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我々はどこから来たのか	
　　　我々は何者か	
　　　　　　我々はどこに行くのか	
　	

　　　　　　　　　　　　　ポール・ゴーギャン　1897-98	



⑤早期警戒～短期的対応	④過去数年～数十年における現象解明	 ⑥数年～数十年後の適応策	

Early	Alert	

トップダウン
アプローチ	

①協働体制の構築と研究開発計画	

⑦意思決定のための包括的情報ポータルの開発	

2. 気候変動適応のためのトップダウン／ボトムアップ・アプローチ	

ボトムアップ
アプローチ	

③ 経済活動や災害を解像でき
るようダウンスケーリング／バ

イアス補正	

近未来～数十年後予測に
基づくダウンスケーリング

／バイアス補正	

改良された初期
値による季節～
経年変動予測	

観測データとモ
デルによる短期
予測の高度化	

初期値・	
境界条件
の改良	

主要気象機関の再解析データ、	
３圏結合4DVARデータ同化ほか	

（全球・長期間）	
全球短期～季節～経年予測	

② 社会経済的統計データ	
（収穫量・漁獲量・災害イベント・・・）	

適応・資源管理・防災政策	

・衛星観測データ	
・現場観測データ	
(国内、海外、国際)	

・温暖化予測モデル（全球）	
・社会経済シナリオ	

資源変動予測モデル	
被害予測モデル	
ハザードマップ等	

近未来～数十年後のハ
ザードマップ、リスク評価	
不確実性に関する情報	

ＤＩＡＳ解析空間で高
解像度化された環
境場と統計データの
関係を解析 

CMIP5モデル選択／	
マルチモデル・アンサンブル予測	

統計的／力学的	
ダウンスケーリング	
バイアス補正	
疑似温暖化実験	

洪水モデル、作物モ
デル、土壌モデル等	

洪水モデル、作物モ
デル、土壌モデル等	

利用ガイド６ページ	
洪水モデル、作物モ
デル、土壌モデル等	



⑤早期警戒～短期的対応	④過去数年～数十年における現象解明	 ⑥数年～数十年後の適応策	

Early	Alert	

トップダウン
アプローチ	

①協働体制の構築と研究開発計画	

⑦意思決定のための包括的情報ポータルの開発	

2. 気候変動適応のためのトップダウン／ボトムアップ・アプローチ	

ボトムアップ
アプローチ	

③ 経済活動や災害を解像でき
るようダウンスケーリング／バ

イアス補正	

近未来～数十年後予測に
基づくダウンスケーリング

／バイアス補正	

改良された初期
値による季節～
経年変動予測	

観測データとモ
デルによる短期
予測の高度化	

初期値・	
境界条件
の改良	

主要気象機関の再解析データ、	
３圏結合4DVARデータ同化ほか	

（全球・長期間）	
全球短期～季節～経年予測	

② 社会経済的統計データ	
（収穫量・漁獲量・災害イベント・・・）	

適応・資源管理・防災政策	

・衛星観測データ	
・現場観測データ	
(国内、海外、国際)	

・温暖化予測モデル（全球）	
・社会経済シナリオ	

資源変動予測モデル	
被害予測モデル	
ハザードマップ等	

近未来～数十年後のハ
ザードマップ、リスク評価	
不確実性に関する情報	

ＤＩＡＳ解析空間で高
解像度化された環
境場と統計データの
関係を解析 

CMIP5モデル選択／	
マルチモデル・アンサンブル予測	

統計的／力学的	
ダウンスケーリング	
バイアス補正	
疑似温暖化実験	

洪水モデル、作物モ
デル、土壌モデル等	

洪水モデル、作物モ
デル、土壌モデル等	

洪水モデル、作物モ
デル、土壌モデル等	



環境にかかる課題解決に必要な情報	

•  DIASの公開データ、各府省等の公開データ（→別表１、別表２）	

•  影響評価可能な空間／時間解像度の気候場・環境場データ	
　　（ダウンスケーリング）　　　　（→専門家と課題当事者の協働）	
	
•  解凍ソフト、表示ツール、解析ツールなど　　　（→徐々に整備）	
	
•  各分野の課題解決に必要なモデルの高度化（河川の水位、

洪水、農作物生育、土壌など）、影響評価・予測手法	
　　それらに関わる論文、プロジェクト情報・研究室情報	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（→ubiDIAS問題解決事例集）	
　	
　　	
　さまざまな分野のコミュニティと連携して収集・整理する仕組み	



当初メンバー：	
RECCA,	GRENE,	S-8,	
創生,	SATREPSほか
１	

リアル会議、メール、フォーラムなど	

遠隔協働支援環境	

普及しているソーシャルネットワークを	
活用した成果の発信	

ユーザー管理	
マイ・ポータル	

データ／ツール	
の共有	

空き時間確認	

DIASストレージ	
解析環境	

一般メンバー	

協力メンバー	

プロジェクト
メンバー	

アカウント管理	

OpenPNE	

OpenPNE	

OpenMeeFngs	

phpCAS及びWeb-API	

JST		
Researchmap	

で拡張	

研究者情報	
の自己発信	

スクラッチ開発	

Text	
MS-Word/Excel	
/PowerPoint	

OpenOffice-Writer	
/Calc/Impress	

PDF	
jpg/png/gif	

EtherPad-Lite	
（OpenOfficeで拡張）	

Text	
MS-Word	

OpenOffce-Writer	
PDF	
HTML	

音声	
ウェブカメラ	

Red5	

新着情報ダイジェスト・メー
ル、グループ招待メール、
会合日程調整メール	

協働支援環境テストベッド：ubiDIAS	
（いつでもどこでもみんなと繋がるDIAS）	

ウェブ会議システム	
（リアルタイム）	

共有ホワイトボード	

成果、解説、取説
等の協働編集	
バージョン管理	

TV会議システム	

各研究者	
のサイト	

多岐にわたる協働・コミュニケーション、データやツールの共有、ユーザーサポ－トのために	

発信	

情報の分類	
簡易マニュアル化	

グループ掲示板	
（ノンリアルタイム）	
トピック／イベント	

利用ガイド６７ページ	
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3. 現行DIASデータ利用規約　	

• データ提供機関のデータ利用規約が優先	
	

• データ提供機関が利用規約を定めていない場合は、
DIASプロジェクトデータ利用規約が適用（研究・教育
目的に限定） 。	

• 政府標準利用規約の制定→公共データのオープン
化の動き	

	

• 今後、見直しの予定	

利用ガイド６ページ	
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政府標準利用規約（第1.0版） 
　 

内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室	

ホームページで公開している情報について	
　	

「・・・・・に従って、複製、公衆送信、翻訳・変形等の翻
案等、自由に利用できます。商用利用も可能です。 	
　　１）出展の記載について　　　　　　・・・・・・・・・・　　　　　　　　	

　　２）第三者の権利を侵害しないように　　・・・・・・	
　　３）禁止している利用について　　　・・・・・・・	

　　４）個別法令による利用の制約　　　・・・・・・・・	

　　５）準拠法と合意管轄　　・・・・・・・	
　　６）免責について　　　・・・・・・・　　　	

　　７）その他　　　　　　・・・・・・・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」	



公共データを営利目的に使うには	

•  すでに営利目的に使える公共データがあり、海外・国内
ともにその範囲が拡大していく方向にある。	

•  ただし、利用規約や課金制度が整っていない機関もあり
、必ずしも気象庁と同様の対応が速やかに進むか、まだ
不透明。（データソースが多岐にわたる観測データなど）	

•  観測データを同化した再解析／予測／ダウンスケーリン
グデータはその作成機関が独自に利用規約を定めるこ
とができる。そのようなデータから順次、営利目的で利用
できるよう利用規約（課金を含む）が見直されていく必要
がある。	

•  あわせて、公開が遅れているローカルなデータのオープ
ン化の一層の拡大のための府省を超えた取り組み	



別表１：DIASデータセット公開状況	

太字：DIAS俯瞰検索システムからダウンロード可能（データセット
ドキュメントページにダウンロードボタンあり）	
	
細字：ダウンロードにはデータ提供者に要問合せ、公開準備中	
又は「データセットに関するオンライン情報」よりダウンロード可能	
	
赤字：特定プロジェクト内に公開限定又は公開作業中	
	
青字：データ提供機関のサーバーからダウンロード可能	
	

•  今後、データ提供機関のサーバーからダウンロード可能なデータは
、それが分かるボタンを付けることも検討。	

•  データセットのビュワー等の情報を付すことも検討。	

•  データを利用する立場の違いを考えた分類の検討。	

利用ガイド72ページ	
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4. あなたが使えるＤＩＡＳにするために	

•  これまで研究開発フェーズだったため、課題が山積み。	

•  ＤＩＡＳからダウンロード可能なデータは連携するプロジェクト（
既存の専門家）の優先度でアーカイブしてきた。	

→新規ユーザーのために、各府省のデータ、ツール、モデル、研
究室情報まで含めて道案内できるよう、情報収集・整理の仕
組みを模索中（ＤＩＡＳ利用ガイドブック、ubiDIAS）	

•  これまでデータアーカイブやツール／アプリケーションの実装
のための技術サポートを多くの情報系研究者等が取組んで
きた。　→先駆的な取組みに強いが、連携できるプロジェクトの
数に限界がある。	
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•  これまで研究開発フェーズだったため、課題が山積み。	

•  ＤＩＡＳからダウンロード可能なデータは連携するプロジェクト（
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•  これまでデータアーカイブやツール／アプリケーションの実装
のための技術サポートを多くの情報系研究者等が取組んで
きた。　→先駆的な取組みに強いが、連携できるプロジェクトの
数に限界がある。	

→先駆的な成功例の適用範囲を広げる「横展開」のための技術
サポートには、DIASの機能強化＋新しい考え方が必要。	

→民間の経営センスの導入、いくつかの新規ビジネスと手を組む
ことも必要？	

4. あなたが使えるＤＩＡＳにするために	



“ubiDIAS”で検索！	

新規ユーザー登録後、ubiDIASヘルプ、DIASガイドを参照しつつ、
ubiDIASとDIASのさまざまな機能をお試しください。	
	
どんなことでも　ubiDIAS@jamstec.go.jp　までご相談ください。	


