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“Geospace”
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［地磁気センターパンフレット 2008］

• “Geospace Environment” =「宇宙地球環境」

• 太陽活動と地球の持つ磁場の相互作用によ
り、様々な現象が観測される
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http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/wdc/pdf/pamphlet/wdc_pamp.pdf
http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/wdc/pdf/pamphlet/wdc_pamp.pdf
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Geospace Databases on WWW

• 地球周辺の宇宙環境データ
• 飛翔体 / 地上観測点

• 光 / 電磁場 / 粒子など

• 直接観測 / 遠隔観測 / シミュレーション

• 様々な時間分解能・空間分解能

広範囲かつ多様なデータ
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Geospace Databases on WWW

• 広範囲かつ多様なデータが現在では
WWW上に多数公開されている

• 共通フォーマットの策定、データベース化、
メタデータベースの整備なども進んでいる

とは言え、新しいデータの利用を始めるには
いろいろと新しい予備知識が必要
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“Data-Showcase System”

• ４次元GeoBrowser上に、各データベース
のデータを可視化する

• 位置情報、時刻情報を反映した表現
• データの直感的な比較が可能

• ネットワークを介しデータの利用が可能

データに興味を持ったユーザーは
データベースからデータを取得し利用する
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Dagik: DAily Geospace 
Data in KML

http://www-step.kugi.kyoto-u.ac.jp/dagik/

http://www-step.kugi.kyoto-u.ac.jp/dagik/
http://www-step.kugi.kyoto-u.ac.jp/dagik/
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List of Databases on Dagik
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List of Databases on Dagik
• All-sky camera: STEL, Nagoya University http://stdb2.stelab.nagoya-u.ac.jp/omti/

• DMSP SSIES: UT Dallas http://cindispace.utdallas.edu/DMSP/

• EISCAT: NIPR http://polaris.nipr.ac.jp/~eiscat/eiscatdata/

• GEONET-TEC: Kyoto University http://stegps.kugi.kyoto-u.ac.jp/

• GEOTAIL footprint: ISAS/JAXA http://darts.isas.jaxa.jp/index.html.en

• Hokkaido Super-DARN radar: UEC & Nagoya University http://skdb1.stelab.nagoya-u.ac.jp/hokkaido/

• IMAGE-FUV: SSL, UC Berkeley http://sprg.ssl.berkeley.edu/image/

• Ionosonde data: NICT http://wdc.nict.go.jp/IONO/index_E.html

• MIT-TEC:MIT/Haystack observatory http://madrigal.haystack.mit.edu/madrigal/

• Magnetometer data and indices: WDC Kyoto for Geomagnetism http://swdcwww.kugi.kyoto-u.ac.jp/

http://stdb2.stelab.nagoya-u.ac.jp/omti/
http://stdb2.stelab.nagoya-u.ac.jp/omti/
http://cindispace.utdallas.edu/DMSP/
http://cindispace.utdallas.edu/DMSP/
http://polaris.nipr.ac.jp/~eiscat/eiscatdata/
http://polaris.nipr.ac.jp/~eiscat/eiscatdata/
http://stegps.kugi.kyoto-u.ac.jp/
http://stegps.kugi.kyoto-u.ac.jp/
http://darts.isas.jaxa.jp/index.html.en
http://darts.isas.jaxa.jp/index.html.en
http://skdb1.stelab.nagoya-u.ac.jp/hokkaido/
http://skdb1.stelab.nagoya-u.ac.jp/hokkaido/
http://sprg.ssl.berkeley.edu/image/
http://sprg.ssl.berkeley.edu/image/
http://wdc.nict.go.jp/IONO/index_E.html
http://wdc.nict.go.jp/IONO/index_E.html
http://madrigal.haystack.mit.edu/madrigal/
http://madrigal.haystack.mit.edu/madrigal/
http://swdcwww.kugi.kyoto-u.ac.jp/
http://swdcwww.kugi.kyoto-u.ac.jp/


How to use Dagik

http://www-step.kugi.kyoto-u.ac.jp/dagik/screen_shots/movies/

1. dagik.kmlをGoogle 

Earthでロードする

2. サイドバーのカレン
ダーから日付を選ぶ

3. サイドバーのリスト
から見たいデータを
選ぶ
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http://www-step.kugi.kyoto-u.ac.jp/dagik/screen_shots/movies/
http://www-step.kugi.kyoto-u.ac.jp/dagik/screen_shots/movies/
http://www-step.kugi.kyoto-u.ac.jp/dagik/dagik.kml
http://www-step.kugi.kyoto-u.ac.jp/dagik/dagik.kml
http://earth.google.com/
http://earth.google.com/
http://earth.google.com/
http://earth.google.com/


Sample Screen Shot of Dagik
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Tools in Dagik
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Objects on Google Earth

• 配置できる要素

• アイコン

• 線

• 3D ポリゴン

• 画像

• どの要素も、緯度・経度・高度の地理情報、さらに
時刻の、4次元の属性を持つことができる

［from KMLチュートリアル］
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http://code.google.com/intl/ja/apis/kml/documentation/kml_tut.html
http://code.google.com/intl/ja/apis/kml/documentation/kml_tut.html


Google Earth as a data 
browser for geospace study 

• データを4次元に配置

• 拡大縮小が簡単

• 表示切替が簡単

• 同じ時系列、同じ場所のデータの比較が簡単

• HTTPを介してデータの取得が簡単

13
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Dagik Rules
Google Earth上で同時表示するために

• 時間幅を揃える‥1日（UT）1ファイル

• プロットサイズを揃える
• データリストを共有する
• それぞれの研究機関がkmlファイル
を作成しWWW上に公開する
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［Dagik on Google Earth Blog］
［Yoshida & Saito, AGU Fall 2007］

http://www.gearthblog.com/blog/archives/2007/12/agu_fall_meeting_day_1_highlights.html
http://www.gearthblog.com/blog/archives/2007/12/agu_fall_meeting_day_1_highlights.html
http://conferences.images.alaska.edu/agu/2007/yoshida.html
http://conferences.images.alaska.edu/agu/2007/yoshida.html


今後の展開
• データを増やす

• 使いやすくする

• Google Earthの機能向上に追従する

• データ検索

• ユーザーインターフェース

16



データを増やす
• データの期間を増やす

• データの種類を増やす
“Daily Geospace Data in KML” から

“Data of Geoscience in KML”  へ拡大

• メタ情報データベースなどとの連携
17



使いやすく（検索）
• データ検索の改良

• Wikipediaのリンク構造を利用し、
キーワードから日付を推定する
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[Tatedoko et al., DEIM, 2009]
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http://db-event.jpn.org/deim2009/proceedings/files/B2-5.pdf
http://db-event.jpn.org/deim2009/proceedings/files/B2-5.pdf


使いやすく（UI）
• ウェブブラウザ上で表示

• Google Earth API

• Javascript

• Windows アプリケーション開発

• Google Earth COM API

19



使いやすく（UI）
• ウェブブラウザ上で表示

• 地磁気共役点を表示するサンプル

http://www-step.kugi.kyoto-u.ac.jp/~daiki/gearth/conjugate.html

20

http://www-step.kugi.kyoto-u.ac.jp/~daiki/gearth/conjugate.html
http://www-step.kugi.kyoto-u.ac.jp/~daiki/gearth/conjugate.html


使いやすく（UI）
• Windows アプリケーション開発

• Google Earth COM API

• Dagik Demo for outreach exibitions

• Google Earth上で、コンテンツを自
動再生するアプリケーション

http://www-step.kugi.kyoto-u.ac.jp/dagik/outreach/
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http://www-step.kugi.kyoto-u.ac.jp/dagik/outreach/
http://www-step.kugi.kyoto-u.ac.jp/dagik/outreach/


Dagik Demo

• with Visual Basic 2008

22



Dagik Demo

• KMLコンテンツを自動再生する
Windowsアプリケーション

23



2008年12月＠科学博物館
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デジタル４次元地球儀「ダジック・アース」 

25

http://www-step.kugi.kyoto-u.ac.jp/dagik/outreach/

http://www-step.kugi.kyoto-u.ac.jp/dagik/outreach/
http://www-step.kugi.kyoto-u.ac.jp/dagik/outreach/


デジタル４次元地球儀「ダジック・アース」 

• Dagik, Google Earthのデータ閲覧の手軽さを
活かして、研究室・研究分野紹介

• 一般向けのアウトリーチ活動に発展
• 地球科学分野の紹介
• 科学リテラシーを養う、サイエンスコ
ミュニケーション活動に発展

• 制作・設置コストがほとんどかからない

26



デジタル４次元地球儀「ダジック・アース」 

• 京大オープンキャンパス（2007年8月、2008年8月）
• 京大総合博物館2008年春季企画展「京の宇宙学」（2008年4～8月）
• NICT一般公開（2008年7月）
• 仙台市天文台・SGEPSSアウトリーチイベント「体感！日本の惑星研
究最前線」（2008年10月）

• 産総研IGY+50 Symposium（2008年11月）
• 京大NF理学部地球惑星科学系研究室紹介（2008年11月）
• 電通大オープンキャンパス（2008年11月）
• 国立科学博物館（2008年12月、2009年2月）
• 静岡科学館る・く・る（2009年4月）
• 国立科学博物館（2009年7月）
• 金沢歌劇座・SGEPSSアウトリーチイベント（2009年9月）
• サイエンスアゴラ（2009年10月）

27
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Summary
• Data Showcase System

• 様々なデータのプロットを手軽に共有し閲覧できる仕組み

• データベースへの窓口となる

• Dagik

• Google Earthを使い実装

• アウトリーチ活動にも活用

• データの追加はdagik@step1ku.kugi.kyoto-u.ac.jpまで

http://www-step.kugi.kyoto-u.ac.jp/dagik/

mailto:dagik@step1ku.kugi.kyoto-u.ac.jp
mailto:dagik@step1ku.kugi.kyoto-u.ac.jp
http://www-step.kugi.kyoto-u.ac.jp/dagik/
http://www-step.kugi.kyoto-u.ac.jp/dagik/

