東京大学空間情報科学研究センター 共同研究(JoRAS)でご利用いただくデータに関する注意事項
Important notice on spatial data sets available on JoRAS, joint research system, CSIS, UTokyo
当センターとデータ提供機関様との契約期間終了または契約更新に伴い、2020年3月31日をもって共同研究でのご利用を終了するデータと、2020年4月1日以降一時的にご利用を制限するデータがあります。
この表にないデータセットは、引き続き共同研究でご利用いただける予定です。新規申請におけるデータに含めること、変更申請や継続申請の際に追加することが可能です。
Due to contract end or renewal between data provider and the CSIS, some data sets on JoRAS will become unavailable or be temporary unavailable for joint research after April 1st, 2020.
Data sets not listed here will be still available after April 1, 2020. We accept your application for a new project, for project modification, for project continuation that include the data sets.

データ提供機関
Data provider
ゼンリン
ZENRIN CO.

データセットID
Data set ID
40XXXXXXXX

データセット名称
Data set
Zmap TOWN IIシリーズ (～2009年版)
Zmap TOWN II Series (FY 2009 or earlier)

ゼンリン
ZENRIN CO.

40XXXXXXXX

Zmap TOWN IIシリーズ (2013/14年版と2016年版)
Zmap TOWN II Series (FY 2013/14 and FY 2016)

ゼンリン
ZENRIN CO.

14000XXXXXX

テレポイントシリーズ
Telepoint Phone/Address Series

アットホーム
At Home
国際航業
KOKUSAI KOGYO CO.

【再掲】不動産データライブラリー 戸データ 全国 2013-2017
[Re-posted] Real Estate Database 2013-2017
航空レーザ測量データシリーズ
130XXXXXXXX
Airborne Laser Scanning Series
900020XXXXXX

2020年度利用可否
Availability in FY 2020 (after April 1st, 2020)
新規申請・継続申請・変更申請(追加)可能
Can be used for new and continuing projects
一時的に新規申請・変更申請(追加)の受付を停止。継続申請不可。
Request for new and continuing projects will be temporary not accepted.
Cannot be included in application for project continuation FY 2019-20.
一時的に新規申請・変更申請(追加)の受付を停止。継続申請不可。
Request for new and continuing projects will be temporary not accepted.
Cannot be included in application for project continuation FY 2019-20.
2013-2017のデータセットのみご利用可能。
Database 2013-2017 is available. Database 2006-2013 is unavailable.
2020年度以降、全てのプロジェクトで利用不可。
Completely unavailable for all projects after April 1st, 2020.

2020年度の… after April 1st, 2020
変更(追加)
新規
継続
備考
New
Continue Notes
Modify(Add)
2008/09年度版およびそれ以前のデータについて。
OK
OK
OK
Only applicable for data sets of FY 2008/09 or earlier.
Temporary NO Temporary NO NO *1

2013/14年度版および2016年度版のデータについて。
Only applicable for data sets of FY 2013/14 and 2016.

Temporary NO Temporary NO NO *1
OK

OK

OK

NO *2

NO *2

NO *2

1999-2016は新規・継続・変更ともに利用不可
1999-2016 is not available for new, continuing projects.

*1 このデータセットを含む研究プロジェクトを継続申請される際は、当該データセットを除外してお申し込みください。当該データセットを含んだお申し込みの場合、申請を差し戻します。
→2020年度10月頃から再びご利用いただけるようになる予定です。ご利用再開時には当センターホームページ(共同研究のページではなくトップページ)でご案内いたしますので、ご入用の方は当該データセットを追加するための変更申請をお願いいたします。
*1 If you are going to continue the project, please remove the data sets listed here with mark *1 from the project. Application for project continuation that violating this will be rejected.
These data sets are planned to become available again after October 2020 or later. We will inform you about the status through CSIS website, not on JoRAS website. If you want to use the data sets, please apply for a project modification.
*2 このデータセットを含む研究プロジェクトを継続申請される際は、当該データセットを除外してお申し込みください。当該データセットを含んだお申し込みの場合、申請を差し戻します。
*2 If you are going to continue the project, please remove the data sets listed here with mark *2 from the project. Application for project continuation that violating this will be rejected.
※JoRASで入手されたデータは、共同研究に関する規程の第8条に定めるとおり、事前にご提出いただいた申請書の研究内容の範囲内でのみご利用いただけます。ご利用期間が終了したデータは、共同研究代表者および共同研究者の責任において、適切に処理していただくよう、お願いいたします。
* As the Rules for Joint Research describes, joint research investigators are allowed to use the data sets only for research activities described in the application form submitted to the CSIS.

