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• IUGONETで作成・収集しているメタデータについて
– メタデータとメタデータ・データベース (詳細は小山さんより)
– メタデータファイルの形態

• メタデータの作成・アーカイブの状況
• メタデータ登録・管理システム
• メタデータ作成・収集の計画(現状・見通し)
• まとめ

講演の内容
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データベースカタログからメタデータDBへ
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• 収集された情報は膨大であり価値があるが、
それらを有効に活かしきれない

– 冊子の中を検索できない
– ContactやWebアドレスへアクセスが必要
– 印刷物ゆえに更新できない

従来型のデータベースカタログ
オンラインアクセス・検索が可能な
メタデータ・データベース



メタデータとメタデータ・データベース
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 メタデータDBはDSpaceを独
自にカスタマイズしたもの

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<spase lang="en" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns="http://www.iugonet.org/data/schema" 
xsi:schemaLocation="http://www.iugonet.org/data/schema 

http://www.iugonet.org/data/schema/iugonet.xsd ">
<Version>1.0.0</Version>
<NumericalData>

<ResourceID>spase://IUGONET/NumericalData/STEL/SuperDA
RN/HOK/HFradar/sd_hok_common_ergsccdf</ResourceID>

<ResourceHeader>
<ResourceName>SuperDARN Hokkaido HF radar, common 

mode data distributed by
ERG-SC</ResourceName>

<ReleaseDate>2009-04-01T00:00:00</ReleaseDate>
<ExpirationDate>2199-12-31T23:59:59</ExpirationDate>
<Description>Common mode data generated by SuperDARN 

Hokkaido HF radar. Data
. Data files are distributed in the CDF format through ERG-
SC</Description>
… ...
… ...
</NumericalData>

 MDは一般的にxmlとして作成
 他DBとデータ交換を容易にするため

IUGONET共通メタデータフォーマット



IUGONETメタデータについて
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<NumericalData>
…

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<DisplayData>
…

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Catalog>
…

データセットを記述
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Observatory>
…

地上観測サイト・観測衛星

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Granule>
…

個々のデータファイル

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Instrument>
…

観測機器

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Person>
…

研究者など人的リソース

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Repository>
…

実データDB

 IUGONET共通メタデータフォーマット
に沿ったxmlファイルとして作成

各研究リソースを別々のメタデータと
してアーカイブ

「粒々」という意味



•東北大学大学院理学研究科惑星プラズマ・大気研究セン
ター
•地磁気: PC3インデックス, 女川地磁気データ(フラックスゲート), 女川地磁気変動
データ(サーチコイル)
• HF帯: 木星電波固定周波数観測データ, 太陽・木星電波広帯域スペクトルデータ
• VHF帯: 木星メートル電波固定周波数データ, 太陽メートル電波スペクトルデータ
• LF帯: 標準電波位相・振幅変動データ

•情報・システム研究機構国立極地研究所研究教育系宙
空圏研究グループ
•昭和基地: オーロラ光学観測, 地磁気観測, 超高層モニタリング観測, イメージング
リオメータ, 1-100Hz帯ULF/ELF電磁波動観測, ファブリペローイメージャ, 
SuperDARNレーダー, MFレーダー, DMSP衛星受信データ, 「あけぼの」衛星受信
データ, 無人磁力計ネットワーク観測, ナトリウムライダー
•南極周回気球（ポーラーパトロールバルーン）実験, 中山基地超高層物理観測, 南極
点基地全天オーロライメージャ
•アイスランド共役点観測, EISCATレーダー, ALIS(オーロラ地上多点ネットワーク観
測、スウェーデン), スバールバル流星レーダー, トロムソ流星レーダー, スバールバ
ルオーロラ光学観測, トロムソオーロラ光学観測

•名古屋大学太陽地球環境研究所
• NO濃度 NO2濃度 NOx濃度 O3濃度 エアロゾル科学成分 エアロゾル消散係
数 地上分光観測による大気組成変動のデータベース
•地上磁場データ 大気光・オーロラの全天カメラ 熱圏風速シンチレーション

VHFレーダーによる電離圏擾乱観測 EISCATレーダー観測データ ノルウェー光学
観測データ ノルウェーMFレーダー観測データ ノルウェー流星レーダー観測デー
タ
• IPS速度分布図 PS速度 g値リスト
• SuperDARN北海道-陸別短波レーダーデータ

•京都大学大学院理学研究科附属天文台
• FMT: イベントリスト, イベントムービー, リアルタイム画像, デジタル生
データ

• SMART: Hα太陽全面多波長データ, Hα部分拡大多波長画像, Hαリアルタイ
ム多波長画像, イベントカタログ, イベントムービー, 太陽全面磁場データ

• DST: Hα部分拡大多波長画像, Hα部分拡大多波長データ, 分光観測クイック
ルック画像, 分光データ

• 京都大学大学院理学研究科附属地磁気世界資料解析セ
ンター
• 地磁気指数データ(final,provisional,quick look)
• 地磁気ディジタルデータ(WDC final,WDC prompt), 地磁気アナログデータ
• 地磁気ディジタルデータ(研究観測), 微気圧変動データ(研究観測)
• 主磁場モデル(IGRF), 電離層モデルによる計算値
• 磁場データカタログ情報

• 京都大学生存圏研究所
• 信楽MU観測所: MUレーダー(対流圏・成層圏標準観測・中間圏標準観測・電
離圏標準観測・特別観測: 流星/RASS/FAI), アイオノゾンデ, ラジオゾンデ, 
境界層レーダー, Lバンド下部境界層レーダー, 下部熱圏プロファイラーレー
ダー, シーロメーター, AWS

• 赤道大気観測所: EAR(対流圏標準観測・電離層観測), 境界層レーダー, Xバ
ンド気象レーダー, シーロメーター, ラジオゾンデ

• その他: ポンティアナMFレーダー, パムンプクMFレーダー, ジャカルタ流星
レーダー, コトタバン流星レーダー, ジャカルタ境界層レーダー,ダーウィンラ
ジオゾンデ(DAW,GDP,KHC)(キャンペーン観測), セルポン境界層レーダー・
流星レーダー

• 九州大学宙空環境研究センター
• 地上磁力計観測データ(MAGDAS, CPMN)
• FM-CWレーダ観測データ
• 地磁気Pc5 Indexデータ, 地磁気EE Indexデータ

メタデータ作成の現状
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各研究機関から提供予定の
メタデータのリスト
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•東北大学大学院理学研究科惑星プラズマ・大気研究セン
ター
•地磁気: PC3インデックス, 女川地磁気データ(フラックスゲート), 女川地磁気変動
データ(サーチコイル)
• HF帯: 木星電波固定周波数観測データ, 太陽・木星電波広帯域スペクトルデータ
• VHF帯: 木星メートル電波固定周波数データ, 太陽メートル電波スペクトルデータ
• LF帯: 標準電波位相・振幅変動データ

•情報・システム研究機構国立極地研究所研究教育系宙
空圏研究グループ
•昭和基地: オーロラ光学観測, 地磁気観測, 超高層モニタリング観測, イメージング
リオメータ, 1-100Hz帯ULF/ELF電磁波動観測, ファブリペローイメージャ, 
SuperDARNレーダー, MFレーダー, DMSP衛星受信データ, 「あけぼの」衛星受信
データ, 無人磁力計ネットワーク観測, ナトリウムライダー
•南極周回気球（ポーラーパトロールバルーン）実験, 中山基地超高層物理観測, 南極
点基地全天オーロライメージャ
•アイスランド共役点観測, EISCATレーダー, ALIS(オーロラ地上多点ネットワーク観
測、スウェーデン), スバールバル流星レーダー, トロムソ流星レーダー, スバールバ
ルオーロラ光学観測, トロムソオーロラ光学観測

•名古屋大学太陽地球環境研究所
• NO濃度 NO2濃度 NOx濃度 O3濃度 エアロゾル科学成分 エアロゾル消散係
数 地上分光観測による大気組成変動のデータベース
•地上磁場データ 大気光・オーロラの全天カメラ 熱圏風速シンチレーション

VHFレーダーによる電離圏擾乱観測 EISCATレーダー観測データ ノルウェー光学
観測データ ノルウェーMFレーダー観測データ ノルウェー流星レーダー観測デー
タ
• IPS速度分布図 PS速度 g値リスト
• SuperDARN北海道-陸別短波レーダーデータ

•京都大学大学院理学研究科附属天文台
• FMT: イベントリスト, イベントムービー, リアルタイム画像, デジタル生
データ

• SMART: Hα太陽全面多波長データ, Hα部分拡大多波長画像, Hαリアルタイ
ム多波長画像, イベントカタログ, イベントムービー, 太陽全面磁場データ

• DST: Hα部分拡大多波長画像, Hα部分拡大多波長データ, 分光観測クイック
ルック画像, 分光データ

• 京都大学大学院理学研究科附属地磁気世界資料解析セ
ンター

• 地磁気指数データ(final,provisional,quick look)  AE, SYM/ASY, Dst
• 地磁気ディジタルデータ(WDC final,WDC prompt), 地磁気アナログデータ
• 地磁気ディジタルデータ(研究観測), 微気圧変動データ(研究観測)
• 主磁場モデル(IGRF), 電離層モデルによる計算値
• 磁場データカタログ情報

• 京都大学生存圏研究所
• 信楽MU観測所: MUレーダー(対流圏・成層圏標準観測・中間圏標準観測・電
離圏標準観測・特別観測: 流星/RASS/FAI), アイオノゾンデ, ラジオゾンデ, 
境界層レーダー, Lバンド下部境界層レーダー, 下部熱圏プロファイラーレー
ダー, シーロメーター, AWS

• 赤道大気観測所: EAR(対流圏標準観測・電離層観測), 境界層レーダー, Xバ
ンド気象レーダー, シーロメーター, ラジオゾンデ

• その他: ポンティアナMFレーダー, パムンプクMFレーダー, ジャカルタ流星
レーダー, コトタバン流星レーダー, ジャカルタ境界層レーダー, ダーウィンラ
ジオゾンデ(DAW,GDP,KHC)(キャンペーン観測), セルポン境界層レーダー・
流星レーダー

• 九州大学宙空環境研究センター
• 地上磁力計観測データ(MAGDAS, CPMN)
• FM-CWレーダ観測データ
• 地磁気Pc5 Indexデータ, 地磁気EE Indexデータ

メタデータ作成の現状
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赤字+下線: データセット全てについてメタデータ提出済
赤字: データセットの一部についてメタデータ提出済
黒字: 未提出、現在作成中
データファイル参照用のメタデータは今年度後期より作成開始の予定

2010年8月16日現在
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•東北大学大学院理学研究科惑星プラズマ・大気研究セン
ター

•地磁気:  女川地磁気サーチコイル
• HF帯: 木星電波固定周波数観測データ, 太陽・木星電波広帯域スペクトルデータ
• VHF帯: 木星メートル電波固定周波数データ, 太陽メートル電波スペクトルデータ
• LF帯: 標準電波位相・振幅変動データ

•情報・システム研究機構国立極地研究所研究教育系宙
空圏研究グループ
•昭和基地: オーロラ光学観測, 地磁気観測, 超高層モニタリング観測, イメージング
リオメータ, 1-100Hz帯ULF/ELF電磁波動観測, ファブリペローイメージャ, 
SuperDARNレーダー, MFレーダー、無人磁力計ネットワーク観測, ナトリウムライ
ダー
•中山基地超高層物理観測, 南極点基地全天オーロライメージャ
•アイスランド共役点観測, EISCATレーダー, スバールバル流星レーダー, トロムソ流
星レーダー, スバールバルオーロラ光学観測, トロムソオーロラ光学観測

•名古屋大学太陽地球環境研究所
•レーザー分光による大気分子観測データ、赤外分光による大気分子観測データ、
レーザーイオン化質量分析器による大気エアロゾル観測データ
•ミリ波・サブミリ波による大気分子観測データ
•地上磁場データ、大気光・オーロラの全天カメラ、熱圏風速シンチレーション、

VHFレーダーによる電離圏擾乱観測、EISCATレーダー観測データ、ノルウェー光学
観測データ、ノルウェーMFレーダー観測データ、ノルウェー流星レーダー観測デー
タ
• IPS速度分布図 IPS速度 g値リスト
• SuperDARN北海道-陸別短波レーダーデータ

•京都大学大学院理学研究科附属天文台
• FMT: イベントリスト, イベントムービー, リアルタイム画像, デジタル生
データ

• SMART: Hα太陽全面多波長データ, Hα部分拡大多波長画像, Hαリアルタイ
ム多波長画像, イベントカタログ, イベントムービー, 太陽全面磁場データ

• DST: Hα部分拡大多波長画像, Hα部分拡大多波長データ, 分光観測クイック
ルック画像, 分光データ

• 京都大学大学院理学研究科附属地磁気世界資料解析セ
ンター

• 地磁気指数データ(final,provisional,quick look)  AE, SYM/ASY, Dst
• 地磁気ディジタルデータ(WDC final,WDC prompt), 地磁気アナログデータ
• 地磁気ディジタルデータ(研究観測), 微気圧変動データ(研究観測)
• 主磁場モデル(IGRF), 電離層モデルによる計算値
• 磁場データカタログ情報

• 京都大学生存圏研究所
• 信楽MU観測所: MUレーダー(対流圏・成層圏標準観測・中間圏標準観測・電
離圏標準観測・特別観測: 流星/RASS/FAI), アイオノゾンデ, ラジオゾンデ, 
境界層レーダー, Lバンド下部境界層レーダー, 下部熱圏プロファイラーレー
ダー, シーロメーター, AWS

• 赤道大気観測所: EAR(対流圏標準観測・電離層観測), 境界層レーダー, Xバ
ンド気象レーダー, シーロメーター, ラジオゾンデ

• その他: ポンティアナMFレーダー, パムンプクMFレーダー, ジャカルタ流星
レーダー, コトタバン流星レーダー, ダーウィンラジオゾンデ
(DAW,GDP,KHC)(キャンペーン観測), スルポン境界層レーダー

• 九州大学宙空環境研究センター
• 地上磁力計観測データ(MAGDAS, CPMN)
• FM-CWレーダ観測データ
• 地磁気Pc5 Indexデータ, 地磁気EE Indexデータ, 地磁気Pi2 Indexデータ
• Sq観測データ、Sqモデルデータ

メタデータ作成の現状
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太字,太字:      (下記＋)データファイルのメタデータ抽出済
赤字+下線: 全データセットについてメタデータ提出済
赤字: データセットの一部についてメタデータ提出済
青字:              抽出作業中
黒字: 来年度作業予定

2011年2月23日現在
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•東北大学大学院理学研究科惑星プラズマ・大気研究セン
ター

•地磁気:  女川地磁気サーチコイル
• HF帯: 木星電波固定周波数観測データ, 太陽・木星電波広帯域スペクトルデータ
• VHF帯: 木星メートル電波固定周波数データ, 太陽メートル電波スペクトルデータ
• LF帯: 標準電波位相・振幅変動データ

•情報・システム研究機構国立極地研究所研究教育系宙
空圏研究グループ
•昭和基地: オーロラ光学観測, 地磁気観測, 超高層モニタリング観測, イメージング
リオメータ, 1-100Hz帯ULF/ELF電磁波動観測, ファブリペローイメージャ, 
SuperDARNレーダー, MFレーダー、無人磁力計ネットワーク観測, ナトリウムラ
イダー
•中山基地超高層物理観測, 南極点基地全天オーロライメージャ
•アイスランド共役点観測, EISCATレーダー, スバールバル流星レーダー, トロムソ流
星レーダー, スバールバルオーロラ光学観測, トロムソオーロラ光学観測

•名古屋大学太陽地球環境研究所
•レーザー分光による大気分子観測データ、赤外分光による大気分子観測データ、
レーザーイオン化質量分析器による大気エアロゾル観測データ
•ミリ波・サブミリ波による大気分子観測データ
•地上磁場データ、大気光・オーロラの全天カメラ、熱圏風速シンチレーション、

VHFレーダーによる電離圏擾乱観測、EISCATレーダー観測データ、ノルウェー光学
観測データ、ノルウェーMFレーダー観測データ、ノルウェー流星レーダー観測デー
タ
• IPS速度分布図 IPS速度 g値リスト
• SuperDARN北海道-陸別短波レーダーデータ

•京都大学大学院理学研究科附属天文台
• FMT: イベントリスト, イベントムービー, リアルタイム画像, デジタル生
データ

• SMART: Hα太陽全面多波長データ, Hα部分拡大多波長画像, Hαリアルタイ
ム多波長画像, イベントカタログ, イベントムービー, 太陽全面磁場データ

• DST: Hα部分拡大多波長画像, Hα部分拡大多波長データ, 分光観測クイック
ルック画像, 分光データ

• 京都大学大学院理学研究科附属地磁気世界資料解析セ
ンター

• 地磁気指数データ(final,provisional,quick look)  AE, SYM/ASY, Dst
• 地磁気ディジタルデータ(WDC final,WDC prompt), 地磁気アナログデータ
• 地磁気ディジタルデータ(研究観測), 微気圧変動データ(研究観測)
• 主磁場モデル(IGRF), 電離層モデルによる計算値
• 磁場データカタログ情報

• 京都大学生存圏研究所
• 信楽MU観測所: MUレーダー(対流圏・成層圏標準観測・中間圏標準観測・電
離圏標準観測・特別観測: 流星/RASS/FAI), アイオノゾンデ, ラジオゾンデ, 
境界層レーダー, Lバンド下部境界層レーダー, 下部熱圏プロファイラーレー
ダー, シーロメーター, AWS

• 赤道大気観測所: EAR(対流圏・成層圏標準観測・電離層FAI観測), 境界層
レーダー, Xバンド気象レーダー, シーロメーター, ラジオゾンデ

• その他: ポンティアナMFレーダー, パムンプクMFレーダー, ジャカルタ流星
レーダー, コトタバン流星レーダー, ダーウィンラジオゾンデ
(DAW,GDP,KHC)(キャンペーン観測), スルポン境界層レーダー, スルポン流
星レーダー

• 九州大学宙空環境研究センター
• 地上磁力計観測データ(MAGDAS, CPMN)
• FM-CWレーダ観測データ
• 地磁気Pc5 Indexデータ, 地磁気EE Indexデータ, 地磁気Pi2 Indexデータ
• Sq観測データ、Sqモデルデータ

メタデータ作成の現状
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太字,太字:      (下記＋)データファイルのメタデータ抽出済
赤字+下線: 全データセットについてメタデータ提出済
赤字: データセットの一部についてメタデータ提出済
青字:              抽出作業中
黒字: 今年度作業予定

2011年8月1日現在
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アーカイブされたメタデータ数の推移
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データセット
のメタデータ
件数

データファイ
ルのメタデー
タ件数

合計

H22.8
260 28,179 28,439

H23.2
1,714 258,646 260,360

H23.8
2,188 514,925 517,113



MD リポジトリー＠名大

メタデータ登録・管理システム
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IUGONET
メタデータDB
by DSpace

登録待ちメタデータ
用リポジトリー

ドラフトメタデータ
リポジトリー

研究機関から提出された
メタデータの一時集積場

自動スクリプトで書式、内
容を簡易チェック
(メタデータ・チェッカー)

IUGONET機関1

IUGONET機関2

自動実行
スクリプト
で登録

検索ユーザー
@internet

その他国内外の研究
機関

クエリー 検索結果

エラー無しメタデータ
修正済みメタデータ

2010年度より運用中、2010年度後期にメタデータ・チェッカーを実装



• IUGONETメタデータの
作成・登録方法をド
キュメント化

• IUGONET外の研究機関
からもメタデータを積
極的に受け入れていき
たい！

• 現在内容のレビュー中、
近日中に公開予定

メタデータ作成・登録方法のドキュメント化・公開

2011/5/25 12Hori, T., IUGONET project, @JpGU2011 in Makuhari



 H21年度
 SPASEベースのメタデータの試作、検討

 IUGONET共通メタデータフォーマット ver. 1.0 策定、XML schema公開

 ドキュメント･ツール準備 (MD作成手順 on Wiki, 担当者のトレーニング)

 H22年度
 IUGONET各研究機関でのメタデータ作成、収集

 メタデータDBへのアーカイブ

 H23年度前半
 メタデータDBのβバージョンの試験公開スタート

 メタデータ作成・登録マニュアル(外部向け)の公開

 H23年度末: メタデータDB本運用開始

今後の計画、見通し
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登録メタデータ数 (8/1現在)
データセット,観測サイト・装置等

2,188 件
データファイル参照用MD

514,925 件



• IUGONET研究機関の観測データについてのメタデータ
の作成が進行中。

• 去年度後半より、データファイルを参照するメタデータ
について、公開データを優先させつつ、作成・アーカイ
ブを進めている。

• IUGONET外の研究機関を対象とした、IUGONETフォー
マットのメタデータ作成・登録のためのマニュアルを公
開予定。外部機関からのメタデータも積極的に受け入れ
ていく。

• 今年度末までに、特に最近の10-20年分のデータについ
て、メタデータを作成・アーカイブを完了したい。

まとめ
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• メタデータフォーマッ
ト策定とメタデータ登
録管理システムについ
てまとめたものを、
JAXA 宇宙科学情報解
析論文誌に投稿中

参考論文
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