発技術の有効性検証、ThaiFluxとの連携
・台湾国家実験研究院（National Applied Research Laboratory, NARL）：3D-GIS Taiwanの研究
開発および台湾Fluxとの連携
その他、アジア各国の研究機関と協力し、全アジア的な持続的協力態勢を確立する。
３．ネットワーク構築の実現可能性
産総研はNSTDAおよびVASTと包括研究協力覚書を締結している。NARLと産総研情報技術研究部門
の間では共同研究覚書を締結している。そのほか、平成15～17年度科学技術振興調整費「アジア
グリッドイニシアチブ」などの活動を通じ、アジア諸国との交流実績は多々ある。また、環境研
と産総研は、アジアの陸域生態系炭素収支観測データの集積・相互利用に取り組むAsiaFlux国際
コミュニティで中心的役割を果たし、海外の参加国における長期観測も行っている。これらの実
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績を通じ、ネットワーク構築・発展を推進できる。
４．本制度により取組を支援する必要性
本研究は研究内容がネットワークインフラからアプリケーションプログラムまで分野横断的で
あるとともに、全地球規模の枠組みの確立を念頭にアジアにおいて展開するものであり、国内に
おいては省庁、産学官の枠組みを超えた横断的な体制が、また、国家間での密な連携も求められ
る。本制度は､本研究が目指す国際コミュニティの構築に適している。
５．継続性
産総研の第三期中期計画における研究項目「知的基盤データバンクによる技術基盤の構築と維
持」の一環として、課題期間終了後も取組を支援するとともに、AsiaFlux等の地上観測コミュニ
ティとの連携により観測研究ネットワークを持続させる。
６．相手国・地域との政府レベルでの協力関係の強化・構築への発展性
環境問題や災害対策などは地球規模で重要な問題であり、我が国においては特にアジア地域の安
全・安定への貢献は重要な課題として認識されており、本研究の活動が今後政府レベルでの協力
関係の強化・構築に発展する可能性は大きい。
実施体制
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ミッションステートメント
（１）共同研究の概要
本研究においては、アジア地域におけるデータ共有の強化を目指し、グリッド技術を用いてアジ
ア諸国が保有するデータベースや計算機資源を共有する GEO Grid をアジア地域に展開し、地上
観測や衛星観測など、アジア諸国が保有する多種の観測データを集約、統一的プロトコルで処理、
統合し、これを利用して新たな付加価値を持った情報を生み出すための情報処理基盤を確立する。
我が国がリーダーシップを発揮して、観測研究を行う各分野と情報技術との分野融合を図ると共に、
現在は人的ネットワークと人手を介したデータ流通のみからなる分野別、国別の観測的研究のコミ
ュニティを、GEO Grid によりデータ集積・共有・利用ネットワークを介した分野・地域横断的な
ものとする。これにより、環境問題などのアジア地域に共通の問題に対し、アジア諸国の研究者や
政策決定者が長期にわたるデータ取得を維持し総合的なデータ利用に共同で取り組む土台を確立
し、問題の解決を促進する。
（２）実施期間終了時における具体的な目標
3 つ以上の国と地域により提供される、3 か所以上における二酸化炭素フラックス観測データを
含む総数 5 つ以上の地上センサデータベースと、3 つ以上の衛星データベースをデータソースと
する GEO Grid 基盤をアジア地域に配備し、環境モニタリングアプリケーションを実装して有効
性および実用性を検証する。終了後も AsiaFlux 等の環境観測コミュニティとの連携を維持し、
GEO Grid 基盤を持続的に利用する体制を整える。
（３）実施期間終了後の取組
産総研は国外参画機関との包括的研究協力協定および共同研究契約を締結しており、本研究実
施期間終了後も引き続きネットワークを維持して研究開発および普及を継続する。また、第三期
中期計画における重点項目「知的基盤データバンクによる技術基盤の構築と維持」の中で、本研
究終了後も組織として研究ネットワークを維持し、研究開発および普及を継続させる。
また、AsiaFlux Network は本研究とは独立のコミュニティであるが、本研究終了後も成果の
展開先として連携を維持し、実用化を進めながら発展させていく。AsiaFlux の他にも ILTER や
GEO BON など、関連する国際コミュニティとの連携の確立および強化を図り、本研究終了後も
継続させる。
採択時コメント
本提案は、グリッド技術を用い日本のイニシアティブにより、アジア諸国が有する地球環境科学に関す
るデータベースや計算機資源の共有を図りつつ、統合的な情報処理基盤を確立する取組であり、環境セ
ンシング等の地球的な規模の環境観測分野と、ICT・ネットワーク技術分野の融合に基づく必要性・発展
性の高い国際共同研究として、高く評価される。環境データの集約・統合に際して、アジア地域と共に二
酸化炭素フラックスを主なターゲットとする計画は適切と考えられ、統合するデータの種類について、更な
る拡大も期待できる。また、確立される統合的な情報処理基盤は、地球環境科学展開におけるアジア諸
国の高いニーズに対して、効率よく対応し得る研究基盤として期待が持たれる。
なお、本課題の実施に際しては、GEOSS展開における本取組の戦略的位置づけを明確にするとともに、
そのユーティリティと標準化、そして実現性とのバランスに留意しつつ展開することが期待される。
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Ⅱ．経費 （振興調整費分）
１．所要経費
（間接経費、環境改善費を含む）
(単位：百万円)
研 究 項 目

1.

担当機関等

アジア GEO Grid 基盤の構
築・運営に関する研究活動

2.

研 究

フラックス観測サイトのモデ

担当者

産 業 技 術総 合 研 田中 良夫

Ｈ22

Ｈ23

Ｈ24

年度

年度

年度

18.3

13.4

15.3

47

5

7.9

6.5

19.4

6.6

5.2

4.6

16.4

29.9

26.5

26.4

82.8

合計

究所
産 業 技 術総 合 研 前田 高尚

ルケース構築、海外観測コミ

究所

ュニティとの連携

国立環境研究所

所 要 経 費

所要経費

三枝 信子

（合 計）

２．使用区分
（単位：百万円）
研究項目１
設備備品費
人件費
業務実施費

研究項目２

計

0

0.5

0.5

0.8

11

11.8

38.9

21

59.9

7.3

3.3

10.6

47

35.8

82.8

または
事業実施費
間接経費 または
環境改善費
計

※備品費の内訳（購入金額５百万円以上の高額な備品の購入状況を記載ください）
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Ⅲ．実施結果・成果の概要
１．目標達成度
（１）ミッションステートメントの達成状況
目標： ３つ以上の国と地域により提供される、３か所以上における二酸化炭素フラックス観
測データを含む総数５つ以上の地上センサデータベースと、３つ以上の衛星データベースをデ
ータソースとする GEO Grid 基盤をアジア地域に配備し、環境モニタリングアプリケーション
を実装して有効性および実用性を検証する。終了後も AsiaFlux 等の環境観測コミュニティと
の連携を維持し、GEO Grid 基盤を持続的に利用する体制を整える。
実績：
目標を達成する成果
日本の高山スーパーサイトと富士北麓スーパーサイト、タイ国のサケラートとメクロンの観
測サイト、台湾の Chi-Lan Mountain 観測サイトの、合計３つの国と地域により提供される５
か所の二酸化炭素フラックス観測データを含む５つの地上センサデータベースと、MODIS、
ASTER、GOSAT の３つの衛星データベースをデータソースとする GEO Grid 基盤をアジア地域に
配備し、地上観測と衛星観測による二酸化炭素収支量や植生指数を比較する環境モニタリング
アプリケーションを実装して有効性および実用性を検証した。当初目標を達成する数の国や地
域、観測サイト、地上センサデータベースと衛星データベースを GEO Grid 基盤に組み入れた。
AsiaFlux に加え、生物多様性（AP-BON）や長期生態学研究（LTER）などの観測コミュニテ
ィとワークショップや勉強会を開催し、課題終了後も環境観測コミュニティとの連携を維持し、
GEO Grid 基盤を持続的に利用する体制を整えた。
目標を超えた成果
二酸化炭素フラックス観測データと衛星データに加え、観測サイトで上空を撮影したカメラ
画像を参照可能なデータソースとしてアジア GEO Grid 基盤に組み入れ、フラックス観測デー
タと衛星データに加え、カメラ画像を統合利用するアプリケーションを開発して有効性を検証
した。これにより観測時の気象条件の確認が可能となり、地上観測データと衛星データの比較
の際に、観測条件によって相関関係が著しく低くなるようなデータを抽出し、それらを排除す
ることによってより高い精度で地上観測データと衛星データの統合利用が可能である事を確
認した。
地上センサデータベースと衛星データベースの統合利用を実現する基盤構築については当
初目標を達成し、当初計画にはなかったカメラ画像データベースを統合利用可能なデータソー
スとして基盤に組み込み、その有効性を検証した点は当初目標を超える成果を達成するもので
ある。新たな種類のデータを統合利用可能とすることにより、より高い精度で地上観測データ
と衛星データの統合利用を可能とする基盤の構築につながる成果であり、総合して当初目標を
超える成果を達成した。
（２）実施計画に対する達成状況
① アジア GEO Grid 基盤の構築・運営に関する研究活動
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・計画（目標）
： ３つ以上の国と地域により提供される、３か所以上における二酸化炭素
フラックス観測データを含む総数５つ以上の地上センサデータベースと、３つ以上の衛星デ
ータベースをデータソースとする GEO Grid 基盤をアジア地域に配備し、環境モニタリング
アプリケーションを実装して有効性および実用性を検証する。終了後も AsiaFlux 等の環境
観測コミュニティとの連携を維持し、GEO Grid 基盤を持続的に利用する体制を整える。
・達成状況：
目標を達成する成果
研究項目②「フラックス観測サイトのモデルケース構築、海外観測コミュニティとの連携」
の成果を利用し、３つの国と地域により提供される５か所の二酸化炭素フラックス観測デー
タを含む５つの地上センサデータベースと、MODIS、ASTER、GOSAT の３つの衛星データベー
スをデータソースとする GEO Grid 基盤をアジア地域に構築し、地上観測と衛星観測による
二酸化炭素収支量や植生指数を比較する環境モニタリングアプリケーションを実装して有
効性および実用性を検証した。
また、AsiaFlux に加え、生物多様性（AP-BON）や長期生態学研究（LTER）などの観測コ
ミュニティとワークショップや勉強会を開催し、課題終了後も環境観測コミュニティとの連
携を維持し、GEO Grid 基盤を持続的に利用する体制を整えた。
目標を超えた成果
二酸化炭素フラックス観測データと衛星データに加え、観測サイトで上空を撮影したカメ
ラ画像をデータソースとして参照可能なアジア GEO Grid 基盤を構築し、フラックス観測デ
ータと衛星データに加え、カメラ画像を統合利用するアプリケーションを開発して有効性を
検証した。新たな種類のデータを統合利用可能とすることにより、より高い精度で地上観測
データと衛星データの統合利用を可能とする基盤の構築につなげる、当初目標を超える成果
を達成した。
② フラックス観測サイトのモデルケース構築、海外観測コミュニティとの連携
・計画（目標）
：3 つ以上の国と地域により提供される、3 か所以上の二酸化炭素フラック
ス観測データを含む総数 5 つ以上の地上観測データを GEO Grid に取り込む。終了後も
AsiaFlux 等の環境観測コミュニティとの連携を維持し、GEO Grid 基盤を持続的に利用する
体制を整える。
・達成状況：
目標を達成する成果
日本、台湾、タイで長期観測を継続している二酸化炭素フラックス観測サイトのうち、高
山、富士北麓（日本）
、Chi-Lan Mountain（台湾）
、サケラート、メクロン（タイ）の、合計
３つの国と地域により提供される、５か所の二酸化炭素フラックス観測データを含む５つの
地上観測データを GEO Grid に取り込んだ。また、当課題終了後も、AsiaFlux が収集・公開
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する二酸化炭素フラックス観測のデータベースを利用して、そのデータ利用ポリシに従って
観測データ利用を継続する体制を整え、目標を達成した。
目標を超えた成果
二酸化炭素フラックス観測データと衛星データに加え、観測サイトで上空を撮影したカメ
ラ画像を参照可能なデータソースとしてアジア GEO Grid 基盤に取り込んだ。当初計画には
ないデータソースをアジア GEO Grid 基盤に取り込み、当初目標を超える成果を達成した。
③ ベトナムにおける GEO Grid 基盤構築
・計画（目標）
： ベトナムに GEO Grid 基盤を構築し、環境モニタリングアプリケーショ
ンを配備して実用性を検証する。
・達成状況： ベトナムに GEO Grid 基盤を構築し、日本との間でデータの連携利用が可能
であることを確認した。また、環境モニタリングアプリケーションを配備して実用性を確認
し、当初目標を達成した。
④

洪水シミュレーションによる GEO Grid 実証評価
・計画（目標）
： Information Grid および Environment Informatorium を開発する。それ

により、分散レポジトリからの大規模データの統合利用および環境観測に関する情報をワン
ストップサービスとして提供可能なシステムを実現する。タイの湾岸浸食や洪水シミュレー
ションなどの応用を通じて開発技術の有効性を検証する。
・達成状況：Information Grid および Environment Informatorium を開発し、タイにおけ
る複数の環境観測データを統合検索・利用可能なシステムを実現した。タイの湾岸浸食およ
び洪水シミュレーションを題材に有効性を検証し、当初目標を達成した。
⑤ 3D-GIS Taiwan の研究開発
・計画（目標）
：環境観測や災害発生時の避難勧告等での利用を目的とした、高解像度な
広域衛星観測データの 3D イメージを準リアルタイムで提供するシステムである 3D-GIS
Taiwan の研究開発を行う。
・達成状況：3D-GIS Taiwan の研究開発を進め、広域な衛星観測による３次元画像を準リ
アルタイムに表示するシステムを構築した。東日本大震災発生時の日本の被災状況を３次元
で表示するなど実用性を検証し、当初目標を達成した。
（３）採択コメントに対する対応
「必要性・発展性の高い国際共同研究として、高く評価される。統合するデータの種類につ
いて、更なる拡大も期待できる。」という高い評価を受けた点については、期待に応えるべく、
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二酸化炭素フラックスを題材に環境観測に関するデータベースを統合利用する基盤をアジア地
域に展開してその有効性を示しつつ、アジア地域における環境観測コミュニティと情報技術コ
ミュニティが連携・協力するための分野横断的なコミュニティを構築することを目指して研究
を進めた。課題終了後も協力体制を継続しつつ二酸化炭素フラックス以外の環境観測コミュニ
ティにも本研究の成果を展開することを意識し、生物多様性や長期生態学などのコミュニティ
などと積極的に合同ワークショップや勉強会を開催して成果普及や情報交換を進め、更なる拡
大（生物多様性への展開）の道筋をつけた。
「本課題の実施に際しては、GEOSS 展開における本取組の戦略的位置づけを明確にするとと
もに、そのユーティリティと標準化、そして実現性とのバランスに留意しつつ展開することが
期待される。
」というコメントに対しては、GEOSS 展開における本取組の戦略的位置づけを明確
にする事と、技術開発およびインフラの構築、GEO/GEOSS や国際標準化活動への貢献、および
実用化のバランスに留意して研究を進める事により対応した。具体的には、①要素技術開発、
②標準化、③基盤構築と実証実験、④成果普及とコミュニティ構築、の４つの柱を相互に連携
させる形で進め（図１）
、本研究の成果を産業技術総合研究所および国立環境研究所が参加して
いる GEO の関連タスクに提供することによる GEO/GEOSS への貢献や、二酸化炭素フラックス観
測以外の環境観測への展開などのアウトカムが達成されることを目指した。これにより、①複
数データベースを統合利用するフレームワークの開発（要素技術の開発）、②地理空間情報の標
準化団体 Open Geospatial Consortium における標準仕様活用事例報告や標準仕様へのフィード
バックなどの標準化活動への貢献、
③アジア GEO Grid 基盤の構築と実証実験による実用性検証、
④成果発表およびワークショップ開催による二酸化炭素フラックスおよびそれ以外の環境観測
コミュニティと情報技術コミュニティとの分野横断的なコミュニティの構築、を実現し、現在
アウトカム達成に向けて GEO の関連タスクや GEOSS 関連の国際会議での成果普及による
GEO/GEOSS への展開を進めているところである。
なお、計画に変更はない。
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図 1. 本研究の方法・戦略
（４）所期の計画どおりに進捗しなかった場合の理由、対処、実績
該当なし
２．成果
（１）科学的・技術的成果の内容
①地域共通課題の解決につながるどのような成果が得られたか、（その成果が将来的に社会
へどの程度適応できる段階にあるかわかるように）記載下さい。
地球環境問題、特に化石燃料や土地利用変化による温室効果ガス排出に起因する地球温暖
化に伴う気候変動と、それがもたらす災害や水資源の偏在化、生態系などへの影響と気候へ
のフィードバックの機構解明と対策は、全世界、中でも気候変動に対し脆弱なアジア諸国で
喫緊の共通課題である。本研究においては、この共通課題の解決につながる成果として、以
下に示す(1)データ統合を実現するフレームワークの開発とアジア GEO Grid 基盤の構築に関
する成果、(2)センタデータを情報基盤に取り込むモデルケース構築に関する成果、(3)観測
ネットワークの体制構築と分野横断的な連携体制の確立に関する成果、を達成した。これら
の成果を統合することにより、先端技術の改良と普及、地域共通課題の解決につながる要素
技術の開発と基盤の構築を達成した。
(1) 環境データの集約・統合に際して、アジア地域において近年急速に拡大しつつある陸
域生態系の二酸化炭素フラックス観測サイトとそのネットワークを主なターゲットと
し、各種のデータ統合を容易に実現するフレームワークを開発した。開発したフレー
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ムワークを用いて地上観測（二酸化炭素フラックス）データと衛星データを統合利用
するアジア GEO Grid 基盤を構築した。本研究課題で確立された統合的な情報処理基盤
は、観測ネットワークの拡大をはかるアジア諸国の高いニーズに対し、効率よく対応
し得る研究基盤として期待される。開発したフレームワークは標準技術を用いること
によって様々な環境観測分野に適用することが可能な設計・実装となっている。生物
多様性など二酸化炭素フラックス観測以外の共通課題にもすぐに適用可能な段階にあ
り、実際に本研究の成果を活用して平成 25 年度より放射線量データベースを含む環境
モニタリングデータベースの統合に関するプロジェクトに参加する事が決定するなど、
先進的技術を開発し、普及・発展につなげることができた（IV 成果の詳細-5.1 参照）。
(2) 地域規模の大気中二酸化炭素の陸域生態系貯留量を把握する監視体制確立のための基
盤として、現地観測技術と情報技術の物的・人的融合によって広域に散在する観測サ
イトの観測情報を集約整理する一連の観測情報システムの基盤のモデルケースを構築
し、運用試験を始めた。その重要性にも関わらずコスト等の事情で体制構築が遅れて
いる熱帯アジアの途上国において、相手国の観測コミュニティを先導する機関と共同
で開発、構築、運用を行ったことにより、各国のコミュニティを通じて同モデルケー
スが普及し、多点化広域化することが期待される（IV 成果の詳細-5.2 参照）。
(3) 当課題終了後も、観測ネットワークを通してその技術を拡大する体制を構築した。ア
ジア太平洋地域における情報技術のコミュニティである PRAGMA と、アジアにおけるフ
ラックス観測ネットワーク AsiaFlux、アジア太平洋生物多様性ネットワーク AP-BON、
国際長期生態学研究ネットワーク ILTER などの環境観測コミュニティとの合同ワーク
ショップを年に 2 度のペースで開催するなど分野横断的な連携体制の構築を進めた。
PRAGMA の今後 5 年間の計画において生物多様性が主要アプリケーションとして選定さ
れ、本研究の学術的成果の活用と構築されたコミュニティをさらに発展させ、当課題
終了後も本研究を持続・発展させる体制を整える事ができた（IV 成果の詳細-5.6 参照）
。
②共同研究によって得られた新しい科学技術面での知見があれば、どのようなものか、わか
りやすく記載してください。
本研究により得られた２つの科学技術面での知見を述べる。
(1) 環境観測に関するデータの大規模化、多様化、分散化が今後ますます進む事が想定さ
れる一方で、それらのデータを統合することによる新たな環境観測や環境変動予測手
法等の開発が期待されている。本研究で開発したフレームワークは、グリッドコンピ
ューティングやクラウドコンピューティングの技術と地理空間情報に関する標準プロ
トコルを利用することにより、ユーザが利用するソフトウェアに大幅な改変を加える
ことなく、多種多様な環境観測データを容易に統合利用する技術を実現した。
(2) 個々の観測サイトにおいて地上観測データと衛星観測データの詳細な比較が可能にな
り、主として国内の複数の観測サイトにおいて、二酸化炭素吸収・放出量の季節変化
の観測結果と、それを広域推定する手法として重要な、衛星データによる植生指標を
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用いた炭素収支推定方法との比較検証が可能になった。その結果、落葉広葉樹林をは
じめとする、光合成を行う葉面積が大きく季節変化する生態系においては、これまで
にも広く用いられてきた Enhanced Vegetation Index (EVI)などが有効であるが、年
間を通して着葉している常緑林などでは、葉の色素に関係する指標である Green-Red
Vegetation Index(GRVI) の方が炭素収支との相関が高い、などの新たな知見を得るこ
とができた。こうした知見は、今後も世界各地の生態系において詳細に検証のうえ、
広域での陸域温室効果ガスの収支評価に応用されることが期待される。
③ 研究成果の発表状況
【ワークショップ、国際会議の開催】（8 件）
① GEO Grid Workshop、2011 年 10 月 17 日、札幌、参加者数約 50 名、主な参加者：
田中良夫、
（産総研）
、三枝信子（国環研）、Dao Van Tuyet（VAST）
、Sornthep Vannarat
（NECTEC）
、Whey-Fone Tsai（NARL）
、Sarawut Ninsawat（AIT）
．
② VN-GEO Grid

Workshop for Computational Systems and Applications in

Processing the Global Earth Observation Data、2011 年 12 月 5～6 日、ホーチ
ミン、18 名、主な参加者：田中良夫（産総研）、Dao Van Tuyet（VAST）
、Sarawut
Ninsawat（AIT）.
③ GEO Grid Workshop、2012 年 1 月 12 日、バンコク、14 名、主な参加者：田中良夫、
前田高尚（産総研）
、三枝信子（国環研）、Sornthep Vannara（NECTEC）
、Samreong
Panuthai（Wildfire and Plant Conservation）、Frédéric Gay（Kasetsart U.）、
Amnat Chidthaisong（KMUTT）．
④ Biodiversity Workshop、2012 年 4 月 17 日、メルボルン、約 40 名、主な参加者：
田中良夫（産総研）
、Reed Beaman （U. Florida）
、Peter Arzberger（UCSD）
．
⑤ Biodiversity Workshop、2012 年 10 月 9 日、ソウル、約 30 名、主な参加者：田
中良夫（産総研）
、Reed Beaman（U. Florida）
、Eun-Shik Kim（Kookmin University）、
Chau-Chin Lin（Taiwan Forest Research Institute）
．
⑥ Workshop on Asia GEO Grid Initiative Project and Flux Monitoring Actitivity
in Viet Nam、2013 年１月 23 日、ホーチミン、約 30 名、主な参加者：田中良夫
（ 産 総 研 ）、 三 枝 信 子 （ 国 環 研 ）、 Dao Van Tuyet （ VAST ）、 Tran Cong Huan
（Vietnam-Russian Tropical Research Center）．
⑦ GEO Grid Workshop、2013 年 3 月 4 日、つくば、15 名、主な参加者：田中良夫（産
総研）
、Sarawut Ninsawat（AIT）
、Lan-Kun Chung（GIS Center、Feng Chia University）
．
⑧ Earth Observation and Bio Diversity Workshop、2013 年 3 月 23～24 日、バン
コク、約 30 名、主な参加者：田中良夫（産総研）
、三枝信子（国環研）、Sornthep
Vannarat（NECTEC）
、Whey-Fone Tsai（NARL）、矢原徹一（九州大学）、北山兼弘（京
都大学）
、Chau Chin Lin（Taiwan Forest Research Institute．
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Imaging Spectroradiometer (MODIS) for Synergistic Applications”, Remote
Sensing, 4(8), 2277-2293, (2012).
5) Nagai, S., T. Maeda et al. “Using digital camera images to detect canopy
condition of deciduous broad-leaved trees”, Plant Ecology & Diversity, 4(1),
79-89, (2011).
④科学的・技術的波及効果
(1) 環境データの集約・統合を実現するフレームワーク開発の波及効果
本研究で開発したフレームワークは衛星データや地上観測データなど環境モニタリン
グに関する様々なデータの統合利用を実現する汎用なフレームワークとして設計、開
発されており、二酸化炭素フラックス観測や生物多様性に限らない幅広い分野への応
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用が期待される。その一例として、本研究の成果を活用し、平成２５年度原子力規制
庁委託事業「東京電力福島第一原子力発電所事故による環境モニタリング等データベ
ース構築事業」に参加することとなった。本委託事業においては、本研究において開
発したフレームワークを利用して原子力規制庁が構築する環境モニタリング等データ
ベースと気象データや土壌データなどその他の環境モニタリングデータベースを統合
利用するシステム開発を進める。標準プロトコルを利用することによる汎用性により、
広い関連分野への高い波及効果を持つことが実証された。
(2) モデルケース構築に関する研究の波及効果
本事業によるモデルケース構築が端緒となり、陸上生態系の CO2 フラックス等の長期連
続観測を実施している他の複数の国内研究機関が呼応し、連携してそれぞれが運用す
る、国内外 10 か所を超える観測サイトおよびデータ処理ワークフローへの情報通信技
術およびデータ標準化の開発導入を実施することになった。本事業が、文字通りモデ
ルケースとして、国内外の観測コミュニティにおいて今後開発導入が進められる予定
の、長期連続観測の堅牢化や高度化、精緻化を目指し先導することになった。CO2 フラ
ックス現地観測コミュニティのスケールで普及することが期待される。
(3) 観測ネットワークの体制構築と情報処理基盤の構築に関する研究の波及効果
本研究の成果として確立された、二酸化炭素フラックス観測サイトにおける準リアル
タイムデータ収集の運用技術は、アジアにおける今後の観測ネットワーク整備に応用
され、観測サイトにおけるデータ取得状況の確認と、より速やかなデータ収集・公開
の実現に生かされ、アジアにおける地上観測と衛星観測の統合に基づく広域二酸化炭
素収支の評価・検証の高精度化を加速する。なお、当課題終了後は、AsiaFlux ネット
ワークを通じて、本研究の科学的・技術的な成果は引き続き国内およびアジア諸国へ
普及される。
（２）社会的成果（国内外の各参画機関の共同研究体制・形成された科学技術コミュニティ）
の内容
①研究資源の提供や研究実施における役割について、国内機関と海外機関に分けて記載して
ください。
本研究は国内機関として産業技術総合研究所（産総研）と国立環境研究所（国環研）、海外
機関としてベトナム科学技術院（VAST）、タイ国科学技術開発庁（NSTDA）
、台湾国家実験研究
院の５つの機関により進められた。イコールパートナーシップに基づいて、互いの研究成果
を融合することにより、本研究の目的であるアジア GEO Grid 基盤の構築とコミュニティの形
成を推進した。以下に各機関の役割を述べる。
産業技術総合研究所： プロジェクト管理、データ統合フレームワーク開発、フラックス観
測サイトのモデルケース構築（高山、サケラート、メクロン）
、海外観測コミュニティとの連
携（タイ）を進めた。また、衛星データを保存するストレージやアジア GEO Grid 基盤のサー
バ、データ処理を行なう計算資源などを提供し、アジア GEO Grid 基盤を構築した。
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国立環境研究所： フラックス観測サイトのモデルケース構築（富士北麓）
、海外観測コミュ
ニティとの連携（AsiaFlux ネットワーク、台湾、ベトナム、タイ）を進めた。
VAST： ベトナム国内にアジア GEO Grid 基盤を構築し、互換性検証を進めた。また、ベトナ
ムフラックス観測コミュニティとの連携を推進した。
NECTEC： アジア GEO Grid 基盤と同じ標準プロトコルを用いる環境知識グリッドを開発して
湾岸地域の環境モニタリングに適用し、同じプロトコルを用いることによるアジア GEO Grid
基盤との互換性の検証を行った。また、タイの環境観測コミュニティとの連携を推進した。
NARL： NARL 傘下の NCHC は標準プロトコルによって提供される衛星データを利用した災害
対策に関するアプリケーションを開発し、アジア GEO Grid 基盤の環境モニタリング以外の分
野への適用について検証した。また、台湾の環境観測コミュニティとの連携を推進した。
②研究全体会議（運営委員会）等を開催した場合は、会議（委員会）メンバー・出席者及び
開催実績（時期・議題・会議の成果等）を記載してください。
2-(1)-③「研究成果の発表状況」に記載した通り、本研究の進捗に関する情報交換や成果
発表および新たな応用分野との連携を目的とした国際ワークショップを 8 件開催した。この
ほかに海外機関との個別の会議を以下の通り行い、プロジェクトを円滑に進めるべくプロジ
ェクト管理につとめた。ワークショップとあわせると 3 年間に 15 回海外機関と直接議論する
機会を設け、適切にコミュニケーションをとりながら進めることができた。
① 2010 年 6 月 17 日に NARL との会議を産総研つくばにて開催。産総研と NARL の研究参
画者合計 8 名が参加。本プロジェクトの進め方に関して議論を行ない、合意をした。
② 2010 年 7 月 20～21 日に VAST との会議を産総研つくばにて開催。産総研と VAST の研
究参画者合計 7 名が参加。本プロジェクトの進め方に関して議論し、合意した。
③ 2010 年 12 月７～8 日に台湾 NARL との会議および台湾 TFRI との会議を台湾にて開催。
産総研、国環研、NARL および TFRI の研究者が参加。NARL とは本プロジェクトの進捗
確認および今後の進め方に関する議論を行なうとともに、TFRI とは台湾のフラックス
観測データの提供について依頼し、同意を得た。
④ 2011 年 7 月 25 日に VAST との会議を産総研つくばにて開催。産総研と VAST の研究者
合計 7 名が参加。本プロジェクトの進捗確認および今後の進め方について議論。
⑤ 2011 年 9 月 2 日に NARL との会議を産総研つくばにて開催。産総研と NARL の研究者合
計 6 名が参加。進捗確認および今後の進め方について議論。
⑥ 2011 年 10 月 11 日に VAST の研究者 2 名が産総研つくばを訪問し、
共同でアジア GEO Grid
基盤の構築作業を行なった。
⑦ 2012 年 11 月 8 日に NARL との会議を産総研つくばにて開催。産総研と NARL の研究者
合計 6 名が参加。進捗確認および今後の進め方について議論。
また、国内有識者による推進委員会を設置し、2011 年 8 月 10 日に推進委員会を開催し
た。推進委員会は早稲田大学後藤滋樹教授、慶應義塾大学砂原秀樹教授、農業環境技術研
究所宮田明領域長、筑波大学奈佐原顕郎助教授により構成した。後藤教授と砂原教授は情
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報通信やネットワークの有識者、宮田領域長と奈佐原助教授は環境観測の有識者として、
本プロジェクトの目的や進捗、今後の進め方についての計画を紹介した上で、ご助言をい
ただいた。その後は有識者全員にお越しいただく会議は開催しなかったが、個別に本プロ
ジェクトの進捗についてご説明し、ご助言をいただいた。
③実施期間中の代表機関ならびに国内外各参画機関の組織としての関与（支援）について記
載してください。
産総研は VAST および NSTDA とは包括的研究協力に関する覚書(MOU)を締結していたが、本
プロジェクトの推進に際して個別の共同研究契約を締結した。VAST および NSTDA の長官が産
総研を来訪された際にも、本プロジェクトを主要な共同研究のひとつとして紹介し、組織的
に本プロジェクトを推進した。また、NARL とも共同研究契約を締結し、組織として共同研究
の体制構築を支援した。海外 3 機関との共同研究契約は H25 年度からさらに 3 年間更新済み
であり、本課題終了後も本研究を継続する事を組織として確認している。国外参画機関も共
同研究契約に基づき、本プロジェクトを組織として支援し、今後も継続する。
国環研は AsiaFlux の事務局をつとめており、引き続き組織として本課題に関与する。
④形成された科学技術コミュニティの今後期待される国際連携への政策的波及効果を記載し
てください。
本課題においては、アジア太平洋地域における情報技術の研究コミュニティと環境観測に
関するコミュニティである AsiaFlux、AP-BON、ILTER をリンクすることによる分野横断的な
科学技術コミュニティの構築を進めた。地球温暖化などの環境問題はアジア共通の課題であ
るが、今回参加している各国の組織は政府系の研究所であるため、各機関の政府に対するチ
ャネルを通じて政策的波及効果を産むことが期待される。環境モニタリングや災害対策とい
うアジア共通の課題に対し、我が国がリードしてアジア諸国で環境モニタリングに関するデ
ータの共有を進める政策等が打ち出される事が期待される。
⑤今後期待される社会経済の活性化効果を記載してください。
環境モニタリングは地球温暖化対策や林業、農業など幅広い分野に寄与するものである。
また、現在衛星観測に関するビジネスの東南アジア地域への展開を国策として打ち出してい
るが、本研究の成果は衛星データの高度利用の一例であり、衛星データの利用技術の１つと
してパッケージ化し、東南アジア諸国に展開する事による産業促進も期待できる。
３．計画・手法（
「Ⅱ．経費」とも関連）
①研究項目毎の予算配分方針について記載してください。
研究項目①「アジア GEO Grid 基盤の構築・運営に関する研究活動」は主に産総研情報技術
研究部門と産総研環境管理技術研究部門が担当し、研究項目②「フラックス観測サイトのモ
デルケース構築、海外観測コミュニティとの連携」は主に産総研環境管理技術研究部門と国
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立環境研究所が担当して研究を進めた。年度ごとにそれぞれの研究活動の内容、進め方、必
要な経費および自己資金を基に判断して研究項目①と研究項目②への予算配分を決定した。
②課題実施のためのプロジェクトマネジメントについて記載してください。
本プロジェクトは 2 つの国内参画機関により実施される研究項目①と研究項目②の成果を
融合し、３つの海外参画機関と協力してアジア諸国への展開とインターオペレーションの検
証を含む実証実験を進めた。国内機関の産総研と国環研はいずれもつくば市にあり、プロジ
ェクト開始時は約 1 か月に 1 度の頻度で Face-to-face で会議を行なってプロジェクト推進に
向けて意識合わせを綿密に行うなど、定期的に進捗確認や情報交換を行って 2 つの研究項目
の成果がスケジュール通り融合できるようプロジェクト管理を行なった。また、海外参加機
関とは、先述のように海外の複数機関が参加する国際ワークショップを合計 8 回開催して進
捗確認や今後の方針について意識合わせを行なうとともに、互いの組織を訪問する機会を設
けて個別に研究打ち合わせや共同研究の進め方に関する議論を行ない、海外コミュニティと
連携してプロジェクト終了後も研究協力体制を維持して本研究を進める体制を整えるなど、
研究開発とコミュニティ構築の両面で国内外の機関が連携してプロジェクトを推進するプロ
ジェクトマネジメントにつとめた。
４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
①実施期間終了後、課題実施により培われた研究及びネットワークを継続する体制や仕組み
に対する工夫について記載してください。
本プロジェクトでは、アジア太平洋地域における情報技術の研究コミュニティである
PRAGMA と、アジア太平洋地域における環境観測ネットワークをリンクする事による分野横断
的な研究コミュニティの構築を進めた。PRAGMA は 2002 年に開始した米国 National Science
Foundation(NSF)のプロジェクトであるが、2013 年 4 月時点でアジア太平洋地域の 35 の組織
が参加する、
情報技術分野では代表的な研究コミュニティを形成している。産総研が GEO Grid
プロジェクトを立ち上げた 2005 年以後、産総研が主体となって PRAGMA にも GEO Science
Working Group を設立し、PRAGMA に参加する組織の中で環境モニタリングや災害対策などの
地球科学に関する研究を共同で進める体制を整えてきた。産総研は PRAGMA の創設時から運営
委員をつとめ、5 年ごとのプロジェクト更新に際しては、その後 5 年間の計画立案に深く関
与している。PRAGMA は 2012 年から第 3 期の 5 年間プロジェクトがスタートしたが、産総研
の働き掛けもあり、この 5 年間の計画で生物多様性を主たるアプリケーションの１つとして
採用し、本研究の成果（科学技術的な成果と研究コミュニティの構築に関する成果）を活用
してアジア太平洋地域における情報技術と生物多様性のコミュニティが連携して研究を推進
する事となった。これにより、実施機関終了後も本課題の実施により培われた研究およびネ
ットワークを継続及び発展させる体制を、PRAGMA というアジア太平洋地域における大きな研
究コミュニティの方針として整える事ができた。
また、フラックス観測サイトにおける準リアルタイムモニタリングをはじめとする観測技
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術、データ処理技術、ならびにそれらの技術をアジア諸国に普及する研究およびネットワー
ク活動については、AsiaFlux および関連する研究者のネットワークを通して普及し改良を継
続する。一例として、平成 24 年度に開始した環境省・地球環境保全試験研究費「センサネッ
トワーク化と自動解析化による陸域生態系の炭素循環変動把握の精緻化に関する研究（中核
機関：森林総合研究所、参画機関：産業技術総合研究所、国立環境研究所、農業環境技術研
究所）
」
、平成 25 年度開始予定の Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN)
課題「Toward CarboAsia: Integration and syntheses of terrestrial ecosystem flux data
in tropics/subtropics and croplands in Asia by activating regional tower-based
observation networks（中核機関：農業環境技術研究所）、参画機関：国内外の AsiaFlux 関
連機関」などがその役割を担う。
②これまでの研究成果を発展させる明確な研究・交流のビジョンがあれば記載してください。
当課題で着手したアジア諸国における地球観測、特に陸域生態系における長期地上観測の
情報収集、ならびに地上観測と衛星観測の統合技術の開発は、引き続き、GEO の関連タスク
の実践や国際会議等での情報交換に引き継がれ、研究成果の発展を見込んでいる。具体的に
は、GEO task “Integrated Global Carbon Observation and Analysis System (CL-02)”、
GEO Global Forest Observation Initiative (GFOI)などのタスクおよびイニシアチブの実践、
および GEOSS Asia-Pacific Symposium における情報収集・流通などである。また、GEOSS に
おける隣接分野（例えば生態系・生物多様性分野、水循環分野）とは、地上観測・衛星観測
の統合利用研究の推進や、アジア太平洋地域における共通の総合観測サイトでの研究協力、
ならびに長期観測サイトの整備・維持などの活動を通して交流を進める。
前述のように本研究で対象とした二酸化炭素フラックス観測に加え、生物多様性や長期生
態学研究ネットワークとも連携して研究成果を発展させる体制を整える事ができたので、今
後はそれらの分野との研究交流も進めていく予定である。具体的には、すでに国内の生物多
様性の研究者と 2012 年 12 月および 2013 年 3 月に勉強会を開催し、具体的な共同研究の進め
方について議論を進めている。また、3 月にバンコクで開催された Earth Observation and Bio
Diversity Workshop の講演にあった生物多様性の保全については、本研究で開発したフレー
ムワークがほぼそのまま適用可能であると判断し、担当研究者と研究協力について議論を進
めることで合意をした。
本研究で開発したフレームワークは二酸化炭素フラックスなど特定の環境観測データに特
化したものではなく、様々な環境モニタリングデータに対して適用可能な汎用な設計となっ
ている。本研究を発展させる具体的な研究として、平成 25 年度原子力規制庁委託事業である
東京電力福島第一原子力発電所事故による放射線モニタリングデータベースを含む環境モニ
タリングデータベースの連携に関する研究開発プロジェクトに参加する事となった。産総研
は日本原子力研究開発機構からの再委託先として本プロジェクトに参加しているが、日本原
子力研究開発機構が構築する放射線モニタリングデータベースに加え、気象データベース、
土壌データベースや衛星データベースなどの様々な環境モニタリングデータベースを、本研
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究で開発したフレームワークを高度化、高機能化することにより連携利用可能とする研究開
発を進める事になっている。本研究で開発した標準プロトコルを用いることによるデータベ
ース連携フレームワークを、東京電力福島第一原子力発電所事故という国家的な問題の解決
に少しでも役立てるべく研究開発を推進する所存である。

18

Ⅳ．実施結果・成果の詳細
1

本研究の目的
アジア地域におけるデータ共有の強化を目指し、ネットワークを介して広域に散在する様々なリソース

を仮想的に統合利用するための技術であるグリッド技術を用いて、アジア諸国が保有するデータベース
や計算機資源を統合利用するための技術基盤である地球観測グリッド（Global Earth Observation Grid,
GEO Grid）をアジア地域に展開し、地上観測や衛星観測など、アジア諸国が保有する多種の観測データ
を集約、処理、統合し、これを利用して新たな付加価値を持った情報を生み出すための情報処理基盤を
確立することを目的とする。我が国がリーダーシップを発揮して、観測研究を行う各分野と情報技術との
分野融合を図ると共に、GEO Grid によりデータ集積・共有・利用ネットワークを介した分野・地域横断的な
ものとする。これにより、環境問題などのアジア地域に共通の問題に対し、アジア諸国の研究者や政策決
定者が長期にわたるデータ取得を維持し総合的なデータ利用に共同で取り組む土台を確立し、問題の
解決を促進することを目指す。
2

本研究の概要
参加国各地において行われている陸域生態系と大気の間の二酸化炭素交換量（フラックス）および関

連パラメータの地上観測のデータ集約、処理と維持、および衛星観測など他のデータとの統合・利用を
可能とする情報処理基盤であるアジア GEO Grid 基盤の研究開発を進める。データの多種多様性を意識
せずに統一的な手段でアクセスする事を実現するために、地理情報システムの標準化を進める Open
Geospatial Consortium(OGC)の標準仕様を採用する。また、グリッド技術を用いて地理的・組織的に分散
された大量のデータを高速かつ安全に統合利用する技術を確立する。これによってデータ利用のための
持続的な情報処理基盤が実現、確立されることを実証する。情報技術分野と環境の観測的研究分野の
コミュニティが連携し、分野融合的な新たな科学技術コミュニティを創出して、持続的な環境観測情報基
盤をアジア地域に構築する（図 2）。
3

本研究の目標
3 つ以上の国と地域により提供される、3 か所以上における二酸化炭素フラックス観測データを含む総

数 5 つ以上の地上センサデータベースと、3 つ以上の衛星データベースをデータソースとする GEO Grid
基盤をアジア地域に配備し、環境モニタリングアプリケーションを実装して有効性および実用性を検証す
る。終了後も AsiaFlux 等の環境観測コミュニティとの連携を維持し、GEO Grid 基盤を持続的に利用する
体制を整える。

19

図 2. 本研究の概要
4

本研究の項目立て、体制と進め方
本研究は、地上観測データベースと衛星観測データベースを統合検索・利用可能とする基盤の構築と、

情報技術の研究コミュニティと環境観測のコミュニティをリンクすることによる分野横断的なコミュニティの
構築の、２つの大きな目標を立てた。前者については、地上観測データを準リアルタイムで収集し、共通
の方法で解析処理する技術を確立し、実際に複数の観測サイトをモデルケースとして実証評価する「フラ
ックス観測サイトのモデルケース構築と海外観測コミュニティとの連携（研究項目②）」と、そうして提供され
る地上観測データと衛星データを統合検索、利用可能とするフレームワークを開発し、実際にアジア地域
の観測データの統合検索サービスを提供する「アジア GEO Grid 基盤の構築・運営（研究項目①）」の２つ
の研究項目を立てて進めた。研究項目①については産総研情報技術研究部門と産総研環境管理技術
研究部門が共同で進め、研究項目②については国立環境研究所と産総研環境管理技術研究部門が共
同で進めた。また、構築する基盤の実証実験や独自実装との互換性テスト、異なるアプリケーションでの
評価などを海外協力機関と協力して進めた（研究項目③～⑤）。後者の研究コミュニティ構築については、
分野横断的なワークショップを頻繁に開催して成果発表および情報交換を行ったほか、本課題に参加す
る３か国を個別に訪問し、それぞれの国でフラックス観測に従事する研究者と情報技術の研究者を招い
て本課題の紹介や今後の具体的な協力体制について議論する場を設けるなどして、分野横断的なコミュ
ニティの構築を進めた。成果普及やコミュニティ構築に際しては、アジア太平洋地域における情報技術の
研 究 コ ミ ュ ニ テ ィ で あ る Pacific Rim Applications and Grid Middleware Assembly(PRAGMA,
http://www.pragma-grid.net/) や フ ラ ッ ク ス 観 測 ネ ッ ト ワ ー ク で あ る
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AsiaFlux

Network(http://www.asiaflux.net/)に加え、グリッド技術の標準化団体である Open Grid Forum(OGF,
http://www.ogf.org/) や 地 理 空 間 情 報 の 標 準 化 団 体 で あ る Open Geospatial Consortium(OGC,
http://www.opengeospatial.org/)など、産総研の研究者が従来参加している国際標準化活動のチャネル
を通じた国際標準を利用することによる成果普及と国際標準への貢献を念頭に進めた（図 3）。また、外部
有識者による推進委員会を設置し、プロジェクトの進め方について助言をいただいた。

図 3. 本研究の研究項目と実施体制
5

研究成果

5.1

研究項目①「アジア GEO Grid 基盤の構築・運営に関する研究」の成果

(1) 担当者
田中良夫、山本浩万（産業技術総合研究所 情報技術研究部門）
前田高尚（産業技術総合研究所 環境管理技術研究部門）
(2) GEO Grid のアーキテクチャ
GEO Grid は、グリッド技術を用いて地球観測衛星データなどの大規模アーカイブおよびその高度処理
を行い、分散環境下の各種観測データや地理情報システムデータと統融合した処理・解析を、ユーザが
手軽に扱えることを目指したシステムかつコンセプトであり、地球観測に関わる多種多様なデータや計算
を研究コミュニティや事業者が安全・安心に利用できる環境の提供を目指している。産総研の有する地質
情報と衛星情報との情報融合を進め、さらに広く地球観測情報との融合化を図り、また、国際連携を積極
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的に推進し、特にアジアにおける高度利用を重点的に展開している。この際に国際的な標準動向に配慮
し、情報システムとデータの国際的な相互利用性を確保することを目指している。
衛星データ、地質データや地上観測データなど多様な地球観測に関わるデータの統合利用を効率よく
行うために、GEO Grid はそれらすべてのデータやデータの処理を、OGC の標準プロトコルである
Catalogue Service for Web (CS-W)、Web Coverage Service (WCS)、Web Mapping Service(WMS)、Web
Feature Service（WFS）、Sensor Observation Service(SOS)、Web Processing Service(WPS)を介して利用
可能なサービスとして提供する（図 4）[2][3][4][5][6][7]。

図 4. GEO Grid のアーキテクチャ
本研究においては、GEO Grid のアーキテクチャにのっとってアジア地域の衛星データや地上観測デー
タを OGC の標準プロトコルを介したサービスとして提供するアジア GEO Grid 基盤を構築した。また、それ
らの衛星データや地上観測データを容易に統合利用するフレームワークの開発を行ない、衛星データと
地上観測データの比較や相関関係を示すグラフを表示するアプリケーションを実装し、アジア GEO Grid
基盤およびフレームワークの実用性を検証した。
(3) アジア GEO Grid 基盤
本研究では、日本の高山スーパーサイトと富士北麓スーパーサイト、タイ国のサケラートとメク
ロンの観測サイト、台湾の Chi-Lan Mountain 観測サイトの、合計３つの国と地域により提供され
る５か所の二酸化炭素フラックス観測データを含む５つの地上センサデータベースと、MODIS、
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ASTER、GOSAT の３つの衛星データベースをデータソースとする GEO Grid 基盤を構築した。二酸化
炭素フラックスデータについては、上述の５つの観測サイトのデータを OGC の標準プロトコルの１つであ
る SOS により提供するサービスを構築し、衛星データについては、観測サイトの地域をカバーするデータ
を OGC の標準プロトコルである WMS および WCS で提供するサービスを構築した[8][9]。SOS により二酸
化炭素フラックスデータを提供するサービスの構築については、研究項目②の成果報告（5.2 節）の中で
詳細を述べる。WMS と WCS により衛星データを提供するサービスの構築については本節の（5）で詳細を
述べる。
(4) 衛星データと地上観測データ統合フレームワーク SFI
本研究では標準プロトコルを用いた衛星データと地上観測データの統合利用を容易に実現するフレー
ムワーク SFI(Satellite-Field Data Integrator)を開発した[10][11][12][13][14][15][16]。衛星観測と地上観
測はそれぞれ次のような利点と欠点を持つ。衛星観測には、(1)環境観測を効果的に行うことができる。特
に広い領域の観測に適している。（2）同じ領域に対して複数のスペクトルで観測可能なため、環境の変
化の検出に有効である、（3）長年にわたってデータを収集可能、といった利点がある反面、（1）大気によ
る干渉や拡散により観測精度が低下する、（2）生じている現象を直接観測する事が出来ない、といった欠
点がある。その一方で、地上観測には、（1）現象を正確に直接観測できる、（2）リアルタイムあるいは準リ
アルタイムの観測が可能、（3）高い時間解像度を持つ、といった利点がある反面、広域の状態を観測する
事が出来ないという欠点がある。衛星データの精度は大気による吸収や拡散などの物理現象に影響を受
けるため、その信頼度を高める事や衛星データの補正は衛星データを利用する科学者にとっては重要な
課題である。その一方で、地上観測を行なう側にとっても、地上観測データを空間的に広く展開したいと
いう期待がある。衛星データと地上観測データを相補的に利用し、たとえば地上観測データを用いて衛
星データを校正することができれば、地上観測データの精度で広域なデータを生成できるなど、様々な
展開が考えられる。しかし、既存の技術では同じ地域や時間に対する複数の観測データを検索する事は
容易ではなく、たとえば衛星データや地上観測データを個別に異なる方法で検索し、取得するといった
煩雑な手続きが必要であった。本研究で開発する Satellite-Field Integrator(SFI)は、ウェブサービス技術
と標準プロトコルを用いて衛星データと地上観測データの同時検索を実現することにより、ユーザが複数
の衛星データと地上観測データを容易に統合利用可能なフレームワークを提供する。
SFI はデータの取得、操作や処理にかかる煩雑さを軽減するために設計、開発された。SFI は衛星デー
タや地上観測データに対して複数のデータ形式をサポートし、データセットの数に対してスケーラブルな
設計となっている。また、処理を起動する OGC の標準プロトコルである WPS を用いて、データの検索・取
得だけでなく、検索の結果得られたデータに対して任意の処理を実行する機能を提供する（表 1）。
表 1. SFI がサポートする OGC Web Service(OWS)プロトコル
OWS の仕様

機能

Web Mapping Service (WMS)

衛星観測データへのアクセス

Web Coverage Service (WCS)
Sensor Observation Service (SOS)
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地上観測データへのアクセス

Web Processing Service (WPS)

オンディマンド処理の要求

SFI フレームワークは Web サービスに基づく SOS を利用する事により、ネットワークを介したデータアク
セスやスケーラビリティが実現できるほか、アクセス制御の必要なデータに対しては Web サービスセキュリ
ティを用いた認証認可の実装が容易であるなどの利点が生じる。また、各データベースが独自のプロトコ
ルで提供されている場合は、新たなデータベースを追加する際にはそのデータベースにアクセスするた
めの機能をデータを検索・利用する側のプログラムに実装する必要があるが、標準プロトコルを用いること
により、新たなデータベースを追加する際にも、データを検索・利用する側のプログラムは最低限の修正
で済む。SOS に対して GetObservation 要求を発行する事により、地上観測データベースに対して何らか
の検索条件（観測地域や期間など）をつけて検索をかけ、データを取得することができる。WMS や WCS
は衛星データを取得するための主要なウェブサービスプロトコルである。利用者はネットワークを介して衛
星データにアクセスできる。例えば特定の地域に対する時系列的な観測データを取得する場合には、
WMS サービスに対して GetFeatureInfo 要求を発行する。結果として得られるデータは地上観測データと
の比較が可能である。一方、WCS サービスに対する GetCoverage 要求は衛星観測データの生データを
カバレージやラスタイメージの形式で取得するために発行する。得られるイメージは GIS ソフトウェア等で
利用される。SFI は動的に処理を要求するために WPS を利用している。次に述べる SFI を用いたアプリケ
ーションにおいては、衛星データと二酸化炭素フラックスデータの比較、構成および統計処理を行ない、
結果をグラフ化して表示する処理を実装している。

図 5. OGC 標準を用いたフラックス観測現地データと衛星データの統合システム例
(5) SFI を用いたアジア GEO Grid 基盤の実用性検証
本研究では、フラックス観測データと衛星データが利用可能なアジア GEO Grid 基盤上に、SFI を用い
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てフラックス観測データと衛星データを統合利用するアプリケーションを構築し、アジア GEO Grid 基盤お
よび SFI の実用性を検証した[1][17][18]。前述のとおり、地上計測によるフラックス観測データは、測器に
よる系統誤差を除けば最も真値に近いデータと言えるが、測定点の数としてはどうしても少なくなる。そこ
で、広域性、同時性、均一性、定期性などの利点を持つ衛星観測データと、地上観測データを併用して
用いることにより、地上観測値の精度を出来るだけ保ちつつ広域に展開する試みがしばしばなされる。し
かし、衛星観測データは空間分解能が地上観測データに比べ粗いため、画素中における土地被覆のミ
クセルおよび雲の影響などにより地上観測値と合わない場合が多い。例えば、衛星観測データにおいて
は、Terra 衛星もしくは Aqua 衛星搭載の光学センサ MODIS のプロダクトに Gross Primary Productivity
(GPP) product (MOD17A2/MYD17A2)がある。このプロダクトは、8 日間雲除去コンポジットによる 1km の
空間解像度を持つデータであるが、上述の理由により地上観測と合わないケースが多い。特に、観測サ
イトで均質性が十分認められる場合は、雲の混在による影響が最も考えられる。一方、過去から正規化植
生指数(Normalized Difference Vegetation Index, 以下 NDVI)による植生量の見積もりが多く行われている。
しかしながら、一般に葉面積指数(Leaf Area Index, 以下 LAI)が 3 を超えると飽和する事が知られており、
熱帯雨林等では用いられない。そこで、大気や背景土壌の影響を受けにくく， 密度の高い植生に対する
感度を持つ Enhanced Vegetation Index(EVI)が開発された。NDVI や EVI は一般に大気補正済地表面反
射率から算出されるが、地表面反射率の精度は大気補正アルゴリズムや用いるアンシラリデータに強く依
存する。
CO2 フラックスを含め、植生物理量は大気補正済反射率もしくは NDVI や EVI から算出する場合が多い。
本研究ではアジア GEO Grid 基盤で提供されている ASTER、MODIS、GOSAT のデータを用いた。
ASTER(Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer)は経済産業省と米国航空宇
宙局が共同開発したセンサである。NDVI は ASTER VNIR バンドから算出可能であるが、EVI は青バンド
がないため通常算出出来ない。そこで、ASTER EVI は文献１８）による方法を用いて算出した。GEO Grid
ではエアロソルに対する補正も含む大気補正処理アルゴリズムをオルソ化放射輝度データに対してオン
ディマンドに適用出来る。そこで、本研究では NDVI および EVI においては GEO Grid で生成されるオル
ソ化 ASTER 地表面反射率プロダクト(ASTER Data BETA)を用いた。また、MODIS Gross Primary
Productivity (GPP) product は ASTER と同時観測されているはずである Terra 搭載 MODIS の L4 プロダ
クト MOD17A2 を用いる事とした。また、上述のように MOD17A2 は 8 日間プロダクトであり、色々な要因に
よる影響が考えられるため、Terra 搭載 MODIS プロダクトのデイリー大気補正済地表面反射率である
MOD09GA を用いたデイリーNDVI および EVI も対象とした。MODIS プロダクトは全て無償で配られており、
NASA LPDAAC(Land Processes Distributed Active Archive Center, https://lpdaac.usgs.gov/)などでダ
ウンロード可能である。この他、ほぼ無償で手に入る衛星プロダクトとして、環境省、国立環境研究所と宇
宙航空研究開発機構が共同で開発した温室効果ガス観測技術衛星いぶき(以下 GOSAT)データがある。
メインは温室効果ガス観測センサ(TANSO-FTS、以下 FTS)による二酸化炭素の鉛直濃度分布などが主
要 なプロ ダク ト で あ る が 、雲 や エ アロ ゾル等 の 誤 差 要 因 を軽 減 す る た め の 雲 ・ エ アロ ソルセ ン サ
(TANSO-CAI、以下 CAI)というマルチバンドセンサも搭載している。GOSAT CAI NDVI プロダクトも提供
されているが、EVI プロダクトは提供されていないため、GOSAT CAI L3 全球大気補正済地表面反射率
プロダクト CAI_L3_RFLCT を用いて GOSAT NDVI と EVI を同時算出した。ただし、GOSAT CAI も ASTER
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同様に青バンドを有しておらず、MODIS EVI と等価な EVI 算出アルゴリズムがまだ確立していないため、
今回は青バンドの代わりに近紫外バンド band1(380nm)を用いた。このバンドは通常の青バンドより吸収性
エアロゾルに対して敏感なため、大気補正はオゾン・酸素吸収およびレイリー散乱のみを考慮したアルゴ
リズムであり、エアロソルによる影響は考慮されていない事から、現状の GOSAT EVI は MODIS EVI より
更に大気の影響を受けやすいと思われる。また、GOSAT で提供されている CAI_L3_RFLCT は、雲除去の
ため band2(670nm)の最小反射率によるマンスリーコンポジットが施され観測開始日が４日ずらされながら
生成されており、MODIS MOD17A2 の 8 日間コンポジットアルゴリズムと雲除去の方法が全く異なるが、今
回はそのまま CAI_L3_RFLCT を用いる事とした。
上述のように、本研究では図 5 においてソースとなる衛星観測データとして MODIS(MOD09GA,
MOD17A2), ASTER(ASTER Data BETA NDVI, EVI), GOSAT(CAI_L3_RFLCT NDVI, EVI)の３つを用い
た 。 ASTER Data BETA は GeoTIFF 出 力 が 可 能 で あ る が MOD09GA, MOD17A2 は HDF4 、
CAI_L3_RFLCT は HDF5 とデフォルトのデータフォーマットが統一されていない。今回は WMS、WMS-T
や WCS を扱うソフトウェアとして Mapserver を用いるため、WebGIS ソフトウェアで標準として用いられる
GeoTIFF を衛星観測データの源泉データとして GEO Grid 側で提供する事とした。図 6〜図 10 は、図 5
を実現したシステムの例を示している。図 6 のようにサイトを選択し、観測期間やグラフ軸の設定、衛星観
測データに付加されている雲フラグ情報を入力する事により、測定ポイントにおける現地フラックス観測デ
ータおよび衛星観測データ値を検索する。図 7 のように、3 つの衛星観測データ NDVI や EVI をプロット
させたり、図 8 のようにフラックス観測データと衛星プロダクト（MOD17A2）の時系列比較を示した
り、フラックス観測値と衛星観測データの値との散布図を作成する事が出来る（図 9、図 10）
。最
も特徴的なのは、散布図において、表示された点１つ１つにメタ情報がマウスオーバーで現れる
事により、低品質と判断された測定値の”Delete”（削除）がグラフ上で行える事である。ユー
ザはこうした機能による品質評価されたデータを csv 形式でダウンロードでき、また”Delete”
したするたびに算出されている回帰式から補正された新たな衛星観測データ（プロダクト）を
GeoTIFF でダウンロード出来る。
また、当初計画にある二酸化炭素フラックスデータと衛星データに加え、現地観測において撮
影されたカメラの画像も参照可能なデータとして組み入れた（図 11）。これは、現地観測の担当
者から観測時の天候が確認できれば衛星データと地上観測データの比較に際して大変参考になる
という意見を受けて実装したものである。カメラ画像をアジア GEO Grid 基盤のデータベースに
取り込んだ。カメラの画像には撮影日時が記録されており、グラフ上で地上観測データのプロッ
トにマウスカーソルを重ねると、当該観測日のカメラ画像が表示され、天候を確認できるように
システムを実装した。
以上より、OGC 標準プロトコルを用いる事で、本研究の目標であった５か所における二酸化炭素フラッ
クス観測データと３つの衛星観測データをデータソースとする高度な校正検証システムを構築できた。
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図 6. 観測サイト、観測期間、グラフ軸の調整、などの入力

図 7. 衛星観測データ(MODIS, ASTER, GOSAT)の NDVI, EVI 同時プロット例
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図 8. フラックス観測データと衛星プロダクト(MOD17A2)の時系列比較の例

図 9. 散布図の測定点メタ情報による品質評価
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図 10. 散布図における品質評価後の
現地フラックス観測および衛星観測データ(MOD17A2)の時系列グラフ
(衛星観測データにおいて雲による影響が大きい事が確認できる)

図 11. 地上観測サイトのカメラ画像の表示
（地上観測データのプロットにマウスカーソルを合わせると撮影時のカメラ画像がポップアッ
プ表示され、天候を確認することができる。
）
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5.2

研究項目②「フラックス観測サイトのモデルケース構築、海外観測コミュニティとの連携」の成果

(1) 担当者
三枝信子（国立環境研究所）
前田高尚、村山昌平（産業技術総合研究所 環境管理技術研究部門）
山本浩万（産業技術総合研究所 情報技術研究部門）
(2) 国立環境研究所実施項目の成果
GEO Grid で共有する複数のフラックス観測サイトの観測データを準リアルタイムで収集し共通の方法で
解析処理する技術を確立するため、次の 3 つの項目に基づいて事業を実施した。
①観測およびデータ処理システムの仕様構築
②富士北麓モデルサイト構築
③AsiaFlux ネットワークに基づく海外観測コミュニティとの連携
以下にそれぞれの成果を記す。
①観測およびデータ処理システムの仕様構築
アジアにおける二酸化炭素フラックスの連続観測として最も長い記録をもつ岐阜県高山市の観測サイト
（産総研・高山サイト）と、国環研が 2006 年に長期観測を開始し地上観測・衛星観測の統合手法開発など
を強化している富士北麓フラックス観測サイトにおいて、本事業に必要となる観測システムとデータ処理
システムの開発方法について情報交換を行い、GeoGrid で共有する複数のフラックス観測サイトのデータ
収集・解析技術を確立するための方法を策定した。
続いて、当課題終了後も GEO Grid でデータを共有する観測サイトとなる可能性のある日本・中国・韓国
の AsiaFlux 観測サイトについて、各国で一般的に使用されている観測システム（主要な観測機器やデー
タ収録装置）とデータ処理システム（異常値を判別して除去するなどの品質管理法や欠測時のデータを
補完する補完法）の仕様について文献調査等により情報収集を行い、各手法の違いが陸域炭素収支等
の評価結果に及ぼす影響を検討した。また、国内およびアジア諸国の AsiaFlux サイトについて、主要な
観測機器、データ収録装置、データ処理システム（品質管理や欠測補完）の現状を調査し、観測システム
やデータ処理手法の違いが陸域炭素収支の算出結果に与える不確実性を調査した[1][2][1][3][7][8]。
その結果、観測サイトによって主要な観測装置に違いがあり、赤外分析計（infrared gas analyzer）には、
オープンパス方式（LI-7500）とクローズドパス方式（LI-6262, LI-7000）の 2 種類が並立していること、また、
同一の観測データ（例えば北海道苫小牧フラックスリサーチサイト, TMK）を用いて中国（ChinaFlux）、日
本（JapanFlux）、韓国（KoFlux）がそれぞれ独自に開発した 3 種類の品質管理・欠測補完プログラムに基
づき正味生態系 CO2 交換量（NEE）の月別値を計算し比較したところ、NEE の季節変化パターンには大き
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な違いはないが、年間交換量には、1 ヘクタールあたり最大 1.5 トン（炭素換算）の不確実性があることな
どがわかった[2][1][8]（図 12）。
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表 2. 主要な観測機器、データ収録装置、データ処理システム（品質管理や欠測補完）に関する情報収
集を行った国内およびアジア諸国のサイト名、国（または地域）名、位置および標高．
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表 3. 調査を行った 27 観測サイトにおける、観測高度と主要観測機器（特に、超音波風速計と赤外分析
計の種類）．国や地域、研究グループの違いにより、主要な観測装置に違いがある。
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図 12. 北海道苫小牧フラックスリサーチサイト（TMK）の観測データを用いて中国（ChinaFlux）、日本
（JapanFlux）、韓国（KoFlux）が独自に開発した品質管理・欠測補完プログラムに基づき正味生態系 CO2
交換量（NEE）の月別値を計算した結果。[2]

②富士北麓モデルサイト構築
富士北麓をモデルサイトとし、CO2 収支を渦相関法で算出するために必要なデータを自動的に収集し、
GEO Grid で処理可能な形式に変換するためのプログラム開発を行った。モデルサイトにおいてデータ転
送処理を安全に行うために必要な機器のアップグレードを行い、リアルタイムデータ収録システムの導入
を完了した。

図 13．富士北麓モデルサイトの全景
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図 14．富士北麓モデルサイトで実施中の主な観測項目
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図 15．富士北麓モデルサイトにおける機器設置状況

図 16．富士北麓モデルサイトにおける準リアルタイムデータ収集の例（緑：日射量、青：CO2 フラックス）
富士北麓をモデルサイトにおいて、平成 22 年度に準リアルタイムデータ収集システムを導入し、問題点
や改良すべき点を確認した。特に各装置へ供給する電源の安定化と省電力化、およびデータバックアッ
プ体制の改良をはかるためにシステムの一部修正を施した。また、観測サイトからデータを収集した後に
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行う品質管理等のデータ加工に必要な計算プログラムの開発・改良を行い、観測現場からデータベース
投入直前までのデータ処理工程を含むモデルサイトの構築を完了し、運用を行った[4][5][6][9]。運用期
間中、台風などに伴う暴風雨により一時的に観測機器が動作不良となるなどのトラブルにも見舞われたが、
準リアルタイムデータ集約システムにより、問題の早期発見と補修の対策をとることが可能となり、長期連
続観測において欠測期間を最小低限に抑え、高品質のデータを得るためのシステムの有効性が認めら
れた。
③AsiaFlux ネットワークに基づく海外観測コミュニティとの連携
当課題実施中およびその終了後も、AsiaFlux をはじめアジア諸国の環境観測コミュニティとの連携をは
かり、GEO Grid 基盤を持続的に利用する体制を整える目的で、平成 22 年度は台湾、23 年度はタイ、24
年度はベトナムにおいて、環境観測コミュニティとの連携強化を行った[10][11][12]。

図 17．AsiaFlux の目的（左図）、および現状の観測サイトの位置（右図）
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図 18．AsiaFlux をはじめとする、世界、アジア、日本の主要な陸域生態系観測ネットワーク
平成 22 年度には、特に台湾 Fluxnet との連携をはかり[13]、台湾における地球観測関連データの収集
状況について情報収集した。特に、台湾の国立東華大より、台湾における炭素収支・水収支分野の総合
的な観測が行われている Chi-Lan Mountain（棲蘭山）サイトより、GeoGrid に結び付けるためのデータ提
供を受けた。また、台湾においてリアルタイムデータ処理システムの構築をリードする台湾林業試験場と
の連携強化をはかり、蓮華池サイトとの協力関係を構築した。

図 19．台湾における主要な CO2 フラックス観測サイトの位置（左図）、およびリアルタイムデータ収集の進
んでいる台湾蓮華池サイトの観測システム概要（右図）

図 20．台湾蓮華池サイトにおける環境観測の情報収集と技術普及の実践
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平成 23 年度には、タイにおいて地球観測の情報基盤整備をリードするタイ国科学技術開発庁
（NSTDA）を訪問し、タイのフラックス観測ネットワークをリードする代表的な研究機関であるカセサート大
学、キングモンクット工科大学に所属する研究者らの参加・協力を得て、陸域炭素収支を含む地球観測
関連データの収集と流通に関する情報交換を行った。その結果、タイにおける地上観測グループはタイ
フラックスの主導のもと 10 地点を越える長期観測サイトを維持管理しており、少人数ながら独立して観測
研究を推進することのできる若手専門家の育成も進みつつあること、近年では商業目的で植林されるゴ
ム林の面積拡大が著しいことからタイ国内各地のゴム林において新たな観測サイトの立ち上げが進んで
いることなどの現状について詳細な情報収集を行った[14]。また、本事業からは、開発中の技術のうち、
安定かつ長期のリアルタイムデータ転送を行う観測システムの構築技術、回収されたデータから渦相関
法に基づいて CO2 収支を算出するための標準的な計算法の知見、CO2 収支や基本的気象要素の観測
データをとりまとめて AsiaFlux, FLUXNET などの国際ネットワークと共有するためのデータベース作成技
術を、アジアにおける国際観測ネットワーク構築の意義とともにタイフラックスへ普及した。

図 21．タイフラックスの現状での活動概要
平成 24 年度は、アジアの中で地球観測データの流通およびフラックス観測網の確立が遅れているベト
ナムに対し、地球観測の情報基盤整備とフラックス観測網の整備を促進するため、ベトナムの環境研究を
リードする機関である科学技術庁（Vietnam Academy of Science, VAST)を訪問し、地球観測データの収
集状況について情報収集を行うと同時に、本事業が開発した技術を普及した。ベトナムとの間では、これ
まで地球環境観測の情報やデータの流通が進んでおらず、AsiaFlux に参加する長期観測サイトもなかっ
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たが、本研究による情報提供の成果により、ベトナムとしては最初となる熱帯林の観測サイト（Nam Cat
Tien Forest Site）について、AsiaFlux ネットワークへの参加を得た。アジアにおける地球観測推進のため、
安定にリアルタイムデータ転送を行う観測システムの構築技術、回収されたデータから渦相関法に基づ
いて CO2 収支を算出するための標準的な計算法の知見、CO2 収支や基本的気象要素の観測データをと
りまとめて AsiaFlux, FLUXNET などの国際ネットワークと共有するためのデータベース作成技術を、ベト
ナムの観測者コミュニティへ普及した。

図 22．ベトナムで初めて建設され、長期観測を開始している CO2 フラックス観測サイト（Nam Cat Tien
Forest Site）の観測タワー（左図）、およびタワー上から見る周辺の熱帯林の全景（右図）
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(3) 産業技術総合研究所実施項目の成果
① 地上観測サイトの情報インフラとワークフローの構築
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温室効果気体による気候変動問題に絡み、陸域生態系における二酸化炭素（CO2）収支の現況把握と、
気候変動に伴う生態系の変化による炭素収支の変化と気候へのフィードバックなどの解明を目的として、
世界各国で現地観測が行われている。アジア地域においても、JapanFlux（タイにあっては ThaiFlux にも
(a)

(b)

(c)

Mae Klong

Sakaerat

図 23. (a)タイの観測地の位置と、(b) Sakaerat フラックス観測タワー、(c) Mae Klong
フラックス観測タワー。塔の高さはそれぞれ地表から約 40m。

参加）、AsiaFlux、Fluxnet 等の国内および国際フラックス観測ネットワーク（コミュニティー）の元、数百か
所の様々な地域、環境条件の植生において観測が実施されている。当研究グループは発足以来のメン
バーとして、国内および東南アジアの森林観測地（観測サイト）において森林内に設置された観測塔（フ
ラックスタワー）を用いた CO2 収支等の長期連続観測を運用してきた[1][9]。
当研究グループが現在運用している観測サイトは以下の３か所があり、それぞれ渦相関法による大気と
植生の間の CO2、水、熱の交換量（フラックス）のほか、土壌呼吸量や放射（日射の収支等）など、関連す
る環境・気象要素、生態学的パラメータ等、塔に装備されたセンサおよび人手による計測合わせて 40 以
上の項目の連続観測を行っている。いずれも、上記の国内外のフラックス観測ネットワークに登録されて
いる。各サイトの概要は以下のとおりである。
○国外（タイ） （図 23）[7][8]
・サケラートサイト（SKR、タイ Nakhon Ratchasima 県、Sakaerat 環境研究ステーション内）[10][11]
首都バンコクから約 250km 離れたタイ東北部、コラート高原の南西端に位置する。タイ科学技術研究院
（TISTR）、タイ天然資源環境省国立公園野生動植物保護局(DNP)、カセサート大学など現地機関の協力
の下、観測を継続している。サバナ気候に属する位置にあって、季節が 4 月～9 月の雨季と 10 月～3 月
の乾季の２つに明瞭に分かれる。森林も、熱帯季節林に分類され、年間を通じて降雨量が多い熱帯雨林
とは異なり、雨季と乾季の入れ替わりに伴い生物活動の明瞭な季節変化が見られる。Sakaerat サイトの森
林は乾燥常緑樹林（Dry Evergreen Forest、 DEF）と呼ばれ、主に常緑のフタバガキで構成されている。
・メクロンサイト（MKL、Kanchanaburi 県、Mae Klong 流域研究ステーション内）[12]
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タイ中西部、マレー半島からタイ北
部、ミャンマーへと続く山脈沿いに位
置する。バンコクからの距離は約
250km である。タイ天然資源環境省
国立公園野生動植物保護局(DNP)、
カセサート大学など現地機関の協力
の下、観測を継続している。
MaeKlong の森林は、Sakaerat と同様、
サバナ気候下の熱帯季節林である
図 25. サケラートにおける NEE（正味の CO2 交換量）観測

が、混合落葉樹林（Mixed Deciduous

結果（毎時の値、速報値、2007-2011 年、横軸は 2007 年 1

Forest、 MDF）と呼ばれる、非常に

月 1 日からの日数、正値が森林から大気への放出）

多種の樹木で構成される落葉樹林
で、林床に繁茂するタケが特徴であ

る。
上記２サイトともタイを代表する森林タイプであり、タイ王立森林局の調査資料によれば、2000 年現在、
この 2 つのタイプの森林の合計が、タイ全土の森林面積の約 80%を占めていると報告されている。それぞ
れのサイトには、都市や集落から離れた森林内に高さ 40m の観測タワーが設置され、塔上に設置した観
測およびデータ収録機器類をほぼ常時無人の状態で運転している。
○国内 （図 24）
・岐阜県高山市、高山サイト（TKY） [2][3][4]
乗鞍山の岐阜県側山麓（38°08’N、137°25’E、標高 1420m）に位置する冷温帯落葉広葉樹林の観測
地である。樹高 15-20m のミズナラ、シラカンバ類等から構成される、50 年以上経過した二次林で、林床
部にはササが繁茂し、12 月～4 月には雪に覆われる。当サイトにおける観測は、1993 年に開始され、アジ
ア域で最も長期にわたるフラックスの連続観測である。高山サイトには高さ 25m の観測タワーがあり、タイ
のサイトと同様に機器類の無人運転により観測を行っている。観測タワーにおいて観測される CO2 フラッ
クスなどデータの例を図 25、図 26 に示す。
(a)

図 24.

(b)

(a)高山サイトの位置と(b)フラックス観測タワー。塔の高さは約 25m。
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これらの国内外３か所の観測サイトについて、地理情報システムの標準プロトコルである Sensor
Observation Service(SOS)を用いて提供する地上観測データのカタログサービスの開発、およびアジア
GEO Grid 基盤が提供する衛星データや地上観測データなど非均質のデータに対して統合検索を行なう
統合検索システムの開発といった、アジア GEO Grid 基盤の開発に用いる地上観測のデータの整備と提
供を行った。また、GEO Grid システムと連携動作する観測サイト（現場）側情報システムのモデルケースと
して、各観測サイトにおいて情報通信技術の試験導入、現地タワーに装備された多数のセンサによる観
測データをオンラインで収集するシステムの試作を、特にタイの機関と共同で運用している２サイトを中心
に行った。

図 26. 高山サイトで 2012 年に観測された大気－森林生態
（提案機関名：独立行政法人産業技術総合研究所
提案課題
系間正味の CO2 交換量、気温、日射量の日平均値の変動
ブ）
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現在、本事業で対象としているサイトのほか同様の観測地点はアジアだけでも 100 を超え、この多地点
において得られている多種かつ大量のデータは、観測実施者それぞれでまちまちの手法で時間をかけ
て処理されている。１か所の観測タワーに装備された多数のセンサから得られる情報量は、数 GBytes/月
である。このうち、センサの出力がそのまま目的の物理量として得られる項目はほとんどなく、膨大なデー
タを演算処理する必要がある。例えば、１日の間に大気と森林生態系の間で交換された CO2 の量を求め
るには、0.2 秒間隔で計測された CO2 濃度と３次元風速の瞬時値など、のべ約 173 万個の観測値を現地
から回収、保存、品質管理後、演算処理しなければならない。データの記録様式も観測実施者で異なり、
フラックス以外に記録される観測タワーおよび周辺の環境の情報は、数値時系列化された計測値から、
映像情報、観察の記述文章まで多種多様である。これらを処理・統合、アーカイブ、利用するための情報
技術も必要である。一部は研究コミュニティによって集約、データベース化（多くの場合実体はネット上の
単純なデータストレージ）されつつあるが、多くは観測実施者やコミュニティごとに散在しており、広域的な
分布を把握するボトルネックになっている。また、遠隔地にある無人観測サイトでは、サイト管理とデータ
回収を人手による間欠的な作業に頼っているため、観測機器のトラブルの発見と対処に時間がかかり、

図 27. 構築した各観測サイトおよびつくばとの間のデータ通信経路

（提案機関名：独立行政法人産業技術総
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図 28. タイにある２か所の観測サイト（MKL, SKR）に設置した構内ネットワーク

長期連続観測の障害になっている。タイの観測サイトのように、国際共同観測を実施している海外の観測
地の場合には、上記のような遠隔地であるということ以外に、相手国の共同研究者、観測協力者との情報
共有も、観測結果の共有のためのみならず、観測現場の状況認識の迅速化と共有、一連の観測データ
処理プロセスで生じるデータのやり取りの円滑化のためにも重要である。これらの問題を解決し、観測現
場と GEO Grid などとの接続を通じて、衛星観測など他のデータとの統合を行うため、情報通信技術（セン
サネットワークとグリッド計算機技術、データ形式の標準化等）を、現在は主に人的ネットワークにより運用
されている現地観測網にオーバーラップさせて導入することにより、多数の観測現場からのデータ集約、
処理、品質管理、流通をできる限り自動化、さらに観測現場における異常の発見と対処を迅速化して、長
期連続観測を支える情報システムの構築が必要である。その端緒として、観測現場内、および観測現場
とデータ処理拠点（本事業においては GEO Grid）、遠隔の観測従事者とを結ぶ情報インフラの構築を行
った（図 27、28）。
観測サイト内では、多数あるセンサ類は塔内に複数設置したデータロガー類に接続され、データの記
録を行っている。これらのデータロガーはオフラインで運用され、従前は観測維持要員が１－２か月ごとに
現地に赴いて、データを回収していた。これらデータロガー類をサイト構内に敷設したネットワークに接続
し、同時に、各サイトに基幹コンピュータを設置して、各データロガーからデータを収集、集約する仕組み
を導入した。これは、データ回収の自動化だけでなく、観測機器類のデータを二重化し、特に気象など観
測条件が厳しいタイにおいて、現地での障害に伴うデータ消失を低減する役割も担う。さらに、各観測サ
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イト構内およびつくば（産総研環境管理技術研究部門内）を結ぶ通信経路を確立した。当グループが担
当している３つの観測サイトは、電源（大容量の商用電源か、容量が小さい自立電源か）や利用可能な通
信手段（有線が引き込めるか、受信可能な電波があるか、アンテナが設置できるか）、国内にあるか外国
にあるかなどの条件が異なるため、それぞれの事情に合わせた方法を検討、採用した。その結果、図 27
に示すとおり、有線、携帯電話回線、衛星通信回線の３つの方法によりサイトごとに異なる手段により、つ
くばとの接続を確立した。つくばにはデータ集積・処理サーバを設置し、３つの観測サイトにある基幹コン
ピュータから受信したデータを集約し、センサの生出力から気象など対象物理量への変換や品質管理、
フラックス計算等の処理を行い、データプロダクト生成を行う。さらに、データプロダクトは、後述するカタロ
グサービスに対応した形式への加工等を経て GEO Grid システムへ送信される仕組みになっている。
以上のように、観測現場から GEO Grid システムへ至るデータ通信と処理のワークフローのための基盤
を完成し、運用を開始した。本事業終了時点では、データの受信、集積、データプロダクトの生成のそれ
ぞれのプロセスは独立して手動により行っており、全体が連携した自動処理を行うにはまだ至っていない
が、今後も、観測現場からデータプロダクトまで一貫した処理を自動で行うワークフローの実現に向けて
引き続き開発を進め、運用を行う予定である。
なお、以上のモデルサイト構築が端緒となり、同様に、陸上生態系の CO2 フラックス等の長期連続観測
を実施している他の複数の国内研究機関が呼応し、連携してそれぞれが運用する、10 か所を超える観測
サイトおよびデータ処理ワークフローへの情報通信技術およびデータ標準化の開発導入を実施すること
になった。当該観測サイトには東南アジアなど、国際共同により運用されているものも含まれている。本事
業における活動や成果、ノウハウが、文字通りスーパーサイトのモデルケースとして、国内外の観測コミュ
ニティにおいて今後開発導入が進められる長期連続観測の堅牢化や高度化、精緻化を先導することに
なった。
② フラックス観測データのＧＩＳ国際標準準拠
OGC(Open Geospatial Consortium)は 300 以上の企業、政府機関、非営利団体、研究機関からなる国
際組織であり、GIS データの処理と交換に関する標準の開発と実装を行っており、国際標準として広く認
知されているものである。こうした OGC 標準をベースに 近年 FOSS4G(Free Open Source Software
Geospatial)を基盤とした WebGIS 等を利用した地理空間情報を取りまとめるシステム開発が多く見られる
ようになってきた。一方、①で述べたように国際フラックス観測ネットワーク網における各観測サイトで取得
されているデータ取得方法およびデータそのものの運用・管理は様々ではあるが、位置情報と観測値を
時系列に持っている点で地理空間情報として扱うのが最も妥当と言える。元来、これまでの WebGIS は衛
星画像のようなラスターデータ地図投影した状態で表示し、沿岸線等のベクター地図を重ね合わせたり
する例は多かった。
しかし、OGC 標準の１つである Sensor Observation Service (SOS) は、位置情報と観測値を持つ様々な
地上観測データ形式をサポートする。すなわち、フラックス観測サイトで取得されている観測データを、こ
うしたＧＩＳ国際標準の枠組みでシステム構築する事は、様々な観測データに対して高い汎用性を持たせ
る事が出来るため、一度システムを作り込んでしまえば観測サイトを追加する際にも容易に拡張する事が
出来る。更には、同じ OGC 標準である OGC Web Service (OWS)と呼ばれる WMS,WCS,WPS 等の機能と
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合わせる事によって衛星画像、任意の位置の衛星観測値、および現地観測データとの統合が容易に出
来る。
①は観測現場と GEO Grid などとの接続までを示したが、5.1 節に示した図 5 は、GEO Grid における中
身の処理、すなわち OGC 標準プロトコルを用いた地上観測データと衛星観測データの統合利用するた
めのシステムの構築例を示している。 SOS においては 52°North (http://52north.org/)、WPS は
PyWPS(http://pywps.wald.intevation.org/)、WMS もしくは WCS は Mapserver(http://mapserver.org/)を
用いている。図中にもある SensorML (Sensor Model Language)を用いてフラックス観測データを整備し、フ
ラックス観測データの SOS 化を行った。SensorML は XML をベースとしており、高い汎用性があるため、
フラックス地上観測の既取得データを GEO Grid 上に搭載・処理するための GIS 国際標準に準拠した形
式として整備する事が可能である。
③ タイの現地観測コミュニティとの連携関係の維持発展
前述のように、本事業の対象である３地点における陸上生態系の CO2 フラックス等の長期連続観測お
よびそのデータのうち、２地点はタイにあって、それぞれ以下の現地研究機関および日本の連携機関との
協力により継続している。本事業においては、従前の協力関係を維持しつつ観測サイトを運用するととも
に、今後の国際共同観測および研究の推進発展について、協議を行ってきた。
・サケラート
観測タワーは、タイ科学技術省タイ科学技術研究院（TISTR）に属するサケラート環境研究ステーション
（SERS）内の林地にある。TISTR と産総研は包括ＭＯＵによる研究機関レベルでの協力関係にあり、本観
測も、そのＭＯＵ内において、TISTR 持続可能発展研究開発グループ傘下にある当該ステーションと共
同で継続している。従前、本観測は産総研が主体となって実施し、TISTR はそのサポートを行うという体
制で実施してきたが、本事業などを期に、TISTR が積極的にフラックス観測の運用やデータ解析、フラッ
クス観測に関連する他の環境パラメータ等のモニタリングを参加する意向を示しており、本事業において
開始した観測情報システム構築の継続や運用なども共同で行うべく、契約の準備を進めているところであ
る。
・メクロン
観測タワーは、タイ天然資源環境省国立公園野生動植物保護局に属するメクロン流域研究ステーショ
ンの林地内にある。当該ステーションの主任である研究官は、1990 年代に日本の旧科学技術庁プロジェ
クトにおいて当地に熱帯森林生態系の調査研究施設が設置されて以来、当地で行われてきたタイおよび
日本の研究機関による研究を統括している。また、上記サケラートと併せ、タワーを使用した各種連続観
測のタイ側担当者をつとめている。この日タイ共同観測への従事を契機に、2006 年に AsiaFlux 傘下で発
足したタイのフラックス観測コミュニティ ThaiFlux の発起人の一人となり、現在も主要人物としてタイの他関
連機関を先導している。本事業においては、同ステーションの積極的協力によって、前述した両観測サイ
トの現地情報インフラの構築および運用試験を行い、今後これらを活用した長期連続観測の効率的運用、
データベース化および解析の実施、人材育成などを共同で行っていくことで合意した。
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その他、タワーにおける森林生態系における気象や物質循環を対象とした連続観測に関連し、両サイ
トにおいて他のテーマ、他分野の、主に生物学の調査研究を行っているタイ王立森林局およびカセサー
ト大学（おもに林学、生態学、生物学関係の現地調査）、アジア工科大学（リモートセンシング）、日本の森
林総合研究所および京都大学（林学、植物生理生態学）などと連携関係にあり、上記２機関を含め、観測
サイトを核とした研究コミュニティを形成して、密に情報交換を行い、環境と森林の総合的な長期観測や
調査研究を行うべく今後の連携について話し合いを行っている。
現在、タイの観測現場が抱える深刻化する問題として、現地の若手人材の不足が挙げられる。その対
策として、早期の人材育成が必要であり、例えば、教育機関であるカセサート大学との連携により、観測
サイトにおいて研究を行う大学院生の育成を行うための協議を行っている。その一方、本事業で構築を行
った、観測サイトへの情報技術の導入によるデータのプリプロダクト処理の自動化は、人力による現地作
業を省力化することにより観測維持性を向上させることによる、人材不足問題への技術的対策として非常
に有効である。また、データのポストプロダクト処理システムの開発や衛星観測等の異種データとの統合
研究を新たなテーマとして、若手人材にとって魅力的なものとすることにより、人員不足の解決につながり
うるものと考えている。これを実現するため、観測地への情報技術導入にあたって、メクロン観測サイト内

図 29. 現地の観測機器動作状況をモニタする WEB ページ（一部）
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に設置した構内 LAN 上の基幹コンピュータで、観測機器の動作状況を、バンコクからオンラインで確認で
きる仕組みを試作し、試験運用している（図 29）。後者については、平成 24 年 1 月にバンコクで実施した
日タイのフラックス観測関係者と空間情報技術関係者との合同ミーティングにおいて、構築中のフラックス
観測サイト情報化および、衛星観測との統合システムを紹介することにより、タイ側の現地観測および情
報技術双方のコミュニティの連携を促した。日本国内の事例ではあるが、本事業と一部連携して実施した
[5]、あるいは実施中の衛星観測プロジェクト（例：GCOM-C RA 「総合的な陸域生態系情報の開発」、代
表：筑波大学）などにおいて、衛星観測と地上観測の統合的研究に若手研究者が集まって活躍し、タイ
からの留学生の参加もある[6]。これと同様に、タイにおいても本事業を契機として若手研究者の参加、活
躍が期待される。
成果論文
原著論文（査読付き）
[1] Saigusa, N., T. Maeda, S. Murayama et al.:“Dataset of CarboEastAsia and uncertainties in the CO2
budget evaluation caused by different data processing”, J. For. Res., 18, 41-48, (2013)
[2] Murayama, S., N. Saigusa, et al.:“Seasonal variations of atmospheric CO2, δ13C and δ18O at a cool
temperate deciduous forest in Japan: Influence of Asian Monsoon”, J. Geophys. Res., 115(D17304),
doi: 10.1029/2009JD013626, (2010)
[3] Yonemura, S., S. Murayama, et al., “Vertical soil-air CO2 dynamics at the Takayama deciduous
broadleaved forest AsiaFlux site”, J. For. Res., 18, 49-59, (2013)
[4] Nagai, S., T. Maeda et al.: “Using digital camera images to detect canopy condition of deciduous
broad-leaved trees”, Plant Ecology & Diversity, 4(1), 79-89, (2011)
[5] He, M., N. Saigusa, S. Murayama et al.: “Evaluation and improvement of MODIS gross primary
productivity in typical forest ecosystems of East Asia based on eddy covariance measurements”, J. For.
Res., 18, 31-40, (2013)
[6] Thanyapraneedkul, J., T. Maeda, et al.:“A Vegetation Index to Estimate Terrestrial Gross Primary
Production Capacity for the Global Change Observation Mission-Climate
(GCOM-C)/Second-Generation Global Imager (SGLI) Satellite Sensor”, Remote Sensing, 4, 3689-3720,
(2012)
原著論文以外の紙面発表
[7] 石田厚, 前田高尚: 「タイ熱帯季節林の多様性と生理機能」, 海外の森林と林業, 81, 3-7, (2011)
[8] Adachi, M., S. Tanaka, T. Maeda, N. Saigusa: “AsiaFlux network: "Bridging ecosystem science to
services and stewardship", DIWPA News Letter, 27, 6-7, (2012)
口頭発表
[9] Murayama S., T. Maeda, N. Saigusa, S. Ishidoya et al.: “Long-term measurements of carbon budget in
forest ecosystems at AIST stations in Japan and Thailand”, GEO-Carbon Conference: Carbon in a
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changing world，Rome, Italy, (2011)
[10] Maeda, T., et al.: “Leaf phenology detected by fixed view camera images in a tropical seasonal forest at
Mae Klong, Thailand”, Tropical Forestry Change in a Changing World, 3, 167-181, ISBN
978-616-7262-26-0, (2010)
[11] Maeda, T., et al.: “Leaf phenology in a tropical monsoonal evergreen forest at Sakaerat, Thailand,
detected by fixed view camera images – Analyses on the individual scale –“, AsiaFlux Workshop 2010,
Guangzhou, China, (2010)
[12] Maeda T., et al.: “Leaf phenology in a tropical monsoonal evergreen forest at Sakaerat, Thailand,
detected by fixed view camera images – influence of climate on the delay of green-up in 2009 –“,
AsiaFlux Workshop 2011, Johor Bahru，Malaysia, (2011)
5.3

研究項目③「ベトナムにおける GEO Grid 基盤構築」の成果

1. Participating and reporting researchers
Dao Van Tuyet, Nguyen Van Thuong (VAST)
2. Implementation period: 2010 - 2013
3. Objectives and content of the following tasks:
3.1 Objectives of the task:
Based on this project, researchers from IOIT and related institutes in VAST are
given some opportunities to work on GeoGRID. After understanding fully the system,
they should propose the IT infrastructure solution for GeoGRID research and
application in VAST.
4. Result:
4.1 General assessment of results:
The results include a number of delegations made to ITRI/ AIST (2010 and 2011), training
organizations Grid/ Cloud Computing at Hall VAST in Ho Chi Minh City (December 2011)
and seminars at Institute of Information Technology, Hanoi (June 2012).
Group done tasks have to learn to grasp the evolution of computing technologies from
Grid computing to Cloud Computing, in addition, researchers was equipped with the basic
knowledge of computer science, such as Grid, Globus, OGC standard, Cloud/ Virtualization,
OS/ System Software, Ninf-G (programming)
The systems on the computing infrastructure for the application of technologies related
to remote sensing and geographic information systems for planning, utilization,
rational exploitation of natural resources and development planning developing regions,
in addition to computational tools Grid/ Cloud computing also enables data mining
community resources research institutes have research partnerships in the region and
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the world, the sharing of data (remote sensing images, the model calculates
meteorological forecasting WRF modelling, ...) allows for handling research problems
in the field of meteorological forecasting, hurricane forecasting and resource planning
problem other materials.
4.2 Group outbound and inbound:
Group outbound:

2 group.

2010 (July 20 - 21, 2010)
Location: Meeting Room AIST ITRI (Information Technology Research Institute) in
Tsukuba
VAST include:
Assoc Prof. Vu Duc Thi (Scientific Council of IOIT)
MSc. Dao Van Tuyet (IAMI)
MSc. Nguyen Van Thuong (International Cooperation Department), VAST
ITRI/ AIST include:
Prof. Satoshi Sekiguchi
Dr. Yoshio TanakaDr
Dr. Hirokazu Yamamoto
Dr. Arawut.Ninsawat

2011
1. VAST IOIT & IAMI to ITRI / AIST work and scientific exchange
July 23 - 30, 2012,
Group: Pro. Vu Duc Thi and MSc. Dao Van Tuyet

2. VAST IOIT / IAMI (IT engineering) to AIST / ITRI attend training
Researcher Tran Anh Khoa and Researcher Nguyen Thanh Tung go to AIST/ ITRI
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Oct 11 - 13, 2011 to attend the training, Oct 14, 2011 visit Lab
The training contents: Grid, Globus, OGC standard, Cloud/ Virtualization, OS/
System Software, Ninf-G (programming)
Expected system applied in weather forecasting calculations(WRF4G)
In addition, Researcher Dao Van Tuyet, Mr Nguyen Van Thuong and Researcher Nguyen
Thanh Tung joined GEO Grid Seminar and Workshop PRAGMA 21 in Sapporo, Japan(Oct
17 – 20, 2011) .

4.3 Organization training, seminar:
+ Training: in HCMC
Attach CD includes all training materials.

Group inbound:
2011 :

to train and introduce some applications GEO Grid

+ Training: VN - GEO GRID TRAINING COURSE
FOR COMPUTATIONAL SYSTEMS AND APPLICATIONS
IN PROCESSING THE GLOBAL EARTH OBSERVATION DATA
Contents:
+ Introduction to Grid, Cloud and GEO Grid
+ Hands on training SFI
+ Hands on training OpenNebula

Dec 05-06, 2012

at HCM City, participate in the training:

Dr. Yoshio Tanaka
Dr. Sarawut Nisawat.
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2012 :

To attend the workshop at IOIT June 19, 2012

18 – 19/ June 2012
I.

Participants:

1. IOIT/IAMI:
Prof. Vu Duc Thi, IOIT
MSc. Dao Van Tuyet, IAMI
MSc. Nguyen Van Thuong,
Researchers at IOIT – IAMI

2. ITRI/AIST:
Prof. Yoshinori-Miyazaki, AIST
Dr. Toshiaki Iwata, ITRI
II.

The work program, the discussion:

June 18, 2012:

Attending 6th VAST-AIST Workshop 2012 at VAST conference room.

Parallel session 1: Space tachnology and Geophysics (Greet Hall)
June 19, 2012:

Seminar GeoGrid at IOIT

1. Đao Van Tuyet: Overview GeoGrid Global Earth Observation and proposed the
establishment of research centers and scientific computing geographic
information.
2. Toshiaki Iwata: Space Utilization Guidebook.
3. All seminar participants discussed the formation center Geographic

Information and Computational Science Research Center include:
a. System hardware - server system reference model calculations of
ITRI center.
b. System software platforms Geogrid by PRAGMA and ITRI/ AIST
developed.
c. Human heart operation: Researcher at IAMI is mainly associated
IOIT researchers.
+ Seminar: "Asia Inititative GEO Grid Project and Flux Monitoring in Viet Nam
Activity" was held in HCM City, Hall of VAST in January 23-24, 2013. Coordinating
organizations include:
- Information Technology Research Institute, ITRI/ VAST.
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- National Institute of Environment Study, NIES
- Vietnam - Russian Tropical Scientific Research and Technological Center .
4.4 Participating in training:
+ The PhD Study: participation contributes 1 PhD Study.
+ The Master: training participants contribute 2 MSc
+ The Bachelor: 2
4.5 Advantages
Relationships collaborative study very closely the research partners ITRI/ National
Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)-Japan and Institute of
Information Technology (IOIT), Institute of Applied Mechanics and Informatics(IAMI) has
been built over many years, paving the for the development of collaborative research further
in the future.
4.6 Disadvantages
So far, Ministry of Science and Technology there have been no corresponding investment
projects and in accordance with the conditions in development studies at VAST compared to
some in the region. Through task team proposed Geography Information and Computational
Science Research Center system equipped with Grid/ Cloud Computing including system
hardware and system software, system tool storage and computation have problems handling
large data volumes (remote sensing, radar images, ..) and calculated on the size the
computing complexity (WRF4G, ....) for planning problems, using rational exploitation of
natural resources and development planning regions.
In addition to strong of Researcher at Institute of Information Technology (IOIT) and
Institute of Applied Mechanics and Informatics (IAMI) in a number of areas of computer
science, the researchers found that there should be close cooperation with the staff of
the HCMC Institute of Resources Geography, Institute of Geography, Institute of Geophysics,
Southern Regional Hydrometeorological to be able to use and exploit the resources and
equipment and collect data to calibrate the experimental and simulation models. Currently,
in our country there are some stations to install equipment to collect observation data
in the field of study of the changes in meteorological phenomena, but most stations are
installed placed on the ground, a small number of data collection float are installed in
the appropriate location on the sea, but the data collected from the monitoring stations
(using sensors, wireless communication network WIMAX , ...) is the first step.
4.7 Proposal:
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The results of the above task of international cooperation at the top. We propose the VAST
review approval for this task of international cooperation was upgraded to the task
"Protocol between the Ministry of Vietnam and Japan " and to facilitate access to the VAST
of funding from NEDO, JICA allow the construction of reception Geography information and
Computational Science research Center to strengthen research capacity for researchers at
the Institute of Information Technology (IOIT), HCMC Institute of Resources Geography and
Institute of Applied Mechanics and Informatics (IAMI). Proposals are made for 3 years from
2014 to 2017.
5.4

研究項目④「洪水シミュレーションによる GEO Grid 実証評価」の成果

(1) Participating and reporting researchers
Sornthep vannarat and Naiyana Sahavechaphan (NECTEC/NSTDA)
(2) Introduction
E-Rium (or Environment Informatorium) is a Web Portal for publishing and accessing observation data
from geographically distributed sources[2][3]. It is implemented based on SOA concept as shown in Figure
1.

In particular, a service provider can easily publish his/her services via E-Rium:Service Registry. A

service consumer can discover for potential services using E-Rium:Service Search; and simply access data
from a set of desirable services at once via E-Rium:Data Access.

Figure 1 E-Rium Implementation on SOA Concept
(3) Way to Achieve E-Rium
To accomplish E-Rium, two major concerns must be addressed. First, there is a variety of services such
as SOS, WFS & WMS defined by OGC and many proprietary services developed by different organizations.
These services clearly (i) have different APIs; (ii) are described using various capability profiles; (iii)
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publish data having the same type via different data models; and (iv) specify the kind of data they offer via
different data type classification schemes. Such difference prohibits the registration of various services to
be done in a semi-automatic manner and the data access from different services to be performed in a
one-stop service. The last major concern is that publishing the data stored in a legacy system via service
is difficult and time-consuming for non-IT researchers. This may inhibit the on-line data sharing.
The former concern was conducted via the following activities to enable a semi-automatic service
registration and a one-stop service for accessing a data set across different services[1][4].
1. To adopt the existing data type classification scheme.
We selected the hierarchical data type classification scheme from GCMD (Global Change Master
Directory) as well as made it locally and explicitly perceivable to both providers and consumers
through E-Rium. For simplicity, we term the data types (i.e. temperature, tide and wind) defined
by GCMD classification schema as local data types. Essentially, when registering services,
providers need to map the kinds of data they offer and being specified using their own scheme
with the desirable local data types. Consumers, on the other hand, need to specify the local data

types in order to search for the potential services publishing such kinds of data and hence to
access such kinds of data from these services.
2. To design a common capability model.
We designed a common capability model based on the service insertion document available in
CSW (Catalog Service Web). This paves a way for archiving the service profiles not only in the
CSW added on E-Rium but also the E-Rium itself. Here, a mapping configuration was created for
each individual service type to facilitate the transformation of the service’s capability profile into
the common one.
3. To design a unified data model for each particular data type.
We designed a unified data model (or metadata) for each particular data type (i.e. temperature,
tide and wind). Each model is to cope with the heterogeneous data that is published by different
services and available in different models. Here, a mapping configuration was created for each
particular service to facilitate the transformation of the service’s data set into its corresponding
unified model.
4. To implement the components handling the semi-automatic service registration.
We implemented a pair of c-driver and c-transformer for each particular service and plugged
them into E-Rium:Service Registry. Essentially, a c-driver is responsible for interfacing with its
corresponding service and acquiring the capability profile from such service. A c-transformer
converts the service’s capability profile into a commonly defined model based on the above
mapping configuration.
5. To implement the components handling the one-stop data access service.
We implemented a pair of d-driver and d-transformer for each particular service and plugged
them into E-Rium:Data Access. Essentially, a d-driver is responsible for interfacing with its
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corresponding service and acquiring a data set from such service as per a query condition. A

d-transformer converts the service’s data set into a unified model based on the above mapping
configuration.
The latter concern was conducted via the introduction of SDS framework to promote the on-line data
sharing. Here, we implemented SDS framework to ease the development and deployment of a lightweight
service, namely SDS or standard data service. Essentially, SDS is able to directly publish the data from a
legacy system in a specified data model. To achieve SDS, user can follow five simple steps: (i) create
mapping configuration using our MMT (Metadata Mapping Tool); (ii) download SDS framework to his/her
desirable server; (iii) extract SDS framework to a specified location; (iv) move the mapping configuration
to a specified location; and (v) configure SDS via a file-based manner.
(4) Current Collaboration
We have currently collaborated with AIST, Japan and some organizations in Thailand. The collaboration
focuses on illustrating the capability of E-Rium as a middleman between service providers and consumers.
Table 1 shows details of data published by our collaborators.
Table 1. Data Published by Our Collaborators
Organization

Published Data

AIST, Japan

Sun Photometer

Department of Disaster Prevention and Mitigation,

Temperature

Thailand

Rainfall
Humidity

Royal Irrigation Department, Thailand

Tidal Height

Navy Department, Thailand

Tidal Height

Relevant publications
[Original papers (refereed)]
[1] Nattapon Harnsamut and Naiyana Sahavechaphan, “Mining for Attributes and Values in Tables”,
Journal of Multimedia Processing and Technologies, Vol. 1, No. 3, pp. 194-207, 2010.
[Proceedings of refereed conferences]
[2] Naiyana Sahavechaphan, Jedsada Phengsuwan, Nattapon Harnsamut, Kamron Aroonrua and
Jukkrapong Ponhan, “The One-Stop and Multi-faceted Observation Data Service for Supporting an
Efficient Environmental Management”, In Proceedings of the SRI Gobal Conference, USA 2011.
[3] Nattapon Harnsamut and Naiyana Sahavechaphan, “A conceptual Framework for Developing a Deep
Web Service”, In Proceedings of the Asian Federation of Information Technology in Agriculture /
World Conference on Computer in Agriculture, Indonesia 2010.
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[4] Nattapon Harnsamut and Naiyana Sahavechaphan, “Mining for Attributes and Values in Tables”, In
Proceedings of the International ACM Conference on Management of Emergent Digital EcoSystem
(MEDES), October 2010.
5.5

研究項目⑤「3D-GIS Taiwan の研究開発」の成果

(1) Participating and reporting researchers
Whey-Fone Tsai and Fang-Pang Lin (NCHC/NARL)
(2) NARL’s involvement in MEXT "Asia GEO Grid Initiative" Project
National Applied Research Laboratories, Taiwan has been involved in the AIST’s “Asia GEO
Grid Initiative” project supported by MEXT Japan. The following items are the related
activities and actions associated with collaboration on Geo grid since 2010.
1. NARL’s participation to the Geo Grid Workshop hosted by AIST
(a) “Flood Mitigation Grid in Taiwan[1][2][4][13],” presented by Whey-Fone Tsai,
National Center for High-performance Computing, March. 2, 2011, Hong Kong.
(b)

“Current

Status

of

3D

GIS

Taiwan

Platform

and

Its

Cloud

Service[3][5][6][7][11][12][15][16][18], ” presented by Whey-Fone Tsai, National
Center for High-performance Computing, October 17, 2011, Sapporo, Japan.
(c) “Development and Practices in Location-based Environmental Monitoring,”
presented by Fang-Pang Lin, National Center for High-performance Computing, October
17, 2011, Sapporo, Japan.
(d)”Disaster Management Information Platform[8][9][10][14][19][20][21],” presented
by Whey-Fone Tsai, National Center for High-performance Computing, at “Asia Flux,
Biodiversity, and Environmental Observing Workshop” co-hosted by AIST, March 24, 2013,
Bangkok, Thailand.
2. NARL’s participation to the Geo Science Working Group at PRAGMA
AIST is the chairing institute of the Geo Science Working Group at PRAGMA, NARL has
been involved in the Working Group and has highly interacted with AIST Geo Grid team
members for collaboration and idea exchange. The relevant activities were:
(a) “Development of Multi-scale Global Earth Observation Platform for Monitoring and
Assessment in Typhoon Induced Disasters[17],” presented by Whey-Fone Tsai, National
Center for High-performance Computing, at PRAGMA 20 workshop, March 3, 2011, Hong Kong.
(b) “NARL 3D GIS Taiwan Platform & Applications to Disaster Monitoring,” poster by
Stoca Chang, at PRAGMA 21 Geo Science Workshop, October 17, 2011, Sapporo, Japan.
(c) “3D GIS Taiwan on Cloud,” presented by Whey-Fone Tsai, National Center for
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High-performance Computing, at PRAGMA 22 Geo Science workshop, April 19, 2011, Melbourne,
Australia.
(d)”Cloud based Disaster Management Information Platform,” presented by Whey-Fone
Tsai, National Center for High-performance Computing, at PRAGMA 23 Geo Science workshop,
October 11, 2012, Seoul, Korea.
(e) “Big Data Applications in Disaster Management Information Platform,” poster
presentation on PRAGMA 24, March 22, 2013, Bangkok, Thailand.
(f) Joining AIST’s “Asia Geo Grid Initiative” poster exhibition on PRAGMA 24, March
22, 2013, Bangkok, Thailand.

Figure 1. AIST Yoshio Tanaka (left) and NARL Whey-Fone Tsai (right) in the exhibition.
3. Collaboration on Geo Grid Services after Japan’s 311 earthquake
(a) After disruptions of the power supply caused by Japan’s 311 Earthquake in AIST, there
was a collaboration going between AIST and NCHC for “Disaster Recovery of Critical
IT Infrastructure and Services. NCHC allocated cluster computing and set up a Gfarm
platform for AIST.

AIST then migrated its applications and WMS Server onto the VM

cluster—dynamically generated by the Ezilla-Cloud WebOS by NCHC. Therefore, the GEO
Grid activity services including satellite imagery geological maps and hazard
information was able to sustain.
(b) After Japan’s 311 Earthquake, National Space Organization, NARL, began to observe
remote sensing image in damage areas through Formosat-2 satellite for consecutive two
weeks, from March 11 to March 24. The observed satellite images were provided to AIST
for relevant Geo Grid service. Then, NCHC used the image data to make 3D visualization
along the east coastal line and three Fukushima nuclear power plants. The same area
was also compared with the geographic scenario before earthquake. The 3D video was
provided to AIST.
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Figure 2. Formosat-2 satellite images in earthquake destructive areas, from March 10
to March 24.

Figure 3. 3D visualization on areas of three Fukushima nuclear power plants.
4. NARL’s staffs visiting to AIST
(1) June 17, 2010 NARL Franz Chen, and NCHC Whey-Fone Tsai and Fang-Pang Lin visited
to AIST Geo Grid team at Tsukuba office. The discussion was focused on the applications
of Formosat-2 and Aster images to Global Lake Ecological Observation Network, and also
the usage of high-performance simulation software, developed by AIST, for Digital
Elevation Model.
(2) September 28-30, NCHC Chi-Wen Chang visited to AIST GEO Grid team for learning
high-performance Digital Elevation Model simulation software.
(3) April 24, 2012, NSPO Bo Chen visited to AIST GEO Grid team for discussion of
follow-up of AIST-NARL joint research contract; possibility of Aster and Formosat-2
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joint operation on DEM development; co-development of GEO Grid Disaster Response and
Recovery cloud service.

5. AIST-NCHC end-to-end 600 mbps connection for Geo grid collaboration
AIST and NCHC have successfully implemented a broadband network connection through APAN
research network. That would be very helpful for mutual support and exchange of remote
sensing images for emergency response to disaster events between Japan and Taiwan using
both Aster and /or Formosate-2 satellite images.

Figure 4. Display of AIST GEO data at NCHC GEO Lab in NCHC Taichung office, through
600 Mbps end-to-end connection between AIST & NCHC, August 2012.
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5.6

「研究コミュニティ構築」の成果

本研究の主たる目的の 1 つは、情報技術と環境観測の研究コミュニティをリンクする事による分野横断
的なコミュニティを構築し、本課題終了後も共同研究を継続、発展させる体制を整える事にある。本研究
では、アジア太平洋地域における情報技術の研究コミュニティである PRAGMA と、アジア太平洋地
域における環境観測ネットワークをリンクする事による分野横断的な研究コミュニティの構築を
進めた。PRAGMA と、アジアにおけるフラックス観測ネットワーク AsiaFlux、アジア太平洋生物多様性ネッ
トワーク AP-BON、国際長期生態学研究ネットワーク ILTER などの環境観測コミュニティとの合同ワークシ
ョップを年に 2 度のペースで開催するなど分野横断的な連携体制の構築を進めた。PRAGMA は 2002 年に
開始した米国 National Science Foundation(NSF)のプロジェクトであるが、2013 年 4 月時点でア
ジア太平洋地域の 35 の組織が参加する、情報技術分野では代表的な研究コミュニティを形成して
いる。産総研が GEO Grid プロジェクトを立ち上げた 2005 年以後、産総研が主体となって PRAGMA
にも GEO Science Working Group を設立し、PRAGMA に参加する組織の中で環境モニタリングや災
害対策などの地球科学に関する研究を共同で進める体制を整えてきた。産総研は PRAGMA の創設時
から運営委員をつとめ、5 年ごとのプロジェクト更新に際しては、その後 5 年間の計画立案に深
く関与している。PRAGMA は 2012 年から第 3 期の 5 年間プロジェクトがスタートしたが、産総研
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の働き掛けもあり、この 5 年間の計画に生物多様性を主たるアプリケーションの１つとして採用
し、本研究の成果（科学技術的な成果と研究コミュニティの構築に関する成果）を活用してアジ
ア太平洋地域における情報技術と生物多様性のコミュニティが連携して研究を推進する事となっ
た。これにより、実施機関終了後も本課題の実施により培われた研究およびネットワークを継続
及び発展させる体制を、PRAGMA というアジア太平洋地域における大きな研究コミュニティの方針
として整える事ができた。
また、フラックス観測サイトにおける準リアルタイムモニタリングをはじめとする観測技術、
データ処理技術、ならびにそれらの技術をアジア諸国に普及する研究およびネットワーク活動に
ついては、AsiaFlux および関連する研究者のネットワークを通して普及し改良を継続する。一例
として、平成 24 年度に開始した環境省・地球環境保全試験研究費「センサネットワーク化と自動
解析化による陸域生態系の炭素循環変動把握の精緻化に関する研究（中核機関：森林総合研究所、
参画機関：産業技術総合研究所、国立環境研究所、農業環境技術研究所）」
、平成 25 年度開始予定
の Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN)課題「Toward CarboAsia: Integration
and syntheses of terrestrial ecosystem flux data in tropics/subtropics and croplands in
Asia by activating regional tower-based observation networks（中核機関：農業環境技術研
究所）
、参画機関：国内外の AsiaFlux 関連機関」などがその役割を担う。
6

まとめと今後の展望
当課題で着手したアジア諸国における地球観測、特に陸域生態系における長期地上観測の情報

収集、ならびに地上観測と衛星観測の統合技術の開発は、引き続き、GEO の関連タスクの実践や
国際会議等での情報交換に引き継がれ、研究成果の発展を見込んでいる。具体的には、GEO task
“Integrated Global Carbon Observation and Analysis System (CL-02)”、GEO Global Forest
Observation Initiative (GFOI) な ど の タ ス ク お よ び イ ニ シ ア チ ブ の 実 践 、 お よ び GEOSS
Asia-Pacific Symposium における情報収集・流通などである。また、GEOSS における隣接分野（例
えば生態系・生物多様性分野、水循環分野）とは、地上観測・衛星観測の統合利用研究の推進や、
アジア太平洋地域における共通の総合観測サイトでの研究協力、ならびに長期観測サイトの整
備・維持などの活動を通して交流を進める。
前述のように本研究で対象とした二酸化炭素フラックス観測に加え、生物多様性や長期生態学
研究ネットワークとも連携して研究成果を発展させる体制を整える事ができたので、今後はそれ
らの分野との研究交流も進めていく予定である。具体的には、すでに国内の生物多様性の研究者
と 2012 年 12 月および 2013 年 3 月に勉強会を開催し、具体的な共同研究の進め方について議論を
進めている。また、3 月にバンコクで開催された Earth Observation and Bio Diversity Workshop
の講演にあった生物多様性の保全については、本研究で開発したフレームワークがほぼそのまま
適用可能であると判断し、担当研究者と研究協力について議論を進めることで合意をした。
本研究で開発したフレームワークは二酸化炭素フラックスなど特定の環境観測データに特化し
たものではなく、様々な環境モニタリングデータに対して適用可能な汎用な設計となっている。
本研究を発展させる具体的な研究として、平成 25 年度原子力規制庁委託事業である東京電力福島
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第一原子力発電所事故による放射線モニタリングデータベースを含む環境モニタリングデータベ
ースの連携に関する研究開発プロジェクトに参加する事となった。産総研は日本原子力研究開発
機構からの再委託先として本プロジェクトに参加しているが、日本原子力研究開発機構が構築す
る放射線モニタリングデータベースに加え、気象データベース、土壌データベースや衛星データ
ベースなどの様々な環境モニタリングデータベースを、本研究で開発したフレームワークを高度
化、高機能化することにより連携利用可能とする研究開発を進める事になっている。本研究で開
発した標準プロトコルを用いることによるデータベース連携フレームワークを、東京電力福島第
一原子力発電所事故という国家的な問題の解決に少しでも役立てるべく研究開発を推進する所存
である。
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Ⅴ． 自己評価
１．目標達成度
アジア GEO Grid 基盤の構築については、地上センサデータベースと衛星データベースの統合利
用を実現する基盤構築については当初目標を達成し、当初計画にはなかったカメラ画像データベ
ースを統合利用可能なデータソースとして基盤に組み込み、その有効性を検証した点は当初目標
を超える成果を達成するものであり、総合して当初目標を超える成果を達成した。
研究コミュニティの構築については、二酸化炭素フラックス観測コミュニティに加え、生物多様性のコミ
ュニティと情報技術のコミュニティが今後連携していく事がアジア太平洋地域における情報技術の研究コ
ミュニティ PRAGMA の今後 5 年間の計画に盛り込まれるなど、課題終了後も環境観測コミュニティと
の連携を維持し、GEO Grid 基盤を持続的に利用する体制を整え、当初目標を達成した。
２．成果


Web サービス技術を用いて地上観測データと衛星データを容易に統合検索・利用するためのフレ
ームワーク SFI を開発した。



アジア地域の二酸化炭素フラックスデータ、衛星データおよび観測サイトのカメラ画像の統合検
索・利用するサービスを提供するアジア GEO Grid 基盤を構築した。



二酸化炭素フラックス観測データを衛星データと統合利用可能な形式でサービスとして提供する
手法を、複数の二酸化炭素フラックス観測サイトをモデルケースとして開発した。



本課題終了後もアジア太平洋地域の情報技術コミュニティ PRAGMA と、AsiaFlux、AP-BON、
ILTER などの環境観測コミュニティが連携して本研究を継続・発展させる体制を構築した。

３．計画・手法の妥当性
最終目標に基づき、年度ごとの計画を立てて着実に目標が達成されることを目指し、年度ごとにアジア
GEO Grid 基盤に取り込む二酸化炭素フラックスデータベースと衛星データベースの数を設定して各年度
の目標を達成すべく研究開発を進めた。目標を達成するために妥当な計画および手法であると考える。
４．実施期間終了後における取組の継続性・発展性
上述のように、本課題終了後も本研究を継続させる体制を構築したほか、本研究の成果を平成 25 年度
原子力規制庁委託事業である東京電力福島第一原子力発電所事故による放射線モニタリングデータベ
ースを含む環境モニタリングデータベースの連携に関する研究開発プロジェクトに参加する事になるなど、
国家的な問題の解決に活用すべく発展させる道筋も作った。
５．その他
（１．～４．の項目以外の内容で、自己評価としてもし何か示されたい点がありましたら、簡潔にお示しく
ださい）
国際共同研究プロジェクトとして、海外機関と頻繁に Face-to-face で情報交換を進めながらプロ
ジェクトの推進体制を確固なものとしつつ、他の分野や本プロジェクト参加国以外の国や地域へ
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の展開をにらんで積極的に国際的な研究コミュニティとのワークショップを開催することにより、
プロジェクト終了後も、より広い分野、地域で研究を継続・発展させる体制を構築した。
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Ⅵ．その他
１．代表研究者・国内参画機関研究者への質問
①課題実施また推進において、直面した困難、障害となった事柄について、ご説明ください。
本課題は 2010 年に始まったが、2011 年 3 月の東北東日本大震災による影響を受けた。具
体的には、産総研つくば事業所は被災により停電し、計算機器類が復旧したのは 5 月の連休
明けとなった。計算機類の復旧後も夏の間は電力消費削減などの問題もあり、大規模な衛星
データを用いた研究開発を進めることが困難であった。また、本研究におけるフレームワー
クのソフトウェア開発を中心的に進めていた産総研の Sarawut Ninsawat 研究員が震災の影
響で 6 月をもって産総研を退職してタイに帰国されることとなり、産総研内の研究開発体制
の見直しとタイに帰国後着任されたアジア工科大学との協力体制の確立が必要となった。こ
のように、東北東日本大震災による影響を受けた一方で、開発中のフレームワークを放射線
モニタリングデータに適用し、放射線量を地図上に表示してウェブで公開するサービスを構
築するなど、結果としてその後の放射線モニタリングデータベースを含むデータベース統合
に関する原子力規制庁の委託事業につながる活動も行った。
②アジア・アフリカ地域における国際共同研究推進に向けて、提案事項があればお示しくだ
さい。
(1) 研究課題について
アジア・アフリカ地域に共通の問題に取り組むもので、単独の国による取り組みでは
不十分で地域的・国際的な連携が必要な課題に取り組む研究を共同研究として推進する
ことが望ましい。各国による要素技術の開発に閉じるものではなく、それらの技術や資
源を統合して地域にわたる基盤やプラットフォームを構築する課題が共同研究には適し
ている。
具体的には、第一次産業から第三次産業に至る幅広い産業に対してイノベーションの
創出が期待されている、ビッグデータに関する基盤技術開発と、それを用いた基盤およ
びプラットフォームの構築に加え、特定の応用分野に関する技術開発を実証実験のレベ
ルではなく、実際に利用可能なサービスの創出に至るようなレベルまで行う共同研究を
提案する。応用分野としては、今回の研究で対象としたような環境モニタリングの他に、
防災・減災、農業、医療、漁業、エネルギーなどが考えられる。
(2) スキームについて
地域に関する課題の解決に取り組むためには二国間より多国間での共同研究を推進す
ることが望ましい。参加組織による研究開発を着実に進めるため、マッチングファンド
形式が望ましい。JST でも日中韓などの三カ国プロジェクトなどを実施していたが、よ
り多くの国々が参加可能なプロジェクトであると独自性が出て面白いと思う。また、実
際に利用可能なサービスの創出に至るようなレベルまで行うために、5 年間程度の長期
間プロジェクトが望ましい。
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２．国外参画機関への質問
課題の事後評価にあたり、国外参画機関から、共同研究についての感想・コメントを求めます。
Please answer to the following questions regarding the participation of institutes which you
belong to the international research collaboration funded by the Special Coordination Funds
for Promoting Science and Technology (SCF). The answer is not mandatory, although your
input is important for the evaluation process. We appreciate your kind cooperation.
① VAST（ベトナム）からの回答。回答者： Tuyet Dao Van (VAST)。
Q1) Please describe your evaluation of the research collaboration you have participated.
Your comment may not necessarily be limited to the specific issues regarding your research
project/interest, but may also be related to the concept/system of this program. Format
unspecified.
Research collaboration has brought many practical benefits for the VAST team. Help us can
grasp new advances not only in terms of technology but also allows us to understand some of
the applications that the worst case happens not to our region, from which we can anticipate
situations that can happen to our country.
Q2) Please describe specific issues that you consider as problems, difficulties or subjects for
improvements in executing collaborative research. Same as the question 1), your comment
may cover wide range of aspects. Please show them by a run of the item, if possible.
To accomplish the goals of our research is to enhance and update the knowledge not only to
researchers through training activities (send researcher to ITRI / AIST and organizing
training courses training in IAMI / VAST) that we have recognized that we should have plan
to equip the additional computer equipment with the computing power of the system requires
much higher compared to the existing system in IAMI / VAST.
We had to report and proposed to established computing center to VAST to support the
handling of problems in research and new technology updates in computational science
Q3) This international collaboration research has been operated under the spirit of “equal
partnership manner.”

Specifically, participating bodies are required to provide all the

resources necessary for their own activity. In this regard, please describe what were the
contributions by your side in the following categories;
- Research expense : (please describe amount(US$) and purpose :
100.000 US$ , purpose organized trips to attend the meeting, conference at ITRI/ AIST,
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organizing training courses, conferences, seminars at ITRI/ AIST and at IAMI/VAST
- Provision of research materials / field stations etc.: computer system to build a grid
computing nodes to test for field studies and weather research and forecasting
- Laboratories/equipments : 12 servers to build two clusters or two grid computing node.
- Human resource (research scientists/assistants/etc) : 6 scientists and researchers
- Others : ( please describe details)
② NSTDA（タイ）からの回答。回答者：Sornthep Vannarat (NSTDA/NECTEC)。
Q1) Please describe your evaluation of the research collaboration you have participated.
Your comment may not necessarily be limited to the specific issues regarding your research
project/interest, but may also be related to the concept/system of this program. Format
unspecified.
In my opinion, this collaboration is about development of data integration platform and
meaningful integration of some existing data. Both AIST and my groups have started our own
developments with particular issues that we would like to address. Therefore, we
independently develop our platforms, and, collaborate by exchanging our ideas and concepts
and reporting our progress. Also, we aim to have interoperability between our platforms, and,
have collaboratively addressed the details of relevant technical issues such as data formats
and protocols. We have also shared some data that we are allowed.
Q2) Please describe specific issues that you consider as problems, difficulties or subjects for
improvements in executing collaborative research. Same as the question 1), your comment
may cover wide range of aspects. Please show them by a run of the item, if possible.
Multilateral collaboration: Even though institutes from four countries participated in this
collaboration, I feel that my group has been involved in the activities with AIST, only. Of
course, the structure of this project was formed as AIST acts the hub for connecting
participating institutions. I realize that it is very hard to make an active multilateral
collaboration. However, I believe that a multilateral collaboration can yield even more benefit
and may be necessary to resolve some issues. The program may need to have some
mechanisms to facilitate and encourage multilateral activities.
Data sharing is limited. This is a globally unresolved issue. In my opinion, this is at least
partially caused by the encapsulation of data collection and data usage, probably through
conventional research funding. While this makes funding justification easier, it hinders data
sharing.
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Q3) This international collaboration research has been operated under the spirit of “equal
partnership manner.”

Specifically, participating bodies are required to provide all the

resources necessary for their own activity. In this regard, please describe what were the
contributions by your side in the following categories;
- Research expense : (please describe amount(US$) and purpose)


Provision of research materials / field stations etc.: (please describe details)
- Laboratories/equipments : ( please describe details)
- Human resource (research scientists/assistants/etc) : ( please describe details)
- Others : ( please describe details)

Total expenses: 1,643,000 Baht (eq. USD54,767) (THB30 = USD1)




Salary 6 people (15%-45% in project) for two years 1,548,000 Baht (eq. USD51,600)


Ph.D. 2 persons, 45% in project



M.Sc. 1 persons, 15% in project



B.Sc. 3 persons, 40% in project

Travel costs 95,000 Baht (eq. USD3,167)


PRAGMA21, Hokkaido (1 person participated, supported by AIST, not included in
the above amount)



PRAGMA22, Melbourne (1 person participated, supported by NECTEC, included
in the above amount)



Bridging Big Data Infrastructure, Taichung (2 persons participated, partially
supported by NECTEC, included in the above amount)



Research materials/field station etc.: none



Hardware cost: none



Others: none

③ NARL（台湾）からの回答。回答者：Whey-Fone Tsai (NARL/NCHC)。
Q1) Please describe your evaluation of the research collaboration you have participated.
Your comment may not necessarily be limited to the specific issues regarding your research
project/interest, but may also be related to the concept/system of this program. Format
unspecified.
(a) NARL’s participation to the Geo Grid Workshop hosted by AIST. This is very helpful to
learn the contemporary development in geo grid technology.
(b) NARL’s participation to the Geo Science Working Group at PRAGMA. Extension of
NARL-AIST collaboration and content to the Asia Pacific countries.
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(c) Collaboration on Geo Grid Services after Japan’s 311 earthquake. This is very practical
and critical collaboration responding to disaster recovery using HPC and cloud computing
technology.
(d) Staffs visiting between NARL and AIST. That helps for understanding technologies and
facilities developed each side, and enhances breakthrough of specific software/system
enhancement.
(e) AIST-NCHC end-to-end 600 mbps network connection for Geo grid collaboration. Through
APAN network and associated network interfacing in Taiwan and Japan, two institutes
are able to mutually support satellite image in response to natural disaster event
immediately after it occurred. .
Q2) Please describe specific issues that you consider as problems, difficulties or subjects for
improvements in executing collaborative research. Same as the question 1), your comment
may cover wide range of aspects. Please show them by a run of the item, if possible.
(a) Travel funding may not be sufficient. Therefore not many staffs of NARL are able to
attend international workshop or meeting in each event and visiting.
(b) There are regulations/limitation for the use and exchange of satellite remote sensing
images in both institutes.
Q3) This international collaboration research has been operated under the spirit of “equal
partnership manner.”

Specifically, participating bodies are required to provide all the

resources necessary for their own activity. In this regard, please describe what were the
contributions by your side in the following categories;
- Research expense : (please describe amount(US$) and purpose)
From 2010-2012, the funding for NARL's Geo grid related projects totally was about
3,000K USD.
- Provision of research materials / field stations etc.: (please describe details)
(a) After disruptions of the power supply caused by Japan’s 311 Earthquake in AIST, there was a
collaboration going between AIST and NCHC for “Disaster Recovery of Critical IT Infrastructure and
Services. NCHC allocated cluster computing and set up a Gfarm platform for AIST. AIST then
migrated its applications and WMS Server onto the VM cluster—dynamically generated by the
Ezilla-Cloud WebOS by NCHC. Therefore, the GEO Grid activity services including satellite imagery
geological maps and hazard information was able to sustain.
(b) After Japan’s 311 Earthquake, National Space Organization, NARL, began to observe remote
sensing image in damage areas through Formosat-2 satellite for consecutive two weeks, from March
11 to March 24. The observed satellite images were provided to AIST for relevant Geo Grid service.
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Then, NCHC used the image data to make 3D visualization along the east coastal line and three
Fukushima nuclear power plants. The same area was also compared with the geographic scenario
before earthquake. The 3D video was provided to AIST.
- Laboratories/equipments : ( please describe details)
(a) AIST and NCHC have successfully implemented a broadband network connection through APAN
research network. That would be very helpful for mutual support and exchange of remote sensing
images for emergency response to disaster events between Japan and Taiwan using both Aster and /or
Formosate-2 satellite images.
(b) Display of AIST GEO data at NCHC GEO Lab (large screen 3D virtual reality projection) located
in NCHC Taichung office, through 600 Mbps end-to-end connection between AIST & NCHC.
(c) NCHC provided VM cluster—dynamically generated by the Ezilla-Cloud WebOS for supporting
AIST's geo grid activities immediately after 311 earthquake.
- Human resource (research scientists/assistants/etc) : ( please describe details)
Many research scientists from NARL(1), NSPO (3), and NCHC(10) were involved in the
collaboration. Totally, it may have 14 staffs involved, including expertise associated with
satellite image processing, Geo data management & service, 3D visualization and cloud
service.
- Others : ( please describe details)
none

75

