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はじめに 

ArcSDE®9.1及び ArcGIS Desktop 9.1ファミリーのリリースにより、ArcGISではラス

タ データセットをより容易にかつ効果的に利用できるようになりました。ArcGIS が

ラスタ データセットをサポートするために追加された新機能としては以下のような

ものがあります。 

 

 ラスタ データセット／ラスタ カタログをジオデータベースとしてフルサポート 

 ラスタ カタログをイメージ単位でレンダリング 

 ArcSDEの新規ラスタ データセット機能 

• 部分ピラミッド更新機能 

• JPEG 2000圧縮方式をサポート 

 

本ドキュメントでは、ArcSDE 9.1 のラスタ データのサポートに関する基本概念、実

例、製品概要について解説します。特に、ArcSDE が提供するクライアント/サーバ環

境における効率的なラスタ データセットの格納/検索方法について焦点を置いて説明

します。また、適宜、SDEラスタ データセットの最適なロード/格納/検索について紹

介します。ArcSDEに格納されたラスタ データセットにアクセスできるのは、ArcGIS 

Desktop 9.1、または ArcSDE Java™及び C APIや ArcObjects™ COM APIで開発され

たアプリケーションになります。 

 

参考資料 
• ジオデータベース設計ガイド 

• ArcSDE概要 

• ArcSDEサービス管理ガイド 

• ArcSDEチューニング ガイド（各データベース対応） 

• ArcSDE Developer Help 

• ArcObjects Developer Help 
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• ArcGIS 8.3 から 9.0 へジオデータベース ラスタをアップグレードする方法 

（ESRI技術資料） 

• Managing a Raster Database （ESRI技術資料 *英語） 

各資料の参照先に関しては、「付録 A 参考ドキュメント」で紹介しています。 

 

ラスタ データをデータベースに格納する理由 
マルチユーザ アクセス 

多くのユーザが同時に同じラスタ データセットにアクセスする場合、ラスタ データ

セットをファイルで格納するより、最適にチューニング、集中化されたデータベース

に格納する方がより良いパフォーマンスが得られます。 

 

データ管理 

データベースを利用することにより、ラスタ データやベクトル データや表データを

含むすべての GIS データを統合して管理し、利用することができます。また、シーム

レスで（例：北米全域の 30メートル DEM）非常に容量の大きいラスタ データセット

（数ギガバイト～テラバイト）にアクセスすることも可能です。 

 

データ セキュリティ 

データベースのセキュリティ機能を利用することで、多階層のデータ アクセス管理な

どのデータ セキュリティを確立し運用することが可能になります。ユーザにそれぞれ

の業務内容に適したイメージ データのみへのアクセス権限を与えることができます。 

 

データ検索 

データベースは、共通のクエリ環境を提供します。特定の期間や特定の対象に関連す

る領域のすべてデータを表示するようなクエリを実行することができます。 

 

ArcSDEラスタ データの利用 
エンタープライズ GISのベースマップ（施設管理、自治体 等） 

ある水道管理会社では、長年蓄積してきた水道管の紙地図やマイラー図をベクタ デー

タ編集作業用のシームレスな背景図として提供しています。すべての図面は 1 bit TIFF

画像としてスキャンされ（約 3000 イメージ、40GB）ArcSDE を使用してシームレス

な背景図として集中管理され、ArcMap™ユーザに提供されています。ユーザはこの背

景図を元にベクタ データの新規作成や編集作業を行い、施設データのベクトル デー

タ化を効率的に実行することができます。 
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データ管理／配信（データ プロバイダ） 

ある政府機関では衛星/リモートセンシング データの集中管理を行い、機関の職員や市

民が必要なイメージ データに容易にアクセスできるよう整備を行っています。イメー

ジ データはダウンロード可能なフォーマットで整備されると共に、Webサイトを通し

て常にオンラインで閲覧できるように整備されます。データフォーマットには Digital 

Orthophoto Quarter Quadrangles（DOQQ：8 bit、3バンド、 1m）を採用し、ArcSDE

によって約 1TBのイメージ データとして管理されています。このラスタ データベー

スには衛星や航空機によって収集された最新のデータも今後追加されていきます。 

 

フィーチャ属性（施設管理、不動産、自治体） 

ある組織では、空間フィーチャに関連した写真などを所有しています。これらの写真

には、土地区画に関連した家屋の写真や、水道施設に関連したポンプやバルブの写真

などがあります。これらの写真データもラスタ データとして ArcSDEによって管理す

ることができます。 

 

ラスタの基本概念 
カバレッジやシェープファイルなどのベクトル データは、線、点、面によって地理フ

ィーチャを表現します。イメージやグリッドなどのラスタ データは、実世界を「セル」

と呼ばれる個別の矩形に分割することによって地理フィーチャを表現します。セルは

グリッド状に配置され、各セルは、原点からの相対的な位置座標と観測されたフィー

チャを説明する値を持ちます。たとえば、航空写真のセルの値は、地表面の光の反射

量をあらわします。 

 

ラスタ データには、単一バンド（ある対象の 1 つ特性を測定したもの）とマルチ バ

ンド（ある対象の複数の特性を測定したもの）があります。ラスタ データからレイヤ

を作成するとき、単一バンドを表現するか、マルチ バンドからカラー合成を形成する

かを選択することができます。たとえばグレースケールの航空写真画像は地表面の光

の反射量レベルを測定したものです。衛星画像は一般的にマルチ バンドで、地表面か

ら反射される電磁スペクトルの可視光線、赤外線、紫外線など、エネルギーのさまざ

まな波長を表現しています。 

 

ラスタ データは、セルに格納可能な色番号を持ちます。これは、ビット深度または色

階調と呼ばれます。1ビットのイメージでは、白と黒の 2つの色を表現できます。8ビ

ットのイメージは、256（2の 8乗）色を表現できます。ビット数が多いほど、表現可

能な色数が増えますが、データ容量が大きくなります。 
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ラスタ データの詳細に関しては、「ArcSDE 概要」（P25）及び「ジオデータベース設

計ガイド」（第 9章）をご参照ください。 

 

ラスタ レイヤは以下のいずれかの方法でクライアント アプリケーションから参照す

ることができます。 

 

 ラスタ データセット ― ある空間的に連続した範囲を一枚の画像またはシーム

レスなイメージで表します。元々一枚の画像として存在する場合と、複数の画像

をモザイク処理して作成する場合があります。 

 ラスタ カタログ ― 複数のラスタ データセットの集合を 1 つのレイヤとして表

示します。ラスタ カタログに含まれるすべてのラスタ データセットの空間参照

が同一であれば、異なるプロパティ（セル サイズ等）を持つことができます。 
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ラスタ データセットをデータベースに格納する方法 
ラスタ データセットは、ArcSDEデータベースにロードされる際、まず SDE®（Spatial 

Database Engine™）ラスタ フォーマットに変換され、ユーザが指定した任意のサイ

ズの均一なピクセル（セル）のブロックにタイル分割され、空間インデックスが作成

されます。次に指定された手法によりデータはリサンプリングされ、ピラミッドが構

築されます。タイルに分割されたデータは BLOB（Binary Large Object）データとして

（SDE ラスタ データセットを構成する一連の）ArcSDE システム テーブルとユーザ 

テーブルに格納されます。データをタイル分割して格納することにより、ラスタ デー

タセットが検索される度に、データセット全体ではなく、必要とされるタイルのみが

返されます。したがってクライアント/サーバ間で転送されるデータ量が減少し、表示

パフォーマンスが最適化されます。これにより容量が大きくシームレスな SDEラスタ 

データセットの格納が可能になり、クライアントに必要なデータのみを素早く提供す

ることができます。 

 

図１：ラスタ データセットの格納方法 
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ラスタ データセットが ArcSDEデータベースにインポートされるとき、ArcSDEは選

択したビジネス テーブルにラスタ カラムを追加します。ビジネス テーブルは既存の

テーブルまたは、新規に作成したテーブルを使用します。ラスタ カラムの名前は、デ

ータベースの列名の命名規則に適合するものである限り、任意に指定することができ

ます。ただし、ArcSDEでは、1つのビジネス テーブルにつき 1つのラスタ カラムま

でという制約があります。 

 

ラスタ カラムは、ラスタ テーブル（SDE_ras_n）の raster_id列を参照する外部キー

になります。ラスタ テーブルは、ラスタ カラムがビジネス テーブルに追加される過

程で作成されます。また、それぞれのイメージのラスタ バンド情報を格納するラスタ 

バンド テーブル(SDE_bnd_n)は、ラスタ テーブルの raster_id主キーにより、結合さ

れます。各ラスタ バンドのメタ情報を格納するラスタ補助テーブル（SDE_aux_n）は、

raster_band_id列によって、ラスタ バンド テーブルと 1対 1の関係で結合されます。

また、raster_band_id 列は、ラスタ バンド テーブルとラスタ ブロック テーブル

（SDE_blk_n）を多対 1 の関係で結合します。ラスタ ブロック テーブルの行には、

イメージデータを分割したタイル（ピクセルのブロック）が格納されます。 

 

ArcSDEがビジネス テーブルにラスタ カラムを追加するとき、sdeユーザが所有する

ラスタ カラム テーブル（Raster_Columns）にそのカラム名が記録されます。ラスタ 

カラム テーブルの rastercolumn_id列の値は、各ラスタ テーブル（ラスタ テーブル、

ラスタ バンド テーブル、ラスタ補助テーブル、ラスタ ブロック テーブル）の名前

に使用されます。 

 

ArcGIS 9では、それぞれのラスタ データセットのフットプリント（footprint：ラスタ 

データセットの空間エクステントの外縁）もジオデータベースに格納されます。フッ

トプリントを表すポリゴンのジオメトリ列がSDEラスタ データセットのビジネス テ

ーブルに追加され、ArcSDE フィーチャクラスと同じように F テーブル及び S テーブ

ルと関連付けられます。 

 

SDEラスタ データセットのテーブル スキーマの詳細については、付録 Bをご参照く

だい。 
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図 2：SDEラスタ データセット テーブル スキーマ 
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格納パラメータ 
ラスタ データセットを格納する際、ユーザはデフォルトの格納パラメータを利用する

こともできますし、特定のデータやサーバの設定に合った格納パラメータを設定する

こともできます。格納パラメータは、ラスタ データセットを ArcSDEデータベースに

ロードする際に設定することができます。 

 

ピラミッド 

ピラミッドは、データセットの解像度を粗くしたもので、データの表示パフォーマン

スを向上させる目的で利用されます。したがってピラミッドのベース レイヤが最も高

い解像度を持ちます。ピラミッドを構築しておくことで、表示に求められる特定の解

像度のデータのみがフェッチされるようになり、ラスタ データセットの表示スピード

を向上させることができます。 

 
 

ピラミッドは、オリジナル データをリサンプリングすることにより作成されます。

ArcSDEでは、ピラミッド構築時に指定する、3つのリサンプリング手法をサポートし

ています。 
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1． 最近隣内挿法は、ラスタ データセットのセル値が区分や分類などを表す一般的な

データ（土地利用図、土壌分類図、林相図等）や紙地図をスキャンしたものなど、

カラーマップを持つラスタ データセットに使用されます。 

 

2． 共１次内挿法（最も近い 4ピクセルをリサンプリング）は連続的に変化するデータ

に使用されます。 

 

3． 3 次畳み込み内挿法（最も近い 16 ピクセルをリサンプリング）も、連続的に変化

するデータに使用されます。 

 

連続的に変化するデータには標高、傾斜区分、飛行場からの騒音分布、河口周辺の地

下水の塩分濃度分布、衛星画像、航空写真などがあります。 

連続して変化するデータを使用する場合は、画像品質及び処理パフォーマンスを比較

して、いずれかの内挿法を選択してピラミッドを構築します。ピラミッドの構築は、

ArcSDEサーバ側で実行されます。データが圧縮されている場合は、最初にデータの解

凍が行われた後、ピラミッドの構築とデータの圧縮が再度行われ、ラスタ ブロック テ

ーブルに挿入されます。 

 

ピラミッド リファレンス ポイント 

ピラミッド リファレンス ポイントとは仮想的な画像の原点と基本的に考えることが

できます。ピラミッド リファレンス ポイントは ArcSDE 9より導入された新しいオプ

ション パラメータです。このパラメータを適切な値に設定し、仮想原点を設定するこ

とで、モザイク処理などで実際の画像原点が変更された際に、画像全体のピラミッド

を再構築せずに、ArcSDE 9より実装された部分ピラミッド更新機能を利用してピラミ

ッド構築に要する時間を最小限にすることができます。 

 

一般的に仮想原点は、モザイク処理を行うすべての画像が含まれるエクステントの左

上隅に設定します。ArcSDEサーバはこの仮想原点を内部的に画像原点として扱い、実

際の画像の原点を無視してモザイク処理やピラミッド構築を行います。ただし、仮想

原点を設定した後でも、ユーザは仮想原点を超えて（仮想原点のさらに左方向や上方

向に）データを追加することも可能です。この場合、仮想原点は存在しないものとし

て扱われ、ピラミッドを再構築する際も従来どおり全範囲に対して再構築処理が行わ

れます。 
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仮想原点を設定しても、ラスタ データセットの実際のエクステントは変更されません。

仮想原点はサーバがピラミッドを構築する際に参照するプロパティとして ArcSDE に

格納されます。 

 

部分ピラミッド更新 

部分ピラミッド更新は ArcSDE 9より実装された新機能です。ArcSDE 9より前のバー

ジョンでは、新規データのモザイク処理などで、データに対してなんらかの変更が生

じた場合、データセット全体に対してピラミッドの再構築が行われていました。した

がって、たとえデータに対しての更新が非常にわずかな範囲であったとしても、全ピ

ラミッドを再構築するために、更新処理に非常に長い時間を要していました。 

 

部分ピラミッド更新では、全 SDE ラスタ データセットに対してピラミッドの再構築

を行わずに、変更のあった範囲のみに対してピラミッドの再構築を行います。したが

って、ピラミッド構築の処理時間を大幅に短縮する事ができます。しかし、部分ピラ

ミッド更新機能は、変更のあった範囲がピラミッド リファレンス ポイント（仮想原

点）を超えない（参照ポイントよりも右方向かつ下方向にデータが存在する）場合に

のみ有効となります。 

 

タイルサイズ 

タイルサイズは、BLOB 列に格納されるピクセル数を制御します。タイルサイズは、

ｘ軸×ｙ軸のピクセル数で指定されます。デフォルト値は「128×128」で、これはほ

とんどのアプリケーションにおいて適当な値です。最適なサイズの設定は、データ タ

イプ（ビット階調）、データベースの設定、ネットワークの設定など多くの要素に依存

します。小さめのタイルサイズ（例：100×100）を設定すると、ラスタ ブロック テ

ーブルのレコード数が多くなり、検索時のパフォーマンスが低下する可能性がありま

す。大きめのタイルサイズ（例：300×300）を設定すると、ラスタ ブロック テーブ

ルのレコード数は少なくなりますが、処理に必要となるメモリが増える可能性があり

ます。デフォルトのタイルサイズを使用しない場合は、実際のデータで検証を行って

からタイルサイズを設定するようにしてください。 
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圧縮 

データ圧縮（オプション、推奨）はタイルをジオデータベースに格納する前に圧縮し

ます。設定できる圧縮オプションは、none（圧縮無し）、LZ77、JPEG、または JPEG 

2000です。 

 

LZ77アルゴリズムは可逆圧縮方法で、各セルのユニークな値を復元することができま

す。これは、PNG イメージ フォーマットや ZIP 圧縮で使用されている圧縮方法と同

じです。LZ77圧縮はすべてのラスタ データセットに適用することができます。 

 

JPEG圧縮は非可逆圧縮方法で、ラスタ データセットのセル値が変更される可能性が

あります。この圧縮方法は、カラーマップを持たない 8ビット データに対してのみ適

用できます。ユーザは、5～95 の数値を使用して JPEG 圧縮の画質値を指定すること

ができます。最高のクオリティは 95で、デフォルトは 75です。 

 

JPEG 2000圧縮はウェーブレット圧縮を採用し、ArcSDEがサポートしている他の圧

縮方法と比較して、もっとも高い圧縮率を実現することができます。JPEG2000 の内

部的なピラミッドの構築レベルを制御することは不可能な為、JPEG2000 圧縮を使用

した場合でもその他の圧縮方法と同様にピラミッド レイヤが別途作成されます。

JPEG2000圧縮の画質値は 0から 255の値で指定することができます。画質値の値を

0より大きい値で指定した場合、圧縮形式は非可逆圧縮となりますが、値を 0に指定し

た場合、圧縮形式は可逆圧縮となります。JPEG2000圧縮の画質は固定ビット レート

として、sderasterコマンドの –q オプションの後に bitrate = ＜ビット レート＞とし

て指定することもできます（例：bitrate = 1 ）。固定ビット レートの値には実際の圧

縮率を指定しますが、画質値には相対的な圧縮比を指定します。ArcGISでは可逆圧縮

方式で JPEG2000圧縮を利用することはできません。したがって画質値は 1~255の間

で設定します。JPEG2000圧縮の画質値のデフォルト値は 75です。JPEG2000圧縮は

8 ビット及び 16 ビットの連続したデータに使用することができます。 
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データを圧縮することで、少ない格納スペースでデータを保存し、クライアント アプ

リケーションへのデータ伝送量も減少させることができます。これは結果的にクライ

アント アプリケーションにおける表示パフォーマンスの向上につながります。データ

の圧縮率はデータに依存します。たとえばユニークなセル値が少ないほど高いデータ

圧縮率を得ることができます。データの圧縮及び解凍は ArcSDE クライアントによっ

て行われます。セル値が分類や等級などのカテゴリ情報を格納しており、セルの値を

確実に保持することが必要な場合は LZ77圧縮を使用します。また背景図に使用する為

のラスタ データセットなど、個々のセルの値が重要ではない場合は、JPEG圧縮また

は、JPEG2000圧縮を使用します。 

 

圧縮率と画質値 

SDEラスタ データセットの圧縮率はデータ、使用する圧縮方法、そして画質値に依存

します。以下では、圧縮方法と画質値によって生じる圧縮率の違いについて紹介しま

す。 

 

使用したデータは DOQQ（TIFF形式、6,614×7,663、3バンド、8ビット）で、未圧

縮時のデータ容量は 145MBです。データはピラミッドを構築せずに ArcSDEにロード

されています。 

テーブル 1：圧縮画質とパフォーマンス 

圧縮方式（画質値） LZ77 JPEG（25） JPEG（50） JPEG（75） JP2（100） JP2（150） JP2（200）
データ容量（MB） 144 14 20 29 7 18 55

圧縮比 1：1 10：1 7：1 5：1 20：1 8：1 2.6：1  
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以下では、圧縮方式及び圧縮画質によって生じる表示画質の差について示しています。 

図４：圧縮画質と表示画質 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JPEG2000 (200) JPEG2000 (150) JPEG2000 (100) 
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※圧縮方式（圧縮画質） 
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コンフィグレーション キーワード 

コンフィグレーション キーワードは、DBTUNEテーブルに格納され、データ格納オプ

ションを指定するパラメータです。パフォーマンスを向上させるために、データとイ

ンデックスを異なる物理ディスク上の異なる場所に配置することが推奨されています。

ラスタ テーブルの配置を検討する際は、SDE ラスタ データセットを構成するテーブ

ルの中で、実際の画像データを格納するラスタ ブロック テーブル（SDE_BLK_n）が

最も容量が大きくなることに注意してください。その他のラスタ テーブルのデータ 

サイズは比較的小さいものになります。詳細については、各 DBMSに対応した ArcSDE

チューニング ガイドを参照してください。たとえば Oracleを DBMSとして使用して

いる場合、パフォーマンス向上の為にラスタ ブロック テーブルとその他のラスタ テ

ーブルを異なる表領域に格納する方法が考えられます。使用する表領域はエクステン

トの割り当て方法を均一にしてローカル管理を選択し、セグメント管理を自動に設定

します。またラスタ ブロック テーブルを格納する表領域のエクステント サイズに、

格納される画像データに適したサイズを割り当てます。またデータベースのデータ ブ

ロック サイズには 16KBかそれより大きい値を使用してください。 

 

例：コンフィグレーション キーワード 

 
AUX_STORAGE   "PCTFREE 0 INITRANS 4 TABLESPACE RASTER_OTHER" 

AUX_INDEX_COMPOSITE  "PCTFREE 0 INITRANS 4 TABLESPACE RASTER_OTHER 

NOLOGGING" 

BLK_STORAGE   "PCTFREE 0 INITRANS 4 TABLESPACE RASTER_BLK" 

BLK_INDEX_COMPOSITE  "PCTFREE 0 INITRANS 4 TABLESPACE RASTER_OTHER 

NOLOGGING" 

BND_STORAGE   "PCTFREE 0 INITRANS 4 TABLESPACE RASTER_OTHER" 

BND_INDEX_COMPOSITE  "PCTFREE 0 INITRANS 4 TABLESPACE RASTER_OTHER 

NOLOGGING" 

BND_INDEX_ID   "PCTFREE 0 INITRANS 4 TABLESPACE RASTER_OTHER 

NOLOGGING" 

RAS_STORAGE   "PCTFREE 0 INITRANS 4 TABLESPACE RASTER_OTHER" 

RAS_INDEX_ID   "PCTFREE 0 INITRANS 
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背景値 

回転やジオリファレンスを行ったラスタ データセットには背景色の値を格納したセ

ルが存在する場合があります。ジオデータベースにラスタ データセットをロードする

際に、これらの背景色を格納したピクセルを無視して、データをロードするオプショ

ンを利用することができます。このオプションを使用した場合、背景色を格納してい

るピクセルの値は NoDataに置き換えられ、それ以外のセルの値は変更されません。 

 

NoData値 

ラスタ データセットに含まれるすべてのセルは必ずなんらかの値を持っています。セ

ルが表すラスタ データセットの範囲について、必要な情報が存在しないか情報が不完

全である場合、そのセルには NoData値が割り当てられます。ラスタ データセットを

ArcSDEにロードする場合、1つのセル値を NoDataに指定して、その値をもつすべて

のセルのセル値を NoDataに置き換えることができます。 

 

統計 

ラスタ データセットの統計は、ピクセル データといっしょに ArcSDE データベース

に格納されます。また、ヒストグラムも ArcSDEデータベースに格納されます。通常、

統計は異なるストレッチのラスタを表示する際に必要とされます。ラスタ レイヤの統

計を常に最新にしておくことで、ラスタ レイヤの表示パフォーマンスが向上します。 

 

統計を計算するラスタ データセットの容量が非常に大きい場合、統計情報の計算に長

い処理時間が必要な場合があります。ArcSDE 9では、特定のピラミッド レイヤにお

いて統計情報を計算できるようになりました。計算に使用するセルの数が減少する為、

処理パフォーマンスが大きく向上します。ピラミッド レイヤを使用した統計情報の計

算は、元データに対して行う統計情報の計算ほど正確ではありませんが、データの表

示には十分な精度を持っています。 
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カラーマップ 

土地利用図などの分類や等級を表すラスタ データセットでは、セルはその値自体には

意味がない何らかのデータと関連付けられた値（インデックス）を格納しています。

このようなデータの場合、たとえば土地利用図のラスタ データセットでは、特定の土

地利用タイプに関連付けられたセル値を特定の色で表すのが一般的です。このセル値

と色の関係を表したものをカラーマップといいます。ラスタ データセットのカラーマ

ップは BLOB型データとしてデータベースに格納することができます。 

 

メタデータ 

メタデータはラスタ データセットについての追加情報（データの取得年月、取得に使

用したセンサーの情報、空間参照情報等）を格納しています。ラスタ データセットの

メタデータ情報はシステム テーブルに格納されており、ジオデータベースにラスタ 

データセットをロードする際に自動的にメタデータもジオデータベースにロードされ

ます。ラスタ カタログでは、カタログに含まれるそれぞれのラスタ データセットの

メタデータはオプションとなります。ラスタ カタログに含まれるそれぞれのラスタ 

データセットのメタデータをジオデータベースに格納したい場合は、BLOB 型の

METADATA列をラスタ カタログ テーブルに追加する必要があります。 
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データ ロード 
データ ロード処理を構成するプロセスには、ラスタ イメージの前処理（必要とされ

る場合のみ）、ラスタを格納する適切なパラメータ設定の定義、そしてラスタ カラム 

テーブル及び ArcSDEシステム テーブルへのデータの投入があります。 

 

ArcSDE データベースにラスタ データセットをロードするには、いくつかの方法があ

ります。本ドキュメントでは以下の方法について紹介します。 

 

■ ArcGIS － GUIベース 

■ sderaster － コマンド ベース 

■ ArcObjects COM API － カスタマイズされたアプリケーション 

■ Geoprocessing機能 － スクリプト 

 

ラスタ イメージの前処理 

ラスタ イメージの前処理は、ArcInfo®、ERDAS IMAGINE®、ArcView®（制限あり）な

どのソフトウェアで行うことができます。ラスタ データのエッジのマッチング、スペ

クトルのマッチング、イメージをロードする為のジオリファレンス、シームレスなラ

スタ レイヤの作成などの処理を行う上で、イメージの前処理は非常に重要となります。

ArcObjects Developer Help にはイメージの前処理を行う為のサンプル スクリプトが

複数紹介されています。 

 

ロード時のパラメータ 

ArcGIS では、ラスタ データセットを個別のレイヤとしてジオデータベースに追加す

るか、または ArcSDEデータベースの既存レイヤにラスタ データセットを追加してシ

ームレスなレイヤを作成することができます。後者の場合は、すべてのラスタ データ

セットが同じ空間参照とデータ タイプを持つことが条件になります。新規に追加する

ラスタ データセットが異なるプロパティを持っていた場合、既存の SDEラスタ デー

タセットのプロパティに一致するように、追加するデータに対してオンザフライで投

影、リサンプリング、リスケーリングが行われます。 
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デフォルトの格納パラメータは以下のとおりです。 

 

■ 空間参照： ラスタ データセットの空間参照 

■ 統計オプション： スキップ ファクタを (X,Y) = (1,1) で統計を計算する 

■ 圧縮： LZ77 

■ 圧縮画質：75 

■ タイルサイズ： 128×128 

■ ピラミッド オプション： ピラミッドを構築する 

■ ピラミッド レベル オプション： 最高レベルまでピラミッドを構築する 

■ リサンプリング手法： 最近隣内挿法 

■ コンフィグレーション キーワード： 既定値 

■ 無視する背景値： 無し 

■ NoData値：無し 

■ モザイク作成手法：last 

■ カラーマップ作成主要：first 

■ モザイク許容値：0 

■ 1bitデータを 8bitデータに変換：しない 

■ カラーマップを RGBに拡張：しない 

 

ユーザは、ピラミッド（解像度を下げたレイヤ群）の構築の有無及び、構築する場合

のピラミッドのリサンプリング手法を指定することができます。ピラミッドを構築し

ておくことで、ラスタを画面に表示する際に、表示する縮尺に適当な解像度のピラミ

ッド レイヤのみを取得するようになるので、データ転送時のアクセス時間を減らすこ

とができます。ピラミッドを構築するとデータベースのサイズは増加しますが、アク

セス時間は減少します。 

 

ラスタ データセットがカラーマップの情報を持つ場合、ArcSDE データベースにロー

ドされる際に自動的にカラーマップもロードされます。カラーマップは、ラスタ デー

タセットがデフォルトの状態において常に同じ表示がされるように、ピクセル値と

RGB色を対応付けるのに使用されます。 
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統計はリクエストベースで計算されます。ラスタ データセットを ArcSDEデータベー

スにロードするとき、ユーザは統計を計算して ArcSDE データベースに格納するかど

うかを指定することができます。大容量データの統計を計算すると時間がかかるため、

データベースにそのデータを永続的に格納しておく場合のみ統計情報を計算すること

をお勧めします。また統計情報の計算を元データに行わずに、ピラミッド レイヤに対

して行う方法もあります。通常、統計情報の計算は表示速度の向上の為に行われるの

で、計算結果が完全に正確である必要はありません。ピラミッド レイヤに対して統計

情報を計算すると、元データよりも少ないピクセルを対象に処理を行うので処理時間

を大幅に短縮することができます。 

 

ファイル ベースの 1 bitラスタ データセットのピラミッドは共１次内挿法を使用して、

8 bitとして構築されるため、結果的にピラミッド レイヤによる描画の方が元データよ

りも色調を細かく表現することができます。（元データが 0～1 の値で色調を表現する

のに対して、ピラミッド レイヤは 0～255の値で表現を描画するため）。しかし ArcSDE

ラスタでは元データとピラミッド レイヤを同じピクセル タイプで格納する必要があ

ります。したがって 8 bitのピラミッド レイヤと同様の画質で色調を表現するには、元

データを 1 bitラスタから 8 bitラスタに変換して、ピラミッド レイヤを共 1次内挿法

で構築する必要があります。1 bitラスタの 8 bitラスタへの変換オプションを使用する

と、1 bitラスタのセル値「1」がすべて「255」に変換され、データを 8 bitラスタに変

換して ArcSDEにロードすることができます。 

 

カラーマップを持つラスタ データセットは、一般的に等級や分類などを表す不連続な

データを格納するため、ピラミッドを構築する際に使用できるリサンプリング方法は

最近隣内挿法のみとなります。したがって、ほとんどのケースにおいて、作成される

ピラミッド レイヤは、不連続な継ぎ接ぎ表現になります。カラーマップの色は赤、青、

緑の 3 色で構成されており、カラーマップの色をこの 3 色のバンドに変換することが

可能です。カラーマップを持つラスタ データセットを 3-バンド ラスタ データセット

として格納すると、ピラミッド レイヤの構築に共 1次内挿法や 3次畳み込み内挿法を

使用することが可能になり、ピラミッド レイヤにおいて連続した色調の変化を表現す

ることができます。 
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ArcGISによるデータ ロード 
ArcGISのロード ツールの入力データは、ファイル ベースおよびデータベースの双方

に対応しています。またデータを新規の SDE ラスタ データセットとして作成、既存

の SDEラスタ データセットにモザイク、または既存／新規のラスタ カタログのメン

バとしてロードすることができます。ArcGIS にはラスタ データセットをロードする

ことができるジオプロセシング ツールが複数用意されており、これらのツールは

ArcToolbox™または ArcCatalog™上のデータベース コネクションを右クリックして

アクセスすることができます。 

 

新規 SDEラスタの作成 

新規の SDEラスタ データセットはデータベース コネクションを右クリックして［新

規作成］＞［ラスタ データセット］と選択するか、ArcToolboxのメニューから直接選

択することで、作成ツールを起動して作成することができます。新規 SDE ラスタ デ

ータセットはセルを 1 つだけ保持しており、そのセルにピクセル タイプ、セル サイ

ズ（指定された場合のみ）、空間参照、バンド数などのラスタ プロパティを格納して

います。ラスタ データセットの作成ツールの ArcSDEジオデータベースパラメータを

展開しこれらのラスタ プロパティを設定してください。ツールのダイアログボックス

内でのパラメータ設定においてのみ、新規 SDE ラスタ データセットのプロパティを

変更できます。ArcToolbox の環境設定に設定されているパラメータの値は無視されま

す。 

 

一般的に新規 SDE ラスタ データセットは、部分ピラミッド更新を利用したモザイク

処理を行う場合に作成されます。ピラミッド リファレンス ポイントは、モザイク処

理を行うすべてのラスタ データセットの最も左上に設定する必要があります。一度設

定されたリファレンス ポイントは、全ピラミッドを再構築しない限り移動することが

できません。もしリファレンス ポイントの位置が指定されない場合は、モザイク処理

において一番初めにロードされたラスタ データセットの左上隅の座標がピラミッド 

リファレンス ポイントに設定されます。 

 

 
 

 23 ©2006 ESRI 技術資料 



 
Raster Data in ArcSDE 9.1

図５：ラスタ データセットの作成ツール 
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ラスタ データセットのインポート 

ラスタのコピーツールを使用するとラスタ データセットをその他のラスタ データセ

ットにロードすることができます。このツールにはラスタ データセットを右クリック

して［エクスポート］＞［ラスタを他の形式に変換］と選択するか、または ArcToolbox

のラスタ データセットの作成ツールから実行することができます。ラスタ データセ

ットのセル サイズ、空間参照、ピクセル タイプなどの情報は変更できませんが、そ

の他のラスタ データセットのプロパティは変更することができます。たとえばラスタ 

データセットに枠線が含まれていて削除する必要がある場合は、背景値に枠線のセル

値を指定して、枠線のセルをすべて NoData値に変更します。このようにラスタ デー

タセットの特定の値をすべて削除する場合は、その値を NoData 値に指定してデータ 

ロードを行います。1 bitラスタを 8 bitラスタに変換するには、「1 bitデータを 8 bitデ

ータに変換」オプションのチェック ボックスにチェックをいれます。1 bitラスタを 8 

bitラスタに変換すると、ズームアウトした際にデータの色調表現がピラミッド レイヤ

により向上します。カラーマップを持つラスタ データセットも「カラーマップから

RGBに変換」オプションのチェック ボックスにチェックをいれることで、3バンドの

ラスタ データセットに変換することができます。カラーマップを 3バンドに変換する

と、ピラミッドの構築やリサンプリングに共 1 次内挿法が使用できるため、データの

色調表現を向上させることができます。ファイル ベースのラスタが高いビット深度

（例：16 bit）で格納されており、NoData値以外のセルが低いビット深度（例：8 bit）

に格納されている場合は、データをロードする際に、ビット深度を低く変更すること

でラスタ データセットの情報を失わずにデータ容量を小さくすることができます。こ

の処理は特に回転や投影によって（高いビット深度が割り当てられた）変則的な形状

の背景セルをもつラスタ データセットをロードする際に有効です。 
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ArcToolbox 環境設定のラスタ ジオデータベース設定のパラメータを設定することで

データ ロード時のラスタ パラメータを設定することができます。 

 

図 6：ラスタのコピーツール 
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図 7：ArcToolbox環境設定（ラスタ ジオデータベース設定） 
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既存 SDEラスタ データセットへのモザイク 

モザイク ツールを使用すると、複数のラスタ データセットを既存 SDE ラスタ デー

タセットにモザイクすることができます。モザイク ツールはラスタ データセットを

右クリックするか、ArcToolboxから選択して実行することができます。 

 

既存 SDEラスタ データセットにデータをモザイクするには、入力ラスタ データセッ

トが既存 SDE ラスタ データセットと同じバンド数である必要があります。もしバン

ド数が異なる場合、モザイク処理は失敗します。また入力ラスタ データセットが既存

SDE ラスタ データセットと異なる空間参照を持つ場合、入力ラスタ データセットは

既存 SDE ラスタ データセットと同じ空間参照にオンザフライで投影変換されます。

入力ラスタ データセットが既存 SDE ラスタ データセットと異なるセル サイズを持

つ場合は、リサンプリングが実行されセル サイズは既存 SDEラスタ データセットと

同じサイズに統一されます。また、異なるピクセル タイプを持つ入力ラスタ データ

セットは既存SDEラスタ データセットと同じピクセル タイプにオンザフライでスケ

ーリングされます。 

 

範囲が重複するラスタ データセットをモザイクする場合、モザイクの方法をモザイク

方法から選択することができます。デフォルトで設定されている LAST オプションを

使用すると、新規に追加したラスタ データセットのセル値が既存 SDEラスタ データ

セットのセル値を上書きします。FIRST オプションは既存のセル値を保持し、新規に

追加されるセル値を無視します。MEAN オプションは既存のセル値と新規のセル値の

平均値を取ります。また MAX オプションは最大のセル値を採用し、逆に MIN オプシ

ョンは最小値を採用します。BLENDオプションを使用すると、セルの位置を元に既存

セルと新規セルの値に加重計算を行い新しいセル値を決定します。 

 

LAST オプション以外のオプションは既存のセル値を取得しその値に対して何らかの

処理が発生する為、結果としてモザイク処理の時間が長くかかります。特別な理由が

ない限りデフォルトの LASTオプションを使用することをお勧めします。 
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BLENDオプションのアルゴリズムは以下のとおりです。 

■ V=（V1 * D1 + V2 * D2） / （D1 + D2） 

V ：計算される新しいセル値 

V1：ラスタ 1のセル値 

V2：ラスタ 2のセル値 

D1：ラスタ 1の右端から Vまでの距離 

D2：ラスタ 2の左端から Vまでの距離 

 

図 8：BLENDオプションのアルゴリズム 

 

 

カラーマップを持つラスタ データセットをモザイクする場合も、入力ラスタ データ

セットと既存 SDE ラスタ データセットのカラーマップのモザイク方法を、複数のオ

プションから選択することができます。デフォルトに設定されている FIRSTオプショ

ンは既存ラスタのカラーマップを保持します。REJECT オプションは入力ラスタまた

は既存ラスタがカラーマップを持っていた場合、モザイク処理を許可しません。

MATCH オプションはモザイクを行うすべてのラスタ データセットのカラーマップの

色を 1つのカラーマップに統一します。LASTオプションは最後にモザイク処理される

ラスタ データセットのカラーマップを使用します。 

 

ラスタのコピーツールと同様に、モザイクツールにおいても背景値や NoData値を指定

して不要なセル値を除外したり、1 bitラスタを 8 bitラスタに変換したりすることがで

きます。 
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テーブルへのラスタ データのロード 
ラスタ フィールドは標準のフィールド タイプとしてジオデータベースのテーブル及

びフィーチャクラスに追加することができます。ラスタ フィールドのテーブルへの追

加方法や編集方法は他のフィールド タイプと同様で、編集を行うにはテーブルがバー

ジョン対応レイヤとして登録されている必要があります。フィーチャクラスに追加さ

れたラスタ フィールドの編集もテーブルに追加された場合とほぼ同様に行う事がで

きます。詳細は次項で解説します。 

 

テーブルに追加できるラスタ フィールドは 1つに限られています。 

 

ラスタ データのフィーチャクラスへの追加 

フィーチャクラスのラスタ フィールドはフィーチャクラスがバージョン対応レイヤ

として登録されていれば、ArcMap上で編集を行うことができます。編集セッションを

開始後、フィーチャを選択して属性ダイアログボックスを開き、ラスタ フィールドを

選択して編集を行います。 

 

図 9：フィーチャクラスのラスタ フィールドの編集 
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フィーチャクラスにおける複数のラスタ フィールドの使用 

フィーチャクラスは、複数のラスタ フィールドと関連付けられる場合があります。た

とえば、不動産クラスのそれぞれの家屋フィーチャは異なる角度から撮影された複数

の写真と関連付けられます。しかし、ラスタ フィールドは 1テーブルに 1つと制限さ

れているため、複数のラスタ フィールドをフィーチャクラスに追加することはできま

せん。1 つのフィーチャクラスに複数のラスタ フィールドを関連付けるには、リレー

ションシップ クラスを使用して 1対多の関係を構築します。 

 

図 10 の例は、家屋フィーチャが複数のラスタ フィールドと 1 対多の関係で関連付け

られていることを示しています。家屋クラス“HOUSE Feature”クラスは、家屋を一

意に識別する為の“HouseID”フィールドを保持しています。HOUSE PICUTURE テ

ーブルは HouseID フィールドとラスタ フィールドの“Picture”フィールドを保持し

ています。HOUSE PICUTURE テーブルでは１つの HouseID に対して 1 つ以上の

Pictureフィールドのエントリが存在しており、各エントリは家屋の写真を 1つ保存し

ています。リレーションシップ クラスを構築して、HOUSE Featureクラスと HOUSE 

PICUTUREテーブルを、HouseIDを使用して 1対多の関係で関連付けると、1つの家

屋フィーチャを選択することで、その家屋に該当する複数の写真にアクセスすること

ができます。 
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図 10：HOUSE Featureクラスと HOUSE PICUTUREテーブルの関係 
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ラスタ カタログの作成 
ラスタ カタログは、ArcGIS において複数のラスタ データセットをモザイクせずに、

シームレスな 1レイヤとして表示するための手法です。ラスタ カタログは、データの

更新が頻繁に発生する場合や、ラスタ データセットの重複している範囲を保持してお

く必要がある場合に有効です。ラスタ カタログに使用されるラスタ データセットは

同じ空間参照とスペクトルのプロパティを持っている必要があります。 

 

ラスタ カタログを作成する際には、ラスタ カラムとフットプリント列のプロパティ

を指定する必要があります。すべてのラスタが作成するラスタ カタログに収まるよう

に適切な空間ドメインを設定してください。空間ドメインが適切でないと、データを

ロードできない場合があります。 

 

ラスタ カタログの作成ツールは ArcToolbox から直接選択するか、空間データベース 

コネクションを右クリックして、[新規作成] ＞ [ラスタ カタログ]を選択することで実

行できます。ほとんどの場合において、空間参照情報や XYドメインの設定はデフォル

トの値ではなく、適切な値を設定する必要があります。 
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図 11：ラスタ カタログの作成ツール 
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ラスタ カタログへのラスタ データセットの追加 

ArcToolbox を使用してラスタ データセットをラスタ カタログに追加する場合、ラス

タ データセットのエクステントはフットプリント列の空間参照に投影され、格納され

ます。追加されたラスタ データセットがラスタ カラムと異なる空間参照を持ってい

る場合は、ラスタ データセットはオンザフライでラスタ カラムの空間参照に投影さ

れ、ジオデータベースに格納されます。ラスタ カタログへのラスタ データセットの

追加には ArcToolboxの環境設定のラスタ ジオデータベース設定が使用されます。 

 

ラスタ カタログへのメタデータ カラムの追加 

デフォルトでは、ラスタ カタログは追加された各ラスタ データセットのメタデータ

を保存しません。メタ データをラスタ カタログに追加する場合は、フィールド名を

“METADATA”として BLOBタイプの列を、作成したラスタ カタログのテーブルに追

加する必要があります。 

 

図 12：ラスタ カタログへのメタデータ カラムの追加 

 
 

 
 

 35 ©2006 ESRI 技術資料 



 
Raster Data in ArcSDE 9.1

データ ロードのバッチ処理 
ArcToolboxのラスタ→ジオデータベース（マルチプル）ツールは、複数のラスタ デー

タセットをジオデータベースへバッチ処理でロードすることができます。ラスタ デー

タセットはそれぞれを独立したラスタ データセットとして、またはラスタ カタログ

のメンバとしてロードすることができます。データ ロード時の各パラメータは

ArcToolboxの環境設定、ラスタ ジオデータベース設定から取得されます。また入力ラ

スタには、ファイル ベースのラスタ データセット、SDEラスタ データセット、ある

いはラスタ カタログのラスタ データセットを使用することができます。 

 

ワークスペースからのラスタ データセットのロード 
ArcToolboxの sampleツールボックスには、ワークスペース内のラスタ データセット

をジオデータベースにロードする為の 4 つのツールが用意されています：1) 

Workspace to Geodatabase（ワークスペースからジオデータベースへロード）、2) 

Workspace to Mosaic（ワークスペースから既存ラスタへモザイク）、3) Workspace to 

New Mosaic（ワークスペースからモザイク処理を行って新規ラスタを作成）、4) 

Workspace to New Raster Catalog（ワークスペースから新規ラスタ カタログを作成）。

Workspace to New Raster Catalogツールはワークスペース内すべての入力ラスタ デ

ータセットのエクステントを統合し、適切な空間ドメインを計算して新規ラスタ カタ

ログのフットプリント列を作成します。またジオメトリ列は入力ワークスペースの最

初のラスタ データセットと同じ空間参照情報を保持します。 

 

図 13：Sampleツールボックス 
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データのエクスポート 
ArcToolboxや ArcGIS Desktopの機能を使用することで、特定のラスタ データセット、

ラスタ カタログのメンバ、そしてラスタ データセットの一部を、ファイルや他のジ

オデータベースに容易にエクスポートすることができます。 

 

SDEラスタ データセットのエクスポート 

SDEラスタ データセットはファイル ベースのラスタ データセット、SDEラスタ デ

ータセット、あるいはラスタ カタログのラスタ データセットにエクスポートするこ

とができます。またラスタ データ全体または特定の範囲をクリップしてエクスポート

する事が可能です。ArcToolboxのクリップツールを使用することで、ラスタ データセ

ットの任意の範囲を切り抜いてエクスポートすることができます。また ArcMap を使

用する場合、[データ] ＞ [データのエクスポート]を選択することで、ラスタ データセ

ットが表示されているデータフレームの範囲でデータをエクスポートする事ができま

す。またその際セルのサイズも指定することが可能です。 

 

ラスタ カタログからの SDEラスタ データセットのエクスポート 

ラスタ カタログのSDEラスタ データセットは独立したSDEラスタ データセットと

同様に取り扱われます。ラスタ カタログ内のどの SDEラスタ データセットをエクス

ポートするかが決まっている場合は、ラスタ カタログから任意の SDEラスタ データ

セットを、パラメータを指定してエクスポートすることができます。 

 

ラスタ カタログからのフット プリントのエクスポート 

ラスタ カタログに格納されているフット プリントはラスタ カタログ内の全ラスタ 

データセットの地理的な範囲を表しており、その他の解析に用いることができます。

解析に必要な情報がフット プリントのみである場合は、フット プリントのみをフィ

ーチャクラスとしてエクスポートした方が効率的です。フィーチャのコピーツールは

ラスタ カタログを入力フィーチャクラスとして認識して、そのジオメトリ列から出力

フィーチャクラスを作成することができます。 
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ラスタ データセットからの特定範囲の切り抜き 

特定の範囲においてラスタ データセット及びフィーチャ データセットを切り抜いて、

データの配布や分散編集に利用したい場合は、ArcMapのディスコネクト編集ツールバ

ーを使用することで、切り抜きを行う事ができます。切り抜かれたラスタ データセッ

ト及びフィーチャ データセットはパーソナルまたはエンタープライズ ジオデータベ

ースに格納することができます。 

 

データベース間のデータ移行 

ArcGIS 9.1では、データベース間においてラスタ データをコピー／ペーストで移行す

ることができます。ただしこの方法でデータを移行した場合、移行元のラスタ データ

の格納パラメータは保持されません。データはすべて移行先のデフォルトの格納パラ

メータによって再格納されます。ラスタ カタログの場合、移行元のデータベースに格

納されているラスタ カタログのジオメトリ列の有無に関わらず、ラスタ カタログ内

のラスタ データセットのエクステントからジオメトリ列が作成されます。データ移行

のオプションについては、Managing a Raster Database （ESRI技術資料 *英語）に

詳細が記述されています。 

 

ラスタ カタログのビューの作成 
セキュリティやデータ管理の理由から、ラスタ カタログのビューを作成することによ

って、特定のユーザがラスタ カタログ内の限られたラスタ データセットのみにしか

アクセスできないようにすることができます。たとえば県全体を網羅するラスタ カタ

ログが存在する場合、市区町村の名前を保持する列を新たに追加し、作業員が特定の

市区町村のラスタ データセットのみにしかアクセスできないようにすることができ

ます。 

 

ラスタ カタログのビューは、以下のArcSDEコマンドを実行して作成します。この時、

where句を使用することでビューに含まれるラスタ データセットを制限することがで

きます。 

 

sdetable -o create_view -T <ビューの名前>... 

 

作成されたビューは ArcCatalog 上でフィーチャクラスとして認識されます。これは、

ビューがジオデータベースに登録されていない為です。作成したビューを右クリック

して[ジオデータベースに登録]を選択すると、ビューは正しくジオデータベースに登録

され、ラスタ カタログとして認識されます。 
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作成したラスタ カタログのビューは通常のラスタ カタログと同様に取り扱うことが

できます。任意のラスタ データセットからラスタ カタログのビューを作成し、ビュ

ーのアクセス権限をユーザに与えることで、ユーザがアクセスできるラスタ データセ

ットを制限することができます。 

 

データの表示 
ジオデータベースに格納されたフィーチャ データセットが、その他のソースのフィー

チャ データセットと同様に取り扱うことができるように、ジオデータベースに格納さ

れたラスタ データセットは、ファイルベースのラスタ データセットと同様に取り扱

うことができます。ファイルベースのラスタ データセットと異なる点は、SDEラスタ 

データセットにアクセスする場合、ジオデータベースとの接続を確立する点だけです。

ArcGIS 9 では特にラスタ カタログへのアクセス及び表示方法について多くの機能が

向上されました。 

 

ArcGISからのデータの表示 
ArcCatalog 

ArcCatalog はラスタ データセットの作成やデータ ロードなどのデータを管理する為

の環境を提供します。またデータのイメージ及びテーブルを表示することも可能です。

また ArcCatalogは、ラスタ カタログのラスタ データセット及びメタデータをより効

率的に管理できるようインターフェースが向上されました。 

 

ラスタ カタログ ビュー 

ArcCatalog のラスタ カタログ ビューはラスタ カタログをシームレスなラスタ デー

タセットとして表示できるだけでなく、ラスタ カタログのテーブルも表示することが

できます。また Overviewパネルはラスタ カタログ内の選択されたラスタ データセッ

トのみを表示することができ、選択されたラスタ データセットの地理的な範囲を確認

することができます。Overview パネルを Selection パネルに切り替えることで、ラス

タ カタログのフットプリントを背景として表示せずに、選択されたラスタ データセ

ットのみを表示することができます。また Overview パネルからはラスタ カタログに

含まれている個々のラスタ データセットのプロパティ及びメタデータを表示するこ

とができます。その他、ラスタ データセットが非常に多くのラスタ データを持って

いる場合、検索条件を設定することで、容易に任意のラスタ データセットを選択する

ことができます。 
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図 14：ArcCatalogのラスタ カタログ ビュー 

 
 

フィールドの追加と削除 

フィーチャクラスと同様にラスタ カタログのスキーマにフィールドを追加／削除す

ることができます。ただしラスタ タイプおよびジオメトリ タイプのフィールドを追

加／削除することはできません。 

 

属性値としてのラスタ データセットの表示 

ラスタ データセットはフィーチャクラスまたはテーブルに属性値として追加するこ

とができます。属性値として追加されたラスタ データセットは、ラスタ データセッ

トを追加したフィーチャの[個別属性表示]ボックスから表示することができます。 
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ArcMap 

ラスタ カタログ：表示ラスタ データセットの選択 

ラスタ カタログが非常に多くのラスタ データセットを保持している場合、解析や編

集作業において、ラスタ カタログ全体を表示する必要がない場合があります。ArcMap

の検索機能を使用すると、上記のような非常に大きいラスタ カタログから必要なラス

タ データセットのみを表示させることができます。フィーチャクラスと同様に、

ArcMapでは、空間検索や属性検索を使用してラスタ カタログからラスタ データセッ

トを選択することができます。空間検索では、ある特定の地理的な範囲やフィーチャ

と関連付けてラスタ データセットを選択できます。また属性検索では、特定の検索条

件を満たすラスタ データセットを選択することができます。 

 

時系列のラスタ カタログの表示 

時系列のラスタ カタログは一般的に、異なる時期に取得された同じ地域のラスタ デ

ータを保持しています。したがって、ラスタ カタログ内の各ラスタ データセットの

フットプリントは同一であり、ラスタ データセットは互いに重複している為、ラスタ 

カタログをデフォルトの状態で表示させた場合、最後に追加されたラスタ データセッ

トが表示されます。ArcMap では、この時系列ラスタ データセットをデータ取得時期

ごとにアニメーションで閲覧する為の新しい機能が追加されました。この機能を使用

すると時系列ラスタ カタログの各ラスタ データセットの描画遅延時間を設定し、表

示させることができます。 
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図 15：時系列ラスタ データの描画遅延時間の設定 

 
 

ラスタ カタログのレンダリング 

旧バージョンの ArcGISでは、ラスタ カタログ内のすべてのラスタ データに対して共

通のレンダリング方法を適用する必要がありました。その為、ラスタ カタログ内に異

なるデータ プロパティを持つラスタ データが存在していた場合、選択したレンダリ

ング方法によっては、すべてのラスタ データを表示することができない場合がありま

した。たとえば、単一バンドのラスタ データセットは、RGB レンダリングでは、レ

ンダリングすることができません。ArcGIS 9では、ラスタ カタログのレンダリング機

能が向上され、ラスタ カタログ内のラスタ データセットのプロパティによって、各

ラスタ データセットを異なるレンダリング方法で表示できるようになりました。

ArcMapは、予め設定されているレンダリング リストの順番にしたがって、ラスタ カ

タログのそれぞれのラスタ データセットに最適なレンダリング方法を自動的に設定

します。デフォルトのレンダリング リストの順番は、RGB 表色系、ストレッチ、カ

ラーマップの順に設定されています。レンダリング リストにはレンダリング方法の追

加／削除が可能であり、使用しているラスタ カタログに最も適したレンダリング リ

ストを作成することが可能です。 
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さらに、ラスタ カタログのレンダリングの機能拡張として、すべてのラスタ データ

セットを共通の統計情報で表示できるようになりました。この機能はラスタ カタログ

が異なる統計情報のラスタ データセットを保持している時に特に効果的です。たとえ

ば、異なる値の範囲と統計情報を保持した標高データのラスタ データセットが混在す

るラスタ カタログを表示した場合、デフォルトではそれぞれのラスタ データセット

が個々の統計情報を用いて表示される為、全体の表示が継ぎ接ぎ表現になってしまい

ます。このような場合に、すべてのラスタ データセットに共通の統計情報を使用した

場合、シームレスに全体表示をすることが可能です。ラスタ データセット全体に使用

する統計情報は既存のラスタ データセットの統計情報を使用するか、XMLファイルか

らインポートすることができます。 

 

図 16：共通の統計情報の設定 

 

 
 

 43 ©2006 ESRI 技術資料 



 
Raster Data in ArcSDE 9.1

ArcGlobe 

ArcGIS 3D Analyst™に含まれている ArcGlobe™を使用すると、地域レベルから地球規

模まで、大容量のラスタ データを使用した 3 次元表現を行うことが可能です。また

ArcGIS 3D Analystは様々な地理的データを、3次元空間上のデータ レイヤとしてシー

ムレスに扱う機能を提供します。 

 

ArcGlobeに追加されたレイヤはすべて Cube図法で投影されます。またレイヤの投影

法が Cube 図法でない場合は、オンザフライで Cube 図法に投影されます。その為、

SDE ラスタ データセットを主に ArcGlobe で使用する場合は、ラスタ データセット

の投影法に Cube図法を使用することをお勧めします。 

 

 ピラミッド 

容量の大きいラスタ データセットを使用する場合、最適なパフォーマンスを得る

為には、ピラミッドを作成する必要があります。またピラミッドを作成しておく

事で、レイヤ データ キャッシュを効率的に作成することができます。 

 

 投影法 

ArcGlobeは追加されたレイヤすべてに対して Cube図法を使用するため、不要な

オンザフライ投影を避ける為に SDE ラスタ データセットの投影法に Cube 図法

を使用することをお勧めします。また Cube図法を使用することで、レイヤ デー

タ キャッシュの構築時間を短縮することができます。 

 

 レイヤ データ キャッシュ 

すべてのデータが格納されている ArcSDE サーバ マシン上でデータ キャッシュ

を構築する必要はありません。ArcGlobe はマルチスレッド アプリケーションな

ので、複数の CPUを搭載したマシン上で全キャッシュを構築すると構築時間が短

縮されます。また、効率的なディスク アクセスを確立することも、データ キャ

ッシュの構築時間を短縮できます。またデータ キャッシュを圧縮することにより、

データ キャッシュのサイズを縮小することができます。データ キャッシュの圧

縮により ArcGlobe がデータ キャッシュを使用する際に使われるメモリ容量も減

少させることができます。データ キャッシュの圧縮には、データ キャッシュ構

築時のデフォルト設定である JPEG圧縮を使用することをお勧めします。 
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 データの構成 

ArcGlobeのデータを構成する方法としては、ラスタ カタログに複数の SDEラス

タ データセットを保持して ArcSDE に格納する方法と、スタンド アロンの複数

の SDE ラスタ データセットを格納する 2 つの方法があります。適切なデータの

構成方法は、ArcGlobe を使用してデータを表示する際のデータ キャッシュの構

築方法に依存します。要求時にキャッシュを作成してデータを表示する場合は、

データの構成にラスタ カタログ構成またはスタンド アロン構成を使用しても、

パフォーマンスに大きな影響はありません。一方、全キャッシュを作成してデー

タを表示する場合、カタログ構成を使用すると、構築されるキャッシュはラスタ 

カタログに含まれるすべてのラスタ データセットの組合せになってしまうため、

スタンド アロン構成でデータを構成した方が効率的です。大陸規模や地球規模の

データを使用する場合は、データセットを球体面に分割することで（図 17参照）、

特に要求時にキャッシュを作成するデータ表示においてパフォーマンスを向上さ

せることができます。地球全体で 12の球体面が存在しますが、南北それぞれ 4つ

の球体面は 1 つにまとめることができます。これは Cube 図法で使用される 6 つ

の球体面と同一になります。 

 

図 17：球体面によるデータの分割 

 

 
 

 45 ©2006 ESRI 技術資料 



 
Raster Data in ArcSDE 9.1

ArcIMS 
ArcSDEのラスタ データセットは ArcIMS®を使用してインターネットで配信すること

が可能です。ArcIMSを使用して SDEラスタ データセットを配信するには、テキスト 

エディタを使用してラスタ レイヤを参照する AXLファイルを作成します。以下は AXL

ファイルの<MAP>タグの一例です。 

 
<MAP> 

<PROPERTIES> 

 <ENVELOPE minx="-125" miny="20" maxx="-80" maxy="60" 

 name="Initial_Extent" /> 

 <MAPUNITS units="decimal_degrees" /> 

</PROPERTIES> 

<WORKSPACES> 

 <SDEWORKSPACE name="sde_ws-0" server="spserver" 

 instance="port:5151" database="raster" user="raster" 

 password="go" geoindexdir="C:¥Temp¥" /> 

</WORKSPACES> 

<LAYER type="image" name="US NED" visible="true" id="0"> 

 <DATASET name="RASTER.RASTER.US_NED.RASTER" 

 workspace="sde_ws-0" /> 

</LAYER> 

</MAP> 

 
パーソナル ジオデータベース 
ラスタ データは ArcSDE の他に、パーソナル ジオデータベースに格納することも可

能です。またラスタ データセットを格納する際、ラスタ データセットをパーソナル 

ジオデータベースで「managed（管理する）」か「unmanaged（管理しない）」を選択

することができます。ラスタ データセットをパーソナル ジオデータベースで管理す

る場合、ラスタ データセットは IMGファイルに変換されて Accessデータベースが指

定する場所に格納され、関連する情報がデータベースに記録されます。この場合、

Accessデータベースに登録されたラスタ オブジェクトは作成された IMGファイルに

完全なコントロールを持つため、IMG ファイルを編集したり、削除したりすることが

可能です。ラスタ データセットをパーソナル ジオデータベースで管理しない場合、

データベースにはラスタ データセットへのポインタのみが格納されます。 
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この場合、Accessデータベースに登録されたラスタ オブジェクトはラスタ データを

参照することはできますが、編集することはできません。パーソナル ジオデータベー

ス内のスタンド アロンのラスタ データセットは必ず「managed」にする必要があり

ますが、ラスタ カタログは、「managed」または「unmanaged」のいずれかのオプシ

ョンをカタログ作成時に指定することができます。 

 

ArcSDE 8.3から ArcSDE 9へのアップグレード 
サーバ環境を ArcSDE 8.3から ArcSDE 9にアップグレードする場合、ArcSDE 8.3の

ジオデータベースに格納された既存のラスタ データセットもアップグレードする必

要があります。ラスタ データセットの ArcSDE 8.3から ArcSDE 9にアップグレード

は、非常に容易に行うことができます。SDEラスタ データセットは、ArcSDE 8.3が

適切に ArcSDE 9にアップグレードされれば、そのまま ArcSDE 9の SDEラスタ デー

タセットとして使用することが可能です。ラスタ カタログの場合も、ArcCatalogのユ

ーザ インターフェースから「ジオデータベースに登録」を行うだけでアップグレード

が完了します。「ジオデータベースに登録」はラスタ カタログ テーブルにジオメトリ

列を追加し、それぞれのラスタ データセットのエクステントを格納します。ArcSDE 9

では Referencedラスタ カタログはサポートされていません。詳細は「ArcGIS 8.3か

ら 9.0へジオデータベース ラスタをアップグレードする方法 （ESRI技術資料）」を

参照してください。 

 

カスタム アプリケーション 
ArcObjectsによって開発されたWindows ®アプリケーションは、ArcGISのカスタム ア

プリケーションとして、ArcCatalog または ArcMap で実行することができます。

ArcObjectsは ArcSDE C APIのラッパー（wrapper）であり、データベースのラスタ デ

ータセットを制御するための基本的な機能は ArcSDE C APIに実装されています。 

 

カスタム アプリケーションを開発する場合、ArcSDE C API／Java API及び ArcGIS 

ArcObjects から開発環境に適した方法を選択することができます。ArcObjects は

Windowsだけなく、Javaエディションを使用することで UNIX®／Linux®でも開発を行

うことができます。また ArcObjectsは.NET環境でも利用することができます。ArcSDE 

C API／Java APIは ArcSDEがサポートするすべての環境で利用可能です。 
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ラスタ データセット用の ArcSDE C API／Java APIを使用して SDEラスタ データセ

ットの以下の要素を制御することができます。：Raster Streams（ラスタ ストリーム）、

Raster Column（ラスタ カラム）、Raster Value（ラスタ値）、Raster Band（ラスタ バ

ンド）、Raster Cell（ラスタ セル）、Raster Block（ラスタ ブロック）、Raster Pyramids

（ラスタ ピラミッド）、Raster Band Statistics（ラスタ バンド統計情報）。ラスタ デ

ータセット用の ArcSDE APIは、理論的にはジオメトリ用の ArcSDE APIの Streams

（ストリーム）、Layers（レイヤ）、Geometry Columns（ジオメトリ列）、Shapes（シ

ェープ）を使用する場合と類似しています。たとえばアプリケーションは Raster 

Streamを使用して Raster Bandのピクセル値にアクセスします。 

 

詳細は、ArcSDE Developer Helpを参照してください。 

 

ArcObjectsサンプル 
データ ロード サンプル 

ArcObjectsの SDEラスタ データセットを制御する為の機能は、ArcSDE C APIを基に

実装されており、これらの機能は主にラスタ データセットをデータベースにロードす

るためのものです。ラスタ カタログの新しいスキーマ構成は、フィーチャクラスのス

キーマ構成に類似しているため、従来フィーチャクラスでしか使用できなかった多く

の機能をラスタ カタログに適用できるようになりました。 

 

以下の 2つのサンプルは、ラスタ データセットを SDEラスタ データセットまたはラ

スタ カタログにロードする方法を示しています。下記のサンプル及びその他のサンプ

ルは ArcObjects Developer Help（http://arcgisdeveloperonline. 

esri.com/ArcGISDeveloper）に掲載されています。ただしこのサンプルが ArcSDEの処

理を実行するための唯一の方法ではありません。掲載されているサンプルコードは

様々なエンコーディング方法の一例となります。 
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例 1： 
ディレクトリに保存されているラスタ データセットをジオデータベースのシームレ
スな SDEラスタ データセットに格納する 

 
Public Sub DirToMosaic(sDir As String, pDataset As _ 

   IRasterDataset) 

   'load all raster datasets in the input directory to the 

   'raster dataset 

   'the geodatabase raster dataset has to exist, if not 

   'create it first 

   'with proper storage parameters. 

 

   Dim pEunmDatasets As IEnumDataset 

   Dim pRasterDs As IRasterDataset2 

   Dim pWsFact As IWorkspaceFactory 

   Dim pFileWs As IWorkspace 

   Dim pSDEDs As IrasterDatasetEdit 

 

   On Error GoTo er 

 

   'get the list of datasets in the dir 

   Set pWsFact = New RasterWorkspaceFactory 

   Set pFileWs = pWsFact.OpenFromFile(sDir, 0) 

   Set pEunmDatasets = pFileWs.Datasets(esriDTRasterDataset) 

   pEunmDatasets.Reset 

 

   Set pSDEDs = pDataset 

 

   'load raster datasets from the dir 

   Set pRasterDs = pEunmDatasets.Next 

 

   Do While Not pRasterDs Is Nothing 

      Debug.Print pRasterDs.CompleteName 

      pSDEDs.Mosaic pRasterDs.CreateFullRaster, 0.5 

      Set pRasterDs = pEunmDatasets.Next 

   Loop 
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   'cleanup 

   Set pEunmDatasets = Nothing 

   Set pRasterDs = Nothing 

   Set pWsFact = Nothing 

   Set pSDEDs = Nothing 

   Set pFileWs = Nothing 

   Exit Sub 

er: 

   MsgBox err.Description, , "Directory to mosaic" 

End Sub 
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例 2： 
ファイル ベースのラスタ データセットをバッチ処理でジオデータベースのラスタ 
カタログに格納する。 

 
Public Sub DirToGDBCatalog(pWs As IWorkspace, pCatalog As _ 

   IFeatureClass) 

   'insert all the rasters in the input workspace to the 

   ' geodatabase raster catalog 

   'the geodatabase raster catalog has to exist, if not 

   ' create it first with proper 

   'definition for both raster and geometry column. 

 

   Dim pSDERasterWs As IRasterWorkspaceEx 

   Dim pEunmDatasets As IEnumDataset 

   Dim pCatalogFeature As IRasterCatalogItem 

   Dim pRasterDs As IRasterDataset 

   Dim pCursor As IFeatureCursor 

   Dim pRow As IfeatureBuffer 

 

   'get the list of datasets in the input workspace 

   Set pEunmDatasets = pWs.Datasets(esriDTRasterDataset) 

   pEunmDatasets.Reset 

 

   'load raster datasets from the input workspace 

   Set pRasterDs = pEunmDatasets.Next 

   Set pCursor = pCatalog.Insert(False) 

 

   Dim pCat As IRasterCatalog 

   Set pCat = pCatalog 

   Dim pDs As Idataset 
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   'loop through all the datasets and load 

      Do While Not pRasterDs Is Nothing 

      Set pDs = pRasterDs 

      Set pRow = pCatalog.CreateFeatureBuffer 

      pRow.Value(pCat.RasterFieldIndex) = _ 

      createRasterValue(pRasterDs) 

      pCursor.InsertFeature pRow 

      Set pRasterDs = pEunmDatasets.Next 

   Loop 

 

   'cleanup 

   Set pCatalog = Nothing 

   Set pSDERasterWs = Nothing 

   Set pEunmDatasets = Nothing 

   Set pCatalogFeature = Nothing 

   Set pRasterDs = Nothing 

 

End Sub 

 

Public Function createRasterValue(pRasterDs As _ 

   IRasterDataset) As IRasterValue 

   Dim pRasterVal As IRasterValue 

   Dim pRasStoreDef As IRasterStorageDef 

   On Error GoTo er 

 

   '++ set storage parameter 

   Set pRasStoreDef = New RasterStorageDef 

 

   '++ use LZ77 compression, bilinear interpolation for full 

      'pyramids building 

   pRasStoreDef.CompressionType = _ 

      esriRasterSdeCompressionTypeRunLength 

   pRasStoreDef.PyramidResampleType = _ 

      RSP_BilinearInterpolation 

   pRasStoreDef.PyramidLevel = -1 
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   '++ set raster value to raster field 

   Set pRasterVal = New RasterValue 

   Set pRasterVal.RasterDataset = pRasterDs 

   Set pRasterVal.RasterStorageDef = pRasStoreDef 

 

   Set createRasterValue = pRasterVal 

 

   '++ cleanup 

   Set pRasterVal = Nothing 

   Set pRasStoreDef = Nothing 

   Exit Function 

er: 

   MsgBox Err.Description, , "createRasterValue" 

End Function 

 
 

 53 ©2006 ESRI 技術資料 



 
Raster Data in ArcSDE 9.1

ジオプロセシング スクリプト サンプル 

Geoprocessing Framework（ジオプロセシング フレームワーク）は、ジオデータベー

スにラスタ データセットをロードするための様々な機能を提供します。特にバッチ処

理を行ってラスタ データセットをロードする場合は、ジオプロセシング ツールを使

用することをお勧めします。ジオプロセシング ツールのサンプルは、オンラインで閲

覧することができます。またいくつかのサンプルツールは ArcGIS の Samples ツール

ボックスに含まれており、すぐに使用することができます。 

 

例 1： 
ディレクトリに保存されているラスタ データセットをジオデータベースのシームレ
スな SDEラスタ データセットに格納する 

 
import win32com.client, os 

   gp = win32com.client.Dispatch¥ 

("esriGeoprocessing.GpDispatch.1") 

workspace = "c:/rasterdata" 

 

#The output raster dataset 

out_raster = "database connections/connection to ¥ 

   raster.sde/raster.redlands" 

 

gp.workspace = workspace 

 

#The raster datasets in the input workspace 

in_raster_datasets = gp.ListRasters() 

 

in_raster_dataset = in_raster_datasets.next() 

in_rasters = in_raster_dataset 

 

while in_raster_dataset <> "": 

   in_raster_dataset = in_raster_datasets.next() 

   in_rasters = in_rasters + ";" + in_raster_dataset 

 

gp.Mosaic_management(in_rasters, out_raster) 
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例 2： 
ファイル ベースのラスタ データセットをデフォルトの格納パラメータを使用して、
バッチ処理でジオデータベースのラスタ カタログに格納する。 
 

import win32com.client, os 

gp = win32com.client.Dispatch¥ 

    ("esriGeoprocessing.GpDispatch.1") 

gp.workspace = "c:/rasterdata" 

out_catalog ="database connections/connect to ¥ 

   raster.sde/raster.redlands_catalog" 

 

in_raster_datasets = gp.ListRasters() 

 

in_raster_dataset = in_raster_datasets.next() 

 

while in_raster_dataset <> "": 

   gp.CopyRaster_management(in_raster_dataset, 

      out_catalog) 

   in_raster_dataset = in_raster_datasets.next() 
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Tips and Tricks 
新規データの作成 

ArcGIS でジオデータベースにラスタ データセットを作成する場合、ArcToolbox の環

境設定に設定されている格納パラメータは無視されます。したがって、ラスタ データ

セットの作成ツールのダイアログボックスで格納パラメータを設定する必要がありま

す。 

 

ラスタ カタログを作成する場合、データをラスタ カタログにロードする前にすべて

のラスタ データセットの内容を確認しておくことが重要です。特にすべてのラスタ 

データセットのエクステントを確認し、適切な空間ドメインをフットプリント列に格

納しなければ、すべてのラスタ データセットを正しくロードすることはできません。

もし、ロードするラスタ データセットのエクステントが設定した空間ドメインの範囲

外にあった場合、そのラスタ データセットをロードすることはできません。フィーチ

ャクラスと同様に一度フットプリント列に空間ドメインが設定された場合、データを

再ロードする以外に空間ドメインを変更することはできません。一般的にロードする

ラスタ データセットが空間参照情報を保持している場合は、フットプリント列の空間

参照情報を Geographic Coordinate System (GCS)に設定すると空間ドメインの設定が

容易になります。GCSの空間ドメインの値は常に x方向は-180から 180、y方向は-90

から 90の間で設定します。 

 

データのロード 

ラスタ データセットのジオデータベースへのロード パフォーマンスを向上させるに

は、データ ロード時に同時にピラミッドを作成することをお勧めします。ただしピラ

ミッドを作成する場合、モザイク処理においては、ピラミッド リファレンス ポイン

トが正しく設定されている事を確認してください。ピラミッドの構築は非常に CPU負

荷の高い処理であるため、常に最速のプロセッサを搭載したマシンを使用することを

お勧めします。また必要であれば、クライアント マシンからのダイレクト コネクシ

ョン構成も検討してください。 
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複数のプロセッサを使用して、異なるラスタ データセットを同一のラスタ カタログ

の異なる列にロードすることで、データ ロードのスピードを飛躍的に向上させること

ができます。データ ロードのパフォーマンスはプロセッサに依存するため、まず小さ

い規模のデータでデータ ロードのパフォーマンスをテストすることをお勧めします。

ただし現バージョンでは、複数のプロセッサを使用して複数のラスタ データセットを

1つの SDEラスタ データセットに同時にロードすることはできません。 

 

大容量ラスタ データセットのロードについての詳細及び事例については、Managing a 

Raster Database（ESRI技術資料 *英語）を参照してください。 

 

投影されているデータのロード 

ファイル ベースのラスタ データセットが投影されている場合、投影により生じた no 

data値の範囲に適合するようにピクセル タイプが変更されている場合があります。た

とえば、ピクセル深度が 8 bitから 16 bitに拡張されていることがあります。投影済み

またはピクセル深度が変更済みのラスタ データセットのピクセル タイプはデータ 

ロード時に、すべてのピクセル情報を失わずに元の値に戻すことが可能です。ArcGIS 

9.1では、ラスタのコピーツールに出力のラスタ データセットのピクセル タイプを指

定するオプションが追加されています。 

 

ラスタ カタログのフットプリントの更新 

何らかの理由でラスタ カタログのフットプリント列を更新する必要がある場合は、

ArcCatalogからフットプリントの更新を実行することで、ラスタ カタログ内のすべて

または選択したラスタ データセットのエクステントを使用してフットプリントを更

新することが可能です。 

 

ラスタ データの格納域 

ラスタ データセットのタイル サイズが設定されると、ラスタ データセットに必要な

格納領域を最小限に抑えるように、それぞれのタイルはラスタ ブロック テーブルに

BLOB型で格納されます。DBMSの既存のページ サイズを考慮して、適切な割合（75%）

のタイルが、その他のデータとともに一列に格納されるようにしてください。 
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MrSIDフォーマットのラスタ データセットのロード 

ウェーブレット圧縮の特性と、ArcSDEへのデータ ブロックの転送プロセスの構造上、

圧縮されているラスタ データセットのタイルはデータ ロードの前に複数回デコード

される必要があり、データ ロードのパフォーマンスを劣化させます。したがって

MrSID フォーマットのデータをロードする際は、データをロードする前にデータを

MrSID から IMG フォーマットに変換しておくことをお勧めします。また、データ ロ

ードにおいてピラミッドは継承することができず、再構築する必要があるため、デー

タ フォーマットの変換時にピラミッドは構築しないでください。この手法を使用した

方が、MrSID フォーマットのデータを直接ロードするよりも高速であることが確認さ

れています。またこの問題は、将来の ArcSDE のリリースにおいて改善される予定で

す。 

 

カラーマップを持つラスタ データのモザイク 

機能拡張されたジオプロセシング フレームワークでは、カラーマップを持つラスタ 

データのモザイクを非常に容易に行うことができます。モザイク ツールのダイアログ 

ボックスから適切なモザイク カラーマップ モードを選択することにより、モザイク

を行うラスタ データセットが異なるカラーマップを持っている場合でも、任意のカラ

ーマップを作成してモザイク処理を行うことが可能です。 

 

Nodata値 

ロードするラスタ データセットが Nodata値を持っている場合、ビット マスクがオン

ザフライでデータ ロード時に作成され Nodata 値を持つ範囲が抽出されます。ビット 

マスクはピクセル データとともにそれぞれのバンドに格納されます。またラスタ デ

ータセットのロードまたはモザイク処理を行う際に、Nodata値に変換する値を指定す

ることも可能です。 

 

ArcGISからのデータの表示 

ラスタ カタログの表示パフォーマンスを向上させるには、ArcMapのレイヤ プロパテ

ィから、表示エクステント上に多くのラスタ データセットが含まれる場合、実際のデ

ータではなく、ワイヤフレームのみを表示するように設定します。 
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図 18：ワイヤフレームの表示設定 

 
 

ArcGIS ではラスタ レイヤの表示に使用するデフォルトのリサンプリング方法は最近

隣内挿法に設定されており、これはデータ ロード時に設定されたリサンプリング方法

に依存しません。最近隣内挿法は、データを表示する際に最も高速なリサンプリング

方法です。 

 

モザイクとラスタ カタログ 

モザイクを使用すると複数のラスタ データセットを 1 つのデータとして扱えるため、

データの特性が共通な場合、データを効率的に運用することができます。またモザイ

ク処理を行うことで、ラスタ カタログで発生する可能性のある色のミスマッチなどの

現象を防ぐことができます。一方、ラスタ カタログはモザイクされたラスタ データ

セットよりも、特定のラスタ データセットへのアクセスや更新を容易に行うことがで

きます。またラスタ カタログのビジネス テーブルに列を追加することで、それぞれ

のラスタに追加の情報を付与することも可能です。 

 

属性テーブル 

現バージョンでは SDE ラスタ データセットはラスタ属性テーブルという概念をサポ

ートしていません。したがってラスタ データセットが ArcSDE にロードされた場合、

ラスタ データセットが保持していたラスタ属性テーブルは継承されません。ラスタ属

性テーブルについては、将来の ArcSDEリリースではサポートされる予定です。 
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ラスタ カタログが表示されない 

ラスタ カタログをロードした際に、エラーが発生せずにフットプリント列が作成され

たにも関わらずラスタ カタログが表示されない場合、フットプリント列に設定された

空間インデックスのグリッド サイズが小さすぎる場合が考えられます。フットプリン

ト列の適切な空間グリッド サイズの見積もり方法は、フィーチャクラスの場合と同様

です。一般的にはフットプリントの平均サイズを取得してその 3倍の空間グリッド サ

イズを設定します。もしフットプリントのサイズに大きなばらつきが見られる場合は、

2階層以上の空間インデックスの構築を検討します。 
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付録 A 参考ドキュメント 
ラスタに関するトピックは、ArcSDE および ArcGIS の製本マニュアル、ArcGIS 日本語サ

プリメント CDに収容されている PDFファイルにも記述されています。 

 

ラスタの概念 
 Modeling Our World、Michael Zeiler、ESRI、1999． 「第 9章 ラスタを用いたセ

ルベースのモデリング」 

 ArcSDE概要、ESRI、2005． 「ラスタ データ」 P25 

 

ラスタ データの格納 
 ArcSDE for DB2チューニング ガイド、ESRI、2005． 「付録 A ラスタ データの

格納」 P57-64、ArcSDE_Config_GD_DB2_J.pdf 

 ArcSDE for Oracleチューニング ガイド、ESRI、2005． 「付録 B ラスタ デー

タの格納」 P103-110、ArcSDE_Config_Gd_Oracle_J.pdf 

 ArcSDE for Microsoft SQL Serverチューニング ガイド、ESRI、2005． 「付録 B 

ラスタ データの格納」P89-96、ArcSDE_Config_Gd_SQLServer_J.pdf 

 ArcSDEサービス管理ガイド、ESRI、2005． 「付録 B：ArcSDEテーブル定義 ラ

スタ テーブル」 P109-110 

 ArcSDE概要、ESRI、2005． 「ラスタ テーブル」P17 

 

パフォーマンス及びチューニング 
 ArcSDE for Oracleチューニング ガイド、ESRI、2005． 「付録 A テーブルおよ

びインデックス サイズの見積もり： ラスタ データ テーブル」 P98-100、

ArcSDE_Config_Gd_Oracle_J.pdf 

 

ArcSDEの管理 
 ArcSDE 9 Developer Help、ESRI、「Administrator command references：Concepts」 

 ArcSDEサービス管理ガイド、ESRI、2005． 「ラスタ パラメータ」 P32 
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データのロード 

 ジオデータベース構築ガイド、ESRI、2005． 「ラスタ ジオデータベースを構築

する」 P327-344 

 Managing a Raster Database、（ESRI技術資料 *英語）、 ESRI, 2005. 

http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.whitepapers.viewPaper&PID

=17&MetaID=1018

データのアップグレード 

 ArcGIS 8.3 から 9.0 へジオデータベース ラスタをアップグレードする方法 

（ESRI技術資料）、ESRI、2005. 

http://www.esrij.com/support/document/arcsde/GeoDB_Raster_Data_to_ArcGIS_

9_J.pdf
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付録 B ラスタ テーブルのスキーマ 
以下のセクションでは、ラスタ データセットの格納に関するテーブルのスキーマにつ

いて説明します。また、「ArcSDE 9.1 Developer Help」においても同様の内容が記載さ

れています。（Development Environments ＞ C API ＞ Programming Concepts ＞ 

Raster Data Management.) 

 

RASTER_COLUMNSテーブル 
ビジネス テーブルにラスタ カラムが追加されると、sdeユーザのスキーマで管理され

ている RASTER_COLUMNSシステム テーブルにレコードが追加されます。また、ラ

スタ イメージ及びそれに関連するメタ データを格納するための 4 つのテーブルも作

成されます。 

テーブル B-1：RASTER_COLUMNSテーブル スキーマ 
列名 データ型 Null?    
rastercolumn_id SE_INTEGER_TYPE NOT NULL 

description SE_STRING_TYPE(65) NULL 

database_name SE_STRING_TYPE(32) NULL 

owner SE_STRING_TYPE(32) NOT NULL 

table_name SE_STRING_TYPE(160) NOT NULL 

raster_column SE_STRING_TYPE(32) NOT NULL 

cdate SE_INTEGER_TYPE NOT NULL 

config_keyword SE_STRING_TYPE(32) NULL 

minimum_id SE_INTEGER_TYPE NULL 

base_rastercolumn_id SE_INTEGER_TYPE NOT NULL 

rastercolumn_mask SE_INTEGER_TYPE NOT NULL 

srid SE_INTEGER_TYPE NULL 

 

 rastercolumn_id 

テーブルの主キー。また rastercolumn_id の値はその他のラスタ テーブルのテー

ブル名にも使用されます。たとえば rastercolumn_idの値が 10の場合、ラスタ テ

ーブルのテーブル名は sde_ras_10となり、ラスタ バンド テーブルのテーブル名

は sde_bnd_10となります。 

 description 

ラスタ テーブルの説明（オプション） 
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 database_name 

ラスタ データセットのビジネス テーブル及びその他のラスタ テーブルを格納

しているデータベース名。1 つのサーバ インスタンスに複数のデータベースをサ

ポートしていない RDBMSの場合この値は常に NULLになります。 

 owner 

ラスタ カラムのビジネス テーブルの所有者 

 table_name 

ラスタ カラムが追加されたビジネス テーブルのテーブル名 

 raster_column 

ラスタ カラム名 

 cdate 

ビジネス テーブルにラスタ カラムが追加された日付 

 config_keyword 

データベースにおけるラスタのテーブルとインデックスの格納形態を決める格納

パラメータを保持する、DBTUNE コンフィグレーション キーワード。DBTUNE 

コンフィグレーション キーワードとその格納パラメータに関する詳細について

は、各 DBMS製品用のチューニング ガイドをご参照ください。ArcSDEのデフォ

ルト値は defaultsです。 

 minimum_id 

ラスタを作成すると設定されるラスタ テーブルの RASTER_ID 列の初期値。デフ

ォルトの値は 1 

 base_rastercolumn_id 

ラスタ カラムを含むビジネス テーブルのビューが作成された場合、 

RASTER_COLUMNS テーブルに、新たに自身の RASTERCOLUMN_ID を持つ新

しいエントリが追加されます。そしてこの新規に追加されたエントリの

BASE_RASTERCOLUMN_ID に、ビューを作成するのに使用しているビジネス 

テーブルの、RASTERCOLUMN_ID が格納されます。 

この BASE_RASTERCOLUMN_ID は、ビューに使用しているビジネス テーブル

に対する参照整合性を管理します。これは、ビジネス テーブルのラスタ カラム

になんらかの操作が発生したとき、それがビューにも反映されることを保証しま

す。たとえば、ビジネス テーブルのラスタ カラムを削除すると、ビューのラス

タ カラムも削除され、RASTER_COLUMNS テーブルから、ビジネス テーブル

とビューのエントリが削除されます。 
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 rastercolumn_mask 

ラスタ カラムの内部的なプロパティを格納します。たとえばジオデータベースは

rastercolumn_mask の値を設定することで、ラスタ データセットとラスタ カタ

ログを判別します。ｓ 

 srid 

ラスタ データセットの空間参照情報（SPATIAL_REFERENCES テーブルを参照

する外部キー）。クライアント アプリケーションはこの値を参照して、ラスタ デ

ータを投影します。 

 

ビジネス テーブル 
以下の例では、ビジネス テーブル「REDLANDS」に、ラスタ カラム「IMAGE 」

があります。このラスタ カラムは、ユーザ スキーマ内に作成されたラスタ テー

ブルを参照する外部キーとなります。この場合、ラスタ  テーブルには、

REDLANDSの家のイメージが各レコードに格納されます。 

 

テーブル B-2：ビジネス テーブル 
列名 データ型 NULL?    
name SE_INTEGER_TYPE NOT NULL 

image SE_INTEGER_TYPE NOT NULL 

 

 name 

テーブルの主キー 

 image 

ラスタ カラム（ラスタ データを格納しているラスタ テーブルを参照する外部キ

ー 
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ラスタ テーブル（ SDE_RAS_<raster_column_id>） 
ラスタ テーブルは、データベースに SDE_RAS_<raster_column_id>という名前で作成

され、ラスタ  カラムに格納される各イメージのレコードを格納します。

RASTER_COLUMN_ID は、データベースにラスタ  カラムが作成されたときに

ArcSDE によって割り当てられます。データベース内の各ラスタ カラムに対するレコ

ードは、sde ユーザのスキーマによって管理されるRASTER_COLUMNS システム テ

ーブルに格納されます。 

 

テーブル B-3：ラスタ テーブル 
列名 データ型 NULL?    
raster_id SE_INTEGER_TYPE NOT NULL 

raster_flags SE_INTEGER_TYPE NULL 

description SE_STRING_TYPE(65) NULL 

 

 raster_id 

ラスタ テーブルの主キー、及びラスタ テーブルに格納される各イメージを一意

に識別する順序番号。 

 raster_flags 

格納されるイメージの特性に従ったビットマップ セット。 

 description 

格納されるイメージの説明 

 

ラスタ バンド テーブル（ SDE_BND_<raster_column_id>） 
ラスタで参照される各イメージは、ひとつあるいは複数のラスタ バンドに細分化され

ます。ラスタ バンド テーブルは、SDE_BND_<raster_column_id>という名前で作成

され、ラスタ テーブルに格納される各イメージのラスタ バンドを格納します。ラス

タ  バンド  テーブルの RASTER_ID 列は、ラスタ  テーブルの主キーである

RASTER_ID 列の外部キーとなります。また、RASTERBAND_ID 列は、ラスタ バン

ド  テーブルの主キーとなります。このテーブルの各ラスタ  バンドは、

RASTERBAND_ID の順序によって、一意に識別されます。 
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テーブル B-4：ラスタ バンド テーブル 
列名 データ型 NULL?    
rasterband_id SE_INTEGER_TYPE NOT NULL 

sequence_nbr SE_INTEGER_TYPE NOT NULL 

raster_id SE_INTEGER_TYPE NOT NULL 

name SE_STRING_TYPE(65) NULL 

band_flags SE_INTEGER_TYPE NOT NULL 

band_width SE_INTEGER_TYPE NOT NULL 

band_height SE_INTEGER_TYPE NOT NULL 

band_types SE_INTEGER_TYPE NOT NULL 

block_width SE_INTEGER_TYPE NOT NULL 

block_height SE_INTEGER_TYPE NOT NULL 

block_origin_x SE_FLOAT_TYPE NOT NULL 

block_origin_y SE_FLOAT_TYPE NOT NULL 

eminx SE_FLOAT_TYPE NOT NULL 

eminy SE_FLOAT_TYPE NOT NULL 

emaxx SE_FLOAT_TYPE NOT NULL 

emaxy SE_FLOAT_TYPE NOT NULL 

cdate SE_DATE_TYPE NOT NULL 

mdate SE_DATE_TYPE NOT NULL 

 

 rasterband_id 

各ラスタ バンドを一意に識別するラスタ バンド テーブルの主キー。 

 sequence_nbr 

RASTER_ID 列と組み合わせて、ラスタ バンドを二次的な方法で一意に識別する

ために複合キーとして利用される順序番号。 

 raster_id 

ラスタ  テーブルの主キーを参照する外部キー。複合キーとして

SEQUENCE_NBR 列と組み合わせると、ラスタ バンドを一意に識別する。 

 name 

ラスタ バンドの名前 
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 band_flags 

格納されるラスタ バンドの特性に従ったビットマスク セット。以下のラスタ バ

ンドのプロパティを格納する。 

• 最大ピラミッド レベル 

• ピラミッドの内挿法 

• カラーマップの有無 

• 統計情報の有無 

• 座標変換の有無 

 band_width 

バンドの幅（単位：ピクセル数） 

 band_height 

バンドの高さ（単位：ピクセル数） 

 band_types 

ラスタ バンドの特性に従ったビットマスク セット。以下のラスタ バンドのプロ

パティを格納する。 

• 圧縮方法 

• ラスタ データのピクセル深度 

 block_width 

バンドのタイルの幅（単位：ピクセル数） 

 block_height 

バンドのタイルの高さ（単位：ピクセル数） 

 cdate 

作成日付 

 mdate 

最終更新日付 

 block_origin_x 

もっとも左にあるピクセルの地理座標 

 block_origin_ｙ 

もっとも上にあるピクセルの地理座標 
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 eminx 

バンドの最小 X座標 

 eminy 

バンドの最小 Y座標 

 emaxx 

バンドの最大 X座標 

 emaxy 

バンドの最大 Y座標 

 

ラスタ データセットがマップ エクステントを持っている場合、eminx列、eminy列、

emaxx列、emaxy列がエクステントの座標値を保持します。ラスタ データセットがエ

クステントを保持していない場合は、これらの列が反転されます。（eminx 列、eminy

列が最大値を保持し、emaxx列、emaxy列が最小値を保持します。 

 

ラスタ ブロック テーブル（ SDE_BLK_<raster_column_id>） 
ラスタ ブロック テーブルは SDE_BLK_<raster_column_id>という名前で作成され、

ラスタ イメージのピクセルの実データを格納します。ArcSDE は、バンドを均一的な

ピクセルのブロックにタイル化します。ラスタ バンドのデータをタイル化することで、

効率良くラスタ データを格納、取得することができます。ラスタ ブロックを Oracle 

データブロックに収まるように設定することができるので、パフォーマンスに悪影響

を与えるデータブロックの連鎖を防ぐことができます。 

 

RASTERBAND_ID 列は、ラスタ バンド テーブルの主キーを参照する外部キーとなり

ます。また RASTERBAND_ID 列は、RRD_FACTOR 列、ROW_NBR 列、COL_NBR 

列と組み合わされ複合一意キーとなります。 

 

テーブル B-5：ラスタ ブロック テーブル 
列名 データ型 NULL?    
rasterband_id SE_INTEGER_TYPE NOT NULL 

Rrd_factor SE_INTEGER_TYPE NOT NULL 

Row_nbr SE_INTEGER_TYPE NOT NULL 

col_nbr SE_INTEGER_TYPE NOT NULL 

block_data SE_BLOB_TYPE NOT NULL 
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 rasterband_id 

ラスタ バンド テーブルの主キーを参照する外部キー。 

 rrd_factor 

解像度を低くしたピラミッド レイヤ内のラスタ バンド ブロックの位置を決め

るファクタ。最も高い解像度のピラミッド レイヤの値は 0 に設定され、ラスタ バ

ンドの最も低い解像度に達するまで増えていきます。 

 row_nbr 

ブロックの行番号 

 col_nbr 

ブロックの列番号 

 block_data 

ブロック（タイル）に含まれるピクセルのピクセル値 

 

ラスタ バンド補助テーブル（ SDE_AUX_<raster_column_id>） 
ラスタ バンド補助テーブルは、SDE_AUX_<raster_column_id>という名前で作成され、

イメージのカラーマップ、イメージの統計、イメージの座標変換情報などイメージに

付随するメタ データ情報を格納します。RASTERBAND_ID 列は、ラスタ バンド テ

ーブルの主キーを参照する外部キーとなります。 

 

テーブル B-6：ラスタ バンド補助テーブル 
列名 データ型 NULL?    
rasterband_id SE_INTEGER_TYPE NOT NULL 

type SE_INTEGER_TYPE NOT NULL 

object SE_BLOB_TYPE NOT NULL 

 

 rasterband_id 

ラスタ バンド テーブルの主キーを参照する外部キー。 

 type 

object列に格納されるデータの特性に従った Enumerator（列挙子）のセット。 

以下の列挙子を格納します。 

• SE_RASTERBAND_OBJECT_TYPE_STATS 2 

object列はイメージの統計情報を格納します。 

• SE_RASTERBAND_OBJECT_TYPE_COLORMAP 3 

object列はイメージのカラーマップを格納します。 

• SE_RASTERBAND_OBJECT_TYPE_XFORM 4 

object列はイメージの座標変換オプションのリストを格納します。 
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