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15． 一定の距離円（バッファ）を発生させて空間集計 

GIS では、あるポイントやポリゴン、ラインなどから一定の距離の圏域（「バッファ」と

言う）を作成することができます。（下図） 

 
ポイント       ポリゴン       ライン 

 
ここでは、医療機関（診療所）の分布からバッファ圏域（施設から一定距離の圏域）を作

成し、それに含まれないメッシュ単位の人口を集計することにより、医療到達困難人口を把

握します。 

15.1 医療機関（診療所）データの作成 

バッファ圏域や１６．で作成する施設勢力圏（ボロノイ分割圏域）のもととなる医療機関

（診療所）の分布データを準備します。診療所は一般に、行政区に関わらず最も近い施設を

利用するものであると考えられます。そのため、稲城市だけでなくその周辺市町村のデータ

も用意します。ここで、稲城市は神奈川県とも隣接しているため、神奈川県のデータも用意

し１つのファイルに結合したうえで処理を行う必要があります。 
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15.1.1 国土数値情報から医療機関データの取得 

(1) 本マニュアル２．の手順に従って、国土数値情報から医療機関データの東京都・神奈

川県データをダウンロードします。 

 
 

  
 
東京都：P04-10_13_GML.zip 、神奈川県：P04-10_14_GML.zip をダウンロードします。 

(2) 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し、「C:\GISjinzai\」フォル

ダにコピーします。 
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(3) 本マニュアル４．４．１も参考にしながら、 

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 から 

C:\GISjinzai\P04-10_13-g_MedicalInstitution.shp を選択し、「Open」ボタンを押す。 

(4) 座標参照系選択ウィンドウでは、「JGD2000」を選択し OK ボタンを押す。 

 

(5) 同様に、P04-10_14-g_MedicalInstitution.shp も読み込ませる。 

(6) 東京都と神奈川県の医療機関データが読み込まれます。 

 
東京都と神奈川県の医療機関ポ

イントが表示された。 
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15.1.2 分割されているデータの結合 

ダウンロードした医療機関データは都道府県ごとに分割されていますので、これらを１つ

の Shape ファイルに統合させます。 

(1) QGIS で ベクタ(t)→空間演算ツール(G)→統合 をクリック 

 

(2) 統合 ウィンドウで 

① ベクタレイヤーの入力を「P04-10_13-g_MedicalInstitution」に設定 

② 統合レイヤを「P04-10_14-g_MedicalInstitution」に設定 

③ 出力 Shapefile のブラウズをクリックし、「C:\GISjinzai\」に「医療機関.shp」

として保存する。 

 
※出力完了まで、しばらく時間がかかる場合があります。 

(3) 作成された shp ファイルを読み込みます。 

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 から 

C:\GISjinzai\医療機関.shp を選択し、「Open」ボタンを押す。 

(4) 座標参照系選択ウィンドウでは、先ほどと同様に「JGD2000」を選択し OK ボタンを押す 

 

① 

② 

③ 

④ 

東京都と神奈川県の医療

機関ポイントが１つの shp
として作成される。 
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(5) 統合された医療機関の分布が読み込まれます。 

 

15.1.3 対象範囲（稲城市とその周辺）の地物の抽出 

東京都及び神奈川県全域のデータをそのまま用いるとポイント数が多く、処理に時間がか

かります。今回の分析では稲城市内と稲城市周辺の医療機関のみでよいので、ここでは作成

した医療機関データから、対象範囲である稲城市とその周辺の施設のみ抽出します。 

(1) 「縮小」や「地図移動」を行って、稲城市とその周辺を表示させる。 

 
 

 
稲城市全域とその周辺が十分に表示されるようにします。 

縮小 地図移動 

東京都と神奈川県の医療機関ポ

イントが１つのレイヤになって

いることを確認。 
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(2) レイヤ医療機関をクリックし選択状態にしてから、「長方形領域による地物選択」モー

ドにします。 

 

(3) 稲城市とその周辺をドラッグして選択します。 

 
 

 

① ②

抽出する周辺エリア

を設定。 

設定したエリアの医療機関

のみ選択された。 
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(4) 稲城市とその周辺のみの shp を作成するため、レイヤ医療機関を右クリック→選択を名

前をつけて保存 をクリック 

 

(5) ベクタレイヤに名前をつけて保存する ウィンドウが開く 

① 名前をつけて保存のブラウズを押し、「C:\GISjinzai\」に「稲城市周辺医療機

関.shp」として保存 

② エンコーディングが「SHIFT-JIS」であることを確認する。 

③ CRS のブラウズをクリックし、 

④ 座標参照系選択ウィンドウで「JGD2000/ Japan Plane Rectangular CS IX」を選

択 

⑤ ⑥ OK ボタンを押して確定する 

  
 

① 

② 

③ 

④

⑥ 
⑤

新たに稲城市周辺医療機関.shp が

作成される。 
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(6) 作成された shp ファイルを読み込みます。 

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 から 

C:\GISjinzai\稲城市周辺医療機関.shp を選択し、「Open」ボタンを押す。 

(7) 選択した範囲の医療機関のみが抽出されます。 

 

15.1.4 対象属性（診療所）の地物の抽出 

稲城市とその周辺の医療機関のデータの中から、診療所のデータのみ抽出します。手順は

本マニュアル１２．と同様です。 
QGIS にて、国土数値情報 Web サイトで確認したコードをもとに地物を選択し、抽出して

保存します。 

(1) レイヤ稲城市周辺医療機関を右クリックして、「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で、「アドバンストサーチ」をクリック 

 

稲城市とその周辺のみの医療機関

のポイントが表示される。 
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(3) 検索クエリビルダで SQL where 句に「P04_001 = 2 OR P04_001_2 = 2」と入力し、OK

ボタンを押すと選択される。 

 
※フィールド項目をダブルクリックしたり、演算子ボタンを押すことでも入力が可能です。 
 
Web サイトの定義から確認できる「診療所」の医療機関分類コードは「2」で、これが

「P04_001」列に格納されています。 
しかし、15.1.2 でのデータの結合の際にはフィールドは統一して結合されないため、稲城

市周辺医療機関.shp の属性テーブル上では、医療機関分類コードは「P04_001」（東京都側の

フィールド）、「P04_001_2」（結合された神奈川県側のフィールド）に分かれて格納されて

しまっています。そのため、「P04_001」が「2」である（P04_001 = 2）か、または「P04_001_2」
が「2」である（P04_001 _2 = 2）かどちらかに該当するものを選択するようにします。 
そこで、「または」を表す「OR」という演算子を用いて 
「 P04_001 = 2 OR P04_001_2 = 2 」 
と記述して選択させます。 
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(4) レイヤ稲城市周辺医療機関を右クリックし、選択を名前をつけて保存をクリック 

 

診療所のみが選択される。 
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(5) 名前をつけて保存の「ブラウズ」から「診療所.shp」という名前で「C:\GISjinzai」フ

ォルダに保存する。 

 

(6) 作成された shp ファイルを読み込みます。 

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 から 

「C:\GISjinzai\診療所.shp」を選択し、「Open」ボタンを押す。 

(7) 稲城市とその周辺の診療所の分布が読み込まれます。 

 

稲城市とその周辺の

診療所のレイヤーが

表示される。 

診療所.shp が作成される。 
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15.2 国勢調査地域メッシュ統計データのダウンロードと読み込み 

今回分析するのは、診療所の利用圏であり、密に立地する施設の利用人口を把握するとき

に用いる人口は細かい単位である必要があります。稲城市の場合、町単位や町丁・字単位で

は地域によっては一つのエリアが大きすぎるという懸念があります。このようなときに使え

るもう一つの小地域統計が、地域メッシュ統計です。 
地域メッシュ統計とは、国土を緯度・経度により四角形の区画に細分し、この区画に統計

調査の結果を対応させて集計したものです。国勢調査や経済センサスに関する統計が行われ、

一部が無料で公開されています。 
ここでは、地域メッシュ統計の国勢調査人口データ 500m メッシュ（１辺がおよそ 500m

の区画のもの）を用いて分析を行います。 
 
本マニュアル１．で利用した e-Stat の Web ページから、国勢調査地域メッシュ統計のデ

ータもダウンロードが可能です。ダウンロード方法は１．の町丁・字データと同じです。 

(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－世界測地系（国勢調査－世

界測地系 500m メッシュ） 2010/10/01」を選択 

② 統計表を選択から「男女別人口総数および世帯総数」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) 稲城市に該当する１次メッシュ（基準地域メッシュ）領域を選択する。 

地域選択 → 「097: M5339」選択 → 検索ボタンを押す 

 
※稲城市全域は一次メッシュ「5339」の範囲に該当します。 

(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。 

① ○境界データ から、世界測地系緯度経度・Shape 形式のデータ 

（ここでは M5339(931KB)  H002005112009DDSWH05339.zip） と 

定義書 H002005112009.pdf をダウンロードする。 

② ○統計データ から、男女別人口総数および世帯総数のデータ 

（ここでは M5339(163KB)  tblT000609H53390.zip） と 

定義書(T000573.pdf) をダウンロードする 

 

(7) 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し、「C:\GISjinzai」にコピ

ーする。 

①

② 

① 

②
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15.3 地域メッシュ統計データの読み込み準備 

ダウンロードした地域メッシュ統計データを QGIS で読み込むために、本マニュアル７．

と同様に CSV ファイルでの保存と属性定義をした CSVT ファイルの作成を行います。 

15.3.1 地域メッシュ統計結果を CSV ファイルで保存 

(1) C:\GISjinzai\tblT000609H53390.txt を開く。 

(2) ファイル(F)-名前を付けて保存(S)をクリック 

 

(3) CSV(カンマ区切り)の tblT000609H53390.csv として保存する。 

① ファイル名(N)に「tblT000609H53390.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。 

  

① 

② 

③
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15.3.2 CSVT ファイルの作成 

CSVT ファイルについては 6.2 をご参照ください。 
 
今回は、tblT000609H53390.csv なので、→tblT000609H53390.csv ファイルを作成します。 
また、国勢調査地域メッシュ統計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 
T000609001 総数、年齢「不詳」含む integer 
T000609002 総数０～４歳 integer 
T000609003 総数５～９歳 integer 
T000609004 総数１０～１４歳 integer 

 
この定義に従って、「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,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。 

 

(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「tblT000609H53390.csvt」を入力して保存する。 
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15.4 データの読み込みとテーブル結合処理 

csv ファイルで保存した地域メッシュ統計結果及び境界データを QGIS で読み込み、境界

データに結合する処理を行います。 

15.4.1 境界データの読み込み 

500m メッシュの境界データを読み込みます。 

(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) C:\GISJinzai フォルダの「MESH05339.shp」を開く 

(3) 500m メッシュファイルが読み込まれます 

 
 

500m メッシュの境界が読み

込まれ、表示された。 
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15.4.2 テーブルの読み込みと結合 

読み込んだ境界データに地域メッシュ統計データのテーブルを結合します。 

(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「tblT000609H53390.csv」をクリックし、 

③「開く(O)」ボタンを押す。 

 
 

 
 
④ 「Open」ボタンをクリックする。 

①

② 

③
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(3) tblT000609H53390 が追加される 

 

(4) レイヤ MESH05339 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 tblT000609H53390 

「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。 

  
 

①

② 
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(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。 

  

(8) レイヤ MESH05339 を右クリックして、「属性テーブルを開く」を選択する。 

 

① 

②
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(9) レイヤ MESH05339 の属性テーブルの右側に地域メッシュ統計結果が追加されているの

が確認できます。 

 
  

メッシュの属性テー

ブルに、統計データ

が結合された。 
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15.4.3 結合した小地域統計結果データを含んだ新たなメッシュの shp ファイル

の保存 

(1) レイヤ MESH05339 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つけて保存する ウィンドウが開く 

① 名前をつけて保存のブラウズを押し、「C:\GISjinzai\」に「メッシュ人口.shp」

として保存 

② エンコーディングが「SHIFT-JIS」であることを確認する。 

③ CRS のブラウズをクリックし、 

④ 座標参照系選択ウィンドウで「JGD2000/ Japan Plane Rectangular CS IX」を選

択 

⑤ ⑥ OK ボタンを押して確定する 

  

① 

② 

③ 

④

⑥ 
⑤
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(3) 作成された shp ファイルを読み込みます。 

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ます。 

(4) 「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\メッシュ人口.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。 

 

(5) 統計データが結合されたメッシュファイルが読み込まれます。 

  

①
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15.4.4 稲城市範囲のメッシュデータの抽出 

ダウンロードしたメッシュの範囲は１次メッシュ単位（1 辺がおよそ 80km のメッシュ）

であるため、稲城市以外も多く含まれており、処理に時間がかかってしまいます。そのため、

稲城市の範囲のメッシュのみ抽出する作業を行います。 

(1) メニューより ベクタ(t)→調査ツール(R)→場所による選択 をクリックする。 

 

(2) 場所による選択ウィンドウが開く 

① 中の地物を選択する を「メッシュ人口」に設定する 

② 交差する地物が中にある を「H22 稲城市」に設定する 

③ OK ボタンを押す 

 

(3) レイヤメッシュ人口を右クリックし、選択を名前をつけて保存をクリックする。 

 

① 

② 

③ 

抽出する地物 

抽出に使う 
エリアを設定 

選択されたメッシュが

強調表示された 
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(4) 名前をつけて保存の「ブラウズ」から「C:\GISjinzai\」に「稲城市メッシュ人口.shp」

として保存する。 

  

(5) 保存したファイルを読み込みます。 

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。 

ブラウズ から C:\GISjinzai\稲城市メッシュ人口.shp を選択し、「Open」ボタンを押す。 

(6) 作業が完了したレイヤ メッシュ人口、MESH05339 などは右クリック→削除(R)から削

除が可能です。 

※QGIS での読み込みが解除されるだけで、元ファイルは削除されません 

(7) 本マニュアル９．の手順により人口等で色分けし可視化が可能です。 

(8) 500m メッシュでの稲城市人口データが表示されます。 

 

稲城市の範囲に抽出され

たメッシュに対し、９．の

手順に基づいて人口分布

の可視化ができる。 

稲城市の範囲の

メッシュ shp が

作成される。 
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15.5 医療機関（診療所）からのバッファ圏域の発生 

本マニュアル１５．１で作成した稲城市周辺の医療機関（診療所）データから、500m（徒

歩圏が 500m であると仮定する）のバッファを発生させます。 

(1) メニューより ベクタ(t)→空間演算ツール(G)→バッファ をクリックする。 

 

(2) バッファウィンドウが開く 

① ベクタレイヤーの入力を「診療所」に設定 

② バッファ距離に「500」と入力 

③ ブラウズをクリックし、「C:\GISjinzai\」に「診療所 500m バッファ.shp」とい

う名前をつけて保存する 

 

(3) 空間演算中ウィンドウには Yes をクリック 

 

① 

② 

③ 

④ 

バッファの 
発生元レイヤ 

半径 500m のバッファ

を発生させる 

診療所からのバッ

ファの shp が作成さ

れる。 
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(4) エラーが発生し、レイヤが追加されなかった場合は、 

レイヤ→ベクタレイヤの追加 から、作成された「診療所 500m バッファ.shp」を読み込む 

(5) 診療所の 500m バッファ圏域が作成されます 

 

15.6 メッシュの重心の作成 

空間検索によって、メッシュが診療所 500m バッファ圏に含まれているかいないか判断し

ますが、メッシュポリゴンのままこの操作を行うと、メッシュのごく一部がバッファに触れ

ているだけでバッファ圏内に含まれているものと判断され集計がなされ、施設圏内人口が過

大に推計されてしまう懸念があります。 
このため、ここではメッシュの重心を発生させ、メッシュの重心がバッファ圏域に含まれ

ている場合にそのメッシュは診療所施設圏内に含まれているものであると考えて集計を行

います。 

(1) ベクタ(t)→ジオメトリツール(G)→ポリゴンの重心 をクリック 

 

それぞれの診療所から 
半径 500m のバッファ 

圏域が作られた 



 

114 
 

(2) ポリゴンの中心点ウィンドウが開く 

① ポリゴンベクタレイヤを入力 を 稲城市メッシュ人口 に設定 

② ブラウズボタンを押し、「C:\GISjinzai\」に「稲城市メッシュ人口重心.shp」

として保存 

  

(3) ジオメトリウィンドウには Yes をクリック 

  

(4) エラーが発生し、レイヤが追加されなかった場合は、 

レイヤ→ベクタレイヤの追加 から、作成された「稲城市メッシュ人口重心.shp」を

読み込む 

(5) メッシュの重心が作成されます 

 

① 

②

③ 

メッシュ重心の shp
が作成される。 

メッシュ重心のポ

イントが生成され

表示される。 
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15.7 医療機関（診療所）バッファ圏域に含まれていない人口の集計 

重心が医療機関（診療所）バッファ圏域に含まれていないメッシュを抽出し、その人口を

Excel によって集計します 

15.7.1 重心がバッファ圏域に含まれていないメッシュの抽出 

空間的な位置関係によりまず重心がバッファ圏域に含まれているメッシュを選択し、その

選択を反転させることで、重心がバッファ圏域に含まれていないメッシュを抽出します。 

(1) メニューより ベクタ(t)→調査ツール(R)→場所による選択 をクリックする。 

 

(2) 場所による選択ウィンドウが開く 

① 中の地物を選択する を「稲城市メッシュ人口重心」に設定する 

② 交差する地物が中にある を「診療所 500m バッファ」に設定する 

③ OK ボタンを押す 

 

① 

② 

③ 

抽出する地物 

抽出に使うエリアの 
設定 
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(3) レイヤ稲城市メッシュ人口重心 を右クリック→属性テーブルを開く をクリックする。 

 

(4) 属性テーブルが表示されるので、 セクションを反転するをクリックする。 

 
選択が反転され、バッファ圏域に含まれていないメッシュが選択されます。 
 

 

地図上でも選択が反転さ

れ、メッシュに含まれてい

ない重心が強調表示され

ている。 

選択されている行が

反転される。 
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(5) 選択している行をクリップボードにコピー をクリックして、クリップボードに

データをコピーします。 

 

15.7.2 Excel での圏域外人口の集計 

医療機関（診療所）500m バッファ圏域外の人口総数を集計する。 

(1) Excel を起動し新規作成します 

(2) ホーム（または、右クリック）→貼り付け により、先ほどコピーした圏域外メッシュ

のデータをコピーします 
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(3) I 列（T000609001）の合計を計算すると、医療機関（診療所）500m バッファ圏域に含ま

れていないメッシュの人口総数の市全体の合計が計算できます。 

 
※上図では、一部行を省略して表示させています。 
例えば、I44 セルに「=SUM(I2:I43)」と入力します。 

(4) 医療機関（診療所）500m バッファ圏域外の人口総数が計算できました。 

 

診療所圏域外の 
人口総数が 21577 人

だとわかった 
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16． 地図画像の出力と結果の報告書形式での出力 

QGIS で作成した地図や Excel で作成した表を出力し、Word で報告書形式に取りまとめま

す。 
以降の手順で表示されている画面の画像は、本マニュアル１４．で作成したものを取りま

とめる際のものとなっています。 

16.1 地図画像の出力 

QGIS で表示されている地図を、画像形式で保存します。 

(1) 全ての選択を解除する 

 

(2) 表示範囲を調節する。 

地図として出力するために、稲城市全体が表示されるように調整します。 

 
 
 
 
レイヤを右クリック→レイヤの領域にズーム(Z)で、当該レイヤ全体を表示することもでき

ます。 

 

縮小地図移動 拡大 
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(3) ファイル(F)－イメージで保存 をクリックし「inagi.jpeg」として「C:\GISjinzai」

に保存する。 

 
 
 
 

(4) inagi.jpeg が保存されます。 

 

このように画像ファイル

として出力される。 
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16.2 結果を報告書形式でまとめる 

これらの地図や表を Word にて報告書形式でまとめます。 

(1) ワードを起動して、新規作成をする。 

(2) タイトルを入れる 

 
ここでは、「稲城市の日常生活圏域ごとの高齢者数」としています。 
※本マニュアルでは、Word2010 を使用した場合の画面や説明となっています。 

(3) 挿入(I)-図(P) から inagi.jpeg を挿入 

 画像ファイルを挿入

する。 
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(4) 集計したエクセルの表も、 

＜Excel 上で＞右クリック→コピー 

＜ワード上で＞右クリック→図として貼り付け 

にて、表を貼り付けます。 

 

(5) ファイル-名前を付けて保存 で作成した報告書ファイルを保存します。 

 

Excel で作成した表も挿入

する。 


