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【演習２】Excel によるグラフの作成 

（0）成果物のイメージ 

 

（1）利用するデータと分析指標（年齢階層別のグラフ） 

・【演習 2】では 2008 年漁業センサスと 2013 年漁業センサスのデータを用いて、地域の特徴

を把握します。 

■漁業センサス 

データ名 項目名 分析指標の計算方法 

漁業就業者_男女別年齢階層

別漁業就業者数 

【GA0140_2008】 

【GA0140_2013】 

15～19 歳、…、65 歳未満 年齢区分 = Σ(男女計_15～

19 歳、男女計_20～24 歳)、

…、Σ(男女計_15～19 歳、…、

男女計_60～64 歳) 

 

個人経営体_自家漁業の後継

者の有無別経営体数 

【GA0045_2008】 

【GA0045_2013】 

計、 

後継者あり 

 

 

（2）データセットの作成（年齢階層別のグラフ） 

・ データセットを作成するための新しい Excel ファイル（データセット２.xlsx）を作成し、「漁業

就業者_男女別年齢階層別漁業就業者数」【GA0140_2008】のデータを貼り付けます。 
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・ 統計記号は扱いにくいため、置換します。（「X」→空欄、「-」→「0」） 

・ 右端の列(X 列)に「15～24 歳」の項目を作成し、以下の計算式を入力して分析指標を算出

します。 

=IF(J2=" "," ",SUM(K2:L2)) 

 

※QGIS ソフトで読み込む際に不具合があるため、「項目名は改行しないこと」 

 

・ シート名「Sheet1」を「2008 年」に変更し、シート名「Sheet2」に 2013 年のデータ

（GA0140_2013）で同様に年齢区分を作成します。 

新しい Excel ファイル 

【GA0140_2008】を開く 

データセット２.xlsx 

 閉じる 

 Excel を開いて、ファイル名（デー

タセット 2.xlsx）を付けて保存 

 A～W 列をコピー 

 A1 のセルに貼り付

１ 

２ 

３ 

４ 

データセット２.xlsx 

 X１セルに項目名を入力 

 X2 セルに計算式を入力 

１ 

 X2 セルをコピーして、

X3 以下のセルに貼り付け 

２ 
  1～2 の手順を繰り返

し、「25～34」～「65 歳

未満」を作成 

3 
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（3）データの集計とグラフの作成（年齢階層別のグラフ） 

・ 地域別のグラフを作成します。(今回の事例では、西部・中部・東部・伊豆に整理) 

・ 作成したデータセットの右端の列(AE 列)に「県内表章地域 西部=1,中部=2,東部=3,伊豆=4」

の項目を作成します。なお、今回は以下のように区分します。 

西部：浜松市、磐田市、掛川市、袋井市、湖西市、御前崎市、菊川市、森町 

中部：静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町 

東部：富士市、沼津市、御殿場市、富士宮市、裾野市、清水町、長泉町、小山町 

伊豆地方：熱海市、三島市、伊東市、下田市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町、河津町、南伊

豆町、松崎町、西伊豆町、函南町 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AF1 セルに項目名を入力 
１ 

データセット２.xlsx 

 AF2 セル以下に表彰地域の番号

を入力 

２ 
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・ (2)で作成したデータセットを加工するため別のシート（Sheet3）にコピーします。 

・ データセット２の右端（AF 列）に「集計除外行判定フラグ」の項目を作成し、以下の計算式

を入力して、 終的に集計除外する行を判定するためのフラグ（集計を除外する場合には「1」

を表示）を設定します。 

=IF(ISTEXT(H3),1,0)) 

・2013 年のデータについても Sheet4 を作成し、集計除外行判定フラグを作成します。 

 

  

AF1 セルに項目名を入力 

AF3 セルに計算式を入力 

１ データセット２.xlsx Sheet3 

 AF3 セルをコピーして、 

AF4 以下のセルに貼り付け 

２ 

  2013 年のデータも Sheet4

を作成し、集計除外行判定フラ

グを作成 

3 
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データセット２.xlsx Sheet5 

 表示されたデータ行をすべて選

択し、削除 

３ 

  GAREA のフィルターを解除 4 

【集計式】 

例：①「西部 15～24 歳（2008 年）の場合」  

  =SUMPRODUCT((Sheet3!AF2:AF405=0)*(Sheet3!AE2:AE405=E4),(Sheet3!X2:X405)) 
                       ※1                      ※2                      ※3 

②「中部 15～24 歳（2008 年）の場合」 

  =SUMPRODUCT((Sheet3!AF2:AF405=0)*(Sheet3!AE2:AE405=G4),(Sheet3!X2:X405)) 

   ③「中部 25～34 歳（2013 年）の場合」 

=SUMPRODUCT((Sheet4!AF2:AF405=0)*(Sheet4!AE2:AE405=G4),(Sheet4!Y3:Y405)) 

他の年齢区分もセルの範囲を変えて集計します。 

④「西部（2008 年）の場合」 

=SUM(E6:E11) 

    他の年齢区分もセルの範囲を変えて集計します。 

① 

④ 

② 
③ 

※１は「集計除外行判定フラグ」のセルを参照し、「フラグ無し(「0」)」を判定 

 

※２は「県内表彰地域」のセルを参照し、「E4 セルの数字=県内表彰地域」となる地域を判定 

 

※３は「2008_15～24 歳」のセルを参照し、※１及び※２に合致する「漁業就業者数」を集計 
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・ 集計結果を選択して、グラフを作成して完成です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 集計表を選択し、挿入タブ

から縦棒グラフを選択 

１ 

データセット２.xlsx Sheet5  



31 

（４）データセットの作成（後継者のグラフ） 

・後継者がいる地域別のグラフを作成します。 

 

【GA0045_2008】を開く 

データセット２.xlsx Sheet6 

 閉じる 

全域を選択（Ctr+A）して、コピー 

 A1 のセルに貼り付

１ 

２ 

３ 

【GA0045_2013】を開く 

 J～L 列を選択してコピー 
4 

データセット２.xlsx Sheet6 

 M1 に貼り付け 
5 
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（５）データの集計とグラフの作成（後継者のグラフ） 

・ 地域別のグラフを作成します。(今回の事例も、西部・中部・東部・伊豆に整理) 

・ 作成したデータセットの右端の列(P 列)に「県内表章地域 西部=1,中部=2,東部=3,伊豆=4」

の項目を（３）と同様に作成します。 

 

 

 J2 以降の全データを選択（J2

セルで Ctr + Shift + ↓、→） 

１ 
 「検索と置換」か

ら「置換」を選択 

 置換する文字列を設定し

て、「すべて置換」 

3 

2 

次の２つを置換 

 ・「X」から空欄 

 ・「-」から「0」 

データセット２.xlsx Sheet6 

 P1 セルに項目名を入力 １ 

 P2 セル以下に表章地域の番号を

入力 

２ 

データセット２.xlsx Sheet6 
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・ データセット２Sheet6 の右端（Q 列）に「集計除外判定フラグ」の項目を作成し、以下の

計算式を入力して、 終的に集計除外する行を判定するためのフラグ（集計を除外する場合に

は「1」を表示）を設定します。 

=IF(E3="999",1,IF(OR(K3="",N3=" ",I3="",H3=""),1,0)) 

 

 

Q1 セルに項目名を入力 

Q3 セルに計算式を入力 

１ データセット２.xlsx Sheet6 

 Q3 セルをコピーして、 

Q4 以下のセルに貼り付け 

２ 
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データセット２.xlsx Sheet7 

① 

② ③ 

※１は「集計除外行判定フラグ」のセルを参照し、「フラグ無し(「0」)」を判定 

※２は「県内表彰地域」のセルを参照し、「C5 セルの数字=県内表彰地域」となる地域を判定 

※３は「後継者あり_2008」のセルを参照し、※１及び※２に合致する「集落数」を集計 

【集計式】 

例：①「西部（2008 年）集落数(計)」  

  =SUMPRODUCT((Sheet6!Q2:Q405=0)*(Sheet6!P2:P405=C5)*(Sheet6!K2:K405>=0)) 
                       ※1                          ※2                 ※3 

②「西部（2013 年）後継者がいる集落数(計)」 
  =SUMPRODUCT((Sheet6!Q2:Q405=0)*(Sheet6!P2:P405=C5)*(Sheet6!N2:N405>0)) 

   ③「中部（2008 年）後継者がいる集落数(計)」 

  =SUMPRODUCT((Sheet6!Q2:Q405=0)*(Sheet6!P2:P405=E5)*(Sheet6!K2:K405>0)) 

他の年齢区分もセルの範囲を変えて集計します。 

④「西部（2008 年）後継者がいる集落数の割合」 

=C8/C7*100 

    他の年齢区分もセルの範囲を変えて集計します。 

  

④ 
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・ 集計結果を選択して、グラフを作成して完成です。 

 

 集計表を選択し、挿入タブ

から縦棒グラフを選択 

１ 

データセット２.xlsx Sheet7  
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【演習３】QGIS による地図の作成 

（0） 成果物のイメージ 

・ 3 つの分析指標を用いて漁業集落境界を塗りわけ、地域的な分布を“見える化”します。 

 

 

（1）利用するデータと分析指標 

■ 漁業センサス 

データ名 項目名 分析指標の計算方法 

漁業経営体_漁獲物・収穫物の

販売金額別経営体数 

【GA0018_2013】 

計、 

1000 万円～1500 万円、 

…、10 億円以上 

1000 万円以上の割合 = Σ

(1000 万～1500 万円、…、

10 億円以上)/漁業経営体計 * 

100 

漁業就業者_男女別年齢階層

別漁業就業者数 

【GA0140_2013】 

計、 

男女計_15～19 歳、…、男

女計_45～49 歳 

漁業就業者 49 歳以下の割合 =  

Σ(男女計_15～19 歳、…、男

女計_45～49 歳)/漁業就業者

計 * 100 

個人経営体_自家漁業の後継

者の有無別経営体数 

【GA0045_2013】 

計、 

後継者あり、後継者なし 

 

 

■ 演習で使用する境界データ 

データ名 都道府県名 

漁業集落境界【MB0001】 静岡県 

市区町村境界【MB0003】 静岡県 
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（2）データセットの作成 

・ 演習１と共通のデータを使用する。演習 1-1 で作成・保存したデータセットを開き、「後継

者のいる割合」のセルを削除し、演習 1 で使用した 2013 年の「後継者あり」「後継者なし」

のデータを追加します。 

 

（3）データセットのファイル形式変換 

・ QGIS に読み込むために CSV 形式で保存します。（ファイル名：「データセット 1-1.csv」） 

 

注意：QGIS では暗号化されたファイルを開けません。ファイル暗号化システムが動いている場

合は、暗号化がかからないフォルダに保存してください。 

データセット 1-1.xlsx Sheet2 

 名前を付けて保存で、CSV

形式を選択して保存 

１ 
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（4）CSV 設定ファイル（CSVT ファイル）の作成 

・ メモ帳を開き、以下のとおり入力します。 

String,String,String,String,String,String,String,String,String,Real,Real,Real,Real  

※ 文字列（String）９個、実数値（Real）４個の順番でデータが並んでいることを意味し

ています。 

・ CSV ファイルと同じフォルダに「データセット 1-1.csvt」の名称で保存します。 

 

（5）漁業集落境界とデータセットの読み込み 

・ QGIS Desktop を起動します。 

・ データセットの CSV ファイルを QGIS にドラックアンドドロップします。 

・ 漁業集落境界（MB0001）の ZIP ファイルを解凍し、できたフォルダを QGIS にドラック

アンドドロップします。 

 

 データを入力して、名前を

付けて保存 

１ 

メモ帳 

 データセット.csv と MB0001 を

QGIS にドラックアンドドロップ 

１ 




