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農業ITシステムで用いる環境情報のデータ項目に関する個別ガイドライン（本格運用版） 

平 成 2 8 年 3 月 3 1 日 

新 戦 略 推 進 専 門 調 査 会 

農 業 分 科 会 取 り ま と め 

１．ガイドラインの目的等 

１．１ 背景・目的 

我が国の農業分野においては、大規模経営体を中心に生産管理の効率化等の有力な手

段として情報通信技術（IT:Information Technology）の利活用が進みつつあり、それに

伴って、異なる農業 ITシステム間でデータを共有・比較するなど、いわゆる、農業情報

の相互運用性・可搬性の確保に対するニーズが高まっているところである。また、農業

情報の相互運用性・可搬性が確保されれば、農業 ITシステムから得られた情報をビッグ

データ解析することにより、新サービスや新事業の創出につながることも期待される。 

以上のような状況を踏まえ、農業情報の相互運用性・可搬性の確保を目的として、農

業 ITシステムの現状把握を行い、優先的に標準化に取り組むべきと考えられる項目とし

て「環境情報のデータ項目」を抽出した（「農業情報創成・流通促進戦略に係る標準化ロ

ードマップ」参照）。 

本ガイドラインは、国内の農業 ITシステムで用いる環境情報のデータ項目について定

めるとともに、データ項目の信頼性に係るメタ情報の項目についても定めるものである。 

１．２ 環境情報とは 

環境情報とは、農業生産における、大気、土壌、水等の植物体の周辺の状況を表すた

めに、センサー等で数値として取得され、計算された物理量又は指標のことをいう。例

えば、温度、湿度、光の強さ、二酸化炭素濃度等の値のことである。 

１．３ 環境情報のデータ項目の標準化の意義 

現在、環境情報をセンサーによって蓄積したり、モニタリングを行ったりするシステ

ムが様々な企業によって開発・販売され、普及が進みつつある。 

しかしながら、センサーから取得されたデータは、農業 ITベンダーごとにデータ項目

名等が異なることから、センサーの変更、多種のセンサー導入時のデータ比較等に支障

を来しているものと考えられる。 

環境情報のデータ項目の標準化を推進することにより、環境情報の高度な利活用が可

能となり、データ比較による生産性の向上、センサーの個別開発費の低減、市場の拡大

等に寄与していくものと考えられる。 
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 １．４ ガイドラインの対象範囲 

  本ガイドラインでは、農業 IT ベンダーが生産者向けに提供する農業 IT システムで用

いる環境情報のデータ項目及びメタ情報の項目を対象とする。また、メタ情報のうちセ

ンサーの仕様及び計測条件の記載に当たっては、センサー等は設置して利用し、一定の

時間内に固定的にデータを取得することを想定している。 

 

 １．５ ガイドラインの位置付け 

  本ガイドラインにおいては、農業 ITシステムで用いる環境情報のデータ項目及びメタ

情報の項目の要件について、我が国及び EU (European Union) の既存の複合環境制御シ

ステム1・環境モニタリングシステム2の共通性を踏まえた上で設定している。なお、この

うち農業 IT システムで用いる環境情報のメタ情報の項目については、農業 IT システム

によって必要な情報を記述、拡張又は組替え可能とし、本ガイドラインにおいて提示す

る全ての項目を記述する必要はない。 

 

２．農業 ITシステムで用いる環境情報のデータ項目 

環境情報のデータ項目に関する項目名・単位について、以下のとおり定める。 

 

２．１ 基本規則 

① 項目名：「２．３ データ項目名の命名法」の語順に従い、項目名を定める。 

② 単位：「２．４ データ項目の単位記述法」を基に、「別表１ 基準となる単位表」

にある単位を組み合わせて単位を定める。 

 

２．２ 標準項目名と単位の利用手順 

① 上述の「２．１ 基本規則」を利用して作成された「別表２ 基本項目名・単位

表」から項目名を探し、目的の用語がある場合は使用する。各項目は、表１の系・

分類の順に整理している。系は、植物体の地上部（シュート系）・地下部（根茎）を

示し、環境変動がどこで発生するか、どこに影響するかを表している。また、分類

は、同じ計測項目や現象をまとめたものであり、どのような情報を取得するかを表

している。 

 

 

 

  

                                                   
1 最適な環境を維持し、生産量・品質を向上・安定化させるため、環境をモニタリングし、適切な環境へ

機器を制御するシステム（環境モニタリングシステムを含む場合がある。） 
2 環境の変化を捉え、適切な対策や計画変更が行えるように、圃場やハウス内に設置し、環境の状況をセ

ンシング・モニタリングするシステム 
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表 １ 項目名の分類 

系／System 分類／Classification データ項目名（例） 

シ
ュ
ー
ト
系 

shoot 温度 tempeature 気温 air_temperature 

気圧 atmospheric pressure 海面気圧 air_pressure_at_sea_level 

湿度 humidity 相対湿度 relative_humidity 

風 surface wind 風速、風向 wind_speed, wind_direction 

降水 precipitation 降水量、降

雨量 

precipitation, rainfall 

放射 radiation 直達日射照

度、全天日

射量 

direct_solar_irradiance, 

global_solar_radiant_exposure 

日照時

間 

sunshine duration 日照時間 sunshine_duration 

蒸発 evaporation 蒸発量 evaporation 

天気 weather 天気 weather 

空気中

成分 

atmospheric 

composition 

二酸化炭素

濃度 

carbon_dioxide_concentration 

根
系 

root 温度 temperature 土壌温度、

水温 

soil_temperature、water_temperature 

土壌水

分 

soil moisture 土壌体積含

水率 

soil_volumetric_water_content 

灌水 irrigation 水位 water_level_from_land_surface 

一般項

目 

general_information 土性、作土

深 

soil_texture, top_soil_depth 

物理性 physical properties 仮比重、飽

和透水係数 

bulk_density, 

saturated_hydraulic_conductivity 

化学性 chemical properties CEC、硝酸態

窒素 

cation_exchange_capacity, 

soil_nitrate_nitrogen_mass-fraction 

生物性 biological properties 土壌有機物 soil_organic_matter_mass-fraction 

 

② 目的の用語があるが単位が異なる場合は、「２．４ データ項目の単位記述法」を基

に、「別表１ 基準となる単位表」にある単位を組み合わせて利用する。このとき、メ

タ情報として、表にある単位への変換方法を併せて記述することが望ましい。 

③ 目的の用語がない場合、「２．３ データ項目名の命名法」の語順に従い、項目名を

命名する。 

④ 特に、平均値、最大値等の計算された値に関しては、「別表３ 集計・追加情報を付

加した項目名例」では全てを例示できていないため、語順や命名の参考として利用し、
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「２．３ データ項目名の命名法」を基に作成する。 

 

 ２．３ データ項目名の命名法 

データ項目名の命名法を以下のとおり定める。本命名法は、我が国及び国際的に使用

されている用語について収集し、現場で利用されている用語や語順と整合を図りながら

策定した。 

 

 ２．３．１ 基本的な考え方 

英語名については小文字表記の英単語の語句を半角アンダーバー（_）でつなぐものと

し、日本語名については語句間に何も入れないものとする。日本語名と英語名の語順は

同じとする。 

左側から、「集計_計測項目_追加情報」の順で用語を記述することを基本とする。 

データ項目名の命名法の例について、図１に示す。 

集計期間
time window

計測項目
observable Property

追加情報
additional information

集計方法
method

集計
aggregation

量
quantity

＋

試薬
test solution

形態
type

要素
element

＋

＋

＋

＋

＋

計測対象
target

daily _ average _ greenhouse _ air _ temperature_height1.5m

日 平均 温室内 温 高さ1.5m例1） 気

土壌

soil_hot-water_extractable_nitrogen_mass-fraction

熱水 窒素抽出性例2） 含有率

 

図 １ データ項目名の命名法の例 
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 ２．３．２ 命名手順 

２．３．２．１ 計測項目の設定  

（１）量・指標の設定 

環境情報について一意に示すためには、計測した結果を表す用語を項目名として用い

ることが必要である。そのため、表２のとおり量・指標を表す用語を項目名の末尾に必

ず表記することを基本とする。量・指標を表記することにより、一般的に利用される単

位を容易に想起させることが可能となる。 

 

表 ２ 量・指標を表す用語 

日本語名 英語名 一般的に利用され

る単位（参考） 

備考 

温度 temperature Cel, K 我が国における一般的な表記

はセルシウス温度（Cel） 

圧力 pressure hPa  

速度 speed m/s  

向 direction deg  

時間 duration s, min, h  

強度 intensity mm/s,  降雨強度、放射強度等ある時間

当たりの現象の量 

深 depth m  

長 length m  

高 height m  

照度 illuminance lx  

放射照度 irradiance W/m2 単位時間（秒）に単位面積当た

りに照射される放射エネルギ

ーの強さ（瞬間値） 

放射量 radiant exposure J/cm2 単位面積当たりに照射する放

射エネルギー（積算量） 

伝導率 conductivity W/(m.K), S/m 熱伝導率、電気伝導率 等 

比 ratio %  

密度 density g/cm3 質量/体積、量/面積 等 

質量濃度 mass-conc g/L,  g/cm3 質量/体積 

質量分率（質量パー

セント濃度） 

mass-fraction [mass%], % 質量/質量（混合後） 

体積濃度 vol-conc [vol%] [volppm] 体積/体積（混合後） 

体積分率 vol-fraction [vol%] [volppm] 体積/体積（混合前） 

物質量濃度（モル濃

度） 

sub-conc mol/L 物質量/体積 
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（２）量・指標の設定（例外） 

例外として、気象の現象を表す計測対象用語については、それだけでは直接的に量を

意味しないが、慣用としてその用語のみで基本単位を想起させることが可能であるため、

量・指標を表記しなくても差し支えないこととする。例について、表３のとおり示す。 

 

表 ３ 計測対象（現象）を表す用語例 

日本語名 英語名 一般的に利用される単位 

（参考） 

降水量 precipitation mm 

降雨量 rainfall mm 

降雪量 snowfall mm 

降雹量 hailfall [hits]/cm2 

湿度 humidity % 

蒸発量 evaporation mm 

蒸発散量 evapotranspiration mm 

天気 weather なし 

 

また、慣用的に用いられている用語（vapor_pressure_deficit 、humidity deficit 等）

については、表４に示すとおり複数の用語をもって一つの用語とみなすものとする。 

 

表 ４ 慣用的に用いられる用語例 

日本語名 英語名 一般的に利用される単位 

（参考） 

飽差（VPD） vapor_pressure_deficit hPa 

飽差（HD） humidity_deficit g/m3 

土壌水分量 soil_moisture_content kg/m3 

土壌体積含水率 soil_volumetric_water_content [vol%] 

土壌水分ポテンシ

ャル 

soil_water_matric_potential kPa 

陽イオン交換容量

（CEC） 

cation_exchange_capacity cmol_c/kg 

土壌肥沃度 soil_fertility_value mS/cm 

日本語名 英語名 一般的に利用され

る単位（参考） 

備考 

質量モル濃度 molality mol/kg 物質量/質量 

数 num [num]  
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（３）計測対象の情報の付加 

量・指標の左側に、計測対象を表す用語を付加する。 

気象センサー等によって計測する場合は、計測対象と量を連続させて表記する。例に

ついて、表５のとおり示す。 

 

表 ５ 計測対象を表す用語を付加した例 

 

  植物体の付近の微気象を示すためには、測定対象として生長点（growing-point）等の

植物体の部位名を付加することが望ましい。 

 

（４）計測対象の情報の付加（包含関係の順序） 

計測対象の包含関係の大きい順に並べるものとし、計測している量を直接示す計測対

象を、語句の最後尾（右側）で量の直前に表記する。 

包含関係の順序は、日本語の語を基準とする。例について、表６のとおり示す。 

 

表 ６ 二つ以上の計測対象の用語を付加した例 

 

（５）計測対象の情報の付加（土壌分析における化学成分） 

土壌等を化学分析して環境情報を取得する場合、その手法に応じて同じ計測対象でも

異なるものを計測している場合がある。その場合、計測対象_試薬_形態_要素_量の情報

を連続させ表記する。元素名について、我が国で一般的に利用されている用語は、ドイ

ツ語由来のもの（カリウム、ナトリウム等）があるが、英語名では英語表記（potassium、

sodium）を用いるものとする。これらの例について、表７から表１０までのとおり示す。 

 

表 ７ 試薬の用語例 

日本語名 英語名 

水 water 

熱水 hot-water 

日本語 英語 計測対象 量・指標 

気温 air_temperature air temperature 

生長点温度 growing-point_temperature growing-point temperature 

土壌 pH soil_pH soil pH 

日本語 英語 

温室内気温 greenhouse_air_temperature 

土壌炭素含有率 soil_carbon_mass-fraction 
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日本語名 英語名 

酢酸アンモニウム ammonium_acetate 

塩化カリウム potassium_chrolide 

 

表 ８ 土壌中の化学物質の形態を表す用語例 

日本語名 英語名 

可溶性 soluble 

抽出性 extractable 

交換性 exchangeable 

易還元性 easily_reducible 

有効態 available 

全 total 

 

表 ９ 化学物質を表す用語例 

日本語名 英語名 

炭素 carbon 

有機炭素 organic_carbon 

二酸化炭素 carbon_dioxide 

窒素 nitrogen 

二酸化窒素 nitrogen_dioxide 

硝酸態窒素 nitrate_nitrogen 

アンモニア態窒素 ammonium_nitrogen 

リン phosphorus 

カリウム potassium 

カルシウム calcium 

炭酸カルシウム carbonate 

石膏 gypsum 

マグネシウム magnesium 

銅 copper 

亜鉛 zinc 

マンガン manganese 

ホウ素 boron 

酸化第二鉄 ferric_oxide 

モリブデン molybdenum 

塩素 chlorine 
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日本語名 英語名 

硫黄 sulfar 

硫酸 sulfate 

アルミニウム aluminium 

ケイ酸 silicic_acid 

ナトリウム sodium 

水 water 

 

表 １０ 土壌分析により計測される項目例 

 

２．３．２．２ 集計に関する設定  

（１）集計期間と方法の付加 

平均値、最大値等の計算した値を環境情報として利用する場合がある。このとき、集

計期間及び集計方法を先頭に付加する。 

集計期間を表す用語は表１１を参考とし、１以外の複数に渡る期間を表す場合は、期

間を表す用語の直前に半角数字を表記する。 

集計方法を表す用語は表１２を参考とする。集計値の表記例については、表１３に示

す。 

 

表 １１ 集計期間を表す用語 

日本語名 英語名 

年間 annual 

X 年間 Xyears 

月間 monthly 

X 月間 Xmonths 

一週間 weekly 

X 週間 Xweeks 

日 daily 

X 日 Xdays 

一時間 hourly 

X 時間 Xhours 

一分間 minutely 

日本語 英語 

土壌中熱水抽出性窒素（質量分率） soil_hot-water_extractable_nitrogen_mass-fraction 

土壌中水可溶性リン（質量分率） soil_water_soluble_phosphorus_mass-fraction 
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日本語名 英語名 

X 分間 Xminutes 

秒 secondly 

X 秒 Xseconds 

 

表 １２ 集計方法を表す用語 

日本語名 英語名 

積算 accumulated 

合計 sum_of 

差 difference_of 

平均 average 

最大・最高 maximum 

最小・最低 minimum 

 

表 １３ 集計値の表記例 

 

（２）複数回の計算値 

複数回の計算が行われた値については、日本語の語順と同じく、１回目の計算に関係

する語句を語頭に記載し、２回目以降の計算に関係する語句を順次その語頭に追記する。

結果として、最後の計算に関係する語句は語頭に記載されることになる。例について、

表１４のとおり示す。 

 

表 １４ 複数回の計算値表記例 

 

２．３．２．３ 追加情報の扱い 

計測位置等の追加情報は、語尾に付加する。 

これらの情報は、メタ情報の項目として記述が必要な項目であるが、そのデータの可

読性や再利用性を高めるために、任意に付加することを許容する。 

なお、我が国における気象の観測においては、気象測器検定済みの機器を用いる場合

日本語 英語 

一時間降水量 hourly_sum_of_precipitation 

10 分間平均風速 10minutes_average_wind_speed 

日本語 英語 

日最大一時間降水量 daily_maximum_hourly_amount_of_precipitation 

日最大 10分間平均風速 daily_maximum_10minutes_average_wind_speed 
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と用いない場合のデータの取扱いが異なる。特に気象観測であることを明示する場合は、

追加情報としてセンサー種等を項目名に付加しても差し支えない。 

 

 ２．４ データ項目の単位記述法 

データ項目名の単位記述法を以下のように定める。これらは我が国及び国際的に使用

されている単位規則について収集し、現場で利用されている単位と整合を図りながら策

定した。 

 

 ２．４．１ 基本的な考え方 

電子データ取引向けに作成された単位コードと規則の標準である UCUM3の表記規則にお

ける小文字表記を基本とする。 

基本となる単位は、SI 単位系及び計量法で定める７２の物象の状態の量に対応する計

量単位（法定計量単位）を優先する。ただし、現場での利用のしやすさ、これまでの研

究成果等の活用も考慮し、相互変換可能な慣用単位については、メタ情報の項目に変換

式を記載することで利用可能とする。 

単位記述法の例について、図２に示す。 

組立単位
unit of measure

SI単位にない単位
unit of measure

接頭語 単位

c mol-c kg/
センチ モルチャージ 毎 キロ グラム

除算記号 接頭語

m eq / 100g
ミリ 当量 毎 100グラム

接頭語 単位
除算
記号

入れ子
記号

単位 乗数
乗算
記号

単位
入れ子
記号

マイクロ モル 毎 平方メートル 毎 秒

u mol / ( m 2 . s ）

単位

 

図 ２ 単位記述法の例 

 

 

                                                   
3 UCUM=The Unified Code for Units of Measure：ISO 2955-1983, ANSI X3.50-1986を基に、電子データ

取引向けに作成された単位コードと規則。 

ISO/HL7 27932:2009 Data Exchange Standards -- HL7 Clinical Document Architecture では、xml内の

単位表記として UCUM を採用しており、我が国では厚生労働省「特定健康診査・特定保健指導の電子的な標

準様式の仕様」等でも利用されている。（HL7=Health Level Seven：アメリカを起源とする保険医療交換の

ための標準規格） 
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 ２．４．２ 単位の組立 

単位の組立については、以下のとおりとする。 

乗算：半角ピリオド「.」を使用する。 

除算：半角スラッシュ「/」を使用する。除算記号「/」は複数回用いることを禁じ、

分母が複数の単位で構成される場合、「()」を用いて、分母の単位をまとめ、単

位同士を乗算記号「.」で連続させて表現する。 

累乗：半角数字を単位の後に記述する。 

倍量・分量単位：表１５の「接頭語の表記」を用いる。 

 

表 １５ １０の整数乗を表す接頭語 

接 頭 語

の表記 

接頭語 

（英語名） 

接頭語（日本語名） 接頭語が表す乗数 単位記号の表示

（HTML） 

Y yotta ヨタ 十の二十四乗 Y 

Z zetta ゼタ 十の二十一乗 Z 

E exa エクサ 十の十八乗 E 

P peta ペタ 十の十五乗 P 

T tera テラ 十の十二乗 T 

G giga ギガ 十の九乗 G 

M mega メガ 十の六乗 M 

k kilo キロ 十の三乗 k 

h hecto ヘクト 十の二乗 h 

da deka デカ 十 da 

d deci デシ 十分の一 d 

c centi センチ 十の二乗分の一 c 

m milli ミリ 十の三乗分の一 m 

u ※ micro マイクロ 十の六乗分の一 µ 

n nano ナノ 十の九乗分の一 n 

p pico ピコ 十の十二乗分の一 p 

f femto フェムト 十の十五乗分の一 f 

a atto アト 十の十八乗分の一 a 

z zepto ゼプト 十の二十一乗分の一 z 

y yocto ヨクト 十の二十四乗分の一 y 

※マイクロの接頭語の表記は、英小文字 u で記述することとする。 
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 ２．４．３ 用いる単位表記 

「別表１ 基準となる単位表」の「単位記号」列の半角英数字で構成された用語を用

いる。なお、「HTML形式での表示例」列の表記は、システムのユーザインタフェースで表

現する場合の表記を例示している。 

 

３．農業 ITシステムで用いる環境情報のメタ情報の項目 

 ３．１ 環境情報取得・データ連携におけるメタ情報の項目の重要性 

WMO の農業気象測定のガイド4では、メタ情報の重要性として「気象観測において、地

域の大気の状態について信頼できる情報を提供するには、機器の設置の高さ・露出、サ

ンプリング方法、平均する時間、計測処理の方法等を含め、どのように観測がなされた

かが明らかになっていることが必要である。観測を行う一連の仕様はメタ情報と呼ばれ、

それらの有効性が計測の価値を決める。」旨が記載されている。 

このように、メタ情報は信頼できる計測結果の提供に必要なものであり、表１６の情

報等をそれぞれの観測地点で持つことが望ましいとされている。 

 

表 １６ WMO の農業気象測定ガイドで例示されているメタ情報 

項目 概要 

観測地点の識別情報 名前、ネットワークコードナンバー、分類 

地理的位置 緯度経度、標高、土壌のプロファイル 

計測プログラムの仕様と履歴 変数、計測開始と終了日、計測高や場所を変えた日等 

観測地点の連絡先 連絡先 

周囲の地形図 場所、周囲の植生、丘・池・道等の地形 

観測機器の設置状況図・写真 機器の位置、高さ、覆い等 

日射観測の水平図 特に日射観測における障害の有無 

機器の仕様 メーカー、モデル、シリアルナンバー、記録間隔等 

観測活動履歴のログ キャリブレーション、メンテナンス、中断等 

  

本ガイドラインでは、上述の重要性を踏まえ、農業 ITシステムで用いる環境情報のデ

ータ連携に関して、メタ情報として取得した情報を格納する項目・フォーマットを用意

したところである。 

そのため、可能な限り情報を追加することが望ましいが、全て記述することを要求す

る訳ではない。 

 

                                                   
4 World Meteorological Organization（WMO）Guide to Agricultural Meteorological Practices (GAMP) 

2010 Edition (WMO-No.134) Updated in 2012 
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 ３．２ 環境情報のメタ情報の項目 

環境情報の相互運用性・可搬性を確保することを目的として、必要と考えられるメタ

情報の項目を設定した。 

（１）サービス利用条件のメタ情報 

データ連携を行う際には、農業 ITサービス間の規約・利用条件、利用できる計測

項目・場所等を確認する必要がある。 

（２）センサーの仕様及び計測条件のメタ情報 

環境情報の計測結果の正確性、比較可能性等を確認する必要がある。そのため、

どのようなセンサーで計測しているかを表すセンサーの製品としての仕様、どのよ

うな場所でどのように計測を行っているかを表す計測条件等について、メタ情報が

必要となる。 

（３）計測結果のメタ情報 

計測結果そのものの性質について確認する必要がある。 

 

 ３．２．１ サービス利用条件 

データ連携を行うには、データ連携先のサービスの中で、どのような環境情報が利用

できるかを特定する必要がある。そのため、取得できる環境情報の項目名や計測場所に

ついて、メタ情報を取得できることが要求される。また、連携を行うサービスの利用条

件や問合せ先など、実際に運用を行う際に必要となるメタ情報を取得できることも要求

される。 

このサービス利用条件のメタ情報の項目の標準化により、自動的に情報を取得して機

械的に連携を実行できるようになったり、従来同様、対面、電話又は電子メールによる

問合せ、交渉等においても、互いの共通認識を醸成し、円滑にデータ連携が行えるよう

になったりすることが想定される。 

サービス利用条件に関する項目は、表１７を参考とする。なお、サービスの利用条件

に関するメタ情報については、サービスの提供者が記述することを基本とし、サービス

の利用形態等に応じて決定するものとする。 

 

表 １７ サービス利用条件 

項目 意味 

サービス情報 タイトル サービスのタイトル 

概要 サービスの概要 

サービス型式 サービスの仕様 

サービス型式のバージョン サービスのバージョン 

利用料金 サービスを利用するための料金 
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項目 意味 

アクセス制限 アクセスの制限事項 

サービス提供者 サービス提供者名 センサーを設置・計測データを取得して

いる会社や機関の情報 

サービス提供者サイト サービス提供者の HP 

サービスコンタクト（電話） サービス提供者の電話番号 

サービスコンタクト（住所） サービス提供者の住所 

サービス接続仕様 サービスが提供する APIを定めるもの 

利用可能な検索条件 利用できる検索条件を定めるもの 

サービス内容 センサー仕様・計測位置を示すメ

タ情報のフォーマット 

センサー仕様や計測位置を示すメタ情報

のフォーマット 

計測システム 機器の名前 機器の製品名 

個体情報 個体情報 

名称 システムの名称 

プラットフォー

ム名 

プラットフォームの URI 

項目名 取得する環境情報の項目名 

地理座標 設置されている地理座標（緯度経度） 

計測期間 設置して計測した開始日時～終了日時 

計測結果を示すデータフォーマ

ット 

結果を返すフォーマット 

計測結果を示すデータの種別 結果を返すフォーマットのデータの種別 

 

なお、本メタ情報について、データを整理する記述表として、「別表４ サービス利用

条件のメタ情報記録フォーマット」を例示する。また、データ連携に利用するデータフ

ォーマットのサンプルとしては、「農業情報のデータ交換のインタフェースに関する個別

ガイドライン（試行版）＜H28-GL4＞」（以下「データ交換のインタフェースガイドライ

ン」という。）の「３．２（１）サービス利用条件のメタ情報取得のための API」で提示

する XML文書を参照されたい。 

 

 ３．２．２ センサーの仕様及び計測条件 

環境情報の比較、アプリケーションでの利用等を行う場合、計測結果が正確であるか、

同じ条件で取得されたものであるかという点が重要となる。そのため、どのような機器

（プラットフォーム）を設置・利用しているか、そこにはどのようなセンサーが付随し

ており、何を計測しているかといった製品の仕様に関するメタ情報が要求される。さら
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に、同じ製品であっても、その設置場所や計測場所の環境によって、計測結果が大きく

変化する可能性があるため、どのような場所でどのように計測を行っているかを表す計

測条件について、メタ情報が要求される。 

このセンサーの仕様及び計測条件のメタ情報の標準化により、環境情報を利用してデ

ータの比較・分析を行う際の正確性・信頼性が向上する。また、環境情報を利用するア

プリケーションにとっては、データ利用の機械的な可否判断に寄与するものと考えられ

る。 

センサーの仕様及び計測条件に関する項目は、表１８を参考とする。なお、センサー

の仕様及び計測条件に関するメタ情報のうち、プラットフォームの情報についてはサー

ビス提供者が、センサー情報についてはセンサー製造者が、それぞれ記述することを基

本とするが、計測場所等については生産者が記述するなど、サービスの利用形態等に応

じて決定するものとする。 

 

表 １８ センサーの仕様及び計測条件 

項目 意味 

プラットフ

ォームの情

報 

プラットフォ

ームの個体情

報 

シリアル No 固有番号 

場所名 場所の名前 

プラットフォー

ム名 

製品名 

プラットフォー

ム説明 

製品の説明書き 

プラットフォ

ームの連絡先 

メンバー 役割・権限 

組織名 組織の名称 

アドレス 住所・メールアドレス 

プラットフォ

ームの説明 

説明書 マニュアル等 

プラットフォ

ームの位置 

計測場所 設置する位置情報（緯度経度標高） 

センサー情

報 

 

 

センサーの個

体情報 

コンポーネント

名 

製品名 

モデル No 固有番号 

メーカー名 製造者名 

場所名 場所 

センサーの分

類 

用途 農業用等 

センサー種別 温度計等 

センサーの性 計測期間 計測開始から終了時間 
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項目 意味 

能 計測誤差 ±0.1℃等 

分解能 0.05℃等 

計測範囲 0℃～100℃等 

集計幅 時、日、月等 

集計方法 maximumや average 等 

計測間隔 10 分間隔、日間隔等 

計測間隔の精確

性 

間隔が精確であるか 

計測タイミング

の精確性 

00時 00分 00秒から正確に始まるか 

計測対象 air等 

計測項目 temperature 等 

計測条件 高さ 2.5m等 

出力 項目名 取得する環境情報の項目名 

センサーの位

置 

計測場所 計測する位置情報（緯度経度標高） 

 

なお、本メタ情報について、データを整理する記述表として、「別表５ センサーの仕

様及び計測条件のメタ情報記録フォーマット」を例示する。また、データ連携に利用す

るデータフォーマットのサンプルとしては、データ交換のインタフェースガイドライン

の「３．２（２）センサーの仕様及び計測条件のメタ情報を取得するための API」で提示

する XML文書を参照されたい。 

 

 ３．２．３ 計測結果 

計測結果を受け取る場合、データを取得した時間・場所・項目名及び単位・値が確認

できれば良い。データとして全て出力し、データを加工して必要な情報だけ取り出すこ

とも可能であるが、繰り返し項目が多くなった場合はその分無駄が発生する。データ量

を必要最小限にするためには、繰り返し項目はメタ情報として出力し、時間と値のみを

結果として出力する方が効率的である。 

この計測結果のメタ情報の標準化により、蓄積された計測結果を取得する際に、その

内容について理解が容易となることから、データの分析や組合せ加工等のさらなる促進

につながることが期待できる。 

計測結果に関する項目は表１９を参考とする。なお、計測結果に関するメタ情報につ

いては、サービスの提供者が記述することを基本とし、サービスの利用形態等に応じて

決定するものとする。 
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表 １９ 計測結果 

項目 意味 

計測結果を示すデータの種別（３．２．１ 計測

結果を示すデータの種別から継承） 

例：OM_ComplexObservation 

現象の計測

時間 

開始時間 計測開始時間 

終了時間 計測終了時間 

結果を出力した時間 結果を返す時間 

プラットフォーム名 プラットフォームの名前 

計測項目 取得する環境情報の項目名 

位置 場所等の名称 

結果の表示 項目数 項目の個数 

項目名 定義 URIの形式で定義 

項目名 例：daily_average_air_temperature 

単位 例：Cel 

エンコーデ

ィング 

小数点のコード 例：. 

値のセパレータ 例：, 

改行コード 例：¥n 

 

なお、本メタ情報について、データを整理する記述表として、「別表６ 計測結果のメ

タ情報記録フォーマット」を例示する。また、データ連携に利用するデータフォーマッ

トのサンプルとしては、データ交換のインタフェースガイドラインの「３．２（３）計

測結果のメタ情報及びトランザクションデータを取得するための API」の項目で提示する

XML文書を参照されたい。 

 

４．留意事項 

本ガイドラインは、今後の技術革新等を踏まえ、適宜更新を行う。 

 

５．参考資料 

 気象庁 気象観測の手引き 平成 10年 9月：

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kansoku_guide/tebiki.pdf 

 World Meteorological Organization（WMO）CIMO-Guide：Guide to Meteorological 

Instruments and Methods of Observation 2008 edition Updated in 2010：

https://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/CIMO-Guide.html 

http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kansoku_guide/tebiki.pdf
https://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/CIMO-Guide.html
https://www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/CIMO-Guide.html
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 World Meteorological Organization（WMO）Guide to Agricultural Meteorological 

Practices (GAMP) 2010 Edition (WMO-No.134) Updated in 2012：

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/gamp/gamp_en.php 

 Climate and Forecast conventions（CF conventions） CF Standard Name Table：

http://cfconventions.org/Data/cf-standard-names/29/build/cf-standard-name-tabl

e.html 

 Food and Agriculture Organization（FAO） SOILS PORTAL：

http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/jp/ 

 ISRIC Procedures for soil analysis Technical：

http://www.isric.org/isric/webdocs/docs//ISRIC_TechPap09_2002.pdf?q=Isric/Webd

ocs/Docs/ISRIC_TechPap09_2002.pd 

 USDA Soil Survey Laboratory Information Manual 

http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/nrcs142p2_052226.pdf 

 ホクレン ホクレンの肥料 

http://www.hiryou.hokuren.or.jp/index.html 

 土壌協会 土壌診断によるバランスのとれた土づくり 

http://www.japan-soil.net/BOOKLET/H21_DS/A4/A4_WEB.pdf 

 農研機構 農業技術事典 NAROPEDIA 

http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/ 

 ファイトテクノロジー研究会編 ファイトテクノロジー 植物生産工学 朝倉書店 

1994 

 ファイトテクノロジー研究会 ファイテク How to みる・きく・はかる－植物環境計測

－ 養賢堂 2006 

 IUPAC 物理化学で用いられる量・単位・記号 

https://www.nmij.jp/public/report/translation/IUPAC/iupac/iupac_green_book_jp.

pdf 

 The Unified Code for Units of Measure（UCUM）：http://unitsofmeasure.org/ucum.html 

 経済産業省 法定計量単位：

http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/11_gaiyou_tani3.html 

 Open Geospatial Consortium（OGC）Sensor Observation Service（SOS）：

http://www.opengeospatial.org/standards/sos 

 Open Geospatial Consortium（OGC）Sensor Model Language（SensorML）：

http://www.opengeospatial.org/standards/sensorml 

 Open Geospatial Consortium（OGC）Observations and Measurements（O&M）：

http://www.opengeospatial.org/standards/om 

http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/gamp/gamp_en.php
http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/agm/gamp/gamp_en.php
http://cfconventions.org/Data/cf-standard-names/29/build/cf-standard-name-table.html
http://cfconventions.org/Data/cf-standard-names/29/build/cf-standard-name-table.html
http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/jp/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/jp/
http://www.fao.org/soils-portal/soil-management/jp/
http://www.isric.org/isric/webdocs/docs/ISRIC_TechPap09_2002.pdf?q=Isric/Webdocs/Docs/ISRIC_TechPap09_2002.pd
http://www.isric.org/isric/webdocs/docs/ISRIC_TechPap09_2002.pdf?q=Isric/Webdocs/Docs/ISRIC_TechPap09_2002.pd
http://www.isric.org/isric/webdocs/docs/ISRIC_TechPap09_2002.pdf?q=Isric/Webdocs/Docs/ISRIC_TechPap09_2002.pd
http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/nrcs142p2_052226.pdf
http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/nrcs142p2_052226.pdf
http://www.hiryou.hokuren.or.jp/index.html
http://www.hiryou.hokuren.or.jp/index.html
http://www.hiryou.hokuren.or.jp/index.html
http://www.japan-soil.net/BOOKLET/H21_DS/A4/A4_WEB.pdf
http://www.japan-soil.net/BOOKLET/H21_DS/A4/A4_WEB.pdf
http://www.japan-soil.net/BOOKLET/H21_DS/A4/A4_WEB.pdf
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/
http://lib.ruralnet.or.jp/nrpd/
https://www.nmij.jp/public/report/translation/IUPAC/iupac/iupac_green_book_jp.pdf
https://www.nmij.jp/public/report/translation/IUPAC/iupac/iupac_green_book_jp.pdf
https://www.nmij.jp/public/report/translation/IUPAC/iupac/iupac_green_book_jp.pdf
http://unitsofmeasure.org/ucum.html
http://www.meti.go.jp/policy/economy/hyojun/techno_infra/11_gaiyou_tani3.html
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 本多潔（中部大学中部高等学術研究所国際 GISセンター教授）ら(2015) 農林水産省

革新的技術創造促進事業(異分野融合共同研究) 情報工学との連携による農林水産分
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【H28-GL2】別表１ 基準となる単位表　

UCUM
又は

法定計量単位

UCUM又は法定計量単位におけ
る分類

単位
記号

単位
英語名

単位
日本語名

HTML形式で
の表示例

物象の状態の量
英語名

物象の状態
の量

日本語名
UCUM The base units m meter メートル m length 長さ

UCUM The base units s second 秒 s time 時間

UCUM The base units g gram グラム g mass 質量

UCUM The base units rad radian ラジアン rad plane angle 平面角

UCUM The base units K kelvin ケルビン K temperature 温度

UCUM The base units C coulomb クーロン C electric charge 電荷

UCUM The base units cd candela カンデラ cd luminous intensity 光度

UCUM Dimensionless units 10*
the number ten for arbitrary
powers

10のn乗
10<sup>n</s
up>

number 数

UCUM Dimensionless units 10^
the number ten for arbitrary
powers

10のn乗
10<sup>n</s
up>

number 数

UCUM Dimensionless units [pi] the number pi パイ π number 数

UCUM Dimensionless units % percent 百分率 % fraction 濃度

UCUM Dimensionless units [ppth] parts per thousand 千分率 ppth fraction 濃度

UCUM Dimensionless units [ppm] parts per million 百万分率 ppm fraction 濃度

UCUM Dimensionless units [ppb] parts per billion 十億分率 ppb fraction 濃度

UCUM Dimensionless units [pptr] parts per trillion 一兆分率 pptr fraction 濃度

UCUM SI units mol mole モル mol amount of substance 物質量

UCUM SI units sr steradian ステラジアン sr solid angle 立体角

UCUM SI units Hz Hertz ヘルツ Hz frequency 周波数

UCUM SI units N Newton ニュートン N force 力

UCUM SI units Pa Pascal パスカル Pa pressure 圧力

UCUM SI units J Joule ジュール J energy 熱量

UCUM SI units W Watt ワット W power 工率

UCUM SI units A Ampère アンペア A electric current 電流

UCUM SI units V Volt ボルト V electric potential 電位

UCUM SI units F Farad ファラド F electric capacitance 静電容量

UCUM SI units Ohm Ohm オーム Ω electric resistance 電気抵抗

UCUM SI units S Siemens ジーメンス S electric conductance
電気のコンダ
クタンス

UCUM SI units Wb Weber ウェーバー Wb magentic flux 磁束

UCUM SI units Cel degree Celsius
セルシウス度／
度

°C temperature 温度

UCUM SI units T Tesla テスラ T magnetic flux density 磁束密度

UCUM SI units H Henry ヘンリー H inductance
インダクタン
ス

1



UCUM
又は

法定計量単位

UCUM又は法定計量単位におけ
る分類

単位
記号

単位
英語名

単位
日本語名

HTML形式で
の表示例

物象の状態の量
英語名

物象の状態
の量

日本語名
UCUM SI units lm lumen ルーメン lm luminous flux 光束

UCUM SI units lx lux ルクス lx illuminance 照度

UCUM SI units Bq Becquerel ベクレル Bq radioactivity 放射能

UCUM SI units Gy Gray グレイ Gy energy dose 吸収線量

UCUM SI units Sv Sievert シーベルト Sv dose equivalent 線量当量

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.50.

gon gon, grade, gradian
ゴン、グラード、
グラディアン

<sup>g</sup
>

plane angle 平面角

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.51.

deg degree 度 ° plane angle 平面角

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.52.

' minute 分 ' plane angle 平面角

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.53.

'' second 秒 '' plane angle 平面角

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.54.

l liter リットル l volume 体積

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.55.

L liter リットル L volume 体積

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.56.

ar are アール a area
面積（土地の
面積の計量）

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.57.

min minute 分 min time 時間

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.58.

h hour 時 h time 時間

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.59.

d day 日 d time 時間

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.60.

a_t tropical year 太陽年
a<sub>t</su
b>

time 時間

2



UCUM
又は

法定計量単位

UCUM又は法定計量単位におけ
る分類

単位
記号

単位
英語名

単位
日本語名

HTML形式で
の表示例

物象の状態の量
英語名

物象の状態
の量

日本語名

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.61.

a_j mean Julian year 平均ユリウス年
a<sub>j</sub
>

time 時間

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.62.

a_g mean Gregorian year
平均グレゴリオ
年

a<sub>g</su
b>

time 時間

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.63.

a year 年 a time 時間

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.64.

wk week 週 wk time 時間

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.65.

mo_s synodal month シノダル月
mo<sub>s</s
ub>

time 時間

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.66.

mo_j mean Julian month 平均ユリウス月
mo<sub>j</s
ub>

time 時間

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.67.

mo_g mean Gregorian month
平均グレゴリオ
月

mo<sub>g</s
ub>

time 時間

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.68.

mo month 月 mo time 時間

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.69.

t tonne トン t mass 質量

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.70.

bar bar バール bar pressure 圧力

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.71.

u unified atomic mass unit
統一原子質量
単位

u mass 質量

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.72.

eV electronvolt 電子ボルト eV energy エネルギー

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.73.

AU astronomic unit 天文単位 AU length 長さ
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UCUM
又は

法定計量単位

UCUM又は法定計量単位におけ
る分類

単位
記号

単位
英語名

単位
日本語名

HTML形式で
の表示例

物象の状態の量
英語名

物象の状態
の量

日本語名

UCUM
Other units from ISO 1000, ISO 
2955, and some from ANSI X3.74.

pc parsec パーセク pc length 長さ

UCUM Natural units [c] velocity of light 光速 <i>c</i> velocity 速度

UCUM Natural units [h] Planck constant プランク定数 <i>h</i> action 活動

UCUM Natural units [k] Boltzmann constant ボルツマン定数 <i>k</i> (unclassified) 分類なし

UCUM Natural units [eps_0] permittivity of vacuum 真空の誘電率
<i>ε
<sub><r>0</r
></sub></i>

electric permittivity 誘電率

UCUM Natural units [mu_0] permeability of vacuum 真空の透磁率
<i>μ
<sub><r>0</r
></sub></i>

magnetic permeability 透磁率

UCUM Natural units [e] elementary charge 電荷 <i>e</i> electric charge 電荷

UCUM Natural units [m_e] electron mass 電子質量
<i>m<sub><r
>e</r></sub
></i>

mass 質量

UCUM Natural units [m_p] proton mass 陽子質量
<i>m<sub><r
>p</r></sub
></i>

mass 質量

UCUM Natural units [G] Newtonian constant of gravitation 万有引力定数 <i>G</i> (unclassified) 分類なし

UCUM Natural units [g] standard acceleration of free fall
標準重力加速
度

<i>g<sub>n</
sub></i>

acceleration 加速度

UCUM Natural units atm standard atmosphere 標準気圧 atm pressure 圧力

UCUM Natural units [ly] light-year 光年 l.y. length 長さ

UCUM Natural units gf gram-force 重力グラム gf force 力

UCUM Natural units [lbf_av] pound force 重力ポンド lbf force 力

UCUM CGS units Ky Kayser カイザー K lineic number 波数

UCUM CGS units Gal Gal ガル Gal acceleration 加速度

UCUM CGS units dyn dyne ダイン dyn force 力

UCUM CGS units erg erg エルグ erg energy エネルギー

UCUM CGS units P Poise ポアズ P dynamic viscosity 粘度

UCUM CGS units Bi Biot ビオ Bi electric current 電流

UCUM CGS units St Stokes ストークス St kinematic viscosity 動粘度

UCUM CGS units Mx Maxwell マクスウェル Mx flux of magnetic induction 磁束密度
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UCUM
又は

法定計量単位

UCUM又は法定計量単位におけ
る分類

単位
記号

単位
英語名

単位
日本語名

HTML形式で
の表示例

物象の状態の量
英語名

物象の状態
の量

日本語名
UCUM CGS units G Gauss ガウス Gs magnetic flux density 電磁誘導

UCUM CGS units Oe Oersted エルステッド Oe magnetic field intensity 磁場の強さ

UCUM CGS units Gb Gilbert ギルバート Gb magnetic tension 起磁力

UCUM CGS units sb stilb スチルブ sb lum. intensity density 光度

UCUM CGS units Lmb Lambert ランベルト L brightness 輝度

UCUM CGS units ph phot フォト ph illuminance 照度

UCUM CGS units Ci Curie キュリー Ci radioactivity 放射能

UCUM CGS units R Roentgen レントゲン R ion dose 照射線量

UCUM CGS units RAD radiation absorbed dose ラド RAD energy dose 吸収線量

UCUM CGS units REM radiation equivalent man レム REM dose equivalent 線量当量

UCUM “international” customary units [in_i] inch 国際インチ in length 長さ

UCUM “international” customary units [ft_i] foot 国際フィート ft length 長さ

UCUM “international” customary units [yd_i] yard 国際ヤード yd length 長さ

UCUM “international” customary units [mi_i] statute mile 国際マイル mi length 長さ

UCUM “international” customary units [fth_i] fathom 国際ファゾム fth depth of water 水深

UCUM “international” customary units [nmi_i] nautical mile 国際海里 n.mi length 長さ

UCUM “international” customary units [kn_i] knot 国際ノット knot velocity
航海、航空に
係る速さ

UCUM “international” customary units [sin_i] square inch 平方国際インチ sq in area 面積

UCUM “international” customary units [sft_i] square foot
平方国際フィー
ト

sq ft area 面積

UCUM “international” customary units [syd_i] square yard 平方国際ヤード sq yd area 面積

UCUM “international” customary units [cin_i] cubic inch 立方国際インチ cu in volume 体積

UCUM “international” customary units [cft_i] cubic foot
立方国際フィー
ト

cu ft volume 体積

UCUM “international” customary units [cyd_i] cubic yard 立方国際ヤード cu.yd volume 圧力

UCUM “international” customary units [bf_i] board foot
国際ボード
フィート

bd volume 圧力

UCUM “international” customary units [cr_i] cord 国際コード volume 体積

UCUM “international” customary units [mil_i] mil 国際ミル mil length 長さ

UCUM “international” customary units [cml_i] circular mil
国際サーキュ
ラーミル

circ.mil area 面積

UCUM “international” customary units [hd_i] hand 国際ハンド hd height of horses 馬の高さ

UCUM Older U.S. “survey” lengths [ft_us] foot 測量フィート ft(US) length 長さ

UCUM Older U.S. “survey” lengths [yd_us] yard 測量ヤード yd(US) length 長さ

UCUM Older U.S. “survey” lengths [in_us] inch 測量インチ in(US) length 長さ
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UCUM
又は

法定計量単位

UCUM又は法定計量単位におけ
る分類

単位
記号

単位
英語名

単位
日本語名

HTML形式で
の表示例

物象の状態の量
英語名

物象の状態
の量

日本語名
UCUM Older U.S. “survey” lengths [rd_us] rod 測量ロッド rd(US) length 長さ

UCUM Older U.S. “survey” lengths [ch_us] Gunter's chain、Surveyor's chain
ガンター氏
チェーン、測量
用チェーン

ch length 長さ

UCUM Older U.S. “survey” lengths [lk_us] link for Gunter's chain
ガンター氏
チェーンリンク

lnk length 長さ

UCUM Older U.S. “survey” lengths [rch_us] Ramden's chain、Engineer's chain
ラムスデン氏
チェーン、工業
用チェーン

ch length 長さ

UCUM Older U.S. “survey” lengths [rlk_us] link for Ramden's chain
Ramden氏チェー
ンリンク

lnk length 長さ

UCUM Older U.S. “survey” lengths [fth_us] fathom 測量ファゾム fm length 長さ

UCUM Older U.S. “survey” lengths [fur_us] furlong 測量ハロン fur length 長さ

UCUM Older U.S. “survey” lengths [mi_us] mile 測量マイル mi length 長さ

UCUM Older U.S. “survey” lengths [acr_us] acre 測量エイカー ac area 面積

UCUM Older U.S. “survey” lengths [srd_us] square rod 平方測量ロッド sq lnk area 面積

UCUM Older U.S. “survey” lengths [smi_us] square mile 平方測量マイル sq mi area 面積

UCUM Older U.S. “survey” lengths [sct] section セクション area 面積

UCUM Older U.S. “survey” lengths [twp] township タウンシップ area 面積

UCUM Older U.S. “survey” lengths [mil_us] mil 測量ミル mil(US) length 長さ

UCUM British Imperial lengths [in_br] inch 英インチ length 長さ

UCUM British Imperial lengths [ft_br] foot 英フィート length 長さ

UCUM British Imperial lengths [rd_br] rod 英ロッド length 長さ

UCUM British Imperial lengths [ch_br] Gunter's chain
英ガンター氏
チェーン

length 長さ

UCUM British Imperial lengths [lk_br] link for Gunter's chain
英ガンター氏
チェーンリンク

length 長さ

UCUM British Imperial lengths [fth_br] fathom 英ファゾム length 長さ

UCUM British Imperial lengths [pc_br] pace 英ペース length 長さ

UCUM British Imperial lengths [yd_br] yard 英ヤード length 長さ

UCUM British Imperial lengths [mi_br] mile 英マイル length 長さ

UCUM British Imperial lengths [nmi_br] nautical mile 英海里 length 長さ

UCUM British Imperial lengths [kn_br] knot 英ノット velocity 速度

UCUM British Imperial lengths [acr_br] acre 英エイカー area 面積

UCUM
U.S. volumes including so called
“dry measures”

[gal_us] Queen Anne's wine gallon アン女王ガロン fluid volume 液量
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UCUM
又は

法定計量単位

UCUM又は法定計量単位におけ
る分類

単位
記号

単位
英語名

単位
日本語名

HTML形式で
の表示例

物象の状態の量
英語名

物象の状態
の量

日本語名

UCUM
U.S. volumes including so called
“dry measures”

[bbl_us] barrel バレル fluid volume 液量

UCUM
U.S. volumes including so called
“dry measures”

[qt_us] quart クォート fluid volume 液量

UCUM
U.S. volumes including so called
“dry measures”

[pt_us] pint パイント fluid volume 液量

UCUM
U.S. volumes including so called
“dry measures”

[gil_us] gill ジル fluid volume 液量

UCUM
U.S. volumes including so called
“dry measures”

[foz_us] fluid ounce 液量オンス oz fl fluid volume 液量

UCUM
U.S. volumes including so called
“dry measures”

[fdr_us] fluid dram 液量ドラム fluid volume 液量

UCUM
U.S. volumes including so called
“dry measures”

[min_us] minim ミニム fluid volume 液量

UCUM
U.S. volumes including so called
“dry measures”

[crd_us] cord コード fluid volume 液量

UCUM
U.S. volumes including so called
“dry measures”

[bu_us] bushel ブッシェル dry volume 乾量

UCUM
U.S. volumes including so called
“dry measures”

[gal_wi] historical winchester gallon
ウィンチェスター
ガロン

dry volume 乾量

UCUM
U.S. volumes including so called
“dry measures”

[pk_us] peck ペック dry volume 乾量

UCUM
U.S. volumes including so called
“dry measures”

[dqt_us] dry quart 乾量クォート dry volume 乾量

UCUM
U.S. volumes including so called
“dry measures”

[dpt_us] dry pint 乾量パイント dry volume 乾量

UCUM
U.S. volumes including so called
“dry measures”

[tbs_us] tablespoon
テーブルスプー
ン（大さじ）

volume 体積

UCUM
U.S. volumes including so called
“dry measures”

[tsp_us] teaspoon
ティースプーン
（小さじ）

volume 体積

UCUM
U.S. volumes including so called
“dry measures”

[cup_us] cup カップ volume 体積

UCUM
U.S. volumes including so called
“dry measures”

[foz_m] metric fluid ounce
メートル法液量
オンス

oz fl fluid volume 液量

UCUM
U.S. volumes including so called
“dry measures”

[cup_m] metric cup メートル法カップ volume 体積

UCUM
U.S. volumes including so called
“dry measures”

[tsp_m] metric teaspoon
メートル法ティー
スプーン（大さ
じ）

volume 体積
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UCUM
又は

法定計量単位

UCUM又は法定計量単位におけ
る分類

単位
記号

単位
英語名

単位
日本語名

HTML形式で
の表示例

物象の状態の量
英語名

物象の状態
の量

日本語名

UCUM
U.S. volumes including so called
“dry measures”

[tbs_m] metric tablespoon
メートル法テー
ブルスプーン
（小さじ）

volume 体積

UCUM British Imperial volumes [gal_br] gallon 英ガロン volume 体積

UCUM British Imperial volumes [pk_br] peck 英ペック volume 体積

UCUM British Imperial volumes [bu_br] bushel 英ブッシェル volume 体積

UCUM British Imperial volumes [qt_br] quart 英クォート volume 体積

UCUM British Imperial volumes [pt_br] pint 英パイント volume 体積

UCUM British Imperial volumes [gil_br] gill 英ジル volume 体積

UCUM British Imperial volumes [foz_br] fluid ounce 英液量オンス volume 体積

UCUM British Imperial volumes [fdr_br] fluid dram 英液量ドラム volume 体積

UCUM British Imperial volumes [min_br] minim 英ミニム volume 体積

UCUM Avoirdupois weights [gr] grain グレーン mass 質量

UCUM Avoirdupois weights [lb_av] pound ポンド lb mass 質量

UCUM Avoirdupois weights [oz_av] ounce オンス oz mass 質量

UCUM Avoirdupois weights [dr_av] dram ドラム mass 質量

UCUM Avoirdupois weights [scwt_av]
short hundredweight, U.S.
hundredweight

ショートハンド
レッドウェイト（ア
メリカ）

mass 質量

UCUM Avoirdupois weights [lcwt_av]
long hunderdweight,　British
hundredweight

ロングハンドレッ
ドウェイト（イギリ
ス）

mass 質量

UCUM Avoirdupois weights [ston_av] short ton, U.S. ton
ショートトン（アメ
リカ）

mass 質量

UCUM Avoirdupois weights [lton_av] long ton, British ton
ロングトン（イギ
リス）

mass 質量

UCUM Avoirdupois weights [stone_av] stone, British stone
ストーン（イギリ
ス）

mass 質量

UCUM Troy weights [pwt_tr] pennyweight ペニーウェイト mass 質量

UCUM Troy weights [oz_tr] ounce トロイオンス mass 質量

UCUM Troy weights [lb_tr] pound トロイポンド mass 質量

UCUM Apothecaries' weights [sc_ap] scruple
薬剤師スクルー
プル

mass 質量

UCUM Apothecaries' weights [dr_ap] dram 薬剤師ドラム mass 質量

UCUM Apothecaries' weights [dr_ap] drachm 薬剤師ドラクマ mass 質量

UCUM Apothecaries' weights [oz_ap] ounce 薬剤師オンス mass 質量

UCUM Apothecaries' weights [lb_ap] pound 薬剤師ポンド mass 質量
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UCUM
又は

法定計量単位

UCUM又は法定計量単位におけ
る分類

単位
記号

単位
英語名

単位
日本語名

HTML形式で
の表示例

物象の状態の量
英語名

物象の状態
の量

日本語名

UCUM Apothecaries' weights [oz_m] metric ounce
薬剤師メートル
法オンス

mass 質量

UCUM Units used in typesetting [lne] line ライン length 長さ

UCUM Units used in typesetting [pnt] point ポイント length 長さ

UCUM Units used in typesetting [pca] pica パイカ length 長さ

UCUM Units used in typesetting [pnt_pr] Printer's point 印刷ポイント length 長さ

UCUM Units used in typesetting [pca_pr] Printer's pica 印刷パイカ length 長さ

UCUM Units used in typesetting [pied] pied, French foot ピエ（フランス） length 長さ

UCUM Units used in typesetting [pouce] pouce, French inch プス（フランス） length 長さ

UCUM Units used in typesetting [ligne] ligne, French line
リーニュ（フラン
ス）

length 長さ

UCUM Units used in typesetting [didot] didot, Didot's point ディドー length 長さ

UCUM Units used in typesetting [cicero] cicero, Didot's pica シセロ length 長さ

UCUM
Other Units for Heat and
Temperature

[degF] degree Fahrenheit
ファーレンハイト
度

°F temperature 温度

UCUM
Other Units for Heat and
Temperature

[degR] degree Rankine ランキン度 °R temperature 温度

UCUM
Other Units for Heat and
Temperature

cal_[15] calorie at 15 °C 15度カロリー
cal<sub>15°
C</sub>

energy 熱量

UCUM
Other Units for Heat and
Temperature

cal_[20] calorie at 20 °C 20度カロリー
cal<sub>20°
C</sub>

energy 熱量

UCUM
Other Units for Heat and
Temperature

cal_m mean calorie 平均カロリー
cal<sub>m</
sub>

energy 熱量

UCUM
Other Units for Heat and
Temperature

cal_IT international table calorie
国際蒸気表カロ
リー

cal<sub>IT</
sub>

energy 熱量

UCUM
Other Units for Heat and
Temperature

cal_th thermochemical calorie 熱力学カロリー
cal<sub>th</
sub>

energy 熱量

UCUM
Other Units for Heat and
Temperature

cal calorie カロリー cal energy
摂取、消費熱
量

UCUM
Other Units for Heat and
Temperature

[Cal] nutrition label Calories 栄養学的熱量 Cal energy 熱量

UCUM
Other Units for Heat and
Temperature

[Btu_39] British thermal unit at 39 °F
39ファーレンハ
イト度英熱量

Btu<sub>39
°F</sub>

energy 熱量

UCUM
Other Units for Heat and
Temperature

[Btu_59] British thermal unit at 59 °F
59ファーレンハ
イト度英熱量

Btu<sub>59
°F</sub>

energy 熱量

UCUM
Other Units for Heat and
Temperature

[Btu_60] British thermal unit at 60 °F
60ファーレンハ
イト度英熱量

Btu<sub>60
°F</sub>

energy 熱量
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法定計量単位

UCUM又は法定計量単位におけ
る分類

単位
記号

単位
英語名

単位
日本語名

HTML形式で
の表示例

物象の状態の量
英語名

物象の状態
の量

日本語名

UCUM
Other Units for Heat and
Temperature

[Btu_m] mean British thermal unit 平均英熱量
Btu<sub>m<
/sub>

energy 熱量

UCUM
Other Units for Heat and
Temperature

[Btu_IT]
international table British thermal
unit

国際蒸気表英
熱量

Btu<sub>IT<
/sub>

energy 熱量

UCUM
Other Units for Heat and
Temperature

[Btu_th]
thermochemical British thermal
unit

熱力学英熱量
Btu<sub>th<
/sub>

energy 熱量

UCUM
Other Units for Heat and
Temperature

[Btu] British thermal unit 英熱量 btu energy 熱量

UCUM
Other Units for Heat and
Temperature

[HP] horsepower 馬力 power 力

UCUM
Other Units for Heat and
Temperature

tex tex テックス tex
linear mass density (of textile
thread)

線密度

UCUM
Other Units for Heat and
Temperature

[den] Denier デニール den
linear mass density (of textile
thread)

線密度

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

m[H2O] meter of water column 水柱メートル
m 
H<sub><r>2<
/r></sub>O

pressure
生体内の圧
力

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

m[Hg] meter of mercury column 水銀柱メートル m Hg pressure
生体内の圧
力

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

[in_i'H2O] inch of water column 水柱インチ
in 
H<sub><r>2<
/r></sub>O

pressure 圧力

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

[in_i'Hg] inch of mercury column 水銀柱インチ in Hg pressure 圧力

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

[PRU]
peripheral vascular resistance
unit

肺血管抵抗の
単位

P.R.U. fluid resistance 液体抵抗

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

[wood'U] Wood unit ウッド単位 Wood U. fluid resistance 液体抵抗

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

[diop] diopter ディオプター dpt refraction of a lens
レンズの屈
折

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

[p'diop] prism diopter プリズム屈折力 PD refraction of a prism
プリズムの屈
折

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

%[slope] percent of slope 勾配 % slope 勾配

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

[mesh_i] mesh メッシュ lineic number 線数

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

[Ch] Charrière, french
シャリエール（フ
レンチサイズ）

Ch gauge of catheters
カテーテルの
ゲージ
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法定計量単位

UCUM又は法定計量単位におけ
る分類

単位
記号

単位
英語名

単位
日本語名

HTML形式で
の表示例

物象の状態の量
英語名

物象の状態
の量

日本語名

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

[drp] drop ドロップ drp volume 体積

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

[hnsf'U] Hounsfield unit
ハンスフィールド
ユニット

HF x-ray attenuation X線減衰率

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

[MET] metabolic equivalent メッツ MET
metabolic cost of physical
activity

身体活動の
強度

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

[hp'_X]
homeopathic potency of decimal
series (retired)

ホメオパシーX
ポテンシー

X homeopathic potency (retired)
ホメオパシー
のポテンシー

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

[hp'_C]
homeopathic potency of
centesimal series (retired)

ホメオパシーC
ポテンシー

C homeopathic potency (retired)
ホメオパシー
のポテンシー

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

[hp'_M]
homeopathic potency of
millesimal series (retired)

ホメオパシーM
ポテンシー

M homeopathic potency (retired)
ホメオパシー
のポテンシー

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

[hp'_Q]
homeopathic potency of
quintamillesimal series (retired)

ホメオパシーQ
ポテンシー

Q homeopathic potency (retired)
ホメオパシー
のポテンシー

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

[hp_X]
homeopathic potency of decimal
hahnemannian series

ホメオパシー
ハーネマンXポ
テンシー

X
homeopathic potency
(Hahnemann)

ホメオパシー
のポテンシー

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

[hp_C]
homeopathic potency of
centesimal hahnemannian series

ホメオパシー
ハーネマンCポ
テンシー

C
homeopathic potency
(Hahnemann)

ホメオパシー
のポテンシー

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

[hp_M]
homeopathic potency of
millesimal hahnemannian series

ホメオパシー
ハーネマンMポ
テンシー

M
homeopathic potency
(Hahnemann)

ホメオパシー
のポテンシー

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

[hp_Q]
homeopathic potency of
quintamillesimal hahnemannian
series

ホメオパシー
ハーネマンQポ
テンシー

Q
homeopathic potency
(Hahnemann)

ホメオパシー
のポテンシー

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

[kp_X]
homeopathic potency of decimal
korsakovian series

ホメオパシーコ
ルサコフXポテン
シー

X
homeopathic potency
(Korsakov)

ホメオパシー
のポテンシー

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

[kp_C]
homeopathic potency of
centesimal korsakovian series

ホメオパシーコ
ルサコフCポテン
シー

C
homeopathic potency
(Korsakov)

ホメオパシー
のポテンシー

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

[kp_M]
homeopathic potency of
millesimal korsakovian series

ホメオパシーコ
ルサコフMポテ
ンシー

M
homeopathic potency
(Korsakov)

ホメオパシー
のポテンシー
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UCUM又は法定計量単位におけ
る分類

単位
記号

単位
英語名

単位
日本語名

HTML形式で
の表示例

物象の状態の量
英語名

物象の状態
の量

日本語名

UCUM
Units Used Predominantly in
Clinical Medicine

[kp_Q]
homeopathic potency of
quintamillesimal korsakovian
series

ホメオパシーコ
ルサコフQポテ
ンシー

Q
homeopathic potency
(Korsakov)

ホメオパシー
のポテンシー

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

eq equivalents 等量 eq amount of substance 物質量

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

osm osmole オスモル osm
amount of substance (dissolved
particles)

物質量

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[pH] pH ピーエッチ pH acidity 酸度

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

g% gram percent
グラムパーセン
ト

g% mass concentration 質量濃度

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[S] Svedberg unit スベドベリ単位 S sedimentation coefficient 沈降係数

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[HPF] high power field 毎視野 HPF view area in microscope
顕微鏡の視
野

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[LPF] low power field 数視野 LPF view area in microscope
顕微鏡の視
野

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

kat katal カタール kat catalytic activity 触媒活性

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

U Unit ユニット U catalytic activity 触媒活性

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[iU] international unit
インターナショナ
ルユニット

IU arbitrary 任意

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[IU] international unit
インターナショナ
ルユニット

i.U. arbitrary 任意

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[arb'U] arbitary unit 任意単位 arb. U arbitrary 任意

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[USP'U] United States Pharmacopeia unit US薬局方単位 U.S.P. arbitrary 任意

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[GPL'U] GPL unit GPL GPL-U
biologic activity of anticardiolipin
IgG

抗カルジオリ
ピン抗体IgG
活性

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[MPL'U] MPL unit MPL MPL-U
biologic activity of anticardiolipin
IgM

抗カルジオリ
ピン抗体IgM
活性

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[APL'U] APL unit APL APL-U
biologic activity of anticardiolipin
IgA

抗カルジオリ
ピン抗体IgA
活性

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[beth'U] Bethesda unit ベセスダ単位 BU
biologic activity of factor VIII
inhibitor

インヒビター
量
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法定計量単位

UCUM又は法定計量単位におけ
る分類

単位
記号

単位
英語名

単位
日本語名

HTML形式で
の表示例

物象の状態の量
英語名

物象の状態
の量

日本語名

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[anti'Xa'U] anti factor Xa unit
ファクターXa阻
害

biologic activity of factor Xa
inhibitor (heparin)

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[todd'U] Todd unit トッド単位
biologic activity antistreptolysin
O

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[dye'U] Dye unit ダイ単位 biologic activity of amylase
アミラーゼ活
性

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[smgy'U] Somogyi unit ソモギー単位 biologic activity of amylase
アミラーゼ活
性

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[bdsk'U] Bodansky unit
ボダンスキー単
位

biologic activity of phosphatase
フォスファ
ターゼ活性

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[ka'U] King-Armstrong unit
キング・アーム
ストロング単位

biologic activity of phosphatase
フォスファ
ターゼ活性

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[knk'U] Kunkel unit クンケル単位 arbitrary biologic activity
任意生物学
的活性

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[mclg'U] Mac Lagan unit
マクラーガン単
位

arbitrary biologic activity
任意生物学
的活性

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[tb'U] tuberculin unit
ツベルクリン単
位

biologic activity of tuberculin

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[CCID_50] 50% cell culture infectious dose
50%細胞培養感
染量

CCID<sub>50
</sub>

biologic activity (infectivity) of
an infectious agent preparation

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[TCID_50] 50% tissue culture infectious dose
50%組織培養感
染量

TCID<sub>50
</sub>

biologic activity (infectivity) of
an infectious agent preparation

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[EID_50] 50% embryo infectious dose 50%鶏胚感染量
EID<sub>50<
/sub>

biologic activity (infectivity) of
an infectious agent preparation

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[PFU] plaque forming units
プラック形成単
位

PFU amount of an infectious agent

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[FFU] focus forming units
フォーカス形成
単位

FFU amount of an infectious agent

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[CFU] colony forming units
コロニー形成単
位

CFU
amount of a proliferating
organism

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[BAU] bioequivalent allergen unit
生物学的同等ア
レルギー単位

BAU

amount of an allergen callibrated
through in-vivo testing based on
the ID50EAL method of
(intradermal dilution for 50mm
sum of erythema diameters
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UCUM又は法定計量単位におけ
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単位
記号

単位
英語名

単位
日本語名

HTML形式で
の表示例

物象の状態の量
英語名

物象の状態
の量

日本語名

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[AU] allergen unit アレルギー単位 AU
procedure defined amount of an
allergen using some reference
standard

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[Amb'a'1'U

]

allergen unit for Ambrosia
artemisiifolia

ブタクサアレル
ギー単位

Amb a 1 U
procedure defined amount of
the major allergen of ragweed.

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[PNU] protein nitrogen unit
タンパク質窒素
ユニット

PNU
procedure defined amount of a
protein substance

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[Lf] Limit of flocculation トキソイド量 Lf
procedure defined amount of an
antigen substance

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[D'ag'U] D-antigen unit D-抗原単位
procedure defined amount of a
poliomyelitis d-antigen
substance

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[FEU] fibrinogen equivalent unit
フィブリノゲン換
算量

amount of fibrinogen broken
down into the measured d-
dimers

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[ELU] ELISA unit ELISAユニット arbitrary ELISA unit
ELISAユニッ
ト

UCUM
Units used in Chemical and
Biomedical Laboratories

[EU] Ehrlich unit
エールリッヒユ
ニット

Ehrlich unit
エールリッヒ
ユニット

UCUM Levels Np neper ネーパ Np level レベル

UCUM Levels B bel ベル B level レベル

UCUM Levels B[SPL] bel sound pressure ベル（音圧） B(SPL) pressure level 圧力レベル

UCUM Levels B[V] bel volt ベル（ボルト） B(V) electric potential level 電位レベル

UCUM Levels B[mV] bel millivolt ベル（ミリボルト） B(mV) electric potential level 電位レベル

UCUM Levels B[uV] bel microvolt
ベル（マイクロボ
ルト）

B(μ V) electric potential level 電位レベル

UCUM Levels B[10.nV] bel 10 nanovolt
ベル（10ナノボ
ルト）

B(10 nV) electric potential level 電位レベル

UCUM Levels B[W] bel watt ベル（ワット） B(W) power level
仕事率レベ
ル

UCUM Levels B[kW] bel kilowatt
ベル（キロワッ
ト）

B(kW) power level
仕事率レベ
ル

UCUM Miscellaneous Units st stere ステール st volume 体積

UCUM Miscellaneous Units Ao Ångström
オングストロー
ム

Å length 長さ

UCUM Miscellaneous Units b barn バーン b action area 反応断面

UCUM Miscellaneous Units att technical atmosphere 工学気圧 at pressure 圧力
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単位
日本語名

HTML形式で
の表示例

物象の状態の量
英語名

物象の状態
の量

日本語名
UCUM Miscellaneous Units mho mho モー mho electric conductance 電気伝導率

UCUM Miscellaneous Units [psi] pound per sqare inch
重量ポンド毎平
方インチ

psi pressure 圧力

UCUM Miscellaneous Units circ circle 単位円 circ plane angle 平面角

UCUM Miscellaneous Units sph spere 単位球面 sph solid angle 立体角

UCUM Miscellaneous Units [car_m] metric carat カラット
ct<sub>m</s
ub>

mass 宝石の質量

UCUM Miscellaneous Units [car_Au] carat of gold alloys
カラット金の純
度

ct<sub><r>A
u</r></sub>

mass fraction 質量分率

UCUM Miscellaneous Units [smoot] Smoot スムート length 長さ

UCUM
Units used in Information Science
and Technology

bit_s bit ビット
bit<sub>s<su
b>

amount of information 情報量

UCUM
Units used in Information Science
and Technology

bit bit ビット bit amount of information 情報量

UCUM
Units used in Information Science
and Technology

By byte バイト B amount of information 情報量

UCUM
Units used in Information Science
and Technology

Bd baud ボー Bd signal transmission rate 変調速度

計量法 SI単位 m meter メートル m length 長さ

計量法 SI単位 kg kilo gram キログラム kg mass 質量

計量法 SI単位 g gram グラム g mass 質量

計量法 SI単位 t tonne トン t mass 質量

計量法 SI単位 s second 秒 s time 時間

計量法 SI単位 min minute 分 min time 時間

計量法 SI単位 h hour 時 h time 時間

計量法 SI単位 A Ampère アンペア A electric current 電流

計量法 SI単位 K kelvin ケルビン K temperature 温度

計量法 SI単位 Cel degree Celsius
セルシウス度／
度

°C temperature 温度

計量法 SI単位 mol mole モル mol amount of substance 物質量

計量法 SI単位 cd candela カンデラ cd luminous intensity 光度

計量法 SI単位 rad radian ラジアン rad plane angle 角度

計量法 SI単位 deg degree 度 ° plane angle 角度

計量法 SI単位 ' minute 分 ' plane angle 角度

計量法 SI単位 '' second 秒 '' plane angle 角度

計量法 SI単位 sr steradian ステラジアン sr solid angle 立体角
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物象の状態の量
英語名
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の量

日本語名

計量法 SI単位 m2 square meter 平方メートル
m<sup>2</su
p>

area 面積

計量法 SI単位 m3 cubic meter 立方メートル
m<sup>3</su
p>

volume 体積

計量法 SI単位 L liter リットル L volume 体積

計量法 SI単位 rad/s radian per second ラジアン毎秒 rad/s angular velocity 角速度

計量法 SI単位 rad/s2 radian per square second
ラジアン毎秒毎
秒

rad/s<sup>2
</sup>

angular acceleration 角加速度

計量法 SI単位 m/s meter per second メートル毎秒 m/s velocity 速さ

計量法 SI単位 m/h meter per hour メートル毎時 m/h velocity 速さ

計量法 SI単位 m/s2 meter per square second
メートル毎秒毎
秒

m/s<sup>2</
sup>

acceleration 加速度

計量法 SI単位 Hz Hertz ヘルツ Hz frequency 周波数

計量法 SI単位 s-1 per second 毎秒
s<sup>-
1</sup>

rotational speed 回転速度

計量法 SI単位 min-1 per minute 毎分
min<sup>-
1</sup>

rotational speed 回転速度

計量法 SI単位 h-1 per hour 毎時
h<sup>-
1</sup>

rotational speed 回転速度

計量法 SI単位 m-1 per meter 毎メートル
m<sup>-
1</sup>

wavenumber 波数

計量法 SI単位 kg/m3 kilogram per cubic meter
キログラム毎立
方メートル

kg/m<sup>3<
/sup>

density 密度

計量法 SI単位 g/m3 gram per cubic meter
グラム毎立方
メートル

g/m<sup>3</
sup>

density 密度

計量法 SI単位 g/l gram per liter グラム毎リットル g/l density 密度

計量法 SI単位 N Newton ニュートン N force 力

計量法 SI単位 N.m Newton meter
ニュートンメート
ル

N m moment of force
力のモーメン
ト

計量法 SI単位 Pa Pascal パスカル Pa pressure 圧力

計量法 SI単位 N/m2 Newton per square meter
ニュートン毎平
方メートル

N/m<sup>2<
/sup>

pressure 圧力

計量法 SI単位 bar bar バール bar pressure 圧力

計量法 SI単位 Pa Pascal パスカル Pa stress 応力

計量法 SI単位 N/m2 Newton per square meter
ニュートン毎平
方メートル

N/m<sup>2<
/sup>

stress 応力

計量法 SI単位 Pa.s Pascal second パスカル秒 Pa s Dynamic viscosity 粘度
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物象の状態の量
英語名

物象の状態
の量

日本語名

計量法 SI単位 N.s/m2 Newton second per square meter
ニュートン秒毎
平方メートル

N
s/m<sup>2</
sup>

Dynamic viscosity 粘度

計量法 SI単位 m2/s square meter per second
平方メートル毎
秒

m<sup>2</su
p>/s

Kinematic viscosity 動粘度

計量法 SI単位 J Joule ジュール J mechanical work 仕事

計量法 SI単位 W.s Watt second ワット秒 W s mechanical work 仕事

計量法 SI単位 W.h Watt hour ワット時 W h mechanical work 仕事

計量法 SI単位 W Watt ワット W power 工率

計量法 SI単位 kg/s kilogram per second キログラム毎秒 kg/s mass flow rate 質量流量

計量法 SI単位 kg/min kilogram per minute キログラム毎分 kg/min mass flow rate 質量流量

計量法 SI単位 kg/h kilogram per hour キログラム毎時 kg/h mass flow rate 質量流量

計量法 SI単位 g/s gram per second グラム毎秒 g/s mass flow rate 質量流量

計量法 SI単位 g/min gram per minute グラム毎分 g/min mass flow rate 質量流量

計量法 SI単位 g/h gram per hour グラム毎時 g/h mass flow rate 質量流量

計量法 SI単位 t/s tonne per second トン毎秒 t/s mass flow rate 質量流量

計量法 SI単位 t/min tonne per minute トン毎分 t/min mass flow rate 質量流量

計量法 SI単位 t/h tonne per hour トン毎時 t/h mass flow rate 質量流量

計量法 SI単位 m3/s cubic meter per second
立方メートル毎
秒

m<sup>3</su
p>/s

flow rate 流量

計量法 SI単位 m3/min cubic meter per minute
立方メートル毎
分

m<sup>3</su
p>/min

flow rate 流量

計量法 SI単位 m3/h cubic meter per hour
立方メートル毎
時

m<sup>3</su
p>/h

flow rate 流量

計量法 SI単位 l/s liter per second リットル毎秒 l/s flow rate 流量

計量法 SI単位 l/min liter per minute リットル毎分 l/min flow rate 流量

計量法 SI単位 l/h liter per hour リットル毎時 l/h flow rate 流量

計量法 SI単位 J Joule ジュール J energy 熱量

計量法 SI単位 W.s Watt second ワット秒 W s energy 熱量

計量法 SI単位 W.h Watt hour ワット時 W h energy 熱量

計量法 SI単位 W/(m.K） Watt per meter Kelvin
ワット毎メートル
毎ケルビン

W/(m K） thermal conductivity 熱伝導率

計量法 SI単位
W/(m.Cel

）
Watt per meter degree Celsius

ワット毎メートル
毎度

W/(m °C） thermal conductivity 熱伝導率

計量法 SI単位 J/(kg.K） Joule per kilogram Kelvin
ワット毎メートル
毎ケルビン

J/(kg K） specific heat capacity 比熱容量
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計量法 SI単位
J/(kg.Cel

）
Joule per kilogram degree Celsius

ワット毎メートル
毎度

J/(kg °C） specific heat capacity 比熱容量

計量法 SI単位 J/K Joule per Kelvin
ジュール毎ケル
ビン

J/K entropy エントロピー

計量法 SI単位 C coulomb クーロン C electric charge 電気量

計量法 SI単位 V/m Volt per meter ボルト毎メートル V/m electro field strength 電界の強さ

計量法 SI単位 V Volt ボルト V voltage 電圧

計量法 SI単位 V Volt ボルト V electromotive force 起電力

計量法 SI単位 F Farad ファラド F electric capacitance 静電容量

計量法 SI単位 A/m Ampère per meter
アンペア毎メート
ル

A/m magnetic field intensity strength 磁界の強さ

計量法 SI単位 A Ampère アンペア A magnetomotive force 起磁力

計量法 SI単位 T Tesla テスラ T magnetic flux density 磁束密度

計量法 SI単位 Wb/m2 Weber per square meter
ウェーバー毎平
方メートル

Wb/m<sup>2
</sup>

magnetic flux density 磁束密度

計量法 SI単位 Wb Weber ウェーバー Wb magentic flux 磁束

計量法 SI単位 H Henry ヘンリー H inductance
インダクタン
ス

計量法 SI単位 Ohm Ohm オーム Ω impedance 電気抵抗

計量法 SI単位 S Siemens ジーメンス S electric conductance
電気のコンダ
クタンス

計量法 SI単位 Ohm Ohm オーム Ω impedance
インピーダン
ス

計量法 SI単位 W Watt ワット W electric power 電力

計量法 SI単位 J Joule ジュール J electric energy 電力量

計量法 SI単位 W.s Watt second ワット秒 Ws electric energy 電力量

計量法 SI単位 W.h Watt hour ワット時 Wh electric energy 電力量

計量法 SI単位 W/m2 Watt per square meter
ワット毎平方
メートル

W/m<sup>2<
/sup>

specific power
電磁波の電
力密度

計量法 SI単位 W/sr Warr per steradian
ワット毎ステラジ
アン

W/sr radiant intensity 放射強度

計量法 SI単位 lm lumen ルーメン lm luminous flux 光束

計量法 SI単位 cd/m2 candela per square meter
カンデラ毎平方
メートル

cd/m<sup>2
</sup>

luminance 輝度

計量法 SI単位 lx lux ルクス lx illuminance 照度

計量法 SI単位 W Watt ワット W sound power 音響パワー
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計量法 SI単位 mol/m3 mole per cubic meter
モル毎立方メー
トル

mol/m<sup>3
</sup>

molar concentration 濃度

計量法 SI単位 mol/l mole per liter モル毎リットル mol/l molar concentration 濃度

計量法 SI単位 kg/m3 kilogram per cubic meter
キログラム毎立
方メートル

kg/m<sup>3<
/sup>

mass concentration 濃度

計量法 SI単位 g/m3 gram per cubic meter
グラム毎立方
メートル

g/m<sup>3</
sup>

mass concentration 濃度

計量法 SI単位 g/l gram per liter グラム毎リットル g/l mass concentration 濃度

計量法 SI単位 /s per second 毎秒
s<sup>-
1</sup>

Neutron emission rate
中性子放出
率

計量法 SI単位 /min per minute 毎分
min<sup>-
1</sup>

Neutron emission rate
中性子放出
率

計量法 SI単位 Bq Becquerel ベクレル Bq radioactivity 放射能

計量法 SI単位 Ci Curie キュリー Ci radioactivity 放射能

計量法 SI単位 Gy Gray グレイ Gy energy dose 吸収線量

計量法 SI単位 RAD radiation absorbed dose ラド RAD energy dose 吸収線量

計量法 SI単位 Gy/s Gray per second グレイ毎秒 Gy/s energy dose rate 吸収線量率

計量法 SI単位 Gy/min Gray per minute グレイ毎分 Gy/min energy dose rate 吸収線量率

計量法 SI単位 Gy/h Gray per hour グレイ毎時 Gy/h energy dose rate 吸収線量率

計量法 SI単位 RAD/s
radiation absorbed dose per
second

ラド毎秒 RAD/s energy dose rate 吸収線量率

計量法 SI単位 RAD/min
radiation absorbed dose per
minute

ラド毎分 RAD/min energy dose rate 吸収線量率

計量法 SI単位 RAD/h radiation absorbed dose per hour ラド毎時 RAD/h energy dose rate 吸収線量率

計量法 SI単位 Gy Gray グレイ Gy kerma カーマ

計量法 SI単位 Gy/s Gray per second グレイ毎秒 Gy/s kerma rate カーマ率

計量法 SI単位 Gy/min Gray per minute グレイ毎分 Gy/min kerma rate カーマ率

計量法 SI単位 Gy/h Gray per hour グレイ毎時 Gy/h kerma rate カーマ率

計量法 SI単位 C/kg Coulomb per kilogram
クーロン毎キロ
グラム

C/kg ion dose 照射線量

計量法 SI単位 R Roentgen レントゲン R ion dose 照射線量

計量法 SI単位 C/(kg.s） Coulomb per kilogram
クーロン毎キロ
グラム毎秒

C/(kg・s） ion dose rate 照射線量率

計量法 SI単位
C/(kg.min

）
Coulomb per kilogram

クーロン毎キロ
グラム毎分

C/(kg・min） ion dose rate 照射線量率
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計量法 SI単位 C/(kg.h） Coulomb per kilogram
クーロン毎キロ
グラム毎時

C/(kg・h） ion dose rate 照射線量率

計量法 SI単位 R/s Roentgen per second レントゲン毎秒 R/s ion dose rate 照射線量率

計量法 SI単位 R/min Roentgen per minute レントゲン毎分 R/min ion dose rate 照射線量率

計量法 SI単位 R/h Roentgen per hour レントゲン毎時 R/h ion dose rate 照射線量率

計量法 SI単位 Sv Sievert シーベルト Sv dose equivalent 線量当量

計量法 SI単位 REM radiation equivalent man レム REM dose equivalent 線量当量

計量法 SI単位 Sv/s Sievert per second シーベルト毎秒 Sv/s dose equivalent rate 線量当量率

計量法 SI単位 Sv/min Sievert per minute シーベルト毎分 Sv/min dose equivalent rate 線量当量率

計量法 SI単位 Sv/hou Sievert per hour シーベルト毎時 Sv/hou dose equivalent rate 線量当量率

計量法 SI単位 REM/ｓ
radiation equivalent man per
second

レム毎秒 rem/ｓ dose equivalent rate 線量当量率

計量法 SI単位 REM/min
radiation equivalent man per
minute

レム毎分 rem/min dose equivalent rate 線量当量率

計量法 SI単位 REM/h radiation equivalent man per hour レム毎時 rem/h dose equivalent rate 線量当量率

計量法 SI単位のない量の非SI単位 var Volt Ampère reactive バール var reactive power 無効電力

計量法 SI単位のない量の非SI単位 VA Volt Ampère ボルトアンペア VA apparent power 皮相電力

計量法 SI単位のない量の非SI単位 var/h Volt Ampère reactive per hour バール秒 var/h reactive power 無効電力量

計量法 SI単位のない量の非SI単位 var/h Volt Ampère reactive per hour バール時 var/h reactive power 無効電力量

計量法 SI単位のない量の非SI単位 VA/s Volt Ampère per second
ボルトアンペア
秒

VA/s apparent power 皮相電力量

計量法 SI単位のない量の非SI単位 VA/h Volt Ampère per hour
ボルトアンペア
時

VA/h apparent power 皮相電力量

計量法 SI単位のない量の非SI単位 dB decibel デシベル dB
electromagnetic wave
attenuation

電磁波の減
衰量

計量法 SI単位のない量の非SI単位 dB[SPL] decibel sound pressure デシベル dB(SPL) pressure level 音圧レベル

計量法 SI単位のない量の非SI単位 dB decibel デシベル dB Vibration Acceleration Level
振動加速度
レベル

計量法 SI単位のある量の非SI単位 [rpm] revolutions per minute 回毎分 r/min, rpm rotational speed 回転速度

計量法 SI単位のある量の非SI単位 [rph] revolutions per hour 回毎時 r/h, rph rotational speed 回転速度

計量法 SI単位のある量の非SI単位 atm standard atmosphere 気圧 atm pressure 圧力

計量法 SI単位のある量の非SI単位 P Poise ポアズ P dynamic viscosity 粘度

計量法 SI単位のある量の非SI単位 st Stokes ストークス St kinematic viscosity 動粘度

計量法 SI単位のある量の非SI単位 % percent 質量百分率 % mass fraction 濃度

計量法 SI単位のある量の非SI単位 [ppth] parts per thousand 質量千分率 ‰ mass fraction 濃度

計量法 SI単位のある量の非SI単位 [ppm] parts per million 質量百万分率 ppm mass fraction 濃度
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計量法 SI単位のある量の非SI単位 [ppb] parts per billion 質量十億分率 ppb mass fraction 濃度

計量法 SI単位のある量の非SI単位 [pptr] parts per trillion 質量一兆分率 ppt mass fraction 濃度

計量法 SI単位のある量の非SI単位 [pptq] perts per quadrillion 質量千兆分率 ppq mass fraction 濃度

計量法 SI単位のある量の非SI単位 [vol%] volume percent 体積百分率 vol% volume concentration 濃度

計量法 SI単位のある量の非SI単位 [volppth] volume perts per thousand 体積千分率 vol‰ volume concentration 濃度

計量法 SI単位のある量の非SI単位 [volppm] volume perts per million 体積百万分率 volppm volume concentration 濃度

計量法 SI単位のある量の非SI単位 [volppb] volume perts per billion 体積十億分率 volppb volume concentration 濃度

計量法 SI単位のある量の非SI単位 [volpptr] volume perts per trillion 体積一兆分率 volppt volume concentration 濃度

計量法 SI単位のある量の非SI単位 [volpptq] volume perts per quadrillion 体積千兆分率 volppq volume concentration 濃度

計量法 SI単位のある量の非SI単位 [pH] pH ピーエッチ pH acidity 酸度

計量法 用途を限定する非SI単位 [nmi_i] nautical mile 海里 n.mi length 長さ

計量法 用途を限定する非SI単位 Ao Ångström
オングストロー
ム

Å length 長さ

計量法 用途を限定する非SI単位 [car_m] metric carat カラット
ct<sub>m</s
ub>

mass 宝石の質量

計量法 用途を限定する非SI単位 [mom] momme もんめ mom mass 真珠の質量

計量法 用途を限定する非SI単位 [oz_tr] ounce トロイオンス oz mass 質量

計量法 用途を限定する非SI単位 [pt] compass point 点 pt plane angle
航海又は航
空に係る角
度の計量

計量法 用途を限定する非SI単位 ar are アール a area
面積（土地の
面積の計量）

計量法 用途を限定する非SI単位 har hectare ヘクタール ha area
土地の面積
の計量

計量法 用途を限定する非SI単位 [T] tonne トン T volume
船舶の体積
の計量

計量法 用途を限定する非SI単位 [kn_i] knot ノット knot velocity
航海、航空に
係る速さ

計量法 用途を限定する非SI単位 Gal Gal ガル Gal acceleration

重力加速度
又は地震に
係る振動加
速度

計量法 用途を限定する非SI単位 mGal milliGal ミリガル mGal acceleration

重力加速度
又は地震に
係る振動加
速度
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計量法 用途を限定する非SI単位 m[Hg] meter of mercury column 水銀柱メートル m Hg pressure
生体内の圧
力

計量法 用途を限定する非SI単位 cm[Hg] centimeter of mercury column
水銀柱センチ
メートル

cmHg pressure
生体内の圧
力

計量法 用途を限定する非SI単位 mm[Hg] millimeter of mercury column
水銀柱ミリメート
ル

mmHg pressure
生体内の圧
力

計量法 用途を限定する非SI単位 m[H2O] meter of water column 水柱メートル
m 
H<sub><r>2<
/r></sub>O

pressure
生体内の圧
力

計量法 用途を限定する非SI単位 cm[H3O] centimeter of water column
水柱センチメー
トル

cmH<sub>2<
/sub>O

pressure
生体内の圧
力

計量法 用途を限定する非SI単位 mm[H4O] millimeter of water column 水柱ミリメートル
mmH<sub>2<
/sub>O

pressure
生体内の圧
力

計量法 用途を限定する非SI単位 Torr torr トル Torr pressure
生体内の圧
力

計量法 用途を限定する非SI単位 mTorr millitorr ミリトル mTorr pressure
生体内の圧
力

計量法 用途を限定する非SI単位 uTorr microtorr マイクロトル µTorr pressure
生体内の圧
力

計量法 用途を限定する非SI単位 mmHg millimeter of mercury column
水銀柱ミリメート
ル

mmHg pressure 血圧

計量法 用途を限定する非SI単位 cal calorie カロリー cal energy

人もしくは動
物が摂取す
る又は代謝
により消費す
る熱量

計量法 用途を限定する非SI単位 kcal kilocalorie キロカロリー kcal energy

人もしくは動
物が摂取す
る又は代謝
により消費す
る熱量

計量法 用途を限定する非SI単位 Mcal megacalorie メガカロリー Mcal energy

人もしくは動
物が摂取す
る又は代謝
により消費す
る熱量
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計量法 用途を限定する非SI単位 Gcal gigacalorie ギガカロリー Gcal energy

人もしくは動
物が摂取す
る又は代謝
により消費す
る熱量

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 kg/m kilogram per meter
キログラム毎
メートル

kg/m
linear mass density (of textile
thread)

繊度

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 [den] Denier デニール D
linear mass density (of textile
thread)

繊度

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 tex tex テックス tex
linear mass density (of textile
thread)

繊度

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 Bh Baumé degree 重ボーメ度 Bh specific gravity 比重

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 Pa Pascal パスカル Pa Tensile strength 引張強さ

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 N/m2 Newton per square meter
ニュートン毎平
方メートル

N/m<sup>2<
/sup>

Tensile strength 引張強さ

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 Pa Pascal パスカル Pa Compressive strength 圧縮強さ

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 N/m2 Newton per square meter
ニュートン毎平
方メートル

N/m<sup>2<
/sup>

Compressive strength 圧縮強さ

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 m meter メートル m granularity 粒度

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 /m per meter 毎メートル
m<sup>-
1</sup>

refrection 屈折度

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 [diop] diopter ディオプトリー Dptr, D refraction of a lens 屈折度

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 % persent 湿度百分率 % humidity 湿度

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 Cel degree Celsius
セルシウス度／
度

°C
humidity(dew-point
temperature）

湿度（露点）

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 /m2 per square meter 毎平方メートル
m<sup>-
2</sup>

particle fluence
粒子フルエン
ス

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 /(m2.s) per square meter per second
毎平方メートル
毎秒

(m<sup>-
2</sup> s)

particle fluence rate
粒子フルエン
ス率

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 /(m2.min) per square meter per minute
毎平方メートル
毎分

(m<sup>-
2</sup>min)

particle fluence rate
粒子フルエン
ス率

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 J/m2 Joule per square meter
ジュール毎平方
メートル

J/m<sup>2<
/sup>

energy fluence
エネルギーフ
ルエンス

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 W.s/m2 Watt second per square meter
ワット秒毎平方
メートル

W.s/m<sup>2
</sup>

energy fluence
エネルギーフ
ルエンス

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 J/(m2.s)
Joule per square meter per
second

ジュール毎平方
メートル毎秒

J/(m<sup>2<
/sup> s)

energy fluence rate
エネルギーフ
ルエンス率
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法定計量単位

UCUM又は法定計量単位におけ
る分類

単位
記号

単位
英語名

単位
日本語名

HTML形式で
の表示例

物象の状態の量
英語名

物象の状態
の量

日本語名

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 W/m2 Watt per square meter
ワット毎平方
メートル

W/m<sup>2<
/sup>

energy fluence rate
エネルギーフ
ルエンス率

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 Bq/m2 Becquerel per square meter
ベクレル毎平方
メートル

Bq/m<sup>2
</sup>

radioactivity surface density
放射能面密
度

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 Ci/m2 Curie per square meter
キュリー毎平方
メートル

Ci/m<sup>2<
/sup>

radioactivity surface density
放射能面密
度

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 Bq/m3 Becquerel per cubic meter
ベクレル毎立方
メートル

Bq/m<sup>3
</sup>

Radioactivity density 放射能密度

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 Bq/kg Becquerel per kilogram
ベクレル毎キロ
グラム

Bq/kg Radioactivity density 放射能密度

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 Bq/g Becquerel per gram
ベクレル毎グラ
ム

Bq/g Radioactivity density 放射能密度

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 Bq/L Becquerel per liter
ベクレル毎リット
ル

Bq/L Radioactivity density 放射能密度

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 Ci/m3 Curie per cubic meter
キュリー毎立方
メートル

Ci/m<sup>3<
/sup>

Radioactivity density 放射能密度

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 Ci/kg Curie per kilogram
キュリー毎キロ
グラム

Ci/kg Radioactivity density 放射能密度

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 Ci/g Curie per gram
キュリー毎グラ
ム

Ci/g Radioactivity density 放射能密度

計量法 ７２量以外の物質の状態の量 Ci/L Curie per liter
キュリー毎リット
ル

Ci/L Radioactivity density 放射能密度
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【H28-GL2】別表２ 基本項目名・単位表

系 System 分類 Classification 日本語名 英語名 単位 表示（HTML）

シュート shoot 温度 temperature 温度 temperature Cel °C

シュート shoot 温度 temperature 気温 air_temperature Cel °C

シュート shoot 温度 temperature 温室内気温 greenhouse_air_temperature Cel °C

シュート shoot 温度 temperature 外気温度 outside_air_temprature Cel °C

シュート shoot 温度 temperature 群落温度 canopy_temperature Cel °C

シュート shoot 温度 temperature 葉面温度 leaf_temperature Cel °C

シュート shoot 温度 temperature 地表面温度 land_surface_temperature Cel °C

シュート shoot 温度 temperature 生長点温度 growing-point_air_temperature Cel °C

シュート shoot 温度 temperature 日中温室内気温 daytime_greenhouse_air_temperature Cel °C

シュート shoot 温度 temperature 夜間温室内気温 nighttime_greenhouse_air_temperature Cel °C

シュート shoot 温度 temperature 昼夜温室内気温差
difference_of_day-
night_greenhouse_air_temperature

Cel °C

シュート shoot 温度 temperature 成長度日 growing_degree_days d d

シュート shoot 温度 temperature 積算温度 accumulated_temperature Cel °C

シュート shoot 温度 temperature 有効積算温度 effective_accumulated_temperature Cel °C

シュート shoot 気圧 atmonpheric pressure 空気圧 air_pressure hPa hPa

シュート shoot 気圧 atmonpheric pressure 気圧 atmospheric_pressure hPa hPa

シュート shoot 気圧 atmonpheric pressure 海面気圧 atmospheric_pressure_at_sea_level hPa hPa

シュート shoot 気圧 atmonpheric pressure 現地気圧 atmospheric_pressure_at_station_level hPa hPa

シュート shoot 湿度 humidity 絶対湿度 absolute_humidity g/m3 g/m3

シュート shoot 湿度 humidity 相対湿度 relative_humidity % %RH

シュート shoot 湿度 humidity 温室内相対湿度 greenhouse_relative_humidity % %RH

シュート shoot 湿度 humidity 生長点相対湿度 growing-point_relative_humidity % %RH

シュート shoot 湿度 humidity 露点温度 dewpoint_temperature Cel °C

シュート shoot 湿度 humidity 温室内露点温度 greenhouse_dewpoint_temperature Cel °C

シュート shoot 湿度 humidity 生長点露点温度 growing-point_dewpoint_temperature Cel °C

シュート shoot 湿度 humidity 霜点温度 frostpoint_temperature Cel °C

シュート shoot 湿度 humidity 蒸気圧 vapor_pressure hPa hPa

シュート shoot 湿度 humidity 生長点蒸気圧 growing-point_vapor_pressure hPa hPa

シュート shoot 湿度 humidity 飽差（VPD） vapor_pressure_deficit kPa kPa

シュート shoot 湿度 humidity 飽差（HD） humidity_deficit g/m3 g/m3

シュート shoot 風 surface wind 風速 wind_speed m/s m/s

シュート shoot 風 surface wind 最大瞬間風速 maximum_instananeous_wind_speed m/s m/s

シュート shoot 風 surface wind 風向 wind_direction deg °

シュート shoot 風 surface wind 風向（最大風速時） wind_direction_in_maximum_wind_speed deg °

シュート shoot 風 surface wind 風向（最大瞬間風速時）
wind_direction_in_maximum_instananeous_wi
nd_speed

deg °

1



系 System 分類 Classification 日本語名 英語名 単位 表示（HTML）

シュート shoot 風 surface wind 生長点風向（最大瞬間風速時）
growing-
point_wind_direction_in_maximum_instanane
ous_wind_speed

deg °

シュート shoot 降水 precipitation 降水量 precipitation mm mm

シュート shoot 降水 precipitation 降雨量 rainfall mm mm

シュート shoot 降水 precipitation 降雨時間 rainfall_duration s s

シュート shoot 降水 precipitation 降雨強度 rainfall_intensity mm/h mm/h

シュート shoot 降水 precipitation 降雪量 snowfall cm cm

シュート shoot 降水 precipitation 積雪深 snow_cover_depth cm cm

シュート shoot 降水 precipitation 降雹量 hailfall [hits]/cm2 hits/cm2

シュート shoot 降水 precipitation 降雹時間 hailfall_duration s s

シュート shoot 降水 precipitation 降雹強度 hailfall_intensity [hits]/(cm2.h) hits/(cm2 h)

シュート shoot 降水 precipitation 葉面濡れ leaf_wetness % %

シュート shoot 降水 precipitation 葉面濡れ時間 leaf_wetness_duration s s

シュート shoot 放射 radiation 照度 illuminance lx lx

シュート shoot 放射 radiation 放射照度 irradiance W/m2 W/m2

シュート shoot 放射 radiation 日射照度 solar_irradiance W/m2 W/m2

シュート shoot 放射 radiation 散乱日射照度 diffuse_solar_irradiance W/m2 W/m2

シュート shoot 放射 radiation 直達日射照度 direct_solar_irradiance W/m2 W/m2

シュート shoot 放射 radiation 全天日射照度 global_solar_irradiance W/m2 W/m2

シュート shoot 放射 radiation 全天日射量 global_solar_radiant_exposure J/cm2 J/cm2

シュート shoot 放射 radiation 日全天日射量 daily_global_solar_radiant_exposure J/cm2 J/cm2

シュート shoot 放射 radiation 温室内日射照度 greenhouse_solar_irradiance W/m2 W/m2

シュート shoot 放射 radiation 温室内散乱日射照度 greenhouse_diffuse_solar_irradiance W/m2 W/m2

シュート shoot 放射 radiation 温室内直達日射照度 greenhouse_direct_solar_irradiance W/m2 W/m2

シュート shoot 放射 radiation 長波放射 downward_longwave_irradiance W/m2 W/m2

シュート shoot 放射 radiation 温室内全天日射照度 greenhouse_global_solar_irradiance W/m2 W/m2

シュート shoot 放射 radiation 温室内日射量 greenhouse_solar_radiant_exposure J/cm2 J/cm2

シュート shoot 放射 radiation 温室内全天日射量 greenhouse_global_solar_radiant_exposure J/cm2 J/cm2

シュート shoot 放射 radiation 日温室内全天日射量
daily_greenhouse_global_solar_radiant_expos
ure

J/cm2 J/cm2

シュート shoot 放射 radiation 光合成有効放射量 PAR_radiant_exposure J/cm2 J/cm2

シュート shoot 放射 radiation 光合成光量子フラックス photosynthetic_photon_flux umol/s µmol/s

シュート shoot 放射 radiation 光合成光量子束密度 photosynthetic_photon_flux_density umol/(m2.s) µmol/(m2 s)

シュート shoot 放射 radiation 紫外線線量 ultraviolet_rays_dose [MEDs] MEDs

シュート shoot 放射 radiation 紫外線量 UV_index [UV] UVIndex

シュート shoot 日照時間 sunshine duration 日照時間 sunshine_duration h h
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系 System 分類 Classification 日本語名 英語名 単位 表示（HTML）

シュート shoot 日照時間 sunshine duration 温室内日照時間 greenhouse_sunshine_duration h h

シュート shoot 日照時間 sunshine duration 可照時間 possible_sunshine_duration h h

シュート shoot 日照時間 sunshine duration 日照率 relative_sunshine_duration % %

シュート shoot 日照時間 sunshine duration 日長 day_length h h

シュート shoot 日照時間 sunshine duration 日出時間 sunrise_time

シュート shoot 日照時間 sunshine duration 日没時間 sunset_time

シュート shoot 蒸発 evaporation ポテンシャル蒸発量 potential_evaporation mm mm

シュート shoot 蒸発 evaporation ポテンシャル蒸発散量 potential_evapotranspiration mm mm

シュート shoot 蒸発 evaporation FAO基準蒸発散量 evapotranspiration_FAO mm mm

シュート shoot 天気 weather 天気 weather

シュート shoot 空気中成分 atmospheric composition 空気中二酸化炭素体積濃度 air_carbon_dioxide_vol-conc [volppm] volppm

シュート shoot 空気中成分 atmospheric composition 空気中酸素体積濃度 air_oxygen_vol-conc [volppm] volppm

シュート shoot 空気中成分 atmospheric composition 空気中二酸化窒素体積濃度 air_nitrogen_dioxide_vol-conc [volppm] volppm

シュート shoot 空気中成分 atmospheric composition 空気中エチレン体積濃度 air_etylene_vol-conc [volppm] volppm

シュート shoot 空気中成分 atmospheric composition 線量当量 dose_equivalent Sv Sv

シュート shoot 空気中成分 atmospheric composition 吸収線量 energy_dose Gy Gy

シュート shoot 空気中成分 atmospheric composition 照射線量 ion_dose C/kg C/kg

シュート shoot 空気中成分 atmospheric composition 放射能 radioactivity Bq Bq

根 root 温度 temperature 土壌温度 soil_temperature Cel °C

根 root 温度 temperature 根圏土壌温度 root_temperature Cel °C

根 root 温度 temperature 根圏温度 rhizosphere_temperature Cel °C

根 root 温度 temperature 培地温度 substrate_temperature Cel °C

根 root 温度 temperature 水温 water_temperature Cel °C

根 root 土壌水分 soil moisture 土壌水分量 soil_moisture_content kg/m3 kg/m3

根 root 土壌水分 soil moisture 土壌体積含水率 soil_volumetric_water_content [vol%] %VWC

根 root 土壌水分 soil moisture 土壌水分ポテンシャル soil_water_matric_potential kPa kPa

根 root 土壌水分 soil moisture 培地体積含水率 substrate_volumetric_water_content [vol%] vol.%

根 root 灌水 irrigation 水深 water_depth cm cm

根 root 灌水 irrigation 海面からの水位 water_level_msl m m

根 root 灌水 irrigation 水底からの水位 water_level_from_land_surface cm cm

根 root 灌水 irrigation 灌水量 irrigation_water L/m2 L/m2

根 root 灌水 irrigation 排液量 drainage_water L/m2 L/m2

根 root 灌水 irrigation 排液率 drainage_ratio % %

根 root 灌水 irrigation 日射量当たり灌水量 irrigation_water_per_solar_irradiance ml/(J.cm2) ml/(J cm2)

根 root 一般項目 general information 土壌型 soil_type

根 root 一般項目 general information 土性 soil_texture
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系 System 分類 Classification 日本語名 英語名 単位 表示（HTML）

根 root 一般項目 general information 作土深 top_soil_depth cm cm

根 root 一般項目 general information 有効土層深 effective_soil_depth cm cm

根 root 物理性 phisical properties 土壌貫入抵抗 soil_penetration_resistance MPa MPa

根 root 物理性 phisical properties 気相率 gaseous phase ratio [vol%] vol.%

根 root 物理性 phisical properties 液相率 liquid_phase_ratio [vol%] vol.%

根 root 物理性 phisical properties 固相率 solid_phase_ratio [vol%] vol.%

根 root 物理性 phisical properties 土壌仮比重 soil_bulk_density g/cm3 g/cm3

根 root 物理性 phisical properties 土壌孔隙率 soil_porocity [vol%] vol.%

根 root 物理性 phisical properties 重力水孔隙率 gravitational_water_porosity [vol%] vol.%

根 root 物理性 phisical properties 易有効水分孔隙率 effective_water_porosity [vol%] vol.%

根 root 物理性 phisical properties 土壌中粘土含量 soil_clay_mass-fraction [mass%] mass%

根 root 物理性 phisical properties 土壌中シルト含量 soil_silt_mass-fraction [mass%] mass%

根 root 物理性 phisical properties 土壌中砂含量 soil_sand_mass-fraction [mass%] mass%

根 root 物理性 phisical properties 土壌中細砂含量 soil_fine_sand_mass-fraction [mass%] mass%

根 root 物理性 phisical properties 土壌中粗砂含量 soil_coarse_sand_mass-fraction [mass%] mass%

根 root 物理性 phisical properties 土壌水分保持力 soil_water_holding_capacity [vol%] vol.%

根 root 物理性 phisical properties 圃場容水量 field_capacity [vol%] vol.%

根 root 物理性 phisical properties 飽和透水係数 soil_saturated_hydraulic_conductivity cm/s cm/s

根 root 物理性 phisical properties 不飽和透水係数 soil_unsaturated_hydraulic_conductivity cm/s cm/s

根 root 物理性 phisical properties 通気係数 soil_air_permeability cm/s cm/s

根 root 物理性 phisical properties 固有透過度 soil_intrinsic_permeability m2 m2

根 root 物理性 phisical properties ガス拡散係数 soil_gas_diffusivity cm/s cm/s

根 root 物理性 phisical properties 熱伝導率 soil_thermal_conductivity W/(m.K) W/(m K)

根 root 化学性 chemical properties CEC cation_exchange_capacity cmol_c/kg cmol_c/kg

根 root 化学性 chemical properties CEC cation_exchange_capacity meq/100g meq/100g

根 root 化学性 chemical properties 土壌EC soil_electrical_conductivity mS/cm mS/cm

根 root 化学性 chemical properties 土壌肥沃度 soil_fertility_value mS/cm mS/cm

根 root 化学性 chemical properties 土壌酸化還元電位 soil_oxidation-reduction_potential mV mV

根 root 化学性 chemical properties 根圏pH rhizosphere_pH [pH] pH

根 root 化学性 chemical properties 土壌pH soil_pH [pH] pH

根 root 化学性 chemical properties 土壌pH（KCl） soil_pH_potassium_chloride [pKCｌ] pKCl

根 root 化学性 chemical properties 土壌炭素量 soil_carbon_content kg/m2 kg/m2

根 root 化学性 chemical properties CN比 soil_cn_ratio

根 root 化学性 chemical properties 土壌中全炭素 soil_total_carbon_mass-fraction [mass%] mass%

根 root 化学性 chemical properties 土壌中全窒素 soil_total_nitrogen_mass-fraction [mass%] mass%

根 root 化学性 chemical properties 土壌中アンモニア態窒素 soil_ammonium_nitrogen_mass-fraction mg/100g mg/100g
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系 System 分類 Classification 日本語名 英語名 単位 表示（HTML）

根 root 化学性 chemical properties 土壌中硝酸態窒素 soil_nitrate_nitrogen_mass-fraction mg/100g mg/100g

根 root 化学性 chemical properties 土壌中熱水抽出性窒素
soil_hot-water_extractable_nitrogen_mass-
fraction

mg/100g mg/100g

根 root 化学性 chemical properties 土壌リン酸吸収係数 soil_phosphorus_absorptive_coefficient

根 root 化学性 chemical properties 土壌中有効態リン酸 soil_available_phosphorus_mass-fraction mg/100g mg/100g

根 root 化学性 chemical properties 土壌中交換性カリウム soil_exchangable_potassium_mass-fraction mg/100g mg/100g

根 root 化学性 chemical properties 土壌中交換性カルシウム soil_exchangable_calcium_mass-fraction mg/100g mg/100g

根 root 化学性 chemical properties 土壌中炭酸カルシウム soil_carbonate_mass-fraction [mass%] mass%

根 root 化学性 chemical properties 土壌中石膏 soil_gypsum_mass-fraction [mass%] mass%

根 root 化学性 chemical properties 土壌中交換性マグネシウム soil_exchangable_magnesium_mass-fraction mg/100g mg/100g

根 root 化学性 chemical properties 土壌中苦土カリ比 soil_magnesium_potassium_ratio % %

根 root 化学性 chemical properties 土壌石灰苦土比 soil_calcium_magnesium_ratio % %

根 root 化学性 chemical properties 土壌石灰飽和度 soil_calcium_saturation_ratio % %

根 root 化学性 chemical properties 土壌塩基飽和度 soil_base-cation_saturation_ratio % %

根 root 化学性 chemical properties 土壌中可溶性銅 soil_soluble_copper_mass-fraction [massppm] massppm

根 root 化学性 chemical properties 土壌中可溶性亜鉛 soil_soluble_zinc_mass-fraction [massppm] massppm

根 root 化学性 chemical properties 土壌中易還元性マンガン
soil_easily_reducible_manganese_mass-
fraction

[massppm] massppm

根 root 化学性 chemical properties 土壌中交換性マンガン soil_exchangable_manganese_mass-fraction [massppm] massppm

根 root 化学性 chemical properties 土壌中熱水可溶性ホウ素 soil_hot-water_soluble_boron_mass-fraction mg/kg mg/kg

根 root 化学性 chemical properties 土壌中遊離酸化鉄 soil_ferric_oxide_mass-fraction [mass%] mass%

根 root 化学性 chemical properties 土壌中有効態ケイ酸 soil_available_silic_acid_mass-fraction mg/100g mg/100g

根 root 化学性 chemical properties 土壌中有効態モリブデン soil_available_molybdenum_mass-fraction [massppm] massppm

根 root 化学性 chemical properties 土壌中塩素 soil_chlorine_mass-fraction mg/100g mg/100g

根 root 化学性 chemical properties 土壌中硫黄 soil_sulfate_sulfate_mass-fraction mg/100g mg/100g

根 root 化学性 chemical properties 土壌中交換性アルミニウム soil_exchangable_aluminium_mass-fraction [mass%] mass%

根 root 化学性 chemical properties 土壌中カドミウム soil_cadmium_mass-fraction [mass%] mass%

根 root 化学性 chemical properties 土壌中ヒ素 soil_arsenic_mass-fraction [mass%] mass%

根 root 化学性 chemical properties 養液EC solution_electrical_conductivity mS/cm mS/cm

根 root 化学性 chemical properties pH pH [pH] pH

根 root 化学性 chemical properties 養液pH solution_pH [pH] pH

根 root 化学性 chemical properties 養液中アンモニア態窒素 solution_ammonium_nitrogen_sub-conc mmol/L mmol/L

根 root 化学性 chemical properties 養液中硝酸態窒素 solution_nitrate_nitrogen_sub-conc mmol/L mmol/L
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系 System 分類 Classification 日本語名 英語名 単位 表示（HTML）

根 root 化学性 chemical properties 養液中リン酸 solution_phosphorus_sub-conc mmol/L mmol/L

根 root 化学性 chemical properties 養液中カリウム solution_potassium_sub-conc mmol/L mmol/L

根 root 化学性 chemical properties 養液中カルシウム solution_calcium_sub-conc mmol/L mmol/L

根 root 化学性 chemical properties 養液中マグネシウム solution_magnesium_sub-conc umol/L µmol/L

根 root 化学性 chemical properties 養液中銅 solution_copper_sub-conc umol/L µmol/L

根 root 化学性 chemical properties 養液中亜鉛 solution_zinc_sub-conc umol/L µmol/L

根 root 化学性 chemical properties 養液中マンガン solution_manganese_sub-conc umol/L µmol/L

根 root 化学性 chemical properties 養液中ホウ素 solution_boron_sub-conc umol/L µmol/L

根 root 化学性 chemical properties 養液中鉄 solution_ferric_oxide_sub-conc umol/L µmol/L

根 root 化学性 chemical properties 養液中モリブデン solution_molybdenum_sub-conc umol/L µmol/L

根 root 化学性 chemical properties 養液中塩素 solution_chlorine_sub-conc mmol/L mmol/L

根 root 化学性 chemical properties 養液中硫酸 solution_sulfate_sub-conc mmol/L mmol/L

根 root 化学性 chemical properties 電気伝導度（EC） electrical_conductivity mS/cm mS/cm

根 root 生物性 biological properties 土壌中腐食 soil_humus_mass-fraction mg/100g mg/100g

根 root 生物性 biological properties 土壌有機物 soil_organic_matter_mass-fraction [mass%] mass%

根 root 生物性 biological properties α グルコシダーゼ活性 alfa-glucosidase_activity pmol/g.min pmol/g min

根 root 生物性 biological properties β グルコシダーゼ活性 beta-glucosidase_activity pmol/g.min pmol/g min

根 root 生物性 biological properties キタネコブセンチュウ Meloidogyne_hapla_num [num]/g num/g

根 root 生物性 biological properties キタネグサレセンチュウ Pratylenchus_penetrans_num [num]/g num/g

根 root 生物性 biological properties ミナミネグサレセンチュウ Pratylenchus_coffeae_num [num]/g num/g

根 root 生物性 biological properties 放線菌 Actinomycetes_num [num]/g num/g

根 root 生物性 biological properties 糸状菌 filamentous_fungi_num [num]/g num/g

根 root 生物性 biological properties 大腸菌 Echerichia_coli_num [num]/g num/g

根 root 生物性 biological properties サルモネラ Salmonella_num [num]/g num/g

根 root 生物性 biological properties バーティシリウム Verticillium_num [num]/g num/g

根 root 生物性 biological properties 馬鈴しょそうか病 Streptomyces_num [num]/g num/g
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【H28-GL2】別表３ 集計・追加情報を付加した項目名例

系 System 分類 Classification 日本語名 英語名 単位 表示（HTML）

シュート shoot 温度 temperature 日最高気温 daily_maximum_air_temperature Cel °C

シュート shoot 温度 temperature 日最低気温 daily_minimum_air_temperature Cel °C

シュート shoot 温度 temperature 日平均気温 daily_average_air_temperature Cel °C

シュート shoot 温度 temperature 年最高気温 annual_maximum_air_temperature Cel °C

シュート shoot 温度 temperature 年最低気温 annual_minimum_air_temperature Cel °C

シュート shoot 温度 temperature 年平均気温 annual_average_air_temperature Cel °C

シュート shoot 温度 temperature 平均日中温室内気温 hourly_average_daytime_greenhouse_air_temperature Cel °C

シュート shoot 温度 temperature 平均夜間温室内気温 hourly_average_nighttime_greenhouse_air_temperature Cel °C

シュート shoot 気圧 atmonpheric pressure 日平均現地気圧 daily_average_air_pressure_at_station_level hPa hPa

シュート shoot 湿度 humidity 日最低相対湿度 daily_minimum_relative_humidity % %RH

シュート shoot 湿度 humidity 日平均相対湿度 daily_average_relative_humidity % %RH

シュート shoot 湿度 humidity 日平均蒸気圧 daily_average_vapor_pressure hPa hPa

シュート shoot 湿度 humidity 日平均飽差（VPD) daily_average_vapor_pressure_deficit hPa hPa

シュート shoot 風 surface wind 日平均風速 daily_average_wind_speed m/s m/s

シュート shoot 風 surface wind 10分間平均風速高度2.5m 10minutes_average_wind_speed_hight_2.5m m/s m/s

シュート shoot 風 surface wind 日最大瞬間風速 daily_maximum_instananeous_wind_speed m/s m/s

シュート shoot 風 surface wind 日最大10分間平均風速高度2.5m daily_maximum_10minutes_average_wind_speed_hight_2.5m m/s m/s

シュート shoot 降水 precipitation 1時間降水量 hourly_precipitation mm mm

シュート shoot 降水 precipitation 3時間降水量 3hours_precipitation mm mm

シュート shoot 降水 precipitation 24時間降水量 24hours_precipitation mm mm

シュート shoot 降水 precipitation 48時間降水量 48hours_precipitation mm mm

シュート shoot 降水 precipitation 72時間降水量 72hours_precipitation mm mm

シュート shoot 降水 precipitation 日最大1時間降水量 daily_maximum_hourly_precipitation mm mm

シュート shoot 降水 precipitation 日最大3時間降水量 daily_maximum_3hours_precipitation mm mm

シュート shoot 降水 precipitation 日最大24時間降水量 daily_maximum_24hours_precipitation mm mm

シュート shoot 降水 precipitation 日最大48時間降水量 daily_maximum_48hours_precipitation mm mm

シュート shoot 降水 precipitation 日最大72時間降水量 daily_maximum_72hours_precipitation mm mm

シュート shoot 降水 precipitation 30分降雨量 30minutes_rainfall mm mm

シュート shoot 降水 precipitation 1時間降雨量 hourly_rainfall mm mm

シュート shoot 降水 precipitation 1日降雨量 daily_rainfall mm mm

シュート shoot 降水 precipitation 月間最大日雨量 monthly_maximum_daily_rainfall mm mm

シュート shoot 降水 precipitation 1日当たり降雨時間 daily_rainfall_duration h h

シュート shoot 降水 precipitation 1時間当たり降雨ピーク強度 hourly_maximum_rainfall_intensity mm/h mm/h

シュート shoot 降水 precipitation 日合計降雪量 daily_sum_of_snowfall cm cm

シュート shoot 降水 precipitation 月最大日合計降雪量 monthly_maximum_daily_sum_of_snowfall cm cm

シュート shoot 降水 precipitation 月最大積雪深 monthly_maximum_snow_cover_depth cm cm
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系 System 分類 Classification 日本語名 英語名 単位 表示（HTML）

シュート shoot 放射 radiation 日平均下向き長波放射 daily_average_downward_longwave_irradiance W/m2 W/m2

シュート shoot 放射 radiation 日平均全天日射照度 daily_average_global_solar_irradiance W/m2 W/m2

シュート shoot 放射 radiation 日全天日射量 daily_global_solar_radiant_exposure J/cm2 J/cm2

シュート shoot 日照時間 sunshine duration 年間日照時間 annual_average_sunshine_duration h h

シュート shoot 蒸発 evaporation 日ポテンシャル蒸発量 daily_potential_evaporation mm/day mm/day

根 root 温度 temperature 5cm深土壌温度 soil_temperature_depth_5cm Cel °C

根 root 温度 temperature 10cm深土壌温度 soil_temperature_depth_10cm Cel °C

根 root 温度 temperature 20cm深土壌温度 soil_temperature_depth_20cm Cel °C

根 root 温度 temperature 50cm深土壌温度 soil_temperature_depth_50cm Cel °C

根 root 温度 temperature 100cm深土壌温度 soil_temperature_depth_100cm Cel °C
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【H28-GL2】別表４ サービス利用条件のメタ情報記録フォーマット

サービス全体の情報 ServiceIdentification

メタ情報項目 Metadata tag 意味 記述欄

タイトル Title サービスのタイトル

概要 Abstract サービスの概要

サービス種別 ServiceType サービスの仕様 OGC:SOS

サービス種別の版 ServiceTypeVersion サービスのバージョン 2.0.0

利用料金 Fees 料金はいくらか

接続制限 AccessConstraints アクセスに制限があるか

サービス提供者情報 ServiceProvider

メタ情報項目 Metadata tag 意味 記述欄

提供者名 ProviderName データサービスの提供者

提供者のWEBページ ProviderSite WEBページ

提供者連絡先 ServiceContact － －

連絡先情報 └ContactInfo － －

電話 　└Phone － －

電話番号 　　└Voice 表記方法は共通語彙基盤を参考

FAX 　　└Facsimile 表記方法は共通語彙基盤を参考

住所 　└Address － －

番地 　　└DelivaryPoint 表記方法は共通語彙基盤を参考

都道府県、市区町村 　　└City 表記方法は共通語彙基盤を参考

郵便番号 　　└PostalCode 表記方法は共通語彙基盤を参考

国 　　└Country 表記方法は共通語彙基盤を参考

電子メールアドレス 　　└ElectronicMailAddress 表記方法は共通語彙基盤を参考

サービス実行用メタ情報 OperationsMetadata

メタ情報項目 Metadata tag 意味 記述欄

実行API名 Operation [name] API名を記述 GetCapabilities

DCP └DCP －

HTTP 　└HTTP －

Postアドレス 　　└Post [xlink:herf] Postアドレスを記述

実行API名 Operation [name] API名を記述 DescribeSensor

DCP └DCP －

HTTP 　└HTTP －

Postアドレス 　　└Post [xlink:herf] Postアドレスを記述
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実行API名 Operation [name] API名を記述 GetObservation

DCP └DCP －

HTTP 　└HTTP －

Postアドレス 　　└Post [xlink:herf] Postアドレスを記述

利用できる検索方法 filterCapabilities

└Filter_Capabilities

メタ情報項目 Metadata tag 意味 記述欄

Conformance － －

制限事項 └Constraint [name] 地点：BBOXのみのフィルタに対応 ImplementsMinSpatialFilter

　└NoValues － －

初期値 　└DefaultValue ＴＲＵＥ／ＦＡＬＳＥ TRUE

制限事項 └Constraint [name] 時刻：Duringといくつかのフィルタにも対応 ImplementsTemporalFilter

　└NoValues － －

初期値 　└DefaultValue ＴＲＵＥ／ＦＡＬＳＥ TRUE

空間検索方法 Spatial_Capabilities － －

└GeometryOperands － －

　└GeometryOperands [name] 四角く切り出す→ gml:Envelope

　└GeometryOperands [name] 多角形を指定→ gml:Polygon

└SpatialOperands － －

　└SpatialOperands [name] 2点を対角線にした四角形 BBOX

時間検索方法 Temporal_Capabilities － －

└TemporalOperands － －

　└TemporalOperands [name] 時刻の間隔指定用タグ gml:TimePeriod

　└TemporalOperands [name] ある時刻1点のみを指定するタグ gml:TimeInstant

時間の扱い └TemporalOperator － －

　└TemporalOperator [name] 時刻の間隔指定用タグ During

　└TemporalOperator [name]
指定された時刻以降のデータを指定。指
定された時刻は含まない

After

　└TemporalOperator [name]
指定された時刻以前のデータを指定。指
定された時刻は含まない

Before

　└TemporalOperator [name]
指定された時刻以降のデータを指定。指
定された時刻を含む

Begins
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内容 contents

└Contents

メタ情報項目 Metadata tag 意味 記述欄

センサー仕様記述形式 procedureDescriptionFormat センサー仕様のフォーマット http://www.opengis.net/sensorML/1.0.1

提供情報 offering 複数のデータ取得元 ※複数記載可能

説明 └description 説明

センサーＩＤ └identifier ＩＤ

センサー名 └name 名前

センサー機器の識別名 └procedure 機器の識別名

計測項目 └observableProperty
複数の計測項目があるため、下表にて複
数記述

※複数記載可能

観測場所 └observedArea － －

　└gml:Envelope [srsName] 位置を示すＵＲＩ http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326

　　└gml:lowerConer 上部座標

　　└gml:upperConer 下部座標

現象観測の時間 └phenomenonTime － －

　└gml:TimePeriod [gml:id] 期間の名称 phenomenonTime0

　　└gml:beginPosition 開始時間

　　└gml:endPosition 終了時間

計測値のフォーマット responseFormat 計測値のフォーマット（例はOM2.0の場合） http://www.opengis.net/om/2.0

データ形式の記述方式 observationType
データ形式の記述方式（例は
ComplexObservationの場合）

http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-
OM/2.0/OM_ComplexObservation

3
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* データ取得元 offering

└ObservationOffering

説明 ID 名前 機器 計測項目 計測地域
左下の
座標

右上の
座標

期間ID
開始時
刻

終了
時刻

offering
No.

description identifier name procedure
observable
Property

gml:Envelop
gml:lowe
rConer

gml:upp
erCorne
r

gml:TimePeriod
gml:be
ginPosi
tion

gml:e
ndPo
sition

1 * srsName=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326 gml:id=phenomenonTime0

2 * srsName=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326 gml:id=phenomenonTime1

・・・ * srsName=http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4326

* 計測項目 observedProperty

番号 計測項目UID

offering
No.

observedPropert
y

1

1

2

2

・・・
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【H28-GL2】別表５ センサーの仕様及び計測条件のメタ情報記録フォーマット

センサープラットフォーム情報 identification
└IdentifierList

メタ情報項目 Metadata tag 意味 記述欄
シリアルナンバー identifier [name] センサープラットフォームのシリアルナンバー serialNumber

└Term [definition] 定義のURI
　　└value

場所名 identifier [name] 使用場所名 locationName
└Term [definition] 定義のURI
　　└value

プラットフォーム名 identifier [name] プラットフォーム名 platformName
└Term [definition] 定義のURI
　　└value

プラットフォームの説明 identifier [name] プラットフォームの説明 platformDescription
└Term [definition] 定義のURI
　　└value

センサープラットフォーム連絡先 contact
└ContactList 複数記述可

メタ情報項目 Metadata tag 意味 記述欄
提供者名 member [name] 表記方法は共通語彙基盤を参考
提供者のWEBページ └ResponsibleParty － －
提供者組織 　　└organizationName 表記方法は共通語彙基盤を参考
連絡先情報 　　└ContactInfo － －
電話 　　　└Phone － －
電話番号 　　　　└Voice 表記方法は共通語彙基盤を参考
FAX 　　　　└Facsimile 表記方法は共通語彙基盤を参考
住所 　　　└Address － －
番地 　　　　└DelivaryPoint 表記方法は共通語彙基盤を参考
都道府県、市区町村 　　　　└City 表記方法は共通語彙基盤を参考
郵便番号 　　　　└PostalCode 表記方法は共通語彙基盤を参考
国 　　　　└Country 表記方法は共通語彙基盤を参考
電子メールアドレス 　　　　└ElectronicMailAddress 表記方法は共通語彙基盤を参考
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説明書 documentation
└DocumentList

メタ情報項目 Metadata tag 意味 記述欄
説明書名 member　[name] 説明書名
版 └Document [version] 版
説明 　　└description 説明
更新日 　　└date 更新日
フォーマット 　　└format フォーマット
オンライン資料 　　└onlineResource オンライン資料

構成 components
└ComponentList 計測項目ごとに複数記述する。

メタ情報項目 Metadata tag 意味 記述欄
構成名 component [name] センサーのノードの名前

└System － －
特定情報 　└identification － ※System/identification/IdentifierListで定義

　　└IdentifierList － －
分類情報 　└classification － ※System/classification/ClassifierListで定義

　　└ClassifierList － －
性能情報 　└capabilities － ※System/capabilities/DataRecordで定義

　　└DataRecord － －
出力情報 　└outputs － ※System/outputs/OutputListで定義

　　└outputList － －
位置情報 　└positions － ※System/positions/PositionListで定義

　　└PositionList － －
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*　構成要素の特定情報 System
└identification
　　└IdentifierList

メタ情報項目 Metadata tag 意味 記述欄
略称 　　　└identifier[name] 略称 shortName

　　　　└Term [definition] URI（固定項目） http://mmisw.org/ont/ioos/definition/shortName
　　　　　└value

正式名 　　　└identifier[name] 正式名称 longName
　　　　└Term [definition] URI（固定項目） http://mmisw.org/ont/ioos/definition/longName
　　　　　└value

製造元 　　　└identifier[name] メーカー manufacturer
　　　　└Term [definition] URI（固定項目） urn:ogc:def:identifier:OGC:manufacturer
　　　　　└value

モデル番号 　　　└identifier[name] 型番 modelNumber
　　　　└Term [definition] URI（固定項目） urn:ogc:def:identifier:OGC:modelNumber
　　　　　└codeSpace リストから選択する元のカタログのURI urn:x-davisweather:sensors:models
　　　　　└value メーカーカタログの型番を記述

地点名 　　　└identifier[name] 場所 locationName
　　　　└Term [definition] URI
　　　　　└value 場所の名前を記述

*　構成要素の分類情報 System
└classification
　└ClasifierList

メタ情報項目 Metadata tag 意味 記述欄
用途 　　　└classifier[name] intendedApplication

　　　　└Term [definition] urn:ogc:def:classifier:OGC:application
　　　　　└value 用途（農業用：Agriculture） Agriculture

センサーの種類 　　　└classifier[name] sensorType
　　　　└Term [definition] urn:sensor:classifier:sensorType
　　　　　└value センサーの種類（温度計：thermometer等）
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*　構成要素の性能情報 System
└capabilities
　└DataRecord

メタ情報項目 Metadata tag 意味 記述欄
計測期間 　　　└field [name] 観測期間 observationTimeRange

　　　　└TimeRange [definition] URI
http://mmisw.org/ont/ioos/swe_element_type/
observationTimeRange

　　　　　└value
計測限界 　　　└field [name] センサーの計測上下限 observationRangeOfMeasuredValue

　　　　└QuantityRange [definition] URI
　　　　　└uom 値の単位
　　　　　└value 値スペース値で表現する（例：10 20）

精度 　　　└field [name] センサーの精度 observationAccuracyOfMeasuredValue
　　　　└QuantityRange [definition] URI
　　　　　└uom 値の単位
　　　　　└value 値スペース値で表現する（例：10 20）
　　　└field [name] センサーの解像度 observationResolutionOfMeasuredValue
　　　　└Quantity [definition] URI
　　　　　└uom 値の単位
　　　　　└value 値スペース値で表現する（例：10 20）

1計測の期間 　　　└field [name] 期間の幅 observationTimeWindow
　　　　└Quantity [definition] URI
　　　　　└uom 単位（例：min）
　　　　　└value

計測間隔 　　　└field [name] 計測間隔 observationInterval
　　　　└Quantity [definition] URI
　　　　　└uom 単位（例：min）
　　　　　└value

集計方法 　　　└field [name] 集計方法 observationAggregation
　　　　└Category [definition] URI
　　　　　└codeSpace URI
　　　　　└value maximum等

計測間隔の厳密性 　　　└field [name] 計測間隔が厳密か observationIntervalStrict
　　　　└Boolean [definition] URI
　　　　　└value true/falseで記入

計測時間の厳密性 　　　└field [name] 計測時間が厳密か observationTimingStrict
　　　　└Boolean [definition] URI
　　　　　└value true/falseで記入
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計測対象 　　　└field [name] 計測対象 observationTarget
　　　　└Category [definition] URI
　　　　　└codeSpace URI
　　　　　└value

計測量 　　　└field [name] 物質量・現象 observationProperty
　　　　└Category [definition] URI
　　　　　└codeSpace URI
　　　　　└value

計測条件 　　　└field [name] 計測条件 observationCondition
　　　　└Text [definition] URI
　　　　　└value

*　構成要素の出力情報 System
　└outputs
　　└outputList

メタ情報項目 Metadata tag 意味 記述欄
出力名 　　　└output [name] 出力名
計測項目名 　　　　└ObservableProperty [definition] 出力する項目名（temperature等）

* 構成要素の位置情報 System
　└positions
　　└PositionList

メタ情報項目 Metadata tag 意味 記述欄
接地点名 　　　└position [name] 場所の名前

　　　　└Position [referenceFrame] 位置表記のURN urn:ogc:crs:EPSG:4326
　　　　　└location － －
　　　　　　└Vector [definition] 位置表記のURN urn:ogc:def:property:OGC:location

座標：緯度 　　　　　　　└coodinate[name] 緯度 latitude
　　　　　　　　└Quantity [axisID] Y軸 Y
　　　　　　　　　└uom [code] 単位＝degree deg
　　　　　　　　　└value

座標：経度 　　　　　　　└coodinate[name] 経度 longitude
　　　　　　　　└Quantity [axisID] X軸 X
　　　　　　　　　└uom [code] 単位＝degree deg
　　　　　　　　　└value

座標：標高 　　　　　　　└coodinate[name] 標高 altitude
　　　　　　　　└Quantity [axisID] Z軸 Z
　　　　　　　　　└uom [code] 単位＝meter m
　　　　　　　　　└value
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接地点情報 positions
└PositionList

メタ情報項目 Metadata tag 意味 記述欄
接地点名 └position [name] 場所の名前

　└Position [referenceFrame] 位置表記のURN urn:ogc:crs:EPSG:4326
　　└location － －
　　　└Vector [definition] 位置表記のURN urn:ogc:def:property:OGC:location

座標：緯度 　　　　└coodinate[name] 緯度 latitude
　　　　　└Quantity [axisID] Y軸 Y
　　　　　　└uom [code] 単位＝degree deg
　　　　　　└value

座標：経度 　　　　└coodinate[name] 経度 longitude
　　　　　└Quantity [axisID] X軸 X
　　　　　　└uom [code] 単位＝degree deg
　　　　　　└value

座標：標高 　　　　└coodinate[name] 標高 altitude
　　　　　└Quantity [axisID] Z軸 Z
　　　　　　└uom [code] 単位＝meter m
　　　　　　└value
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【H28-GL2】別表６ 計測結果のメタ情報記録フォーマット

計測データ observationData ※複数記述可
└OM_observation

メタ情報項目 Metadata tag 意味 記述欄

フォーマットの種別 type [xlink:href] URI（固定）
http://www.opengis.net/def/observationType/OGC-
OM/2.0/OM_ComplexObservation

計測時間 phenomenonTime － －
└gml:TimePeriod [gml:id] 期間のid
　└gml:beginPosition 開始時刻
　└gml:endPosition 終了時刻

結果の期間 resultTime [xlink:href] URI
機器（プラットフォーム） procedure [xlink:href] URI
計測項目 observedProperty [xlink:href] URI
特徴項目 featureOfInterest [xlink:href] URI
計測結果 result － －

└DataArray － －
要素数 　└elementCount － －

　　└Count － －
　　　└value データの個数

計測項目のメタ情報 　└elementType － －
　　└DataRecord ※以下fieldは時間列＋データ項目数 －

時間 　　　└field[name] 時間（固定項目） time
　　　　└Quantity [definition] 用語：日時を示すURI http://sweet.jpl.nasa.gov/2.0/physThermo.owl#Datetime
　　　　　└label ラベル（固定項目） Datetime
　　　　　└uom なし -

項目1 　　　└field[name] 列名
: 　　　　└Quantity [definition] ※数値データはQuantity、URIを指定
: 　　　　　└label 項目名
: 　　　　　└uom 単位
項目N 　　　└field[name] 列名

　　　　└Category [definition] ※カテゴリデータはCategory、URIを指定
　　　　　└label 項目名
　　　　　└uom 単位

計測結果データの符号規則 　└encodeing － －
　　└TextEncoding － －
　　　　[decimalSeparator] 小数点記号 .
　　　　[tokenSeparator] 列を分ける記号 ,
　　　　[blockSeparator] 行を分ける記号 \n

計測結果データ 　└values 実際の結果（スキーマのないcsv形式）
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