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1. はじめに

時空間情報処理ツールの研究・開発
原正一郎

人文科学，自然科学，情報学の新しい境界領域として，地域情報学の創出を目指し
た研究を展開している[1]．地域研究は地域の社会・文化的な構造を人間活動とともに
様々な視点から総合的に理解する，つまり地域を「読み」・「解き」・「語る」ことを目
的とした学際的研究領域の一つである．したがって，地域研究は歴史・地理・政治・
経済学・文化人類・環境などの研究領域を包摂している．地域情報学の目的の一つは，
地域研究に関連する多様な知識や物事を共有化し，これらを様々な視点から関連づけ
たり解析したりする手法を提供することにある．
しかし，地域により言語が異なる，研究領域により手法や語彙が異なる，扱う資料
やデータの種類が多種多様であるなどの理由により，そのような情報システムを実現
することは容易でない．そこで，地域研究が対象とする多くの物事に共通な時間と場
所の情報に注目した情報システムの研究・開発から着手した．本稿では，筆者らの
Humanities GIS 研究グループ（以下，H-GIS）が研究・開発に貢献している，資源共有
化システム，空間情報処理ツール（HuMap）および時間情報処理ツール（HuTime）に
ついて述べる．
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Development of Spatiotemporal Information
Analysis Tools

2. 時空間情報と地域情報モデル
物事を関連づける情報として 5W1H（Who，What，When，Where，Why，How）が
知られている．データベースの設計においても 5W1H は重要な観点であるが，それら
の利用には偏りが見られる．例えば書誌目録では題名（What）と作者（Who）が多用
される傾向にある．When と Where に関する情報もあるが，これらは出版年や出版地
に関する情報であり，物事の内容とは関係が薄い．主題は 5W1H の全ての情報を含み
うるが，日本では主題整備が遅れているために主題の内容を区別することが困難であ
る．例えば「吉田」について検索しようとしても，それが人名なのか，地名なのか，
あるいは神社であるのか区別できない．つまり What と Who 以外は使い勝手が悪い．
一方，物事の分布を比較するために地図上にプロットして重ね合わせたり，因果関
係を推定するために年表を作成して並べたりすることは，多くの研究領域において基
礎的な作業である．このように物事の内容に関する When と Where の情報は，物事を
整理したり理解したりするあらゆる場面において重要な情報である．本稿では When
と Where の情報を時空間情報と呼ぶ．
このように，多様な研究領域を包摂している地域研究において，時空間情報は Who
および What とともに不可欠な情報となる．そこで，地域情報学では物事の内容を主
題軸・空間軸・時間軸の 3 次元で表現している（図 1）．以下では 3 次元モデルの各軸
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並べたり，時間的演算を行ったりするソフトウェアについては，MIT の SMILE プロ
ジェクトにおける TimeLine[3]など開発事例は少ない．第 5 章では HuTime と呼ばれる
時間情報処理ツールについて説明する[4]．
時空間情報の組織化や解析にはオントロジ辞書が必要である．オントロジ辞書とし
て，H-GIS ではデジタル地名辞書と暦日テーブルの構築を継続している．デジタル地
名辞書は歴史地名，その現在地名，緯度・経度，属性（河川，建物など）などを登録
した辞書であり，地名を緯度・経度に変換する際などに利用する[5]．暦日テーブルは
グレゴリオ暦と和暦など，異なる暦日間の相互参照表である．オントロジについて本
稿ではこれ以上の言及はしない．

と関連する情報処理ツールの概要について述べる．

空間軸

緯度・経度等

地図空間
ある主題および空間内
におけるデータ

HuMap

オントロジ辞書
語彙によるデータの関連付

ある主題および空間内における
データの関連付（と時間的推移）

3. 資源共有化システム
主題軸

データベースは多様な研究資源を統合するための要となるシステムである．本章で
は，複数のデータベースを統合する資源共有化システムについて，特に時空間情報の
視点から述べる．
3.1 資源共有化システムの概念
研究情報をデータベースから収集しようとしても，殆どのデータベースは異なるメ
タデータを採用しているため，データベースを 1 つずつ検索しなければならず極めて
非効率的である．資源共有化システムは多様なデータベースをシームレスに接合する
情報システムである．シームレスとは，インターネット上に分散しているデータベー
スを，仮想的な単一データベースに見せる仕掛けである．本稿では，このような情報
システムを総称して資源共有化システムと呼ぶことにする[6][7][8][9]．資源共有化シ
ステムの例としては，人間文化研究機構の研究資源共有化システム[10]，京都大学地
域研究統合情報センターの地域研究資源共有化データベース[11]，京都大学研究資源
アーカイブ（以下，京大システム）などがある．
3.2 資源共有化システムのメタデータ
資源共有化システムで共有化される各データベースのメタデータはそれぞれ異な
っているが，意味的に共通したデータ項目が多くあることも経験的な事実である．そ
こで，多くのメタデータに共通な意味を持つデータ項目からなる新しい「共有化メタ
データ」を定義する．その上で，各データベースのデータ項目から意味的に対応する
共有化メタデータのデータ項目へのマッピングを行い，
「共有化メタデータベース」を
構築する．
資源共有化システムでは，この共有化メタデータベースを検索する．つまり，資源
共有化システムの利用者には，資源共有化システムが共有化している全てのデータベ
ースが単一のメタデータ構造を持っているように見える．これが資源共有化システム
の基本構造である．

Who, What等

暦空間
時間軸

グレゴリオ歴等

ある主題および時間内
におけるデータ

図 1

HuTime
ある主題および時間内における
データの関連付（と位置的変異）

時空間情報モデル

主題軸は物事を語彙に従って配列するものである．これはデータベースに相当する．
しかし，Who および What を主体とする従来のメタデータでは，時空間情報を扱うこ
とができない．物事の内容に関する時空間情報を記述できるメタデータの定義と，こ
れを利用できるデータベースが必要である．そのようなデータベースの例として，第
3 章では資源共有化システムについて説明する．
空間軸は物事を位置に従って配列するものである．これは地図に相当する．主題軸
と空間軸が形成する空間には，行政界地図，土地利用図，患者発生地図などの様々な
主題図が存在する．本稿が対象とする空間情報処理ツールは，多様な地図をコンピュ
ータ上で表示したり，重ね合わせたり，空間的演算を行ったりするソフトウェアであ
り，地理情報システム（GIS あるいは Geographical Information Systems）とも呼ばれて
いる．第 4 章では HuMap と呼ばれる空間情報処理ツールについて説明する[2]．
時間軸は物事を時間に従って配列するものである．これは年表に相当する．主題軸
と時間軸が形成する空間には，日本史，朝鮮史，中国史，タイ史など様々な主題の年
表が存在する．GIS ツールに相当して，複数の年表をコンピュータ上で表示したり，
2
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・・・・・
</mets:dmdSec>
・・・・・
</mets:mets>

3.3 時空間メタデータ

物事の内容を標準メタデータの基本要素のみで記述しようとすると，直ちに問題と
なるのが場所と時間の扱いである．これは標準メタデータにおいて，時空間情報を記
述する要素の種類が少ないことに起因する．そのため，各資源共有化システムでは，
時空間情報を記述するための工夫を標準メタデータに加えている．
京大システムではフィールドノート・写真・地図などのコレクションを対象として
おり，標準メタデータとして EAD（Encoded Archival Description）[12]，METS（Metadata
Encoding & Transmission Standard）[13]および MODS
（ Metadata Object Description Schema）
[14]を組み合わせている．コレクションを扱う場合，資料一点ごとの目録化だけでは
不十分で，資料の出所・来歴など資料間の依存関係も記述する必要がある．EAD は資
料間の依存関係を階層的に記述できるアーカイブ用の標準メタデータである．
EAD では写真などのデジタルコンテンツを Item 要素などに割り当てるが，デジタ
ルコンテンツ全体に関するデータ，デジタルコンテンツ一点ごとの書誌データ，資料
間の依存関係を示すデータ，デジタルコンテンツに関する技術的データをパッケージ
として記述できれば便利である．METS はそのための標準メタデータである．
京大システムでは書誌データ記述用の標準メタデータとして MODS を利用してい
る．MARC（MAchine Readable Cataloging）[15]よりも簡便でありながら Dublin Core
Metadata Element Set[16]よりも詳細な記述が可能な MODS の特徴を評価したためであ
る．図 2 に METS による空間情報の記述例の一部を示す（実装時のデータ構造は，こ
れとは異なっている）．

図 2

METS による時空間メタデータの記述例

図 2 において，metsHdrr 要素（①）にはデジタルコンテンツ全体の書誌データを記
述する．dmdSec 要素にはデジタルコンテンツの保存情報を記述する．保存情報は，デ
ジタルコンテンツが関係している EAD 要素と，デジタルコンテンツ一点ごとの書誌
データから構成される．デジタルコンテンツの書誌データは MODS で記述され，例え
ば②はコンテンツのタイトルが「[SLIDE FILE]1970s 貝葉調査 タイ」であることを示
している．時空間情報は mods:subject 要素内に記述する．③は空間情報の記述例であ
り，coordinates 要素内に緯度と経度情報が記述されている．

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<mets:mets ※名前空間の記述は省略>
<mets:metsHdr CREATEDATE="2008-10-18" LASTMODDATE="2008-10-20">①
・・・・・
</mets:metsHdr>
・・・・・
<mets:dmdSec ID="DMD2"> ②
<mets:mdWrap MDTYPE="MODS">
<mets:xmlData>
<mods:mods>
<mods:titleInfo>
<mods:title>[SLIDE FILE] 1970s 貝葉調査 タイ</mods:title>
・・・・・
<mods:subject>
<cartographics> ③
<!-- (NW)lat., lon. -->
<coordinates>19.518375478601556, 98.3056640625</coordinates>
<!-- (SE)lat., lon. -->
<coordinates>18.646245142670608, 102.4365234375</coordinates>
</cartographics>
</mods:subject>

図 3

京大システムにける時空間検索例

図 3 に京大システムにおける検索例を示す．メタデータ内に時空情報が記述されて
いれば，左側図のように地図検索画面上にマーカが現れる．これを選択すると右側図
のようにコレクション情報が表示される．

4. 空間情報処理ツール（HuMap）
HuMap はパソコン上で稼働する GIS 用クライアントソフトウェアであり，2004 年
ころから H-GIS が中心となって研究・開発を開始した．2005 年度より人間文化機構の
連携研究「人と水」，2006 年度より人間文化機構研究資源共有化事業その他の研究プ
ロジェクトとのコラボレーションにより研究・開発を継続している[2]．
当初の HuMap は，シドニー大学の TimeMap Project[17]で開発された TimeMap をベ
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空間データは WGS84 に基づく地理座標系で緯度と経度は 10 進表記である．異なる座
標系にも対応可能である．画像データとしては JPEG，JPEG2000，GIF，TIFF，PNG
が利用できる．レイヤファイルにはデータファイルのデータ構造，表示のためのパラ
メータなどのメタデータが記述されている．一つのデータファイルに一つのレイヤフ
ァイルが必要である．プロジェクトファイルには，地図表示に必要なパラメータやレ
イヤの表示順などのメタデータが記述されている．

ースとしていた．つまり TimeMap Open Source Consortium との間で TimeMap のソース
コードの利用に関する覚書を交わし，それを解析するところから研究・開発が始まっ
た．TimeMap には時間情報を処理できるという優れた特徴があったものの，可視化ツ
ールにすぎず，GIS ツールとしての機能は限定されていた．そこで基本的な空間情報
解析機能，データクリアリングハウスとの連携機能，外部ソフトウェアとの連携機能
などを少しずつ実現してきた．最新版 HuMap のソースコードは完全にオリジナルで
あり，TimeMap の特徴を受け継ぎながらも GIS ツールとしての機能を充実しつつある．
4.1 HuMap の概要
(1) HuMap の機能
HuMap は主題軸と空間軸が形成する地図平面上の情報を処理する GIS ツールの一
種であり，以下のような基本機能を持っている．
① 複数のレイヤを重ね合わせて空間情報を可視化する機能
② 空間領域における図形のズームイン・ズームアウト機能
③ 指定した検索条件（SQL）を満たすフィーチャの表示機能
④ 指定領域内にあるフィーチャの情報を表示する機能
⑤ 指定された点列間の距離，面積，重心などの基本的な計算機能
⑥ レイヤ間の演算機能
⑦ フィーチャに関した外部情報への URL を介したアクセス機能
さらに HuMap の特徴として以下の機能をあげることができる．
⑧ プロジェクト機能：複数レイヤをプロジェクトという単位にまとめ，レイヤ
の表示・非表示・削除などの操作をプロジェクト単位で実行する
⑨ 時間領域検索機能：指定した時間に関連のあるフィーチャの情報を表示する
⑩ アニメーション機能：フィーチャの動態を時系列的に表示する
⑪ JAVA 環境：Java 言語で作成されているためプラットフォーム依存が少ない
⑫ JAVA プラグイン機能：JAVA 言語で作成した時空間情報処理プログラムを
HuMap から呼び出して使う．HuMap にデータ解析機能を拡張する手段である
⑬ アノテーション機能：レイヤ上の任意の領域に文書情報を追加し，それらを
検索・表示する
⑭ データクリアリングハウス連携機能：レイヤデータや時空間処理プログラム
を蓄積したデータクリアリングハウスを検索してインポートする．反対にデ
ータクリアリングハウスへデータなどをエクスポートする
(2) HuMap で必要なデータ
HuMap で必要なファイルは，データファイル，レイヤファイル，プロジェクトファ
イルの 3 種類である．データファイルとは時空間データあるいは画像データなどのフ
ァイルである．HuMap で処理可能な時空間データの形式は CSV ファイル，ESRI
ShapeFile，XML ファイルである．データファイルにおける時間データはグレゴリオ暦，

図 4 HuMap の概観
(3) HuMap の概観
HuMap は以下の 5 つの部分から構成されている（図 4 参照）．
① メインメニュー：レイヤおよびプロジェクトの保存・呼出，環境設定などの
機能を選択する
② アイコンメニュー：フィーチャの拡大・縮小・移動，アノテーション，距離・
重心などの処理機能を選択する
③ データビュー：レイヤ情報の表示，ズームイン・アウト，領域指定，注釈の
付与などを行う
④ プロジェクトビュー：レイヤおよびプロジェクトの一覧，処理対象となるレ
イヤおよびプロジェクトの選択，フィーチャ属性の編集などを行う
4
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⑤ タイムスライダ：データビューに表示する時間範囲などを指定する

図 5

HuMap における基本表示の例

図 6

の赤色の点が抽出された神社を示している．これはレイヤ間演算の例であり，やはり
GIS ツールに特徴的な情報処理法の一つである．このような空間情報処理と通常の統
計処理を組み合わせることにより，景観解析などを行うことができる[18]．

HuMap による SQL 検索の例

4.2 HuMap の空間情報処理

図 5 は行政界地図レイヤの上に活断層地図レイヤと地震記事レイヤを重ねたもので
ある．行政界地図レイヤは多角形データの例であり，各多角形（行政単位）には ID，
市町村名，面積，人口などの属性情報が関連付けられている．活断層地図レイヤは線
データの例であり，各線（断層）には ID，変位地形，変位基準などの属性情報が関連
付けられている．地震記事レイヤは点データの例であり，各点（地震記事）には ID，
位置，記事データベースへの URL などの属性情報が関連づけられている．これらのレ
イヤ情報から，活断層がどの町の下を走っているのかなどを鳥瞰することができる．
HuMap では空間範囲を指定した検索ができる．図 5 では地震記事レイヤのある領域
を矩形選択し，その範囲に含まれている地震記事のデータを表示している（図右上の
テーブル）．さらにテーブルから記事を選択すると，記事データベースへの URL を利
用して記事の内容を表示することもできる（図左側のテキスト領域）．
データベース（属性情報）に対する検索も可能である．図 6 では行政界レイヤにお
いて「select * form “Japan Map” where “Japan Map”.“人口”>100000」という SQL を実行
している．つまり，人口が 100000 人より多い市町村をデータベースから検索し，それ
を地図上でハイライト表示している．
コロプレスマップは，フィーチャを属性の値に従って色分けする機能である．図 7
は市町村を人口別に 5 段階に色分け表示した例である．
GIS ツールに特徴的な情報処理法としてバッファ操作がある．これはフィーチャの
周辺から一定距離の領域を計算する操作である．図 8 の青色の領域は，奈良盆地内の
各河川から 300m 以内の領域をバッファ操作により抽出した例である．
このレイヤと奈良盆地内の式内社の分布を示したレイヤを重ね合わせてクリッピ
ング操作を行うと，河川から 300m 以内にある式内社を抽出することができる．図 8

図 7

HuMap によるコロプレス表示の例

図 8

HuMap によるバッファ操作および
レイヤ間演算の例

HuMap には，バッファ操作やレイヤ間演算以外にも，便利な空間情報処理機能が多
数用意されている．このような処理を通常のデータベースで実行するのは困難であり，
空間情報を扱うことのできる GIS ツールならではの特徴である．
GIS ツールとして多くのソフトウェアが利用可能となっている．市販ソフトウェア
では ArcGIS が代表的である．オープンソフトウェアでは GRASS[19]，MANDARA[20]
などがある．HuMap は空間情報と時間情報を扱える，基本的な空間情報処理機能を有
している，データクリアリングハウスと連携しているなどの特徴がある．また後述す
るように，HuTime の連携により本格的な時空間情報処理が可能となる．

5. 時間情報処理ツール（HuTime）
HuTime はパソコン上で稼働する時間情報処理用クライアントソフトウェアであり，
2005 年度から H-GIS が中心となって研究・開発を開始した．2006 年度より人間文化
機構の研究資源共有化事業と連携研究「人と水」その他の研究プロジェクトとのコラ
ボレーションにより開発を継続している[4]．
5.1 HuTime の概要
(1) HuTime の機能
HuTime は主題軸と時間軸が形成する年表平面上の情報を処理する新しい時空間情
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報処理ツールである．HuMap では位置情報に従ってフィーチャを配列した地図をレイ
ヤとして重ね合わせ可視化した．HuTime では時間情報に従って事象を配列した年表
をレイヤとして並べて可視化する．HuTime は以下のような機能を持っている．
① 複数のレイヤを並べて空間情報を可視化する機能
② 文字列データ，折れ線グラフ，棒グラフなど多様な表示機能を持つ
③ 時間領域における図形のズームイン・ズームアウト機能
④ 複数の暦に対応できる
⑤ 指定した検索条件を満たす事象の表示機能
⑥ レイヤ間の論理演算機能
⑦ 外部情報への Web リンクを介したアクセス機能
⑧ プロジェクト機能

タなどのファイルである．HuTime で処理可能な時空間データ形式は CSV ファイルと
XML ファイルである．データファイル中における時空間情報の記述は，時間について
はグレゴリオ暦を基本とするが，様々な暦に対応することができる．空間については
WGS84 に基づく地理座標系で緯度と経度は 10 進表記となっている．画像データとし
て JPEG，JPEG2000，GIF，TIFF，PNG が利用できる．レイヤファイルおよびプロジ
ェクトファイル内のメタデータは HuMap とほぼ同じである（ただし完全には同じで
ないため，現時点では互換性がない）．
(3) HuTime の概観
HuMap と同様に，HuTime でもメインメニュー，アイコンメニュー，データビュー，
プロジェクトビュー，タイムスライダの 5 つの部分からなる．各機能も HuMap とほ
ぼ同じであるが，データビューには年表が表示される．
HuTime では，文字列データ，数値データである点グラフ，折れ線グラフ，棒グラ
フなどを組み合わせて扱うことができる．さらに HuTime は様々な暦に対応できる．
図 9 は西暦 1800 年から 1950 年までのデータを表示しているが，西暦に加えて和暦も
表示されている．HuTime では，従来の年表表示ソフトウェアでは扱えなかった元号
や閏月を含む暦を扱うことも可能である．

図 10

HuTime による年表表示例

図 11

HuTime による検索例

5.2 HuTime の時間情報処理

図 9

HuTime の基本機能は，複数の年表を同じ時間軸上で並べることにより，物事の共
時性や周期性などを視覚化することである．図 10 は 4 つの年表（滋賀県，琵琶湖，淀
川水資源開発，環境関係の年表）を HuTime 上に表示したものである．
HuTime では複数の年表から特定の条件を満たす物事を抜き出し，新たな年表を作
成する機能がある．図 11 の年表は，図 10 の 4 つの年表から「赤潮」もしくは「ウロ
グレナ」を含む記事を抜き出して再構成したものである．これによると，赤潮に関す
る最初の記事は 1972 年であり，その後も赤潮に関する物事が断続的に続いていること

HuTime の概観

(2) HuTime で必要なデータ
HuTime で必要なファイルは，データファイル，レイヤファイル，プロジェクトフ
ァイルの 3 種類である．データファイルとはあるいは時空間データあるいは画像デー
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作業である．図 12 では，最終的に作成されたマスクと滋賀県災害誌の間で論理積をと
り，日降水量 10mm 以上かつ平均風速が毎秒 5m 以上の期間に関する災害記録を抽出
している．この結果は図 12 の最下段のレイヤである．これより，滋賀県の場合，大雨・
強風という条件のもとで最も多い災害は雪害であることが分かる．
ここで例示したような異質な時間データ同士の解析は，データ加工の難しさや表示
手段が少なかったことにより，従来は行われる機会が少なかった．HuTime の可視化
機能や検索機能を使うことにより，様々な物事間の時間関係を確認し，必要な情報が
含まれている期間を概観することなどが容易になった．さらにマスク操作などの新し
い時間解析手法の可能性を見いだすことができた．

が分かる．

6. おわりに

図 12

時空間情報処理ツールが真価を発揮する前提として，時空間情報を持った様々なデ
ータを収集・蓄積・公開する仕組みが必要である．資源共有化システムは，そのため
の情報システムであるが，二つの問題点を指摘することができる．一つは資源共有化
システムに蓄積されているデータを検索するためのメタデータである．メタデータの
構造については，第 3 章で述べたように，ほぼ目処が立っている．実際にデータを走
査して，必要な情報を抽出し，定義されたメタデータに従って整理する必要がある．
ここではオントロジ辞書が重要になると考えている．つまりコンピュータが概念を処
理できるような形式で語彙を体系化する必要がある．一方，オントロジ辞書を作るた
めには，コンピュータがデータの内容を理解できなければならない．少なくともオン
トロジ辞書が一定量の概念を学習するまでは，データ内の各部分の意味を明示する必
要があると思われる．これが二つめの問題点である．多くの場合，データは文字列で
あるから，意味を明示する手法としてはマークアップが適切であろう．H-GIS では TEI
（Text Encoding Initiative）Guidelines[21]の適用を考えている．
時空間情報処理ツールである HuMap と HuTime は今年度中に公開する予定であり，
そのための準備を進めている．現在進行中の開発は HuMap と HuTime の連携機能であ
る．つまり，特定の物事を空間的な視点から俯瞰・分析する際には HuMap を利用し，
同じ物事を時間的な視点から俯瞰・分析したければ HuTime に切り替え，時間情報と
空間情報を同時に処理できるようにする．これは地域研究のように多様なデータを扱
う研究領域における支援ツールとしては必須の要件であると考える．これを実現する
ために，HuMap と HuTime のレイヤファイルとプロジェクトファイルのメタデータの
共通化を進めている．これまでのレイヤファイルのメタデータに相当する新しいメタ
データ構造を図 13 に示す．ここで gt:metadata 要素には時空間データの書誌的内容（検
索情報）が記述される．gt:resource 要素には時空間データファイルに関する情報が記
述される．gt:application 要素には HuMap と HuTime のスナップショット情報，つまり

HuTime によるマスク操作例

マスク操作は HuTime 特有の機能であるが，これは HuMap のフィーチャ抽出とレイ
ヤ間演算に対応する．マスク操作ではマスクの生成（フィーチャの抽出とレイヤの生
成に相当），マスクの加工（レイヤ間論理演算などによるフィーチャの加工に相当），
マスクによる情報抽出（クリッピングなどのレイヤ間演算に対応）の 3 つの段階を経
て行われる．図 12 にマスク操作の例を示す．
マスクの生成では，検索結果を元にして該当するレコードが存在する期間を抽出す
る．文字データの場合は，キーワード検索により該当文字列を含むデータが存在する
期間がマスクとなる．数値データの場合は，ある比較条件（等しい，以上など）を満
たす数値範囲の期間がマスクとなる．図 12 では，日降水量が 10mm 以上，平均風速
が毎秒 5m 以上の条件を満たす期間をそれぞれマスクとしている．これらは図 12 の上
から 4 番目と 5 番目のレイヤである．
マスクの加工では，解析の目的に合わせて，関連するマスク間で論理演算を行う．
図 12 の例では，日降水量が 10mm 以上の期間を示すマスクと，平均風速毎秒 5m 以上
の期間を示すマスク間で論理積演算を行っている．これにより生成されたマスクが図
12 の 6 番目のレイヤであり，日降水量 10mm 以上かつ平均風速が毎秒 5m 以上の期間
を示す．
マスクによる情報抽出は，作成したマスクを使って年表から必要な情報を抜き出す
7
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解析中のレイヤ，各レイヤの表示状態などの最新情報が記述される．新しいメタデー
タに従ったツールを構築中である．

図 13
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