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まえがき 

 

メッシュ農業気象データシステム（The Agro-Meteorological Grid Square Data, NARO）は，

気象情報が農業現場で有効に活用されることを目指して，国立研究開発法人農業・食品産業

技術総合研究機構（農研機構）様が開発・運用する気象データサービスシステムです．農研

機構様による同システムの公開用ページでは，初心者から経験者まで幅広い層を対象に，利

用環境の構築から実際の利用方法について解説がなされており，多くのユーザーからの支

持を集めています． 

同システムが提供する膨大なデータの中から，ユーザーが目的に応じてデータを入手・可

視化するためには，プログラミング言語 Python や GIS ソフト QGIS の利用が有効です．   

このマニュアルを執筆した北見工業大学雪氷防災研究室 4 年の石井日菜さんは，北海道に

おける積雪堆積環境の年次変動，特に農業とも関係の深い積雪深や積雪水量に関心を持ち，

現在，メッシュ農業気象データシステムを利用した卒業研究を進めています．石井さんは，

本研究に着手する前は Python も QGIS も使用したことがありませんでした．しかし利用登

録後，公開用ページに掲載されている各種資料で学んだこと，さらに Slack で専門家の方か

ら直接アドバイスを頂いたことにより，データ取得から可視化までの一連のプロセスを身

につけることができました．この間，お世話になりました皆さまにはこの場をお借りして御

礼申し上げます． 

今回の過程で学んだノウハウを備忘録として残すため，石井さんには特に初心者が間違

いやすいポイントなど，自身の経験を踏まえたマニュアル（PowerPoint スライド）をまとめ

てもらいました．このマニュアルは，当初，研究室の内部資料とする予定でしたが，同じよ

うに試行錯誤されている方にとっても何らかの参考になるのではないかと考え，今回この

ように公開することにしました． 

至らない部分なども多々あるかとは存じますが，何らかのご参考になれば幸いです． 

何卒よろしくお願い致します． 

なお，このマニュアルで引用しております農研機構様作成の資料およびプログラム類の

著作権につきましては，農研機構様に帰属します．利用上の注意事項は 4 ページに記載され

ておりますので，必ずご確認をお願い致します． 

 

2021 年 11 月 

指導教員 北見工業大学 工学部社会環境系准教授 白川龍生 
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農研機構メッシュ農業気象データを
PythonとQGISで可視化する方法
制作:北見工業大学 工学部 地球環境工学科 環境防災工学コース

雪氷防災研究室 4年 石井日菜

※ 本マニュアルは，Windows10 Professional Edition 64bit のPC環境にてPythonおよび
QGISを使用した例をまとめています．本マニュアルは，動作を保証するものではありません．
自己責任のもとで，参考資料としてお使いください．

はじめて学ぶ人向けのマニュアル:

最終更新日:2021/11/07

1

はじめにーこのマニュアルを作ったきっかけー
■ 私は，卒業研究の過程で，農研機構様が開発・提供している「メッ
シュ農業気象データ」を利用する機会を得ました．その際，多くの
方のご協力を得てPythonによるデータ取得とQGISによる可視化する
基本的な手順を身につけることができました．本マニュアルは，
初めて利用する場合を想定し，事前知識がなくても研究へスムーズ
に取り組めるよう，私自身の備忘録も兼ねてまとめたものです．
– 本マニュアル作成にあたり，「メッシュ農業気象データマニュ
アルVer.4」を参考にさせて頂きました．国立研究開発法人
農業・食品産業技術総合研究機構 農業環境変動研究センターの
皆様にお礼申し上げます．

– またSlackにて，Pythonで入手したデータをQGISで表示する方法
をご教示頂きました，佐々木華織様，大久保さゆり様に感謝
申し上げます． （続く）

2
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■ このマニュアルは，「農研機構メッシュ農業気象データシステムから
Pythonを使用してCSVファイルを入手しそれをQGISで可視化する手順」
を示すことにのみ特化しています．

– この範囲を超えた使い方については，最終ページに記した参考文献，
インターネット情報や参考書などをご参照ください．

– 本マニュアルを作成した2021年11月07日現在，URLリンクやプロ
グラムの動作を確認しておりますが，これらは将来変更される可能
性 が あ り ま す ． こ の 点 を 予 め ご 了 承 頂 き ，
自己責任のもとで進めて頂けますよう，お願い致します．

■ 注意事項 ※以下の記述は農研機構様との打ち合わせに基づいたものです．
必ずご確認下さい．

– このマニュアルで引用しております農研機構様作成の資料，およびプログ
ラム類の著作権は，農研機構様に帰属します．ご利用の際は，必ず出典を
明記してください．
例「メッシュ農業気象データおよび配布されるプログラム○○○を利用した」

– メッシュ農業気象データの登録利用者向けに公開されているファイル
（WS211.zip，GISworks.zip）については，第三者への配布をお控え下さい．

– GISworks内には外部機関の著作物を含みます．参照される際は，資料内の
記載を必ずご確認下さい．

（続き）

3

このマニュアルの流れ

プログラミング
言語Pythonを用いて
CSVファイルを
出力

【1】Python編
スライド5-20

【2】QGIS編
スライド21-52

・①で出力した
CSVファイル

・日本地図を表示
できるshapeファイル

をQGIS上で読み込み，
地図上にメッシュ
気象データを
載せる

完成!
スライド53

ここでは一例として，北海道の積雪深
分布を可視化する方法を示します．

4
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農研機構メッシュ農業気象
データをQGISにて表示する

【1】PythonによるCSVファイル出力編

5

【1】PythonによるCSVファイル出力編

ここでは，Spyder（Python のプロ
グラムを作成したり、それを実行
したりするための統合ソフトウェ
ア）で実行し，気象要素が収録さ
れたCSVファイルを出力します．

目標:農研機構メッシュ農業気象データシステムから気象要素の
CSVファイルを出力する．そのために，統合開発環境
Spyder上にて，プログラミング言語Pythonを実行する．

Spyderでプログラムを実行した画面

※本マニュアルでは，Spyder上で Python3.8.5 によるプログラミングを想定しています．
バージョンが異なる場合，画面表示が異なる可能性があります．この点，ご了承ください．

6
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事前準備をお願いします
■ 統合開発環境「Spyder」のインストール

「Python利用環境構築ガイド」
(https://amu.rd.naro.go.jp/wiki_open/lib/exe/fetch.php?media=Python%E5%88%A9%E7%94%A8%E7%92%
B0%E5%A2%83%E6%A7%8B%E7%AF%89%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89.pdf）)

を見ながら，統合開発環境「Spyder」をインストールしてください．
これ以外の方法で行うとプログラム実行の際エラーが発生する可能性があります（経験談）．

■ 実習用プログラムのダウンロード
「農研機構メッシュ農業気象データ公開用ページ(公開版Wiki)(https://amu.rd.naro.go.jp/)

>農研機構メッシュ農業気象データシステム

>サイトマップ「登録利用者向けページ(利用者限定版Wiki)」

>メッシュ農業気象データ利用講習会「第211回農林交流センターワークショップ(2018年6月28-29日)
の概要」より，

実習用プログラム「WS211.zip」をダウンロードしてください（次頁に続く）
↑次頁でも注意書きしますが，本マニュアルでは「WS211(5)」として紹介させていただきます

※このダウンロードを行うには，農研機構様に「メッシュ農業気象データ利用申請」を行う必要があります．
申請していない場合は同サイトマップ「利用上の注意・利用手続き」をよく読んだ上で、「新規利用申請」から利用申請をして

ください（利用できるまでに数日かかります）．
7

★実習用プログラムのダウンロード（続き）
「WS211」(今後「WS211(5)」としま
す)のzipファイルをデスクトップに移動
させ，展開します．

※(5)はDL回数によってついてしまったものなので
全員にカッコ数字がつくとは限りません．気にしないでください

複数のメッシュ分布を作りたい場合，混同を
避けるため，新しいフォルダーを作成し，
ファイル名を「WS211(5)」のように変えて
も，あるいは別名に変えてしまっても大丈夫
です．
※自分自身で「WS211(5)」の場所が
把握できていればOKです． WS211(5)

WS211

GISworks

プログラミ
ングで使う
Python Files

メッシュ
の

色データ

都道府県
データ等

ファイル内容

QGISでの作業
で使う

QGIS Project

Zipファイル

展開後

ダウンロードが問題なく１回
で済んだ方はカッコ数字は
つきません．
ただし，カッコ数字がある方
が識別しやすいです（後述）．

8
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1.統合開発環境Spyderを開く

※2021年9月16日に農研機構の推奨DL方法
が変わったため，この画像とはメニュー一覧
の並びが異なる可能性があります．

Windows10の左下「スタート」→「Spyder」を開きます．

9

★Spyderを開いたときの画面

プログラムを書く場所

結果表示場所

変数を確認する場所

実行ボタン

Pythonファイルのタブ

Python
ファイル
を開く

Pythonファイルの
格納されている
フォルダを開く

色々なメニュー
(時間のある時に
見てみてください)

主要部分の説明です．

10
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2．ディレクトリを選択
1．右上のフォルダ
アイコンをクリック

2．デスクトップ
（Pythonファイルが
格納されている
フォルダ

「WS211(5)」のある
場所）を選択

3．「WS211(5)」
(Pythonファイルが格納されて
いるフォルダ)を1回クリック

【重要】間違えて”WS211(5)”の中身である”WS211”や”QGISworks”フォルダを選択しないように!!
(Pythonファイルの格納されていないフォルダを選択しても動かない)

ちなみに，試しにもう2回開くと”QGISworks”のみが表示される画面になりますが，
その下にあるはずのPythonファイルが無くなっているように見えますが大丈夫です

ここではフォルダしか見えない仕様になっているので，Pythonファイルがなくても大丈夫です．

4．「フォルダの選択」
をクリック

11

3．実行するPythonファイルを選択

12

1．「ファイル」をクリック
コンソール

（実行状況はここで確認）

2．Pythonファイル 2種類
（「aet6.py」と「AMD_Tools3.py」）
をそれぞれダブルクリックで開く

Pythonファイルの
中身がここに
表示される

aet6.pyの例

8



★2つのファイルを開いたあとの画面

(もしあれば)
使わないファイルは
削除してOK

2つのファイルが
タブに表示される

「aet6.py」を表示しているときの画面

ここで「AMD_Tools3」
をクリック

→次頁へ

13

4．「AMD_Tools3」にて ID・パスワードを入力

1.「AMD_Tools3」が選択され
ていることを確認（今回は白
背景になる）

2．“”の間に必要事項を入力
USER=”利用者ID”
PASSWORDS=“パスワード”
(農研機構から通知されたもの)

4.「aet6.py」
をクリック

→次頁へ
3.保存する(Ctrl+Sでよい)

14
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5. 「aet6.py」にて
「気象要素」「期間」「場所」を選択

気象要素

期間

場所

各県単位の範囲については，
メッシュ農業気象データの
ホームページより，
サイトマップ（目次）>・
土地利用データに関する事
で参照できます．

北海道全域+青森県
一部を指定したい場合

緯度 経度
[ 40, 46, 139, 146]
から まで から まで
の範囲の気象要素を取得する

ここでは，2021年3月1日における北海道全域の積雪深データを取得する例を示します．

[ “2021-03-01”,” 2021-03-01”]
から まで

の期間の気象要素を取得する
(“”の間に年‐月‐日，年は4桁月日は2桁)

入力すべきは
この3つの要素だけ!

該当する気象要素の記号を入力
（今回は積雪深なので ”SD”）
※ 2021年8月23日現在
農研機構メッシュ農業気象データ
公開用ページ(公開版wiki)に記載

15

6.  プログラムの実行

緑色の△(実行ボタン)
を押す

16
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★処理中の画面（右下）
←1．白い文字の
羅列が表示される

1

2

成功例

2．緑文字 In[2] があり→
かつその上の文章が全て
白文字であれば処理完了

余計な空白等がないか確認してください
（#のメッセージを入力した場合など）．
また，緯度経度に関するエラーについては，
正しく打っているのにもかかわらずエラーが
出る場合，一旦Spyderを閉じて再び入ってか
ら実行するとうまくいく場合があります． 失敗例

先頭赤文字で
エラーメッセージ

17

7．CSVファイルの出力

新しいファイル等
ができている!

CSVファイル
「Temp-map_TS」
↑をこの先のQGIS編にて使用

内容
・3次メッシュコード
（それぞれのメッシュに割
り振られた数字）
・緯度
・経度
・指定した期間分の
気象要素の値

※他ファイルは今回使用しませんが，詳細は
「第211回農林交流センターWS『メッシュ農業気象データ利用講習会』テキスト」に記載されています（URLは最終ページ） ．

この５つは
使わない

注!「WS211(5)」
の中の「WS211」

フォルダ「ws211(5)」内に他にもcsvファイル
(例:日付など条件を変えたもの)を作る場合は，
ここでCSVファイルを別名に変更してから，
手順5に戻って作業してください!!
（同名のCSVファイルは上書きされて

しまいます…p18補足参照）
18

これのみを使う

エクスプローラー（デスクトップ）より，
「WS211」を開く．

11



★ここで，CSVファイル「Temp-map_TS.csv」の
名前を変更します．

「Temp-map_TS.csv」
→「20210301_SD.csv」

に変更

名前変更しなくても進めますが
名前を変更するメリット
・どのような気象要素をまとめた
ファイルかがすぐに分かる
・間違えてSpyderの実行ボタンを押し
てしまった際にファイルが上書きされ
ずに済む（p19補足参照）

19

★補足
• 「Temp-map_TS.csv」ができた後，名前を変更し，その後Spyderで別の新しい計算を
行うと，その新しい計算結果を反映した「Temp-map_TS.csv」が新たに生成されます．

• この方法は，下の例のように同じフォルダ内に複数CSVファイルを生成したいときに
便利です．ただし，名前を変更せずに別の新しい計算を行うと，前の計算結果が上書
きされますので，ご注意ください!!

実際に同じフォルダ内に複数生成した応用例

「20210302_SD」,
「20210301_SD」
名前をつけた

CSVファイルを
同フォルダに
複数保存できたさらに新しく作られ

たCSVファイル
「Temp-map_TS」

(内容は2021年3月3日の
積雪深データです)

Python編終わり!
QGIS編へ

20
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農研機構メッシュ農業気象
データをQGISにて表示する

【2】QGISによるデータの可視化編

21

【2】QGISによるデータの可視化編

ここでは，【1】PythonによるCSVファイル出力編で
準備したCSVファイルと，都道府県・市町村などの
shpファイル(GISで使用する空間要素ファイル)を用い
て，これらをQGIS上で可視化する方法を記します．

目標:Pythonを使って入手したCSVファイルをQGISで可視化する

作成例（積雪深分布図）

【重要】本マニュアルで利用するQGISのバージョン
は「QGIS 3.16.7」です．これとバージョンが異な
る場合，画面表示が異なる可能性があります．

22
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事前準備をお願いします
■ QGISのインストール
インストールしていない場合，

QGISのウェブサイト(https://qgis.org/ja/site/forusers/download.html)より，
Standalone installers (MSI) from OSGeo4W packages (recommended for new users)

>「⾧期リリース（最も安定）」
をインストールします(Windows10の場合)．
※本マニュアルではQGIS 3.16.7を使用しています．他のバージョンでも操作可能ですが，
バージョンがかけ離れすぎている場合，画面表示や用語が大きく異なることがあります．

■ 実習用プログラムのダウンロード
本マニュアルでは，【1】Python編 でダウンロードしたものと同じ「WS211(5)」を
引き続き使用します．もし【1】を実施されていない方は，お手数ですが本マニュ
アルスライド4－5の手順「■実習用プログラムのダウンロード」をお願いします．

23

★QGISのインストール方法で
困ったときは

■ 「QGISセットアップガイド」を参照する
農研機構メッシュ農業気象データ 公開用ページ（公開版wiki）
>農研機構メッシュ農業気象データシステム
>サイトマップ（目次）
>登録利用者向けページ（利用者限定版Wiki※）※利用申請が必要
>第211回農林交流センターワークショップ(2018年6月28-29日)の概要
>インストールガイドブック「QGISセットアップガイド」
を参照し，「2」まで進んでください．

※説明に用いられているQGISのバージョンは現在のものよりもやや前のもの
ですが，少しの読み替えで現在でも対応します（2021年11月現在）．

24
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★このときの注意点

「GISworks」フォルダの中身に関連したファイルは，農研機構様に
よる工夫により，誰でも使いやすいように整理されたテンプレート
になっております．従いまして，本マニュアルではこのフォルダ内
にあるファイルのみを使用することを推奨します．

※例えば，「北海道のみ」の地図を独自にDLして作成しようとする
と，後にメッシュデータを載せる際，想定外のトラブルが発生
することがあります．

25

1．QGISのファイルを開く

「GISworks」フォルダ（デスクトップ>WS211(5)>WS211>GISworks）を
開き，「QGIS表示例」QGIS projectファイルを実行します．

実行

26
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２．利用できないレイヤの処理
1．shpファイル
この例では「市区町村界v72」「都道府県界v72」
の2つについて，Ctrlキーを押しながら選択

2. 「自動検索」を押す

3.「利用できないレイヤを保持する」を押す

27

★日本地図が現れる

読み込んだshpファイル（一例）
「市区町村界v72」:
2014年地点の市区町村界データ(ベクタ形式)
「都道府県界v72」:
都道府県の県境データ(ベクタ形式) 順序入れ替え

上にあるほど，優先
順位が高くなります．
レイヤが多いほど，
ありがたみが分かり
ます．

チェックマーク
つけると表示，外す
と非表示になります．

それぞれ
「レイヤ」という

28
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3．名前を付けて保存

3.名前をつける
(今回は「20210301_SD」

とします)

4.保存

左上「プロジェクト」より「名前を付けて保存」を選択し，ファイルを保存します．

1.プロジェクト

2.名前を付けて保存

29

★名前を付けて保存のメリット（?）

保存時は「名前を付けて保存」にしましょう!
これは元ファイル（QGIS表示例）を変更せず，
そのまま残すためです．
例えば，「20210301_SD」以外のファイルを作
成したいときは，これまでに示した1~3の手順
で「名前を付けて保存」をすることにより，
フォルダ内に新しいファイルを作成できます．

当たり前のことですが，大事なことなので，補足します!

30
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4．CSVテキストレイヤの追加
ここでは，北海道全域が見えるようにした後，CSVテキストレイヤを追加します．

1.レイヤ

2．レイヤを追加
3．CSVテキストレイヤを追加

31

★詳細画面 1.「…」をクリック

3．開く

4．Spyderの
場合はUTF-85．CSV(コンマ…)

6．CSVファイルの1行目
に凡例を入れているかど
うか※(今回はなし)

6．「ポイント座標」
xにfield3(経度)
yにfield2(緯度)
zにfield4(積雪深)

緯度 経度 積雪深メッシュ
コード ※CSVファイルの1行目に

凡例を入れてから
読み込んでもOK

(英語推奨…日本語だと文字化けする)

7．ジオメトリのCRS(座標系):
「EPSG:4612-JGD2000」
(地理的座標系)

8．「追加」をクリック

2. 
「20210301_SD.csv」
を選択
(デスクトップ

>WS211(5)>WS211
>20210301_SD)

32
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★座標の位置で点がプロットされる

“20210301_SD”
(今読み込んだ

CSVファイルのデータ)
が一番上になっているか?
※一番上以外にあると，地図の下敷
きとなるため，画面上は下に隠れて

見えません．
陸地上のひとつひとつの
プロットに積雪深データ
が組み込まれています

※湖です
この上に
気象データは
ありません

33

5．3次メッシュ（1km四方）の色分け

1．「20210301_SD」
を右クリック

2．「プロパティ」
をクリック

3．「スタイル」を
クリック

4．「スタイルを読み込む」
をクリック

34
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（続き） スタイルデータ（色データ）の選択
5．「…」
をクリック

6．「mesh-color-700to1600黄赤」を選択
(デスクトップ>WS211(5)>WS211>GISworks>スタイルデータ)

7．開く

8．「スタイルを
読み込む」
をクリック

35

★レイヤプロパティで凡例作成

2．カラーランプ
メッシュの色合いを決めることができる．今
回は「blues」にした．色の反転等も可能なの
で，右の▼を押して確かめてほしい．

1．z軸の要素（field_4)
(今回は積雪深を表す)を選択
※今回は自動的に選択されるので大丈
夫だが，CSVファイル内にメッシュ
コード，緯度経度，気象要素以外の列
があった場合(5列以上になっている)
はここは自動選択されない（値の入っ
ていない幻の「field_4」が代わりに入
る）ので，スライド28の６でz軸 に選
んだ要素をここで選択し忘れると色分
けがうまくいかない．注意．

3．値
各列をクリック，
各メッシュの色の
最大値，最小値を
入力

一番濃い青は
“>200”にしたいので

上限値はありえないほど高い数値
に設定してみた(この”999999”は
凡例として表に表示されない)

4．凡例
各列をクリック，
各メッシュの
色の凡例を入力

図に凡例を載せた時に
載る数値

5．クラス
メッシュの色分けの個数．
今回は5．

【参考】
ここで「対象分類」を有効に
し，かつ例えば「対称軸にな
る値」を０にすると，0を中心
とした対称な分布ができる．

6．「OK」をクリック
【参考】試しに色合いを
確認したいときはここ．

青色基調，凡例50㎝区切りで積雪深のメッシュ分布を作成

今回は50cm刻みで

36
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★画面上に北海道の積雪深分布が表示された!

一連の作業を終えた後のQGIS編集画面

今回は50cm刻みで
設定

37

★背景の地図や境界線の濃さを変えたいとき

1．「市区町村界…」
を右クリック

2．「スタイル」
をクリック

3．一番白いところ
をクリック

→ここでは北海道の
地図が白くなる

前頁における緑色の地図の部分を白く，かつ市区町村の境界線を薄くしたいとき．

4.「シンボルの編集」
をクリック

5．不透明度を決める
(今回は20%)

このために，一旦白色地
図が「都道府県界…」の
色になりますが，気にし

ないでください

5．「OK」をクリック
38
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★地図の色の変更例
「都道府県界」に関しても手順3までと同様に行い，閉じると下記のようになります．
※そもそも市区町村界の表示がいらない，という場合は「市区町村界…」をレイヤ一覧の
一番下に配置，あるいはチェックマークを外してください．

一連の作業を終えた後のQGIS編集画面 39

6．印刷レイアウトの作成
印刷レイアウト画面を開くと，地図に凡例をつけたり，仕上がった図を画像データとして保存する
ことができます．Ctrl+Pを押し，まず印刷レイアウトの名前を付けます．

後に地図を画像として
保存する際，名前を
変更できるので，ここ
では適当なものでOK．

1．任意の名前をつける

2．「OK」をクリック

QGIS編集画面 40

22



7． 図の描画

1．「地図」
をクリック

2.十字カーソルを
左上に合わせる

3.右下まで
ドラッグ

スライド37の図が描かれた

印刷レイアウト画面

41

★描画エリアの大きさ・
配置を変えたいとき
下記のように「印刷レイアウト」画面を最小化してください．
一旦QGISの画面に戻り，縮尺の変更や地図の移動をします!
★注!間違いやすいのが左の操作で，これはNGです!

ここで「印刷レイアウトを作成」を実行し
てしまうと後で複雑になります! 同名の
タイトルを作れないため，後に名前を
何度も考えなければならなくなります!

【位置のずれ】
手のアイコンを押して
この画面の地図を
ドラッグし，位置調整

「印刷レイアウト」画面で
図が小さいな…あるいは
ずれているな…と思ったら

【図の大きさ】
「拡大」の倍率を変えてEnter
を押し，大きさ微調整

調整後，「印刷レイアウト」画面に戻る

印刷レイアウト画面
QGIS編集画面

「印刷レイアウト」画面を最小化し，
QGIS編集画面に戻る ↓タスクバーから

42
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（続き）
スライド41で作成した地図をクリックし，Deleteキーを押して図をいったん消去
します．
→スライド38の手順で，もう一度新しい図を描くことになります（例:下図）．

描き直した新しい図 43

8．凡例の追加
左のアイコンの中から「凡例を追加」をクリックします．

クリック

44
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地図上に矢印を移動させると十字カーソルが表示されます．これをドラッグし，凡例を作成します．

ドラッグ後，図上に凡例が現れる

1.十字カーソルを
地図上の好きな
ところに合わせる

2.ドラッグすると
凡例が出現

（続き）

45

★凡例のタイトル等を変更したいときは…

1．自動更新の
チェックを外す

次頁以降は
黄色枠部分を
抜粋して説明

印刷レイアウト画面

46
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★凡例のタイトル変更方法

2．好きな
タイトルに
変更する

3．△のボタン
を押す

1．変更したい
タイトルを
ダブルクリック

凡例のタイトルを
変更できた!

印刷レイアウト画面の右側を拡大した図

47

★凡例から不要な表示を削除する方法

1．削除したい要素
をクリック

(今回は
「市区町村界v72」)

2．「ー」ボタン
を押す

「市区町村界v72」
が消えた

同様に「都道府県界v72」も削除する
48
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★凡例を整えた後の画面

凡例を編集した後の印刷レイアウト画面
49

9．図を画像として保存
画像をPNG形式で保存します．
左上にある「画像としてエクスポート」のアイコンをクリックします．

クリック

印刷レイアウト画面 50
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★名前を付けて保存する

1．任意の名前にする
(印刷レイアウトの名前でOK)

この例では「GISworks」フォルダ内に保存する

2．「保存」をクリック

3．「保存」をクリック

51

（続き） 緑色の帯にこのメッセージが出れば
保存成功しています

エクスプローラーで確認
仕上がった図

52
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★分布図ができました!!

完成した「2021年3月1日の北海道内の積雪深分布」のメッシュ分布図
53

おまけ
”GISworks”フォルダは気象要素(農研機構メッシュ農業気象データ)に関する
あらゆるものを表現するのに応用できます．
★この図はスライド19で取得したCSVファイルを自分で編集（例えばExcel
の計算など）を加えたものを，スライド31「4．CSVファイルを読み込む」
により読み込み，図示したものです．

2020年12月～2021年3月の
北海道内の積雪深データをもとに作成した
「日積雪深の平年差」の分布

★ここまでご覧頂き，ありがとうございました．
54
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55

大変勉強になりました．資料をご提供頂き，ありがとうございました．

誤表記やお気づきの点がございましたら，下記までご連絡ください．shirakaw@mail.kitami-it.ac.jp （指導教員白川龍生）
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