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1. この利用ガイドについて 
 
この利用ガイドは、オープンソース GISソフトである GRASS 日本語版 Ver.5.0.3 のグラ
フィカルユーザーインターフェイス（GUI）版（tcltkGRASS）を対象に書かれています（以

下、単に GRASSと表記します）。異なるバージョン、他言語版、キャラクターユーザーイン
ターフェイス（CUI）版をご使用の場合は、この利用ガイド通りにはご利用になれないか、
うまく動作しないことがあります。 
 
この利用ガイドは、GRASS と各種のサンプルデータを使いながら、起動から操作開始、

分析作業、そして終了までの一連の説明が書かれており、これに従ううちに基本的な操作

方法が習得出来るようになっています。 
 
この利用ガイドでは、GRASS の全ての機能、コマンドを網羅してはいません。GRASS

の各コマンドには日本語オンラインヘルプがありますので、そちらもあわせてご利用下さ

い。 
 

GRASSの動作にはLinuxのデスクトップ環境が必要です。Windowsでは動作しません1。 
 

Linuxのデスクトップ環境にはいくつか選択肢がありますが、GRASSはRed Hat Linux9
で動作チェックを行っていますので、この利用ガイドは Red Hat Linux9を利用することを
前提に書かれています。Red Hat Linux9 の入手方法やインストール方法については、
RedHat社のウェブサイト（http://www.jp.redhat.com/index.html）や市販の書籍をご参照
下さい。 
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2. 利用ガイドの対象者層 
 
この利用ガイドは、学術研究用途、ビジネス用途を問わず、GIS を利用して自然科学的

あるいは社会科学的な分析を行おうとする人を対象にしています。 
 
そのため、「GIS とは何か」「GIS で何ができるか」など、GIS の概念や目的については
ある程度理解していることが必要です。具体的には、既に市販の GIS 製品を利用したこと
がある、GIS 利用の事例に接している、GIS 解説書を読んだことがあるなどの経験が望ま
しいです。 

 
また、GRASSはWindowsではなく、Linuxのデスクトップ環境で動作するため、その
初歩的な操作方法を知っている必要があります。Linuxのデスクトップ環境はWindowsと
似ているところが多いのですが、操作方法にはやや違いがあります。未経験の方は、Linux
のデスクトップ環境の入門書が販売されていますので、ぜひご一読下さい。 
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3. GRASSとは 
 
「GRASS」は商用ソフトウェアをしのぐほどの強力な地理的分析機能を持つオープン
ソースの GISソフトです。 

GRASSは Geographic Resources Analysis Support Systemの略で、ラスター分析を主
とする GIS ソフトです。当初アメリカ陸軍の建築工学研究所 (Constriction Engineering 
Research Laboratory)により開発されました。その後オープンソースソフトウェアとして
提供され、多くのユーザーによって機能改良を重ねながら進歩して来ました。現在のバー

ジョンは 5.0.3で、大半の機能を GUI（グラフィカルユーザーインターフェイス）から操作
できます。 
 
 
GRASSはどんな GISソフトか 

 
GRASSの最大の特長は、地理的事象の科学的分析がパワフルに行えるところにあります。
ラスターマップ、空中写真や衛星写真画像、土壌・地質・植生などの各種分布図、DEM（デ
ジタル標高値）、グリッド型の統計指標、ベクトルマップを取り扱うことができ、統計分析、

環境分析、地形分析、災害予測、資源探索などの用途に最適です。また、通常の２次元表

示に加え、３次元表示による分析も容易です。 
 
GRASS は分析をするための GIS ソフトですから、地図ビューアソフトとは異なり、マ
ップを高速でスクロールできません。また、CADソフトでもないので、簡単な図面入力編
集機能しかついていません。その代わり、地理的な事象を分析する機能は実にパワフルに

備わっています。 
 
代表的な商用 GIS ソフト製品である ESRI®社の ArcView®や MapInfo®社の MapInfo 

Professional®が主としてベクトル形式のデータを組み合わせて分析を行うのとは異なり、
GRASSの分析作業は、地理的に広がる様々な事象をラスター（グリッド）形式のデータに
変換し、それを組み合わせて行うのが特徴です。表示するだけならベクトル形式でも可能

ですが、分析に利用する際にはいったんラスター形式に変換して使います。ラスター分析

の良さは、地質、土壌、資源、地形、人口、行政界などの人為的な境界線にあまり関係な

く広域に分布する地理的事象を効率的に行えることです。もちろん、エリアマーケティン

グやリスク分析などのビジネス用途にも同じような手法で使うことができます。 
 

GRASSはオープンソース（プログラムのソースファイルが公開されている）であるため、
高価なライセンス料が不要です。しかもプロの研究者が十分実用に使えるレベルの分析機

能が備わっている、開発手腕があれば自らも機能を追加できる、必要な機能だけを取り出

して他のプログラムに取り込める、ユーザーと開発者それぞれのコミュニティが世界中に

広がっているなど良いことがたくさんあります。 
 

© 升本 眞二、ベンカテッシュ ラガワン、根本 達也、野々垣 進（以上大阪市立大学）＆ 
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一方、GRASSには弱点もいくつかあります。 
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たとえば、もともと GRASSは Unix環境下でコマンドを一つ一つ下しながら利用するソ
フトウェアとして設計されており、現在 GUI（グラフィカルユーザーインターフェイス）
版の tcltkGRASS（本書での GRASS）は、単にそれぞれのコマンドを GUI から起動して
いるに過ぎません。そのため、最初から Windows の利用環境を前提に設計された商用の
GIS 製品程のスマートな使い勝手は得られません。またウィンドウそれぞれの機能ごとに
一つ一つウィンドウが起動して煩雑である、メニューがやや複雑でしかも一部重複してい

る、複雑な機能を使おうとするとコマンドを手で打ち込まなければならないなど、誰もが

直感的に気楽に使いこなせる完成度ではありません。さらに、最初から多言語で利用する

ことを前提に設計されたわけではないため、全ての機能を日本語で扱うとまでは行かず、

ところどころに英語が表示されます。 
 
こうしたことが、GRASS の初心者にとっては、「扱いが難しい」と思わせてしまう理由
にもなっています。そのため、本利用ガイドでは最低限の操作方法の説明に続いて、サン

プルデータを使ったチュートリアル形式の説明をしています。こうして、操作方法を効率

的に習得できるように工夫しています。 
 
 
この GRASSの特長 
 
●日本語対応 

GRASSは日本語化が長く待ち望まれていましたが、平成１５年度の IPA（情報処理振興事
業協会；現在の独立行政法人情報処理推進機構）の「オープンソフトウェア活用基盤整備

事業」の一環として、それが実現しました。メニューの表示の日本語化だけでなく、日本

語の入ったデータの取り扱い、日本測地系（TOKYO）と世界測地系（WGS84）のいずれ
ものデータを取り扱うことができます。 
 
●すぐに利用可能なサンプルデータ 

従来、GIS 分析を行おうとした際に、そこで取り扱うデータをどうやって用意するかに苦
労することがよくあります。そこで利用者の便宜を図るため、GRASS上で動作する日本各
地のサンプルデモグラフィックデータ、サンプル背景用マップデータを提供しています。 
サンプルデータは、本製品に付属の「小千谷（ojiya）」、「日本（ japan)）」の他に、
GRASS-JAPANポータルサイトからダウンロード可能なデータセットが１３種類、合わせ
て１５種類のデータセットが利用可能です。これらのデータセットについては、この利用

ガイドで使い方を示してあります。なお、ダウンロード版にも「小千谷（ojiya）」、「日本
（japan）」のデータセットがありますが、「日本（japan）」のデータセットは本製品付属の
ものと異なり、統計データがごく一部しか入っていません。 
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4. GRASSの基本操作 
 
追加サンプルデータのインストール 
 
 本書に記載されている本製品に添付以外のサンプルデータを利用する場合は、サンプル

データを GRASS-JAPANポータルサイトからダウンロードしてインストールします。この
作業は、GRASSを使うユーザーで行ってください。 
 
 ダウンロードして利用できるサンプルデータは次の通りです。 
・社会科学データ 
 japan.tar,gz（製品版と異なります） 

kanagawa.tar.gz、tokyo.tar.gz、aichi.tar.gz、osaka.tar.gz 
・自然科学データ 
 ojiya.tar.gz 小千谷データ（本製品に添付のデータを同じです） 
 sample1.tar.gz、sample2.tar.gz、sample3.tar.gz、sample4.tar.gz 

 ・鳥瞰図データ 
 sample1.tar.gz、sample2.tar.gz、sample3.tar.gz、sample4.tar.gz、sample5.tar.gz 

 
 インストールするデータをダウンロードしたらそれぞれのダウンロードしたディレクト

リーに移動して、以下のコマンドを実行してデータを展開してください。 
 
(1)社会科学データの場合 
$ mkdir $HOME/sample/social 
$ tar Czxf $HOME/sample/social データセット名 
(2)自然科学データ 
$ mkdir $HOME/sample/nature 
$ tar Czxf $HOME/sample/nature データセット名 
(3)鳥瞰図データ 
$ mkdir $HOME/sample/perspective 
$ tar Czxf $HOME/sample/perspective データセット名 
 
 
起動と終了 
 
ここでは、GRASS を起動させて、通常使用する基本操作、最後に GRASS を終了させるまでを

一通り説明します。インストールガイドでも起動と終了の方法を説明しましたが、ターミ

ナルからスタートするもう一つの方法をここでは説明します。 

 
 GRASSの起動 

© 升本 眞二、ベンカテッシュ ラガワン、根本 達也、野々垣 進（以上大阪市立大学）＆ 
株式会社オークニー（森 亮、丹羽 誠、萩原 顕）  本書は GNU FDLのもとに提供しています。 

5

GRASSの起動は「Terminal（ターミナル）」というウィンドウを開くことから始まります。
「ターミナル」は Red Hat Linux9の KDE環境を例にすると、プルアップメニューの「シ
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ステムツール」から起動することができます。 
 

 
GRASS の起動には、まず Terminal（ターミナル）を立ち上げる 

 

 
立ち上がった「ターミナル」 
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「ターミナル」が起動したら、キーボードで grass5と打ち込み、Enterキーを押します。
WELCOME TO GRASSに続いてメッセージが表示されますが、この後 Enterキーをさら
に押します。 
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grass5 とキーボードで入力し、Enter を押したところ 

 
 
GRASS5.0.3が起動を開始します。 
初めて GRASSを起動する場合、または別の地域（LOCATION）あるいはマップセット
（MAPSET）を使う場合は、ここでキーボードを使って LOCATION、MAPSETを指定し
ます。データの格納場所（DATABASE）が表示されている内容と違う場合もここで指定し
ます。 

 
GRASSのサンプルデータ「小千谷」を指定する場合は、 
LOCATION=ojiya 

MAPSET=PERMANENT 

DATABASE=/home/あなたのユーザー名/sample/ 

にします。 
 
なお、前回指定したものから変更がない場合は、そのままで結構です。 
指定が終わったら Escキーを押し、Enterキーを押します。 

 
 

 
キーボードを使って LOCATION、MAPSET を指定 
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Escキーを押し、Enterキーを押すと最初に GRASS（キャラクターユーザーインターフェ
イス版）が起動します。GRASSはここから全ての機能を操作することができますが、操作
性はグラフィカルユーザーインターフェイスが優れています。 

 
GRASS（キャラクターユーザーインターフェイス版）が起動 

 
この画面が表示された状態で、キーボードから 
 

  tcltkgrass-i18n& 
と入力（文字は全て半角英数字で、-はハイフン）して Enter キーを押すと GRASS（グラ
フィカルユーザーインターフェイス版）が起動します。 
 

 
tcltkgrass-i18n& と入力して Enter キーを押す 
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最初はターミナル（GRASSのキャラクターユーザーインターフェイス版が動いている）の
左上脇に小さくウィンドウが現れます。 
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左上に小さなウィンドウが出現 

 
 
「設定」をマウスでクリックし、続いて「リサイズメニュー」をクリックします。 

 
リサイズメニュー 

 
すると GRASSのメインメニューバーが広がります。 

 
GRASS のメインメニューバー 
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メインメニューバーを拡大したところ 

 
これでいよいよ GRASS（グラフィカルユーザーインターフェイス版）が使えるようになりま

す。 

通常は表示された各メニューをマウスでクリックすることにより利用します。 
また、同時に GRASS（キャラクターユーザーインターフェイス版）のコマンドもキーボー
ドから利用可能です。GRASS（グラフィカルユーザーインターフェイス版）ではサポート
していない機能が一部あり、その際はこちらを使うことになります。 
 
 
 

 GRASSの終了 
GRASSを終了するには、右端にある「終了」を押します。 

 
終了ウィンドウ 

 
「設定」メニューで行った内容を保存するときは、「設定を保存」をチェックします。また、

全てのモニターを閉じる場合は、「全モニターの終了」もチェックします。 
そして OKボタンを押すと GRASS（グラフィカルユーザーインターフェイス版）は終了し
ますが、GRASS自身（つまりキャラクターユーザーインターフェイス版の方）はまだ動作
しています。完全に GRASS を終了する場合は、ターミナルウインドウにキーボードで、
「exit」と入力して Enterキーを押します。 
 
 
 
基本操作１ メニューの概要 
ここでは、GRASS のメニューの概要を説明します。以下の説明は GRASS のメニューバーの左

側から順にしてあります。実際にマウスでクリックしながらどんなメニューがあるのかを

体験してください。 

 
 設定 

主な機能 

モニターの操作……モニターのスタート、ストップ、選択 
ウィンドウの設定……ウィンドウの設定 
オプション……起動時のモニターの設定・表示フォントの変更 
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設定の保存……ここで設定したことの保存 
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 設定メニュー 

 
 

 管理 
主な機能 

一覧……各形式のファイルリストの表示 
コピー、名前の変更、削除……各形式のファイルのコピー、名前の変更、削除 
マップセットの変更……利用するマップセット（MAPSET）の変更 
画像グループの管理……画像グループの作成・編集、グループの指定 

 管理メニュー 
 
 

 地域 
主な機能 

ズーム／パン……モニター領域のズームやパン 
地域設定の表示……現在の地域設定の表示 
デフォルト地域を選択……デフォルト領域の再設定 
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 地域メニュー 
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 表示 
主な機能 

モニターの操作……モニターのスタート、ストップ、選択（「設定」と同一機能） 
各種情報の表示……「ラスター」、「ベクトル」などにも同一機能あり 
テキスト……マップのタイトルや文字の表示など 
各種情報……カラーテーブル、凡例表示、グリッド作成、ヒストグラム表示 
Nvizの起動……３次元可視化ツールである Nvizの起動 

 表示メニュー 

 
 ラスター 

主な機能 

表示……ラスターマップの表示 
マップの分析……ラスターマップの解析 
ベクトルに変換……ラスターマップをベクトルへ変換 
ラスターの作成／編集……サポートファイルの編集、再分類、演算など 

 ラスターメニュー 
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 ベクトル 
主な機能 

表示……ベクターマップの表示 
マップの解析……ベクターマップの解析 
マップ変換……ベクターからラスター・サイトへの変換 
ベクトルの作成／編集……サポートファイルの編集、再分類、演算など 

 ベクトルメニュー 

 
 

 サイト 
主な機能 

表示……サイトマップの表示 
マップの解析……サイト情報のマウスによる検索 
補間……サイト情報の補間によるラスター作成（クリッギング等） 

 サイトメニュー 
 
 

 画像 
主な機能 

画像グループの作成／編集……画像のグルーピング 
位置補正……位置合わせのための GCPを用いた画像の回転・移動など 
画像フィルタ……マトリックスオペレータを用いた画像のフィルタリング処理など 

 画像メニュー 
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 インポート 
主な機能 

ラスター……GIFや TIFF画像などのラスター化 
ベクトル……Arc/info形式のベクトルファイルの変換・入力 

 インポートメニュー 
 
 

 エクスポート 
主な機能 

ラスター……ラスターマップから TIFF画像の変換・出力 
ベクトル……ベクトルファイルから DXF形式や Arc/info形式への変換・出力 

 エクスポートメニュー 
 
 

 印刷 
主な機能 

ペインタドライバ……プリンターへの出力 
ポストスクリプトドライバ……ポストスクリプト形式ファイルへの出力 

 印刷メニュー 

 
 

 その他 
主な機能 

座標変換……投影法・座標の変換 

 その他メニュー 

 
 

 外部 DBMS 
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主な機能 
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データベース接続……PostgreSQLなど外部の DBMSへの接続処理 

 外部 DBMS メニュー 
 
 

 ヘルプ 
主な機能 

マニュアル……マニュアルの表示 
TCLTKGRASSについて……この GRASSの簡単な説明 
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 ヘルプメニュー 
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基本操作２ 簡単な操作方法 
 

ここでは、サンプルデータを使用して、分析地域の選択、マップ表示、カテゴリー情報の

表示、さらに簡単な統計表示までの大まかな流れを説明します。 

 

この操作を完了すると、以下の技術が習得できます。 

1. 現在のマップレイヤー全てを掲載するリストを表示する。  
2. どんなマップレイヤーの内容でも調べることができる。  
3. コンピューター画面にマップレイヤーを表示する。  
4. 複数のテーマが組み合わされたマップを作成する。  
5. マップレイヤーサポートファイルを更新する。 

いずれも GRASS の基本的な操作ばかりですから、ぜひ習得してください。 

 
 

 使用するサンプルデータ 
 
このチュートリアル用では、新潟県小千谷地域（2万 5千分の 1地形図：小千谷にほぼ相

当）のサンプルデータ（ロケーション名：ojiya）を使用します。 
 
ファイル名とその内容 

 

(1)ラスター  

elevation（標高） aspect（傾斜方位）geology（地質）landslide（地すべり） 
landuse（土地利用）slope（傾斜角度）topomap（地形図）vegitation（植生） 
total（人口総数）family（一般世帯数）kouri（小売業計年間販売額） 
dourokukan（道路区間）gyouseikai（行政界）kasenkukan（河川区間） 
suiikikai（水域界）tetsudokukan（鉄道区間） 
 

画像（ASTER衛星画像：ラスター） 
band1.VNR band2.VNR band3.VNR 
band4.SWR band5.SWR band6.SWR band7.SWR band8.SWR  
band9.SWR  
 

(2)ベクトル  

dourokukan（道路区間）gyouseikai（行政界）kasenkukan（河川区間） 
suiikikai（水域界）tetsudokukan（鉄道区間） 
gyouseikai2（gyouseikai領域データ） 

 

(3)サイト  

gakko（学校）yubinkyoku（郵便局） 
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本データは、grassを起動後、下記の設定で利用できます。 
LOCATION=ojiya 

MAPSET=PERMANENT 

DATABASE=/home/あなたのユーザー名/sample/ 

 
 
 

 Step1 モニターの開始と終了 
 まず前節に従って、GRASSを起動します。 
 
 メニューが表示されるので、次の画面のように、この中の左端の「設定」を押し、「モニ

ターの操作」、「開始」、「X0」を順に選びます。画面上にモニターx0が表示されます。 
Orkney版 GRASSでは、GRASS起動時に、モニターx0が自動的に開始するように初期

設定がされています。設定を変更して起動時にモニターが表示されていない場合には、最

初にこの操作が必要となります。 
 

 
モニターの開始 

 
モニターはマップや分析結果を表示するウィンドウで、同時に７つまで使用することがで

きます。モニターを表示するには「表示」メニューからも同様に行えます。 

 
モニターの操作は「表示」メニューからも可能 
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モニターが表示されます。この時は中には何も表示されていません。 
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 モニター（何も表示されていない） 

 
 
なお、既に開いているモニターを閉じる場合には「モニターの操作」、「終了」を押し、開

いている全てのモニターを一括して終了させる場合は「全モニターの終了」を、特定のモ

ニターを終了させる場合は「X0」などのモニター番号を選びます。モニターを終了するに
は「表示」メニューからも同様に行えます。 

 
モニターの終了 

 
 

 Step2 全ての使えるマップレイヤーをリストアップする 
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メニューの「地域」の中から「一覧」を選びます。 
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 「地域」から「一覧」を選択 

  
g.list画面が表示されます。 

  g.list 画面 
 
 表示したいファイルの形式（ここでは、ラスターマップ）を選択します。選択すると上の
画面の様に、チェックボックスが赤くなります。右下にある青色の文字で書かれている「実

行」ボタンを押します。下のように、ラスターマップの一覧表が表示されます。表示画面

の終了は下の「終了」ボタンで、ファイル名一覧をファイルに保存したい場合は「保存」

ボタンを押して下さい。 

 使用できるマップの一覧（例） 
 
画面を消すには、画面の右上の×を押します。 
 
 

 Step3 分析対象地域を見る 
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メニューの「ラスター」の中から「表示」、「ラスターマップ」を選びます。 
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d.rast画面が表示されます。 

 d.rast 画面 
 
「ファイル」ボタンを押すと、次のようなラスターマップの一覧が表示されます。ファイ

ル名称は全て英数字で表示されます。 

 ラスターマップの一覧（例） 
 
表示したいラスターマップ（この場合は“elevation”；標高地とそれに応じた着色をしたも
の）を選択し、下の OKボタンを押します。 
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d.rast画面に選択したファイル名が表示されていることを確認し、実行ボタンを押します。
下のように、ラスターマップがモニターに表示されます。
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 ラスターマップ表示（例） 
 
この図面だけでは位置感覚が把握しづらいので、道路、河川、鉄道などオーバーレイして

みます。 
メニューの「ベクトル」の中から「表示」、「ベクトルマップ」を選びます。 
d.vect画面が表示されます。d.rast画面と同じように操作し、「ファイル」ボタンを押すと、
ベクトルファイルの一覧が表示されます。そこから、dourokukan（道路区間）、
kasennkukann（河川区間）、tetsudokukan（鉄道区間）などを選択します。色は初期設定
が white（白）になっているので、この場合は見やすさを考えて変更してください。 
 

  
d.vect 画面           ベクトルマップをオーバーレイ 
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 Step4 カテゴリー情報を表示する 
 
「ここの値はどのくらい？」「ここは何を示している？」などをマウスクリックで表示する

ことができます。 
 
メニューの「ラスター」の中から「マップの解析」、「指定位置の情報」を選びます。 

 
 
d.what.rast 画面が表示されますので、「ファイル」ボタンを押して、一覧表示されたラス
ターマップから対象となるマップを選択し、「OK」を押します。 

 対象マップを選択 

 
ちなみに「実行」ボタンを押す際に、右クリックをするとオンラインヘルプが表示されま

す。GRASSの機能で、どういうものなのか、どう使うのかがわからなくなったときは、実
行ボタンを右クリックしてみてください。 

 オンラインヘルプ（例） 
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「実行」ボタンを押した後、モニターに表示されているマップ上をマウスでクリックする

とその都度クリックした位置の緯度経度、ファイル名、値の順に表示されます。 

  

モニターのマップをマウスでクリックする     d.what.rast 出力ウィンドウ 

 
 

 Step5 マップレイヤーをクリアする 
 
一度モニターに表示したマップをクリアする機能です。 
 
メニューの「表示」から「モニターのクリア」を選びます。 

 
モニターのクリア 

 
d.erase画面が表示されます。 
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 d.erase 画面 
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画面の「実行」ボタンを押します。するとモニターに表示されている画像が消えます。d.erase
コマンドは、よく利用するので、消さずに画面の端に置いておくと便利です。 
 
 

 Step6 ラスターマップレイヤーの内容を記載する 
 
マップレイヤーの簡単な集計をしてみます。 
メニューの「ラスター」の中から「レポートの作成」、「面積レポート」を選びます。 

 
 
r.report画面が表示されます。 

 r.report 画面 
 
「ファイル」ボタンを押して、レポートを作成したいラスターマップ名（ここでは geology；
地質）を選択します。 
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「単位」ボタンを押して、レポートを作成する際の単位を表示される画面の中から選択（こ

の場合は、k（km））します。同時に複数の単位で表示させたい時は、再度コマンド画面の
「単位」ボタンを押し、別の単位を指定することもできます。 

 面積の単位を選択する 

 
r.report画面の「実行」ボタンを押します。ファイル名やオプションなどの設定等は、ボタン
の横にあるテキスト部分にカーソルを置き、直接入力しても操作できます。また、それらを

まちがって選んだ場合は、同様にテキスト部分にカーソルを置いて、Delキーや BackSpace
キーなどで直接消すことができます。各画面は、前に操作した状態を保存していますので、

別の作業のために、ファイルやオプションを選択する場合は、テキスト部分を消す作業が

必要です。 
 
設定後に実行を押すと、下記の結果が出力されます。 

 r.report 出力結果 

 
 

 Step7 マップレイヤーの簡単な統計 
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ラスターマップのヒストグラムを表示してみます。このコマンドを使うと、マップレイ

ヤーに含まれるセル値の情報を得ることができます。ここでは有効と思われる情報が列挙

されますが、これには異なるクラスの間の値の差や、値の全体的な比率に関する情報も含

まれています．このような出力形態であれば、セル値とイメージカラーとの関係を明確に



GRASS GIS 利用ガイド 

表現することができます。なお、各カテゴリーに対するラベルを見たい場合は r.report を
使います。 
 
メニューの「表示」、「各種情報」、「ヒストグラム」を選びます。  

 
 
d.histogram画面が表示されます。対象となるマップを選択します（この場合は geology）。 

 geology を選択後の d.histogram 画面 
 
「実行」ボタンを押します。下のように、ヒストグラムがモニターに表示されます。 
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棒グラフ表示    円グラフ表示 
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このグラフだけではどの色が何に相当するのかがわかりません。そこで、凡例を表示さ

せます。「表示」、「各種情報」、「凡例」を選択してください。 

 

 
d.legend画面が表示されます。 

 d.legend 画面 
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ここで、凡例を表示させたいファイル名（この場合は geology）を指定します。別のモニ
ターに表示させたい場合には、新たにモニターを立ち上げ、「表示」、「モニターの操作」、「選

択」から凡例を表示させるモニター番号を指定します。もし、既に表示されているモニター

のどこかに凡例を表示させる場合には、「凡例のサイズと位置をマウスで決定」を ONにし
て「実行」ボタンを押します。凡例の表示種類が多い場合は、新たにモニターを立ち上げ

た方が、バランス上おすすめです。 
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 凡例の表示（新しいモニターを起動した場合） 

 
 

 Step8 複数のマップレイヤーを結合し、合成マップを作成する 
 
ラスター表示のオーバーレイとマップを合成します。 
 
このステップでは、GIS の基本的な操作の１つである、同じ地域に関する２つ以上のマ
ップレイヤーを結合して１つのマップレイヤーを作成するという作業を行います。 
 
マップのオーバーレイ（重ね合わせ）には主に２つの方法があります。 
まず１つ目は、“グラフィックオーバーレイ”を行い、ウィンドウに複数のマップレイ

ヤーを同時に重ねて表示します。ただ、この操作はあくまでビジュアル表示のみであるた

め、永久保存用の合成マップは作成されません。 
２つ目は、複数のラスターレイヤーから別の新しいラスターレイヤーをつくりだす方法

です。これは、GIS の中で新たなレイヤーが増えるという点で、より重要な操作と考える
ことができます。 
 
Ａ．グラフィックオーバーレイ 

 
モニター画面上でのラスターのオーバーレイを行ないます。 
 
メニューの「ラスター」、「表示」、「ラスターマップ」から d.rast画面を表示させます。 
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最初に、aspect（傾斜方位）を表示させます。 
次に、total（人口総数）を同様の操作でモニターに表示させます。 
さらに landslide（地すべり）を同様の操作でモニターに表示させます。 
 
なお、ここでは、d.rast画面の中にある「重ね書き（NULL値以外を表示）」を必ずチェ
ックします（チェックが赤くなります）。そして「実行」ボタンを押します。表示されてい

たマップに、あたらしく選択したラスターマップがオーバーレイされます。モニターには

aspectと totalと landscapeを重ねた結果が表示されます。 
 
地すべり地域が非居住地域だけでなく、人口の多い地域に存在、隣接、近接しているこ

とが見てわかります。 

  
aspect のみの表示             aspect、total、landslide のオーバーレイ 

 
 
Ｂ．マップを重ねあわせた新しいラスターマップの作成 

 
 d.rastコマンドでは、モニター上でラスターのオーバーレイはできますが、新しいファイ
ルが作成されるわけではありません。r.patchコマンドはマップを重ねあわせた新しいラス
ターマップを作成できます。 
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 r.patchを使うと、異なる複数のマップレイヤーを各々のカテゴリーの色やラベルを保存
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しながら互いに合成することができます。その場合、値 0 のセル(カテゴリー0)のみが新た
なレイヤーの内容と置き換えられます。 
 
メニューの「ラスター」、「マップの合成」、「パッチの作成」を選びます。 

 
 
r.patch画面が表示されます。 

 r.patch 画面 

 
「入力するファイル」の「ファイル」ボタンを押して、重ねあわせるラスターマップを

選んでいきます。ここでは、landslide、total、aspectを重ねました。 
 

r.patchは、指定されたラスターマップの順番が重要です。まず、１番目のラスターマッ
プを読み込みます。次に２番目を読み、１番目のラスターでゼロであった部分で、２番目

のラスターで非ゼロの部分を取り出し重ねます。このような操作を繰り返します。d.rast
でオーバーレイする逆の順に、最初にlandslideを選び、次にtotal、最後にaspectを選びま
す。 
 
出力するファイルをキーボードから入力します（この場合は、ファイル名は composite
にしました）。既存のファイル名を調べる場合は、その右にある「ファイル」ボタンを押し

ます。準備ができたら「実行」ボタンを押します。 
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d.rastで、できあがったラスターマップ（composite）を表示させてみます。 
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 r.patch で合成したマップ 

 
 

 Step9 合成マップの仕上げ作業 
 

Step8で作成した合成マップ compositeは、複数のマップレイヤーからなっています。し
かし、まだこのマップのタイトルは最初に r.patchに入力したラスター名(つまり landslide)
のままです。そこで、r.supportを使ってタイトルを変更します。 

 
このコマンドから返ってくるレスポンスの内容には、GRASSのラスターマップレイヤー
に関連するサポートファイルの概念がある程度理解できるような情報が含まれています。

なお、このコマンドは、完全なグラフィカルユーザーインターフェースにはなっていませ

ん。ターミナル上で対話式の入力を行って作業を完結させます。 
 
メニューの「ラスター」、「ラスターの作成／編集」、「サポートファイルの作成／修正」を

選びます。 
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今までのコマンド画面とは異なり、下に示した r.supportのターミナル（テキストウィンド
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ウ）が表示されます。なお操作をキャンセルしたい場合は、Enterキーを押します。 

 ターミナルが起動 

 
まず、保存するファイル名 compositeを入力して Enterキーを押します。 
Edit the header file for [composite] ? (y/n) [n]  と聞かれるので y を入力して Enter
キーを押します。 
この後、次から次へと聞いてくるのですが、基本的には特に変更すべき箇所はありません。 

  
指示に従って、さらに Enter キーを押します。続いて、ファイルの規模と各セルのバイト
の大きさを表示しますので、そのまま「Esc」キーを押し、Enterキーを押してください。 
 

  
ラスターレイヤーの座標系・範囲等の確認が出ますので、そのまま「Esc」キーを押し、Enter
キーを押してください。続いて、Update the stats (histogram,range) for [composite]? (y/n) 
[n] （ラスターの上限や下限の範囲やヒストグラムの更新をします） 
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次の右の画面では，カーソルが TITLE のラインにつくまでリターンキーを押し、      

タイトル「Composite Infrastructure Map」と入力して下さい。そして「Esc」キーを押し、
Enterキーを押してください。 
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その後、画面の指示に従って、特に何も指示をせずに Enterキーを押していきます。
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5. 実践操作 
 
ここでは、GRASS が持つ様々な機能を使った分析を行います。テーマとしては、大きく「社

会科学的分析」、「自然科学的分析」、「鳥瞰図を作成する」の３種類に分けましたが、もち

ろんそれぞれを総合的にあわせた分析も可能です。 

いくつかのシナリオを用意し、それに従って操作方法を解説しています。実際に GRASS を

動作させながら、強力な分析機能を体験してください。 

 
 
 
社会科学的分析 
 
ご注意 
 ここで導き出される数値は、GRASSの分析機能を利用して、公的な調査指標をもとに推論したものであ
り、実際の数値を保証しているものではありません。あくまでも参考としてください。 

 
 

 日本のデータマップを作成する 
 
日本列島の今を統計データからビジュアルにみてみます。ここでは日本全体のサンプル

データを利用します。このサンプルデータは、市区町村ごとの統計データではなく、約 1km
ごとにメッシュ状に集計されているため、広域の分布を客観的に見るためには大変適して

います。 
 
ファイル名とその内容 

 

(1)ラスター  

統計データ（平成１２年国勢調査）～人口（人）、世帯数（世帯） 

 0to15F  １５歳未満人口（女性） 

0to15M  １５歳未満人口（男性） 

 0to15T  １５歳未満人口（全体） 

 15to65F   １５歳以上６５歳未満人口（女性） 

 15to65M   １５歳以上６５歳未満人口（男性） 

 15to65T   １５歳以上６５歳未満人口（全体） 

 65overF  ６５歳以上人口（女性） 

 65overM   ６５歳以上人口（男性） 

 65overT   ６５歳以上人口（全体） 

 Female  総人口（女性） 

 Male   総人口（男性） 

 Total   総人口（全体） 
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 Family  一般世帯数（全体） 
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統計データ（平成１１年商業統計）～業態別の年間販売額（単位：万円） 

 Kouri_Total   小売業（全体の販売額の合計） 

 Chushinten    中心店 

 Conveni     コンビニエンス・ストア 

 Depart      百貨店合計 

 Other_Retail   その他の小売店 

 Other_Super   その他のスーパー 

 Senmon_Super   専門スーパー 

 Senmonten    専門店 

 Sougou_Super   総合スーパー 

 

(2)ベクトル  

  lgyousei_p 行政界  

カテゴリー分類  1:都道府県界、2:北海道の支庁界、3:郡市及び特別 

区界、4:町村及び指定都市の区界、5:海岸線、6:その他 

 

  lmizu 湖沼 

        カテゴリー分類 2:湖沼の水涯線 

 

(3)サイト 

  ken_point  都道府県名 

  shi_point   郡市、北海道の支庁名 

    chou_point 政令指定都市・区町村名 

 

 

本データは、grassを起動後、下記の設定で利用できます。 
LOCATION=japan 
MAPSET=PERMANENT 
DATABASE=/home/ユーザー名/sample/ 

 
 
まず、「コンビニマップ」を作成しましょう。 
 
 最初に、日本列島の形を表示させます。メニューの「ベクトル」の中から「表示」、「ベ

クトルマップ」を選びます。d.vect画面が表示されます。対象マップに lgyosei_pを指定し、
表示するカテゴリー番号を５とします。「実行」ボタンを押すと、日本列島の形がモニター

に表示されます。 
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 d.vect 画面  d.rast 画面 

 
d.rastで Conveniファイルを選択し、「実行」を押します。 

 コンビニ売上マップ 

 
 コンビニエンスストアが大都市に集中している傾向がわかります。念のため、小売業全

体の売上高を日本列島に表示させてみます。もう一つモニターを起動し、先に行ったのと

同じ操作で、Kouri_Totalを新しいモニターに表示させます。やはりその傾向がはっきり裏
付けられました。 
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d.rast 画面        小売業売上マップ 

 
 
次に、世代別マップを作成しましょう。 
 
あらかじめ二つのモニターを立ち上げ、d.rast を使って、１５歳未満（0to15T）と６５
歳以上の人口（65overT）をそれぞれのモニターに表示させます。なお、コンビニマップと
同様、ベクトルマップで日本列島の形を表示しておくと見やすくなります。 

 

  d.rast 画面 
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二つのモニターを画面でいずれも最大化させ、交互に切り替えて比べてみましょう。どん

な傾向が読みとれるでしょうか。 
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１５歳未満の分布マップ          ６５歳以上の分布マップ  

 
 
GRASSでは３次元のデータマップも作成できます。 
メニューの「表示」、「Nvizの起動」を選択してください。nviz-i18n画面が表示されます。 
 

 
 

 nviz-i18n 画面 
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ラスターマップに表示させたいファイル名を指定します。今回は６５歳以上の総人口

（65overT）を指定しました。 
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Nvizのコントロールパネルが表示されると同時に、Nviz専用のモニターも表示されます。 
鉛直強調を少し行い、コントロールパネルの東西南北が記してある部分の○をマウスでド

ラッグすると、モニターに３次元マップが表示されます。 

 Nviz のコントロールパネル 

 

 ３次元マップ（６５歳以上人口） 
 
なお、Nviz のさらに詳しい扱い方は、後述の「鳥瞰図を作成する」で説明されていますの
で、ぜひご覧下さい。 
 
 

 神奈川県の鉄道駅から徒歩１５分圏内に住む生産年齢人口を算出する 
 
 神奈川県は東部を中心に鉄道網が発達しています。総人口約８７０万人のうち、鉄道駅

から徒歩圏に居住している人口はどのくらいいるのでしょうか。特に通学や通勤で利用頻

度の高い、１５歳から６５歳までのいわゆる生産年齢人口を対象に算出します。 
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 ここでは神奈川県のサンプルデータを使います。 



GRASS GIS 利用ガイド 

 
本データは、grassを起動後、下記の設定で利用できます。 
LOCATION=kanagawa 
MAPSET=PERMANENT 
DATABASE=/home/ユーザー名/sample/social/ 

 
メニューの「ラスター」の中から「マップの解析」、「近傍解析ツール」、「バッファーゾーン」を

選びます。 

 
 
r.buffer画面が表示されます。 
駅のポイントファイル（ekipoint）を開き、ekibufferという名称のバッファーゾーンを作成
します。1 徒歩１５分は、１分８０メートルとして直線距離で計算すると半径 1200 メー
トルに相当します。 
 

   
 r.buffer 画面で指定 
 
確認のためにできあがった ekibufferファイルをモニターに表示してみます。 
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1 バッファーゾーンはラスター形式のデータからしか作成できないため、ベクトル、サイト形式でしか存
在しないデータは、いったんラスター形式に変更する必要があります。 



GRASS GIS 利用ガイド 

  
バッファーゾーンファイルをモニターに表示  行政界と鉄道区間をオーバーレイ 

 

 バッファーゾーンだけではどの地域かがわかりにくいため、ベクトル形式の行政界と鉄

道区間をオーバーレイしてみます（右上の図）。さらに詳しく見たい場合は、マップを拡大

して道路をオーバーレイするなどしてみてください。 
  
これで地理的感覚をつかむことができます。神奈川県の東半分に駅が集中していること

が見て取れます。また、都市部は駅から徒歩１５分圏内のエリアにかなりの割合が含まれ

てしまうことも一目瞭然でわかります。 
 
ここで作成したバッファーゾーンには、駅のポイントとバッファーゾーンの２種類のカ

テゴリーを持っています。しかし必要なのは、バッファーゾーンだけで、駅のポイント自

体は不要です。このため、カテゴリーの再分類をする必要があります。 
 
現在の ekibufferというバッファーゾーンのカテゴリーがどうなっているかをメニューの
「ラスター」、「レポートの作成」、「基礎情報」を指定します。r.info 画面で、ekibuffer の
情報を見てみます。 
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r.info 画面        表示された内容 

 

これによると現在、カテゴリーは２つになっています。これを一つにまとめます。 
 
メニューの「ラスター」から「ラスターの作成／編集」、「カテゴリーの再分類」を選択

してください。 
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カテゴリーの再分類（r.reclass）画面で入力するファイル（この場合は ekibuffer）、出力す
るファイル（ekibuffer2とする）、タイトルを指定します。 
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 r.reclass 画面  タイトルは“ “で必ずくくる 

 
 
モニターが立ち上がります。helpと打ってみると入力方法が英語で示されます。 
今回はカテゴリーの１と２を１にしてしまうため、 
1 2 = 1 1200m buffer 
0 = 0 
end 
と打って Enterキーを押します。 

 r.reclass 指定 
 
再分類後の ekibuffer2 というバッファーゾーンのカテゴリーがどうなっているかをメニ
ューの「ラスター」、「レポートの作成」、「基礎情報」を指定します。r.info画面で、ekibuffer2
の情報を見てみます。 
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r.info 画面        表示された内容 

 

現在のカテゴリー（Category）と元々のカテゴリー（Original Categories）が一番下に
表示され、指示通りに再分類作業が終了したことがわかります。 
 

次に、人口再分類作業により作成したバッファーゾーン（ekibuffer2）に、１５歳から６
５歳までの人口メッシュ（15to65T_10）を掛け合わせ、バッファーゾーン圏外の人口メッ
シュを切り落とします。この作業は「マップの計算（mapcalc）」機能を用います。 

 
メニューの「ラスター」、「ラスターの作成／編集」、「マップの計算」を選びます。 
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mapcalc画面が開きますので、適当なファイル名（ここではmapcaltemp）をつけて保存
します。mapcalc にはデータの大きさやパソコンの性能にもよりますが、しばらく時間が
かかることがあります。なお、mapcalc はこのほかにもいろいろな演算式を使って様々な
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条件を設定した絞り込み結果を導き出すことができます。 
 

   
mapcalc 画面         演算によって作成されたマップ 

 
 演算によって作成されたラスターマップ（ここではmapcaltemp）をモニターに表示して
みます。駅からのバッファーゾーンの中に人口メッシュデータが色分けされているのがわ

かります。 
 
 念のため、メニューの「ラスター」の中から「マップの解析」、「指定位置の情報」

（d.what.rast）を選び、色が赤っぽいところの人口が多く、逆に黄色は少ない、さらにデー
タのないところは nulと出ることを確認してください。 
 
 なお、この際表示される数値は実際にそのポイント（一つのセル）に居住している人口

とは一致しません。また、数値は整数ではなく、実数となっています。この理由は統計３

次メッシュ（約１キロメートル四方）を 10m×10mの四方に平均して人が存在するとして
均一に振り分けてあるからです。 
 
さて最後に、この演算によって作成されたラスターマップmapcaltempから合計の人口を
算出します。このマップのセル（ラスターデータの一つ一つの構成要素）の値は人口です

から、セルの値の合計値を算出することで、求める数値が導き出されることになります。 
 
セルの値の合計値は、今作業しているGRASSのグラフィカルユーザーインターフェイス
版だけでは出せません。そこでGRASSを起動する際に使用した「ターミナル」を表示し、
そこでr.sum mapcaltempと打ってEnterキーを押します。 
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 ターミナルで r.sum を使う 

SUM=4573171.981299と結果が表示されます。なお、先に説明したように１セルの人口
数値を実数で格納してあるため、合計数値は整数にはなりません。 
 
４５７万３千人あまりの生産年齢（１５歳以上６５歳未満）の人が、駅から徒歩１５分

圏内に居住しているという結果が出ました。 
 
 
 

 愛知県の海抜 0m未満（海面下）地帯の世帯数を算出する 
 
 愛知県の西部は木曽三川の下流域に当たり、海抜ゼロメートル地帯が広がっています。

１９５９年の９月の伊勢湾台風においては、高潮と大雨による洪水で一帯が水没し多大な

被害が発生しました。ここでは、さらに、ゼロメートルに満たない（海面下）地帯で、大

規模な洪水発生時の際の洪水被害リスクの高い世帯数を算出してみます。 
 ここでは、愛知県のサンプルデータを使用します。 
 
本データは、grassを起動後、下記の設定で利用できます。 
LOCATION=aichi 
MAPSET=PERMANENT 
DATABASE=/home/ユーザー名/sample/social/ 

 
 
まず、愛知県の地勢を概観します。 
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メニューの「ラスター」の中から「表示」、「ラスターマップ」を開きます。d.rast 画面で
meshhyoko（50mメッシュ標高値）を開き、モニターに表示します。 
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d.rast 画面          愛知県の地勢 

 
 メニューの「ラスター」の中から「マップの解析」、「指定位置の情報」を選び、d.what.rastを
使って、愛知県内の標高値をランダムに表示させて下さい。 
 
 愛知県は名古屋市の西部に広大な濃尾平野が広がっています。かなりのエリアが０メー

トルまたはマイナスの標高値を示しています。一方自動車産業で有名な西三河地域や県の

東部に位置する東三河地域では標高値が０やマイナスを示すエリアはあまり見られません。 
 
 それでは、実際に洪水が起きた時に被害が予測される海抜０メートル未満（マイナスの

標高値）エリアを抽出します。メニューの「ラスター」、「ラスターの作成／編集」、「マッ

プの計算」を選びます。するとmapcalc画面が開きます。 
 
 ここでは、meshhyoko（メッシュ標高値）から、０メートル未満の部分だけを抽出して、
新しいファイル（ここでは 0meter_areaとします）を作成します。 
 
計算式として、 

if((A<0),A,null()) 
を入力します。 
 
この計算式の意味は、「もしマップ A が０未満ならばマップ A の値にし、そうでなければ
null（値がなし）にしなさい」ということです。 
 

© 升本 眞二、ベンカテッシュ ラガワン、根本 達也、野々垣 進（以上大阪市立大学）＆ 
株式会社オークニー（森 亮、丹羽 誠、萩原 顕）  本書は GNU FDLのもとに提供しています。 

47

 mapcalc にはデータの大きさやパソコンの性能にもよりますが、しばらく時間がかかる
ことがあります。なお、mapcalc はこのほかにもいろいろな演算式を使って様々な条件を
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設定した絞り込み結果を導き出すことができます。 
 
 計算が終了したら、d.rast を使って、モニターに 0meter_area マップを表示させてみて
下さい。 

  
mapcalc 画面        海抜マイナス地域を抽出してモニターに表示 

 
 意図した通りのマップができているかどうかを、r.info で確認します。「最大値と最小値
のみ出力」を ONにして「実行」ボタンを押すと、結果が表示されます。最小値が－２ｍ、
最大値が－１ｍとなっていれば大丈夫です。 

 r.info 画面  結果 

 
 愛知県西部に海抜０メートル未満エリアがかなりの範囲で広がっていることがわかりま

したが、実際にどのような地域なのかはこれだけでは見当がつきません。メニューの「表

示」、「ズーム／パン」から d.zoomを使って、マップを拡大し、さらに「ベクトル」の d.vectを
用いて行政界、鉄道区間、水域界を、「サイト」の d.site.labeslsを用いて行政代表点の地名
ラベルをそれぞれオーバーレイさせます。 
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 d.zoom 画面   d.site.labels 画面 

 
このように、GRASSの場合、ベクトルマップはそれ自体を分析に使うのではなく、ラス
ターマップにオーバーレイさせて、その地域をより詳しく確認する際などに用いると便利

です。ベクトルマップをもとにバッファーゾーンを与えて分析したい場合は、そのベクト

ルマップをいったんラスターマップに変換させ、ラスターマップからバッファーゾーンを

発生させます。 

 
 マップをズームし、ベクトルマップを重ねてみる 
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次に、この 0meter_area マップに、世帯数（Family_10）を掛け合わせ、海抜マイナス地
域以外の世帯数を切り落とします。この作業は再び「マップの計算（mapcalc）」機能を用
います。 
 
メニューの「ラスター」、「ラスターの作成／編集」、「マップの計算」を選びます。 

 
 

mapcalc 画面が開きますので、適当なファイル名（ここでは 0meter_family）をつけて
保存します。mapcalc にはデータの大きさやパソコンの性能にもよりますが、しばらく時
間がかかることがあります。 
 

  
mapcalc 画面         演算によって作成されたマップ 
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 演算によって作成されたラスターマップ（ここでは 0meteer_family）をモニターに表示
してみます。０メートル未満エリアの中に世帯数メッシュデータが色分けされているのが
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わかります。 
 
 念のため、メニューの「ラスター」の中から「マップの解析」、「指定位置の情報」

（d.what.rast）を選び、色が出ているところに世帯数が表示され、データのないところは
nulと出ることを確認してください。 
 
 なお、この際表示される数値は実際にそのポイント（一つのセル）の世帯数とは一致し

ません。また、数値は整数ではなく、実数となっています。この理由は統計３次メッシュ

（約１キロメートル四方）を 10m×10mの四方に平均して世帯が存在するとして均一に振
り分けてあるからです。 
 
さて最後に、この演算によって作成されたラスターマップ 0meter_family から合計の世
帯数を算出します。このマップのセル（ラスターデータの一つ一つの構成要素）の値は世

帯数ですから、セルの値の合計値を算出することで、求める数値が導き出されることにな

ります。 
 
セルの値の合計値は、今作業している GRASSのグラフィカルユーザーインターフェイス

版だけでは出せません。そこで GRASSを起動する際に使用した「ターミナル」を表示し、
そこで r.sum 0meter_familyと打って Enterキーを押します。 

 

 ターミナルで r.sum を使う 

 
SUM=128465.296579 と結果が表示されます。なお、先に説明したように１セルの世帯
数を実数で格納してあるため、合計数値は整数にはなりません。 
 
１２万８千世帯あまりが、海抜マイナス地帯に居住していることがわかりました。愛知

県の世帯数は約２３０万ですから、実に１８世帯に１世帯が大洪水の際の被害リスクの高

い海抜マイナス地域に居住していると言えます。 
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 東京都内でコンビニエンスストアの出店余地を探す 
 
大都市圏ではコンビニエンスストアが多数店舗展開をしていますが、新規出店の反面、

過剰な出展により撤退を余儀なくさせられる事例も増えています。一般的にコンビニエン

スストアの売上はその地域の人口に相関関係があるため、人口指標をもとにコンビニエン

スストアの出店余地を探ります。 
 
本データは、grassを起動後、下記の設定で利用できます。 
LOCATION=tokyo 
MAPSET=PERMANENT 
DATABASE=/home/ユーザー名/sample/social/ 

 
 
出店余地の探し方ですが、「人口が一定数を超えているが、コンビニエンスストアの販売

額が一定額を下回っている」地域を探す、という手法で行います。もちろん実際の出店余

地検討は、これほど簡単な手法ではありませんが、統計指標などのデータが豊富に揃って

いれば GRASS を使ってターゲットマーケティングと言われる店舗候補地域選定業務が行
えます。 
 
今回は具体的に 

１）メッシュあたりのコンビニエンスストア年間販売額が１０億円未満の地域を

抽出する 
２）メッシュあたりの人口が 10,000人を超える地域を抽出する 
３）上記２つともの条件を満たすメッシュを抽出する 
４）抽出結果がどのような地域であるかを概観する 

というステップを踏みます。 
 
なお、ここで取り扱うデータは、商業統計３次メッシュのコンビニエンスストア年間販

売額（単位：万円）と国勢調査３次メッシュ総人口（単位：人）を使用します。 
 
それでは始めましょう。 
最初に、メッシュあたりのコンビニエンスストア年間販売額が１０億円未満の地域を抽出

します。 
 
メニューの「ラスター」、「ラスターの作成／編集」、「マップの計算」を選びます。する

とmapcalc画面が開きます。 
 
コンビニエンスストア年間販売額（Conveni）を対象ファイルとして、コンビニエンスス
トア年間販売額が１０億円未満の地域ファイル（ここでは Conveni_TargetAとします）を
作成します。 
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計算式として 
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if((A<100000),A,null()) 
を入力します。 
 
この計算式の意味は、「もしマップ Aが１０億円未満ならばマップ Aの値にし、そうでな

ければ null（値がなし）にしなさい」ということです。なお、年間販売額の単位が「万円」
なので、１０億円未満は<100000とゼロを５つにします。 
 
 計算が終了したら、d.rastを使って、モニターに Conveni_TargetAマップを表示させて
みて下さい。d.what.rastを使ってそれぞれの販売額が１０億円未満になっていることを念
のため確認してください。 
 

  
mapcalc 画面        １０億円未満の地域を抽出してモニターに表示 

 
次に、同じ手法でメッシュあたりの人口総数１万人を超える地域を抽出します。 
引き続き、mapcalc画面を使用します。 

 
人口総数（Total）を対象ファイルとして、人口が１万人を超える地域ファイル（ここで
は Conveni_TargetBとします）を作成します。 
 
計算式として 

if((A>10000),A,null()) 
を入力します。 
 
この計算式の意味は、「もしマップ Aが１万人を超えるならばマップ Aの値にし、そうで

なければ null（値がなし）にしなさい」ということです。なお、人口総数の単位は「人」
なので、先ほどのコンビニエンスストア年間販売額と違ってそのままの数字にします。 
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 計算が終了したら、d.rastを使って、モニターに Conveni_TargetBマップを表示させて
みて下さい。d.what.rastを使ってそれぞれの人口が１万人を超えていることを念のため確
認してください。 
 

  
mapcalc 画面        １万人を超える地域を抽出してモニターに表示 

 
さらに、今作成した２つのマップを掛け合わせ、「メッシュあたりのコンビニエンススト

ア年間販売額が１０億円未満の地域（Conveni_TargetA）」と、「メッシュあたりの人口総
数１万人を超える地域（Conveni_TargetB）」の双方の条件を満たす地域（ここでは
Conveni_TargetC）を抽出します。 

 
引き続き、mapcalc画面を使用します。 

 
計算式として 

if(A,1)*if(B,1) 
を入力します。 
 
この計算式の意味は、「“もしマップ Aならば値を１に”と“もしマップ B ならば値を１
に”して、いずれの条件を満たしなさい」ということです。 

 
値をそれぞれ１とするのは、この条件を満たす地域を抽出するのが目的であり、販売額

と人口をかけても無意味な値にしかならないためです。 
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 なお、mapcalc をここで３回行っていますが、演算式を一度にまとめて実行することも
できます。この解説では、過程がわかりやすいようにそれぞれ分けてあります。 
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mapcalc 画面        双方の条件を満たす地域 

 
計算が終了したら、d.rastを使って、モニターに Conveni_TargetCマップを表示させて
みて下さい。 
 
このマップは値が１か Null で、販売額と人口はデータにはありません。このため、

d.what.rast を使って、Conveni_TargetC と Conveni と Total の３種類のファイルを一度
に開きます。マウスで指定する地域の具体的な数値を確認してください。 
 

  
d.what.rast 画面         出力結果 
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 都心周辺域にターゲットがかなりの範囲で広がっていることがわかりましたが、実際に

どのような地域なのかはこれだけでは見当がつきません。まずは「ベクトル」の d.vect を
用いて行政界、鉄道区間、を表示させます。 
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行政界と鉄道区間をオーバーレイ          ズーム対象地域を指定 

 
次に、関心のある対象地域を決め、メニューの「表示」、「ズーム／パン」から d.zoomを使っ
て、マップを拡大します。 
 

 拡大されたマップ 

 
さらに「ベクトル」の d.vect を用いて道路区間と河川区間を、「サイト」の d.sites から駅
の位置を、d.site.labelsを用いて駅名をそれぞれオーバーレイさせます。この後、d.what.rast
でそれぞれの数値を確認するなどして、ターゲット地域の選定を行ってください。 
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d.sites 画面   d.site.labels 画面  オーバーレイさせたところ 

 
 

 大阪府の人口分布を見る 
 
私たちは普段「○○市の人口は５０万人を超えた」、「△△町は人口５万人を超えたので

市になるかもしれない」などと話題にします。しかし、一般的には人口は特定の行政界だ

けにしばられないで分布しており、市域が広いところとそうでないところでは人口に差が

出てしまうのは当たり前です。GRASSは行政界単位ではなく、地域全体の傾向を把握する
場合には適しています。 
 
本データは、grassを起動後、下記の設定で利用できます。 
LOCATION=osaka 
MAPSET=PERMANENT 
DATABASE=/home/ユーザー名/sample/social/ 

 
まず、メニューの「ラスター」の中から「表示」、「ラスターマップ」を開きます。d.rast
画面で Total（人口総数）を開き、モニターに表示します。これだけでは、どこがどうなの
かがわかりにくいため、メニューの「ベクトル」から d.vect を使って行政界と鉄道区間を
オーバーレイさせてみます。 
 
人口分布の上に行政界と鉄道が表示されます。これを見ると人口が鉄道に沿って分布し

ていることがよくわかります。 
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次に、同じように小売売上高も別のモニターに表示させてみましょう。人口分布のよう

に鉄道に沿っていると言うよりは、ごく限られたターミナル駅にホットスポットがあり、

その地域とそれ以外には大きな差があることが読みとれます。 
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人口分布                 小売売上高分布 

 
さて、人口分布を色分けで平面的に見るだけでなく、「断面図」的な見方を行ってみましょ

う。メニューの「表示」、「ラスターマップ」、「断面図」を選択します。なお、新しいモニ

ターを開いておき、そこに断面図を表示させます。 
 

 
 
d.profile画面が立ち上がります。対象マップに Total（人口総数）を選び、「実行」ボタンを
押します。 

 d.profile 画面 

 

© 升本 眞二、ベンカテッシュ ラガワン、根本 達也、野々垣 進（以上大阪市立大学）＆ 
株式会社オークニー（森 亮、丹羽 誠、萩原 顕）  本書は GNU FDLのもとに提供しています。 

58

モニターに次のように人口総数マップと断面図表示エリアが表示されます。 
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 断面図 
 
操作方法が英語で書かれています。使い方は、最初にマウスの左ボタンでマップ中をク

リックし、断面図のスタート位置をマウスの中ボタンを使って指定し、ゴール位置をマウ

スの中ボタンを使って指定します。 
指定を終えると右側の断面図エリアに断面図が表示されます。続いて開始する場合はマ

ウスの左ボタンでマップ中をクリックし、同様に中ボタンを使ってスタートとゴールを指

定します。右ボタンを押すと断面図作成機能は終了します。 
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今回は大阪市の業務中心部をスタートとし、東西南北方向に等距離で傾向を比べるよう

にしましたが、どの方角でも断面図は作成できます。断面図上で、数値の多いところ、逆

に数値の少ないところなどのホットスポット、さらに総合的な傾向など、平面的に見てい

るだけでは発見が難しい部分が、ビジュアルにわかります。 
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自然科学的分析 
 
標高・道路・河川・地質・植生・人工衛星画像など多様なデータから構成された地域のデー

タセットを用いて、自然科学（ここではリモートセンシング）な解析手法を理解します。 
 

 リモートセンシングで植生指標を求める 
 
ここでは、人工衛星画像 ASTERのデータを利用して、簡単なリモートセンシングで植生
指標を求める方法を説明します。データの特性を見るために基本的な統計量を求めること

はリモートセンシングの情報に限らず、データの処理では通常行うべきことです。しかし、

標高データなどではそれらが感覚的にわかるのであまり議論されません。しかし、画像情

報では直感的にどのようなものか把握しにくいため、データを処理する前に、必ずヒスト

グラムを作成するとともに、範囲や平均・分散を求めデータの特徴を把握しておくことが

必要です。 
 
本地域は新潟県小千谷地域（2万 5千分の 1地形図：小千谷にほぼ相当）です。 
本データは、grassを起動後、下記の設定で利用できます。 
LOCATION=ojiya 
MAPSET=あなたのユーザー名（例では、ユーザー名は grass） 
DATABASE=/home/ユーザー名/sample/ 
 
ファイル名とその内容を次に示します。 
 

(1)ラスター  

elevation（標高） aspect（傾斜方位）geology（地質）landslide（地すべり） 
landuse（土地利用）slope（傾斜角度）topomap（地形図）vegitation（植生） 
total（総人口総数）family（一般世帯数）kouri（小売業計年間販売額） 
dourokukan（道路区間）gyouseikai（行政界）kasenkukan（河川区間） 
suiikikai（水域界）tetsudokukan（鉄道区間） 
 

画像（ASTER衛星画像：ラスター） 
band1.VNR band2.VNR band3.VNR 
band4.SWR band5.SWR band6.SWR band7.SWR band8.SWR  
band9.SWR  
 

(2)ベクトル  

dourokukan（道路区間）gyouseikai（行政界）kasenkukan（河川区間） 
suiikikai（水域界）tetsudokukan（鉄道区間） 
gyouseikai2（gyouseikai領域データ） 
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(3)サイト  
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gakko（学校）yubinkyoku（郵便局） 
 
 
 
画像のヒストグラムを作成するには、次に示す d.histogram コマンド（表示→各種情報

→ヒストグラム）を用います。対象マップに人工衛星画像を選択（例では、band1.VNRを
選択）し、実行します。 

 
 
band1.VNRの画像とそのヒストグラムを次に示します。 

  
 
ヒストグラムでは縦軸（Y 軸）にセル数（スケールを 1000 倍）、横軸（X 軸）に値（こ
の場合は輝度：スケールを 10倍）を示しています。画像で見てもわかるように全体的に暗
いことがわかります。リモートセンシングでは、得られた画像を見やすくしたり、物理的

な量に変えるために濃度変換という処理がよく行なわれます。例えば、見やすくする処理

にはコントラストを強調したり、明るさの分布を全体的に同じにする（例えば、ヒストグ

ラム平滑化）などの処理があります。ここではヒストグラム平滑化を行ってみます。ヒス

トグラム平滑化とは、画像の頻度分布（ヒストグラム）が一様になるように、明るさを適

当に変換する方法です。ヒストグラム平滑化は r.colorsコマンド（ラスター→ラスターの作
成/編集→カラーの設定変更）を用い、ヒストグラムを平滑化したグレースケールをチェッ
クします。例として、r.colorsコマンド画面と前出の画像をヒストグラム平滑化した結果を
示します。この結果、明るいところから暗いところまでほぼ一様に分布する画像に変わり、

先ほどよりかなり見やすくなっています。 
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人工衛星画像は複数のバンド（波長帯；band）で地球を観察しています。本サンプルデー
タにある ASTERも非常に多くのバンドで地球を観察しています。これらのバンドを重ね合
わせてカラー合成することによって、いろいろな情報を読み取ります。複数の画像を合成

して表示する方法には、それぞれの画像を光の３原色である赤（Red）・緑（Green）・青（Blue）
（RGB）や色相（Hue）・彩度（Saturation）・強度（Intensity）（HIS）に対応させる方法
などがあります。ここでは、簡単なカラー合成画像を d.rgb コマンド（ラスター→表示→
RGB 合成表示）を用いて表示してみましょう。次のコマンド画面に示すように、赤色に
band3.VNR、緑色に band2.VNR、青色に band1.VNRを設定して表示した画像を示します。
ここからいろいろな情報が読み取れます。 

 

  
 
 このように画像合成をするのではなく、演算で目的の情報を得ることもできます。ここ

では、もっとも良く利用されている植生指標について説明します。植生指標は植物の葉の

反射・吸収特性を利用して植物の有無や量および活性度を示す指標です。代表的なものと

して正規化植生指標（NDVI；Normalized Difference Vegetation Index）と呼ばれるもの
があります。これは、次の式で求められます。 
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 NDVI＝（IR－R）／（IR＋R）  （ここで、IR は近赤外、R は赤外のバンド） 
ASTER画像では、Rがバンド 2（band2.VNR）、IRがバンド 3（band3.VNR）に相当しま
す。画像データは整数なので演算をこのまま行うと、結果を正しく求めることができない

ので、実数に変換します。これは、次のように mapcalculator.sh コマンド（ラスター→ラ
スターの作成/編集→マップの計算）を用います。例のように、A:に画像ファイル（例では、
band2.VNR）を設定し、計算式（ここでは、A*1.0；これで実数になります）を入力、出
力ファイル（ここでは、band2.0.VNR）を入力します。 
 

 
 
同様に、band3.VNRも実数化し、band3.0.VNRを作成します。この２つを用いて、NDVIを
求めます。演算を行うコマンドは、実数化と同じ、mapcalculator.sh コマンドです。次に
示すように、Aに band2.0.VNR、Bに band3.0.VNRを選択し、計算式に(B‐A)/(B+A)を
入力し、出力するファイルを ndviとして実行します。 
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その結果を次（左）に示しますが、このままでは、理解しにくいです。そこで、ndvi（植
生指標）は高いほど葉が多いことから、ndvi が低いものは赤色、高いものは緑色と変化す
るようにカラー表示を r.colors コマンド（ラスター→ラスターの作成/編集→カラーの設定
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変更）で、赤→黄→緑に変えて表示しました（右）。このようにすると、直感的に植生指標を

理解することができるようになります。 

  
 
最後に、本地域の地形の標高データ（elevation）を用いて、ASTERの画像および ndviを
Nvizを用いて３次元表示したものをそれぞれ示します。 

  
 
 
 

 地域の自然的傾向を分析する その１ 
 
標高値データから作成される地形あるいは地形解析の結果などを利用して、地域の自然的

傾向を分析する目的のデータセットです。その１からその４まで分析事例の解説をしてい

ます。 
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本地域は備中市場を中心とした高梁・地頭・三山（2万 5千分の 1地形図名）の 10
×10kmの地域で、岡山県の吉備高原の一部を示しています。この地域は日本の代表的
な隆起準平原地形として詳細に研究されてきた地域です。サンプルデータは、地形（標
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高）データと隆起準平原の様子がわかるように接峰面図と接谷面図をセットしました。 
 
本データは、grassを起動後、下記の設定で利用できます。 
LOCATION=sample1 
MAPSET=あなたのユーザー名（例では、ユーザー名は grass） 
DATABASE=/home/ユーザー名/sample/nature/ 
 
ファイル名とその内容を次に示します。 
elevation 標高データ 
s_level03 接峰面図(3×3) 
s_level11 接峰面図(11×11) 
s_level25 接峰面図(25×25) 
r_level03 接谷面図(3×3) 
r_level11 接谷面図(11×11) 
r_level25 接谷面図(25×25) 

 
接峰面図は、地形図で小さな谷を埋めるような処理をしたもので、地形が河川の浸食な

どによる影響を受ける前の地形を復元したマップです。また、接谷面図とは、谷が広がっ

た際の地形を表しています。計算機では、これらの処理をある範囲内における最高値（あ

るいは最低値）をその点の標高とすることで作成します。 
 
ここでは、接峰面図の作成方法を説明します。まず、地形の標高データ（elevation）を
表示します。ラスターの表示は d.rast コマンド（ラスター→表示→ラスターマップ）で行
います。表示するマップとして標高（elevation）を選択します。表示画面を右に示します。 
 

  
 
このままでは、標高の変化がわかりにくいので、色をダイナミックに変えてみます。そ

のためのコマンドは、r.colors（ラスター→ラスターの作成/編集→カラーの設定変更）です。 

© 升本 眞二、ベンカテッシュ ラガワン、根本 達也、野々垣 進（以上大阪市立大学）＆ 
株式会社オークニー（森 亮、丹羽 誠、萩原 顕）  本書は GNU FDLのもとに提供しています。 

65

 



GRASS GIS 利用ガイド 

 
 
ファイルに標高（elevation）を選び、レインボーにします。このとき前の色情報を残す
ためにカラーテーブルを上書きしないにチェックしておいて下さい。その結果を次に示し

ます。 

 
 
これで、地形の変化がわかりやすくなりました。接峰面図や接谷面図は次に示す

r.neighbors（ラスター→マップの解析→近傍解析ツール→近傍点解析）コマンドを利用し
ます。 
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入力するファイルに標高（elevation）を選び、出力するファイル名を入力します（例で
は、s_level03）。近傍とする範囲は、その点の周囲の画素の大きさを表します。また、最大
値をチェックします。これを実行すると、s_level03 に 3×3 の範囲での接峰面図が完成し
ます。例として、11×11 の接峰面図（左）と接谷面図（右）を示しました。接峰面図は現
在の地形になる前の地形、接谷面図は将来の地形を示しています。元の地形と比べて変化を

みてみましょう。 

  
 
 
 

 地域の自然的傾向を分析する その２ 
 
本地域は笠置山を中心とした島ヶ原・柳生・月ヶ瀬（2万 5千分の 1地形図名）の 10×

10kmの地域で、京都府の木津川流域の一部を示しています。この地域は山地の開析の例と
して用いられる地域です。サンプルデータは、地形（標高）データと開析の様子の理解を

助けるための水系図、および水系図作成に必要な傾斜方位図・傾斜量図をセットしました。 
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本データは、grassを起動後、下記の設定で利用できます。 
LOCATION=sample2 
MAPSET=あなたのユーザー名（例では、ユーザー名は grass） 
DATABASE=/home/ユーザー名/sample/nature/ 
 
ファイル名とその内容を次に示します。 
elevation 標高データ 
aspect  傾斜方位図 
slope  傾斜量図  
flowline 流路解析結果：落水線図（ベクトルデータ） 
stream  分水域解析結果：水系図 

 
水系図は、地形図の斜面傾斜方位とその連続から作成されるもので、どの斜面からどの

水系に連続し、雨水等が河川に流れるかを示すものです。また、流路解析や集水量の見積

もりなどにも利用されます。 
 
ここでは、地形から水系図を作成する方法を説明します。地形の標高データ（elevation）を
表示すると次の図のようになります（左が原図、右は色をレインボーに変えたもの）。 

  
 
流路解析に必要な傾斜の方位を求めるために、次に示す r.slope.aspectコマンド（ラスター
→マップの解析→地形解析ツール→傾斜分布図）を用います。入力は下の例を参考にして

ください。 
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流路を求めるコマンドは、次に示す r.flow コマンド（ラスター→マップの解析→地形解
析ツール→流路解析）です。これは、標高データと傾斜方位データから流路のベクトルデー

タを作成します。各種のオプションを必要に応じて設定し、出力されるベクトルマップは

必ず入力してください（ここでは、flowlineとしました）。 

 
 
求めた結果を表示するための d.vect コマンド（ベクトル→表示→ベクトルマップ）とそ
の表示例を次に示します。ここで表示されたものはいわゆる落水線図というものに相当し

ます。 
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これでは全体像がわかりにくいので、分水域の解析を行い水系図を作成します。この解

析に用いる r.watershed コマンド（ラスター→マップの解析→地形解析ツール→分水域解
析）とその解析例を示します（出力結果は stream というファイル名）。河川の様子がよく
わかります。 

  
 
 
 

 地域の自然的傾向を分析する その３ 
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本地域は新居浜・東予土居・別子銅山・弟地（2万 5千分の 1地形図名）の中の約 10×
10kmの地域で、愛媛県石鎚山脈北麓地域の一部を示しています。この地域は、日本の代表
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的な活断層の１つである中央構造線（MTL）が明瞭に地形に表れている地域です。また、
本地域には中央構造線の北部に中央構造線と平行にある断層が明瞭に判別できます。サン

プルデータは、地形（標高）データと活断層地形の判読を容易にするための接峰面図や傾

斜方位図などをセットしました。 
 

本データは、grassを起動後、下記の設定で利用できます。 
LOCATION=sample3 
MAPSET=あなたのユーザー名（例では、ユーザー名は grass） 
DATABASE=/home/ユーザー名/sample/nature/ 
 
ファイル名とその内容を次に示します。 
elevation 標高データ 
s_level  接峰面図(11×11)  
r_level  接谷面図(11×11)  
relief  起伏量図   
aspect  傾斜方位図  
slope  傾斜量図   

 
断層のようすを見るためにここでは、断面図を作成する例を示します。本地域の地形と

同じデータで色を変えたものを次に示します。 
 

  
 
地形の変化点が線的に分布しているところ（リニアメント）がわかると思います。右の

図を用いて断面図を表示します。断面図の表示は、d.profile コマンド（ラスター→マップ
の解析→断面図）を用います。次の図のように対象マップに地形の標高データ（elevation）を
選択すると断面図作成のための画面が表示されます。左に地形図が表示されるので、そこ

で、マウスを用いながら断面を描く場所の始点と終点を入力します。作成した断面図の表

示例を次に示します。 
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断面図を作成することで、地形の急変する場所の位置（ここでは活断層の位置）を調べ

ることができます。この地形を d.3dコマンド（ラスター→表示→３次元表示）で３次元に
表示してみましょう。d.3d コマンドでは、標高のラスターマップと色のラスターマップを
選択できますが、どちらも地形の標高データ（elevation）を選択します。視野の角度や高
さの強調は必要に応じて変えてみてください。設定の例と、表示例を次に示します。活断

層の位置が理解できると思います。例ではワイヤーフレームが表示されていますが、これを

消すには、ベクトルの色に、色のボタンから colorを選択します。この図で山地から平野に
変わる地域が直線的になっていることが読み取れますが、ここに活断層があります。 

 

  
なお、Nvizを用いて３次元で可視化すると各種の設定がダイナミックに行えます。 
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 地域の自然的傾向を分析する その４ 
 
日本列島の地形の概略を理解するために地形標高を 1km間隔で表したデータです。サン
プルデータは、地形（標高）データとシェードマップ（Shaded Relief Map；陰影起伏図）
および 3ｍ海水面を上昇させたデータなどをセットしました。シェードマップは、地形にあ
る一定方向から光をあてた様子をランバートモデルに従って作成したものです。南からと

北からの光をあてたものを作成しました。これらを用いることによって、平面的に表示す

る図のマップの表示に立体的な地形の情報を加味したような描画ができます。 
 

本データは、grassを起動後、下記の設定で利用できます。 
LOCATION=sample4 
MAPSET=あなたのユーザー名（例では、ユーザー名は grass） 
DATABASE=/home/ユーザー名/sample/nature/ 
 
ファイル名とその内容を次に示します。 
elevation 標高データ 
shade_n シェードマップ（北からの光） 
shade_s シェードマップ（南からの光） 
aspect  傾斜方位図 
slope  傾斜量図  
 

ここではシェードマップを用いた立体感のあるデータの表示方法と海面を 3m上昇させた
地形モデルを作成する手順を示します。 
地形の標高（elevation）とシェードマップ（shade_s；南からの光）を表示した例を次に示
します。 
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地形図に立体感をつけるためには、d.hisコマンド（ラスター→表示→色相/強度/彩度）を
利用します。d.hisコマンドで色相と彩度ファイルは地形の標高データ（elevation）を選択
し、強度ファイルにシェードマップ（shade_s）を選択し、実行した例を次に示します。図
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のように、平面でも立体感のある表示ができました。 
 

  
 
現在、地球温暖化で海面上昇の問題がいろいろと議論されています。海面の上昇・低下は

過去から繰り返されてきました。海面が上昇すると、陸地に海が入り込むので海進と呼び

ます。縄文時代のおよそ 6000 年前のころには、現在よりもやや温暖で海進の時期があり、
これを縄文海進と呼んでいます。海面は現在よりも数m高かったようです。そこで、海面を
3ｍ上昇させた地形図を作ってみます。これは、次のようにmapcalculator.shコマンド（ラ
スター→ラスターの作成/編集→マップの計算）を用います。例のように、A:に地形の標高
データ（elevation）を設定し、計算式（ここでは、if(A-3、A-3、0、0)）を入力、出力ファ
イル（jyoumon）を入力します。mapcalculator.sh コマンドの計算式は非常に多様な関数
や数値・論理演算が利用できます。ここで示した if 文は、if(x、a、b、c)という形式で、x
の値が正ならば a、0ならば b、負ならば cを代入します。ここの例では、A-3（標高－3）
の値が正ならば（つまり、標高が 3mよりも高ければ）、A-3（標高－3；標高から 3ｍ引い
た値）を、0ならば 0を、負ならば（標高が 3mよりも低い値ならば）0となる結果を出力
することによって、全体の標高を 3ｍ下げ、また、標高 3m以下を 0としています。その結
果を 0mとなった部分を青色で表示して示します。 
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地形の標高データが 1km メッシュなので、部分的にしか表れませんが、50m メッシュを
利用するとより、リアルな表現が実現できます。なお、これがそのまま縄文海進の様子を

表しているわけではありません。実際には、その後の侵食や堆積あるいは人工的な改変な

どにより変化しています。 
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鳥瞰図を作成する 
 
ここでは、標高値データをもとに鳥瞰図用に作成されたデータセットを使って、鳥瞰図の

作成でよく利用される３次元可視化ツール Nvizを用いた表示方法を説明します。 
 
 

 鹿児島県の開聞岳と北の池田湖の南側地域 
 
鹿児島県の開聞岳と北の池田湖の南側地域を鳥瞰するためのデータです。範囲は約 10×

10km の地域です。サンプルデータは、地形（標高）データ（elevation）のみです。開聞
岳（標高 922m）は薩摩富士と呼ばれるきれいな火山です。874年 3月 29日（貞観 16年）
と 885年 8月 29日（仁和元年）に噴火の記録があります。また、池田湖はカルデラ湖（火
山の陥没で生まれた）で、怪獣イッシーが出没？することで有名です。 
 
本データは、grassを起動後、下記の設定で利用できます。 
LOCATION=sample1 
MAPSET=あなたのユーザー名（例では、ユーザー名は grass） 
DATABASE=/home/ユーザー名/sample/perspective/ 
 
ファイル名とその内容を次に示します。 
elevation 標高データ 
 

tcltkgrass-i18nを起動し、Nviz（正確には nviz-i18n）を起動します。起動方法はメニュー
→表示→Nviz の起動です。起動すると次に示したコマンド画面が出てきますので、何も入
力せずに実行ボタンを押します。 
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また、次に示す画面が表示されますので、すべて Enter キーを押します。なお、この画
面には操作中のいろいろな情報が表示されます。 
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Nviz が起動するとコントロールパネルが表示されるので、地形を表示するためにパネル
（P）を押します（後ろの（P）は、Altキーと「P」キーを押すとショートカットできるこ
とを意味しています）。 

 
 
パネルの中からサーフェースを押し、次のようサーフェースパネルを表示します。 
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地形データを設定するために、新規のボタンを押すと、次のような属性の変更画面がで

てきます。ここで、マップボタンを押すとマップブラウザが表示されますのでマップセッ

トの PERMANENT を押して、ファイルの中から elevation を選択し、選択ボタンを押し
ます。 

  

 
属性の変更画面の選択ボタンを押すと、画面に地形のワイヤーフレーム（格子線図）が

立体的に表示されるので、コントロールパネルの描画ボタンを押すと、次に示すような立

体画像が表示されます。 
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Nviz では、３次元の可視化でいろいろな操作ができますが、ここでは、地形の鉛直方向
のスケールを強調してみます。コントロールパネルの鉛直強調の値がデフォルトでは 1（本
来のナチュラルスケール）ですが、これを 2 にした図を次に示します。鉛直方向に強調さ
れた（2倍）図が作成されます。 
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 富山県の宇奈月地域 
 
富山県の黒部峡谷の出口である宇奈月地域の地形を鳥瞰するためのデータです。範囲は

約 10×10kmの地域です。サンプルデータは、地形（標高）データ（elevation）のみです。
宇奈月地域は雄大な黒部峡谷の入り口で、湯量の豊富な温泉地として有名です。 
 
本データは、grassを起動後、下記の設定で利用できます。 
LOCATION=sample3 
MAPSET=あなたのユーザー名（例では、ユーザー名は grass） 
DATABASE=/home/ユーザー名/sample/perspective/ 
 
ファイル名とその内容を次に示します。 
elevation 標高データ 
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Nviz（正確には nviz-i18n）を起動し、地形を表示した例を次に示します。 
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Nvizの可視化の例の 1つとして、地形の表面の色を単色にする操作を説明します。サー
フェースパネルのカラーボタンを押してください。前と同じ属性の変更画面が出てきます。

ここで、定数を押すと、カラーの選択画面が表示されるので、上の赤・緑・青のバーを移

動して自由に色を作成するか、あるいは、既存の色を下の色見本の中から選択します（選

択後に、OKボタンを押す）。 
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属性の変更画面の選択ボタンを押し、コントロールパネルの描画を押すと次のように指

定した色（例では、灰色）で地形が表示されます。 
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 奈良県の亀の瀬地域 
 
奈良県亀の瀬地域の地形を鳥瞰するためのデータです。範囲は約10×10kmの地域です。
サンプルデータは、地形（標高）データ（elevation）のみです。日本の代表的な地すべり
地の１つである亀の瀬、古典文学で知られる奈良から大阪へと流れる大和川、および活断

層である大和川断層が鳥瞰できます。 
 
本データは、grassを起動後、下記の設定で利用できます。 
LOCATION=sample3 
MAPSET=あなたのユーザー名（例では、ユーザー名は grass） 
DATABASE=/home/ユーザー名/sample/perspective/ 
 
ファイル名とその内容を次に示します。 
elevation 標高データ 
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Nviz（正確には nviz-i18n）を起動し、地形を表示した例を次に示します。 
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Nvizの可視化の例の 1つとして、光のあて方（ライティング）を変える操作を説明しま
す。メニューのパネルのライトを選択します。コントロールパネルの下に次のようにライ

トパネルが表示されます。 
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ここでライティングに関するいろいろな設定（方向、明るさ、光の色など）ができます。

光の方向を変えた図を次に示します。異なる２つの図を見比べると、地形から読み取れる

情報が変わります。 
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 日本全体の地形 
 
日本全体の地形を表示するために地形標高（50ｍメッシュ）を１kmメッシュに変換した
データです。サンプルデータは、地形（標高）データ（elevation）のみです。 
 
本データは、grassを起動後、下記の設定で利用できます。 
LOCATION=sample4 
MAPSET=あなたのユーザー名（例では、ユーザー名は grass） 
DATABASE=/home/ユーザー名/sample/perspective/ 
 
ファイル名とその内容を次に示します。 
elevation 標高データ 
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Nviz（正確には nviz-i18n）を起動し、地形を表示した例を次に示します。 
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Nviz は各種の設定をデフォルトで行いますが、日本全体のようなデータは想定外のよう
で、設定を手動で行わないと、この図のような表示はできません。この場合、高度をキー

ボードから 1000000と入力し、鉛直強調を 1、視角を 30度くらいに設定・調整してくださ
い。また、データが多大なため、分解能も粗くなって、この図では、沖縄や佐渡など主要

な島の形が変です。そこで、サーフェースパネルの分解能（ポリゴン）を 1にしてみましょ
う。次の図のように、ほぼきれいな形になります。 

 
 
 
 

 北海道の知床半島 
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 北海道の知床半島の先端を鳥瞰するためのデータです。範囲は約10×10kmの地域です。
サンプルデータは、地形（標高）データ（elevation）のみです。知床は世界遺産の自然遺
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産として推薦される予定です。もし、決定すれば国内で 3 番目の自然遺産（白神山地、屋
久島）になります。 
 
本データは、grassを起動後、下記の設定で利用できます。 
LOCATION=sample5 
MAPSET=あなたのユーザー名（例では、ユーザー名は grass） 
DATABASE=/home/ユーザー名/sample/perspective/ 
 
ファイル名とその内容を次に示します。 
elevation 標高データ 

 
 Nviz（正確には nviz-i18n）を起動し、地形を表示した例を次に示します。 

 
 
 Nviz の可視化の例の１つとして、ここでは背景（デフォルトは黒）を変える操作を説明
します。パネルのカラーを選択します。次に示すカラーパネルが表示されます。ここで、

真ん中の色の付いた部分（図では黒になっています）をクリックしてください。 
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 前述の面の色を設定した際に表れたカラーの選択画面が出てきますので、適切な色を選

択します。ここでは、白を選択した例を次に示します。 
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6. GRASSコマンドの解説 
 
ここでは、GRASS のコマンドの解説を行っています。もともと GRASS は機能ごとのプログラ

ムの集合体であるため、ある程度 GRASS の使い方に慣れてきたら、プログラムを動作させ

るコマンドの体系を理解することをおすすめします。 

 
 
GRASSのモジュール 
 GRASSの主要な機能は、基本的に以下に示す７つのモジュールに分類することができま
す。 
 

 
GRASS のモジュール 

 
以下、それぞれのモジュールに含まれるコマンドをリストアップし、解説します。 

 画像表示モジュール（ｄ．） 
1. 表示示フレームの作成（d.mon） 
2. データの表示・消去（d.rast d.sites d.vect d.erase d.3d d.rgb d.his） 
3. データ内容（カテゴリー情報）の検索表示（d.what.rast d.what.vect d.where） 
4. 凡例等の表示（d.legend d.scale d.colors d.colortable） 
5. 断面図やヒストグラムの作成・表示（d.profile d.grid d.histogram） 
6. その他の便利な機能（d.zoom d.measure d.graph d.mapgraph d.display） 

 
 ラスター、ベクトル、サイト、凡例やスケールおよび注釈などのグラフィクス表示のた

めのモジュールです。２次元ばかりでなく３次元的に表示する機能もあります。また、ヒ

ストグラムの作成や断面図表示のための機能、カラーテーブルの対話型修正、複数のラス

ターあるいはベクトルマップレイヤーのカテゴリーの対話型での問い合わせを行える機能

も含まれています。このモジュールは基本的に display（表示）の頭文字『ｄ．』で始まる
コマンド群に対応しています。 
 
 

 ラスタープログラムモジュール（ｒ．） 
1. ラスターマップの入力・出力変換（r.in.ascii r.in.ll r.out.ascii r.compress 

r.poly） 
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2. ラスターマップレイヤーの設定・再分類等（r.support r.colors r.reclass 
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r.mask） 
3. ラスターマップレイヤーの合成・演算・推論等（r.mapcalc r.combine r.cross 

r.slope.aspect r.contour r.covar r.buffer r.infer） 
4. ラスター曲面の推定（r.surf.contour r.surf.idw） 
5. ラスターレイヤーに関する情報の整理（r.coin r.report） 

 
 ラスターマップレイヤーのデータ入力、演算、解析、出力およびラスター間の処理等を

行うモジュールです。推論規則に基づいた推論エンジンやベイズの統計値に基づくエキス

パートシステム、ブール解析などを行う機能なども含まれています。また、曲面の生成（補

間）、傾斜分布図の作成、ラスターからベクトルへの変換、レポートの作成など実用的で非

常に幅広い機能があります。このモジュールは raster（ラスター）の頭文字『r．』で始まる
コマンド群に対応しています。 
 
 

 ファイル・地域管理モジュール（ｇ．） 
1. ファイルの管理（コピー・削除・名前の変更）（g.copy g.remove g.rename） 
2. ヘルプ機能（オンラインヘルプ・マニュアルの参照）（g.help g.manual） 
3. 対象地域の管理（範囲、分解能の変更）（g.region） 

 
 データベース中のファイルの削除・名前の変更、対象地域の大きさや分解能の設定など

ファイルや地域の全般的にわたる管理を行うモジュールです。また、ユーザーリファレン

スマニュアルとオンラインヘルプを呼び出す機能もこれに含まれています。このモジュー

ルは general（一般）の頭文字『ｇ．』で始まるコマンド群に対応しています。 
 
 

 ベクトルプログラムモジュール（ｖ．） 
1. ファイルの入力・出力変換（v.in.arc v.in.ascii v.in.dxf v.out.arc v.out.ascii 

v.out.dxf v.to.rast v.to.sites） 
2. 設定・再分類等（v.reclass v.support） 
3. 合成・演算等（v.area v.cutter v.mkgrid） 
4. 作成・編集等（v.digit v.proj v.transform v.prune v.clean） 

 
 ベクトルマップレイヤーのデータ入力、演算、解析、出力を行うモジュールです。デジ

タイザー（マウスでも可）を用いた実際のマップからの入力・編集等の作業を行うための

機能も含まれています。また、CADの標準ファイル形式の DXFや世界的に有名な GISで
ある ARC/INFOのファイル形式 arcなどへの入出力変換もサポートしています。このモジ
ュールは vector（ベクトル）の頭文字『v．』で始まるコマンド群に対応しています。 
 
 

 サイトプログラムモジュール（ｓ．） 
1. サイトデータの入出力（s.in.ascii s.out.ascii） 
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2. サイトデータから曲面の推定（ラスターの作成）（s.surf.idw s.surf.tps） 
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 サイト（地点）データの入出力、解析等を行うモジュールです。ランダムに配置するサ

イト（データ点）から、色々な補間法を用いて曲面を推定し、ラスターデータを作成する

機能も含まれています。このモジュールは site（サイト）の頭文字『s．』で始まるコマンド
群に対応しています。 
 
 

 画像処理モジュール（ｉ．） 
1. 画像の合成等（i.composite i.group i.grey.scale） 
2. 画像の位置合わせ等（i.target i.points i.rectify i.rectify2） 
3. 画像の多変量解析（分類等）（i.class i.cluster i.maxlik i.gensig i.pca） 
4. 画像の磁気テープ等入力（i.tape.mss i.tape.tm i.tape.spot） 

 
 画像処理（イメージプロセッシング）としての操作（画像の修正、画像分類、主成分分

析、色の生成、およびグループ管理など）を行うモジュールです。リモートセンシングな

どで良く用いられる人工衛星画像（TM、MSS および SPOT など）の入力などをサポート
する機能や人工衛星画像や航空写真画像を実際のマップに張りつける際に必要な位置合わ

せの機能等も含まれています。このモジュールは image（画像）の頭文字『i．』で始まるコ
マンド群に対応しています。 
 
 

 ハードコピー出力モジュール（ｐ．、ｐｓ．） 
1. 出力プリンターの設定（p.select ps.select） 
2. カラーの設定（p.chart p.colors） 
3. ハードコピー出力（p.map ps.map） 
4. その他の出力（p.vrml） 

 基本的にプリンターに出力するためのモジュールです。（設定が行なわれていれば）プ

リンターにカラーチャートやラスター・ベクトルマップなどを出力します。なお、Postscript
（ポストスクリプト）プリンターへ出力するためのファイルを作成する機能や VRML（バー
チャルリアリティモデル）ファイルを作成する機能も含まれています。このモジュールは、

print（プリント）の頭文字『p．』始まるコマンド群に対応しています（ポストスクリプト
ファイル作成の場合は『ps．』で始まります）． 
 
 
これらのモジュールの個々のコマンド（ソフトウェア）は基本的に C言語で書かれており、
UNIX のシェルスクリプトプログラムとコントリビュートプログラムのセットから構成さ
れています。また、すべてソースが公開されています。さらに、これらはラスター、ベク

トル、イメージを用いる他のプログラムからも使えるなど、多様な操作にも能力を発揮し

ます。 
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7. GRASSコマンドリファレンス 
 
ここでは、GRASS の個々のコマンドについて説明しています。 

この章は、やや専門的な用語も含まれていますので、必要に応じて参照してください。 

なお、パラメータの設定などの詳細はオンラインヘルプ（GRASS の各コマンド画面の「実行」

ボタンを右クリックすると参照できます）を参照してください。 

 
 
画像表示モジュール（ｄ．） 
 

 画像表示のための準備（表示フレームの作成） 
 
d.mon：グラフィックモニター（表示フレーム）の立ち上げと制御を行う。各種のマップレ
イヤーを表示するグラフィックモニターのスタート、選択、ストップができる。モニター

は x0から x6までと、CELLと呼ばれる画面に表示せずに直接ファイル化するものがある。
CELLを用いることにより、画面の画素数の制約を超えた画像が作成できる。 
 
 

 データの表示・消去 
 
d.rast：アクティブな表示フレーム（d.mon で選択（select）されたグラフィック画面）上
にラスターマップレイヤーを表示、またはオーバーレイ（重ね書き）する。オーバーレイ

オプションはアクティブな表示フレームにすでに表示されている上にラスターレイヤーを

重ねて表示する際に使う。 
 
d.sites：アクティブな表示フレームの上にサイトデータをマーカーを用いて表示する。マー
カーの色、大きさと形（４種類）が指定できる。 
 
d.vect：アクティブな表示フレーム上にベクトルデータを表示する。色が指定できる。 
 
d.erase：フレームの中身を消す。フレームの大きさを変更（リサイズ）したとき、あるい
は表示する地域を変更した際には、d.eraseを実行して、モニターをリセットすることが望
ましい。 
 
d.3d：ラスターマップレイヤーを３次元的に表示する。ＤＥＭとその上に載せるラスターマ
ップを選ぶ．視点や投影条件の設定、垂直方向の誇張、塗りつぶしなどを指定する。 
 
d.rgb：指定した３つのラスターマップレイヤーを赤色、緑色、青色にそれぞれ対応させ重
ね合わせ表示する。また、合成後のラスターマップをファイルとしても保存できる。 
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d.his：指定した３つのラスターマップレイヤーを色相(hue)、強度(intensity)および彩度
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(saturation)に対応させて表示する。これはＧＩＳでしばしば用いられる可視化技法です。
また、合成後のファイルも保存できる。 
 
 

 データ内容（カテゴリー情報）の検索表示 
 
d.what.rast：アクティブなフレームの上でマウスによって指定した位置とその位置のラス
ターマップレイヤー（複数も可能）のカテゴリー情報を対話的に表示する。 
 
d.what.vect：マウスによって指定した位置におけるベクトルマップレイヤーのカテゴリー
情報を対話的に表示する。  
 
d.where：アクティブなフレームの上でマウスで指示した位置の地理的な座標を表示する。 
 
 

 凡例等の表示 
 
d.legend：フレーム上に指定したラスターマップレイヤーの凡例情報を表示する。 
 
d.scale：フレーム上でマウスを用いて指定した位置に、スケールバーと北を示す矢印を重
ね書きする。背景とテキスト色も指定できる。 
 
d.colors：ラスターマップレイヤーのカラーテーブルを対話的に割り当てる。 
 
d.colortable：ラスターマップレイヤーのカラーテーブルを表示する。 
 
 

 断面図やヒストグラムの作成・表示 
 
d.profile：マウスを用いて指定した位置の間のラスターマップレイヤーの断面図（プロファ
イル）を表示する。地形の断面などに有効である。 
 
d.grid：フレーム上に格子の線を重ね書きする。格子線のサイズと色を指定する。 
 
d.histogram：ラスターマップレイヤーのヒストグラム（頻度分布）を表示する。パイチャー
トあるいは棒グラフが選択できる。 
 
 

 その他の便利な機能 
 
d.zoom：マウスを用いて、現在の領域の再設定を行う。 
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d.measure：フレーム上でマウスを用いて描いた線 (Lines) や多角形（ポリゴン）の長さ
や面積を測る。線の長さは、現在の設定と同じ単位で示される。面積はヘクタール、平方

マイルと平方メートルで表示される。 
 
d.graph：表示フレームの中に単純な線や面および文字を描く．位置はフレーム上でのグラ
フィックスの座標で指示する。グラフィックコマンドはキーボードから入力するか、ある

いはファイルに記述することができる。 
 
d.mapgraph：表示フレームフレームの中に単純な線や面および文字を描く。d.graph と異
なる点は座標が地理座標系を用いることである。 
 
d.display：メニュー方式の対話型の表示プログラム．d.display コマンドを実行すると、表
示メインメニューがスクリーンの上に現われる。メニューでの選択はマウスを用いて行う。 
 
 
 
ラスタープログラムモジュール（ｒ．） 
 

 ラスターマップの入力・出力変換 
 
r.in.ascii：ASCII形式のラスターマップを入力し、GRASSの binary形式のラスターマッ
プレイヤーを作成する。入力ファイルには位置と格子の大きさを示す以下の様なヘッダー

部分がなければならない。実際のデータはその後に続く．dataの部分には rows×cols（行
×列）の数の値を含んでいなければならない。データの書き方は、１行に１行がすべて入っ

ている必要はなく、多くの行に分けてもかまわない（１行に１つの値でも良い）。 
 
     north: xxxxxx.xx 
     south: xxxxxx.xx 
     east:  xxxxxx.xx 
     west:  xxxxxx.xx 
     rows:  r 
     cols:  c 
     data  xxxx xxxx xxxx xxxx …… 
 
r.in.ll：緯度・経度座標で分割された binary形式のラスターデータを UTM座標系に取りこ
む．国土地理院が発行している 50ｍや 250ｍメッシュ標高はこのコマンドを用いて UTM
座標系で用いる。国土地理院のメッシュ標高は ASCII 形式なので、あらかじめ変換してお
く必要がある。 
 
r.out.ascii：GRASSの中のラスターレイヤーを ASCII形式のテキストファイルに変換し出
力する。 
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r.compress：ラスターマップレイヤーのファイルを圧縮または解凍する。圧縮では、ラスター
マップはランレングスエンコード（RLE）アルゴリズムを用いる。 
 
r.poly：ラスターマップレイヤーから区域境界を抽出して、ベクトル型にデータ変換する。
ベクトルデータの領域属性はもとのラスターマップレイヤーの対応するセルのカテゴリー

値が適応される。 
 
 

 ラスターマップレイヤーの設定・再分類等 
 
r.support：ラスターマップレイヤーに関するサポートファイルの生成と修正を行う。 
 
r.colors：ラスターマップレイヤーのカラーテーブルを作成、あるいは修正する。既存のカ
ラーテーブルの中から選択するだけではなく、色生成ルールにより独自のカラーテーブ

ルを作成することができる。 
 
r.reclass：ラスターマップレイヤーを再分類し、再分類ファイルを作成する。再分類ルールを
ファイルから入力することも可能。なお、r.reclass により作成されたラスターマップレイ
ヤーは実際のファイルとして物理的には存在しないが、通常のラスターレイヤーと同じよ

うに利用できる。 
 
r.mask：MASK（マスク）の作成と設定を行う。マップのある特定の地域を解析から除外
するためにMASKという特別なラスターマップを設定する。  
 
 

 ラスターレイヤーの合成・演算・推論等 
 
r.mapcalc：ラスターマップレイヤーの数値演算を行う。式の基本形は:  
 
     result=expression      (e.g. Elevation -100) 
 
     （結果＝表現       （例えば、標高－100））  
 
である。利用できる演算子は数値演算、論理演算、および関数（sin、 cos、 log、平方根
など）である。近傍のセルの表現（例えば、1つとなりのセルなど）も可能である。 
 
r.combine：異なるラスターマップレイヤー間でブール演算（AND、 OR、 NOT）を行い、
新しいラスターマップレイヤーを作成する。 
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r.cross：指定した複数のラスターマップレイヤーで、カテゴリー値のすべてのユニークな組
み合わせを表現するラスターマップレイヤーを作成する。指定するラスターマップレイ

ヤーは少なくとも 2つ以上で 10以下である。 
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r.slope.aspect：ラスターマップレイヤーから、ラスターの値を用いた傾斜と傾斜の向きの 2
種類の新しいラスターマップレイヤーを作成する。入力するラスターマップレイヤーが標

高データであれば、そのまま、地形の傾斜および向きを求めることになる。傾斜のフォー

マット（°（degree）あるいは％）と、高さの単位（ｍやフィートなど）を指定する。地
形の傾斜分類図などを作成するときに利用する。 
 
r.contour：ラスターマップレイヤーから、指定された高さの等高線マップを作り出す。最
小値、最大値と等高線の間隔を入力する。もし最小値あるいは最大値を指定しなければ、

ラスターマップレイヤーの最小値あるいは最大値が用いられる。 
 
r.covar：ラスターマップレイヤーの共分散（covariance）と相関（correlation）を求める。 
 
r.buffer：既存のラスターマップレイヤーの中の非ゼロのカテゴリー値を含むすべてのセル
のまわりのバッファーゾーンを示す新しいラスターマップレイヤーを作る。非ゼロカテゴ

リー値を持つセルからバッファーゾーンの距離はユーザーが指定する。例えば、活断層か

ら 1キロメートルおよび 2キロメートルの範囲を求める際などに利用する。 
 
r.infer：推論エンジン．ラスターマップレイヤーに、指定した推論規則を適用し、新しいラ
スターマップレイヤーを作成する。推論規則はテキストエディター等により作成する。推

論規則の例を以下に示す。 
 
   例: IFMAP elevation 100-200          （もし、標高が 100-200で） 
    ANDIFMAP geology 3-4            （かつ、地質が 3-4ならば） 
    THEN high elevation with fragile material （標高が高く、壊れやすい材質） 
   !  
    IF high elevation with fragile material （もし標高が高く、壊れやすい材質で） 
    ANDIFMAP aspect 4          （かつ、もしアスぺクトが４ならば） 
    THENMAPHYP 1 Landslide prone       （地滑りの傾向がある）  
 
r.sum：ラスターマップレイヤーのセルの値の合計値を求める。 
 
 

 ラスター曲面の推定 
 
r.surf.contour：ラスター化された等高線マップからラスター標高マップ（DEM）を作成す
る際に用いる。このための操作は、まず、それぞれの線にラベルとして標高がつけられた

等高線のベクトルマップレイヤーを作成する。次に、このベクトルマップレイヤーにプロ

グラム v.to.rast を実行し、等高線の値を含むラスターの連続する線を生成する。最後に、
r.surf.contourに入力し、DEM（Digital Elevation Model）を作成し、ラスターマップレ
イヤーが完成する。 
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r.surf.idw：データ点からラスター形式の曲面を推定する。近傍のデータポイントの値を距
離の 2 乗で重み付けした数値近似を行い補間し曲面を得る。補間の決定に用いられる最も
近くのデータポイントの数は、指定できる（デフォルト:12点）。 
 
 

 ラスターレイヤーに関する情報の整理 
 
r.coin：2つのラスターマップレイヤーの相互のカテゴリーの関係を表す表を作成する。 
 
r.report：ラスターマップレイヤーに関する一連のレポートを作成する。出力はスクリーン
上に現われるが、リダイレクトで指定したファイルに出力することもできる。 
 
 
 
ファイル・地域管理モジュール（ｇ．） 
 

 ファイルの管理（コピー・削除・名前の変更） 
 
g.copy：各種データレイヤーのコピー．現在のmapsetにおけるラスターやベクトルマップ
レイヤーなどの属性ファイルを含めて適切な要素ディレクトリにコピーする。 
 
g.remove：各種データレイヤーの削除．現在の mapset におけるラスターやベクトルマッ
プレイヤーなどを属性ファイルを含めて削除する。 
 
g.rename：各種データレイヤーの名前の変更．現在の mapset におけるラスターやベクト
ルマップレイヤーなどを属性ファイルを含めて、その名前を変更する。 
 
 

 ヘルプ機能（オンラインヘルプ・マニュアルの参照） 
 
g.help：GRASSのオンラインヘルプコマンド．データベースの設定、データベース管理ツー
ル、ウィンドウ管理、データ変換、他のソフトとのインターフェース、マップのデジタイ

ズ、画像処理、マップ表示、マップのプリント、報告書作成、マクロ開発、用語解説など

の項目がある。 
 
g.manual：コマンドのオンラインマニュアル．それぞれのコマンドを指定して（コマンド
の一覧も参照できる）、マニュアルを参照できる。 
 
 

 対象地域の管理（範囲、分解能の変更） 
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g.region：対象とする地域の範囲や分解能を変更したり、標準に戻すなどの管理を行う。  
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ベクトルプログラムモジュール（ｖ．） 
 

 ベクトルファイルの入力・出力変換 
 
v.in.ascii： GRASSの ASCII形式のベクトルファイルを GRASSで使用できるバイナリー
形式に変換・入力し、ベクトルデータとして登録する。 
 
v.in.arc： ARC/INFO（世界的に知られている ESRI 社の GIS ソフト）のデータ形式のフ
ァイルを GRASSのベクトル形式に変換・入力し、ベクトルデータとして登録する。 
 
v.in.dxf： AutoCad（世界的に知られている Autodesk 社の CAD ソフト）の DXF 形式の
ファイルを、GRASSのベクトル形式に変換・入力し、ベクトルデータとして登録する。 
 
v.out.ascii：GRASSのバイナリー形式のベクトルファイルを ASCII形式に変換し、ファイ
ル出力する。 
 
v.out.arc：GRASSのベクトルファイルを ARC/INFOの「Generate」ファイル形式に変換
し、ファイル出力する。 
 
v.out.dxf：GRASSの ASCII形式のベクトルファイルを、ASCII形式の DXF （AutoCad）
形式に変換し、ファイル出力する。 
 
v.to.rast：ベクトルマップをラスター形式のマップに変換する。 
 
v.to.sites：ベクトルマップレイヤーからデータを抽出して、サイトデータに変換する。 
 
 

 ベクトルレイヤーの設定・再分類等 
 
v.reclass：ベクトルマップレイヤーのカテゴリーの再分類を行う（r.reclassと基本的に同じ
機能）． 
 
v.support：ベクトルマップレイヤーに関するサポートファイルの生成と修正を行う。 
 
 

 ベクトルレイヤーの合成・演算等 
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v.area：表示したベクトルファイルに関して、マウスで指定した領域の面積と周囲長を求め
表示する。 



GRASS GIS 利用ガイド 

 
v.cutter：２つの既存のベクトルマップの交差関係に基づいた演算（ブール代数の ANDオー
バーレイ）を行い、新しいマップレイヤーを作成する。 
 
v.mkgrid：ベクトル形式の格子を作成する。 
 
 

 ベクトルレイヤーの作成・編集等 
 
v.digit：画面上で操作するメニュー方式の対話型ベクトルマップレイヤー作成・編集プログ
ラム．v.digitはベクトルデータのデジタイズ、エディティング、ラベリング、ウィンドウ、
およびベクトルデータをラスター形式に変換する機能を持っている。v.digitはデジタイザー
やマウスで操作します。 
 
v.proj：ベクトルレイヤーの投影変換を行う。 
 
v.transform：xy座標で入力したベクトルファイルを UTM座標系に変換する。 
 
v.prune：ベクトルマップレイヤーのデータに対して、既定の与えられた許容範囲において、
正確さを保ちながらも余分なポイントを消す。これにより、必要とするディスクスペースを

減らすことができる。 
 
v.clean：ベクトルデータファイルの中で削除マークを付けた線を全て取り除く．この指定
は、v.digitコマンドやエディターで行う。 
 
 
 
サイトプログラムモジュール（ｓ．） 
 

 サイトデータの入出力 
 
s.in.ascii：サイトマップデータをアスキー形式で入力する。入力は標準入力（キーボード）
あるいは input=name でファイルから入力できる。入力は位置（easting、 northing）お
よびカテゴリーラベルを入れます。fs=name オプションで入力フィールドの間に指定され
たセパレータを指定できます。セパレータは、文字、空白、あるいはタブのいずれかです。 
 
s.out.ascii：既存のサイトリストファイルを ASCII形式で出力します。 
 
 

 サイトデータから曲面の推定（ラスターの作成） 
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s.surf.idw、s.surf.tps：ランダムに分布するサイトデータの位置における値を満足する曲
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面をラスター形式で作成する。例えば、色々な位置で測定した重力値を補間して曲面を求

めたりします。また、等高線をデジタイズし、そこから地形図（DEM）を作成したりもし
ます。 
 
 
 
画像処理（イメージ）モジュール（ｉ．） 
 

 画像の合成等 
 
i.composite：指定した３つの画像バンドファイルからカラー合成画像を作る。 
 
i.group：画像ファイルのグループやサブグループの形成および編集を行う。  
 
i.grey.scale：ラスターマップレイヤーにグレイスケールカラーテーブルを割り当てる。 
 
 

 画像の位置合わせ等 
 
i.target：画像は正確な座標情報を持っていないことが多いため、通常 xy 座標系の
LOCATIONで取りこみます。それを UTM座標系の LOCATIONに変換して用います。こ
のためには、４つの作業が必要です。まず、i.groupコマンドで変換する画像をグループ化
します。次に、i.targetコマンドで設定したグループに対して UTM座標系側の LOCATION
（ターゲットロケーション）とマップセットを指定し、さらに、i.pointsで位置あわせのた
めの座標を求め、i.rectifyで実際に UTM座標系に変換します。なお、座標が正しくわかっ
ている場合（例えば、国土地理院のマップ画像 2万 5千分の 1など）は、i.pointsコマンド
での操作は必要なく、vi等で座標の対応関係を示す ASCII形式のファイルを直接作成し利
用することができます。 
 
i.points：座標変換を行う際に必要となる座標変換マトリックスを２つの画像を表示しなが
ら作成します。リモートセンシング画像や空中写真をマップに正確に合わせるためには通

常 GCP（グラウンドコントロールポイント）という位置の情報が必要です。画像とマップを
見比べながら、確実な同一地点を選ぶことにより、これらを作成します。i.pointsはズーム
機能があり、拡大表示しながら作業を行えます。座標変換マトリックスはそのまま、座標

変換コマンド i.rectifyの入力として利用できます。 
 
i.rectify：コマンド i.pointsによって作られた座標変換マトリックスを用いて、画像の座標
変換（位置合わせ）を行います。このプログラムは、変換時には近傍点のリサンプリングを

おこないます。また、線形アフィン変換を用いています。 
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 画像の多変量解析（分類等） 
 
i.class、i.cluster、i.maxlik、i.gensig：組み合わせて何段階かの処理により、ラスターレイ
ヤーの分類を行います。画像処理で一般的な教師つき分類や教師なし分類を実現します。 
 
i.pca：主成分分析(Principal Component Analysis)を行います。 
 
 

 画像の磁気テープ等入力 
 
i.tape.mss、i.tape.tm、i.tape.spot：1/2インチ磁気テープから Landsat MSS、Landsat TM
および SPOTの画像データ等を読み込みます。これを応用して、CD-ROMからファイルを
読み込むことも可能です。 
 
 
 
ハードコピー出力モジュール（ｐ．、ｐｓ．） 
 

 出力プリンターの設定 
 
p.select：ハードコピーのための出力装置を選びます（ヒューレットパッカードのプリンター
は設定した経験があるのですが、他は経験がありません．ドライバー等のすりあわせが面

倒な場合があり、Unixの知識が必要な場合があります）． 
 
ps.select：ハードコピーのためのポストスクリプト (PostScript)デバイス（通常はプリン
ター）を選びます。  
 
 

 カラーの設定 
 
p.chart：現在選ばれているプリンターのカラーチャートをプリントします。 
 
p.colors：プリンター出力と直接対応するための色の設定を行います。 
 
 

 ハードコピー出力 
 
p.map：カラー出力装置にハードコピーを出力します。出力はラスターマップ、ベクトルオー
バーレイ、位置データ、テキストラベルなどです。  
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ps.map：ポストスクリプト形式のプリンターで一般的に対応するハードコピー用のファイ
ルを出力します。操作は p.map とほぼ同じです。このファイルは、MS-Windows の
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CorelDraw などの新しいバージョンでは直接変換入力（インポート）できるものがありま
す。 
 
 

 その他の出力 
 
p.vrml：バーチャルリアリティモデルのファイルを作成します。 
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注）バーチャルリアリティモデルは、３次元モデルの動的な可視化表示が可能な VRML
（Virtual Reality Modeling Language）を用いて作成します。この VRMLは標準的な仮想
３次元空間記述言語であり、３次元的にモデルの面やその材質等を定義することにより基

本的な３次元空間の形状モデルを記述することが可能です。Netscape Navigator / 
Comunicater などの比較的新しいＷeb ブラウザではこの VRML を用いたモデルをリアル
に可視化するツールがプラグインとして付属しています。また、テキスト形式でモデルを

記述するために、ワープロやエディターのソフトで変更や修正（簡単なものであれば作成）

が容易に行なえます。なお、vrmlの一般的な拡張子は.wrlです。 
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