IUGONETメタデータの作成、アーカイブの状況
について
堀 智昭1、八木 学2、田中良昌3、佐藤由佳3、新堀淳樹4、林 寛生4、谷田貝亜紀代4、
小山幸伸5、上野 悟6、阿部修司7、梅村宜生1、金田直樹6、鍵谷将人2、米田瑞生2 、吉
田大紀8、河野貴久9、元場 哲郎10、田所裕康11
＋IUGONET研究機関プロジェクトメンバー
1. 名古屋大・STE研, 2.東北大・惑星プラズマ・大気研究センター, 3. 国立極地研究所,
4. 京都大・生存圏研究所、5. 京都大・理・地磁気センター, 6. 京都大・理・附属天文台,
7. 九州大・ICSWSE, 8.気象情報通信株式会社, 9. 東京大・物性研究所
10. JHU/APL, 11. 東京工科大学
2012/8/9

Hori et al., H24年度IUGONET中間報告会 @NIPR

1

講演の内容
• 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
– メタデータファイルの形態

•
•
•
•

(詳細は阿部さんより)

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
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データベースカタログからメタデータDBへ
従来型のデータベースカタログ
ここに書いてあるようなこ
とがまさに「メタデータ」

•

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

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
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これまでやってきたこと
• メタデータフォーマットの策定
– 既存フォーマットの調査
– 改良

• メタデータ作成準備
– マニュアル
– 作成・改変履歴管理リポジトリ
– 作成トレーニング

• メタデータ作成
– オリジナル観測データ
– 外部機関のメタデータ受け入れ

• その他
– MDDBシステムとのすり合わせ
– メタデータ作成の手引き
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メタデータとメタデータ・データベース
2010年3月初版リリース

IUGONET共通メタデータフォーマット
<?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 ERGSC</Description>

 メタデータDBはDSpaceを独
自にカスタマイズしたもの
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… ...
… ...
</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

Hori et al., H24年度IUGONET中間報告会 @NIPR

5

SPASE data model/metadata format

SPASE
http://www.spase-group.org/
基本的に太陽、惑星間空間、
地球磁気圏の人工衛星観測
データを念頭に、それらに
関連する研究リソースを包
括的に表現するデータモデ
ルに基づいて作られた、メ
タデータフォーマット

http://www.spase-group.org/
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2005年11月 ver. 1 release
…
2012年2月 ver. 2.2.2

Hori et al., H24年度IUGONET中間報告会 @NIPR

6

SPASEをベースしたことによるメリット
• STP分野、MTI分野のデータを記述できる (要素、単語が
揃っている)

• ドキュメント、ツールがよく整備されており、オープン
ソースで全て公開されている
• STP分野のVirtual Observatory(VMO,VHO,VSPO,VWO,
…)で使用。de facto standardの有力候補
– NASAがfundするSTPミッションはSPASEメタデータ作成が義
務づけられた
– 将来的にMDB間でメタデータ交換することも
• VxOのメタデータを直接取り込むことも可能

• 個々のデータファイルを参照可能
– 各種解析ソフトとの連携
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IUGONETメタデータについて
データセットを記述
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<NumericalData>

地上観測サイト・観測衛星

観測機器

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

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

<Observatory>

<Instrument>

…

…

…

研究者など人的リソース

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

<DisplayData>
…

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

<Person>

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

…

実データDB

<Catalog>
…

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

<Repository>
…

個々のデータファイル
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Granule>
…

 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
 XMLスキーマをIUGONETホームページから公開
http://www.iugonet.org/data/schema/

「粒々」という意味
2012/8/9
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数値データセット NumericalDataカテゴリーのメ
タデータの例
Resource ID

全研究リソースに対してuniqueに割り振られる
Resource Header部
URI形式のID
リソースの名前、説明、発行日時、コンタクト情
spase://IUGONET/NumericalData/STEL/SuperDA
報などInformation部
Access
RN/HOK/HFradar/sd_hok_common_ergsccdf
<ResourceHeader>

<?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
<Version>1.0.0</Version>

http://www.iugonet.org/data/schema/iugonet.xsd ">

<NumericalData>
<ResourceID>spase://IUGONET/NumericalData/STEL/SuperDARN/HOK/HFradar/sd_hok_common_ergsccdf</ResourceID>
<ResourceHeader>
<ResourceName>SuperDARN Hokkaido HF radar, common mode data distributed by
ERG-SC</ResourceName>
<Description>Common mode data generated by SuperDARN Hokkaido HF radar. Data files are distributed in the CDF format through ERG-SC</Description>
<Contact>
<PersonID>spase://IUGONET/Person/Nozomu.Nishitani</PersonID>
<Role>PrincipalInvestigator</Role>
</Contact>
</ResourceHeader>

<AccessInformation>
<RepositoryID>
spase://IUGONET/Repository/STEL/ERG-SC
</RepositoryID>
<Availability>Online</Availability>
<AccessRights>Open</AccessRights>
<AccessURL>
<URL>http://ergsc.stelab.nagoya-u.ac.jp/</URL>
</AccessURL>
<Format>CDF</Format>
</AccessInformation>

<InstrumentID>spase://IUGONET/Instrument/STEL/SuperDARN/HOK/HFradar</InstrumentID>
<MeasurementType>Dopplergram</MeasurementType>
<TemporalDescription>
<TimeSpan>
<StartDate>2006-12-02T00:00:00</StartDate>
<RelativeStopDate>-P7D</RelativeStopDate>
</TimeSpan>
<Cadence>P3S</Cadence>
<Exposure>P3S</Exposure>
</TemporalDescription>

<ObservedRegion>
Earth.NearSurface.Ionosphere.FRegion
</ObservedRegion>

<SpatialCoverage>
<CoordinateSystem>
<CoordinateRepresentation>Spherical</CoordinateRepresentation>
<CoordinateSystemName>GEO</CoordinateSystemName>
</CoordinateSystem>
<NorthernmostLatitude>84.0</NorthernmostLatitude>
<SouthernmostLatitude>50.0</SouthernmostLatitude>
<EasternmostLongitude>180.0</EasternmostLongitude>
<WesternmostLongitude>130.0</WesternmostLongitude>
<Unit>degree</Unit>
</SpatialCoverage>

<Parameter>
<Name>Max range gate 0</Name>
<Description>Maximum range gate number for 75 range gate mode, namely 75</Description>
<Support>
<SupportQuantity>Temporal</SupportQuantity>
</Support>
</Parameter>

<Parameter>
…

•

Xmlで作成して各機関から収集
2012/8/9

<ResourceName>
実データDBの場所、データファイルのフォー
SuperDARN Hokkaido HF radar, common mode data
マット、アクセス権限などの情報
distributed by

ERG-SC
<AccessInformation>
</ResourceName>
<RepositoryID>
<ReleaseDate>2009-04-01T00:00:00</ReleaseDate>
spase://IUGONET/Repository/STEL/ERG-SC
<ExpirationDate>2199-12-31T23:59:59</ExpirationDate>
</RepositoryID>
<Description>
<Availability>Online</Availability>
Common
mode data generated by SuperDARN Hokkaido
Instrument
ID, MeasurementType
HF radar. Data files are distributed in the CDF format
<AccessRights>Open</AccessRights>
このデータを取得した観測器に関する情報。
through ERG-SC
Spatial Coverage部
<AccessURL>
</Description>
観測領域の範囲の緯度・経度・高度等の情報
観測器自体のメタデータへリンクするように
<URL>
Temporal
Description部
<Contact>
(時刻+)観測範囲での検索に利
http://ergsc.stelab.nagoya-u.ac.jp/
<PersonID>
なっている
データが存在する時間範囲、またデータの時
用
spase://IUGONET/Person/Nozomu.Nishitani
</URL>
<InstrumentID>
<SpatialCoverage>
</PersonID>
間分解能に関する情報
</AccessURL>
spase://IUGONET/Instrument/STEL/SuperDARN/HOK/
<CoordinateSystem>
<Role>PrincipalInvestigator</Role>
<TemporalDescription>
<Format>
Hfradar
</Contact>
<CoordinateRepresentation>
<TimeSpan>
CDF
</ResourceHeader>
Spherical
</InstrumentID>
Observed
Region
Parameter部
<StartDate>2006-12-02T00:00:00</StartDate>
</Format>
</CoordinateRepresentation>
<MeasurementType>
データとして入っているパラメータに関する情報。パ
<RelativeStopDate>-P14D</RelativeStopDate>
観測領域に関する情報。この場合は地球電離
<CoordinateSystemName>
</AccessInformation>
Dopplergram
ラメータ名、属性、変数配列の構造、など
</TimeSpan>
GEO
</MeasurementType>
圏のF層
<Parameter>
</CoordinateSystemName>
<Cadence>P3S</Cadence>
<Name>Line-of-sight
Doppler velocity 0</Name>
<ObservedRegion>
</CoordinateSystem>
<Exposure>P3S</Exposure>
<Description>
<NorthernmostLatitude>84.0</NorthernmostLatitude>
Earth.NearSurface.Ionosphere.FRegion
</TemporalDescription>
Line-of-sight
Doppler velocity measured with the 75 range
<SouthernmostLatitude>50.0</SouthernmostLatitude>
gate mode
</ObservedRegion>
<EasternmostLongitude>180.0</EasternmostLongitude>
</Description>
<WesternmostLongitude>130.0</WesternmostLongitude>
<Support>
<Unit>degree</Unit>
<SupportQuantity>Velocity</SupportQuantity>
</Support>
</SpatialCoverage>
</Parameter>
<Parameter>
次のパラメータの情報
…
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IUGONETによるSPASEの改良点


非デジタル記録データを記述するための属性を追加




観測がカバーする緯度・経度範囲を記述するメタデータ
要素を追加




アナログデータを発掘して検索スキームに組み込む

メタデータのみを参照することで、緯度経度範囲を指定した
データ検索をが可能

太陽撮像データで使用される座標系を定義に追加


太陽データをseamlessに取り込む
改良を提案
•SPASEコンソーシアムでの議論に参加
•IUGONET-VMO会議(Mar.,2010)
•幾つかは正式にSPASEフォーマットに採用

2012/8/9
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メタデータ収集・管理の流れ (cont’d)
メタデータ収集管理用リポジトリー

フリーのバージョン管理ソフト git を使用
URL: http://iugonet1.stelab.nagoya-u.ac.jp/~git/git/gitweb.cgi

ドラフトリポジトリー

STELのドラフト
リポジトリー

全ての処理はUnixのコマンドラインで可能
 大量データ登録をスクリプト処理

メタデータの改変日時、改変箇所など
すべてを記録、diff差分の閲覧が可能

登録待ちリポジトリー
2012/8/9

メタデータDBのβ版公開に合わせて
このMDリポジトリーも一般公開予定
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参考論文
[堀 他, 2012]

• 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
てまとめた論文が、
JAXA 宇宙科学情報解
析論文誌より出版
JAXAリポジトリで閲覧可能
http://repository.tksc.jaxa.jp/pl/dr/AA0065236014
2012/8/9
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メタデータ作成の現状
メタデータ作成開始 2010年4月
• 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

各研究機関から提供予定の
メタデータのリスト
2012/8/9

• 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
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メタデータ作成の現状
2010年8月16日現在
• 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

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

• 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

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

2012/8/9
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メタデータ作成の現状
2011年2月23日現在
• 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

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:
黒字:

抽出作業中
2012/8/9
来年度作業予定

• 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
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メタデータ作成の現状
2011年8月1日現在
• 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

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:
黒字:

抽出作業中
2012/8/9
今年度作業予定

• 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
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メタデータ作成の現状
2012年2月22日現在
• 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

• 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

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

今年度作業予定
2012/8/9

• 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
• 生駒スペクトロヘリオグラフ：Ca II K線太陽全面像乾板データ

• 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

• 名古屋大学 太陽地球環境研究所

黒字:

• 京都大学 大学院理学研究科附属天文台

• 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, ウインドプロファイラ(LQ-7),
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、ビアク流星レーダー

• 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
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メタデータ作成の現状
2012年8月8日現在
• 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

• 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
• ミューオン観測
• SuperDARN北海道-陸別短波レーダーデータ

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

今年度作業予定
2012/8/9

• 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
• 生駒スペクトロヘリオグラフ：Ca II K線太陽全面像乾板データ

• 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

• 名古屋大学 太陽地球環境研究所

黒字:

• 京都大学 大学院理学研究科附属天文台

• 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, 境界層レーダー,
Lバンド下部境界層レーダー, ウインドプロファイラ(LQ-7), シーロメーター,
AWS,全天カメラ, ラジオゾンデ,下部熱圏プロファイラーレーダー, ライダー
• 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, AWS, 流星レーダー, 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, スルポン境界層レーダー, ビアク流星レーダー, ダーウィンラジオゾ
ンデ(DAW,GDP,KHC)(キャンペーン観測), GRBR, GPS

• 九州大学 国際宇宙天気科学・教育センター
•
•
•
•

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

Hori et al., H24年度IUGONET中間報告会 @NIPR
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アーカイブされたメタデータ数の推移
データセット
他のメタデー
タ件数

データファイ
ルのメタデー
タ件数

全メタデータ
合計

260

28,179

28,439

1,714

258,646

260,360

2,188

514,925

517,113

2,261

1,637,273

1,639,534

2,326
+ 45

3,369,503
+ 594,025

3,371,829
+ 594,077

H22.8
H23.2
H23.8
H24.2
H24.8

黒色: IUGONET機関オリジナルデータのメタデータ
灰色: IUGONET外からの受け入れ分
2012/8/9

Hori et al., H24年度IUGONET中間報告会 @NIPR
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メタデータ作成・登録方法のドキュメント化・公開

• 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！

• H23年9月より
IUGONETホームページ
で公開中
2012/8/9

Hori et al., H24年度IUGONET中間報告会 @NIPR
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今後の計画、見通し
 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

登録メタデータ数 (8/8現在)
データセット,観測サイト・装置等

 メタデータDBのβ テスト
 メタデータ作成・登録の手引き(外部向け)の公開
 H23年度末: メタデータDB本運用開始

2,366 件
データファイル参照用MD

3,965,894件

 H24年度
 引き続きメタデータ作成・登録を進める. 特に過去20年以上の範囲の
データを整備, メタデータの作成を行う
2012/8/9

Hori et al., H24年度IUGONET中間報告会 @NIPR
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まとめ
• IUGONET研究機関の観測データについてのメタデータ
の作成・アーカイブを行ってきた。
• H22年度より、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
開した。外部機関からのメタデータの受け入れも始めつ
つある。
• 今後は過去20年以上まで範囲を広げて、引き続きメタ
データの作成・アーカイブを進めていきたい。

2012/8/9

Hori et al., H24年度IUGONET中間報告会 @NIPR
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