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超高層大気長期変動の全球地上ネットワーク観
測・研究(IUGONET)プロジェクトについて 



• IUGONETプロジェクトの紹介 
– IUGONETとは？ 
– 年次計画 

• この1年の進捗(ダイジェスト) 
– メタデータ登録数の推移 
– メタデータ・データベース(MDDB)システムの改良 
– UDAS(統合データ取得・解析・可視化ソフト)の改良 
– アウトリーチ活動 

• まとめ 

発表の内容 
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複雑な超高層大気現象を多様な観測で 
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プロジェクトの目的と参加機関 
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大学や研究機関に分散して存在する超高層大気
地上観測データを効率的に検索・取得するための
インフラを整備する 
 IGY(1957-8年)以来の国際共同観測事業で蓄積された

多様かつ膨大な観測データ(アナログ・デジタル)の流通 
 分野横断型のデータ解析による太陽地球系物理学研

究の進展、特に超高層大気長期変動のメカニズム解明 
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データ流通を良くすることが超高層大気研究を促進する 

超高層大気科学バーチャル情報拠点 
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データ検索・発見・取得など
データ流通上の煩雑さ 

データに付随する各種情報
の不備 



 

開発・公開したプロダクト 
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http://search.iugonet.org/iugonet 

IUGONET メタデータ・データベース (MDDB) 
多種多様な太陽・地球大気地上観測データを検索可能！  

iUgonet Data Analysis Software 
(UDAS) 
IUGONETデータ他を扱える統合解析ツール 

全国の大学図書館等で使われている学術リポジ
トリソフトDSpace を科学データ向けに改造・カス
タマイズしたもの 



• 数値・画像・カタログ等
データセット総数は937 

MDDBへのメタデータ登録数の推移 
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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 

H22.8 
260 28,179 28,439 

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

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

H24.2 
2,261 1,637,273 1,639,534 

H24.8 2,326 
+     45 

3,369,503 
+  594,025 

3,371,829 
+  594,077 

H25.5 2,513 
+    106 

7,147,763 
+  1,218,339 

7,150,276 
+   1,218,445 

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 
          (NAOJ太陽観測所, NICT, 気象庁地磁気観測所) 

合計

8,368,721 



JUDAS-QL 
MDDBの検索結果画面からQuick-look
プロットを表示  

MDDB周りの開発・改良 
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IUGONET MDB GETAssoc 

国立情報学研究所で 
開発された連想検索システム 
GETAssoc の導入を検討 

検索ユーザー 

ヒット無し… でも 

検索候補になりそう
な関連単語を推測
して表示！ 

MDDBを引いて、メタデータからデータファ
イルの所在情報や可視化情報(縦軸の値
の範囲とか)を獲得。Java Web Start を
自動生成してダウンロードさせる 



メタデータの増加に伴うMDDBの分散化計画 
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現在の構成 

登録待ち 
リポジトリ 

Draft 
リポジトリ 

(転送) 

RDBMS 
登録 

プログラム 

メタデータの公開までに時間がかかっている 

(登録) (要求) 

(応答) ユーザ 

(登録) 研究機関 
(プロバイダ) 

・・・ 

Step. 2 

Draft 
リポジトリ 

登録待ち 
リポジトリ 

RDBMS 

登録 
プログラム 

登録プログラムとMDDBをも分散化、公開までの時間をさらに短縮 

XML 
(OpenSearch) 

フロントエンドサーバ 

研究機関 
(プロバイダ) 

・・・ 

Step. 1 

Draft 
リポジトリ 

登録 
プログラム 

プログラム(UDAS etc.) 

研究機関 
(プロバイダ) 

・・・ 
RDBMS 

時間比 
10:4 登録待ち 

リポジトリ 

登録待ちリポジトリを分散、登録プログラムを改良し、公開までの時間を短縮 

時間比 
4:? 

負荷 

負荷 
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[ 堀ほか, 宇宙科学情報解析論文誌, 2013(印刷中)] 



提供予定 

NICTとの協力により、
ant + build.xml によるシ
ステム一括インストール
を開発(現在試験中) 

他プロジェクトへのシステム提供 
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MDDBシステム 
(DB + 検索index作成+クエ
リー処理+受付・結果表示) 

Git 

メタデータ登録・
管理システム 

インポート 

[伊藤ほか, 日本アーカイブス学会大会(H25.4.21 ) ] 

NICT統合データシステム研究
開発室でMDDBが稼働中 

福島原発事故関係の放射線測
定メタデータアーカイブ 

NO IMAGE 
COMING UP SOON… 

H25-26京大防災研一般共同
研究: 福島原発事故に伴う放

射性物質の初期拡散沈着過程
把握のためのデータベース構
築 (代表: 谷田貝) 

システム・技術提供、共同研究 

提供予定 



iUgonet Data Analysis Software (UDAS) 
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– Exelis VIS社の商用データ解析・可視化ソフトウェアである
Interactive Data Language (IDL) のスクリプト群 

– ベースは米国THEMIS衛星・地上観測プロジェクト用に開発された
TDAS 
 

UDASとは？ 
• IUGONETのデータをネット越しに取得しTDASの処理系に
のせるためのプラグインパッケージ 

• IUGONET独自のGUIツール拡張や可視化・統計ツールをバ
ンドル 

最新版 Ver. 2.01.1 では23種のIUGONETデータ読込に対応、開発継続中 



UDAS関連の成果、新たな試み 
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レーダー・太陽撮像等の2Dデータ
のロード及び可視化機能の実装 

↑の太陽画像プロット作成では、OpenSearch
経由のMDDBへのクエリーでデータファイルの
在り処(URL) を取得して自動ダウンロード 

シミュレーションで生成される4次元データ
の可視化 (テストケースとして) 

←の例は、九大の
大気大循環モデル
で計算された2009
年1月1日200hPa
高度における大気
の温度分布 

本家TDASの最新リリー
ス(ver.8.0) にバンドルし
てUCBからも配布 

THEMISコミュニティにも
UDAS/IUGONETデータ
を普及 

TDAS: STP分野のコミュ
ニティツールへの動き 

ライセンス不要の実
行形式(IDL Virtual 
Machine)版の
UDASを作成、試験
配布中。 



IUGONETのアウトリーチ活動 
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インドネシア国立航空宇宙研究所でのミニ
ワークショップの様子(H24.8) 

各種SNSを通じて様々な情報を発信中 

ニュースレターを発行。スタッフへのインタ
ビュー、会合の報告、観測データの紹介など
IUGONETに関する情報をコンパクトに配信 

MDDB・UDASの講習会を開催。オンライ
ン会議経由で海外向け講習もやってます。 

ユーザー無くして
発展・改良無し！ 



• 今年の夏、IUGONETプロジェクトの中間報告会とデー
タ解析講習会を開催します！ 

H25年度中間報告会、データ解析講習会 
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昨年度の中間報告会およびデータ解析講習会の様子 ＠極地研 

日時: 2013年8月19日～21日 
会場: 国立極地研究所 (立川) 



• メタデータDB, 統合解析ソフトウェア等を体験できます！ 

IUGONETブース @JpGU2013 
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• IUGONETプロジェクトは６ヶ年計画の５年目に入った。
公開中のメタデータ・データベース(MDDB)および統合
解析ソフトウェア(UDAS)の改良・開発を続けている。 

• また国内外の超高層大気科学コミュニティへのさらなる
普及のため、各種アウトリーチ活動を積極的に行なって
いる。 
 

• JpGU会場でIUGONETブース出展中。気軽にお立ち寄
り下さい！ 

まとめ 
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