［連載］フリーソフトによるデータ解析・マイニング 第53回

データキューブ㈱医療情報システム部主任

牧山 文彦（Makiyama

Fumihiko）

■琉球大学医学部大学院保健学研究科修了。女子栄養大学大
学院保健学研究科修了、保健学博士（学術）。琉球大学医学
部保健管理学助手、秀和綜合病院企画・電算室学術情報主任、
ちばなクリニック健康管理センター事務チーフを経て、2007
年４月より現職。E-mail：fumihiko.maki@gmail.com

1. Google EarthとGIS
Google EarthはGoogleが無料で公開している
ソフトである（図１）
。

析情報が公開されており、Google Earthは単な
るエンターテインメントの域を超えた可能性を
秘めたアプリケーションと言える。

Googleの検索技術と衛星航空写真、地図、地

さて、ご存知のように、Ｒ自体はGUIの機能

形や3Dモデルなどを組み合わせて、世界中の

が弱いため、単体で地理情報システム（GIS：

地理空間情報を利用することが可能で、現在、

Geographic Information System）を構築するこ

Windows版・Mac版・Linux版が公開されている。

とは困難であるが、GUI部分にGoogle Earthを

Google Earthはリリース以来、世界中で多数

利用し、複雑な空間統計処理をＲ側で実行させ

のコンテンツ オーバーレイ（KMLファイル）

ることができれば、強力なGISとして利用でき

が作成され、Web上で共有されてきた。

ると考えられる。

その中には、多くの有用な科学的データの解

図２は、Ｒを中心にGISを考えた場合のアプ
リケーション連携の概念図であり、ソフトウエ

図１ Google Earth

ア設計におけるMVC（Model, View, Controller）
モデルを応用したものである。
ViewにはGoogle Earthを、ControllerにはWeb
Browser、Excel、Rcommanderなどを利用し、Ｒは
Model部分を担う構成である。更にDataPool部分
には、File、SQLDB、ObjectDBなどが想定できる。
今回は、Google Earth（View）とＲ
（Model）
を直接連携させる部分について述べてみたい。
なお、事前にGoogle Earth[1]をダウンロードし
てインストールしておいてほしい。
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図２ アプリケーション連携概念図

図３ KMLの構造

2. KMLについて
Google Earthの標準フォーマットであるKML
（KeyholeMarkupLanguage）は、空間データの
表示に特化したXMLの一種である。XMLと言
うと複雑なタグに囲まれた文書を思い起こす人
もいるかもしれないが、簡単に言ってしまうと
TEXT文（文字列の集まり）に過ぎない。
Ｒでは文字列をコントロールする関数が多数

注） 今回利用したKMLタグに＊を付けた。
出典）KML 2.2 Reference (Beta): GoogleEarth, Google

用意されているため、KMLをプログラムで自
動作成するのはさほど難しくはない（もちろん
KMLのタグの構造を理解している必要はある）
。
図３には簡単なKMLの構造を示した。この

フォルダ内に置いてほしい。
用意ができたら、まずＲを起動し、
shp2kmlver035.txtを実行する。

ような、いくつかのタグの構造を理解していれ
ばベクターデータの表示も可能となる。
前回、maptoolsのクラス・オブジェクトの説
明をしたが、今回は更に一歩進めてShapeFile
からMapオブジェクトを作成した後、最終的に
KMLに加工して出力してみたい。

>source("C:/GISdata/shp2kmlver035.txt")
要求されたパッケージforeignをロード中です
要求されたパッケージspをロード中です
Shapefile type: Polygon, (5), # of Shapes: 2010
Shapefile type: Polygon, (5), # of Shapes: 39
Warning message:
maxの引数に有限な値がありません：-Infを返
します in: max(nchar(x[!is.na(x)]))

すなわち、「maptoolsによる地図の作成」の
回（2007年10月号）で作成した、「群馬県市町
村65歳以上高齢者比率（2006年）」の地図を、
Google Earth上に表示させる。

正常に実行されると、C:/GISdataフォルダ内
に、gunma.kmlが生成されるはずである。
このgunma.kmlをダブルクリックすると、
Google Earthが起動し、「群馬県市町村65歳以

3. プログラムの実行
まず、RjpWikiの「空間的なデータの分析」

上高齢者比率（2006年）」の3D塗りわけ地図が
凡例付きで表示される（図４）
。

[2]内に、テストデータとしてshp2kmlver035.txt

さて、しばらくは表示された3D地図を眺め

を用意したので、ダウンロードし、C:/GISdata

て楽しんでほしい。Google Earthは簡単な操作
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で、3D地図を斜めから見たり、回転させたり
することができる（図５）
。

明にすることも可能である（図６、７）
。
更に、Google Earthが標準で提供している道

また、拡大・縮小や、透過度をコントロール

路網、河川区間、湖沼域など多くのレイヤ情報

するバーを動かすことで、3D地図自体を半透

と重ね合わせることで、ある地域の特性を複数
の視点から吟味することもできる（図８）
。

図４ 3D塗りわけ地図
図７ 3D塗りわけ地図（透過）

図５ 3D塗りわけ地図（視点の変更・回転）
図８ 3D塗りわけ地図（レイヤの重ね合わせ）

図６ 3D塗りわけ地図（拡大）

4. コードの解説
さて、具体的にshp2kmlver035.txtの解説を行
う。表１にはその内容を示した。
¸

利用するデータの抽出

まず、ライブラリの宣言を行う。
>#library宣言
>library(maptools)
要求されたパッケージforeignをロード中です
要求されたパッケージspをロード中です
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表１ shp2kmlver035.txt
#library宣言
library(maptools)
#群馬県ShapeFileの作成（この部分は最初に１度実行するだけでよい）
jpn <- read.shape("C:/GISdata/japan_ver61.shp")
jpndata <- jpn$att.data
jpnpoly <- Map2poly(jpn,region.id=attr(jpn,"region.id"))
gunmadata <- subset(jpndata,jpndata$PREF=="群馬県")
gunmapoly <- subset(jpnpoly,jpndata$PREF=="群馬県")
write.polylistShape(gunmapoly,gunmadata,"C:/GISdata/gunma61")
#デフォルトパラメータ
PolygonColor<-"7f00ff00"#Polygon色 aa:アルファチャンネル bb:blue gg:green rr:red
LineColor<-"ff00ffff"#Line色
Fill<-"1"#ポリゴン内部を塗る 1:true 0:False
Outline<-"1"#アウトライン化 1:true 0:False
Latitude<-36.5 #latitude
Longitude<-139 #longitude
Range<-160000 #視点の高度
Altitude<-"0" #ポリゴンの高度
#KMLタグ
XMLH<-c("<?xml version=¥"1.0¥" encoding=¥"UTF-8¥"?>")
KMLH<-c(XMLH,"<kml xmlns=¥"http://earth.google.com/kml/2.2¥">")
KMLF<-"</kml>"
DOCH<-c("<Document>","<Folder>","<name>","gunma","</name>")
DOCF<-c("</Folder>","</Document>")
LNSTYL<-c("<LineStyle>","<color>",LineColor,"</color>","</LineStyle>")
OUTLN<-c("<outline>",Outline,"</outline>")
FIL<-c("<fill>",Fill,"</fill>")
POLYSTYL<-c("<PolyStyle>","<color>",PolygonColor,"</color>",OUTLN,FIL,"</PolyStyle>")
STYL<-c("<Style>",LNSTYL,POLYSTYL,"</Style>")
PLMKH<-c("<Placemark>","<name>","","</name>",STYL)
PLMKF<-c("</Placemark>")
EXTR<-c("<extrude>1</extrude>")
ALTI<-c("<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>")
POLYH<-c("<visibility>1</visibility>","<Polygon>",EXTR,ALTI,"<outerBoundaryIs>","<LinearRing>")
POLYF<-c("</LinearRing>","</outerBoundaryIs>","</Polygon>")
COODH<-"<coordinates>"
COODF<-"</coordinates>"
#視点タグ
LAT<-c("<latitude>",Latitude,"</latitude>")
LON<-c("<longitude>",Longitude,"</longitude>")
TLT<-c("<tilt>0</tilt>")
RENG<-c("<range>",Range,"</range>")
LOOKAT<-c("<LookAt>","<heading>0</heading>",LAT,LON,TLT,RENG,"</LookAt>")
#オーバーレイ
SCRNAM<-c("<name>","Legend","</name>")
SCRHRF<-c("<href>","C:/GISdata/Legend.png","</href>")
SCROVRXY<-c("<overlayXY x='0' y='1' xunits='fraction' yunits='fraction'/>")
SCRXY<-c("<screenXY x='0' y='1' xunits='fraction' yunits='fraction'/>")
SCRSIZ<-c("<size x='0' y='0' xunits='fraction' yunits='fraction'/>")
SCROVR<-c("<ScreenOverlay>",SCRNAM,"<Icon>",SCRHRF,"</Icon>",SCROVRXY,SCRXY,SCRSIZ,"</ScreenOverlay>")

次に全国市区町村行政界ShapeFile（ver61）か
ら群馬県行政界を切り出して保存する。
>#群馬県ShapeFileの作成
>jpn <- read.shape("C:/GISdata/japan̲ver61. shp")
Shapefile type: Polygon, (5), # of Shapes: 2010
>jpndata <- jpn$att.data
>jpnpoly <- Map2poly(jpn,region.id=attr(jpn,
"region.id"))
>gunmadata <- subset(jpndata,jpndata$PREF==
" 群馬県")
>gunmapoly <- subset(jpnpoly,jpndata$PREF==
"群馬県")
>write.polylistShape(gunmapoly,gunmadata,
"C:/GISdata/gunma61")
Warning message:
maxの引数に有限な値がありません：-Infを返します

これで、C:/GISdataフォルダ内に群馬県の
ShapeFileが作成された。
次に、KMLを作成するための基本的なパラ
メータおよびタグの生成を行っている。細かい
解説は省くが、ポリゴンの色や視点の設定を行
い、パラメータをKMLタグに埋め込み、KML
の文字列を作り出している。KMLの色の指定に
は16進数を用いているが、Ｒにおける16進数の
色の指定とは順番が異なっているので注意を要
する。
次に、先ほど作成した群馬県のShapeFileを
読み込んでみる。
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#群馬県ShapeFile読み込み
Mapobject<-read.shape("C:/GISdata/gunma61.shp")
Mapdata<-Mapobject$att.data
#群馬県表示データの読み込み
aged <- read.delim("C:/GISdata/agedprop.txt")
Mapdata <- merge(Mapdata,aged,sort=F,by="JCODE")
#レジェンドデータの作成
DD <- Mapdata$AP2006
cutnum<-16
classes <- cut(DD,seq(min(DD),max(DD),length=cutnum+1),include.lowest=T)
cols <- rev(heat.colors(cutnum))
cols<-substr(cols[classes],2,9)
cols<-paste(substr(cols,7,8),substr(cols,5,6),substr(cols,3,4),substr(cols,1,2),sep="") #色をKML用へ変換
LegColor<-data.frame(classes=classes,col=cols)
#Mapdataへのレジェンドデータの結合
Mapdata <- cbind(Mapdata,LegColor)

>#群馬県ShapeFile読み込み
>Mapobject<-read.shape("C:/GISdata/gunma61. shp")
Shapefile type: Polygon, (5), # of Shapes: 39
>Mapdata<-Mapobject$att.data
これで、群馬県ShapeFileが読み込まれ、
Mapdataという属性データ（DBFデータ）が作

ここで作成しているのは、KMLポリゴン用
の塗りわけ色（16階調）のデータである。
»

KML行政界ポリゴンデータの作成と出力
さて、前処理が終わったところで、実際に

KML行政界ポリゴンデータを作成する。ここ

成された。

ではS3MapObjectを利用してポリゴン点を抽出
¹

表示用データのインポート
次に、表示用データのインポートを行い、

するため、２重ループにて抽出処理を行い、市
町村名やポリゴンの高さを生成しながら、同時

MapdataにJCODEでMergeする。

にKMLタグを生成し、生成した文字列を結合

>#群馬県表示データの読み込み
>aged <- read.delim("C:/GISdata/agedprop.txt")
>Mapdata <- merge(Mapdata,aged,sort=F,by=
"JCODE")

させている。
その後、画面にオーバーレイする凡例のPNG
画像を生成し、gunma.kmlに書き出している。
この部分は複雑でわかりにくいかもしれない

º

凡例（レジェンド）用データの作成
次に、レジェンド用データの作成を行い、

Mapdataと結合させる。

が、要はMapObjectからポリゴン点を取り出し
て、KMLタグの<coordinates></coordinates>に
入れているに過ぎない。その過程で、色や高さ
等のタグを付加しているだけである。

>#レジェンドデータの作成
>DD <- Mapdata$AP2006
>cutnum<-16
>classes <- cut(DD,seq(min(DD),max(DD),length
=cutnum+1),include.lowest=T)
>cols <- rev(heat.colors(cutnum))
>cols<-substr(cols[classes],2,9)
>cols<-paste(substr(cols,7,8),substr(cols,5,6),
substr(cols,3,4),substr(cols,1,2),sep="") #色を
KML用へ変換
>LegColor<-data.frame(classes=classes,col=cols)
>#Mapdataへのレジェンドデータの結合
>Mapdata <- cbind(Mapdata,LegColor)

78 ● ESTRELA

2007年12月
（No.165）

また注意する点としては、高齢者比率のデー
タを用いてポリゴンの高さ（高度）を生成する
コード「Altitude<-Mapdata＄AP2006[j]* 500」が
あるが、これは高齢者比率に500を乗じた値を
生成してポリゴンの高さにしている。
この計算式は、あくまでも見やすい例として
作成したものであるため、他の計算式でいろい
ろ試してみるのもよい。
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#KML行政界ポリゴンデータの生成
#ShapeObjtct数取得
n<-length(Mapobject$Shapes)
xxx<-NULL
for(j in 1:n){
x9<-NULL
#Object内のポリゴン点の数取得
n2<-length(Mapobject$Shapes[[j]]$verts[,1])
#Object内の複数ポリゴン（島など）に対応するリストの取得
n3<-Mapobject$Shapes[[j]]$Pstart
n31<-c(n3,n2) #最終点追加
#Object内の分離されたポリゴン数取得
n4<-length(Mapobject$Shapes[[j]]$Pstart)
#Objectに対応する市町村コード取得
jcode<-as.character(Mapdata$JCODE[j])
#ポリゴンの高さを設定
Altitude<-Mapdata$AP2006[j]*500
#ポリゴンの色（塗り、線）の指定
PolygonColor<-as.character(Mapdata$col[j])
LineColor<-as.character(Mapdata$col[j])
POLYSTYL<-c("<PolyStyle>","<color>",PolygonColor,"</color>",OUTLN,FIL,"</PolyStyle>")
LNSTYL<-c("<LineStyle>","<color>",LineColor,"</color>","</LineStyle>")
STYL<-c("<Style>",LNSTYL,POLYSTYL,"</Style>")
#Objectに対応する市町村名取得（s-jis=>utf-8変換)
FolderName<-iconv(as.character(Mapdata$TOWN2[j]),"CP932","UTF-8")
FolderName2<-paste(jcode,FolderName,sep="")
#市町村＆市町村コードをPlacemarkの名前に追加
PLMKH<-c("<Placemark>","<name>",FolderName2,"</name>",STYL)
#Object内の複数ポリゴン処理（島処理）
xx=NULL
for(i in 1:n4){
x8<-NULL
x<-Mapobject$Shapes[[j]]$verts[(n31[i]+1):n31[i+1],1:2]
x[,1]<-rev(x[,1]) #ClockWiseの修正（ポリゴン点を時計回りに修正）
x[,2]<-rev(x[,2]) #反時計回りだと透過しない（黒くなる）ため。
x2<-cbind(x,paste(as.character(x[,1]),",",as.character(x[,2]),",",Altitude,sep=""))
x3<-x2[,3]
x4<-c(PLMKH,POLYH,COODH,x3,COODF,POLYF,PLMKF)
x5<-c(xx,x4)
xx<-x5
}
x6<-c(xxx,x5)
xxx<-x6
}
x7<-x6
x8<-c(KMLH,DOCH,x7,SCROVR,DOCF,KMLF)
x9<-paste(x8,sep="",collapse=" ")
#オーバーレイ用凡例画像出力
png("C:/GISdata/Legend.png",width=160,height=350,bg="black",pointsize=10)
par(mai=c(0,0,0,0))
FieldLabel<-iconv(" 高齢者比率(65)","","CP932")
legcols <- heat.colors(cutnum)
plot(1:5,0:4,ann=F,type='n')
legend(1,4,legend=names(rev(table(classes))),fill=legcols,title=FieldLabel,bg="black",text.col="white",cex=1.3,)
text(3,0,labels="群馬県(2006)",col="white")
dev.off()
#KML出力
write.table(x8,"C:/GISdata/gunma.kml",quote=F,append=F,col.name=F,row.name=F)

以上、Google Earthとmaptoolsを用いて3D地

直接KMLを作成したが、ＲのXMLパッケージ

図の作成を行った。このように、Google Earth

を利用することで、タグ処理の部分を簡素化す

を出力系に用いると、表現の幅が大きく広がる

ることも可能だと思われる。

ことがわかると思う。
更に、出力されたKMLはWebを通じて公開
できるため、研究成果を公開していく手段とし
ても有用である。
今回のプログラムは、タグを文字列で生成し
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