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はじめに  

 
本マニュアルは、国土交通省国土政策局が開発した「介護福祉業務における GIS 高度活

用人材育成プログラム」の「高齢福祉関係の計画策定/政策立案のための基礎分析（地域カ

ルテの作成と活用）(1)」の教材を使った研修を、それぞれの地方自治体が実施する際に、

自らの行政地域を対象とした教材を作成する手順を示したものです。 
本プログラムは、東京都稲城市を対象として、総務省 統計局の政府統計の総合窓口ホー

ムページ「e-stat」にて無償で公開・入手可能な「小地域統計」を用いて、地域別の高齢者

分布を GIS で可視化し、国土交通省国土政策局のホームページにて無償で公開・入手可能

な「国土数値情報」の福祉施設位置を重ね合わせ・集計することにより、地域の高齢化問題

の現状把握や必要な施策について空間的に思考するための研修内容となっています。オープ

ンソースフリーGIS ソフトウェア Quantum GIS (1.7.4)を利用していますので、有償の GIS ソ

フトウェアを導入する費用がない場合でも、研修を実施してもらうことが可能です。 
本マニュアルでは、本プログラムを東京都稲城市でなく、自らの地方自治体の行政区域を

対象として研修を行うための地理空間情報の入手、加工、GIS ソフトウェアへのセットアッ

プ、GIS 操作手順を示しています。本マニュアルの手順に沿って教材を用意することで、費

用をかけることなく、自らの行政区域の GIS を用いて高齢化率の可視化などを行い、自ら

の地域の高齢化問題などを空間的に思考するための教材を作成し、研修を行うことができま

す。 
また、「GIS 高度活用人材育成プログラム」教材作成だけでなく、広く小地域統計を GIS

で活用する場合のオープンソースフリーGIS ソフトウェア Quantum GIS (1.7.4)を利用した地

理空間情報の入手、加工、GIS ソフトウェアへのセットアップ、GIS 操作手順にかかる活用

マニュアルとしても、利用することができます。 
本マニュアルが、高齢化問題を始めとする地域の諸課題を GIS ソフトウェアで可視化し、

空間的に思考・解決するための一助となれば幸いです。 
 
なお、本マニュアルでの操作手順・画面は基本的にパソコンの OS に Windows７を利用し

ている場合の説明となっています。 
環境によっては、「C:¥GISjinzai¥」などフォルダ区切りを表す「¥」が「/」と表示される

ことがあります。 
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1． e-Stat からの統計情報の取得 

「政府統計の総合窓口（e-Stat）」は、総務省 統計局がこれまで各府省のホームページ上

で提供されていた統計データを一つにまとめ、利用者にとってニーズの高い提供機能を備え

た、統計データのポータルサイトです。 
e-Stat では、各府省等が登録した統計表ファイル、統計データ、公表予定、新着情報、調

査票項目情報、統計分類等の各種統計関係情報をインターネットから誰でも無償で入手する

ことができます。本サイトの「地図で見る統計（統計ＧＩＳ）」では、特に国勢調査の町丁・

字等別の「小地域統計結果」データとそれに対応する町丁・字等の「境界」データをダウン

ロードすることができます。GIS ソフトウェアを用いて、この 2 つを利用することにより、

市町村より細かな町丁字単位の統計数値から、市町村内の高齢化率が高い地域の分布などの

地理的な分析を地図上で視覚的に行うことができます。2013 年 3 月 1 日現在、平成 12 年、

17 年、22 年の町丁・字等別の「小地域統計結果」データをダウンロードすることができま

す。 

1.1 e-stat からの国勢調査小地域統計データダウンロード 

小地域統計を e-stat の Web ページからダウンロードします。 

(1) インターネットから政府統計の総合窓口ホームページ e-stat 

 http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do 

 へ接続する。 

(2) 「地図で見る統計（統計ＧＩＳ）」をクリックする。 
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(3) 「データダウンロード」をクリックする。 

 

(4) ダウンロードする統計表データを選択する。 

① 統計調査（集計）を選択から「平成２２年国勢調査（小地域）2010/10/01」を選

択 

② 統計表を選択から「年齢別（５歳階級、４区分）、男女別人口」を選択 

③ 「統計表各種データダウンロードへ」をクリックする。 

 

① 
②

③
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(5) 市区町村を選択する。 

地域選択 → 都道府県を選択 → 市区町村を選択 → 検索ボタンを押す 

 

(6) データを選択し、統計データと境界データの両方をダウンロードする。 

 
 
 
 
 
 
 

KEY_CODE CITYNAME NAME 人口 高齢者人口
132250010 稲城市 矢野口 16256 1553

132250020 稲城市 東長沼 11759 1123

132250030 稲城市 大丸 8584 1086
132250040 稲城市 百村 4494 405

132250050 稲城市 坂浜 2811 433

132250060 稲城市 平尾 11090 1891
132250070 稲城市 押立 4453 553

132250080 稲城市 向陽台 9276 819

132250090 稲城市 長峰 4509 352

132250100 稲城市 若葉台 11603 590

ここでは 
①都道府県「東京都」 
②市区町村「13225 稲城市」 
を選択しています。 
 
それぞれで必要な市町村を選択します。 
複数の市町村を選択することもできます。 

① 

② 

③ 

○統計データ 
平成 22 年国勢調査

小地域統計の 
表の情報 
・小地域統計結果 
定義書 
と 
○境界データ 
地図の情報 
町丁字境界 
がダウンロードで

きる。 

表の情報 
小地域統計

地図の情報 
町丁字境界 
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④ ○境界データ から、世界測地系平面直角座標系・Shape 形式のデータ 

（ここでは稲城市 A002005212010XYSWC13225.zip） と 

定義書 A002005212010.pdf をダウンロードする。 

 
 
⑤ ○統計データ から、年齢別（５歳階級、４区分）、男女別人口のデータ 

（ここでは稲城市(5KB)  tblT000573C13225.zip） と 

定義書(T000573.pdf) をダウンロードする 

 

◆統計データ 
を選んで、 
zip ファイルを 
ダウンロードする 

世界測地系平面直角

座標系・Shape 形式の

データ、定義書 
を選んで 
ダウンロード 
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2． 国土数値情報からの施設位置情報の取得 

国土数値情報は、国土交通省国土政策局が行政区域、鉄道、道路、河川、地価公示、土地

利用メッシュ、公共施設など、国土に関する様々な情報を整備、数値化したデータです。国

土交通省国土政策局の「国土数値情報ダウンロードサービス」ホームページより無償でダウ

ンロードして GIS で利用することができます。 
「高齢福祉関係の計画策定／政策立案のための基礎分析(1)」では、GIS で地域別の高齢

者の分布を GIS で可視化し、既存の福祉施設の位置を重ね合わせ・集計することにより、

地域の高齢者に関する特性を把握します。本節では、その福祉施設位置に関する地理空間情

報に国土数値情報を利用します。 

2.1 国土数値情報からのデータダウンロード 

(1) 国土交通省国土政策局 GIS ホームページ  

国土数値情報ダウンロードサービス http://nlftp.mlit.go.jp/ に接続する。 

(2) 「国土数値情報ダウンロードサービスへ」をクリックする。 
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(3) ダウンロードするデータの種類を選択する。 

① データ形式より「JPGIS2.1」をクリックする。 
② ＜施設＞の「福祉施設」をクリックする。 

 
 

① 

②
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(4) データのダウンロード（2.各データ詳細）ページが表示されるので、内容を確認してペ

ージの下の方へ。 

 

(5) ダウンロードしたい都道府県をチェックし「次へ」をクリックする。 

（ここでは、「東京都」を選択） 

 

ダウンロードしたい都

道府県をチェックし、

「次へ」を押す 
(ここでは東京都を選択

しています) 

①

②
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(6) ダウンロードするファイル（ここでは東京都福祉施設 P14-11_13_GML.zip）を 

①チェックし、②「次へ」をクリック。 

 

 

(7) 国土数値情報に関するアンケート調査に回答し、利用規約に同意する。 

 

① 

②
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(8) ダウンロードボタンを押してダウンロードする。 
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3． QuantumGIS1.7.4 のインストール 

本実習ではフリーオープンソース GIS である QuantumGIS1.7.4（QGIS）を使用します。 
FOSS4G(Free and Open Source Software for Geospatial)と呼ばれるソフトウェアの一つでソ

ースコードが開示されていて、無料で利用できます。ソフトウェアは随時バージョンアップ

されていますが、今回は、最新バージョンではなく、安定している点で定評のある 1.7.4 を

使用します。オープンソースであるため、ソフトウェアを自由に入手、改良、再配布するこ

とができます。 

(1) QGIS のインストーラをダウンロードする。 

インストーラは次の URL からダウンロードできます。 
http://qgis.org/downloads/QGIS-OSGeo4W-1.7.4-d211b16-Setup.exe 

(2) QGIS-OSGeo4W-1.7.4-d211b16-Setup.exe をマイドキュメントなどにダウンロードす

る｡ 

下記のようにマイドキュメントなどの保存先のフォルダを指定し、保存（S）する。 

 

(3) QGIS-OSGeo4W-1.7.4-d211b16-Setup.exe をダブルクリックし、インストーラを起動す

る。 

「セキュリティの警告」ウインドウが開くので実行(R)を押してインストールを実行する。 

 
Windows 7 の場合： 
「ユーザアカウント制御」の警告が出るので、はい(Y)を押してインストールを実行する。 
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(4) 「Quantum GIS(1.7.4)セットアップ」ウインドウが開いた場合は、「OK」を押して、イ

ンストールを続行する。 

 

(5) 「Quantum GIS Wroclaw(1.7.4)セットアップウィザード」ウインドウが開くので、「次

へ(N)」を押して、インストールを続行する。 

 

(6) 「ライセンス契約書」ウインドウが開くので、内容を確認し「同意する(A)」を押して、

インストールを続行する。 
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(7) 「インストール先選択」ウインドウが開くので、初期設定されている「C:\Program 

Files\Quantum GIS Wroclaw」フォルダでよければ、「次へ(N)」を押して、インスト

ールを続行する。 

（※Quantum GIS はインストールに 491.2MB の空き容量を必要とします。C ドライブの

空き容量が少ない場合や C ドライブへのインストールが禁止されている場合などは、

「参照(R)」ボタンを押して、任意の場所にインストールします。） 

 

(8) インストールコンポーネントは Quantum GIS だけにして、「インストール」を押して、

インストールを続行する。 

 
 
※上記操作後、「確認」のエラーメッセージが表示されることがありますが、 
 その場合、「OK」ボタンをクリックします。その後表示される「今すぐ再起動する。」 
は「完了(F)」ボタンをクリックします。 

 

① 

②



 

13 
 

(9) Quantum GIS Wroclaw(1.7.4)がインストールされます。 

 
 
パソコンのデスクトップ上に Quantum GIS Wroclaw(1.7.4)へのショートカットが作成され

ます。 
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4． ダウンロードしたデータの展開と QGIS での読み込み 

4.1 ダウンロードしたファイルの解凍 

(1) 第 1.、2.章でダウンロードしたファイルを圧縮解凍ソフトウェアで解凍する。 

入手先 解凍前ダウンロードファイル 解凍後ファイル 
政府統計の総合窓口 
（e-Stat） 
 
平成 22 年国勢調査小地

域統計 稲城市町丁字 

A002005212010XYSWC13225.zip 
境界データ・Shape 形式 

h22ka13225.dbf 
h22ka13225.prj 
h22ka13225.shp 
h22ka13225.shx 

tblT000573C13225.zip 
年齢別（５歳階級、４区分）、男女

別人口データ 

tblT000573C13225.txt 

国土数値情報ダウンロ

ードサービス 
 
東京都福祉施設データ 

P14-11_13_GML.zip 
点データ・Shape 形式 

KS-META-P14-11-13.xml 
P14_13.dbf 
P14_13.shp 
P14_13.shx 
P14-11-13.xml 

 

(2) 使用するパソコンの Cドライブに「GISjinzai」というフォルダを作成し、 

ダウンロードしたファイルを C:\GISjinzai にコピーする。 
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4.2 QGIS での小地域境界データ読み込みと表示 

(1) デスクトップ上の Quantum GIS (1.7.4)のショートカット

から Quantum GIS を起動する。 

 
 
 
 
 

［参考］起動後に現れる「QGIS チップス！」は、 
②の「OK」ボタンを押せば閉じることができます。 
また、次回起動時よりこの画面を表示させたくない場合には、 
①の「表示は不要」にチェックをつけた後、②の「OK」ボタンを押してください。 

 

① 

②



 

16 
 

(2) メニューからレイヤ(L)－ベクタレイヤの追加をクリックする。 

 

(3) 「ベクタレイヤの追加」ウィンドウが開くので、「ベクタレイヤの追加」ウィンドウの

ソースタイプ欄で「ファイル」エンコーディングで「Shift_JIS」を選択し、 

「ブラウズ」を押す。 

 

(4) C:\GISjinzai\h22ka13225.shp (稲城市の町丁字境界データ)を選択し、「開く(O)」を

押す。 

 

① 

②
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(5) 変換元データセット欄に C:\GISjinzai\h22ka13225.shp が選択されているのを確認し

て、「Open」を押す。 

 

(6) 稲城市の町丁字の境界（地図）が表示されます｡ 

地図の色はランダムに自動的に設定されます。 

 
 
※稲城市の区域が町丁・字単位で区分されています。 
矢野口等の「丁目」が整備されていない区域は 1000 番単位で表示され、 
若葉台等の「丁目」が整備されている区域は、その区分で表示されています。 
  

レイヤパネルに

追加されます 
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4.3 投影法（座標参照系（CRS））の設定 

球体である地球を平面上に描写しているため、正しい投影法を設定しないと面積・角度・

距離の歪みが大きくなってしまうほか、QGIS 上での距離計測といった空間演算が正確に行

われません。初期設定では、アメリカなどで使用されている世界測地系（WGS84）に設定

されていますので、日本にあった正しい座標系を設定することにより歪みの小さな正しい表

示にするとともに、正確な空間演算を行えるようにします。 

(1) メニューから設定－プロジェクトのプロパティをクリックする 
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(2) 「プロジェクトのプロパティ」ウィンドウにて、投影法の設定を行う｡ 

① 座標参照系(CRS)タブを選択 

② オンザフライ CRS 変換を有効にするにチェック 

※オンザフライ CRS 変換とは、異なる座標系の地理空間情報を Q-GIS が見た目、

重ねてくれる機能のことです。 
③ Search 欄に「2451」と入れて「Find」を押す 

④ 座標参照系欄に表示される 

「JGD2000/Japan Plane Rectangular CS Ⅸ EPSG:2451 420」を選択し、「OK」

する。 

 
※ EPSG:2451 は、世界測地系・平面直角座標系（第 9 系）のことです。 

(3) 参照座標系が変換され表示されます 

  

② ① 

⑤

③ 

④ 
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4.4 QGIS での福祉施設データ読み込みと表示、座標系を変更しての保存 

国土数値情報データダウンロードサービスからダウンロードした福祉施設データをQGIS
で読み込ませ、表示させます。国土数値情報データダウンロードサービスのデータの読み込

みの際は、座標系情報の指定が必要となります。その後、平面直角座標系形式に変換して保

存します。 

4.4.1 データの読み込みと表示 

(1) メニューからレイヤ(L)－ベクタレイヤの追加をクリックする。 

 

(2) 「ベクタレイヤの追加」ウィンドウが開くので、「ブラウズ」を押す。 

 
※エンコーディングが「SHIFT-JIS」であることを確認します。 
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(3) C:\GISjinzai\P14_13.shp（福祉施設）を選択し、「開く(O)」→「Open」を押す。 

 

(4) 「座標参照系選択」ウィンドウが開いて、「レイヤ 14_21 の CRS を指定してください」

と聞いてくるので、Search 欄に「4612」と入れて Find を押す。 

座標参照系欄に表示される 

「JGD2000 EPSG:4612 3465」を選択し、「OK」する。 

 
※EPSG: 4612 は、JGD2000 （日本測地系 2000 緯度経度座標系）のことです。 
 

② 

① 

③

① 

② 
③
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(5) 福祉施設が表示される。 

 
 

  

レイヤパネルに

追加されます 
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4.4.2 座標系を変更して保存（作業後の GIS データを出力） 

福祉施設のシェープファイルを、世界測地系・平面直角座標系（第 9 系）で保存します。 
この作業は、元ファイルに何かの作業を行ったあと、作業後の形で GIS データとして保

存したいときに行います。 

(1) レイヤ P14_13 を右クリックして、名前をつけて保存 

 

(2) 「ベクタレイヤに名前を付けて保存」ウィンドウが開くので、名前をつけて保存欄の

「ブラウズ」ボタンを押す。 

 
※エンコーディングが「SHIFT-JIS」であることを確認します。 
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(3) 「福祉施設」とファイル名を入力して「C:\GISjinzai\」に保存する。 

 

(4) 保存する座標系を選択するため、CRS 欄の「ブラウズ」ボタンを押す。 

 

②

① 
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(5) 「座標参照系選択」ウィンドウが開くので、 

「 近利用した座標参照系」欄にある 

「JGD2000/Japan Plane Rectangular CS Ⅸ EPSG:2451 420」を選択し、「OK」する。 

 

(6) 「OK」ボタンを押して保存する。「保存完了」の「OK」ボタンをクリックする。 

 

① 

②
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4.4.3 保存したファイルの再読み込み 

(1) メニューからレイヤ(L)－ベクタレイヤの追加をクリックする。 

 

(2) ブラウズ から C:\GISjinzai\福祉施設.shp を選択し、「Open」を押す。 

 

①

② 

③

④ 
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(3) 世界測地系・平面直角座標系（第 9系）に変換された福祉施設のデータが表示される 
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5． プロジェクトファイルの保存 

これまで作業した設定内容（座標系、レイヤの順番、表示シンボルなど表示形式）をプロ

ジェクトファイルに保存しておきます。次回以降、このプロジェクトファイルを開くことで、

現在見た状態から再度作業に復帰することができます。 

(1) メニューからファイル(F)－プロジェクトを名前をつけて保存(A)をクリックする。 

(2) 「QGIS のプロジェクトとして保存するファイル名を選択してください」ウィンドウが

開くので、例えば日付＋inagi として、「131111inagi.qgs」と入力して保存する。 

 
 
 
 
 

(3) 以降、メニューから 

ファイル(F)－プロジェクトを保存(S) をクリックすると上書き保存ができます。 

 

① 

②

③

131111inagi.qgs
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6． 地図上に表示するレイヤを変える 

6.1 表示したいレイヤのみ表示する 

「レイヤパネル」の設定により、地図画面に表示するレイヤを選択できます。 

 
  

□をクリックすると「×」

をつけたり外したりでき

る。「×」がないレイヤは

地図画面には表示されな

い。 



 

30 
 

6.2 複数のレイヤを表示する場合の順番を並び替える 

「レイヤパネル」に掲載されているレイヤは、上から順番に地図画面に表示されています。

レイヤパネル上のレイヤの順番を変えると、地図画面上でもレイヤの手前・奥が変わります。 
① 順番を動かしたいレイヤを選択（ここでは、「P14_13」を選択） 

② 選択したままレイヤパネル上で上下に移動（ここでは「h22ka13225」の下に移動） 

 

 

福祉施設（「P14_3」）のレ

イ ヤ が 稲 城 市 町 丁 字

（「h22ka13225」のレイヤ

の下に表示されている。

「P14-13」を選択しな

がら「h22ka13225」
の下にドラッグ 
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7． テーブル結合処理 

１．町丁字の境界データ「h22ka13225.shp」Shape 形式 と 
２．小地域統計結果「tblT000573C13225.txt」 を 
両者にあるデータ項目「KEY_CODE」で 2 つのデータを結合します。 
 

 
これによって、小地域統計結果にある 5 歳階級別人口などのデータをもとに、町丁字の図

を塗り分けるといった作業が行えます。 

  

(x1,y1)

(x2,y2)
(x3,y3)

ポイント（点）
(x1,y1)

(x2,y2)
(x3,y3)

(x1,y1)

(x2,y2)
(x3,y3)

ポイント（点）

町丁目の境界データ
「h22ka21201.shp」

小地域統計結果
「tblT000573C21201.txt」

テーブル結合
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7.1 小地域統計結果を CSV ファイルで保存 

QGIS で読み込ませるために、CSV 形式でファイルを保存します。 

(1) C:\GISjinzai\tblT000573C13225.txt を開く。 

C:¥GISjinzai¥tblT000573C13225.txt をダブルクリックするとメモ帳などのソフトウェアで

ファイルを開くことができます。中身をみてみると、ダウンロードしたデータは、統計項目

ごとにカンマ(,)で区切られたテキストデータであることが確認できます。 

 

(2) 年齢別（５歳階級、４区分）、男女別人口データの定義書(T000573.pdf)を開いて、確

認しておきます。 
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(3) (1) の 画 面 に 戻 り 、 フ ァ イ ル (F)- 名 前 を 付 け て 保 存 (S) を ク リ ッ ク

 

(4) CSV(カンマ区切り)の tblT000573C13225.csv として保存する。 

① ファイル名(N)に「tblT000573C13225.csv」を入力、 

② 保存先が「C:\GISjinzai」フォルダであることを確認のうえ、 

③ 「保存(S)」ボタンをクリックする。 

 

(5) テキストファイルは 小化しておく。 

 
  

① 

② 

③
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7.2 CSVT ファイルの作成 

6.1 で作成した CSV ファイルをそのまま読み込ませると、QGIS はすべて文字列データと

して処理してしまいます。この場合、人数などの数値が入っていても町丁字名などと同様の

文字列であるとして扱われ、この後で行う高齢化率などの計算ができなくなってしまいます。 
そのため、QGIS で CSV ファイルを読み込む際には、どの列がどの形式（文字列、整数、

小数つきの数値など）で値が記述されているかを示した「CSVT」ファイルをあらかじめ作

成しておかなければなりません。 
結合する小地域統計結果 CSV ファイルと同名の CSVT ファイルを同じフォルダに作成し、

テーブルの各列にどの形式でデータが入っているか書いておくとその形式でデータを読み

込むことができます。 
 
今回は、tblT000573C13225.csv なので、→tblT000573C13225.csvt ファイルを作成します。 
また、国勢調査小地域統計結果の定義は以下のようになっています。 
※「integer」は整数型、「string」は文字列型のことを示しています。 
KEY_CODE string T000573021 男の総数、年齢「不詳」含む integer 
HYOSYO integer T000573022 男０～４歳 integer 
CITYNAME string T000573023 男５～９歳 integer 
NAME string T000573024 男１０～１４歳 integer 
HTKSYORI string T000573025 男１５～１９歳 integer 
HTKSAKI integer T000573026 男２０～２４歳 integer 
GASSAN integer T000573027 男２５～２９歳 integer 
T000573001 総数、年齢「不詳」含む integer T000573028 男３０～３４歳 integer 
T000573002 総数０～４歳 integer T000573029 男３５～３９歳 integer 
T000573003 総数５～９歳 integer T000573030 男４０～４４歳 integer 
T000573004 総数１０～１４歳 integer T000573031 男４５～４９歳 integer 
T000573005 総数１５～１９歳 integer T000573032 男５０～５４歳 integer 
T000573006 総数２０～２４歳 integer T000573033 男５５～５９歳 integer 
T000573007 総数２５～２９歳 integer T000573034 男６０～６４歳 integer 
T000573008 総数３０～３４歳 integer T000573035 男６５～６９歳 integer 
T000573009 総数３５～３９歳 integer T000573036 男７０～７４歳 integer 
T000573010 総数４０～４４歳 integer T000573037 男１５歳未満 integer 
T000573011 総数４５～４９歳 integer T000573038 男１５～６４歳 integer 
T000573012 総数５０～５４歳 integer T000573039 男６５歳以上 integer 
T000573013 総数５５～５９歳 integer T000573040 男７５歳以上 integer 
T000573014 総数６０～６４歳 integer T000573041 女の総数、年齢「不詳」含む integer 
T000573015 総数６５～６９歳 integer T000573042 女０～４歳 integer 
T000573016 総数７０～７４歳 integer T000573043 女５～９歳 integer 
T000573017 総数１５歳未満 integer T000573044 女１０～１４歳 integer 
T000573018 総数１５～６４歳 integer T000573045 女１５～１９歳 integer 
T000573019 総数６５歳以上 integer T000573046 女２０～２４歳 integer 
T000573020 総数７５歳以上 integer T000573047 女２５～２９歳 integer 

T000573048 女３０～３４歳 integer 
T000573049 女３５～３９歳 integer 
T000573050 女４０～４４歳 integer 
T000573051 女４５～４９歳 integer 
T000573052 女５０～５４歳 integer 
T000573053 女５５～５９歳 integer 
T000573054 女６０～６４歳 integer 
T000573055 女６５～６９歳 integer 
T000573056 女７０～７４歳 integer 
T000573057 女１５歳未満 integer 
T000573058 女１５～６４歳 integer 
T000573059 女６５歳以上 integer 
T000573060 女７５歳以上 integer 
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前頁の定義に従って、「CSVT」ファイルを作成します。 

(1) 以下の文字列をクリップボードにコピーする。 

******************************************************************************** 
以下文字列始まり（これより下をコピー） 
string,integer,string,string,string,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,i
nteger,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,inte
ger,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,
integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,inte
ger,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer,integer 
文字列終わり（これより上をコピー） 
******************************************************************************** 
各列の定義をカンマ（,）で区切って 1 行で記述しています。 

(2) メモ帳を起動して、メニューから編集(E)－貼り付け(p)をクリックする。 

 
 
※設定によっては下記のように表示されることがありますが、問題ありません。 

 

(3) メニューからファイル(F)－名前を付けて保存(A)をクリックする。 

(4) ファイルの種類(T)を「すべてのファイル (*.*)」に変更してから、 

C:\GISjinzai フォルダに 

ファイル名(N)に「tblT000573C13225.csvt」を入力して保存する。 
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7.3 テーブル結合処理 

csv ファイルで保存した小地域統計結果を QGIS で読み込み、境界データに結合する処理

を行います。 

7.3.1 テーブルの読み込みと結合 

(1) メニューからレイヤ(L)－ベクタレイヤの追加をクリックし、「ブラウズ」をクリック 

 

(2) 「OGR のサポートするベクタレイヤを開く」画面で、 

① ファイルの種類を「カンマ区切りファイル」にして、 

② C:\GISjinzai フォルダの「tblT000573C13225.csv」をクリックし、 

③「開く(O)」ボタンを押す。 

 
 

 

①

② 

③
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④ 「Open」ボタンをクリックする。 

 

(3) tblT000573C13225.csv が追加される 

 

(4) レイヤ h22ka13225 を右クリックして、プロパティ(P)を選択する。 
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(5) 「レイヤプロパティ」ウィンドウが開くので、 

① 「結合」タブを選択し、 

② 「＋」ボタンを押す。 

 

(6) 「ベクタ結合の追加」ウィンドウが開くので、 

「 レ イ ヤ を 結 合 す る 」 欄 に 

tblT000573C13225 

「フィールドを結合する」欄に KEY_CODE 

「ターゲットフィールド」欄に KEY_CODE 

を選択し、「OK」ボタンを押す。 

 
平成 22 年国勢調査境界データ定義書

①

② 
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(A002005212010.pdf)を開いて、KEY_CODE フィールドの定義を確認しておく。 
 
 
 
 
 

(7) 「レイヤプロパティ」ウィンドウに 

① 結合条件が表示されるので、 

② 「OK」ボタンを押す。 

 

① 

②
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(8) レイヤ h22ka13225 を右クリックして、「属性テーブルを開く」を選択する。 

 

(9) レイヤ h22ka13225 の属性テーブルの右側に小地域統計結果(tblT000055C13225.csv)が

追加されているのが確認できます。 
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7.3.2 結合した小地域統計結果データを含んだ新たな shp ファイルの保存 

この作業は、「4.4.2 座標系を変更して保存」と同じで、作業後の GIS データを出力する

作業です。 

(1) レイヤ h22ka13225 を右クリックして、「名前をつけて保存」をクリックする。 

 

(2) 「ベクタレイヤに名前を付けて保存」ウインドウが表示されるので、 

①「ブラウズ」ボタンを押して、 

② C:\GISjinzai フォルダに「H22 稲城市」と名前を入力して、 

③ 「保存(S)」、 

④ 「OK」ボタンを押して保存する。「保存完了」の「OK」ボタンをクリックする。 

  

 
 
これにより、H22 稲城市の shp ファイルは、属性テーブルに町丁・字の５歳階級別人口を

持っているデータとして出力されました。 

① 

②

③
④ 

⑤ 「保存完了」の「OK」ボタンをクリックする。 

※「失敗しました」というメッセージが現れた場合がありますが、

6.3.3 により再読み込みできれば無視してかまいません。 

⑤
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7.3.3 保存したファイルの再読み込み 

(1) メニューからレイヤ(L)－ベクタレイヤの追加をクリックする。 

 

(2) 「ブラウズ」をクリック 
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(3) 「OGR のサポートするベクタレイヤを開く」画面で、 

①ファイルの種類を「ESRI ShapeFiles [OGR] (*.shp *.SHP)」にして、 

② C:/GISjinzai/H22 稲城市.shp を選択し、 

③ 「開く(O)」ボタンをクリックする。 

④「Open」ボタンをクリックする。 

 

 

 

①

② 

③

④ 
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(4) H22 稲城市.shp が追加される。 
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8． 属性の編集 

境界データに結合した小地域統計データをもとに、町丁字ごとの高齢化率や高齢者人口密

度など、新たな指標（属性）を計算します。 

8.1 「高齢化率」の計算 

(1) レイヤ H22 稲城市を右クリックして、「属性テーブルを開く」をクリック 

 

(2) 「属性テーブル」ウィンドウが開く 

① ウィンドウ下側の「編集モードの変更」ボタンをクリックして属性の編集モードを

開始し、 

② 「フィールド計算機のオープン」ボタンをクリックする。 

 

 

編集モードの変更 フィールド計算機のオープ

① ② 

拡大図 
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(3) 「フィールド計算機」ウィンドウが開くので、 

① 出力フィールド名に、「koureika」を入力 

＿出力フィールドタイプに、小数点付き数値(real)を選択し、 

＿出力フィールド幅 10、精度 5を入力し、 

② フィールド計算式欄に、「T000573019 / T000573001」を入力 

③ 「OK」ボタンを押す。 

  
T000573019＝「総数６５歳以上人口」 
T000573001＝「人口総数、年齢「不詳」含む」なので 
T000573019 / T000573001 で 65 歳以上人口比率＝高齢化率が計算できる 

(4) 属性テーブルの一番右端に“koureika”フィールドが作成され、高齢化率が計算され

る。 

  
 

① 

② 

③

※フィールド欄

や演算子ボタン

を選択して計算

式を作成するこ

ともできます。
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8.2 「1 k ㎡辺り 65 歳以上人口」の計算 

(1) 「フィールド計算機のオープン」ボタンをクリックする。 

(2) 「フィールド計算機」ウィンドウが開くので、 

① 出力フィールド名に、「kourei_km2」、 

出力フィールドタイプに、小数点付き数値(real)を選択し、 

出力フィールド幅 10、精度 5を入力し、 

② フィールド計算式欄に、「T000573019 / (AREA / 1000000)」を入力 

③ 「OK」ボタンを押す。 

  
T000573019＝総数６５歳以上人口 
AREA＝面積(㎡) なので 
T000573019 / (AREA  / 1000000)＝ 1 k ㎡辺り 65 歳以上人口が計算できる 

(3) 属性テーブルの一番右端に“kourei_km2”フィールドが作成され、1 k ㎡辺り 65 歳以上

人口が計算される。 

  

① 

② 

③

※フィールド欄

や演算子ボタン

を選択して計算

式を作成するこ

ともできます。
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8.3 編集の確定と保存 

(1) ボタンが押されたままになっている「編集モードの変更」ボタンをクリックする。 

 
 
 
 

(2) レイヤーの変更を保存しますか？に「Save」ボタンを押して、属性データを保存する。 

 
  

編集モードの変更
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9． 属性値をもとに可視化する 

属性値をもとに値に応じて色の濃さを分ける、可視化の

作業を行います。 
ここでは、高齢化率について説明します。 

(1) レイヤ H22 稲城市を右クリックして、「プロパティ」を

クリックする。 

(2) レイヤプロパティウィンドウで、可視化の設定を行う 

① 「スタイル」タブを開く 

② 「段階に分けられた」を選択 

③ 「カラム」に元となる値が入ったフィールドを選択 

（ここでは「koureika」(高齢化率)） 

④ 「色諧調」を選択（ここでは、「Blues」） 

⑤ 「分類数」及び「モード」を選択（ここでは、分類数「5」、モードは「等間隔」） 

⑥ 「分類」ボタンを押し、 

⑦ 「OK」ボタンをクリック 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤

⑥ 

⑦

拡大図



 

50 
 

(3) 数値に応じて色分けされ、可視化されます。 

(2)で分類数やモードを変更したり、「範囲」で各シンボルがとる値の範囲を設定し、「分

類」ボタンを押して、「OK」ボタンをクリックすれば、新たな分類に基づく色分け表示とな

ります。 
 

 


