空間情報科学研究センター(CSIS)・空間情報科学連携ラボ 主催

TerrSet (旧 Idrisi) ラスター解析 講習会 開催！
空間情報科学研究センター(CSIS)では、TerrSet (旧 Idrisi)の講習会を開催いたします。今回は、リモートセンシング
などに関連したラスター解析による環境分析・モデリングなどを行います。
1. 日時と会場
2020 年 2 月 26 日(水)13:00～17:00 @柏キャンパス 総合研究棟 4 階 470 会議室
2. 講習会内容
・

ソフトの基本動作

・

多基準分析による適正地マッピング

・

NDVI を用いた環境変動の解析

・

REDD+プロジェクトに関連した将来予測のモデリング

3. 対象者
研究・教育に従事している大学・企業・研究所などに所属する方 20 名程度（学生含む）
※今回の講習会は英語で実施します（日本語だけ別対応可）。
4. 参加条件・注意事項
・

参加無料。ただし、コンピュータの用意、会場までの交通費は各自でご負担ください。

・

TerrSet（Clark Labs）のソフト及び、ソフトが正しく動作するコンピュータをご自身でご用意ください。

・

当日の動作不良には対応いたしかねますので、必ず各自で動作確認を行ってください。

・

本講習会内容以外に関するご質問にはお答えいたしかねます。

・

TerrSet の東京大学ライセンスはありません。必ず各自で購入、もしくはトライアル版の申請を開発元に申請して
ください（URL: https://clarklabs.org/）。

5. お申し込み方法
お名前、ご所属、メールアドレス等をご登録ください。
https://forms.gle/CmVEaa5RYJKauEqZ7
ご希望多数の場合は先着順でお受けします。満員の際はご容赦ください。

Organized by Center for Spatial Information Science (CSIS) and Collaborative Laboratory.

TerrSet (former Idrisi) Raster Analysis Training Course
We will hold a training course of a GIS software TerrSet (former Idrisi) at the Center for Spatial Information Science
(CSIS). This course will introduce from basic elements of the software to environmental analysis/modeling using raster
images.
1. Time and Location
February 26 (Wed), 2020. 13:00 – 17:00 @Kashiwa Campus, Kashiwa Research Complex Room 470 (4th Floor)
2. Course Content
・

Introducing to TerrSet

・

Multi Criteria Evaluation for Suitability Mapping

・

Eco-Climatic Time Series and Change Analysis

・

Modelling a REDD Project –Assessing CO2 Emission Evaluation-

3. Acceptable Participants
Person who is engaged in either research/education and affiliated to University/Company/Institutes etc. Maximum 20
person（Include Students）.
※This course will be conducted in ENGLISH （Only Japanese can be supported for additional language）。
4. Participating Conditions and Notes
・

Free of Charge. However, bring your own PC and transportation fees are responsible by individuals.

・

The GIS software “TerrSet（Clark Labs）” and the PC must be prepared individually. We do NOT distribute
the software.

・

Any malfunctions of both software and the PC is out of support. Please check yourself that it works properly.

・

We cannot accept any questions other than relating to the course.

・

We do NOT own Campus License of TerrSet. Please purchase the personal license by yourself, or register a
trial version directly from the developer （URL: https://clarklabs.org/）.

5. How to Register for the Course
Please register your name, affiliation, e-mail, etc, from below.
https://forms.gle/CmVEaa5RYJKauEqZ7
If there are many applicants, it will be first come first served.

