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XRAIN(ＸバンドＭＰレーダ ) 

• 都市域等に導入されたマルチパラメータレー
ダで、ゲリラ豪雨等の被害低減が目的 

• 従来のＣバンドレーダに比較し 

–高頻度    51分 

–高分解能    1km  250m 

–補正が不要  

–短時間で公開可能  5～10分   1～2分 



DIAS XRAINデータ関連システム 
•XRAINダウンロードシステム •XRAINリアルタイム雨量表示システム 

•AMeNOW! 
リアルタイム降雨情報サービス 

•XRAINリアルタイム雨量表示システム 

(開発者向け) 

オリジナルデータ 

ダウンロード 

最新降雨データ表示 

全国スクロール 

最新地域別降雨データ 

一覧・ダウンロード 

＋各種データ処理 

    ・解析機能 

① 

② 



①AMeNOW!  

リアルタイム降雨情報サービス 



①AMeNOW!  

リアルタイム降雨情報サービス 

• 降雨情報を地図上
にほぼリアルタイム
(1-2分以内)表示 

• PC,スマホ,タブ対応 

• アカウント登録不要 

• 過去データ表示/動
画表示/現在地表示
/全国合成表示機能 

http://rain.diasjp.net/ 



凡例 

観測範囲外 

降雨強度表示 

表示年月日・日時 

初期画面 



上下左右にマウスドラッグ/スワイプして移動 

表示領域変更 



表示領域自動切換え 

スワイプ/マウスドラッグ 



ピンチインアウト・マウスホイールで 

ズームアップ・ダウン 

拡大・縮小 



一定以上の倍率で 

全国合成図に自動切換え 

ピンチインアウト・マウスホイールで 

ズームアップ・ダウン 

全国合成図 



現在地表示 

最新時刻に更新 

表示時刻変更 

時刻変更ショートカット 

（ＰＣのみ） 

このサイトについて 

地域変更 
地図変更 

アニメーショ
ン表示・設定 

拡大率 

変更 

各種機能へのリンク・ボタン 



現在地表示 

クリック 



日時変更 
クリック 

日時指定 

ショートカット 

＝指定後「変更」 

＝１クリック 



アニメーション表示 

アニメーションの再生・停止 



スマートフォン対応 

• Android/iPhone 

• iPad/Androidタブ 

• Chrome/Safari/An

droid標準ブラウザ 

• スワイプ・ピンチイン
/アウトで軽快操作 

ＧＰＳが有効になっている場合は 

高精度の現在地表示 



①AMeNOW! まとめ 

• 簡単操作で最新雨量
データの表示 

• ＰＣ＋スマホ対応、Ｇ
ＰＳ機能で外出中で
も利用可能 

• ダウンロード等高度
利用は②で 

 

http://rain.diasjp.net/ 



②XRAINリアルタイム雨量表示 

・ダウンロードシステム 



②XRAINリアルタイム雨量表示 

・ダウンロードシステム 

• ほぼリアルタイム(1-2

分以内)に地域別時系

列一覧表示・フル解像
度地図表示 

• 高機能クイックルックア
ニメーション 

• ダウンロード機能あり 

• DIASアカウント・
XRAIN利用申請要 

 
http://apps.diasjp.net/xband/ 



全体フロー 



0.ログイン 

利用条件承諾 
DIAS共通認証ログイン 



-1: 利用登録 
初回利用時のみ 

申請者情報記入 













1. 一覧表示画面 

• 左フレームで地域・年
月日を選択 

• 右フレームに10分毎の
クイックルック画像一
覧と動画アニメーション 

• 地域・アニメーション表
示時間間隔(1分/10
分)・画像表示時間(10-
1000ms/枚)が指定可
能 

• アニメーションはコマ送
り・逆再生ボタン等 

 

 



1. 一覧表示画面の各機能 

クリック 

クイックルック 

動画拡大表示 

•開始日時・終了日時の指定 

•時間間隔の指定 

•表示間隔の指定 

クイックルック画像表示 

詳細画像表示 

2.詳細表示 

画面へ 

•1分ごとのQL画像 

•詳細画像へのリンク 



1.一覧表示画面の機能一覧 

• 日時・地域選択し10分毎QL画像一覧 

–別ウィンドウで拡大表示 

• 10分or1分QL画像アニメーション表示 

–別ウィンドウで拡大・任意期間アニメーション表示 

• 詳細画面・詳細アニメーションへのリンク 



2. 詳細表示画面 

• 地域・時間・データ種
類の３つのプルダウン
メニューで地図上に表
示するデータを選択 

• Google map 上で拡
大・縮小・移動が可能 

• Shiftを押しながらド
ラッグ＆ドロップで領
域指定ダウンロード
へ 



2. 詳細表示画面の各機能(1) 
14地域から選択 

12時間前～12時間後 

 

静止画 

1時間動画（1分毎) 

6時間動画(10分毎) 

24時間動画(30分毎) 

 

 緯度経度入力 

マウスドラッグで領域指定 領域選択 

3.ダウンロード画面へ 

全領域選択 



2.詳細表示画面で表示可能なデータ 

• 静止画 

• 1時間動画（1分毎) ＝ 10分ごとに作成 

• 6時間動画(10分毎) ＝ 1時間ごとに作成 

• 24時間動画(30分毎) ＝1時間ごとに作成 

 

 



3. ダウンロード画面 

• 詳細表示画面で
指定した領域の
データダウン
ロード 

• スナップショット
ダウンロード 

• 時系列ダウン
ロード 

※全国合成は参考データのためダウンロード不可 



3.ダウンロード画面の各機能 

• スナップショットダウンロード 

– 選択日時・領域のダウンロード 

• 生データ（全領域指定時のみ） 

• プレーンバイナリ(grid化したfloat型) 

• csv形式 

• GrADSセット（ctlファイル、gsファイル、バイナリデータファイル、
参考QL画像)のtar.gz形式とzip形式 

• 任意の指定日時のダウンロード 
• 開始・終了日時、時間間隔、ファイル形式、圧縮形式、連絡先アド
レスを入力しリクエスト投入 

• 作成完了後、メールが送信されDL可能 



3. ダウンロード準備完了後 

•メール到着 

クリック 

メタ情報 



②XRAINリアルタイム雨量表示 

・ダウンロードシステム まとめ 

• 利用登録・ログイン 

• リアルタイムQL画像一覧 

• QL画像アニメーション 

• フル解像度 静止画・1-24時間動画 

• オンデマンドスナップショットダウンロード
（binary,csv,grads) 

• リクエストベース時系列ダウンロード（同） 

http://apps.diasjp.net/xband/ 



DIAS XRAINデータ関連システム 
•XRAINダウンロードシステム •XRAINリアルタイム雨量表示システム 

•AMeNOW! 
リアルタイム降雨情報サービス 

•XRAINリアルタイム雨量表示システム 

(開発者向け) 
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ダウンロード 
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XRAIN 各システム比較 

  AMeNOW! ダウンロード 
リアルタイム雨量表

示システム 

リアルタイム雨量解
析システム 

対象利用者 一般 研究者 

利用権限 フリー DIAS/XRAIN認証 
開発関係者のみ 

 （現状非公開) 

対応デバイス PC,スマホ,タブ ＰＣ 

表示 地図上 × 地域別ＱＬ・地図上 

地域別ＱＬ・地図上
＋解析データ表

示含 

ダウンロード × 全オリジナルデータ 合成雨量データ 
合成雨量データ・解

析データ 



①AMeNOW!  リアルタイム降雨情報サービス 

 

 

 

 

②XRAINリアルタイム雨量表示・ダウンロードシステム 

http://rain.diasjp.net/ 

http://apps.diasjp.net/xband/ 

よろしくお願い致します。 


