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DIAS SPOT 6/7衛星データ

1. 識別情報
名称 DIAS SPOT 6/7衛星データ

略称 DIAS/SPOT Data

メタデータID SPOT_ORI_JPN20201209112702-ja

2. 問合せ先

2.1 データセットに関する問合せ先

名前 衛星事業部

組織名 株式会社パスコ

住所 日本, 153-0042, 東京都, 目黒区, 青葉台4-9-6　日本地図センタービル

電話番号 03-5465-7370

2.2 プロジェクトに関する問合せ先

3. ドキュメント作成者

名前 衛星事業部

組織名 株式会社パスコ

4. データ作成者

名前 衛星事業部

組織名 株式会社パスコ

5. ドキュメント作成年月日
2020-12-09

6. データ作成年月日

�publication : 2020-04-02

7. データセット概要

7.1 序論
SPOT 6/7衛星データは、Airbus DS Geo SA社との契約に基づき（株）パスコが提供する画像データです。国土
管理や都市計画、農林業で利用されるほか、防災計画や設備管理にも利用されています。
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DIASがアーカイブするSPOT 6/7衛星データ（以下、「DIAS/SPOTデータ」とします）は、日本国の領土、領海
を撮像したもので、撮像後1年以上経過したデータに限られます。この条件を満たすDIAS/SPOTデータは順次
追加される予定です。

DIAS/SPOTデータの利用は、DIAS解析環境に限られるため、以下の「DIAS解析環境利用申請」と「DIAS/SPOT
データ利用申請」の両方が承認される必要があります。詳細はDIAS事務局へ御連絡ください。

（１） DIAS解析環境の利用申請

所定の手続きに従い、解析環境の利用申請を行ってください。送付された申請内容に基づき審査を行い、利
用の可否を連絡いたします。既存の解析環境アカウントをお持ちでない方には新規アカウントが発行されま
す。

（２） DIAS/SPOTデータの利用申請

DIAS/SPOTデータ利用申請フォーム（和文と英文）に必要事項をご記入いただきDIAS事務局まで送信してくだ
さい。

利用申請の内容を確認させていただいた後、利用の可否を連絡いたします。利用可能となった場合は、利用
協定書を締結いただくことにより、解析環境からDIAS/SPOTデータへのアクセスが可能となります。

DIAS/SPOTデータの利用は後述の「データ利用規約」に定める条件、目的に限られます。それ以外でのご利用
の場合は以下へご連絡いただき、データのご購入をご検討ください。

［データ購入お問い合わせ先］

株式会社サテライトイメージマーケティング

電話：03-5738-8027

contact@satim.co.jp

http://www.satim.co.jp/

7.2 トピックカテゴリ(ISO19139)

�farming

�environment

�imageryBaseMapsEarthCover

�location

�geoscientificInformation

�structure

�oceans

�inlandWaters

7.3 時間情報

開始日 2015-04-23

終了日 継続中



3

7.4 地理的範囲

北限緯度 46

西限経度 122

東限経度 154

南限緯度 20

7.5 グリッド

7.6 地理情報を識別する名称

7.7 キーワード

7.7.1 データセットに関連するキーワード

キーワードタイプ キーワード シソーラス名

theme Earth Observation Satellites > SPOT GCMD_platform

place Asia > Eastern Asia > Japan Country

7.7.2 プロジェクトに関連するキーワード

7.8 データセットに関するオンライン情報

�:

7.9 データ周辺情報

7.10 データ配布情報

配布識別名 配布バージョン 配布に関する説明

DIMAP v2 DIMAP V2フォーマット

8. 系譜情報

9. 品質等

10. 利用規約

10.1 データ提供者によるデータ利用規約

DIAS/SPOTデータは以下の条件でご利用いただくことができます。
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（１） リモートセンシングに関する新たな研究開発目的に限ります。以下を目的とした利用は認められませ
ん。

- 商用利用

- AIの機械学習のための教師データ作成やそのモデル作り

- 新規性のないアルゴリズム、モデル等の実証

- 充分な予算が確保できる研究開発でのアルゴリズム、モデル等の実証

（２） DIAS/SPOTデータはDIASの上でのみご利用が可能です。DIAS/SPOTデータのダウンロードは認められま
せん。ただし、アーカイブ画像もしくは同等の画像に復元不可である解析成果（例：変化箇所を抽出した
シェープファイルやデータベース等）のみダウンロードが可能です。また、いかなる場合もFTPの利用は禁止
します。

（３） DIAS/SPOTデータの提供は、事前の予告無く終了することがあります。

（４） 既に社会的実装やサービスを提供しており、研究予算などの確保が可能な団体、企業の利用は認めら
れません。

10.2 プロジェクトによるデータ利用規約

11. ライセンス

12. 謝辞の記載方法

12.1 データ提供者の指定による謝辞の記載方法

利用者が本データの原物、派生物又は成果物を第三者に共有する場合は、本データごとに指定されたデータ
の出所を明記するとともに、謝辞の記載を行ってください。

データの出所：

(c) Airbus DS / SPOT Image（データの撮影年）, Provided by PASCO CORPORATION

謝辞の記載：

利用したデータセットは（株）パスコにより提供されたものである。また, 文部科学省の委託事業により開
発・運用されているデータ統合解析システム(DIAS)の下で，収集・提供されたものである。

Acknowledgements :

The data was provided by PASCO CORPORATION. Also it was collected and provided by Data Integration
and Analysis System Program (DIAS) being developed and operated by *MEXT－commissioned project.

*MEXT= Ministry of Education、Culture、Sports、Science and Technology

12.2 プロジェクトの指定による謝辞の記載方法
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