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本利用ガイドの使用方法

DIAS は、地球環境データを必要とするソリューションをプロトタイピングするためのエンド・ツー・エ

ンドな開発環境（垂直プラットホーム）であるとともに、プロトタイピングを通じて得られたデータ、ツール、

アプリケーションの共有・流通のための水平プラットホームともなるものです。

また、DIAS は主として課題解決の意思決定者が参画した Inter-disciplinary、Trans- 
disciplinary なプロジェクト（協働プロジェクト）と協働します。すなわち、協働プロジェクトの優先順位

のもとでデータ収集、ツールやアプリケーションを開発してプロジェクトをサポートするとともに、プロジ

ェクトで収集されたデータと開発されたツールやアプリケーションの流通を容易にし、プロジェクト毎の

独立した取り組みよりも遙かに容易に、多くの課題の解決や新たな価値の創出に繋げていくことが可

能となります。

この利用ガイドは、現時点で利用可能なデータと機能の使用方法を解説したものです。みなさんの

目的に応じて以下のようにお使いください。

 DIAS とは何か知りたい： 
１．DIAS とは？ をお読みください。 

 環境にかかる課題解決の方法を知りたい：

1.2.1 地球環境にかかる課題解決のためには？ をお読みください。 
・環境データを探したい：

1.2 DIAS から入手できるデータは？、別表１ DIAS データセット公開状況、 
別表２ 各府省等の主要なデータ 及び ２．データを探す をお読みください。

・環境データを保管し公開したい：

３．データをアーカイブする をお読みください。どうメタデータを作成し、データの品

質管理を行い、データを DIAS に投入し、公開するかを紹介しています。 
・環境データを解析したい：

４．データを解析する をお読みください。DIAS にアーカイブするデータをダウンロー

ドせずに可視化・解析するツール類の使用方法を紹介しています。

・環境データを活用したい、協働したい：

５. データを活用する をお読みください。

・具体的な応用例を知りたい：

DIAS のデータや機能を用いた具体的な応用例については、DIAS 公式サイト 
http://www.diasjp.net/ 

のこれまでの成果報告会のプレゼン資料等をご覧ください。

DIAS は関連プロジェクトと連携して毎月のように拡張を続けていますが、現時点では、データ解析

者やソリューション開発者向けのものが多く、また、DIAS にアーカイブ済みのデータのうち提供機関

のポリシーによって特定のプロジェクト内に公開限定されているデータも少なくありません。

2015 年度は DIAS 第Ⅱ期の５カ年計画の最終年度となり、利用可能な機能が大きく拡充される予

定です。この利用ガイドも随時アップデートし、公式サイトでpdfを公開いたしますので、最新情報はそ

ちらでダウンロードしてください。
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１．DIAS とは？ 

1.1 DIAS システムの現状 
データ統合・解析システム DIAS（Data Integration and Analysis System）は、地球規模／各地

域の観測で得られたデータを収集、永続的に蓄積し、統合、解析するとともに、社会経済情報な

どとの融合を行い、地球規模の環境問題や大規模自然災害等の脅威に対する危機管理に有益な情

報へ変換し、国内外に提供することにより、我が国の総合的な安全保障や国民の安全・安心の実

現に資することを目的として、2006 年度にシステムの研究開発がスタートしました。 
それ以来、第 3 期科学技術基本計画における国家基幹技術「海洋地球観測探査システム」の基

幹要素として、文部科学省研究委託事業「データ統合・解析システム」のもとで第Ⅰ期研究開発

が取り組まれ、2011 年度から同じく文部科学省研究委託事業「地球環境情報統融合プログラム」

として、さらなる高度化・拡張が行われています。 

 

図 1.1 DIAS とは（DIAS 公式サイトより) 

 
国際的にも、全球地球観測システム（GEOSS : Global Earth Observation System of Systems）

に参加する世界各国のデータセンターとの接続を実現しており、GEOSS への国際貢献としても

位置付けられています。さらに、現在、地球環境研究のファンディング機関の会合であるベルモ

ントフォーラムで取り組まれている学際的・超学際的協働に必要な情報基盤（e-Infrastructure）
の検討作業において、DIAS は最も包括的に取り組んでいる先進事例と評価されています。 
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図 1.2 世界の環境情報統融合への取り組みの比較 

（環境情報統融合フォーラム(2015(平成 27)年)プレゼン資料） 

 
加えて、DIAS は文部科学省の気候変動適応研究推進プログラム(RECCA)とその後継プログラ

ムである気候変動適応技術社会実装プログラム(SI-CAT)、大学発グリーンイノベーション創出事

業「グリーン・ネットワーク・オブ・エクセレンス環境情報分野」 (GRENE-ei)、気候変動リス

ク情報創生プログラム分野Ｄ、環境省の温暖化影響評価・適応政策に関する総合的研究(S-8)等、

様々な課題当事者／意思決定者と協働したプロジェクト（以下「協働プロジェクト」という。）に

対し、データ／プロダクトのアーカイブ及び提供、研究開発環境の提供、研究成果の社会実装な

どの支援を行っています。 
 
DIAS は大きく以下の３つの役割からなり、多種多様なデータを統合、解析することにより、

科学知と社会的利益を創造するエンジンとなります。また、社会的課題を抱える政策担当者、各

分野の専門家、データ提供者など様々な利用分野との連携を共通のデータ基盤の活用を通じて横

断的に行うことが特徴といえます。 
① データの収集・保管・公開 

メタデータ統合管理、横断的検索機能、超大容量ストレージなどにより、観測データ、シ

ミュレーションデータ、社会データを収集、保管し、公開する。 
② 基盤的システムの維持・発展と提供 

超大容量データを含む多種多様なデータの収集、保管、解析及び付加価値プロダクトの作

成手段（可視化、シミュレーションを含む）を提供する。 
③ 利用分野と連携したソリューションのプロトタイピング 

協働プロジェクトが必要とするデータと情報基盤を提供する。また協働プロジェクトの成

果の実装と流通を支援する。 
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図 1.3 DIAS の機能（DIAS 公式サイトの図を一部改変） 

 

(1) データの収集・保管・公開 
DIAS は、プロジェクトが必要とする任意のフォーマットのデータをオンラインでアーカイブ

できます。また、データ作成機関がアーカイブする負担を軽減するため、メタデータ作成、デー

タ品質管理及びデータ投入を支援する機能を備えています。また、DIAS は専門分野の違いを越

えた横断的な検索ができる機能を有しています（図 1.4）。 

 
図 1.4 データを集め、繋げる機能 

（第 1 回 DIAS 利用ワークショップ(2013(平成 25)年 12 月)配布資料) 
 

さらに、科学技術・学術審議会研究計画・評価分科会地球観測推進部会の方針に基づき、国内
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の省庁・研究機関の観測データ／プロダクトのメタデータを統合的に 集しています（本ガイド

1.2.3、3.2.2 ）。海外とはGEOSSポータル（本ガイド2.5を ）及びDIAS/CEOS（Committee 
on Earth Observation Satellites）水ポータル（本ガイド 2.3 を ）で連携しています。 

DIAS は れまでに開発が進められてきた協 プロジェクトで 要とされるデータを 的に

アーカイブしており、それは日 大しています。協 プロジェクトで作成されたデータ／プロ

ダクト 、プロジェクト終 時には DIAS にアーカイブされる とになります。その 要は本ガ

イド 1.2 DIAS から できるデータとは で します。 
 
 (2) 基盤的システムの ・発展と提供 

DIAS は 2015（平成 27）年 10 月現 、超大 量データのアーカイブ及び解析・プロトタイピ

ングのため、合計 25 PB の超大 量ストレージ／解析空間と 16 コア×124 ード 上の大型解析

クラスタを ちます。また、データセンター スパコン 機関との間の高速データ 送のため、

国立情報学研究所の学術情報ネットワーク SINET4 に されています（図 1.5）。  
れら情報基盤は、「(1) データの 集・ 管・公開」及び「(3) 利用分野と連携したソリュー

ションのプロトタイピング」のための共通的情報基盤となります。 

 

図 1.5（DIAS-GRENE-ei 合同成果報告会（2014（平成 26）年 2 月）発表資 をアップデート） 

 
 (3) 利用分野と連携したソリューションのプロトタイピング 

DIAS の利用 的の一つである社会的 の解 のためには、 解 を 要とする

の 画の と、 解 に 要な分野の専門 （ドメイン研究 ）、観測データ プロダクトの

作成 （データ提供 ）、情報系の研究 が協 し、プロジェクトを推進する とが 要となりま

す。DIAS は のような分野 的な協 プロジェクトが 要とする情報基盤（「ワークベンチ」

という。）を提供し、情報基盤の機能拡張のために技術サポートを行います（図 1.6）。 
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同時に、DIAS は協働プロジェクトのもとで収集・作成された様々な機関のデータ／プロダク

トをアーカイブ／公開し、開発成果を DIAS に実装し、または他機関への実装を支援することに

より、他分野への成果の展開を容易にします。 

 
図 1.6（DIAS-GRENE-ei 合同成果報告会（2014（平成 26）年 2 月）発表資料を元に一部修正） 
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1.2  DIAS から入手できるデータとは？ 
1.2.1 環境にかかる課題解決のためには？ 

地球環境にかかる課題解決の方法として、過去における環境と経済活動や災害との関係を調べてモデ

ル化し、それを短期予測や長期予測に組み込んで、経済活動の効率化やリスクマネジメントに役立てると

いうアプローチが少なくありません。具体的には以下のような取り組みが多く見られます（図 1.7）。 

 
図 1.7 環境にかかる課題解決の取り組み例 

 

① 協働による計画立案 
解決すべき課題の意思決定者である課題当事者の参画のもと、専門分野のアプリケーション開発者、

データ提供者、情報研究者が協働して、最終的にどのような意思決定ツールを社会実装するかのイメー

ジを共有しつつ、研究開発の方針や計画を立てる。 
既存のコミュニティを超えた Inter-disciplinary、Trans-disciplinary な協働が必要なことから、このた

めのコミュニケーション・情報共有環境として、協働支援環境テストベッド ubiDIAS が利用できます（本ガイ

ド 5.6）。ubiDIAS はオフラインでのグループ別掲示板／オンラインでのウェブ会議機能、資料共有、簡易

マニュアル作成機能、文書同時編集機能、情報発信機能等があり、また DIAS の利用方法と課題解決事

例が蓄積・整理される場となり、同様の民間サービスと違って非公開性が担保されています。 
 

② 過去～現在の観測データ・社会データの収集 
 課題にかかる観測データ、社会統計データ、災害履歴データ等を収集する。都市の気象や氾濫などを

再現するためには建築物や植生の形状、廃熱、下水道網等のデータも収集する必要がある。 
・観測データ：各府省や主要な研究機関が公開している観測データのうち、地球環境に係るプロジェクトで

よく使われているものを本ガイド別表２に掲載します。それに対し、DIAS はこれまで連携したプロジェクトで

の必要性から、大容量の再解析データ、予測データ、途上国の現場観測データ等を多く投入しているほか、
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連携しているプロジェクトの成果も投入されるようになってきました（本ガイド別表１）。CMIP5 データは

CMIP5 データ解析システム（本ガイド 4.1）及び ESGF ポータル（本ガイド 2.4）より入手できます。また、地

球観測推進部会の方針のもと、各府省・主要な研究所の観測データのメタデータが DIAS に投入され（本

ガイド 1.2.3）、入手しやすくなっていく予定ですが、自治体、大学の観測データはこの対象にまだなってい

ないので、個別に探し出す必要があります。 
 地球環境に係る課題解決に直接必要なのは気候場のダウンスケーリング結果（下記③参照）及びローカ

ルな高解像度な予測結果ですが、これらのすべてが DIAS から直接得られるわけではなく、一般には気象

機関等が提供するデータに一連の処理を行って得られます。その関係を図 1.8 に示します。 

 
図 1.8 観測データ、再解析データ、予測データ、ダウンスケーリングの関係 

 
・社会データ等： 各府省の地理空間情報、行政情報、統計情報等のうち、地球環境に係るプロジェクトで

よく使われるものを本ガイド別表２に掲載しています。また、RECCA、GRENE-ei、SI-CAT 等で作成・収

集された都市データなどが順次 DIAS にアーカイブされ公開されていく予定です（本ガイド別表１）。 
・アーカイブ支援：DIAS が連携するプロジェクトにおいては、データ投入、品質管理、メタデータ作成を支

援するオンラインアーカイブ支援システム（本ガイド 3.1）によって現地観測データなどが DIAS にアーカイ

ブされ、公開されています（本ガイド別表１）。また、DIAS は市民が収集した生態系情報等を専門家が評

価することで市民の熟度を向上させる市民連携型アーカイブシステム（本ガイド 5.2）も開発されています。 
 

③ 過去の気候場のダウンスケーリング 
対象とする地域について、解決しようとする課題の空間・時間スケールにまでダウンスケーリングする必

要があり、世界の主要な気象機関の全球再解析データを境界条件とし、その地域の観測データを用いて

ダウンスケーリング及びバイアス補正を行う。 
・再解析データの選択と切り出し：世界の主要気象機関の全球長期解析データが DIAS にアーカイブされ

ており、課題に適した再解析データを選んで、対象地域・対象期間のデータを切り出しダウンロードするた
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めの解析空間が提供されます（本ガイド 4.データを解析する）。現段階ではまだ Web アリケーション化され

ているものが少なく、また、連携するプロジェクトに利用が限定されているものもあります。 
・ダウンスケーリング手法：統計的ダウンスケーリング手法と力学的ダウンスケーリング手法があり、各研究室

の手法によります（文献１の 6.3）。DIAS の解析クラスタでもある程度のダウンスケーリングか可能と考えら

れますが、ダウンロード・サービスを提供できるようになるか HPC 保有機関との連携も含めて今後の課題で

す。 
・バイアス補正：対象地域・対象期間のローカル観測データをグリッド化したものを使用します。現場観測デ

ータについては上記②参照。グリッド化のウェブサービスについては検討中。 
・ダウンスケーリングデータ：DIAS には NCEP/NCAR 再解析を元にした日本域の水平解像度 10km・時

間解像度 1 時間の力学的ダウンスケーリングデータ、JRA-25/JCDAS 再解析を元にした北日本域の水

平解像度 10km の力学的ダウンスケーリングデータがアーカイブされていますが、今後、さらに拡充され

る予定。 
 
④ 環境場と社会データ等の解析及び影響評価モデルの開発 

以上で得られた過去のダウンスケーリングされた環境場と過去の経済活動（農作物の生育・品質、漁獲

量等）や災害（洪水、渇水、高潮・土砂崩れ、健康被害等）について、可視化、地理空間情報 GIS のマッ

ピング、統計解析などを行い、環境変動による影響を評価・予測するモデル（以下、「影響評価モデル」と

いう。）を開発する。 
・解析ツール：DIASは２次元統計解析ツール（本ガイド 4.2）、NCEP再解析データを対象とする 3次元可

視化解析ツール（本ガイド 4.3）、全球トレンド解析ツール（本ガイド 4.1 b））などを開発しており、国環研は

地球環境データのトレンド解析、トラジェクトリ解析、フットプリント解析等のツール（本ガイド 4.5）を開発して

います。そのほか本ガイド 4.データを解析するを参照ください。 
・影響評価モデル：各研究室の研究手法、計算環境によります。RECCA、GRENE-ei、環境省 S-8などで、

水資源モデル・水質予測モデル（文献１の 7.3.1）、洪水氾濫モデル・斜面崩壊モデル・高潮浸水被害額評

価モデル・海岸浸食予測モデル（同じく 7.3.2）、森林の分布予測モデル（同じく 7.3.3）、農業生産・品質の

統計モデル及びプロセスモデル（同じく7.3.4）、熱中症・熱関連死亡リスク評価モデル（同じく7.3.5）、大気

環境物質モデル（同じく 6.4.3）、水産資源変動予測・漁場探索のための好適生息域モデル（同じく 6.4.4）、
土壌水分、地表面温度等の陸面過程モデル（同じく 6.4.5）などが開発されています。 
 
⑤ 短期予測への反映 

④の影響評価モデルを短期予測に組み込んで、早期警戒に役立てるため、気象庁等の予測データを

ベースとし、対象地域の観測データを用い、構築した高度なモデルを用いて（準）リアルタイムで計算を行

う。そのためのデータ同化も必要。 
・リアルタイムデータの収集・提供： DIAS は GPV 短期予測、河川モニタリング、C バンド/X バンドレーダ

ー、ひまわり 8号等のリアルタイムデータのオンラインアーカイブシステム（本ガイド 3.3）があり、連携するプ

ロジェクトにリアルタイム・オンラインで提供しています（本ガイド 5.1）。また、JAMSTEC は大気・海洋・低

次生態系結合4DVARデータ同化及びアンサンブル予測に必要な観測データを自動収集、品質管理、グ

リッド化するシステムを運用しており、それによる地球シミュレータの計算結果を DIAS にオンラインアーカ

イブしています（本ガイド 3.4、4.4）。 
・短期予測：データ同化と短期予測シミュレーションの手法と計算環境については、各研究室によります。 
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長期予測への 映 

IPCC
CMIP5

 
CMIP 4.1  

4.3.3 6.3  
 

のための統合情報ポータルの構築 

 
・DIAS は 用の GIS プラットフォーム／ビュワーを たず、 別に開発する 要があります。 
 
文 １：「気候変動適応策のデザイン」2015 年 3 月 31 日発行、監修：三 信 （RECCA 及び環

境省 S-8 の成果） 
  
1.2.2 DIAS  
 

CMIP5

 
 DIAS

DIAS 246 ( 1.9) 

1.9 DIAS  
 

H 2 2 H 2 3 H 2 4 H 2 5 H 2 6 H 2 7

予 0 0 2 1 6 7

予 3 2 3 2 3 3 3 5 3 7 4 4

9 0 9 2 9 2 9 2 9 2 9 3

4 8 5 6 6 3 6 7 7 8 9 1

5 5 5 7 1 0 1 1

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0
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現在、連携するプロジェクトで作成されたダウンスケーリングデータや都市のモデリングにかかるデータも投

入されつつあります（本ガイド別表１）。従って、各府省や研究機関からデータが支障なく入手できるデータ

（本ガイド別表２）がすべて DIAS に投入されるわけではありません。 
また、アジア・アフリカのようにデータのアーカイブに支援が必要な分野では、DIAS がメタデータ作成、

品質管理、データ投入までを一貫して支援するポータルを提供し（本ガイド 3.1）、それによって高品質な現

地観測データが DIAS に投入されています。 
さらに、DIAS では気象庁の予測データ GPV、国交省の河川モニタリングデータやレーダーデータを用

いてダムや河川の水位の短期予測をリアルタイムで処理するシステム等を開発するなど、さまざまな短期予

測に必要な観測データや予測データをリアルタイムで利用できるようになりつつあります（本ガイド 5.１）。 
 課題解決のためには、以上のような DIAS のデータや各府省等のデータに加え、環境が社会

経済活動や災害発生などに与える影響を評価したり予測したりするモデルやプロジェクト情

報・研究者情報も必要です。協働支援環境テストベッド ubiDIAS は様々な情報の収集とユー

ザーへの提供を試行中です（本ガイド 5.6）。 
 
1.2.3 「我が国の地球観測実施計画」のメタデータの登録作業状況 

GEOSS10 年実施計画(2005-2015)の後半 5年で我が国における地球観測システムの統合を加速する

必要があります。そのため、我が国において実施する地球観測事業について観測データの公開・共有のた

め、データの公開 URL および観測項目を含むメタデータファイルを、文部科学省の地球観測のポータル

サイトに一元的に登録、掲載することになりました。 
地球観測事業の実施機関がメタデータファイルを作成する際には、メタデータの様式を統一しデータの

統合利用を促進するため、各事業で取得、蓄積しているデータの特性を吟味した上で、原則としてデータ

統合・解析システムのメタデータ作成支援ツールを使用して作成することになり、155 事業を対象としてメタ

データの登録作業を行っています（登録方法は本ガイド 3.2.3を参照）。2016年 2月現在、123データセッ

トがメタデータ登録対象となり、そのうち 110 はメタデータの登録作業が完了しています。 
 
また事業の対象となっているデータセットのメタデータが公開されている場合、それらをダウンロードし、

順次DIASデータ俯瞰・検索システム（本ガイド2.1参照）で検索できるように整備しています。取得したメタ

データは平成 25 年度までの 2,300 に今年度国土地理院から約 6 万ファイルが加わりました。2016 年２月

現在データ統合解析システムにデータを登録されたデータセットが 17、外部で公開されたデータセットが

62 と確認されました。現在、別表１ DIAS データセット公開状況の黒字／細字のデータセットは、DIAS俯

瞰・検索システム（2.1）で検索でき、データ提供機関のダウンロードページに行くことができます。 
 このほか、海洋研究開発機構、日本長期生態系研究ネットワーク JaLTER 及び国立極地研究所のデー

タは、カタログ／データベース単位で検索でき、それぞれのデータベースの検索ポータルに行くことができ

るようになっています。 
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1.3  DIAS はどうすれば利用できるか？ 
1.3.1 データ利用規約 

DIAS のデータ利用規約は、第一にデータ提供機関のデータ利用規約が優先します。データ提

供機関が利用規約を定めていない場合は、以下の DIAS プロジェクトデータ利用規約が適用さ

れます。 

① 利用者は、データ提供者が示すデータ利用規約がある場合はそれを優先し従うこと。 

② 利用者は、DIAS データセットを研究及び教育目的のみに利用し、営利などのそれ以外の目的

に利用しないこと。 

③ 利用者は、DIAS データセットの内容を改変しないこと。 

④ 利用者は、DIAS データセットを第三者に提供しないこと。 

⑤ 利用者は、DIAS データセットを利用した学会発表・論文発表・誌上発表・報告等を行った場合

は、データ引用文に掲載されている文章をカッコ書きで引用すること。 

⑥ 利用者は、DIAS データセットを利用した学会発表・論文発表・誌上発表・報告等を行った場合

は、公表物の写し（論文の場合は別刷り，口頭・ポスター発表の場合は講演要旨のコピー）を下

記の「連絡・送付先」に提出すること。 

〒113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1 

東京大学 地球観測データ統融合連携研究機構(EDITORIA) 

（東京大学 大学院工学系研究科 社会基盤学専攻 河川／流域環境研究室） 

DIAS 事務局 E-mail： dias-office(at)editoria.u-tokyo.ac.jp  

（”(at)”を”@”に置き換えて送信のこと。以下同じ。） 

各府省のウェブサイトで自由にダウンロードできるデータについては内閣官房が公表した政府標準

利用規約で「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。」

との方向が示されています。しかしながら DIAS から公開されているデータの多くはさまざまな協力プロ

ジェクトのもとで作成されたデータが多く、政府標準利用規約をそのまま採用して営利目的への利用を

拡大することが難しいと考えられ、新たなデータ利用規約のガイドライン案が検討されているところで

す。 

現在、DIAS に投入済みのデータへのアクセスレベルは次の 4 段階になっています。なお、DIAS ダ

ウンロードシステム（本ガイド 2.1.2）の利用には Web アプリケーション用共通アカウント（本ガイド 1.3.3）
の登録が必要になります。 

アクセスレベル DIAS 俯瞰・検索システムでの取

扱い(ダウンロードリンクの有無) 
 

1) 利用規約に同意すること

によりダウンロード可能 
有  

2) あらかじめデータセット管

理者が設定した利用者集

合のみアクセスが可能 

有  

3) データ利用希望者が申請

してデータセット管理者が

有 
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許可することによりアクセ

スが可能 
 
 

4) 非公開で関係者のみ利用

可能 
無  

表 1.1 DIAS 投入済みデータへのアクセスレベル 

 
 このほか、ひまわり８号と XRAIN の可視化サイト（本ガイド 5.1.2 及び 5.1.4）については、PC、スマー

トフォンなどで完全にフリーにアクセスできます。（ユーザ登録・認証不要） 
 
1.3.2 データ受入れポリシー 
 DIAS では、連携するプロジェクトの優先順位の高いものからデータをアーカイブしています。

現在は次の優先順位によりデータアーカイブ及びメタデータ登録を進めています。 
メタデータ 「我が国の地球観測実施計画」に掲げられた観測データのメタデータを登録

する。 
現場観測データ レーダー観測データの生データも含めてすべて。 
衛星観測データ 生データは各国の宇宙開発機関がアーカイブするものとし、画像解析結果は

すべて DIAS で受入れる。 
再解析データ 全球についてはすべて。 
予測データ 保存・共有を目的とした予測データはすべて。 

 
1.3.3 利用手続き（アカウント申請） 

DIAS のアカウントは大きく 3 種類に分類されます。 
a) Web アプリケーション用共通アカウント 
b) コアシステムログインアカウント 
c) 個別管理アカウント 

以下に、それぞれ利用申請法を示します。 
a) Web アプリケーション用共通アカウント 

DIASダウンロードシステム（本ガイド2.1.2）、DIASメタデータ管理システム（本ガイド3.2.1）、協働支援

環境テストベッドubiDIAS（本ガイド 5.6）、CMIP5データ解析システム（本ガイド 4.1）等、Webベースのア

プリケーションを利用するためのアカウントであり、共通の認証基盤を利用し、シングルサインオンを実現し

ています。アカウントの申請は、 
http://dias-dss.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/account/public/ja/guest （日本語） 
http://dias-dss.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/account/public/en/guest （英語） 

より、必要事項を入力してください。 
アクセスレベル１（表 1.1 参照）のデータセットについては、この共通アカウントによりダウンロード可能で

す。データ提供者による承認を必要とするデータセットについては、認証手続きが多岐にわたる場合があり

ますが、アクセスレベル 3（表 1.1参照）のデータセットについては、当該データのダウンロードを要求した際

に申請手続きに進むように対応中です。 
利用承認を必要とする Web アプリケーションについては、 
各サービスの対応窓口もしくは DIAS 事務局： dias-office(at)editoria.u-tokyo.ac.jp 
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に問い合わせてください。 
 

b) コアシステムログインアカウント 
DIAS 解析サーバー又は解析クラスタにログインするためのアカウントであり、ユーザー作成プログラム

を利用したデータ解析、データ提供のための転送・フォーマット変換、アプリケーションサービスの提供とい

ったことを行うためにログインする必要があるユーザのためのアカウントです。アカウント申請については、 
DIAS 事務局：dias-office(at)editoria.u-tokyo.ac.jp 

宛にメイルにて問い合わせ、申請書を入手し、予定計算リソース、利用目的等の必要事項を記載した後、

申請書に記載されたアドレスへ送付してください。送付された申請書に基づき審査を行い、利用が承認さ

れた後、アカウントが発行されます。ユーザーは承認された解析サーバー、解析クラスタノードのみが利用

できます。利用可能なシステム環境、利用形態についてはそれぞれの事情により異なるため、個別に相談

することがあります。 
 現時点では DIAS はまだ研究開発段階であることから、DIAS 解析サーバー又は解析クラスタについて

は以下の８プログラムからの申請に応じて利用していただいています。 
 環境省の地球環境総合研究費戦略研究開発プロジェクト（S-5） 
 CMIP5 プロジェクト 
 文部科学省のデータ統合・解析システム（DIAS） 
 文部科学省の地球環境情報統融合プログラム（DIAS-P） 
 文部科学省の気候変動適応研究推進プログラム(RECCA) 
 文部科学省の大学発グリーンイノベーション創出事業「グリーン・ネットワーク・オブ・エクセ

レンス環境情報分野」 (GRENE-ei) 
 文部科学省の 21 世紀気候変動予測革新プログラム 
 文部科学省の気候変動適応技術社会実装プログラム(SI-CAT) 

 
c) 個別管理アカウント 

データアップロードシステム（本ガイド 3.1）、いきモニ（本ガイド 5.2）等、一般向けではなくユーザーが限

定される、試験運用中である、現状の Web アプリケーション用共通アカウントシステムでの認証機能では十

分でない等の理由により、アプリケーション毎にアカウントの管理を行っています。アカウントについては、 
各サービスの対応窓口もしくは DIAS 事務局； dias-office(at)editoria.u-tokyo.ac.jp 

に問い合わせてください。 
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２ データを探す 

DIAS
 

DIAS DIAS 2.1
CMIP5 2.4 4.1

DIAS/CEOS 2.3
CMIP5 ESGF 2.4 GEOSS 2.6  
 
2.1 DIAS  
2.1.1  
(1)

DIAS
 

(2)  

 
(3)  

 Web
1.3.3  

(4)  

DIAS  
 

 

DIAS ・
http://dias-dss.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/ddc/

(
)

ダ

の

図 2.1 期画面 
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 連携データセンターのメタデータも検索対象となります。 
 表示インタフェースは英語・日本語切換えが可能です。 
 検索結果一覧には、データセットのタイトルに加え、分類軸に沿った分類が表示されます。 
 検索結果中のデータセットを選択するとメタデータ項目が表示され、DIASがデータを公開してい

る場合は次のDIASダウンロードシステム（本ガイド2.1.2）にリンクし、データがダウンロードできま

す。詳しくは画面上部の「使い方」をクリックしてください。 
(5) 問合せ先 

DIAS メタデータグループ：dias-metadata(at)editoria.u-tokyo.ac.jp  
 

2.1.2 DIAS ダウンロードシステム 
(1) 概要 

DIAS が公開しているデータセットのファイルをダウンロードでき

ます。 
(2) 初期画面 

DIAS 俯瞰・検索システム（本ガイド 2.1.1）、相互流通性シス

テム（本ガイド 2.2）から検索結果としてリンクされています。（図

2.2） 
 
 
 
 

 
http://dias-dss.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/dl/storages/filelist/dataset＋データセット番号 
データセット番号は１から始まる数字ですが、詳細は、下記のページに一覧があります。 
http://dias-d.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/dias_metadata/datasetlist/  

(3) 利用手続き 
Web アプリケーション用共通アカウント（本ガイド 1.3.3）が必要。 

(4) 使用方法 
 データセットごとにファイル一覧を表示します。 
 一覧表示されているファイルを 1 度に 1000 ファイル指定してダウンロードできます。 
 データセット内をファイル名、ファイルタイトルなどで検索できます。 
 ディレクトリ指定は手動で入力することもディレクトリ名をクリックすることでも可

能です。 
 キーワード指定はディレクトリ名、ファイル名の一部の指定ができます(部分一致の選

択を推奨)。 
 ディレクトリ指定とキーワード指定を同時にすることも可能です。 
 データセットごとにデータ提供者のポリシーへの同意が必要です。 
 一部のデータには、データ提供者への利用許可申請を行ってからダウンロードが可能となるもの

があります。 
 

図 2.2 ダウンロード画面 
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(5)  

DIAS メタデータグループ：dias-metadata(at)editoria.u-tokyo.ac.jp  
 
2.1.3  気象研 20km メッシュ全球気候モデル出力（GCM20）用 出しダウンロード 
(1) 要 

気象庁の 20km メッシュ全球気候モデル出力（GCM20）の り出しに対応したダウンロードが

可能。 
(2) 期画面 

http://dias-dss.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/gcm20/ 
(3)  

上記 期画面へのアクセスは、データ ・ システムで「GCM20」を すると、該当す

るメタデータド ュメントが表 されます。「データをダウンロードする」をクリックすると、

画面になり、Web 1.3.3

利用 可  

図 2.3 ダウンロードの方法 

図 2.4 期画面 

利用 可がおりてからダウンロード 
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GCM20_RR2002 データのダウンロードのための 可 画面となります。利用 可を しない利

用 がデータへのアクセスを みると、利用 ージへ 動します。 要事 を 力し され

ると、上記 期画面にアクセス可能となります。 
(4) 用方法 

Region
Experiment Period Variables Subset

GCM20  

available
 

 
(5)  
 RCM20  
(6)  
 DIAS  dias-office(at)editoria.t.u-tokyo.ac.jp 
 

 

2.2  
(1) 要 

DIAS

地

球科学、環境学、情報工学など。なお、現 では、ライセンスの都合上、日本語の 書で公開

できるデータが ないため、英語の 書の うが 実しています。 
(2) 期画面 
http://dias.csis.u-tokyo.ac.jp/op/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)  

情報 については、アカウント 等の 別な きは 要です。 書の編集・ などを

望する 合は、別 相 してください。 

図 2.5 期画面 
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(4) 使用方法 
（準備） 
・Adobe Flash Playerが動作するブラウザが必要。使用するブラウザによって必要なFlash Player
プラグイン種類が異なるので、Flash Player がインストール済みであってもグラフ表示エリアに

グラフが表示されない場合には、使用中のブラウザで Flash Player ダウンロードサイトを検索し

て再インストールしてください。 
参考：http://get.adobe.com/jp/flashplayer/ 

（検索方法） 
図 2.5 の①～⑤の領域に関する説明を以下に示します。 
① 機能切替タブ 
・「データ索引／検索」を選択すると、データ検索モードに切り替わり、メタデータの情報を

もとに、データを検索できます。 
・「専門用語検索」を選択すると、専門用語検索モードに切り替わり、登録済みの複数の専門

用語辞書から、用語の定義を検索できます。 
② グラフ表示エリア 
 左上のズームバーを上下に動かすことで、グラフの大きさを変更できます。 
 上部にある「Bold」「Spring」「Bold+Spring」のセレクトボックスを選択して「relocate」

を押すことで、ノードの配置を計算するアルゴリズムを切り替えられます。ノードの数が

多く見えづらい場合は、これを切り替えて最も見やすい表示に変更できます。 
 グラフはドラッグすることによって、移動できます。 
 各ノード上で左クリックを押すことで、拡張メニューが表示されます。拡張メニューの動

作は以下の通り。 
-「to page」: 選択した用語の定義情報のページに移動する。「ポップアップがブロックされ

ました」と表示された場合には、「このサイトのポップアップを常に許可」してください。 
-「expand/collapse」：選択した用語の定義内に明記された関連語の展開／折りたたみを行

う。 
-「relevant term」：選択した用語に対して、アルゴリズムにより類推される関連語を表示

する。 
③ 言語切替 

日本語表示モードの場合は”English”が、英語表示モードの場合は”Japanese”が

表示され、クリックする度に切り替わります。 
④ キーワード検索 

テキストボックスにキーワードを入力し「検索」を押すことで、検索操作を実行できます。

件数により、結果の数を設定できます。 
⑤ 索引またはキーワード検索結果一覧 

②のグラフの子ノードの索引一覧や、④のキーワード検索結果の一覧が表示される領域。 
(5) その他 

詳細説明：https://www.jstage.jst.go.jp/article/sraj/19/3/19_3_3_51/_pdf 
(6) 問合せ先 

東京大学 柴崎研究室：maono(at)iis.u-tokyo.ac.jp 
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2.3 DIAS/CEOS 水ポータル 
(1) 概要 
  DIAS/CEOS 水ポータルとは、様々なプロジェクトで作成された水文関連データセットが、一貫した検索

操作によって発見・取得できる、ユーザーの使いやすさに配慮した分散型データ統合システムです。また、

本ポータルから取得できるデータを用いた解析事例の共有（登録、閲覧）も可能です。 
 DIAS/CEOS 水ポータルから提供可能なデータは表 2.1 の通り。 
 

連携先 データの種類  代表的な物理量  

CEOP  衛星データ  PR, TMI, AMSR, AMSR-E, MODIS,GLI, SSMI, VISSR  
モデル出力データ 
（時系列）  

Surface Pressure, Skin Temperature, Precipitation Amount 
in  hour, Brightness Temperature Surface, Specific 
Humidity, etc  

モデル出力データ Air pressure, surface air pressure, air temperature, 
precipitation rate, snowfall amount, etc 

現地観測 データ  Surface Meteorological and Radiation Data Set, Flux Data 
Set  
Soil Temperature and Soil Moisture Data Set , 
Meteorological Tower Data Set  

AWCI  モデル出力データ 
（時系列） 

surface pressure, skin temperature, precipitation amount in 
hour, brightness temperature surface, specific humidity, etc   

現地観測データ Precipitation amount, River discharge, River water level, etc 
NASA 衛星データ Airs level 3 data , GRACE Level 3 data 
NOAA(GPCC)  現地観測データ Precipitation data  
FLUXNET 現地観測データ  FLUX data 

Fluxes of carbon dioxide and water vapor, etc 
GEMS/Water 現地観測データ Instantaneous Discharge , Dissolved Oxygen , Temperature, 

etc  
GLOWASIS 衛星データ  

モデル出力データ 
Precipitation, Air temperature 

NASA Catalog 
server 

現地観測データ  
衛星データ  
モデル出力データ 

Various types of data via ECHO broker 

CUAHSI 現地観測データ precipitation, humidity, discharge, oxygen, etc  
GEO-DAB/ 
GRDC 

現地観測データ River Discharge 

NOAA/NCEI 現地観測データ Air temperature, Precipitation, Air Pressure 
衛星データ Air temperature, Precipitation, Air Pressure, Soil Moisture, 

Sea Surface Temperature, etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 2.1 提供機関と提供データ 
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(2) 初期画面 
http://waterportal.diasjp.net (2016 年 3 月末までは http://waterportal.ceos.org/) 

 
 
 

(3) 利用手続き 
ユーザー登録をしなくてもデータ検索は可能です。ただし、データをダウンロードしようとする時点で、認

証画面が表示されるので、最初に DIAS にユーザー申請をお願いします。ユーザー申請は初期画面の上

部Registration（図2.7a）から可能です。すでに、DIASアカウントをお持ちの方は、ダウンロード時に表示

される認証画面（図 2.7b）に、ご自分の DIAS ユーザー名とパスワードをご入力ください。 
                   

      
 
 
 

(4) 使用方法 
推奨ブラウザ：Chrome, FireFox, Safari 及び IE（ただし IE の場合にはバージョン 10 以降）。 
初期画面でデータ検索からダウンロードまでの流れを、カテゴリ分類による検索を例にして説明します。

左のCategory/KeywordsからAtomospheric -> Precipitation をクリックします。任意で検索領域、検

索期間の指定も可能です（図 2.8）。[Search]ボタンを押下すると、[Dataset]タブに指定した検索条件

に関係するデータセットの検索結果の一覧が表示されます。 

図 2.7a アカウント申請フォーム 

図 2.6 初期画面 

図 2.7b 認証画面 

カテゴリ分類、キー

ワード、観測領域も

しくは観測時期によ

る検索 

凡例/全球データの

データセット検索 

事例登録・閲覧 

地図上から任意の

サイト/領域選択に

よる検索 



21 

   
 

 
  
 
 データセットの検索結果一覧には、データセット名とデータセット説明表示画面のリンク、さらにファイル検

索実行ためのリンクが表示がされます（図 2.9a）。ユーザーは、データセットの説明（図 2.9b）を確認し、個

別のファイル検索を実行してくだい。 
 

          
 

  
 
 ファイル検索結果一覧は、[Granule]タブに表示されます。個々のファイル名と観測場所、観測時間、

そしてデータダウンロードのためのリンクが表示されます（図 2.10a）。[GET DATA]を押すと、DIAS の認

証画面が最初の 1 回目のみ表示されますが、2 回目（同一セッションにおいて）以降は、直接データセンタ

ーのダウンロードサービス画面にリンク（図 2.10b）、もしくはデータ保存のダイアログが表示され、データ入

手が可能です。 
 

       

図 2.8 データの選択 

図 2.9a データセットの検索結果一覧 

 ① カテゴリを選択（必須）  ② 検索領域を指定（任意） 
(マウスによる範囲指定が可能) 

  
 

 
 

 ③ 検索期間を指定（任意） 

① 

②-1 

②-2  
③ 

図 2.9b データセットの説明表示 

[detail]データセットの説明

 

[Search] 
フ ァ イ ル

検索実行 

検索実行ボタン 

図 2.10a ファイルの検索結果一覧 図 2.10b データセンターの 
ダウンロードサービス画面 

[GET DATA] 
データダウンロードの実行 
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 その他、研究者と実務者のコミュニケーションの促進を目的した、利用事例登録・閲覧サービスがあります。

利用事例を登録するには、画面右上の[Use Cases]ボタンを押した後のページで、左上の[Share my 
Use Cace]のボタンを押すと登録ページが開きますので、所要事項を埋めて一番下の Post をクリックしま

す（図 2.11）。 

   
 

 
 

 
 
 

利用事例を閲覧するには、右上の Use Cases ボタンを押し、タイトルを選ぶと、内容が表示されます。 

  
  
 
(5) 問合せ先 

DIAS 事務局 ：dias-office(at)editoria.u-tokyo.ac.jp （2016 年 4 月 1 日以降） 
 

 
 

図 2.11 利用事例の登録 

図 2.12 利用事例の閲覧 

事例閲覧画面 

事例登録画面 



23 

2.4 IPCC の CMIP5 長期予測データ－ESGF ポータル 
(1) 概要 
 気候変動政府間パネル第 5 次評価（IPCC /AR5）における結合モデル比較プロジェクト（CMIP5）
に参加した世界の研究機関の 20 以上のモデルによる全球気候長期予測データをダウンロードでき

ます。CMIP5 データは CMIP3 データよりも膨大なため、40 近いデータノードにアーカイブされ

ており、ESG（Earth System Grid）と呼ばれる分散システムにより横断的に検索・ダウンロード

可能です。 
 ちなみに、DIAS データノード／レプリカノードに投入済みの CMIP5 データに限り、本ポータ

ルからダウンロードせずに、CMIP5 データ解析システム（本ガイド 4.1）で CMIP5 データの比較・

選択、マルチモデルアンサンブルの作成、バイアス補正等の処理を行うことができます。 
(2) 初期画面 
 CMIP5 データの検索・ダウンロードポータルは 2015 年に新しい P2P (Peer-to-Peer) ESGF ポ

ータルにリニューアルされ、その後も URL が変わっています。（図 2.13）  
https://pcmdi.llnl.gov/projects/cmip5/ 

 
 
(3) 利用申請 

ESGF ポータルの右上 Create Account をクリックして、ユーザー名、パスワード、所属機関ほか

必要事項を入力して ESGF-CoG アカウントを取得すると、ログインのための OpenID 
(https://pcmdi.llnl.gov/esgf-idp/openid/ユーザー名)が得られます（最近、URL が変わったので注

意）。この OpenID とパスワードでログインすると、”CMIP5 Research”又は“CMIP5 Commercial”
の選択画面となり、それぞれの利用規約が表示され、それぞれのアクセス権が得られます。 
(4) 使用方法 
（必須環境）ESGF ポータルを使用するには Firefox 7 以降、Safari 5 以降、Chrome 16 以降が必要。 
（検索・ダウンロード方法） 
図2.12のESGFポータルでログイン後、右側の“Search & Download Data”の検索窓の下の“Search 

with options”をクリックします（図 2.14）。 

図 2.13 P2P ESGF Portal 
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ダウンロード時間短縮のため、MIROC 及び MRI が投入されている DIAS のデータノード

“dias-esg-nd.tkl.iis.u-Tokyo.ac.jp”及びダウンロードに時間が掛かる欧州等のモデルが投入されて

いる DIAS 内のレプリカノード“dias-esg-rp.tkl.iis.u-Tokyo.ac.jp”が選択できるように、“Show All 
Replicas”にチェックを入れます（下記注※参照）。 
左側に検索・ダウンロードしたいデータの条件を細かく設定できます。項目名の意味は表 2.2 の

とおり。表示される略号の意味は、CMIP5 プロジェクトのサイト

（http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/guide_to_cmip5.html）を参照してください。（図 2.15） 
Product アーカイブ管理の段階に応じて output, output1, output2, unsolicited（未承認）の４

つがある。 

Model http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/availability.html を参照 

Experiment 実験デザインは http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/docs/Taylor_CMIP5_design.pdf 参
照。略号は http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/docs/cmip5_data_reference_syntax.pdf
の  Appendix 1.1 Experiment Controlled Vocabulary を参照 

Realm 大気、海洋、陸面、陸氷、海氷、エアロゾル、大気化学、海洋化学 

Time 
Frequency 

年、月、日、6 時間、3 時間など 

CMOR table http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/docs/standard_output.pdf を参照 

Ensemble アンサンブルメンバー。”realization”ナンバー、”initialization method indicator”ナン

バー及び”perturbed physics”ナンバーの組み合わせ

http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/docs/cmip5_data_reference_syntax.pdf を参照 
Institute モデルを提出した機関。http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/availability.html を参照 

Variable 出力変数名。http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/docs/standard_output.pdf を参照 

表 2.2 項目名の意味 

図 2.14 CMIP5 データの検索とダウンロード 
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 検索結果からダウンロードしたいデータの“Add to Data Cart”をクリック。”My Data Cart”をク

リックするとダウンロードするデータの一覧が表示され、“WGET All Selected”でダウンロード用

のシェルスクリプトがダウンロードできます。 
注※：残念ながら、2016 年 3 月現在、ポータルのリニューアルに伴ってこれまでのデータの再登

録中のため、まだ DIAS ノード及び DIAS レプリカノードに登録されたデータは検索できません。

代わりに、本ガイド 4.1 の CMIP5 データ解析システムからこれらノード上のデータは検索・

解析可能です。 
参考：「WCRP CMIP5 マルチモデルデータの利用手引き」（国立環境研究所 釜江陽一、2015.2.6） 

http://researchmap.jp/muliv7wpu-1772021/?action=multidatabase_action_main_filedownl
oad&download_flag=1&upload_id=78009&metadata_id=37853 
は最近の ESGF ポータルのリニューアルがまだ反映されていませんが、CMIP5 データの詳細

とダウンロードしたデータを解析する際の注意などが書かれています。 
(5) 問合せ先 

CMIP5 - Contact：http://cmip-pcmdi.llnl.gov/contact.html 
Data Access Tutorial：http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/data_getting_started.html 

（文責）海洋研究開発機構 西村 一 
 

図 2.15 CMIP5 Essential Information 
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2.5 GEOSS ポータル 
（１）概要 

全球地球観測システム GEOSS は GEOSS 10 か年計画から構築することになった世界全域を

対象とし、既存及び将来の人工衛星や地上観測など多様な観測システムが連携した、包括的な

システムです。意志決定者や公衆など、利用者が必要とする情報を重点的に提供します。 

GEOSS では、「災害」「健康」「エネルギー」「気候」「水」「気象」「生態系」「農業」「生物多様性」

の 9 つを社会利益分野として明確化しています。GEOSS は複数システムからなるシステム(a 

System of Systems)であり、数多くの異なるシステムから提供されるデータや情報を共通のデータ

セットに組み合わされることができるように、データ標準の確立や共有、融合のための技術の確立

を先駆けています。 
DIAS では DIAS が公開しているデータのメタデータを定期的に GEOSS Portal に提供し、世界

中からデータへアクセスする手段を提供しています。 

(2) 初期画面 

 

http://www.geoportal.org/web/guest/geo_home_stp 

(3) 利用手続き 

誰でもアクセスできます。ただし、検索されたデータセットについては、データ提供者側でユー

ザー登録を必要とするものもあります。完全なオープンアクセスデータは GEOSS Data Core と名

付けられていて、 のロゴが表示されますが、DIAS 公開データは GEOSS Data Core で

はありません。 

(4) 利用方法 

GEOSS Portal でデータを検索し、データの説明画面の中に GET DATA のリンクが掲載されて

図 2.16 初期画面 

検索機能部分 
検索語、関連トピック、テーマ、国、データカタロ

グ(DIAS を含む)、データ収録期間などを指定して

データを、探すことができます。 
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います。そちらからデータにアクセスできます。リンク先は、各データセンターのため、データのダ

ウンロード方法はデータセンターに依存します。 

(5) その他 
GEOSS Portal はブローカーアプローチを採用した結果アクセスできるデータが急増しています。 

約 150 のデータセンターのカタログを収集し、検索することができます。図 2.17 は GEOSS ポータ

ルの 2015 年検索数の推移です。 
 

 
 
(6) 問合せ先 

DIAS メタデータグループ：dias-metadata(at)editoria.u-tokyo.ac.jp 

 
 

図 2.17 GEOSS ポータル 2015 年検索数推移 
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３．データをアーカイブする 

DIAS はデータ提供者のどんなデータ・フォーマットもそのまま受入れ、アプリケーション側で必要に応じ

てフォーマット変換することを基本とします。受入れデータに応じて入出力インタフェースを開発し、DIAS
からの再配布時の利用規約を取り決め、第三者に公開（本ガイド２．参照）又はプロジェクト内で限定公開し

ます（本ガイド 1.2.1(2)も参照のこと）。 
 
3.1 観測データのオンラインアーカイブ支援システム 
(1) 概要・適用範囲 

従来 In-situ 観測データの公開に当たっ

ては、観測者自身がデータを取得した後に

各自の環境でデータ整理・整形、視覚化、

品質管理処理、メタデータ付与を行った上

で当該機関等にデータを送信した上で公

開してきました。しかし、昨今の観測技術の

向上に伴って取得出来るデータが増加した

等の要因で、これらの処理を経て公開され

るまでの労力や期間の効率化・短縮化が課

題となりつつあります。 
そこで本プロジェクトでは、Web上で観測

データのアップロード・品質管理・メタデータ

付与の一連の作業を対話的に実現可能なアプリケーションの開発と実装を行い、AWCI(アジア水循環イ

ニシアチブ)等の国際共同プロジェクトにおいてその運用を実施、効果的な成果を挙げています。その流れ

を図 3.1 に示します。 
 本システムは、定点観測データ用に開発されたもので、図 3.1 に示す通り、「データアップロードシス

テム」、「データ品質管理システム」及び「メタデータ作成システム」の３つのコンポーネントからなりま

す。 
(2) 初期画面 

初期画面及び URL はプロジェクト及びコンポーネントによって異なります。 
(3) 利用手続き 

各プロジェクト単位で個別にアカウント管理を行っているので、利用の際は (6) 問合せ先に申請してく

ださい。 
(4) 使用方法 
ａ） データアップロードシステム：定点観測データ用 
本アップロードシステムはユーザに対し最小限のメタデータ入力と最低限のフォーマットのみを要求要項

としており、観測者等データをアップロードする担当者が可能な限り少ない労力で迅速にデータを提出する

ことを目指したシステムです。そのため、後述する品質管理システムと連携する場合を除き、観測日時・位

置・観測項目等が明確に分かるデータであれば特に対象データの制限はありません。 

図 3.1 オンラインアーカイブ支援システム 
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図 3.3 アップロードシステム STEP2 

本コンポーネントの初期画面を図 3.2 に示

します。本システムにおいては、あらかじめ登

録された観測地点情報に基づく観測点が地

図上に表示されると同時に、その地点名が地

図右側に表示されます。 
まず、データアップロードを行うユーザーは

地図あるいは地点名をクリックすることで、アッ

プロードするデータの観測地点を定義します。

さらに、本画面において観測期間、観測間隔

（時間解像度）、タイムゾーン、注釈、アップロ

ードファイルに含まれるデータ数を選択し、 
STEP2 (図 3.3)に進みます。 

STEP2 の画面ではアップロードファイル

に含まれる観測項目の詳細について入力

します。あらかじめ設定（各プロジェクトごと

に設定）したパラメータリストからプルダウン

で選択し、センサー高度、方角、単位、欠

損表記、注釈を入力します。単位に関して

はパラメータリストと同様にあらかじめ設定フ

ァイルで指定しておくことが可能で、指定が

ある場合には自動入力されます（手動で変

更も可能）。その際、センサー高度・方角・

欠損表記・注釈に関しては各データ共通で

あるケースも多いことから、1 項目目に入力 
した内容をすべての項目にコピーする機能 
も備えています。 

さらに、以前に入力した観測項目詳細と

全く同じ場合（同一機器で観測した違う地

点でのデータ、違う期間でのデータ等）の操

作を容易にするため、以前入力した履歴を

そのまま呼び出して一括入力する機能も備

えています。 
また、STEP1 で入力したデータ数はここ

で変更することも可能です。 
その後、STEP3 の画面（図 3.4）でここま

で入力した内容の確認とアップロードするフ

ァイルを指定（ローカルコンピュータ内に存

在するフォルダを開いて指定）しアップロー

ドボタンを押すことで、サーバ側にアップロ

ードされます。 図 3.4 アップロード状況確認ページ 

図 3.2 データアップロードシステムトップページ 
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アップロードされたファイルは図 3.4 に示すように観測地点別に進捗状況（横軸は観測年月）を確認する

ことが可能であり、さらに図3.5に示すように、各月のデータごとにグラフ化をして詳細に確認することも可能

です。 

 
 
 

ｂ） データ品質管理システム：定点観測データ用 
本品質管理システムは、基本的に前述のデータアップロードシステムでアップロードされたデータを対象

としており、アップロード時に入力されるメタデータや地点情報、ユーザ管理情報を引き継いで利用してい

ます。ただし、同等の情報を別途準備が可能な場合は、品質管理システム単独での利用も可能です。 
対象となるデータは定点で観測された時系列データであり、その観測点数・観測期間・時間空間解像度

に応じたいくつかのバージョンを開発し運用しています。 
本コンポーネントにログインし、最初に表示され

るトップページを図 3.6 に示します。このページは

４つの領域に分かれており、左上からデータ検索

ペイン・品質管理データ表示ペイン・フラグ更新ペ

イン・参照データ表示ペインです。ユーザーは最

初に品質管理を行うデータの地点・データ種類・

期間を選択します。その際、最後に選択する項目

（図 3.6 の場合は期間）は品質管理対象とするデ

ータおよび参照するデータ（複数選択可）を選択

できます。 
これらの条件設定を送信すると、品質管理デー

タ表示ペインに 1 ヶ月分（設定によって 1 年分）の

時系列グラフが表示され、同時に参照データとし

て指定した期間のグラフが右側に表示されます。 
この表示されたデータを確認しながら、ユーザ

ーは各データにフラグを付与して品質管理を実施

します。 

図 3.5 詳細な進捗確認ページ 

 図 3.6 品質管理(QC)システム 
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フラグ付与には２つの方法が提供されており、１つ

は品質管理データ表示ペインにおいて当該データ

をクリックし、１つずつフラグを付与する方法であり、

もう１つはフラグ更新ペインで一括して付与する方法

です。後者は開始日時・終了日時・変換前フラグ・

変換後フラグを指定することにより一括更新されま

す。 
このようにしてフラグの付与を行い、観測データの

品質管理を進めます。 
その進捗に関しては、図 3.7 のように各観測サイ

ト・観測ステーション・観測要素ごとに実数およびス

テータスグラフで確認が可能です。 
 
このほか、100 地点以上の観測地点にも対応した多地点対応バージョン（図 3.8）および 20 年以上の観

測期間に対応した長期データ対応バージョン（図 3.9）も運用しています。 

 
c）メタデータ管理システム：現地観測ステーション向け 
本コンポーネントは観測ステーション単位でアップロードさ

れ、品質管理されるデータに付随したメタデータとその他メ

タデータとして必要な項目を入力し、最終的なプロダクトデ

ータを説明するドキュメントとメタデータファイル（DIAS 流域

観測データメタデータ XML ファイル）を作成します。 
このシステムは上記 a)及び b)のコンポーネントからアップ

ロード時に入力されるメタデータ、地点情報、ユーザー管理

情報、品質チェック結果を引き継ぐ必要があります。 
本コンポーネントの初期画面は図 3.10 のとおりです。 

（アジア水循環イニシアティブ: AWCI 長期観測データの場

合） 

図 3.9 長期データ対応バージョン 

図 3.8 多地点対応バージョン 

図 3.7 品質管理進捗表示画面 

図 3.10 初期画面 
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http://dias-ist.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/awci2_metadata/top/ 
プロジェクトにおいて現地観測データにDIASが提供する品質管理を実施した後、データ提供者に利用

手順を説明してメタデータの入力を DIAS から依頼します。 
 なお、プロジェクトごとに観測ステーション数、観測項目、観測期間が異なるためインタフェースはプロジェ

クトに依存して変更する場合があります。 
(5) 今後の拡張予定 
 データアップロードシステム(定点観測用)のデータ投入に関して、現在リアルタイムデータ受信シス

テムとの連携を検討しています。この機能が実現すると、フィールドサーバ等で自動観測されたデータ

が観測後即時に自動で本システムにデータ投入が行われます。 
(6) 問合せ先 

アップロードシステム及び品質管理システム 
DIAS 事務局： dias-office(at)editoria.u-tokyo.ac.jp 

メタデータ作成システム 
EDITORIA 事務局： editorial(at)editoria.u-tokyo.ac.jp 
技術的な問合せ： dias-insitu(at)editoria.u-tokyo.ac.jp 
 
 

3.2  ドキュメントメタデータ投入・管理システム 
3.2.1 DIAS メタデータ管理システム 
(1) 概要 

DIASから公開するデータに関するメタデータを作成するためのシステムです。対象はDIASでデータ

を公開する予定のデータ提供者です。データセット単位でのメタデータ（タイトル、問合せ先、データ作成

者等を含む）を作成します。ウェブインタフェースを通して情報入力することでメタデータXMLが生成され

ると同時にデータセットドキュメント(HTML, PDF)も生成されます。 
生成されたメタデータは DIAS 俯瞰・検索システム（本ガイド 2.1.1）に渡され、DIAS 俯瞰・検索システ

ムの検索対象となります。このようなメタデータ交換のために、DIAS メタデータ管理システムではメタデー

タ交換のための標準プロトコルである OAI-PMH インタフェースを備えています。（OAI-PMH インタフェ

ースは関係者のみの限定公開） 
(2) 初期画面 

http://dias-dmg.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/dmm/ 

図 3.11 初期画面 
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データ提供 データセッ

ト ID 登録 

メタデータ 

入力者登録 

メタデータ登録 管理者に個別相談 

(3) 利用手続き 
Web アプリケーション用共通アカウント（本ガイド 1.3.3）が必要です。さらにデータセット ID 登録及びメタ

データ入力者登録を DIAS メタデータグループ（dias-metadata(at)editoria.u-tokyo.ac.jp）に、データ

提供について DIAS 事務局（dias-office(at)editoria.u-tokyo.ac.jp）に申請してください（図 3.12）。 

(4) 使用方法 
メタデータ作成の説明： http://dias-d.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/dias_metadata/top/ 
作業マニュアル：

 http://dias-d.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/dias-manuals/DIAS_MMS_20140610_j.pdf  
 
DIAS メタデータ管理システムの特徴 
a) Web インタフェースなのでツールのインストールやメンテナンスの必要がありません。 
b) データ利用者にデータ利用規約、データに関係するサイト等をコンパクトに紹介できます。 

(ア) DIAS からデータを公開する場合には、DIAS のポリシーが適応されます。 
(イ) 一連のプロジェクトのデータセットの場合、プロジェクト単位でポリシーを設定可能です。 
(ウ) それぞれのデータセットのポリシーはすべてのポリシーに優先。データセット引用の際の引用文、

データセットの利用規約などの記載を推奨します。 
(エ) 次の項目は必須： タイトル、問合せ先、ドキュメント作成者、データ作成者、データセットに関する

日付、カテゴリ、概要・要約、収録期間、収録地理範囲、グリッド、キーワード。 

図 3.12 問合せ先 

図 3.13 DIAS メタデータ管理システム 
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c) データセットは、同一利用規約が適用される範囲でデータ提供者が決定します。 
(ア) データセットとは、一個のメタデータを付与するデータの集まりのこと。 
(イ) データセットの粒度はメタデータ作成者が決定します。 
(ウ) データ利用規約は、データセット内の内容すべてに対して一つです。 
(エ) データセットごとに担当メタデータ作成者登録が必要です。 

d) 英語と日本語の入力を同時に行えます（図 3.14）。 
e) メタデータ入力履歴が残ります。また、保存時にメモを記述可能（図 3.15）。複数人での作業に対

応。 
 

f) テンプレート機能を利用することにより、類似データセットに対するメタデータ登録の省力化が可能。 
g) GCMD サイエンス、 GCMD プラットフォームなどのキーワードを、プルダウンメニューで指定がで

きます。 
h) 入力完了後、データセットドキュメント(HTML, PDF) とメタデータ XML が生成され、外部に公開

されます。 
i) メタデータを一度入力すると、データセットドキュメントに加え地球観測分野で多く用いられているメタ

データ仕様(ISO19139)のメタデータファイルが作成されます。メタデータ登録システムは、メタデー

タ仕様の知識がなくても入力が容易にできる利用者インタフェースを持ちます。 
j) 作成されたメタデータは DIAS で検索に利用されるだけではなく、DIAS が連携する国際的なデ

ータセンターに提供され、世界中にデータの存在を知らせることができます。現在 DIAS からメタデ

ータを提供中のGCI（GEOSS Common Infrastructure） とGEOSSポータル（本ガイド 2.5）を参

照のこと。 
(5) 問合せ先 

DIAS メタデータグループ： dias-metadata(at)editoria.u-tokyo.ac.jp 
  
 

 

保存時のメモが閲覧可能 

  

メモは閲覧・修正

が可能 

英語 日本語 

図 3.14 英語と日本語の入力 図 3.15 メモの記述 
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3.2.2 DIAS による地球観測事業データに対するメタデータ作成 
(1) 概要 

本ガイド 3.2.1の DIASメタデータ管理システムを利用して、文部科学省地球観測事業データを対象と

してメタデータを作成するための進捗等を報告、必要事項を入力します。本システムは対象となる事業関

係者に提供されています（事業対象者向けのログインが必要）。 
 
 

(2) 初期画面 
http://dias-d.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/dias/top/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
進捗状況：

http://dias-d.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/dias-report/report/  
（注） 

A グループ：メタデータ未作成 
A0 データセット数ゼロ 
A1 データセット少数（10 以下）（NICT、RECCA、JAXA、森林総研、気象庁、海保ほか） 
A2 データセット多数（11 以上） 

A1, A2 グループメタデータ作成作業進捗一覧 
http://dias-d.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/dias-report/report/ 
B グループ：メタデータ作成済 

B0 DIAS へ継続的にメタデータインポート可能（JAMSTEC、極地研、国環研、JaLTER、

国土数値情報、気象庁ほか） 
B2 提供機関のメタデータと DIAS メタデータの対応関係を調査中（JAXA、NICT、森林総

研、国土地理院、気象庁ほか） 
(3) 利用手続き 

当該事業で作成したデータプロダクトを保有の場合、下記問合せ先にご連絡後利用開始します。 
(4) 問合せ先 

DIAS メタデータグループ： dias-metadata(at)editoria.u-tokyo.ac.jp 
 
 

図 3.16 初期画面 
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3.3 リアルタデータのオンラインアーカイブシステム 
 
 リアルタイムで更新される観測データや予測データをDIASにオンラインアーカイブするシステ

ム。気象庁の予測データ GPV、国交省の河川モニタリング、C バンドレーダー、XRAIN、ひまわ

り8号などのリアルタイムデータを用いて水文計算ほかの短期予測をオンラインで行うシステムの

プロトタイピングに用いられています。 
公開中のデータについては本ガイド 5.1 を参照。 

（EDITORIA 事務局） 
 
 

3.4 大気・海洋結合データ同化プロダクト用観測データ収集システム 
 
 JAMSTEC は 4 次元変分法（4DVAR）に基づく大気・海洋物理・低次生態系結合データ同化（CDA）

システムによるデータ同化およびアンサンブル３年予測プロダクトを作成しています。その作成に

必要な観測データを自動収集し、品質管理・フォーマット変換・グリッド化を経て地球シミュレー

タに投入し、その計算結果を DIAS に転送して公開しています。 
現時点では DIAS からの再配布が認められていない観測データも含まれ、また地球シミュレータ

を用いた CDA システム特有のフォーマットでもあることから自動収集システムと収集した観測デ

ータ自体は公開しておりませんが、地球シミュレータによる同化・予測計算出力結果を DIAS にア

ーカイブし、利用者にリモート解析環境（本ガイド 4.6）を提供する予定です。 
（海洋研究開発機構 地球情報基盤センター） 

 
 
3.5 市民と連携したデータアーカイブシステム 
 

DIAS は市民と連携して生態系データを収集するデータアーカイブシステムを開発しています。

内容は「市民サイエンスデータの蓄積・利活用アプリケーション」（本ガイド 5.2）を参照のこと。 
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4.1 CMIP5  
(1)  

5 CMIP5
Web JRA55

CMIP5
 

(2)  
http://apps.diasjp.net/modelvis/cmip5/ 

 
 
 
 
 

 
(3)  

Web 1.3.3  
(4)  

 
a)  

 
 

CMIP5 Data Viewer CMIP5

Hide Unsupported Items 4.2  

 
4.2  

図 4.1 期画面 
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CMIP5 61
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historical GPCP Global Precipitation Climatology Project
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4.7  

 
CMIP5
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4.7 Tools for CMIP5 Analysis Bias Correction (APHTODITE)
 

4.8
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b)  
Mann-Kendall
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4.9

Tools for CMIP5 Analysis Mann-Kendall Trend 
Analysis

4.10
90S -90N, 0-360 2006 2100 95 1 12

 

 
4.10  

Mann-Kendall Sen's slope 1% 5%
4.11 (a) 95

100 4.11 (b) 1%
 

   
      (a) Sen's slope             (b) 1%  

4.11  
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c) 海洋分野への拡張

CMIP5 データ解析システムの適用範囲を海洋分野に拡張しました。図 4.12 に示す初期画面の URL
は http://apps.diasjp.net/modelvis/cmip5/ocean.html です。 

図 4.12 初期画面（海洋分野） 
ここでは、気候変動予測データの海水密度から算出される将来の混合層深度 (MLD) についての気候

モデル間比較を紹介します。基本的にはこれまで説明した操作と同様に、CMIP5 データビューアを用い

て対象となるデータファイルを検索した後、各処理ツールを起動する流れとなります。また、海洋物理変数

に着目するために表示項目数を削減した簡易表示版の利用も可能となっています。

初期画面から CMIP5 Data Viewer をクリックしてビューアを起動し、Show Supported Oceanic Items 
Only をクリックすると、海洋変数に関する簡易表示版となります（図 4.13）。 

図 4.13 気候変動予測モデル出力ファイルの検索（海洋分野） 

まず、図 4.13 のデータビューアで、実験シナリオ（rcp85）・時間間隔（mon）・変数（rhopoto）を指定し、

これらの条件に該当するモデル出力ファイルを検索します。データビューア最下部にある検索結果を示す

セルをクリックすると、図4.14に示すように、出力ファイルの一覧が属性情報と共に初期画面ウィンドに表示

されます。続いてウィンド上段においてモデル間比較を選択・実行すると、出力ファイル名およびその属性

一覧の内容を読み込んだ後 CMIP5 モデル間比較ツールが起動します（図 4.15）。 
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         4.14                 4.15 CMIP5  
 

10S-45N, 120E-145W 2006 2025 20 2
3 2 MLD 4.15

 
(5)  

DIAS  dias-office(at)editoria.u-tokyo.ac.jp 
 
 
4.2  
(1)  

IT
Web

 
DIAS

2
Web

 

 
(2)  
  

4.17  

図 4.16 2 次元統計解析システム構成 
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(3)  
 EDITORIA

 
(4)  

4.16 Web  
Web

SQL DIAS

Web Web
 

( 4.17)

 
4.17

4.18
 

 
 
 
 
 

4.19  
 

図 4.17 統計解析システム 力インターフェース 

図 4.18 計算結果 
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4)  

 
 

 
(5)  

DIAS    
dias-office(at)editoria.u-tokyo.ac.jp 

 
 
4.3 PVES 
(1)  

3 3
Web

 
(2)  

4.20
4.21  

(3)  
dias-office(at)editoria.u-tokyo.ac.jp  

図 4.19 表 画面 

  
図 4.20 衛星データの 面可視化      図 4.21 再解析データの可視化 
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(4) 使用方法 
a) 衛星プロダクツのための任意鉛直断面可視化 
本機能は、3 次元のプロファイルをもつ衛星データを対象と

して、任意の鉛直断面を切り出して仮想空間内に標高データ

と重ね合わせて表示し、断面に沿った解析ができます。現在

は、Aqua 衛星に搭載されている AIRS センサのプロダクトに

対応しています。 
図 4.20 の衛星データ断面作成ページにおいて、衛星デー

タの要素(気温や水蒸気量)、期間、断面を通る緯度経度を入

力して送信すると、サーバサイドでデータの切り出しを行い、

値によって色付けを行って可視化処理を行い、結果を図 4.22
のように Web ブラウザ上の仮想空間内に表示します。仮想空

間内では、マウスの操作によって視点の変更、ズーム、ウォークス

ルーができます。断面のアニメーションによって、断面上の値の変化を視覚的に理解できます。 
b) 再解析データのための可視化 
本機能は、再解析データを対象として、仮想空間内に標高データと重ね合わせて表示し、大気の加熱

や循環を解析することができます。現在は、NCEP/NCAR 再解析データに対応しています。 
図 4.21 の再解析データ選択ページにおいて、期間、緯度経度範囲、標高(または気圧)範囲、再解析デ

ータの要素、再解析データから計算できる物理量、値のしきい値、表示オブジェクトの大きさ、圏界面表示

の有無、時系列表示方法(スライド方式またはアニメーション方式)等を選択して送信します。サーバサイド

でデータの切り出しを行い、データ要素によってオブジェクトの形を生成し、値によってオブジェクトの色と

大きさを設定して可視化処理を行い、結果を図4.23のようにWebブラウザ上の仮想空間内に表示します。 
図 4.23 の例では、矢印の長さを風の値、矢印

の方向は風の方向、矢印の太さを断熱加熱の絶

対値、矢印の色を断熱加熱の正負としています。

仮想空間内では、視点の変更、ズーム、ウォーク

スルーが可能です。視点の変更によって、選択

した要素の局地的な変化、選択した要素の流れ

の傾向等を確認できます。 
(5) その他 

国土交通省レーダーデータへの拡張を予定し

ています。 
(6) 問合せ先 

DIAS 事務局： 
dias-office(at)editoria.u-tokyo.ac.jp  

 
 
 
 
 

図 4.22 断面可視化結果 

図 4.23 再解析データ可視化結果 
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4.4 地球環境データ解析支援ツール 
(1) 概要 

国立環境研究所 地球環境研究センター (CGER) では、地球環境データベース事業の一環として、温

暖化をはじめとする地球環境問題に関する、自然科学・社会科学分野の研究で得られたデータや成果を

収集・整備し、基盤データベースとして地球環境データベース (GED) を公開しています。GED では、

「解析支援」メニューを持ち、ユーザーがデータ解析するのに役立つデータやオンラインアプリケーションを

提供しています。ここでは、DIAS にアーカイブされている GED データについての３つの解析ツールを紹

介します。 
(2) 初期画面 

http://db.cger.nies.go.jp/portal/analyses/index

 

図 4.24 初期画面 

(3) 利用手続き 
 アカウント申請は不要。ただし、トラジェクトリ解析をバッチモードで利用するためのプログラムのダウンロ

ードにはユーザー登録が必要です。 
(4) 使用方法 

a) トレンド解析 
トレンド解析では FFT (高速フーリエ変換) を「Thoning の指数関数的周期フィルタ」と共に用いて、時

系列データの短周期変化を取り除き、ある周期より長い周期のCO2濃度のトレンド(長周期成分)を示します。

この計算ソフトウェアは、Thoning et al., 1989, J. Geophys. Res., 94(6):8549-8565 の方法により Web
アプリケーションとして開発しました。 
解析したい時系列データおよび任意のカットオフ周波数を投入すると、解析結果が係数またはグラフとし

て出力されます。例えば、日平均の時系列データを半角スペースで区切って「年 月 日 日平均データ」

（図 4.25 左上）のフォーマットで与えると、解析結果（図 4.25 右下）が得られます。 
トレンド解析サイト：http://db.cger.nies.go.jp/portal/analyses/trend 
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図 4.25 入力データ（左上）と解析結果（右下）の例 
 

b) トラジェクトリ 
大気の塊を質点とみなして、その移動軌跡 (流跡線、これを以下「トラジェクトリ」と呼びます)を気象デー

タを用いて計算することを、後方流跡線 (バックワードトラジェクトリ)解析と呼びます。後方流跡線解析を使

うと、例えば、高濃度の温室効果ガスや大気汚染物質が観測された時、その空気塊がどのような経路で観

測地点まで運ばれたかを推定することが可能になります。 
CGER で開発したトラジェクトリ計算ツール METEX (Meteorological Data Explorer) では、1)トラジ

ェクトリの算出プログラム、2)様々なバイナリ形式の各種気象データを METEX で利用可能な形式に変換

するプログラム、および 3)トラジェクトリの計算結果を地図上に重ね書きしたり気象場を表示するプログラム

を提供しています。 
気象データとしては、ヨーロッパ中期気象予報センター（ECMWF)、米国環境予測センター（NCEP)及

び気象庁の数値予報 GPV データに対応しています。METEX は、オンライン計算サービスを利用して頂

けるほか、プログラムをダウンロードして、ローカルマシンで計算して頂けます。オンラインサービスでは、一

回ずつ計算条件を投入してトラジェクトリ計算を繰り返す形式と、計算条件をまとめて投入し、大量のトラジ

ェクトリ計算を一括処理するバッチモードがあります。バッチモードの利用および、プログラムのダウンロード

にはユーザー登録が必要となります。 
また、GED では、波照間・落石岬ステーションからの 1993 年から最近までの 10 日間の後方流跡線デ

ータ(図 4.26(a))、波照間・落石岬ステーションでの CO2 濃度変化と対応する流跡線のアニメーション (図
4.26(b)) などもアーカイブデータとして提供しています。 
METEX の HP：http://db.cger.nies.go.jp/metex/index.jp.html 
GED のトラジェクトリサイト：http://db.cger.nies.go.jp/portal/analyses/trajectory 
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(a)                                   (b) 
図 4.26 波照間ステーションを起点とする（a） 10日間の後方流跡線の計算例および、(b) CO2濃度変化と対応

する流跡線のアニメーション 
 

c) フットプリント 
CGER では、観測地点における温室効果ガス濃度に対する地上フラックスの寄与度合を示すフットプリ

ントを計算するプログラム FLEXCPP を開発し、一般に公開しています(Zeng, et al., 2013)。フットプリント

解析ツールを使うと、ある大気塊が、その風上側で、どの領域の地上フラックスの影響をどのくらい受けてき

たかを、確率の高さで表すことが可能になります。 
FLEXCPP は、オープンソースの FLEXPART（FLEXible PARTicle dispersion model）をベースに

開発したラグランジュ粒子散布プログラムです。このプログラムはオンラインサービスとしてではなく、ダウン

ロードしてローカルマシンで計算して頂きます。（並列計算用(OpenMP)に実装可能で、同プログラムを

NVIDIA の GPU 用に移植すると、20 倍、パフォーマンスが改善されることが確認されています。） 
GED では、シミュレーション結果の一部として、波照間及び落石岬から 10000 個のラグランジュ粒子を

散布したときの 10 日間の後方流跡線に対応するフットプリント（1º×1º グリッドセルの中のラグランジュ粒子

の平均滞留時間）を 2006
年から現在（随時更新）に

わたり計算し、提供してい

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.27 波照間ステーション 10000 個のラグランジュ粒子を散布したときの

10 日間のバックワードトラジェクトリのフットプリントの例 



49 
 

【参考文献】 Zeng, J., et al., 2013, Lagrangian Modeling of the Atmosphere. Geophysical 
Monograph 200. Eds. J. Lin, D. Brunner, C. Gerbig, A. Stohl, A. Luhar, and P. 
Webley., p.163-172. doi:10.1029/2012GM001245. 

 
FLEXCPP の HP: http://db.cger.nies.go.jp/metex/flexcpp.html 
GED のフットプリントサイト：http://db.cger.nies.go.jp/portal/analyses/footprint 

(5) 問合せ先 
国立環境研究所 地球環境データベース推進室： cgerdb_admin(at)nies.go.jp 

 
 
4.5 全球海洋大気生態系三圏結合再解析・予測データ表示システム 
(1) 概要 

JAMSTECが提供する全球海洋大気生態系三圏結合再解析・予測データを、Webブラウザを介して容

易に表示できるシステム。3 ヶ月ごとに更新される再解析・予測データを時系列上で比較し、予測性能を確

認する機能も有します。 
 

(2) 初期画面 
図 4.28 http://apps.diasjp.net/modelvis/ocean/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
(3) 利用申請 

Web アプリケーション用共通アカウント（本ガイド 1.3.3）で利用可能。 
 

(4) 利用方法 
ここでは、本システムの再解析・予測データの時系列比較機能を紹介します。 
a) 再解析・予測データの時系列比較 
初期画面から Time-series をクリックします（図 4.29）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

一例として、気象庁のエルニーニョ監視領域の一つである NINO.3 での海面水温の時系列を比較しま 

 
図 4.28 初期画面 

 
図 4.29 時系列比較の表示条件の設定画面 
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図 4.29 のブラウザで、変数（Oceanic Element: Temperature (t)、Level / Layer: 5.00m）、解析領域

（Analysis Area: NINO.3）を選択します。表示したいアンサンブルメンバー（Members）を指定し、View 
Time-series of Ensemble Prediction をクリックすると、各アンサンブルメンバーとアンサンブル平均の

NINO.3 海域における海面水温（モデルの最上層の水温）の時系列が表示されます（図 4.30）。X 軸の単

位は旬であり、初めの 9 旬（3 ヶ月間）が再解析、残りの 99 旬（33 ヶ月間）が予測です。アンサンブルメンバ

ーは b000 がコントロールランです。 
次に、Display Option で Display previous prediction result にチェックを入れ、データセット数として

４を選択し再び View Time-series of Ensemble Prediction をクリックしたときの例を図 4.31 に示します。

3ヶ月ごとに実行している解析・予測サイクルの過去 4回分について、再解析値と予報値のアンサンブル平

均の時系列が表示され、予測の変遷とその精度の確認ができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b) アンサンブル間の比較 
例として、図 4.30 においてスプレッド（アンサンブル間のばらつき）が顕著に大きくなり始めた 57 旬目に

ついて、海面水温の空間分布を確認します。初期画面から 2-D plot をクリックします。 
海面水温（Variable: Temperature (t)、Level/Layer: 5.00m）、57 旬目（Time Range の Forecast: 

57）を指定し描画すると、上右段フレームには参照値としてアンサンブル平均の水平分布が、下段フレーム

に各アンサンブルの水平分布が表示されます。さらに、その下には指定した解析領域内で計算したアンサ

ンブル平均とのずれの統計量が各アンサンブルメンバーに対して計算され表示されます（図 4.32）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

参考：http://www.godac.jamstec.go.jp/catalog/data/doc_catalog/media/JAM_RandD18_11.pdf 
(5) 問合せ先 
システム: DIAS 事務局： dias-office(at)editoria.u-tokyo.ac.jp 
データ: 海洋研究開発機構 地球情報研究センター:西川: snishika(at)jamstec.go.jp 

 

図 4.30 時系列比較の表示例 

 

図 4.31 過去の予測との時系列比較の表示例 

 
図 4.32 アンサンブルメンバーの水平分布の表示例 
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4.6 大気・海洋結合プロダクトのリモート解析環境（開発中） 
 
 大気、海洋のデータ同化、シミュレーションプロダクトを、OPeNDAP を通して提供する仕組みを開発中。

（海洋研究開発機構 地球情報基盤センター及び京都大学学術情報メディアセンター小山田研究室、京

都大学大学院情報学研究科吉川研究室、EDITORIA） 
 
 
4.7 専門家向けリモート解析機能（CentOS 6 追加レポジトリ） 
 
 DIAS 内で特別に割り当てられたサーバ上の大容量データを、コマンドラインでリモート解析できる専門

家向け環境として、CentOS 6 追加レポジトリにより以下のミドルウェアをインストールした環境を提供するこ

とが可能。現在、この機能は特定のプロジェクトにのみ提供しています。（EDITORIA 事務局） 
 

基本環境  Intel の C コンパイラ 
 Intel の Fortran コンパイラ 
 PHP 
 MySQL 

解析・描画関係アプリ

ケーション 
 GrADS 
 ImageMagic  
 NCL（NCAR Command Language） 
 R（統計ソフト） 
 The GMT System  
 Octave (matlab 互換のフリーウェア)  

解析・描画関係ライブ

ラリ 
 地球流体電脳ライブラリ 
 PLplot (グラフ作成ライブラリ)  
 Matplotlib (Python の描画モジュール)  

解析ライブラリ  NetCDF ライブラリ  
 HDF（Hierarchical Data Format） 
 HDF-5  
 Grib_api (ECMWF の GRIB デーコーダ) 

スクリプト言語  Python （プログラミング言語） 
 Ruby（プログラミング言語） 

その他のツール  git （バージョン管理） 
 mercurial（バージョン管理） 
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4.8 GeoNLP 地名ウェブサービス - 地名の検索、解析、可視化のためのウェブサービス 
(1) 概要 

GeoNLP ウェブサービスは、地球環境データなどに出現する地名を自動的に解析することを目的とした

ウェブサービスです。このウェブサービスはオープンなデータとソフトウェアに基づいているため、GeoNLP
からソフトウェアおよびデータをダウンロードすれば、自前で地名を検索・解析する環境が構築できます。し

かし、地球環境データの研究者などソフトウェア開発に関わっていない研究者に対しては、より手軽に使え

る環境を提供することが望まれます。そこで、GeoNLP を横展開するために、地名検索と地名解析という二

つの重要な機能をウェブサービス化し、誰でも簡単に使えるようにしました。 
まずGeoNLP地名検索サービスでは、GeoNLPに登録された地名辞書を対象に、キーワードを含む地

名を検索して地図上に表示します。これを使うことによって、どの辞書にどんな地名が登録されているかを

確認できます。一方、GeoNLP 地名解析サービスは、GeoNLP に登録された地名辞書を使って、任意の

文章から地名を抜き出して地図上に表示できます。文章はどこかのウェブページの文章をコピー＆ペース

トするだけでも構いません。お手軽に文章を地図上にマッピングできることから、調査研究の過程で得られ

た大量の文書を地図上で整理するなどの目的に向いています。 
さらに、一般的には使用頻度が低いが特定のドメインでは重要な地名などは、地名辞書を自分で作成

して登録することもできます。この地名辞書は公開して他者と共有でき、その辞書を組みこむことで地名の

解析精度を向上させることもできます。こうして、地名の解析から地名辞書の共有へと研究の基盤的な情報

を充実させていくことは、GeoNLP の長期的な目標です。ぜひ辞書の充実にご協力ください。 
(2) 初期画面 

http://dias.ex.nii.ac.jp/geonlp/ が DIAS の機能として開発したものです（図 4.33）。その他の

GeoNLP の機能については https://geonlp.ex.nii.ac.jp/ から提供しています。 

 
 

図 4.33 の左側が地名検索機能、右側が地名解析機能です。 
(3) 利用手続き 

ウェブサービスの利用には登録などは特に必要ありません。一方、GeoNLP に辞書を登録する場合、ま

た GeoNLP 地名解析の API を利用する場合には、利用者登録（無料）が必要です。 
 
 
 
 

図 4.33 初期画面 



53

(4)  
GeoNLP

4.34

GeoNLP
 

GeoNLP

 
(5)  

GeoNLP BSD
GeoNLP

 
GeoNLP

GeoNLP

 
(6)  

   kitamoto(at)nii.ac.jp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.34 地名解析の  
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4.9  SYNCREEL -  
(1)  

SYNCREEL

 
SYNCREEL 1

1

 
SYNCREEL 7

 
(2)  
http://dias.ex.nii.ac.jp/syncreel/ 

 

 
4.35  

Syncreel 100  
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(3) 利用手続き 
SYNCREEL 上でのデータの閲覧は自由です。一方、SYNCREEL でデータを提供したい場合、簡単

に新規のウェブサービスを立ち上げる手段はまだ完成していません。DIAS 側で画像をホスティングして公

開することは可能ですが、相談を受けた上で個別に対応する必要があります。 
(4) 使用方法 
（動作環境）SYNCREEL は Adobe Flash Player で構築したインタフェースですので、ブラウザに応じた

Flash Player プラグインをインストールしておく必要があります。 
SYNCREEL でのデータ閲覧は、画面上に表示されたタイムラインの時間ステップを変えながら、時間

軸を前後に見ていくのが基本的な操作です。また、クリックにより画像を拡大表示でき、そこには画像に関

するタグに加えてURLも表示できるため、SYNCREEL を入口としてデータベースに誘導することもできま

す。 
一方、SYNCREEL でのデータ提供は、画像および設定ファイルの準備が必要です。画像は設定ファ

イルで指定した特定のディレクトリに、特定のサイズに変換して保存する必要があります。また

SYNCREEL から呼び出す API の仕様に合わせて、サーバ側に API を構築する必要があります。これに

関しては既存の API を参考にできますが、ドメインごとの要件の違いにより細かなカスタマイズが必要で

す。 
またアクセス速度を高めるために、通常は画像に関するメタデータ（撮影時刻等）を関係データベースに

保存し、それに対する SQL の問い合わせによりタイムラインを構築する方法を用います。このようなタイムラ

イン構築ロジックについても、大筋では既存のコードがそのまま使えるものの、一般的にはデータの特徴を

反映させるための細かな改良が必要になると考えてください。 
(5) その他 

SYNCREEL で提供するデータは画像にタイムスタンプが付与されていればよく、欠測や観測間隔の

揺らぎなどには対応できます。ただし、画像でないデータ（数値データやテキストデータ等）は対象外です。

近日中には提供する気象データの対象をさらに広げる計画です。また、最初は圃場に設置したカメラで定

点観測した画像を提供するツールとして構想した経緯もあり、農業などへの応用も考えられます。 
(6) 問合せ先 

国立情報学研究所 北本 朝展： kitamoto(at)nii.ac.jp 
 
 
4.11  大規模データに対する検索・分析を効率的に支援するためのデータアクセス手法・デ

ータ処理手法 
 
DIAS プロジェクトの基盤システムにおいて蓄積される大規模なデータに対する検索・分析を効率的に

支援するために、データアクセス手法・データ処理手法を高度化するための技術開発を行いました。具体

的には、科学データにおいてしばしば現れる空間データ・時空間データの効率的な処理のため、Hadoop
およびその空間データへの拡張に関する技術開発、地理情報システムとデータベースシステムの連携技

術などの開発を行っています。開発した手法の一部は、5.3 節「生活の質 QOL 評価の可視化・分析システ

ム」の実現において活用しています。技術的な内容の詳細に関しては、下記の問合せ先にお問合せ願い

ます。 
名古屋大学 DIAS グループ dias(at)db.ss.is.nagoya-u.ac.jp 
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５．データを活用する 

5.1 データをリアルタイムで利用する 
「リアルタイムデータのオンラインアーカイブシステム」

（本ガイド 3.3）でアーカイブされているデータのうち公開

中のものは以下のとおり。 
 
5.1.1 GPV データアーカイブシステム 
 (1) 概要・適用範囲 

気象庁提供の GPV(格子点データ)のアーカイブとダ

ウンロードインターフェースを提供するシステムです。時

刻情報を元に、GPV データの検索、ダウンロードが可能

です。 
(2) 初期画面 

http://apps.diasjp.net/gpv/ 
図 5.1 のような初期画面で 
・日毎インデックス 
・日付→データ指定検索＆一括ダウンロード 
・データ→日付指定検索＆一括ダウンロード 
の 3 種類の利用方法が選択できます。 

(3) 利用手続き 
Web アプリケーション用共通アカウント（本ガイド 1.3.3）を所有している方は手続き不要。 

(4) 使用方法 
ａ）日毎インデックスによる検索 
本システムには常に最新の GPV

データが配信されているので、図 5.2
に示すようにアクセスした時点までに

DIAS にアーカイブされている GPV
データの日付一覧が表示されていま

す。その一覧中の日付をクリックする

と、図 5.3 に示すようにデータの一覧

が表示され、必要なデータのダウンロ

ードが可能です。 

 
b）日付→データ指定検索＆一括ダウンロード 
図 5.４ に示すように、DIAS にアーカイブされている年月日の中から任意（複数可）の日付をチェックボ

ックスで指定し NEXT を押すと、図 5.5 に示すようにそこに含まれるデータ一覧が表示されます。 
そこで同様に必要なデータをチェックすると、指定された日付・データに該当するファイル一覧が表示さ

れ、ダウンロード画面（図 5.6）が表示されます。 

図 5.1 GPV データアーカイブ初期画面 

図 5.3 データ一覧 図 5.2 日毎インデックス 
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ここで圧縮方法（zip か tar.gz）を選択し、

ダウンロード方法（即時ダウンロードか後ほ

どダウンロードか）を選択します。即時ダウ

ンロードの場合は直ちに保存フォルダを選

択する画面が開き、後ほどダウンロードを

指定した場合は設定されたメールアドレス

にダウンロードの準備が出来た時点でダウ

ンロード用リンクが記載されたメールが届き、

その URL にアクセスすることでダウンロー

ドが可能です。 
 
 
c）データ→日付指定検索＆一括ダウンロード 
上述 b)のデータ指定と日時指定が逆になった方法であり、最初

にデータを指定した後に日付を指定する。それ以後はｂ）と同様で

す。 
  

 
(5) 問合せ先 

DIAS 事務局： 
dias-office(at)editoria.u-tokyo.ac.jp 

 
 
 

5.1.2 AMeNOW! 
(リアルタイム降雨情報サービス) 

 (1) 概要・適用範囲 
AMeNOW!(リアルタイム降雨情報サービス)は、

国土交通省が運用するXバンドMP レーダネッ

トワーク（XRAIN）合成雨量データを PC、スマ

ートフォン、タブレット等でリアルタイムに表示で

きます。さらに過去 15 分～24 時間の降雨域の

動きを示すアニメーション表示や、GPS 等位置

情報を用いた現在地周辺の表示も可能です。 
(2) 初期画面 

http://rain.diasjp.net/  
図5.7のような初期画面で最新の降雨情報が

表示されます。画面上部には雨量の凡例が表

示されています。 

図 5.4 日付選択画面 図 5.5 データ選択画面 

図 5.6 検索結果ダウンロード画面 

図 5.7 AMeNOW!初期画面 
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(3) 利用手続き 
手続き不要。 

(4) 使用方法 
PC の場合はマウスのドラッグ、スマートフォン・タブレットの場合はフリック（スワイプ）で表示エリアの移動

が可能です。XRAIN は 14 領域に分割されていますが、表示エリアを移動させることで当該領域の表示に

自動で切り替わります。 
表示エリアの変更は右上のプルダウンメニューでも可能です。 
ズームは左下のズームボタン、マウスホイール（PC）、ピンチイン・アウト（スマートフォン・タブレット）で可

能です。一定以上ズームアウトすると全国合成画像に切り替わります。 
左上の GPS ボタンをクリックすることで、（現在地情報の取得に同意した場合）現在地周辺の雨量情報

が表示されます。 
右下のアニメーションプルダウンメニューを選択し再生ボタンを押すことで、過去15分～24時間のアニメ

ーションが表示されます。 
初期画面では最新時刻の雨量が表示されますが、日時表示横のボタンをクリックすることで DIAS にア

ーカイブされている任意の日時の表示が可能で、「AMeNOW!」ロゴをクリックすることで最新表示に戻りま

す。 
(5) 問合せ先 

DIAS 事務局： 
dias-office(at)editoria.u-tokyo.ac.jp 

 
 

5.1.3 XRAIN リアルタイム雨量表示・データダウンロードシステム 
 (1) 概要・適用範囲 

XRAINリアルタイム雨量表示・データダウンロードシステムは、国土交通省が運用しDIASがアーカイブ

している X バンド MP レーダネットワーク（XRAIN）データの地域別合成雨量データの時系列リアルタイム

表示と、オリジナルデータのダウンロードが可能

です。 
(2) 初期画面 

http://apps.diasjp.net/xband/ 
図 5.8 のような初期画面で左側フレームには

地域と年月日選択画面、右側フレームには最新

の日の降雨情報クイックルック画像一覧とそのア

ニメーションが表示されています。 
(3) 利用手続き 

Web アプリケーション用共通アカウント（本ガイ

ド 1.3.3）を取得後、XRAIN の利用目的を初回

のみ入力頂きます。詳細は DIAS 事務局までお

問い合わせ下さい。 
(4) 使用方法 

ログイン後、左側フレームで表示させたい地域 
図 5.8 初期画面 
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と年月日を選択します。最新月以外は年月のみ 
表示されていますが、年月をクリックすると日付一覧が表示されます。 

すると、右側フレームに当該日の 10 分単位でのクイックルック画像一覧と、そのアニメーションが表示さ

れます(図 5.8)。アニメーション表示右側にあるアニメーションコントロールパネルを利用することで、1 分毎

/10 分毎表示切替・表示速度指定・コマ送り・一時停止・先頭/最終フレームへのジャンプ等が可能です。ま

た、アニメーション左側の地域選択プルダウンメニ

ューで他地域を選択することで、同一年月日の別

地域を表示することも出来ます。さらに、アニメー

ション画像をクリックすることで、図 5.9のようにアニ

メーション表示が拡大されます。この画面では、任

意の期間・時間間隔・表示速度でクイックルックア

ニメーションを簡単に見ることができます。 
そして、一覧表示にある 10 分毎の時刻表示や

クイックルック画像下にある分表示リンクをクリック

すると、当該時刻のクイックルック画像が拡大され

て表示されます。 
各クイックルック画像の上部にある[Map]をクリ

ックすると、図 5.10 に示すように google map 上

にオーバーレイされた最高解像度（250m メッシ

ュ）での雨量情報が表示されます。この画面では

マウスのドラッグによって表示領域の移動、ホイー

ルのスクロールによって拡大・縮小が可能です。 
この詳細表示画面上部には地域選択･時間選

択・表示画像選択の３つのプルダウンメニューが

あります。地域選択メニューでは 14 領域の切り替

え、時間選択メニューでは表示日時の変更が可

能で、表示画像選択メニューでは静止画・1 時間

動画・6 時間動画・24 時間動画の切り替えが可能

で、それぞれの領域・時間で静止画または動画が

表示されます。 
 
また、この詳細表示画面の地図上でシフトキーを押しながらマウスのドラッグを行って領域を指定するか、

詳細表示画面上部の緯度経度入力欄に数値入力し「領域指定ダウンロード」をクリックすると、図 5.11 に示

すデータダウンロード画面が表示されます。この画面では指定されたエリアの表示（赤枠で囲まれます）と

同一エリアのクイックルック画像、緯度経度範囲やデータ数等の情報が表示され、プレーンバイナリ、CSV、

GrADS コントロールファイルを含む GrADS セット形式（tar.gz および zip 圧縮）の 4 種類のデータダウン

ロードが可能です。また、その下の欄で期間・時間間隔・ファイル形式・圧縮方式等を入力することで時系

列の複数データのダウンロードをリクエストすることも可能です。この場合、準備が出来た時点で DIAS アカ

ウントに登録されているメールアドレスにメールが届き、記載された URL からダウンロードが可能になります。

なお、このメールアドレスは日時指定時に追加のアドレスを記載することも可能です。 

図 5.10 詳細データ表示画面 

図 5.9 アニメーション拡大画面 
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(5) 問合せ先 
DIAS 事務局： 
dias-office(at)editoria.u-tokyo.ac.jp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.4 ひまわり 8 号最新画像ページ 
(1) 概要 
ひまわり 8 号の最新画像を、

Web 経由にて閲覧するためのペ

ージです。 
(2) 初期画面 

http://himawari.diasjp.net/ 
（図 5.12） 

(3) 利用申請 
 アカウント不要。 
(4) 利用方法 

観測領域（全球/日本域）、セン

サー（可視/赤外/水蒸気）、画像（静

止画/6 時間動画（低画質）/24 時

間動画（高画質））、陸域/海域（表

示/非表示）を選択することで、

該当する画像が表示されます。 
 
 
 
(5) 問合せ先 

DIAS 事務局:  
dias-office(at)editoria.u-tokyo.ac.jp 

 

図 5.11 データダウンロード画面 

図 5.12 最新画像ページ初期画面 
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5.1.5 ひまわり 8 号データダウンロード・処理システム 
(1) 概要 
ひまわり 8 号の運用開

始から最新データまでの

クイックルック画像の表示、

ダウンロード、補正データ

の作成・取得を行うため

の研究者向けのシステム

です。 
(2) 初期画面 

図 5.13 初期画面 
(3) 初期画面 

Web アプリケーション

用共通アカウント（本ガイ

ド 1.3.3）を取得後、利用

手続きを行います。詳細

は DIAS 事務局までお

問い合わせください。 
(4) 利用方法 
 a) クイックルック画像表示 

上部の「Quickook」タブを選択す

ることにより、クイックルック画像表

示画面となります。画面右側のPeriod、
Format Type、Area を選択すること

で該当するデータのリストが下部に

表示されます。クイックルック画像は

画面左側に表示され、その下のボタン

により、アニメーション表示を行うこ

とができます。また、右側の Color 
Assignment、Gamma Correction に

より RGB に割り当てるバンドの変更、

およびバンドに対するガンマ補正を

行うことができます。さらに、Show 
Land/Sea Mask をチェックすること

で、Area が Full Disk（全球）もしく

は Japan Area（日本域）の場合にお

いて、陸・海域のマスク画像がオーバ

ーレイ表示されます。  
 

図 5.13 ダウンロード・処理システム初期画面 

図 5.14 クイックルック画像表示画面 
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b) オリジナルデータダウンロード 
上部の「Original Data Download」

タブを選択することにより、オリジナ

ルデータダウンロード画面となりま 
す（図 5.15）。画面右側の Period、
Format Type、Area、Band を選択す

ることにより、該当するデータの一覧

が下部に表示されます。データ一覧の

チェックボックスを選択することによ

り、ダウンロード対象とするデータを

選択します。選択されたデータは画面

左側に表示されます。ダウンロードボ

タンをクリックすることにより、選択

したデータがダウンロードされます。 
 
 
 
 
 

c) 補正処理データ作成 
上部の「Corrected Data 

Generation」タブを選択することによ

り、補正処理データ作成画面となりま

す（図 5.16a）。画面上部で、処理画像

のサイズ、領域を設定します。中央右

側の Period、Area、Band を選択する

ことにより、該当するデータの一覧が

下部に表示されます。データ一覧のチ

ェックボックスを選択することにより、

補正処理の対象とするデータを選択し

ます。選択されたデータは画面中央左

側に表示されます。Generate ボタンを

クリックすることにより、選択したデ

ータの補正処理が行われ、補正処理デ

ータ管理画面に移動します。 
 
 
 
 

図 5.15 オリジナルデータダウンロード画面 

図 5.16a 補正処理データ作成画面 
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d) 補正処理データ管理 
補正処理データ作成画面で補正処理

を実行、または上部の「Corrected Data 
Management」タブを選択することによ

り、補正処理データ管理画面となります。

（図 5.16b）。補正処理実行中、もしく

は完了したデータのリストが表示され

ます。「Download」ボタンをクリックす

ることで、当該データのダウンロード、

「Delete」ボタンをクリックすることで、

当該データをシステムから消去できま

す。 
 
(4) その他 

本システムは現在開発中であり、公開

時には変更されている場合があります。 
(5) 問合せ先 

DIAS 事務局:  
dias-office(at)editorial.u-tokyo.ac.jp 

 
 
5.1.6 河川モニタリングデータ・C バンドレーダデータ統合表示システム（公開限定） 

 
図 3.17 河川モニタリングデータ・C バンドレーダデータ統合表示システム 

図 5.16b 補正処理データ管理画面 
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リアルタイムで配信される河川モニタリングデータと C バンドレーダデータを統合して表

示確認することが可能です（図 5.17）。簡単なマウス操作で任意期間のグラフ化・ダウンロー

ド機能も提供しており、リアルタイムデータを利用する各種モデルに投入するデータを確認す

ることが出来ます。現在は連携するプロジェクト関係者のみ利用可能です。 
（EDITORIA 事務局） 
 
 
5.2 市民サイエンスデータの蓄積・利活用アプリケーション：いきモニ 
(1) 機能概要および適用範囲 

市民サイエンスデータの蓄積・利活用アプリケーションは、市民参加型モニタリングによるデー

タ蓄積、データ品質管理、データ公開、データ解析をサポートする、生物多様性の分野におけるク

ラウドソーシングの Web ベースシステムです。蓄積されたデータは品質管理が行われ、地域の生

物多様性の把握等に使用できます。 
(2) 初期画面の URL 

いきモニ(東京の蝶類) http://butterfly.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/ 
いきモニくろまつない(北海道黒松内町) http://kuromatsunai.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/ 
対象の地域によって、初期ページは図 5.18 および図 5.19 のように異なります。 

(3) 利用手続き 
データ利用に関してアカウントは不要ですが、データ解析についてはアカウントが必要であり、

dias-office(at)editoria.u-tokyo.ac.jp へ利用申請を送付すること。 
(4) 利用手順 

a) いきモニ(東京の蝶類) 
本アプリケーションは、東京の蝶モニタリングスキームをサポートするものであり、市民参加型

のモニタリングデータを収集・品質管理・公開しています。 

  

図 5.18 いきモニ(東京の蝶類)       図 5.19 いきモニくろまつない 
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市民がデータ入力ページを用いて調査項目と蝶画像をアップロードすると、蝶の専門家がデータ

品質管理ツールを用いてデータクレンジングを行います。品質チェックを終えたデータは一般に公

開し、データを利用できます。データ公開ページでは、データリスト、調査地マップ、画像一覧(図
5.20)から年月・種をパラメータとしてデータを検索できます。図 5.20 の画像一覧から画像をクリ

ックすると、図 5.21 のようにデータの詳細を閲覧できます。 
また、研究者に対しては、データ解析ツールを用意しています。データ解析ツールでは、種の存

在確認年表、種の存在確認件数時系列グラフ、領域内での種毎の件数グラフ、種の分布図(図 5.22)
等を簡単な操作で表示できます。また、表示結果から当該データの詳細へドリルダウンできます。 

b) いきモニくろまつない 
本アプリケーションは、前節のアプリケーションの拡張を行うことで、北海道黒松内町の生物モ

ニタリングスキームのサポートを実現しました。 
市民がデータ入力ページを用いて調査項目と生物画像をアップロードすると、専門家がデータ品

質管理ツールを用いてデータクレンジングを行います。品質チェックを終えたデータは一般に公開

し、データを利用できます。データ公開ページでは、データリスト、地域毎のデータリスト、画像

一覧(図 5.23)、調査地マップ(図 5.24)からデータを検索できます。検索結果からデータを選択する

と、図 5.25 のようにデータの詳細を閲覧できます。 

 

   
図 5.20 画像一覧      図 5.21 データ詳細  図 5.22 データ解析(分布図) 

   
図 5.23 画像一覧       図 5.24 調査地マップ    図 5.25 データ詳細 
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(5) その  
各地域のモニタリングプロジェクトが終 サイトを管理・運 する予 です。 

(6) 問合せ  
DIAS 事 ：dias-office(at)editoria.u-tokyo.ac.jp  

 
 
5.3  QOL  
(1)  

GRENE 
Quality of Life; QOL

QOL
 

 

4 12 QOL

10 20 30 40 50  
(2)  

http://apps.diasjp.net/city/ 5.26
QOL  

 
5.26 QOL  

(3)  
QOL 2

Web
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（本ガイド 1.3.3）が必要です。なお、全国版の QOL 評価については、あくまでも参考としての公開となって

おります。 
(4) 使用方法 

現在の QOL 評価の可視化・分析システムでは、上記 QOL データを対象とした可視化および分析が行

えます（図 5.26）。特に、名古屋都市圏を対象とした詳細な可視化・分析機能が実現されています。 
 図 5.26 の QOL の表示画面では、地図上でのクリックにより QOL 値を参照することができます。また、地

図の拡大・縮小機能を用いることも可能です。なお、QOL の算出の根拠となるアンケートデータの内容を

踏まえ、地図の拡大については限定されたレベルまでしか行えません。情報として意味がある解像度まで

での可視化を行っています。加えて、可視化のインタフェース上では、メニューを選ぶことで、それぞれの

評価指標に対して同様の可視化を行うことができます。 
分析のための機能として、異なる評価指標を比較する機能もあります。たとえば、交通利便性と居住快適

性の情報を並べて表示して、類似点・相違点について分析することができます。同様に、世代別の評価の

違いを分析することも可能です。 
全国版の QOL 評価値についてもホームページにて可視化サービスを提供しています。ただし、居住者

の価値観に関する重みについては名古屋都市圏について算出されたものを用いておりますので、あくまで

も参考とお考えください。今後、各地域における居住者の価値観に関する調査が実施された際には、情報

の更新を適宜行っていく予定です。 
(5) 問合せ先 

名古屋大学 DIAS グループ dias(at)db.ss.is.nagoya-u.ac.jp 
 
 
5.4 生育・輪作シミュレーション 
(1) 概要 
農業向けのデータ API を通してデータの変換・取得サービスと作物生育モデルを実行する環境を作成

しました。サイト自体はデモ版ですが、このような環境を準備することで、DIAS が提供する様々なデータと

様々な作物生育モデルを自由に組み合わせて実行することができるようになり、農業系の研究者が DIAS
を用いた研究を効率的に行えるようになります。 
(2) 初期画面 (http://agrid.diasjp.net/) 

２０１６年３月２２日現在、http://agrid.diasjp.net/model/ にて、気象観測点のデータ、作物の生育モデ

ル、病害発生予測モデルを利用することが可能です。また、既存の数個の気象ジェネレータを利用するた

めの Web アプリケーション（図 5.27）やグリッドデータを用いてモデルを実施した結果を、地図や他のモデ

ルの実行結果と重ねあわせて表示するための Web アプリケーション（図 5.28）を準備中です。
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図 5.27 気象データを生成するサービス

 

 
RECCA

GRENE-ei 5.29 RECCA
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.28 結果表 アプリケーション 
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図 5.29 作物収量予測システムによる水稲とキ

ャッサバの二毛作最適地域の判定 

作物収量予測システムで水稲とキャッサバの二毛

作最適地域を判定し Google Maps に表示したと

ころ。緑が条件の良い場所、赤が条件の悪い場所

と反転されている。楕円で囲われている部分は、

本来栽培されていない部分であり、栽培情報と重

ねあわせて処理する必要がある。 

 
(3) 利用手続き  

Webサイトの利用には手続きは必要ありません。気象ジェネレータサービの実装コードはオープンソース

であり、GitHub (https://github.com/TKiura/WeDGenS/)にて公開中です。モデルの実行結果を表示

するためのアプリケーションのコードは、GitHub にて近日中に公開予定です。農業モデルの Java 中間コ

ードについては、許可が得られ次第、サイトにて公開予定です。 
(4) 使用方法 

モデルの実行には Java の実行環境・Tomcat・モデル本体を実行するための OS が必要です。気象ジ

ェネレータサービスの実行には、PHP・Web サーバ・既存の気象ジェネレータ本体を実行するための OS
が必要です。モデルの実行結果を表示するためのアプリケーションの実行には、Perl と Web サーバが必

要です。詳細は、公開中または公開予定のドキュメントを御覧ください。 
(5) その他 

メッシュにダウンスケールしたデータは、DIASへの提供を準備中です。メシュデータを地点ごとのデータ

に変換するツールやその結果を提供するためのサービスなどは、今後 DIAS と調整の上追加する予定で

す。その他、プロジェクトで作成したプログラムのコードなども可能な限りオープンソースとして公開する予定

です。 
(6) 問合せ先 

東京大学 大学院農学生命科学研究科 溝口勝 amizo(at)mail.ecc.u-tokyo.ac.jp  
農業・食品産業技術総合研究機構 木浦卓治 kiura(at)affrc.go.jp  
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5.5 MAPHATJP  
 
(1)  

 MAPHATJP GRENE-ei
2011 2016

http://gis.biodic.go.jp/webgis/sc-007.html 50 1188

 
(2)  

URL  http://gnetum.c.u-tokyo.ac.jp/maphatjp/ 5.30  

 

 
(3)  

 DIAS URL
 

(4)  
 5.30 5.31

5.30 MAPHATJP
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5.32

PDF
CSV

GeoTIFF  

(5)  
GRENE-ei

(6)  
  osamu(at)darwin.c.u-tokyo.ac.jp 

  osamu(at)darwin.c.u-tokyo.ac.jp  

5.32 MAPHATJP  5.31  MAPHATJP  
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5.6 協働支援環境テストベッド ubiDIAS 
(1) 概要 

DIAS は、地球環境にかかわる課題解決のため、各分野の専門家、課題当事者／意思決定者、デ

ータ提供者、情報系研究者等が開発当初から協働します。また、それによって生み出されたデータ・ツ

ール・成果を共有し、他分野にも横展開していくことによって適用分野を広げていきます。

 そのためには、既存の組織、分野、コミュニティを超えたコミュニケーション、情報共有、共同作

業はもとより、データ品質評価、成果の知識化、ユーザー向け文書の作成、ユーザーサポートにおい

ても協働が必要となります。

 この多種多様な協働を従来のメールや会合で行っていたのでは、たちまち破綻してしまいます。そ

こで、このような協働とユーザーサポート容易にするプラットフォームについてのさまざまな試みを行う

ことを目的としたのが協働支援環境テストベッド「ubiDIAS」です。 
ubiDIAS は、ユーザー向け情報の収集・整理・提供、研究者情報の発信、協働グループ内でのノ

ンリアルタイム～リアルタイムのシームレスなコミュニケーション、ファイル共有と多点間同時編集

など、協働に必須の機能を寄せ集めたグループウェアで、オープンソースコードで作成されており、

民間サービスを利用することなく組織を越えて運用できます（図 5.33）。 

図 5.33 ubiDIAS の全体構成 
○主な機能

協働グループ内のコ

ミュニケーション・情

報共有・共同編集

メールの錯綜を緩和するグループ掲示板、多大な労力を要する会合日程

調整の効率化、WebEx のようなウェブ会議機能、Google Drive のような

テキスト文書の多点同時編集がシームレスに行える。

成果・イベント情報・

研究者情報の発信、分

野を超えた情報共有

DIAS 共通アカウントを持つユーザーであれば誰でも、いつでも、どこ

でも、既存の組織、分野、コミュニティを超えた成果、イベント情報、

研究者情報の発信・共有ができる。
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ユーザー向け情報の

作成・収集・整理・提

供

開発側と利用側の摺合せが必要なユーザー向け文書の作成、簡易なオン

ライン・マニュアルの作成、ユーザー向け情報の整理・蓄積・提供に使

える。

(2) 初期画面 
http://ubidias.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/ （図 5.34） 

図 5.34 初期画面 

(3) 利用手続き 
Web アプリケーション用共通アカウント（本ガイド 1.3.3）で利用可能。ただし現在はベータテスト段階の

ため、正式運用時には仕様が一部変更される可能性があります。

(4) 使用方法 
推奨環境

OS Windows 7-10, Mac-OS(osx10 以降)の PC 及び以下のウェブブラウザが使える

タブレット端末。ただしウェブ会議機能はタブレット端末には未対応。

ウェブブラウ

ザ

推奨： Google Chrome ver.33 以降、Safari ver.6.1.1 以降 
その他：IE ver.10 以降（アップロードした日本語ファイルのダウンロード時

に文字化け）、Firefox ver.27.0 以降（Adobe Flash Player をサポートしなく

なったためウェブ会議機能が使えない）

Adobe Flash 
Player 

ウェブ会議 (OpenMeetings)でウェブカメラを用いる場合は、Adobe Flash 
Player プラグイン ver.11 以降をインストール。 

Mac-OS の Chrome でウェブカメラを使うにはカメラサイズの変更など試行

錯誤が必要なので、Mac では Safari をお使いください。 
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JAVA ウェブ会議でデスクトップ共有機能を使う場合は、JAVA をインストール 
 

a) マイホーム 
メニューバー 
 

「ubiDIAS ヘルプ」：ubiDIAS の操作マニュアルを参照 
「DIAS ガイド」：DIAS の利用方法を参照。 
「日程/Web 会議」：Web 会議の日程調整及び Web 会議の開始 

プロフィール編集 氏名と所属機関は DIAS 共通アカウントの登録情報がそのまま表示されるので、そ

れを変更する時は「DIAS アカウント編集」をクリック。 
ご自分の Researchmap の「JST Permalink」で研究業績が表示される。 
その他、研究者情報を自由に記載できる。HTML タグを使用。 

INFORMATION 最初にログインした際の必要事項が書かれている。 

グループリスト ユーザーが所属しているグループの一覧。初期状態では全員参加のグループのほ

か、事務局サイドで参加設定したグループが表示される。 

関連リンク 事務局側で共通的な関連リンクを追加できる。 

新着情報 リアルタイム会合予定、最新書込み、イベント予定が時間順に表示される。それぞ

れ５件までしか表示されないので、数が多い場合は「もっと見る」をクリック。 
自分の参加グループに更新情報があると一日一回ダイジェストメールが配信される

（事務局側で設定）。 

メッセージ ユーザー間でメッセージが送信可能。するとメールで相手に通知され、相手は

ubiDIAS にログインするとメッセージが読める。自分のメールアドレスを非公開にし

たままやりとり可能。 

 
b) グループ掲示板及び資料共有 

国内で最もよく使われているオープンソースコードの SNS システムとして、現行の DIAS 情報共有

システムと同じ OpenPNE を使用しています。多岐にわたる多数間のメールのやりとりで生じる多くの

問題、メーリングリストの作成・管理の手間、大きなサイズのファイルの転送サービスを使用する手間を

軽減できます。また、簡易なオンラインマニュアルの作成も可能で、ユーザー向け情報の収集・共同編

集から、情報を整理して発信するまでがシングルサインオンで可能です。 
グループ設

定 
 

メニューバー＞グループ検索＞グループ作成をクリックすると新規グループが作成され

る。公開・非公開ほかいろんな設定が可能。 
特に全員参加のグループを設定したい場合は、ubiDIAS 管理者に連絡のこと。 

グループ招

待 
 

メニューバーの「このグループを紹介」をクリックし、氏名で検索して招待者にチェックを入

れ、本文を適宜修正して送信。対象者が DIAS 共通アカウントを有していないと「このグ

ループを紹介」の対象者一覧に表示されない。 
招待すると対象者にメールが送信され、対象者がubiDIASにログインしてグループ招待

のメッセージの URL をクリックするとグループのメンバーとなる。 
事務局側で参加メンバーを登録することも可能（ubiDIAS 管理者に要連絡）。 

資料の共有 
 

アップロードできる共有資料のサイズは１ファイルあたり 56,320 KB 以内（現行 DIAS 情

報共有システムと同じ）。本文内に URL を貼ると自動的にリンクになる。あるグループで
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アップロードした資料を別のグループで利用する場合は、アップされた資料を右クリックし

て「リンクアドレスをコピー」し、別のグループのトピックに貼るとダウンロード可能となる。 

資料の遠隔

同時編集機

能

(EtherPad
による方法） 
 

議事録の確認、計画書・仕様書・ユーザー向け文書の協議なども、多数間でメール添付

文書をやりとりすると多大な手間と混乱が生じる。一方、Google Drive を使う方法では非

公開情報の管理上の問題がある。ここではテキスト情報に限られるが、オープンソースコ

ードの EtherPad-Lite を使用する。 
掲示板でトピックを追加する場合、又は、既存のトピックを編集する場合に「新規

EthePad 文書を追加」をクリックすると、共同編集文書の URL が自動的に貼り付けられ

る。トピック送信後に、共同編集文書の URL をクリックすると、複数人による共同編集が

可能。 
編集者は色分けされ、右上の人影マークをクリックすると自分の名前が入力できる。編集

の都度、自動保存されるほか、☆印をクリックすると強制保存される。時計印をクリックす

ると、スライダックで任意の時点の編集状態に戻すことができる。 
このほか６．ウェブ会議機能を使用すると、ウェブ会議中に自分の PC のデスクトップを参

加者の PC に表示し、操作させたい場合は、デスクトップを共有できる。 

簡易オンラ

インマニュ

アル作成機

能 

グループ掲示板のトピックを掲示板トップの編集で整理・コンテンツ化することによって、

簡易なオンラインマニュアルが作成可能。 
グループの管理者・副管理者は、グループトップの下の方の「このグループを編集する」

をクリックすると、グループ説明文が編集できる。副管理人は何人でも指名することがで

きる。 
ubiDIASヘルプ及びDIASガイドは、この機能を用いて常に最新情報にアップデートし

ている。 

 
 

c) 空き時間スケジューラ 
 多忙な関係者が組織を越えて会合を持つための日程調整には多大の労力と時間が必要となりま

す。 
ubiDIAS では、グループで会合、TV 会議、ウェブ会議などを招集する場合に、グループの選択・
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追加、メンバーの選択・追加、会合の開催時間の候補を指定のうえ、参加メンバーに空き時間を案内

することができます。DIAS 共通アカウントを持たない人を臨時に招へいすることも可能です（図

5.35）。 

 
図 5.35 スケジューラ 

d) ウェブ会議 
ubiDIAS のスケジューラは face to face な会合や TV 会議などの日程調整に使えますが、

ubiDIAS 自体にも WebEx のようなウェブ会議機能があり、かつ、グループ掲示板、共同同時編集、

空き時間スケジューラなどの機能とともにシングルサインオンでシームレスに使用できます（図 5.36）。
これは OpenMeetings というオープンソースコードを使用しており、WebEx ほかの商用ウェブ会議サ

ービスに比べても遜色がなく、ホワイトボードに共有資料を貼り付けたりできるほか、参加者の一人の

デスクトップを全員の PC で表示して操作する機能もあります。具体的には ubiDIAS にログインして

「使用方法」グループの関連トピックを参照してください。 

 
図 5.36 ウェブ会議室 

(5) 問合せ先 
海洋研究開発機構 地球情報基盤センター 西村 一 ubidias(at)jamstec.go.jp 
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データ提供機関 データセット

JAXA

CEOP衛星データセット
- ADEOS-II衛星 > AMSR、GLI
- Aqua衛星 > AMSR-E、AIRS
- DMSP衛星 > SSMI、SSMIS
- Terra/Aqua衛星 > MODIS
- TRMM衛星 > PR、TMI
- ALOS衛星 > PALSAR、PRISM、AVNIR2

JAXA

DIAS衛星データ
- Aqua衛星/MODIS chl-a、SST、NSST
- CZCS Chlorophyll_a
- SeaWiFS Chlorophyll_a
- Terra衛星/MODIS SST、NSST
- CORONA衛星、LANDSAT衛星、GRACE衛星

JAXA 第一期水循環変動観測衛星「しずく」　(GCOM-W1)データセット→別表２

JAXA 熱帯降雨観測衛星（TRMM）/降雨観測レーダ(PR)データセット→別表２

JAXA DIAS-GRENE衛星データセット (ALOS)

JAXA 陸域観測技術衛星「だいち」（ALOS） AVNIR2、PALSAR、PRISM　データセット→別表２

気象庁 ひまわり8号データ→本ガイド5.1.4、5.1.5

JAMSTEC AVISO海面高度アノマリ（TOPEX/Poseidon, ERS-1/2, Jason-1、ENVISATを使用)

JAMSTEC 東北大学全球高解像度客観解析海面水温データ（グリッド化）

JAMSTEC SSM/I海洋プロダクト

東京大学／気象研究所 全球輸送モデルにより計算されたCO2濃度（NICAM-TMにより計算）

東京大学 領域輸送モデルにより計算されたCO2濃度（AIST-MMにより計算）

気象庁
温室効果ガス観測資料（気象庁観測船による海洋及び海上大気中の二酸化炭素及び他の温室
効果ガス）

気象研究所／国立環境
研究所

南鳥島気象観測所における大気中ハロカーボン濃度、ラドン濃度、酸素濃度、二酸化炭素同位
体比観測データ

国立環境研究所
大気汚染物質の排出インベントリ（RECCA/SALSA実験で使用した人為起源SO2とBCの排出イン
ベントリ）

国立環境研究所
日本ーアメリカ西海岸間の定期貨物船を利用する大気海洋二酸化炭素モニタリング（Alligator
Hope、Skaubryn、Skaugran、Pyxis、NewCentry2）

国立環境研究所
日本ーオセアニア間の定期貨物船を利用する洋上大気二酸化炭素モニタリング（Fuji Trans
World、GoldenWattle、Trans Future 5）

国立環境研究所
日本ー南シナ海間の定期貨物船を利用する洋上大気二酸化炭素モニタリング (Trans Future 1、
FujiTransWorld)

国立環境研究所 波照間／落石岬モニタリングステーション 温室効果ガスデータ

国立環境研究所
辺戸岬 大気・エアロゾル観測ステーションにおけるエアロゾルの質量・化学組成・光学特性・鉛直
分布等に関する観測結果→別表２

国立環境研究所 富士山温室効果ガスデータ

国立環境研究所 シベリア　タワー観測　温室効果ガス

気象庁 オゾンゾンデ観測によるオゾン鉛直分布データ

気象庁 オゾン全量観測によるオゾン全量データ

気象庁 オゾン反転観測による層別オゾン鉛直分布データ

気象庁 サンフォトメータ観測データ

気象庁 ライダー観測データ

気象庁 紫外域日射観測によるB領域紫外線データ

東京大学
GRENE-ei全球バイオマスデータセット（MODISの月別NDVIプロダクト (MOD13A3)および陸域生
態系モデルを利用）

国立環境研究所 苫小牧／富士北麓　熱・水・CO2フ ラックス、分光放射、植生指標データ

JAMSTEC
植生指数と気温，降水量，光合成有効放射量との経年変化の関係を示す全球マップ（衛星観測
より求めた植生指数）

JAMSTEC
日本列島における1982 年から2000 年の日別8km 植生指数(NDVI) (ベータ版)（Pathfinder
AVHRR Land (PAL)データセットを元に導出）

森林総合研究所

フラックス観測ネットワーク→別表２
- 安比／札幌／川越／富士吉田森林気象試験地観測データ
- 山城水文試験地観測データ
- 鹿北流域試験地観測データ

国立環境研究所 天塩 CC-LaGサイト　熱・水・CO2フラックス、分光放射、植生指標データ

東京大学 日本における植物生育適地データベース→本ガイド5.5（DIASからの公開準備中）

森林総合研究所 筑波山モニ1000→別表２

東京大学 マルハナバチモニタリングデータ

DIASデータセット公開状況                            別表１
黒字はDIASからダウンロード可能。赤字は公開準備中又は特定のプロジェクトに公開限定。青字はデータ提供機関のサーバーから
ダウンロード可能。
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データ提供機関 データセット

JAMSTEC
1945-47年撮影の航空写真を基にして作成された地形図より抽出を行った氷河分布域(サンプル
版)

JAMSTEC
1986-2004年の年降水量、年平均気温、年平均最高気温、年平均最低気温の空間分布（サンプ
ル版）（Baseline Meteorological Dataset of Siberia (BMDS)の77ヶ所の気象観測地点のデータを
用いて近距離法で補完）

JAMSTEC MAHASRI Pathfinderアジア域降水量格子点データ

JAMSTEC 西スマトラレーダー・雨量計統合降水量データ第1.1版

JAMSTEC GRENE-ei農業分野 タイ国0.05°×0.05°グリッド日降水量データ（試作版）

東京大学 東大、溝口グループが観測している石川県、福井県、富山県のほ場観測データ

農業環境技術研究所 地点別農業気象データ（北陸地域のアメダス55地点、日別値）

アジアモンスーン年
（AMY）プロジェクト

CTCZ-Pilot、HARIMAU-WPR、MAHASRI-AMY、パラオ-AMY、トライトンブイ、VPREX-
AMY_Mactan、COBRAラジオゾンデ、GRL-HyARCラジオゾンデ、HARIMAU sonde/AWS,
PRAISE, JICAチベット上層大気データ（公開準備中）

CEOP ARM NSA Reference Site（NSA、TWP）

CEOP BALTEX Reference Site（Norunda、Cabauw、Lindenberg、Sodankyla）

CEOP CAMP Reference Site（北東タイ、Chao Phraya川、韓国Haenam、朝鮮半島、モンゴル、チ
ベット、Tongyu、ヒマラヤ、南シナ海北部 - Southern Japan (NSCSSJ)、東シベリアTaiga、東シベリ
アTundra、赤道島嶼、西インドネシア、西太平洋）

CEOP CEOP_AP Pakistan Karakorum Reference Site

CEOP CliC BERMS Reference Site

CEOP CPPA Reference Site（Bigelow山、 SGP (Southern Great Plains)、Bondville、Oak Ridge、
韓国Haenam、朝鮮半島、Peck山）

CEOP Italy Reference Site

CEOP LBA Reference Site（Brasilia、Caxiuana、Manaus、Pantanal、 Rondonia、Santarem）

CEOP MDB Reference Site（Murrumbidgee、Tumbarumba）

CEOP Tsukuba Reference Site

GRENE農業 タイ国0.05°×0.05°グリッド日降水量データ（試作版）

総合地球環境学研究所
APHRODITE: 日本域降水データ(JP)、モンスーンアジア領域日平均気温データ
(Temp)、モンスーンアジア域降水データ(MA)、中東域降水データ(ME)、ロシア域降水
データ(RU)、ユーラシア広領域の日降水量データ(PR)

アジア水循環イニシア
ティブ（AWCI）

バングラディシュMeghna、ラオスSebangfai、ミャンマーShwegyin、ネパールBagmati、ウズベキスタ
ンChirchik-Okhangaran、インドSeonath、モンゴルSelbe、タイMae Wang、ブータン
Punatsangchhu、カンボジアSangker、マレーシアLangat、ベトナムHuong、フィリピンPampanga、スリ
ランカKalu Ganga、インドネシアMamberamo川、韓国Chungjuダム上流、パキスタンGilgit、利根川
上流

アフリカ水循環イニシア
ティブ（AfWCCI）

AfWCCI：公開に向けてデータポリシーを締結中。

国土交通省 全国テレメータデータ（公開準備中）

国土交通省 Cバンドレーダから得られる雨量データ（公開準備中）→本ガイド5.1.6

国土交通省 XバンドMPレーダネットワーク(XRAIN)→本ガイド5.1.2, 5.1.3

森林総合研究所

カンボジアchinit川
- 0.1度グリッドの月毎LAI変動推定値
- 中央部Kbal　Domreyにおける気温および湿度データ(日平均）
- 支流O_Thom _I　流域内の60ｍ森林観測タワーによる森林気象観測データ（月平均値）
- 流域の0.1度グリッドの月毎蒸発散量推定値(2004年気象データに基づく)

JAMSTEC トライトンブイデータ

JAMSTEC みらいCTDデータセット

東京大学 白鳳丸・淡青丸観測資料データベース→別表２

国立環境研究所
日本ーアメリカ西海岸間の定期貨物船を利用する大気海洋二酸化炭素モニタリング（Alligator
Hope、Skaubryn、Skaugran、Pyxis）

国立環境研究所
日本ーオセアニア間の定期貨物船を利用する洋上大気二酸化炭素モニタリング（Fuji Trans
World、GoldenWattle、Trans Future 5）

国立環境研究所 日本ー南シナ海間の定期貨物船を利用する洋上大気二酸化炭素モニタリング（Trans Future 1）

海上保安庁 リアルタイム験潮データ→別表２

海上保安庁 海洋汚染調査報告→別表２

海上保安庁 海洋速報＆海流推測図→別表２

海上保安庁 海流観測データ／潮汐観測データ→別表２

海上保安庁 相模湾、伊豆諸島周辺の海流図→別表２

気象庁 アルゴフロート観測データ→別表２

気象庁 海洋気象観測資料→別表２

流
域
観
測

海
洋
観
測

統合地球エネルギー・水
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気
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データ提供機関 データセット
気象庁 DIAS 長期再解析プロジェクト（JRA-25)（JRA55公開に伴い公開停止予定）

気象庁 55年長期再解析 (JRA-55C, 従来観測データのみ使用、JRA-55AMIP、全観測データ不使用)

気象庁 JCDAS（JRA55公開に伴い非公開予定）

ECMWF ERA-interim: FullResolution,  LowResolutionアーカイブ済み（公開準備中）

NOAA/NCEP NCEPの再解析出力データ（2015年度公開予定）

NASA 再解析出力データGLDAS（2015年度公開予定）

東北大学 全球高解像度客観解析海面水温データ

JAMSTEC Regional Ocean Renalysis -1/4degree North Pacific

JAMSTEC 全球海洋再解析（四次元変分法データ同化）

JAMSTEC 全球海洋大気生態系三圏結合再解析データ→本ガイド4.5

JAMSTEC 北太平洋海洋長期再解析データセットFORA-WNP30（解像度10km）

統合地球エネルギー・水
循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト

CEOP Model Output : 3D Gridded/MOLTS(Model Output Location Time Series) data（BoM、
CPTEC、ECMWF、ECPC、気象庁、MSC、GLDAS、GMAO、NCEP、UKMO、NCMRWF）

IPCC/AR4 CMIP3全データ→CMIP3可視化・解析システムから提供

IPCC/AR5 CIMIP5主要データ→本ガイド2.4、4.1

JAMSTEC
２１世紀気候変動予測革新プログラム→本ガイド2.4、4.1
- 高解像度大気海洋結合モデルに よる近未来予測実験データ
- 地球システム統合モデルによる長期気候変動予測実験データ

JAMSTEC ５ｍ水平解像度の大手町・有楽町の計算データ（MSSG）

JAMSTEC MSSGを用いた台風シミュレーションのデータ

JAMSTEC 北太平洋1/4度海洋モデルシミュレーション

JAMSTEC 全球海洋大気生態系三圏結合アンサンブル予測データ→本ガイド4.5

IGES ATHENAデータセット（高空間解像度の全球気候モデルを用いることによる再現性国際比較）

国立環境研究所 RR2002 人・自然・地球共生プロジェクト 第一課題（CMIP3、MIROC）

国立環境研究所 NHMによる異なる土地利用分布に対する気温の推定結果

環境省 全球／地域気候変動予測データ（協力：気象庁、GCM60/NHRCM20）

創生プロ
地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース（全球モデル及び日本域ダウンス
ケーリング）

気象庁／気象研究所 20kmメッシュ全球気候モデル出力（GCM20_RR2002；共生プロジェクト）→本ガイド2.1.3

気象庁
GPV（格子点データ）アーカイブ(短期予測、5kmメッシュ39時間予測～)→本ガイド5.1.1（東京大
学より公開）

気候変動リスク情報創生
プログラム

地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベースd4PDF（全球モデル60km、日本域
ダウンスケーリング20km）

東北大学
気候変動適応研究推進プログラム「東北地域のヤマセと冬季モンスーンの先進的ダウンスケール
研究」による再解析ダウンスケーリングデータ（公開について検討中）

北海道大学 マルチモデル平均の将来予測データセット（要問合せ）

SIO
全球再解析の日本域高解像(10km)ダウンスケーリングデータ（NCEP/NCAR再解析を元にした日
本域力学的ダウンスケーリング）

気象庁
地球温暖化予測情報（第8巻。全球気候モデルMRI-AGCM3.2（20km解像度）から非静力学地域
気候モデルNHRCM、日本域5km解像度へ）

JAMSTEC WRFによる関東域の現在気候再現実験出力データ[6km]（公開準備中）

JAMSTEC WRFによる関東域の擬似温暖化実験出力データ(4GCMアンサンブル)[6km]（公開準備中）

JAMSTEC WRFを用いた富山周辺域における現在気候再現実験の出力(4.5km)

JAMSTEC
WRFを用いた富山周辺域における疑似温暖化実験の出力(4.5km, a1b_GFDL, a1b_MIROCh,
a1b_MIROCm, a1b_MRI)

農業環境技術研究所 1kmメッシュ気象データ（北陸地域。アメダス観測データを1kmメッシュに内挿）

農業環境技術研究所 1kmメッシュ気象データ（過去再現～将来予測）（北陸地域）

気候変動リスク情報創生
プログラム

地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベースd4PDF（日本域ダウンスケーリン
グ）

防災科学技術研究所 水害統計GISデータ全国版（全国で1961-2009年の間に発生した水害）（公開準備中）

防災科学技術研究所 東京都市圏水害統計GISデータ（東京都市圏で1961-2008年の間に発生した水害）

国立環境研究所 内水氾濫テストシミュレーションのデータ（要問合せ）

GRENE-City 津波アーカイブ（2011年東北地方太平洋沖地震津波合同調査チームによる津波痕跡調査）

海上保安庁 下里水路観測所における衛星レーザー測距SLRデータ

予
測

自
然
災
害

ダ
ウ
ン
ス
ケ
ー

リ
ン
グ
等

再
解
析
デ
ー

タ
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データ提供機関 データセット

気象庁 火山遠望／空振／振動／地殻変動観測データ

気象庁 初動発震機構解データ

気象庁 地震検測値／震源／震度／地殻ひずみ／CMT解データ

東京大学 AGURAM全球都市域マップ地上情報データベース（ASTERの目視判読データ）

国立環境研究所 関東地方土地被覆・人工廃熱・社会経済変数予測データ（2050）（要問合せ）

国立環境研究所 関東地方土地被覆予測データ（1888～1976）（要問合せ）

産業総合研究所
RECCAで作成した総務省地域メッシュ統計第１次統計区画「名古屋」における月別・時間別推定
人工排熱量

名古屋大学 日本全国を対象としたQOL（生活の質）評価→本ガイド5.3

東京工業大学 気象解析用日本全国版都市粗度パラメータデータベース

マイクロジオデータ研究
会

商業集積統計、建物ポイントデータ、電話帳特性付き建物ポイントデータ、建物構造推
定データ、マイクロ人口統計、企業間取引ビッグデータ

東京大学 Lamdsat-based Global Urban Area Map (公開準備中)

RECCA 名古屋都市圏の暑熱環境と健康影響評価マップ

国立環境研究所 NICAM-Chemによる熱・PM2.5・オゾンによる健康影響の推定結果

土
地
利
用

健
康

自
然
災
害
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カ
テ
ゴ
リ
ー

項目
気候変

動
農業・
水産

災害 水資源
埋蔵鉱
物資源

エネル
ギー

（水力、
風力、太
陽光等）

健康・
公衆衛

生

生物多
様性

都市

インフ
ラ・輸送
（陸・海・

空）

内容(提供される情報：土壌水分
量、降水量等）

地域
(日本、世界、○

○市等）

データ期間
（FROM)

データ期間
(TO）

空間解像度
（○ｋｍメッシュ）

時間解像度
（○時間ご

と）

リアルタイ
ムデータ

公開/非公開 提供機関

Aqua搭載改良型高性能マイクロ波放射計(AMSR-E)
データセット

○ ○ ○

積算水蒸気量、積算雲水量、降
水量、海面水温、海上風速、海氷
密接度、積雪深、土壌水分量、マ
イクロ波輝度温度

全球（世界） 2002/06/01 2011/10/04
0.1度グリッド ,
0.25度グリッド

1日 一般公開

CEOP衛星データセット（ADEOS-II衛星 > AMSR、
GLI ）

○ ○ 2002/10/01 2004/12/31 0.25度グリッド 1日

CEOP衛星データセット（Aqua衛星 > AMSR-E、
AIRS ）

○ ○ 2002/10/01 2004/12/31 0.25度グリッド 1日

CEOP衛星データセット（ DMSP衛星 > SSMI、SSMIS
）

○ ○ マイクロ波放射輝度温度 2002/10/01 2004/12/31 0.25度グリッド 1日

CEOP衛星データセット（ Terra/Aqua衛星 > MODIS
）

○ ○ 放射輝度温度 モンスーン領域 2002/10/01 2004/12/31 500m グリッド 1日

CEOP衛星データセット（TRMM衛星 > PR、TMI ） ○ ○ ○ 放射輝度温度、降雨強度
全球（世界）、モ
ンスーン領域

2002/10/01 2004/12/31 0.25度グリッド 1日

DIAS衛星データ（Aqua衛星/MODIS chl-a、SST、
NSST）

〇 〇 〇
海面付近のクロロフィル-a濃度、
海面水温

2002/07/04 2007/04/16 9kmグリッド 1日

DIAS衛星データ（ CZCS Chlorophyll_a） 〇 〇 〇 1978/10/30 1986/06/22 9kmグリッド 1日

DIAS衛星データ（SeaWiFS Chlorophyll_a） 〇 〇 〇 1997/09/04 2009/12/31 9kmグリッド 1日

DIAS衛星データ（Terra衛星/MODIS SST、NSST ） 〇 〇 〇 海面水温 2000/02/24 2007/04/15 9kmグリッド 1日

DIAS衛星データ（CORONA衛星） ○ ○ 1959/01/01 1972/12/31 1.9-140.2m

DIAS衛星データ（LANDSAT衛星） ○ ○ 1970/01/01 1970/12/31 80m

DIAS衛星データ（GRACE衛星 ） ○ ○ ○ 地球の重力場 2003/02/01 2009/12/31

第一期水循環変動観測衛星「しずく」　(GCOM-W1)
データセット

○ ○ ○

積算水蒸気量、積算雲水量、降
水量、海面水温、海上風速、海氷
密接度、積雪深、土壌水分量、輝
度温度

2012/05/18  継続中
0.1度グリッド
,0.25度グリッド

1日

熱帯降雨観測衛星（TRMM）/降雨観測レーダ(PR)
データセット

○ ○ ○

受信電力、レーダ反射因子、地表
面規格化散乱断面積、降雨タイプ
分類、降雨強度プロファイル、降
雨パラメータの月間統計値、統計
的手法による月平均降雨強度

北緯36度～南
緯36度の全球

1997/12/12 2015/04/01

0.5度グリッド(降
雨パラメータ月間
統計値及び統計
的手法による月
平均降雨強度の
み）
4.3km(水平分解
能、上記以外）

DIAS-GRENE衛星データセット (ALOS) ○ ○ ○ オルソ補正カラー画像 日本 2006/08/29 2010/05/28 2.5mメッシュ
プロジェクト内
公開

陸域観測技術衛星「だいち」（ALOS）データセット
（AVNIR2）

○ ○ ○ 可視・近赤外放射温度 2006/01/24 2011/04/22 10m  （直下視） 46日

陸域観測技術衛星「だいち」（ALOS）データセット
（PALSAR）

○ ○ ○ 後方散乱係数 2006/01/24 2011/04/22
10m, 100m グリッ
ド

46日

陸域観測技術衛星「だいち」（ALOS）データセット
（PRISM）

○ ○ ○ ○ 可視域データ 2006/01/24 2011/04/22 2.5m （直下視） 46日

AVISO海面高度アノマリ（TOPEX/Poseidon, ERS-
1/2, Jason-1、ENVISATを使用)

○ ○ 海面高度 1992/10/14 2015/11/18 0.33 度グリッド
1日、7日、30
日

〇

SSM/I海洋プロダクト ○ ○ 〇
海洋上の海上風、可降水量、雲
水量、降水強度

1987/07/09 2015/11/18 0.25 度グリッド
1日、３日、7
日、１月

〇

GRENE-ei全球バイオマスデータセット
（MODISの月別NDVIプロダクト (MOD13A3)および
陸域生態系モデルを利用）

○ ○ NDVI, 地上バイオマス 2002/01/01 継続中 1km 1か月 東京大学

植生指数と気温，降水量，光合成有効放射量との経
年変化の関係を示す全球マップ（衛星観測より求め
た植生指数）

○ ○ ○ ○
NDVIと気温、NDVIと降水量、
NDVIとPAR

1986/01/01 1996/12/31 2 度 グリッド

日本列島における1982 年から2000 年の日別8km
植生指数(NDVI) (ベータ版)
（PathfinderAVHRR Land (PAL)データセットを元に
導出）

○ ○ ○ ○ ○ 日別植生指数 日本列島陸上 1982/01/01 2000/12/31 8ｋｍ グリッド 1日

DIASデータ公開内容（2016年3月9日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　別表１補足

可視・近赤外放射温度

海面付近のクロロフィル-a濃度

全球（世界）

全球（世界）、モ
ンスーン領域

全球（世界）

モンゴル西部
（北緯46～51
度東経87～94
度）

全球(世界)

マイクロ波放射輝度温度、赤外放
射温度

有償にて他機
関から公開中

提供機関から
一般公開

DIASから一般
公開

DIASから一般
公開

プロジェクト内
公開

提供機関から
一般公開

宇宙航空研
究開発機構

海洋研究開
発機構

海洋研究開
発機構

衛
星
観
測
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カ
テ
ゴ
リ
ー

項目
気候変

動
農業・
水産

災害 水資源
埋蔵鉱
物資源

エネル
ギー

（水力、
風力、太
陽光等）

健康・
公衆衛

生

生物多
様性

都市

インフ
ラ・輸送
（陸・海・

空）

内容(提供される情報：土壌水分
量、降水量等）

地域
(日本、世界、○

○市等）

データ期間
（FROM)

データ期間
(TO）

空間解像度
（○ｋｍメッシュ）

時間解像度
（○時間ご

と）

リアルタイ
ムデータ

公開/非公開 提供機関

下里水路観測所における衛星レーザー測距SLR
データ

衛星レーザー測距SLRデータ 下里 1982/03/31 継続中
提供機関から
一般公開

海上保安庁
海洋情報部
海洋調査課

気象庁ひまわり8号9号データ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

静止気象衛星搭載の可視赤外放
射計によって観測した地表、雲、
大気などの太陽光反射率及び赤
外放射量

アジア・環太平
洋地域（80N～
80S,60E～
220E）

2015/07/07 継続中 0.5km, 1km, 2km 2.5分、10分 ○
DIASから登録
ユーザーに公
開

気象庁

苫小牧 熱・水・CO2フ ラックス、分光放射、植生指
標データ （Tomakomai_Flux）

◯ 苫小牧 2000/07/01 2004/09/09 定点
30分、１日、
１月

富士北麓　熱・水・CO2フ ラックス、分光放射、植生
指標データ （Fuji_Hokuroku_Flux）

◯ 富士北麓 2006 2010 定点 30分、１日

フラックス観測ネットワーク（安比森林気象試験地観
測データ）

◯ ◯ ◯ 安比 2000/01/01 継続中 定点 30分

フラックス観測ネットワーク（札幌森林気象試験地観
測データ）

◯ ◯ ◯ 札幌 2000/01/01 継続中 定点 30分

フラックス観測ネットワーク（川越森林気象試験地観
測データ）

◯ ◯ ◯ 川越 1997/01/01 2002/12/31 定点 30分

フラックス観測ネットワーク（富士吉田森林気象試験
地観測データ）

◯ ◯ ◯ 富士吉田 2000/01/01 継続中 定点 30分

フラックス観測ネットワーク（山城水文試験地観測
データ）

◯ ◯ ◯ 山城 2000/01/01 継続中 定点 30分

フラックス観測ネットワーク（鹿北流域試験地観測
データ）

◯ ◯ ◯ 鹿北 2000/01/01 継続中 定点 30分

天塩 CC-LaGサイト　熱・水・CO2フラックス、分光放
射、植生指標データ

◯

CO2濃度プロファイル、気温、湿
度、風向、風速、気圧、全天日
射、分光放射、光合成有効放射、
地温、土壌水分、地流熱量

天塩 2001/08/26 継続中 定点 30分
DIASから一般
公開

国立環境研
究所

筑波山モニ1000 ○ ○ 毎木調査 筑波山 2008, 2013 ５年
提供機関から
一般公開

森林総合研
究所

1986-2004年の年降水量の空間分布（サンプル版） ○ ○ 年平均降水量 1986/01/01 2004/12/31 0.5o (50 km) 1年

1986-2004年の年平均気温の空間分布（サンプル
版）

○ 年平均気温 1986/01/01 2004/12/31 0.5o (50 km) 1年

1986-2004年の年平均最高気温の空間分布（サンプ
ル版）

○ 1986/01/01 2004/12/31 0.5o (50 km) 1年

1986-2004年の年平均最低気温の空間分布（サンプ
ル版）

○ 1986/01/01 2004/12/31 0.5o (50 km) 1年

MAHASRI Pathfinderアジア域降水量格子点データ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ アジア 1997/01/01 2002/12/31 1度 グリッド １月

西スマトラレーダー・雨量計統合降水量データ第1.1
版

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 西スマトラ 2006/10/28 2006/11/27 30分

東大、溝口グループが観測している石川県のほ場観
測データ１

○ ○ 2010/11/23 2014/101 定点 1時間

東大、溝口グループが観測している石川県のほ場観
測データ２

○ ○ 2013/04/18 2014/10/02 定点 1時間

東大、溝口グループが観測している福井県のほ場観
測データ

○ ○ 2010/11/25 継続中 定点 1時間

東大、溝口グループが観測している富山県のほ場観
測データ

○ ○ 2010/11/22 継続中 定点 1時間

地点別農業気象データ（北陸地域のアメダス55地
点、日別値）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

日平均/最高/最低気温、降水
量、気圧、相対湿度（平均と最
低）、水蒸気圧、飽差、風速、最大
風速、日照時間、日射量、下向き
長波放射量、ポテンシャル蒸発
量、FAO基準蒸発散量、水田水
温

北陸地域 1978/01/01 継続中 定点 １日

DIASから一般
公開
（2014/11/30
のデータまで）

農業環境技
術研究所

アジアモンスーン年（AMY）プロジェクト　　パラオ-
AMY

〇 〇
風向、風速、気温、湿度、露点温
度、気圧、高度

ミクロネシア 2008/06/01 2010/06/14 定点 ６時間
海洋研究開
発機構

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト ARM NSA データセット

○
自動気象観測装置で観測された
気象や土壌水分等のデータ

アラスカ 2002/10/01 2009/12/31 定点 30分

地
上
観
測

DIASから一般
公開

Oak Ridge
National

1日に1回
データ更
新

降水量、気温、湿度、風速、風
向、
全天日射、日射(反射)、光合成有
効放射量、光合成有効放射量(反
射)、正味放射、地中熱流、顕熱フ
ラックス、摩擦速度、CO2フラック
ス、CO2貯留変化量、生態系
(CO2)交換量、生態系呼吸量、総
一次生産量

土壌水分、地温、日射量

降水量

年平均最高気温

シベリア

DIASから一般
公開

提供機関から
一般公開

熱・水・CO2フラックス、一般気
象、分光放射、植生指標

一般公開

DIASから一般
公開

提供機関から
一般公開

石川県

国立環境研
究所

森林総合研
究所

海洋研究開
発機構

東京大学

福井県

衛
星
観
測
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項目
気候変

動
農業・
水産

災害 水資源
埋蔵鉱
物資源

エネル
ギー

（水力、
風力、太
陽光等）

健康・
公衆衛

生

生物多
様性

都市

インフ
ラ・輸送
（陸・海・

空）

内容(提供される情報：土壌水分
量、降水量等）

地域
(日本、世界、○

○市等）

データ期間
（FROM)

データ期間
(TO）

空間解像度
（○ｋｍメッシュ）

時間解像度
（○時間ご

と）

リアルタイ
ムデータ

公開/非公開 提供機関

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト ARM TWP データセット

○
西太平洋熱帯
地域

2002/10/01 2007/12/31 定点 30分

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト BALTEX Norunda データセット

○ スウェーデン 2002/10/01 2003/09/30 定点 30分
Lund
University

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト BALTEX Cabauw データセット

○ 2002/10/01 2003/09/30 定点 30分

Royal
Netherlands
Meteorlogical
Institute

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト BALTEX Lindenberg データセッ
ト

○ 2002/10/01 2009/12/31 定点 30分
Deutscher
Wetterdienst

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト BALTEX Sodankyla データセッ
ト

○ スウェーデン 2002/10/01 2004/12/31 定点 30分

Finnish
Meteorologic
al Institute,
Meteorologic
al Research

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト CAMP Northeast Thailand デー
タセット

○ タイ 2002/10/01 2004/12/31 定点 １時間

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト CAMP Chao Phraya River デー
タセット

○ タイ 2002/10/01 2004/12/31 定点 １時間

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト CAMP Korean Haenam データ
セット

○ 2002/10/01 2003/09/30 定点 30分

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト CAMP Korean Peninsula  デー
タセット

○ 2002/10/01 2003/03/31 定点 30分

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト CAMP Mongolia データセット

○ モンゴル 2002/10/01 2003/03/31 定点 30分
Hiroshima
University

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト CAMP Tibet データセット

○ チベット 2002/10/01 2004/12/31 定点 30分, 1時間

Kyoto
University,
JMA, The
University of
Tokyo

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト CAMP Tongyu データセット

○ 中国 2002/10/01 2004/12/31 定点 30分
Chinese
Academy of
Sciences

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト CAMP Himalayas データセット

○ ヒマラヤ 2002/10/01 2009/12/31 定点 １時間
CNR-IRSA /
Ev-K2-CNR
Committee

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト CAMP Northern South China
Sea - Southern Japan (NSCSSJ) データセット

○ 台湾 2002/10/01 2004/12/31 定点 １時間

Iowa State
University,
National
Central
University

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト CAMP Eastern Siberia Taiga
データセット

○ 2002/10/01 2004/12/17 定点 30分

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト CAMP Eastern Siberian Tundra
データセット

○ 2002/10/01 2004/12/31 定点 30分

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト CAMP Equatorial Island データ
セット

○ 2002/10/01 2004/12/31 定点 30分

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト CAMP Western Indonesia  デー
タセット

○ 2002/10/01 2007/12/31 定点 30分

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト CAMP Western Pacific Ocean
データセット

○ パラオ 2002/10/01 2007/12/31 定点 30分

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト CEOP_AP Pakistan Karakorum
データセット

○ パキスタン 2004/06/17 2008/12/31 定点 １時間
CNR-IRSA /
Ev-K2-CNR
Committee

地
上
観
測

自動気象観測装置で観測された
気象や土壌水分等のデータ

DIASから一般
公開

Tokyo
University of
Agriculture
and
Technology

 
National
Laboratory

Yonsei
University

JAMSTEC

韓国

ロシア

ドイツ

インドネシア
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統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト CliC BERMS データセット

○ カナダ 2002/10/01 2009/12/31 定点 30分

National
Hydrology
Research
Centre

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト CPPA Mt. Bigelow データセット

○ 2002/10/01 2004/12/31 定点 １時間

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト CPPA SGP (Southern Great
Plains) データセット

○ 2002/10/01 2009/12/31 定点 30分

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト CPPA Bondville データセット

○ 2002/10/01 2004/12/31 定点 30分

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト CPPA Oak Ridge データセット

○ 2002/10/01 2006/12/31 定点 30分

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト CPPA Ft. Peck データセット

○ 2002/10/01 2003/03/31 定点 30分

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Italy データセット

○ イタリア 2005/10/01 2010/12/31 定点 30分, 1時間
University of
Milano

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト LBA Brasilia データセット

○ 2005/10/01 2006/12/31 定点 30分

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト LBA Caxiuana データセット

○ 定点
ドキュメントメタ
データのみ公
開

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト LBA Manaus データセット

○ 2003/01/01 2004/12/31 定点 30分

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト LBA Pantanal データセット

○ 2002/10/01 2003/03/31 定点 30分

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト LBA Rondonia データセット

○ 定点
ドキュメントメタ
データのみ公
開

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト LBA Santarem データセット

○ 2002/10/01 2003/09/30 定点 30分

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト MDB Murrumbidgee データセッ
ト

○ 2002/10/01 2007/11/30 定点 30分
The
University of
Melbourne

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト MDB Tumbarumba データセット

○ 2002/10/01 2004/09/30 定点 １時間 CSIRO

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト Tsukuba データセット

○ つくば 2007/01/01 2010/12/31 定点 １時間
University of
Tsukuba

アジア水循環イニシアティブ（AWCI）　バングラディ
シュMeghna

○ ○ ○ ○ ○ 気温、降水量、流量 バングラディシュ 2003/01/01 2008/12/31 定点 1日
バングラディ
シュ

アジア水循環イニシアティブ（AWCI）　ラオス
Sebangfai

○ ○ ○ ○ ○ ラオス 2003/01/01 2007/12/31 定点 １日 or １月 ラオス

アジア水循環イニシアティブ（AWCI）　ミャンマー
Shwegyin

○ ○ ○ ○ ○ ミャンマー 2003/01/01 2004/12/31 定点 １日 ミャンマー

アジア水循環イニシアティブ（AWCI）　ネパール
Bagmati

○ ○ ○ ○ ○ 気温、湿度、降水量、風速 ネパール 2003/01/01 2004/12/31 定点 １日 ネパール

アジア水循環イニシアティブ（AWCI）　ウズベキスタ
ンChirchik-Okhangaran

○ ○ ○ ○ ○
気温、湿度、風速、降水量、日射
量等

ウズベキスタン 2003/01/01 2004/12/31 定点 １日
ウズベキスタ
ン

アジア水循環イニシアティブ（AWCI）　インドSeonath ○ ○ ○ ○ ○ 降水量 インド 2003/01/01 2004/12/31 定点 １日 インド

アジア水循環イニシアティブ（AWCI）　モンゴルSelbe ○ ○ ○ ○ ○ 気温、水位、流量、降水量 モンゴル 2004/01/01 2008/12/31 定点 １日 モンゴル

アジア水循環イニシアティブ（AWCI）　タイMae Wang ○ ○ ○ ○ ○ 気温、降水量、水位 タイ 2006/05/16 2007/12/31 定点 10分 タイ

アジア水循環イニシアティブ（AWCI）　ブータン
Punatsangchhu

○ ○ ○ ○ ○ 流量、降水量 ブータン 1989/01/01 2008/12/31 定点 １日 ブータン

アジア水循環イニシアティブ（AWCI）　カンボジア
Sangker

○ ○ ○ ○ ○ 降水量、自動気象観測 カンボジア 2006/12/01 2009/12/31 定点 1時間 カンボジア

アジア水循環イニシアティブ（AWCI）　マレーシア
Langat

○ ○ ○ ○ ○ 降水量、流量、気温 マレーシア 2003/01/01 2004/12/31 定点 １日 マレーシア

アジア水循環イニシアティブ（AWCI）　ベトナム
Huong

○ ○ ○ ○ ○ 水位、降水量 ベトナム 2004/01/01 2008/12/31 定点 1時間 ベトナム

アジア水循環イニシアティブ（AWCI）　フィリピン
Pampanga

○ ○ ○ ○ ○ 降水量、流量、水位 フィリピン 1961/10/01 2005/12/31 定点 １日、１月 フィリピン

DIASから一般
公開

NCAR/EOL

NOAA/ATD
D

LBA
Implementatio
n Manager /
Central
Office
Coordinator

自動気象観測装置で観測された
気象や土壌水分等のデータ

流量、降水量、水位

ブラジル
DIASから一般
公開

アメリカ

オーストラリア

地
上
観
測

DIASから一般
公開
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アジア水循環イニシアティブ（AWCI）　スリランカKalu
Ganga

○ ○ ○ ○ ○ 降水量、流量 スリランカ 2003/01/01 2004/12/31 定点 １日 スリランカ

アジア水循環イニシアティブ（AWCI）　インドネシア
Mamberamo川

○ ○ ○ ○ ○
気温、湿度、降水量、日照時間、
蒸発散量

インドネシア 1989/01/01 2007/07/31 定点 １日、１月 インドネシア

アジア水循環イニシアティブ（AWCI）　韓国Chungju
ダム上流

○ ○ ○ ○ ○
気温、湿度、風速、気圧、日射
量、流量

韓国 2003/01/01 2004/12/31 定点 １日 韓国

アジア水循環イニシアティブ（AWCI）　パキスタン
Gilgit

○ ○ ○ ○ ○
気温、湿度、風速、風向、降水
量、流量

パキスタン 2001/01/01 2007/12/31 定点 １日 パキスタン

アジア水循環イニシアティブ（AWCI）　利根川上流 ○ ○ ○ ○ ○
気温、風向、風速、降水量、日射
量、流量

日本 2003/01/01 2004/12/31 定点 1時間 日本

アフリカ水循環イニシアティブ（AfWCCI） ○ ○ ○ ○ ○
気温、流量、水位、地下水位、降
水量、等

アフリカ地域 定点
 公開に向け
てデータポリ
シーを締結中

東京大学

全国河川テレメータデータ ○ ○ ○ ○ ○ 降水量、流量、ダム諸量、水位 2010/04 継続中
定点（全国に分
布）

1分、10分、
60分

○

Cバンドレーダから得られる雨量データ ○ ○ ○ ○ 降雨強度 2010/04 継続中 1km 5分 ○

XRAIN合成雨量データ ○ ○ ○ ○ 降水強度 2010/07/15 継続中 250m 1分 ○

国土交通省 XRAIN 一次処理データ ○ ○ ○ ○
XRAINレーダサイト単位の一次処
理データ（５要素）

2010/07/15 継続中 250m 1分 ○

国土交通省 XRAIN raw データ ○ ○ ○ ○
XRAINレーダサイト単位の観測
データ（８要素）

2010/07/15 継続中 250m 1分 ○

カンボジアchinit川（ 0.1度グリッドの月毎LAI変動推
定値)

○ ○ ○ ○ ○ LAI　（葉面積指数） 2004/01/01 2004/12/31 0.1度 グリッド １月

カンボジアchinit川（中央部Kbal　Domreyにおける気
温および湿度データ(日平均））

○ ○ ○ ○ ○ 気温・湿度 2004/01/01 2005/12/31 １月

カンボジアchinit川（支流O_Thom _I 流域内の60ｍ森
林観測タワーによる森林気象観測データ（月平均
値））

○ ○ ○ ○ ○ 風速、風向、樹冠上の温・湿度 2004/01/01 2005/12/31 １月

カンボジアchinit川（流域の0.1度グリッドの月毎蒸発
散量推定値(2004年気象データに基づく)

○ ○ ○ ○ ○ 蒸発散量 2004/01/01 2004/12/31 0.1度 グリッド １月

1kmメッシュ気象データ（北陸地域。アメダス観測
データを1kmメッシュに内挿）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
日平均/最高/最低気温、降水
量、日照時間、日射量、相対湿
度、風速

北陸地域 1978/01/01 継続中 1kmメッシュ １日
DIASから一般
公開（2014年
データまで）

GRENE-ei農業分野 タイ国0.05°×0.05°グリッド
日降水量データ（試作版）

○ ○ ○ ○ 降水量 タイ国 1979/01/01 2011/12/31 0.05° Daily
DIASから一般
公開

NIAES 1kmメッシュ気象データ（北陸地域） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
日平均/最高/最低気温、降水
量、日照時間、日射量、相対湿
度、風速

北陸地域 1978/01/01 継続中 1kmメッシュ Daily
DIASから一般
公開（2014年
データまで）

アジアモンスーン年（AMY）プロジェクト　　HARIMAU
sonde/AWS

○
AWS;風向、風速、気温、湿度、気
圧、降水量、日射量

AWS:インドネシ
ア５地点
Radiosonde:イン
ドネシア・ジャワ
島４地点

2008/01/01 2010/12/31

Radiosonde:
3時間、or 6
時間毎
AWS：1時間

DIASから一般
公開

海洋研究開
発機構

GRENE-ei農業分野 タイ国0.05°×0.05°グリッド
日降水量データ

タイ国 (5.5N-
20.5N, 97E-
106E)

1979/01/01 2012/12/31 Daily
海洋研究開
発機構

APHRODITE 日本域降水データセット 日本域 1900/01/01 2011/12/31 Daily

APHRODITE 日平均気温データセット 気温 1961 2007 Daily

APHRODITE モンスーンアジア域降水データセット 1951 2007 Daily

APHRODITE 中東域降水データセット 中東領域 1951 2007 Daily

APHRODITE ロシア域降水データセット ロシア領域 1951 2007 Daily

APHRODITE 統合領域降水データセット 降水量
ユーラシア広領
域

1951 2007
0.25度および0.5
度間隔

Daily
総合地球環
境学研究所

シベリア タワーネットワーク温室効果ガスデータ
CO2、CH4、気温、湿度、風向、
風速、日射量、気圧、降水量等

シベリア 2001-10-15 継続中 Hourly
国立環境研
究所

大
気

観
測

温室効果ガス観測資料（気象庁観測船による海洋及
び海上大気中の二酸化炭素及び他の温室効果ガ
ス）

○ 二酸化炭素、温室効果ガス
西太平洋
20S-50N,
120E-170E

1989/11/01 継続中
提供機関から
一般公開

気象庁

森林総合研
究所

農業環境技
術研究所

国土交通省

カンボジア

モンスーンアジ
ア領域

降水量

降水量

日本

公開に向けて
調整中（来年
度）

DIASから一般
公開

総合地球環
境学研究所

DIASから一般
公開

DIASから一般
公開

0.25度および0.5
度間隔

地
上
観
測

DIASから一般
公開

DIAS以外から
一般公開
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南鳥島気象観測所における大気中ハロカーボン濃
度観測データ （MNM_halocarbon2012）

○ 大気中ハロカーボン濃度 2012/06/02 継続中 ２回/月観測

南鳥島気象観測所における大気中二酸化炭素同位
体比観測データ（MNM_CO2isotoperatio）

○ 大気中二酸化炭素同位体比 2011/07/01 継続中 １回/週観測

南鳥島気象観測所における大気中酸素濃度観測
データ （MNM_O2）

○ 大気中酸素濃度 2011/09/01 継続中 ２回/月観測

南鳥島気象観測所における大気中水素濃度観測
データ（MNM_H2）

○ 大気中水素濃度 2012/01/01 継続中 １時間毎

南鳥島気象観測所における大気中ラドン濃度観測
データ（MNM_Rn）

○ 大気中ラドン濃度 2013/01/01 継続中 １時間毎

大気汚染物質の排出インベントリ（RECCA/SALSA
実験で使用した人為起源SO2とBCの排出インベント
リ）

◯ ◯
ブラックカーボン排出量、SO2排
出量

東アジア 2007/08/01 2007/08/31 2kmメッシュ １月
提供機関から
一般公開

波照間モニタリングステーション 温室効果
ガスデータ

○ 波照間 1993/10/17 継続中

落石岬モニタリング
ステーション 温室効果ガスデータ

○ 落石岬 1995/08/01 継続中

富士山温室効果ガスデータ ○ 富士山 2009/07/20 継続中 1日 非公開

辺戸岬 大気・エアロゾル観測ステーションにおける
エアロゾルの質量・化学組成・光学特性・鉛直分布
等に関する観測結果

◯ ◯ ◯ エアロゾル 辺戸岬 2005/08/01 継続中 測器による ◯

オゾンゾンデ観測によるオゾン鉛直分布データ ○ オゾン鉛直分布

札幌、舘野/つく
ば、鹿児島
（2005年で終
了）、那覇、南極
昭和基地

1966/03/17 継続中

オゾン全量観測によるオゾン全量データ ○ オゾン全量データ

札幌、舘野/つく
ば、鹿児島
(2005年で終
了）、那覇、南鳥
島、鳥島（1965
年で終了）、南
極昭和基地

1957/06/26 継続中

オゾン反転観測による層別オゾン鉛直分布データ ○ 層別のオゾン鉛直分布データ

札幌、舘野/つく
ば、鹿児島
（2005年で終
了）、那覇、南鳥
島（1963年で終
了）、鳥島（1959
年で終了）、南
極昭和基地

1957/08/01 継続中

サンフォトメータ観測データ ○
エアロゾルについてのパラメータ
（光学的厚さ、オングストオーム指
数）

綾里、与那国
島、南鳥島

1997/01/01 継続中 １時間毎

ライダー観測データ ○ エアロゾル 綾里 2002/03/01 2011/12/31 １時間毎

紫外域日射観測によるB領域紫外線データ ○ 紫外域日射観測

札幌、舘野/つく
ば、鹿児島
（2005年で終
了）、那覇、南極
昭和基地

1990/01/01 継続中

アジアモンスーン年（AMY）プロジェクト　　CTCZ-
Pilot

○ ○ ベンガル湾 2009/07/19 2009/08/15 定点観測 12時間
Indian
Institute of
Science

アジアモンスーン年（AMY）プロジェクト
HARIMAU-WPR

〇 〇 〇 〇 〇 2008/01/01 2010/12/31
京都学生存
圏研究所

アジアモンスーン年（AMY）プロジェクト
MAHASRI-AMY

〇 〇 〇 〇 〇 風向、風速、気圧、気温、湿度 2008/08/20 2010/12/20 鉛直約10m
海洋研究開
発機構

アジアモンスーン年（AMY）プロジェクト　　VPREX-
AMY_Mactan

〇 〇
風向、風速、気温、湿度、露点温
度、気圧、高度

フィリピン 2010/09/15 2010/12/31 12時間
海洋研究開
発機構

アジアモンスーン年（AMY）プロジェクト　　COBRAラ
ジオゾンデ

○ ○ 2008/05/30 2009/06/16 一地点のみ 不連続 名古屋大学

アジアモンスーン年（AMY）プロジェクト　　GRL-
HyARCラジオゾンデ

○ 2010/06/01 2010/06/16 一地点のみ 不連続 名古屋大学

非公開

提供機関から
一般公開

DIASから一般
公開

南鳥島気象観
測所

南鳥島気象観
測所

非公開 気象研究所

気象研究所

国立環境研
究所

気象庁

1時間、1日、
1ヶ月

３時間 or ６
時間

風向、風速、気温、湿度

DIASから一般
公開

沖縄風向、風速、気温、湿度、気圧

定点観測

インドネシア

大
気
観
測

二酸化炭素
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埋蔵鉱
物資源

エネル
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（水力、
風力、太
陽光等）

健康・
公衆衛

生

生物多
様性

都市

インフ
ラ・輸送
（陸・海・

空）

内容(提供される情報：土壌水分
量、降水量等）

地域
(日本、世界、○

○市等）

データ期間
（FROM)

データ期間
(TO）

空間解像度
（○ｋｍメッシュ）

時間解像度
（○時間ご

と）

リアルタイ
ムデータ

公開/非公開 提供機関

アジアモンスーン年（AMY）プロジェクト　　JICA-チ
ベット上層大気

○ ○ 風向、風速、気温、湿度 チベット
公開準備中
（年内）

JICA チベット
プロジェクト

アジアモンスーン年（AMY）プロジェクト　　HARIMAU
sonde

○ 風向、風速
インドネシア ポ
ンティアナ・マナ
ド・ビアク

2007/02/22 継続中 100m(鉛直) 10分
DIASから一般
公開

海洋研究開
発機構

アジアモンスーン年（AMY）プロジェクト　　 トライトン
ブイ

○ ○ ○ ○
水温、塩分、流速、風向風速、気
温、相対湿度、気圧、雨量、短波
放射

2008/01/01 継続中 １時間

トライトンブイデータ ○ ○
水温、塩分、混合層内の流速、風
向風速、気温、相対湿度、気圧、
雨量、短波放射

1998/03 2010/03

南緯5度～北緯8
度，東経130～
156度の範囲の
16地点

1日

みらいCTDデータセット ○ ○ 水温・塩分鉛直プロファイル 1998/11/03 2008/02/10

白鳳丸・淡青丸観測資料データベース ○ ○ ○ ○ ○ ○ CDT(水温、塩分、圧力) 1997/01/01 2012/12/31 東京大学

リアルタイム験潮データ: kaisyo_jhd_kencho 日本沿岸 2008 継続中 5 分 ○

リアルタイム験潮データ: jare_jhd 昭和基地 1987/02/01 継続中 5 分 ○

海洋汚染調査報告

海水：石油､カドミウム､水銀、化学
的酸素要求量（COD）及び溶存酸
素（DO）の分析を行い、水温、実
用塩分、水素イオン指数（pH）
堆積物：石油、PCB、有機スズ化
合物（TBT）、カドミウム、水銀、
銅、亜鉛、クロム及び鉛

1998 継続中 １年

海洋速報＆海流推測図

海流図、水温図、海流推測図、表
面水温図、表面水温偏差図、衛
星水温画像、黒潮強流情報、水
温海流合成図、黒潮ファイブ、速
報カレンダー

2002/01/22 継続中 日、週単位

海流観測データ 海流、表面水温、表面塩分
日本を中心とし
た全世界

1854 継続中

潮汐観測データ 潮高値
日本沿岸、昭和
基地

1910 継続中

相模湾、伊豆諸島周辺の海流図 海流
相模湾、伊豆諸
島周辺

2008 継続中

アルゴフロート観測データ ○ ○ 海面から2000ｍの水温・塩分 日本沿岸 過去約2年 継続中 約５日

海洋気象観測資料 ○ ○
水温･塩分･化学成分等の海洋観
測データ、海上気象･高層気象観
測データ

北西太平洋およ
び日本周辺海
域

1965/04/01 継続中

日本ーアメリカ西海岸間の定期貨物船を利用する大
気海洋二酸化炭素モニタリング （AlligatorHope）

◯ ○
二酸化炭素、大気(気温・湿度・風
速・日射量・気圧)、海洋(水温・塩
分)

日本ー米国西
海岸の航路上
30S-60N,
120E-115W

1999/11/12 2001/05/11

日本ーアメリカ西海岸間の定期貨物船を利用する大
気海洋二酸化炭素モニタリング （Skaubryn）

◯ ○
二酸化炭素、Ozone、下層大気
(気温・湿度・気圧)

日本ー米国西
海岸の航路上
30S-60N,
120E-115W

2005/05/04 2010/07/14 10分

日本ーアメリカ西海岸間の定期貨物船を利用する大
気海洋二酸化炭素モニタリング （Skaugran）

◯ ○

日本ー米国西
海岸の航路上
28S-60N,
120E-115W

1995/03/29 1999/09/25

日本ーアメリカ西海岸間の定期貨物船を利用する大
気海洋二酸化炭素モニタリング （Pyxis）

◯ ○

日本ー米国西
海岸の航路上
28S-60N,
120E-115W

2001/11/06 2013/04/25 10分

日本ーオセアニア間の定期貨物船を利用する洋上
大気二酸化炭素モニタリング（Fuji TransWorld ）

◯ ○
二酸化炭素、下層大気(気温・湿
度・日射量)

日本ーオセアニ
ア間の航路上
28S-36N,
135E-160E

2003/02/14 2005/11/10 10分

国立環境研
究所

海洋研究開
発機構

海上保安庁

気象庁

提供機関から
一般公開

潮汐、潮位、潮高、験潮所

DIASから一般
公開

DIASから一般
公開

二酸化炭素、大気(気温・湿度・風
速・日射量・気圧)、海洋(水温・塩
分)

西太平洋と東イ
ンド洋の熱帯域

全球（世界）

日本沿岸

海
洋
観
測

大
気
観
測

大
気
・
海
洋
観
測
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時間解像度
（○時間ご

と）

リアルタイ
ムデータ

公開/非公開 提供機関

大
気
・

海
洋
観

測
日本ーオセアニア間の定期貨物船を利用する洋上
大気二酸化炭素モニタリング（GoldenWattle）

◯ ○
二酸化炭素、大気(気温・湿度・風
速・日射量・気圧)、海洋(水温・塩
分)

日本ーオセアニ
ア間の航路上
28S-36N,
135E-160E

2001/10/16 2002/05/07 10分

日本ーオセアニア間の定期貨物船を利用する洋上
大気二酸化炭素モニタリング（Trans Future 5 ）

◯ ○
二酸化炭素、大気(気温・湿度・風
速・日射量・気圧)、海洋(水温・塩
分)

日本ーオセアニ
ア間の航路上
45S-35N,
130E-180E

2005/11/11 2015/08/24 10分

日本ー南シナ海間の定期貨物船を利用する洋上大
気二酸化炭素モニタリング (Trans Future 1)

◯ ○
二酸化炭素、下層大気(気温・湿
度)

日本ー南シナ海
間の航路上
45S-35N,
130E-180E

2010/11/16 2014/03/15 10分

日本-アメリカ西海岸間の定期貨物船(NewCentry2)
を利用する大気海洋二酸化炭素モニタリング

◯ ○

船の航行情報、下層大気と表層
海洋の二酸化炭素データ、大気
(気温・湿度・風速・日射量・気圧)
と海洋(水温・塩分)の基本的な変
数を含む

日本ー米国西
海岸の航路上
28S-60N,
120E-70W

2014/04/11 継続中
DIASから一般
公開

日本ー南シナ海間の定期貨物船(Fujitrans World)を
利用する洋上大気二酸化炭素モニタリング

◯ ○
船の航行情報、下層大気の二酸
化炭素データ、大気(気温・湿度)
の基本的な変数を含む。

日本ー米国西
海岸の航路上
10S-40N,
140E-100W

2007/09/19 継続中 10分
DIASから一般
公開

気象庁55年長期再解析（JRA-55） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1958/01/01 継続中
3時間、6時
間

半年毎
に、直近
期間の
データを
追加

気象庁55年長期再解析 従来型観測データのみ使
用(JRA-55C)

○ 1972/11/01 2012/12/31
3時間、6時
間

気象庁55年長期再解析 全観測データ不使用(JRA-
55AMIP）

○ 1958/01/01 2012/12/31
3時間、6時
間

DIAS 長期再解析プロジェクト（JRA-25）) ○ ○ ○ ○ ○ ○
3時間、6時
間

JCDAS ○ ○ ○ ○ ○ ○
3時間、6時
間

ERA-interim: FullResolution, LowResolution ○ ○ ○ ○ ○ ○
公開に向けて
調整中（来年
度）

気候変動適応研究推進プログラム「東北地域のヤマ
セと冬季モンスーンの先進的ダウンスケール研究」に
よる再解析ダウンスケーリングデータ

◯ ◯ ◯ 東北地域 1979/05/28 2011/08/31 10km 1時間 検討中 東北大学

北太平洋1/4度海洋モデルシミュレーション ○ ○ 北太平洋 1990/01/01 2004/12/31 0.25 メッシュ 1日
DIASから一般
公開

全球海洋再解析（四次元変分法データ同化）:
DIAS_ODAP2

○ 1991/01/01 2006/12/31 1度 メッシュ 1月

全球海洋再解析（四次元変分法データ同化）:
DIAS_ODAPv2.１

○ 1986/01/01 2004/12/31 1度 メッシュ 1月

東北大学全球高解像度客観解析海面水温データ ○ ○ 海面水温 1990/01/01 2005/03/31 0.1度 メッシュ 1日

全球海洋大気生態系三圏結合再解析・予測データ ○ ○
海洋、大気、海洋低次生態系パラ
メータ

2010/01/01 2014/12/31 1度 メッシュ 10日
海洋研究開
発機構

全球再解析の日本域高解像（10km）ダウンスケーリ
ングデータ（NCEP/NCAR再解析を元にした日本域
力学的ダウンスケーリング）

○ ○ ○ ○ ○
高品質で均質な気温や降水量等
の気候データセット

日本域 1948/01/01 2006/12/31 10km メッシュ 1時間 東京大学

北西太平洋海洋長期再解析データセット (FORA-
WNP30)

日本周辺の約30年にわたる海洋
環境を水平解像度0.1度（約
10km）という高分解能で再現した
データセット

日本周辺 1982/01/01 2014/12/31 0.1度（約10km） Daily
海洋研究開
発機構

WRFを用いた富山周辺域における擬似温暖化実験
の出力力 [4.5km] (CSIRO)

○ ○ 1990/08/01 2010/07/31 4.5km メッシュ 1時間

WRFを用いた富山周辺域における擬似温暖化実験
の出力 [4.5km] (MIROCh)

○ ○ 1990/08/01 2010/07/31 4.5km メッシュ 1時間

東京大学

海洋研究開
発機構

国立環境研
究所

海洋研究開
発機構

気象庁モデル格子デー
タ（TL319）、緯度
／経度格子デー
タ（1.25 度）

全球（世界）

全球（世界）

高品質で均質な気温や降水量等
の気候データセット

大
気
・
海
洋
観
測

DIASから一般
公開。利用制
約あり（第三者
への配布、商
用利用は不
可）

DIASから一般
公開

DIASから一般
公開

海洋パラメータ

非公開予定
（JRA55が公
開されたため）

再
解
析

バージョンアッ
プして提供機
関から一般公
開

再
解
析

DIASから一般
公開

モ
デ
ル
出

力

（
数
値

気
象
予

測

)
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リアルタイ
ムデータ

公開/非公開 提供機関

WRFを用いた富山周辺域における擬似温暖化実験
の出力 [4.5km] (MIROCm)

○ ○ 1990/08/01 2010/07/31 4.5km メッシュ 1時間

WRFを用いた富山周辺域における擬似温暖化実験
の出力 [4.5km] (MRI)

○ ○ 1990/08/01 2010/07/31 4.5km メッシュ 1時間

WRFを用いた富山周辺域における擬似温暖化実験
の出力 [4.5km] (GFDL)

○ ○ 1990/08/01 2010/07/31 4.5km メッシュ 1時間

GPV(格子点データ)アーカイブ ○ ○ ○ ○ 気象予測データ
全球、メソ（日
本）

2002 継続中 50km、5km
6時間ごと、3
時間ごと

○
提供機関から
一般公開

東京大学

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : 3D Gridded
BoM data

○ ○ 2002/10/01 2004/12/30 T239L29 1時間
Bureau of
Meteorology

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : 3D Gridded
CPTEC data

○ ○ 2001/07/01 2004/12/31

T126
gaussian grid
~1.125 degrees
on pressure
surfaces

6時間 CPTEC/INPE

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : 3D Gridded
ECMWF data

○ ○ 2001/07/01 2009/08/31
T511 Reduced
gaussian grid (39
km)

1時間 ECMWF

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : 3D Gridded
ECPC RII36 data

○ ○ 2001/07/01 2004/12/31 3時間

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : 3D Gridded
ECPC RII6 data

○ ○ 2001/07/01 2004/12/31 3時間

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : 3D Gridded
ECPC SFC36 data

○ ○ 2001/07/01 2004/12/31 3時間

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : 3D Gridded
ECPC SFC6 data

○ ○ 2001/07/01 2004/12/31 3時間

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : 3D Gridded
GLDAS data

○ ○ 2001/07/01 2004/09/31 0.25度 3時間

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : 3D Gridded
GMAO data

○ ○ 2001/07/01 2004/09/31 1度 メッシュ 6時間

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : 3D Gridded
JMA data

○ ○ 2002/10/01 2004/12/30 1.25度 メッシュ 1時間
Japan
Meteorologic
al Agency

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : 3D Gridded
MSC data

○ ○ 2002/10/01 2004/12/31

800x600
0.45 degree
longitude
0.30 degree
latitude

1時間
Meteorologic
al Service
Canada

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : 3D Gridded
NCEP data

○ ○ 2002/10/01 2005/07/31
768x384 grids
(lon, lat)

3時間 NCEP/EMC

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : 3D Gridded
NCEP CDAS data

○ ○ 2002/10/01 2004/12/31
T62L28 (192 lon
X 94 lat)

3時間 NCEP/EMC

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : 3D Gridded
NCMRWF  data

○ ○ 2003/10/01 2004/08/30 1.5 x 1.5

National
Center for
Medium
Range
Weather

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : 3D Gridded
UKMET data

○ ○ 2002/10/01 2004/12/31
 0.83 x 0.56
degrees

3時間

Global Model
Development
and
Diagnostics
Met Office

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : MOLTS BoM
data

○ ○ 2002/10/01 2003/9/31
CEOP リファレン
スサイト地点

1時間
Bureau of
Meteorology

Experimental
Climate
Prediction
Center

NASA-GSFC

海洋研究開
発機構

T62L28
2.5 X 2.5
degrees on
pressure surfaces

気温や降水量等のモデル出力時
系列データセット

DIASから一般
公開

モ
デ
ル
出
力

（
数
値
気
象
予
測

)

富山周辺域
気候変動予測データ（擬似温暖
化実験の出力）

全球（世界）

DIASから一般
公開
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カ
テ
ゴ
リ
ー

項目
気候変

動
農業・
水産

災害 水資源
埋蔵鉱
物資源

エネル
ギー

（水力、
風力、太
陽光等）

健康・
公衆衛

生

生物多
様性

都市

インフ
ラ・輸送
（陸・海・

空）

内容(提供される情報：土壌水分
量、降水量等）

地域
(日本、世界、○

○市等）

データ期間
（FROM)

データ期間
(TO）

空間解像度
（○ｋｍメッシュ）

時間解像度
（○時間ご

と）

リアルタイ
ムデータ

公開/非公開 提供機関

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : MOLTS
CPTEC data

○ ○ 2001/07/01 2004/12/31 6時間 CPTEC/INPE

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : MOLTS ECPC
RII36 data

○ ○ 2001/07/01 2004/12/31 3時間

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : MOLTS ECPC
RII6 data

○ ○ 2001/07/01 2004/12/31 3時間

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : MOLTS ECPC
SFC36 data

○ ○ 2001/07/01 2004/12/31 3時間

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : MOLTS ECPC
SFC6 data

○ ○ 2001/07/01 2004/12/31 3時間

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : MOLTS
GLDAS data

○ ○ 2001/07/01 2004/09/31 3時間

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : MOLTS
GMAO data

○ ○ 2001/07/01 2004/10/31 3時間

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : MOLTS JMA
data

○ ○ 2002/10/01 2004/12/30 1時間
Japan
Meteorologic
al Agency

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : MOLTS MSC
data

○ ○ 2002/10/01 2004/12/31 1時間
Meteorologic
al Service
Canada

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : MOLTS NCEP
data

○ ○ 2002/10/01 2005/07/31 3時間 NCEP/EMC

統合地球エネルギー・水循環観測プロジェクト
(CEOP)プロジェクト  Model Output : MOLTS
UKMET data

○ ○ 2002/10/01 2004/12/31 3時間

Global Model
Development
and
Diagnostics
Met Office

5ｍ水平解像度の大手町・有楽町の計算データ
（MSSG）

○ 気温・風速等のデータ
大手町・有楽町
周辺

2005/08/05 2005/08/05 5m １分

MSSGを用いた台風シミュレーションのデータ ○ 台風シミュレーションのデータ 全球（世界） 2011  継続中 0.1度 メッシュ イベントごと

WRFによる関東域の現在気候再現実験出力データ
[6km]

気候変動予測データ 1979/10/01 2010/09/30 6km メッシュ 1時間

WRFによる関東域の擬似温暖化実験出力データ
(4GCMアンサンブル)[6km]

擬似温暖化実験出力データ 1980/10/01 2010/09/30 6km メッシュ 1時間

ATHENAデータセット（高空間解像度の全球気候モ
デルを用いることによる再現性国際比較）

○ ○ 気候変動予測データ 全球（世界） 1960/01/01 2117/12/31
7kmメッシュ,
10kmメッシュ、等

6時間
東京大学、
海洋研究開
発機構

WRFを用いた富山周辺域における現在気候再現実
験の出力 [4.5km]

○ ○ 現在気候再現実験の出力 富山周辺域 1990/08/01 2010/07/31 4.5km メッシュ 1時間
海洋研究開
発機構

20km メッシュ全球大気モデル出力 〇 〇 〇 〇 〇 〇
大気大循環モデルの出力（２０世
紀末条件と２１世紀末条件）

1979/01/01 1998/12/31 20 km メッシュ
月、日、６時
間ごと

DIASから一般
公開

気象研究所

IPCC/AR4 データ 〇 1900 2100

DIAS CMIP3/
CMIP5 可視
化・解析シス
テムで統合利
用

IPCC/AR5　データ 〇 1900 2100

DIAS CMIP3/
CMIP5 可視
化・解析シス
テムで統合利
用

NASA-GSFC

東京大学

海洋研究開
発機構

東京大学

Experimental
Climate
Prediction
Center

気温や降水量等のモデル出力時
系列データセット

モ
デ
ル
出
力

（
気
候
変
動
予
測

)

気候変動予測データ

関東域

非公開

DIASから一般
公開

公開準備中
（年内）

CEOP リファレン
スサイト地点

モ
デ
ル
出
力

（
数
値
気
象
予
測

)

全球（世界）

全球（世界）

DIASから一般
公開
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カ
テ
ゴ
リ
ー

項目
気候変

動
農業・
水産

災害 水資源
埋蔵鉱
物資源

エネル
ギー

（水力、
風力、太
陽光等）

健康・
公衆衛

生

生物多
様性

都市

インフ
ラ・輸送
（陸・海・

空）

内容(提供される情報：土壌水分
量、降水量等）

地域
(日本、世界、○

○市等）

データ期間
（FROM)

データ期間
(TO）

空間解像度
（○ｋｍメッシュ）

時間解像度
（○時間ご

と）

リアルタイ
ムデータ

公開/非公開 提供機関

21世紀気候変動予測革新プログラム（高解像度大気
海洋結合モデルに よる近未来予測実験データ ）

近未来の気候変化予測 1850/01/01 2300/12/31

21世紀気候変動予測革新プログラム（地球システム
統合モデルによる長期気候変動予測実験データ）

○ ○ ○ ○ 　 ○ ○ ○ 　 　 長期的な地球環境の変化 1850/01/01 2300/12/31

公開済み：
「ESG のノード
の１つとして
DIASから公
開」

1kmメッシュ気象データ（過去再現～将来予測）（北
陸地域）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
日最高/最低気温、降水量、日射
量、相対湿度、風速

北陸地域 1981/01/01 2100/12/31 1km メッシュ １日
DIASから一般
公開

農業環境技
術研究所

RR2002 人・自然・地球共生プロジェクト 第一課題
（CMIP3、MIROC）

○ 温暖化見通し計算 全球（世界） 1900/01/01 2100/12/31 1度 メッシュ
3時間、６時
間、1日、１
月

DIASから一般
公開

NHMによる異なる土地利用分布に対する気温の推
定結果

◯ ◯ 気温分布 関東地方 1970/08/08 2030/08/20 2kmメッシュ １日
提供機関から
一般公開

環境省 全球気候変動予測データ （協力：気象庁、
GCM60）

○ 全球（世界）

1984/09/01
(現在気候)
2080/09/01
(将来気候)

2004/08/31
(現在気候)
2100/08/31
(将来気候)

60km メッシュ 3時間/1日

環境省 地域気候変動予測データ（協力：気象庁、
NHRCM20）

○

1984/09/01
(現在気候)
2080/09/01
(将来気候)

2004/08/31
(現在気候)
2100/08/31
(将来気候)

20km メッシュ 1時間～1月

地球温暖化予測情報(非静力学地域気候モデル
NHRCM)

○ 1980/09/01 2095/08/31 5km メッシュ 10分、1時間
DIASから制限
付公開

気象庁

マルチモデル平均の将来予測データセット 北海道域 2050/01/01 2059/12/31 1日 北海道大学

NIAES 1kmメッシュ気象データ（過去再現～将来予
測）（北陸地域）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
日最高/最低気温、降水量、日射
量、相対湿度、風速

北陸地域 1981/01/01 2100/12/31 1kmメッシュ Daily
DIASから一般
公開

農業環境技
術研究所

地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測
データベース（全球モデル）

全球（世界） 1952 2011
 1/3/6/12
hourly, daily
and monthly

DIASから一般
公開

地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測
データベース（日本域ダウンスケーリング）

日本域 （15N-
40N, 105E-
170E）

1950-09-01 2010-08-31 Hourly
DIASから一般
公開

全球輸送モデルにより計算されたCO2濃度
（NICAM-TMにより計算）

○ ○ 全球（世界） 2000/01/01 2013/12/31 1 度 メッシュ 30分

領域輸送モデルにより計算されたCO2濃度（AIST-
MMにより計算）

○ ○ 関東 2009/01/01 2013/12/31 2 km メッシュ 30分

モ
デ
ル
出
力

（
健
康
影
響

評
価

)

NICAM-Chemによる熱・PM2.5・オゾンによる健康影
響の推定結果

◯ ◯ ◯ 気温、PM2.5、オゾンの分布 日本域 2007/08/06 2007/08/16 0.1度メッシュ 1日
提供機関から
一般公開

国立環境研
究所

シ
ミ

ュ
レ
ー

シ

ョ
ン

（
内

水
氾
濫

)

内水氾濫テストシミュレーションのデータ 内水氾濫シミュレーションデータ 神田川流域 2004/10/08 2005/09/05 10分
国立環境研
究所

水害統計GISデータ全国版（全国で1961-2009年の
間に発生した水害

◯ ◯
水害原因、被災家屋、被災世帯
数、被害額のデータ

日本域 1961/01/01 2009/03/31 1日
公開準備中
（平成28年度）

東京都市圏水害統計GISデータ（東京都市圏で
1961-2008年の間に発生した水害）

◯ ◯ ◯
水害原因,被災家屋数，被災世帯
数,被害額

東京都市圏 1961/01/01 2008/03/31 1日

津波アーカイブ（2011年東北地方太平洋沖地震津
波合同調査チームによる津波痕跡調査）

○ ○ 津波の画像・映像記録
東北地方太平
洋沖

2011/03/11 継続中 ポイントデータ 1回のみ ×
GRENE-City
アーカイブ事
務局

CO2濃度分布

気候変動予測

気候変動予測情報

気候変動予測

DIASから一般
公開

環境省

気候変動リス
ク情報創生プ
ログラム

東京大学

防災科学技
術研究所

国立環境研
究所

海洋研究開
発機構

提供機関から
公開

日本付近

モ
デ
ル
出
力

（
気
候
変
動
予
測

)

市区町村ポリゴン

DIASから一般
公開

モ
デ
ル
出
力

（
C
O
2

)

全球（世界）

社
会
・
経
済
・
災

害
デ
ー

タ
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カ
テ
ゴ
リ
ー

項目
気候変

動
農業・
水産

災害 水資源
埋蔵鉱
物資源

エネル
ギー

（水力、
風力、太
陽光等）

健康・
公衆衛

生

生物多
様性

都市

インフ
ラ・輸送
（陸・海・

空）

内容(提供される情報：土壌水分
量、降水量等）

地域
(日本、世界、○

○市等）

データ期間
（FROM)

データ期間
(TO）

空間解像度
（○ｋｍメッシュ）

時間解像度
（○時間ご

と）

リアルタイ
ムデータ

公開/非公開 提供機関

気象庁火山遠望観測データ ○
噴煙・噴気（高さ・長さ・幅・流向
等）のデータ

1986/04/01 継続中 ×

気象庁火山空振観測データ ○ 噴火等に伴う空気振動のデータ 1983/04/01 継続中 ×

気象庁火山震動観測データ ○ 火山性地震・微動のデータ 1963/12/01 継続中 ×

気象庁火山地殻変動観測データ ○ 山体の動き（膨張・収縮）データ 1985/04/01 継続中 ×

気象庁初動発震機構解データ ○
初動発震機構解及び地震観測点
における初動方向

1997/10/01 継続中 ×

気象庁地震検測値データ ○
P相あるいはS相の発現時の気象
庁による観測値、及び最大振幅値

1923/01/01 継続中 ×

気象庁震源データ ○ 地震の震源とマグニチュード 1923/01/01 継続中 ×

気象庁震度データ ○ 震度観測データ 1997/01/01 継続中 ×

気象庁地殻ひずみデータ ○
各方向成分の線ひずみの時間平
均値

1976/04/01 継続中 ×

気象庁CMT（セントロイド・モーメント・テンソル）解析
データ

○
CMT（セントロイド・モーメント・テン
ソル）解析の結果

1994/09/01 継続中 ×

AGURAM全球都市域マップ地上情報データベース
（ASTERの目視判読データ）

○ ○ ○ ○ ○ ○ 都市・非都市の境界線データ 全球（世界） 2000/04/07 2008/03/31 1:10,000 1時期
DIASから一般
公開

東京大学

関東地方土地被覆・人工廃熱・社会経済変数予測
データ（2050）

○ ○ ○ ○
土地利用と床面積，敷地面積，地
代，賃料，人口密度，人工廃熱分
布の予測

関東地方全域 2050/01/01 2050/01/01 1km メッシュ Ｘ

関東地方土地被覆予測データ（1888～1976） ○ ○ 土地被覆予測 関東地方 1888-01-01 1976/01/01 1km メッシュ 約30年 Ｘ

RECCAで作成した総務省地域メッシュ統計第1次統
計区画「名古屋」における月別・時間別推定人工排
熱量

○ ○ 人工排熱量 名古屋 2006 2008 45秒×30秒 1
DIASから一般
公開

産業技術総
合研究所

日本全国を対象としたQOL（生活の質）評価 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生活の質 日本 2010/01/01 2010/12/31
地域メッシュ(約
1km)

一時点
DIASから関係
者のみ内部公
開

名古屋大学

気象解析用日本全国版都市粗度パラメータデータ
ベース

○
都市幾何パラメータ。都市キャノ
ピーの運動量粗度、修正粗度、天
空率

日本全土 2013/12/24 継続中 0.01度 メッシュ 2013版のみ
DIASから一般
公開

東京工業大
学

建物ポイントデータ
デジタル住宅地図（Zmap TOWN
II）を元に整備した日本全国の建
物の位置を示すポイントデータ

日本全土 2008 2009

建物構造推定データ
建物1棟1棟の構造を推定した
データ

2008 2009

電話帳属性付き建物ポイントデータ
デジタル電話帳データ（テレポイ
ントPack!）の属性値を付与したポ
イントデータ

2008 2009

商業集積統計
日本全国の商店街・商業地域の
分布と、それらの形状を観察出来
るデータセット（ポリゴンデータ）

2010/10/1 継続中

マイクロ人口統計
建物1棟1棟の世帯と居住者の情
報を推定したポイントデータ

2005 2005

企業間取引ビッグデータ
日本全国の企業の情報と、企業
間取引のデータを、DIAS用に整
理したデータベース

2008 2013

マルハナバチモニタリングデータ ○ ○ ○
マルハナバチのモニタリングデー
タ

北海道 2006/04/01 2010/03/31

3月～11月
頃（マルハナ
バチの活動
期）

提供機関から
一般公開

東京大学

いきもに：北海道黒松内町の生き物を対象とした調
査

○ ○
北海道黒松内
町

いきもに：東京都内における「チョウ」を対象とした調
査

○ ○ 東京都

DIAS以外から
一般公開

DIAS以外から
一般公開

国立環境研
究所

気象庁

気象庁

日本域

市
民
参
加
型

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

日本域

日本全土

制限付公開

マイクロジオ
データ研究会

社
会
・
経
済
・
災
害
デ
ー

タ

作成者（秋山
様）にお問合
せ
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カ
テ
ゴ
リ
ー

項目
気候変

動
農業・
水産

災害 水資源
埋蔵鉱
物資源

エネル
ギー

（水力、
風力、太
陽光等）

健康・
公衆衛

生

生物多
様性

都市

インフ
ラ・輸送
（陸・海・

空）

内容(提供される情報：土壌水分
量、降水量等）

地域
(日本、世界、○

○市等）

データ期間
（FROM)

データ期間
(TO）

空間解像度
（○ｋｍメッシュ）

時間解像度
（○時間ご

と）

リアルタイ
ムデータ

公開/非公開 提供機関

1945-47年撮影の航空写真を基にして作成された地
形図より抽出を行った氷河分布域 (サンプル版)

○ ○ 氷河分布
アルタイモンゴ
ル地域

1945 1947
10万分の1の地
図

更新なし NONE
海洋研究開
発機構

名古屋都市圏の暑熱環境と健康影響評価マップ ○ ○ ○
WBGT,気温,睡眠困難罹患数,熱
中症搬送数等の変化量

名古屋都市圏
観測値ではな
い

観測値では
ない

22.5秒×15秒 なし
産業技術総
合研究所

Landsat-based Global Urban Area Map ○ ○ ○ ○ ○ ○
都市・非都市の時系列境界線
データ

全球（世界） 1990/01/01 2010/12/31 30 m 5-10年
2016年初旬を
目標に公開準
備中

東京大学

DIASから一般
公開

判
読
デ
ー

タ
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別表２

データ提供機関 データ ＵＲＬ

地球観測衛星データ提供システム β版 G-
Portal(GPM, GSMaP, TRIMM, ALOS, AQUA,
ADEOS-IIほか)

https://www.gportal.jaxa.jp/gp/top.html

JAXA世界の雨分布速報GSMAP
http://sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMaP/index_j.
htm

いぶき（GOSAT）データ：GOSAT User Interface
Gateway (GUIG)

https://data.gosat.nies.go.jp/GosatUserInter
faceGateway/guig/GuigPage/open.do

だいち（ALOS）のPALSAR、AVNIR-2データ
http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/dataset/datas
et jindex.htm

水循環変動観測衛星「しずく」GCOM-W1データ提
供サービス

http://www.nies.go.jp/asia/hedomisaki/kiki_
data.html

cnes AVISO+（Jason-2衛星。海面高度、風、波） http://www.aviso.altimetry.fr/en/home.html

気象庁
MGDSST（現場＋衛星データより作成している海面
水温格子データ。1/4度）

http://ds.data.jma.go.jp/gmd/goos/data/rrtdb
/jma-pro.html

NOAA
OISST（NOAA。現場＋衛星データより作成している
海面水温格子データ。1/4度）

http://www.ncdc.noaa.gov/oisst

農林水産省
Satellite Image Data Base (SIDaB、NOAA/MetOp衛
星画像)

http://rms1.agsearch.agropedia.affrc.go.jp/si
dab/index-ja.html

北海道大学
Satellite Database(水産学部齊藤研究室、Aqua衛星
Terra衛星のMODIS海色、NOAA衛星AVHRR海面
水温、DMSP衛星OLS夜間輝度、HFレーダー)

http://odyssey.fish.hokudai.ac.jp/database/

UCAR GPS遮蔽観測：COSMIC/FORMOSAT-3衛星 http://www.cosmic.ucar.edu/

コロラド州立大学 CloudSat衛星（雲頂高度）
http://www.cloudsat.cira.colostate.edu/data-
products

NASA CALIPSO衛星（雲頂高度）
https://eosweb.larc.nasa.gov/project/calipso/
calipso_table

JAXA/EORC

地球観測データ表示ツール：HDF (Hierarchical
Data Format)フォーマットであるADEOS-Ⅱ/GLI、
AMSR、Aqua/AMSR-E、及びTRMM/PR, TMI,
VIRS, Combienedなどの表示、地図投影、画像編
集、及び領域切り出し等が可能なツール

http://www.eorc.jaxa.jp/about/distribution/i
nfo/aqua/eodv.html

各種データ・資料のダウンロード・ポ－タル（気象、地
球環境・気候、海洋、地震・津波・火山）

http://www.jma.go.jp/jma/menu/menureport
.html

AMeDAS http://www.jma.go.jp/jp/amedas/
気象業務支援セン
ター

AMeDAS　オンライン配信
http://www.jmbsc.or.jp/hp/online/f-
online0.html

過去の1か月予報気温ガイダンスデータ・ダウンロー
ド

http://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/fcstdl/

過去の気象データ・ダウンロード（各地域別） http://www.data.jma.go.jp/gmd/risk/obsdl/

世界と日本の平均気温・降水量
http://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/db/datab
ase_temp.html

京都大学生存圏研
究所

気象庁データ（数値予報GPV、全国合成レーダー
GPV、ウィンドプロファイラ観測データ。教育研究機
関向け）

http://database.rish.kyoto-
u.ac.jp/arch/jmadata/

総合地球環境学研
究所

APHRODITE's Water Resources（アジア地域におけ
る高空間分解能の日降水量グリッドデータ）

http://www.chikyu.ac.jp/precip/jp/

気象庁
http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/vie
w/atlas.html

国土省 国土政策局
国土情報課

http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjT
mplt-G02.html

降水ナウキャスト／レーダー・ナウキャスト http://www.jma.go.jp/jp/radnowc/

高解像度降水ナウキャスト（Cバンド20か所＋Xバン
ドMPレーダ14か所）

http://www.jma.go.jp/jp/highresorad/

国土交通省
河の防災情報（cバンド26か所＋XバンドMPレーダ14
か箇所）

http://www.river.go.jp/kawabou/ipTopGaiky
o.do

日本気象協会 雨雲予報 by XRAIN：XバンドMPレーダ http://n-tenki.jp/sp/xmp/

気象庁

降
水
レ
ー

ダ
・
予
報

気象庁

JAXA

気象庁

衛
星
観
測
デ
ー

タ

気
象
観
測

（
現
場

）

各府省等の主要なデータ
RECCA、GRENE-ei等でよく使用されている観測データ、予測データ、社会データ等をリストアップ。DIASからダウンロードできるもの
は別表１を参照。青字はメタデータをDIASに登録済み

1kmメッシュ平年値／気候値（1981～2010年の平年
値）
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データ提供機関 データ ＵＲＬ

東京都下水道局
東京アメッシュ：Cバンド20か所＋Xバンドレーダ（関
東5か所）

http://tokyo-ame.jwa.or.jp/

ウェザーニューズ
雨雲レーダー Ch：Cバンド20か所＋WITHレーダー
（全国31か所）

http://weathernews.jp/radar/

JAMSTEC Argoフロート（高品質QC）
http://www.jamstec.go.jp/ARGO/argo_web/a
rgo/index.html

気象庁 Argoフロート（クイックQC）
http://ds.data.jma.go.jp/gmd/argo/data/inde
xJ.html

国土交通省 全国港湾海洋波浪情報網（ナオファス） http://www.mlit.go.jp/kowan/nowphas/

海洋汚染調査報告
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/OS
EN/osen.html

海流観測データ
http://jdoss.jodc.go.jp/NEW_JDOSS_HP/FE
TI_vector_doc_j.html

リアルタイム験潮データ
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/TID
E/real_time_tide/sel/index.htm

海洋速報＆海流推測図
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/KAI
YO/qboc/index.html

アルゴフロート観測データ
http://ds.data.jma.go.jp/gmd/argo/data/statu
s/statusJMA.html

海洋気象観測船による海洋・海上気象観測資料
http://www.data.jma.go.jp/gmd/kaiyou/db/v
essel_obs/data-report/html/ship/ship.php

海洋大循環モデル・データ同化システム
MOVE/MRI.COM

http://ubidias.tkl.iis.u-
tokyo.ac.jp/communityTopic/469

FLUXNET FLUXNET Dataset Information
http://www.fluxdata.org/DataInfo/default.as
px

気象庁 二酸化炭素分布情報
http://ds.data.jma.go.jp/ghg/kanshi/info_ka
nshi.html

日本国温室効果ガス排出・吸収目録（インベントリ）
http://www-gio.nies.go.jp/aboutghg/nir/nir-
j.html

航空機による二酸化炭素計測システム（CONTAIL） http://www.cger.nies.go.jp/contrail/

辺戸岬 大気・エアロゾル観測ステーション
http://www.nies.go.jp/asia/hedomisaki/kiki_
data.html

FFPRI FluxNet データベース
http://www2.ffpri.affrc.go.jp/labs/flux/data_j
.html

WOUDC（世界オゾン紫外線資料センター） http://www.woudc.org/home.php?lang=en
FLUX-NET & JapanFlux（フラックス（CO2を重点化）
の長期観測研究の国際ネットワーク）

http://www2.ffpri.affrc.go.jp/labs/flux/index.html

陸域生態系炭素収支1kmメッシュ解析データ
http://db.cger.nies.go.jp/dataset/terres_carbon/in
dex.html

NCEP
NCEP大気再解析データ ADP Global Upper Air and
Surface Weather Observations (PREPBUFR format)

http://rda.ucar.edu/datasets/ds337.0/

NCEP再解析データ（ミラーサイト） http://database.rish.kyoto-u.ac.jp/arch/ncep/
気象庁データ（全国合成レーダーGPV、ウィンドプロ
ファイラ観測データ。教育研究機関向け）

http://database.rish.kyoto-
u.ac.jp/arch/jmadata/

ERA-40（ECMWF再解析データ、京大生存圏研究
所のミラーサイト）

http://database.rish.kyoto-
u.ac.jp/arch/era40/

京都大学生存圏研
究所

気象庁データ（数値予報GPV。教育研究機関向け）
http://database.rish.kyoto-
u.ac.jp/arch/jmadata/

気象業務支援セン
ター

・全球予測GSM（20km格子、11日）／メソ予測MSM
（5km格子、39時間）／局地予測LFM（2km格子、9時
間）
・週間アンサンブル予測EPSW（1.25度格子、11日）
／1か月アンサンブル予測EPS1（2.5度格子）／3か
月アンサンブル予測（2.5度格子）／6か月アンサン
ブル予測
・全球波浪モデルGWM／沿岸波浪モデルCWM
・海水温・海流予報（0.25度/0.5度格子、1か月）

http://www.jmbsc.or.jp/hp/online/f-
online0.html

太平洋および我が国周辺の海況予測システム
（FRA-ROMS）

http://fm.dc.affrc.go.jp/fra-roms/index.html
リアルタイム急潮予測システム（日本海） http://kyucho.dc.affrc.go.jp/kyucho/
沿岸シラス最適漁場探索支援システム http://fisher.nrifs.affrc.go.jp/

JAMSTEC
MSSG:Multi-Scale Simulator for the
Geoenvironment

https://www.jamstec.go.jp/esc/research/Mss
g/models.ja.html

東京大学大気海洋
研究所-JAMSTEC

正20面体格子非静力学モデルNICAM http://nicam.jp/hiki/

海
洋
観
測

降
水
レ
ー

ダ
・
予
報

再
解
析
デ
ー

タ

地
球
温
暖
化
に
か
か
る

　
　
　
　
　
地
上
観
測

予
測
デ
ー

タ
・
モ
デ
ル

海上保安庁

気象庁

水産総合研究セン
ター

京大生存圏研究所

国立環境研究所
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データ提供機関 データ ＵＲＬ

気象庁

数値予報研究開発プラットフォーム：気象庁の気象
モデル（非静力学モデル（メソ数値予報モデル）
MRI/NPD-NHM、全球モデル、週間アンサンブル予
報モデル、1 か月アンサンブル予報モデル）の提供

http://pfi.kishou.go.jp/

ペンシルベニア州
立大学

MM5：PSU/NCAR Mesoscale Model Ver.5 http://www.mmm.ucar.edu/mm5/

NCAR、NCEP等
メソスケール非静力学気象モデルWRF: The
Weather Research & Forecasting Model

http://www.wrf-model.org/index.php

環境省
大気汚染物質広域監視システム（そらまめ君、SO2、
NO、NO2、Ox、NMHC、SPM、PM2.5、風向・風速、
気温）

http://soramame.taiki.go.jp/

環境再生保全機構
大気環境常時監視網→国設のものと各自治体設置
のものがある。

http://www.erca.go.jp/yobou/taiki/taisaku/0
2_02.html

国立環境研究所
環境展望台（大気汚染、水質汚濁、酸性雨、自動車
騒音、海洋環境ほか）

http://tenbou.nies.go.jp/gis/monitor/

環境省 花粉観測システム（はなこさん） http://kafun.taiki.go.jp/
九州大学 応用力学
研究所

東アジア域の黄砂・大気汚染物質分布予測
http://www-cfors.nies.go.jp/~cfors/index-
j.html

JAMSTEC
全球化学天気予報（都市スケールは停止。オゾン、
窒素化合物、硝酸、一酸化炭素、PAN、硫酸エアロ
ゾルほか）

http://www.jamstec.go.jp/frcgc/gcwm/jp/glob
al.html

九州大学 応用力学
研究所／国立環境
研究所

アジア域の化学天気予報システムCFORS（黄砂、硫
酸塩エアロゾル）

http://www-cfors.nies.go.jp/~cfors/index-
j.html

東京大学 大気海洋
研究所

Stretched-NICAM
http://cesd.aori.u-
tokyo.ac.jp/cesd/index_cesd_atmos.html

地理空間情報クリアリングハウス（各府省が公開して
いる地理情報）

http://ckan.gsi.go.jp/

地理空間情報ライブラリー http://geolib.gsi.go.jp/
地理院地図（電子国土Web) http://maps.gsi.go.jp/
地図・空中写真閲覧サービス http://mapps.gsi.go.jp/
地図・空中写真等の刊行物・提供物 http://www.gsi.go.jp/MAP/

国土数値情報
http://ubidias.tkl.iis.u-
tokyo.ac.jp/communityTopic/471

電子国土基本図
http://www.gsi.go.jp/kibanjoho/kibanjoho40
025.html

(一財)地図センター 地図センターNet Shopping http://net.jmc.or.jp/

経済産業省 ASTER全球3次元地形データ（GDEM、30m解像度）
http://www.jspacesystems.or.jp/ersdac/GDE
M/J/

EarthExplorer (EE) http://earthexplorer.usgs.gov/
Global Visualization Viewer (GloVis)（要JAVA） http://glovis.usgs.gov/
GTOPO30（陸上＋海底地形） https://lta.cr.usgs.gov/GTOPO30

https://www.arcgis.com/home/
http://www.esrij.com/products/arcgis/

Google Earth https://www.google.co.jp/intl/ja/earth/
KML（Keyhole Markup Language）：Google Earthにも
使われているGISフォーマット

https://developers.google.com/kml/document
ation/kml_tut?hl=ja

DAN杉本 カシミール3D http://www.kashmir3d.com/

JAXA 高解像度土地利用土地被覆図ホームページ
http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/lulc/lulc_jind
ex.htm

農林水産省
土地被覆データSatellite Image Data Base (SIDaB、
NOAA/MetOp衛星画像)

http://rms1.agsearch.agropedia.affrc.go.jp/si
dab/index-ja.html

全球土地被覆図（30秒メッシュ、約1km） http://db.cger.nies.go.jp/dataset/landuse/ja/
日本全国標準土地利用メッシュデータ http://www.nies.go.jp/biology/kiban/lu/

JAXA 高解像度土地利用土地被覆図ホームページ
http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/lulc/lulc_jind
ex.htm

US Geological
Survay

GLCC: GLOBAL LAND COVER
CHARACTERIZATION

http://edc2.usgs.gov/glcc/glcc.php

国土地理院

国立環境研究所

予
測
デ
ー

タ
・
モ

デ
ル

地
図
・
地
形

大
気
汚
染

ArcGIS：商業ソフトだがデファクト・スタンダードになり
つつある。安くないが、60日試用版と無料ビュワーが
ある。

esriジャパン

https://lta.cr.usgs.gov/SRTMSRTM-1(解像度約30m)/3（約90m）/30（約900m）

US Geological
Survay

Google

土
地
被
覆
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データ提供機関 データ ＵＲＬ

JaLTER
JaLTER(Japan Long-Term Ecological Research
Network、長期生態学研究の促進を目的とした現地
観測サイトのネットワーク）

http://www.jalter.org/

ILTER ILTER http://www.lternet.edu/
地球規模生物多様
性情報機構GBIF

BIF：全世界・全生物を対象とした生物分布情報と生
物名辞書）

http://www.gbif.jp/v2/
生物多様性情報システム（J-IBIS）：自然環境調査、
自然環境保全基礎調査、

http://www.biodic.go.jp/J-IBIS.html

モニタリングサイト1000
http://www.biodic.go.jp/moni1000/index.ht
ml

自然環境情報GIS提供システム
http://www.biodic.go.jp/trialSystem/top.htm
l

海鳥コロニーデータベース http://www.sizenken.biodic.go.jp/seabirds/
絶滅危惧種情報レッドデータブック／リスト http://www.biodic.go.jp/rdb/rdb_f.html
生物多様性情報CHM(クリアリングハウスメカニズム） http://www.biodic.go.jp/chm/index.html

海洋生物多様性情報
http://www.biodic.go.jp/category/category.ht
ml

国立環境研究所 陸域生態系炭素収支1kmメッシュ解析データ
http://db.cger.nies.go.jp/dataset/terres_carbon/in
dex.html

NPOみつばち百科 蜜源・花粉源データベース http://bee-happy.jp/

農水省 林野庁 森林生態系多様性基礎調査
http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/tayou
seichousa/

森林総合研究所
森林総合研究所データベース（森林動態、ブナ結
実、さく葉標本、植物社会学、森林生物情報ほか）

http://www.ffpri.affrc.go.jp/database.html

ジオワールド(株) 住宅地図.JP http://www.jyutakuchizu.jp/
http://www.pasco.co.jp/products/3d_city/
http://www.cadcenter.co.jp/service/3dcityda
ta/

環境省
ヒートアイランドに関する調査報告書（都市の廃熱源
ほか）

https://www.env.go.jp/air/life/heat_island/re
ports.html

国土交通省
水文水質データベース（全国の主要河川の雨量及
び水位、流量、水質等）

http://www1.river.go.jp/

各自治体 下水道台帳→各自治体で公開

(株)地圏環境テクノ
ロジー

汎用水循環シミュレータ GETFLOWS http://www.getc.co.jp/software/aboutgetf/
ニタコンサルタント
(株)／五大開発(株)

氾濫解析AFREL（内水・崖錐氾濫解析シミュレーショ
ン）

http://www.toshi-hanran.jp/index.html

農業環境技術研究
所

モデル結合型作物気象データベース(MeteoCrop
DB)

http://meteocrop.dc.affrc.go.jp/real/

葉いもち感染好適日推定（BLASTAM）
http://www.agri.hro.or.jp/boujosho/blastam/
index.htm

ばれいしょ疫病初発予測（FLABS）
http://www.agri.hro.or.jp/boujosho/flabs/are
a.html

農研気候東北農業
研究センター／岩
手大学

稲作気象被害軽減システム
http://map2.wat.soft.iwate-
pu.ac.jp/narct2015/newaccount/

農林水産省 病害虫発生予察情報
http://www.maff.go.jp/j/syouan/syokubo/bou
jyo/120104_yoho.html

農業統計情報メッシュデータ閲覧システム http://agrimesh.dc.affrc.go.jp/
モデル結合型作物気象データベース(MeteoCrop
DB)

http://meteocrop.dc.affrc.go.jp/real/

土壌情報閲覧システム http://agrimesh.dc.affrc.go.jp/soil_db/
GAEN-View:"世界の農業環境"閲覧システム
（MODISデータ。GoogeMapsAPIを利用）

http://gaenview.dc.affrc.go.jp/hp_public/htm
l/

歴史的農業環境閲覧システム（関東地方のみ、明治
初期～中期と現在との比較）

http://habs.dc.affrc.go.jp/

農業モデルAgMIP:Agricultural Model
Intercomparison

https://www.agmip.org/

Java による作物生育、病害虫・雑草発生予測モデ
ル（田中 慶）

http://cse.naro.affrc.go.jp/ketanaka/model/d
ownload/

政府 政府統計の総合窓口e-Stat
http://www.e-
stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do

総務省 統計：産業・雇用、地方財政・税収
http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/touk
ei/

農
業

社
会
経
済

統
計

インクリメントP／
キャドセンター／パ
スコ

生
態
系
・
生
物
多
様
性

都
市
空
間

環境省 自然環境局
生物多様性セン
ター

北海道立総合研究
機構 北海道病害虫
防除所

中央農業総合研究
センター

3次元地図データ（MAPCUBE、3次元都市モデル）

水
文
・
氾
濫

農業環境技術研究
所
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データ提供機関 データ ＵＲＬ

総務省統計局
統計：国勢、経済センサス、人口、住宅・土地、家
計、物価、労働力ほか

http://www.stat.go.jp/data/

総務省統計局 情報通信統計データベース
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/sta
tistics/

厚生労働省
統計：人口、出征、世帯、家庭、患者、健康、感染症
ほか

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/

農林水産省 統計：農業、畜産、林業、水産業ほか http://www.maff.go.jp/j/tokei/
国際連合食料農業
機関FAO

統計 FAOSTAT（生産、貿易、需給バランス、価格、
投資ほか）

http://faostat3.fao.org/home/E

経済産業省 統計：工業、商業、量販店、特定サービス産業ほか http://www.meti.go.jp/statistics/
経済産業省 資源エ
ネルギー庁

統計：エネルギー、灯油、プロパンガス、電力ほか http://www.enecho.meti.go.jp/statistics/

国土交通省 統計：交通、土地、建設、住宅、幹線旅客流動ほか http://www.mlit.go.jp/statistics/details/
国土交通省 水管
理・国土保全局

統計：流況、水害、土砂災害、河川ゴミ・水質ほか http://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/

環境省
統計：暖化対策、大気汚染、水質汚濁、地下水、廃
棄物・リサイクル、公害健康被害、環境保全地区、生
物多様性ほか

http://www.env.go.jp/doc/toukei/

社
会
経
済
統
計
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別表３ 

略号集 
4D-VAR 4 Dimensional Variational Data 

Assimilation System 
四次元変分法データ同化システム 

ADEOS 衛星 Advanced Earth Observation Satellite 環境観測技術衛星「みどり」 

AfWCCI GEOSS African Water Cycle Coordination 
Initiative 

アフリカ水循環協力イニシアチブ 

AGURAM ASTER Global URban Area Map ASTER 全球都市域マップ 

AIRS Atmospheric Infrared Sounder 大気赤外放射計 

AIST National Institute of Advanced Industrial 
Science and Technology 

独立行政法人産業技術総合研究所 

AIST-MM AIST Mesoscale Model AIST が開発した領域輸送モデル 
ALOS 衛星 Advanced Land Observing Satellite JAXA が打ち上げた陸域観測技術衛星「だいち」 

AMSR/ AMSR-E Advanced Microwave Scanning 
Radiometer/ Advanced Microwave 
Scanning Radiometer for EOS 

高性能マイクロ波放射計 

AMY Asian Monsoon Years アジアモンスーン年 

APHRODITE Asian Precipitation – Highly-Resolved 
Observation Data Towards Evaluation of 
the Water Resources 

水資源の評価のためのアジア降水高解像度観測

データ 

Aqua 衛星 － NASA の地球観測衛星シリーズ 
Argo 計画 － プロファイリング・フロートを用いた全世界海洋

リアルタイム監視システム 
ASTER Advanced Spaceborne Thermal Emission 

and Reflection Radiometer 
NASA の地球観測衛星 Terra に搭載されている

経産省が開発した光学センサー群 
ATHENA － Cray XT4（Athena）と NICAM 及び IFS を用

いた高空間解像度全球候モデルの再現性実験 
AVHRR Advanced Very High Resolution 

Radiometer 
米 NOAA 衛星シリーズに搭載されていた改良型

超高解像度放射計 
AVISO Archivage, Validation et Interprétation des 

données des Satellites Océanographiques 
衛星海面高度計データの提供機関 

AVNIR Advanced Visible and Near Infrared 
Radiometer 

ALOS 衛星に搭載された高性能可視近赤外放射

計 
AWCI Asian Water Cycle Initiative アジア水循環イニシアチブ 
BALTEX Baltic Sea Experiment バルト海実験観測 
BC Black Carbon ブラックカーボン 
BMDS Baseline Meteorological Dataset of Siberia シベリア長期気象データセット 
BNU-ESM Beijing Normal University - Earth System 

Model 
北京師範大学が開発した地球システムモデル。

CMIP5 データのひとつ。 
CAMP CEOP Asian Monsoon Project CEOP アジアモンスーン計画 
CC-LaG Carbon Cycle and Larch Growth 

experiment 
炭素循環カラマツ生育実験 

CCMS4 Community Climate System Model 4.0 NCAR の地球システムモデル。CMIP5 データの

一つ。 
CDA Coupled Data Assimilation System JAMSTEC の全球海洋大気生態系三圏結合四次

元変分法データ同化システム 
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CEOP Coordinated Enhanced Observing Period 統合地球水循環強化観測期間プロジェクト

CEOP_AP CEOP Asia-Pacific CEOP アジア太平洋 
CEOS Committee on Earth Observation Satellites 地球観測衛星委員会。各国の宇宙関係機関から構

成される。

CESM1 (CAM5) Community Earth System Model 1 
(Community Atmosphere Model 5) 

NSF-DOE-NCAR による地球システムモデル。

CMIP5 データのひとつ。 
CGER Center for Global Environment Research 国立環境研究所 地球環境研究センター

CliC BERMS Climate and Cryosphere - Boreal 
Ecosystem Research and Monitoring Sites 

雪氷圏研究計画－カナダ北方生態系研究・モニタ

イング・サイト

CMIP5 Coupled Model Intercomparison Project 
Phase 5 

IPCC における結合モデル相互比較に提出され

た各国の長期予測データセット

CMT 解 Centroid Moment Tensor 地震の位置、規模、発震機構を同時に求める解法

CNRM-CM5 Earth System Model developed at CNRM 
(Centre National de Recherches 
Meteorologiques) 

仏国立気象学センターCNRM 等が開発した地球

システムモデル。CMIP5 データのひとつ。 

COBRA 沖縄偏波降雨レーダ

CoopEUS Cooperation EU + US 欧州・米国協力による学際的な環境研究インフラ

CORONA 衛星 － 米軍事偵察衛星

CPPA Climate Prediction Program for the 
Americas 

アメリカ気候予測プログラム

CPTEC Centro de Previsao de Tempo e Estudos 
Climaticos 

ブラジルの気象予報気候研究センター

CSV comma-separated values 表データフォーマットの一種

CTD Conductivity Temperature Depth profiler 塩分水温深度計

CUAHSI Consortium of Universities for the 
Advancement of Hydrologic Science, Inc. 

高度水文科学のための大学コンソーシアム

CZCS Coastal Zone Color Scanner 沿岸域海色計

d4PDF database for Policy Decision making for 
Future climate change 

地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測

データベース

DataONE Data Observation Network for Earth NSF が支援する地球観測データインフラ。 
DIAS Data Integration and Analysis System データ統合・解析システム

DMSP 衛星 Defense Meteorological Satellite Program 米国の防衛気象衛星計画による衛星シリーズ

EarthCube NSF による地球科学データのサイバーインフラ 
ECHO EOS Clearing House NASA の地球観測システムのクリアリングハウ

ス

ECMWF European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts 

欧州中期気象予報センター

ECPC Scripps Experimental Climate Prediction 
Center 

スクリプス気候予測実験センター

EDITORIA Earth Observation Data Integration & 
Fusion Research Initiative 

東京大学地球観測データ統融合連携研究機構

EnviSat 衛星 Environmental Satellite 欧州宇宙機関(ESA)の地球観測衛星 
ERA-interim ECMWF Interim Reanalysis ECMWF の再解析データ 
ERS-1/2 衛星 European Remote-Sensing Satellite 欧州遠隔探査衛星

ESIP Federation of Earth Science Information 
Partners  

NASA、NOAA、EPA が財政支援するオープン・

ネットワーク・コミュニティ

ESG Earth System Grid CMIP5 用分散型データベース 
ESGF Earth System Grid Foundation ESG の運用組織 
FFT Fast Fourier Transform 高速フーリエ変換
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FLEXCPP Lagrangian particle dispersion program 
witten in C++ based on FLEXPART 

地上フラックスのフットプリント計算プログラ

ム 
FLUXNET － 二酸化炭素フラックス観測ネットワーク 
FOR A-WNP30 Four-dimensional variational Ocean 

ReAnalysis for the Western North Pacific 
北西太平洋海洋長期再解析データセット 

FREXPART FLEXible PARTicle dispersion model オープンソースのラグランジュ粒子散布モデル 
GCI GEOSS Common Infrastructure GEOSS 共通インフラストラクチャ 
GCM Global Climate Model 全球気候モデル 
GCM20 General Circulation Model 気象研究所の 20km メッシュ全球気候モデル 
GCMD Global Change Master Directory NASA の地球温暖化データベース 
GCOM-W1 衛星 Global Change Observation Mission – W1 JAXA が打ち上げた水循環変動観測衛星「しず

く」 
GED Global Environmental Database CGER の地球環境データベース 
GEMS Global Environmental Management 

Service 
EU による地球環境管理サービス 

GEO-DAB/ 
GRDC 

GEOSS- Discovery and Access Broker/ 
Global Runoff Data Centre 

GEOSS データ相互流通のためのミドルウェア

／全球洪水データセンター 
GeoNLP Natural Language Processing for 

Geographic Information Science 
地名情報処理システム 

GEOSS Global Earth Observation System of 
System 

全球地球観測システムのシステム 

GIS Geographic Information System 地理情報システム 
GLDAS Global Land Data Assimilation System NASA の全球陸域データ同化システム 
GLI Global Imager ADEOS-II 衛星の光学センサー 
GLOWASIS Global Water Scarcity Information Service 全球水資源情報サービス 
GMAO NASA Global Modeling and Assimilation 

Office 
NASA 全球モデル同化オフィス 

GMES Global Monitoring for Environment and 
Security 

EU の地球観測プロジェクト 

GPCC Global Precipitation Climatology Centre ドイツ気象庁全球降水量気候値センター 
GPCP Global Precipitation Climatology Project 全球気候値降雨量プロジェクト 
GPU Graphics Processing Unit 画像処理用ユニット 
GPV Grid Point Value  気象庁の短期予測データ 
GRACE 衛星 Gravity Recovery and Climate Experiment 重力観測衛星 
GRENE-ei Green Network of Excellence – 

environmental Information 
グリーン・ネットワーク・オグ・エクセレンス環

境情報分野 
GRL-HyARC Global Research Laboratory - 

Hydroshpheric Atmospheric Research 
Center  

韓国釜慶大学校及び名古屋地球水循環研究セン

ター 

HARIMAU Hydrometeorological ARray for 
ISV-Monsoon AUtomonitoring 

海大陸レーダーネットワーク構築 

Helix Nebula  欧州によるオープンサイエンスクラウド 

ICSU-WDS International Council for Science - 
World Data System 

国際科学会議による地球科学・環境科学データの

世界的ネットワーク 
iCordi International Collaboration on Research Data 

Infrastructure 
欧州中心の科学データ・インフラ構築プロジェク

ト 
IGES Institute of Global Environment and 

Society 
全球環境・社会研究所 

ILTER International Long Term Ecological 国際長期生態系研究ネットワーク 
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Research 
INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in 

the European Community 
EU 加盟国による地理空間情報インフラ 

IPCC Intergovernmental Panel of Climate 
Change 

気候変動政府間パネル

IPCC/AR4,5 IPCC 4th/5th Assessment Report IPCC 第 4 次／第 5 次評価報告書 
ISO International Organization for 

Standardization 
国際標準化機構

IT Information technology 情報技術

JaLTER Japan Long Term Ecological Research 
Network 

日本長期生態系研究ネットワーク（ILTER の日

本域ネットワーク）

JAMSTEC Japan Agency for Marine-Earth Science 
and Technology 

国立研究開発法人海洋研究開発機構

Jason 衛星 － 海面高度を計測する NASA と CNES による衛星 
JCDAS JMA Climate Data Assimilation System 気象庁の気候データ同化システム

JRA-25/ JRA-55 Japanese 25/55-year ReAnalysis 気象庁と電力中央研究所による長期再解析デー

タ

LANDSAT 衛星 － NASA 等による陸域観測衛星 
LBA Large-Scale Biosphere - Atmosphere 

Experiment in Amazonia 
MAHASRI Monsoon Asian HydroAtmosphere 

Scientific Research and Prediction 
Initiative 

モンスーンアジア水文気候研究計画

MAPHATJP MAps of Potential HAbitaTs for Japanese 
Plant species 

日本における植物生育適地データベース 

MDB Murray-Darling Basin Murray-Darling 流域 

METEX Meteorological Data Explorer CGER が開発したトラジェクトリ計算ツール 
MIROC Model for Interdisciplinary Research On 

Climate 
東大、国立環境研、JAMSTEC 等が開発した地

球システムモデル

MLD Mixed Layer Depth 混合層深度

MODIS MODerate resolution Imaging 
Spectroradiometer 

NASAのTerra衛星とAqua衛星に搭載されてい

る可視・赤外放射計

MOLTS Model Output Location Time Series 
MSC Meteorological Service Canada カナダ気象サービス

MSSG Multi-Scale Simulator for the 
Geoenvironment 

JAMSTEC の複合格子系気候モデル 

NCAR National Center for Atmospheric Research 米国の国立大気研究センター

NCEP National Centers for Environmental 
Prediction 

米国 NOAA の国立環境予測センター 

NCMRWF National Center for Medium Range 
Weather Forecasting 

インドの中期気象予報センター

NDVI Normalized Difference Vegetation Index 正規化差植生指数

NetCFD Network Common Data Form ネットワーク共通データ形式

NHM Non-Hydrostatic Model 非静力学モデル

NHRCM Non-Hydrostatic Regional Climate Model 気象研の非静力学地域気候モデル

NICAM Nonhydrostatic ICosahedral Atmospheric 
Model 

全球雲解像モデル／正 20 面体非静力学大気モデ

ル
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NICAM-TM NICAM-based Transport Model NICAM 全球輸送モデル 
NOAA/NCEI National Oceanic and Atmospheric 

Administration/ National Centers for 
Environmental Information  

アメリカ海洋大気庁 国立環境情報センター 

NSST nighttime SST 夜間海面水温 
NVIDIA － GPU 専門メーカー 
OneGeology  世界の地質調査機関、国際機関による地質マップ

情報インフラ 
PALSAR Phased Array type L-band Synthetic 

Aperture Radar 
ALOS 衛星のフェーズドアレイ方式 L バンド合

成開口レーダ 
RECCA Research Program on Climate Change 

Adaptation 
気候変動適応研究推進プログラム 

RDA Research Data Alliance データ相互流通のための国際的ボトムアップ活

動 
PAL Pathfinder AVHRR Land NOAA/AVHRR による陸面プロダクト 
PR Precipitation Radar TRMM 衛星の降雨レーダ 
PRISM Panchromatic Remote-sensing Instrument 

for Stereo Mapping 
ALOS 衛星のパンクロマチック立体視センサ 

QOL Quality of Life 居住快適性、機械獲得性及び安全安心性から算出

した「生活の質」に関する指標。 
RECCA Research Program on Climate Change 

Adaptation 
文部科学省 気候変動適応研究推進プログラム 

RMSE root-mean-square error 二乗平均平方根誤差 
RR2002 Research Revolution 2002 文部科学省 新世紀重点研究創生プラン 
S-8  環境省の温暖化影響・抵抗政策に関する総合的研

究 
SALSA Seamless Chemical AssimiLation System 

and its Application for Atmospheric 
Environmental Materials 

RECCA 大気環境物質のためのシームレス同化

システムの構築とその応用 

SeaWiFS Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor 米国の OrbView-2(SeaStar)衛星に搭載された海

色センサー 
SGP Southern Great Plains 北米のグレートプレーンズ南部 
SINET4 Science Information NETwork 4 国立情報学研究所が運用する学術情報ネットワ

ーク 
SIO Scripps Institution of Oceanography スクリプス海洋研究所 
SQL － データベース言語のひとつ 
SSMI 又は SSM/I, 
SSMIS 

Special Sensor Microwave Imager/ Special 
Sensor Microwave Imager Sounder 

米国軍事気象衛星 DMSP に搭載されている機械

走査型マイクロ波放射映像センサー／大気サウ

ンダ 
SST Sea Surface Temperature 海面水温 
SYNCREEL Image Browser with Synchronized 

Timelines 
大量画像閲覧用画像ブラウザのひとつ 

Terra 衛星 － 米国の地球観測衛星シリーズ 
TMI TRMM Microwave Imager TRMM 衛星のマイクロ波センサー 
TRMM 衛星 Tropical Rainfall Measurement Mission JAXA の打ち上げた熱帯降雨観測衛星 
UKMO UK Met Office 英国気象庁 
VISSR Visible/Infrared Spin Scan-Radiometer ひまわり衛星の可視赤外走査放射計 
VPREX Vietnam Philippine Rainfall Experiment ベトナム－フィリピン降雨実験 
WCRP World Climate Research Program 世界気候研究プログラム 
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WRF Weather Research and Forecasting model オープンソースの領域気象モデル 
XML Extensible Markup Language 拡張可能なマーク付け言語 
XRAIN X-band multi-parameter Radar 雨量観測を行う気象庁の X バンド MP

（multi-parameter）レーダネットワーク 
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編集履歴

2015年 
Ver.1.02  2月25日：第2回DIAS利用ワークショップで印刷･配布。 
Ver.1.05 10月25日：Ver.1.02を全面改訂し、地球環境情報統融合フォーラム及び第3回DIAS利用ワークショップで印

刷・配布

Ver.1.06 10月26日：図1.3 及び図1.7 の一部加筆、2.2「相互流通支援ポータル」の訂正、3.2.2「DIAS による地球観

測事業データに対するメタデータ作成」にA グループ、B グループの説明を追加、別表１の注釈

の修正、「ダウンスケーリング等」に該当するデータセットの追加。

2016 年 
Ver.1.08 3 月 28 日：プロジェクト進展による応用アプリケーションの追加、別表１、別表１補足、別表２へのデータ

追加など。DIAS-P/GREN-ei 合同最終成果報告会に合わせて更新。 
Ver.1.09 4月 1 日：誤記修正 

地球環境情報統融合プログラム データ統合・解析システム

DIAS 利用ガイドブック Ver.1.09 
（2016 年 4月 1 日 DIAS 公式サイトで公開） 

執筆協力

国立大学法人東京大学 地球観測データ統融合連携研究機構（EDITORIA） 
国立大学法人東京大学 大学院工学研究科

国立大学法人東京大学 空間情報科学研究センター（CSIS） 
国立大学法人東京大学 大学院総合文化研究科

国立大学法人京都大学 大学院情報学研究科

国立大学法人名古屋大学 大学院情報科学研究科

大学共同機関法人情報・システム研究機構（ROIS）国立情報学研究所（NII） 
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA） 
国立研究開発法人国立環境研究所（NIES）地球環境情報センター（CGER） 
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（NARO）中央農業総合研究センター 

編集

国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）地球情報基盤センター（CEIST） 

最新版は DIAS 公式サイト http://www.diasjp.net/ からダウンロードできます。 

本DIAS利用ガイドブックについて質問・ご要望がありましたら、ubidias(at)jamstec.go.jp
までお寄せください(“(at)”を“@”に置き換えて送信願います)。 


