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【演習０】分析資料を作成する前に 

（１） 利用環境 

(1) ハードウェア 

■ Microsoft Office が問題なく作動するパーソナルコンピュータ 

■ 対象 OS：Windows 7 以降 

(2) ソフトウェア 

■ 表計算ソフト：Microsoft Excel （2007 以降） 

■ 地図表示ソフト：QGIS 

(3) QGIS のインストールについて 

QGIS は、GNU General Public License という利用許諾条件のもとに公開されている「オー

プンソース」の GIS（地理情報）ソフトウェアであり、自由に利用できます。 

QGIS は、次の手順でダウンロード及びインストールが行えます。 

 http://qgis.org/ja/site/ へアクセス 

 「ダウンロードする」をクリック 

 Windows 版のダウンロードのうち、「Long term release」にある、「QGIS Standalone 

Installer Version 2.1４(32bit)」をクリックしてインストーラーをダウンロード。 

（平成 28 年 12 月現在、Version 2.18 が 新バージョンとしてダウンロードが可能となっ

ていますが、本手引きでは、Version2.1４で解説しています。） 

 ダウンロードされたインストーラーを実行し、画面に従ってインストール。 

 セットアップの詳細は、QGIS を紹介したウェブサイトを参照してください。 

（紹介サイトの例：国土交通省国土政策局「GIS・地理空間情報活用への取組」 

http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk1_000040.html） 

 

 

 

 

 

 

（２） データのダウンロード方法 

・ 「地域の漁業を見て・知って・活かす DB」から必要なデータをダウンロードします。 

 2013 年データのリンクを開きます。（以下、例として漁業センサスデータ「漁業経営体_漁獲販

売金額別経営体数」の場合を記載」） 
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・ 2013 年漁業センサスデータをダウンロードする場合は「2013 年漁業センサス」を、2008

年漁業センサスデータをダウンロードする場合は「2008 年漁業センサス」をクリックします。 

 

 

・リンク先の「ダウンロード」から必要な都道府県のファイルをダウンロードします。
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■ 2008 年漁業センサスダウンロードデータ 

2008 年漁業センサスデ
ータ 

漁業集落の基本指標 2013 年漁業センサスデ
ータ 

漁業集落の基本指標 

 

 

 

 

 

■ 2013 年漁業センサスダウンロードデータ 
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【演習１-1】Excel による集落の現状把握 

（0）成果物のイメージ 

・ Excel の条件付書式機能を使って、集落ごとの特徴を把握します。  

 

（1）利用するデータと分析指標 

・【演習 1-1】では 2013 年漁業センサスのデータを用いて、集落ごと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)/漁業経営体数計 

* 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

数計 * 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 

後継者のいる割合 = 後継者あ

り / 個人経営体数計 * 100 

 

 

 

都道府県 市区町村 漁業地区 漁業集落
1,000万円
以上割合

漁業就業者
49歳以下の
割合

後継者のい
る割合

静岡県 静岡市 蒲原 蒲原 100.0 46.7 33.3
静岡県 静岡市 蒲原 新田 100.0 52.6 100.0
静岡県 静岡市 蒲原 中 100.0 40.0 0.0
静岡県 静岡市 蒲原 神沢 33.3 43.8 66.7
静岡県 静岡市 由比 由比 60.0 35.0 20.0
静岡県 静岡市 由比 町屋原 84.6 52.2 36.4
静岡県 静岡市 由比 今宿 68.6 50.0 64.3
静岡県 静岡市 清水 横砂 62.5 56.5 66.7
静岡県 静岡市 清水 島崎町 40.0 20.0 0.0
静岡県 静岡市 清水 折戸 20.0 50.0 20.0
静岡県 静岡市 静岡 西島 75.0 50.0 33.3
静岡県 静岡市 静岡 広野 25.0 30.0 25.0
静岡県 静岡市 静岡 用宗 50.0 32.1 40.0
静岡県 浜松市 舞阪 砂町 32.9 57.0 11.4

販売金額が高く、49 歳以下の割合が半

分以上あるが後継者は少ない地域 

販売金額が高く、49 歳以下の割合が

半分以上で後継者もいる地域 
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（2）データセットの作成 

・ 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 1-1.xlsx）を作成し、

「漁業経営体_漁獲物・収穫物の販売金額別経営体数」【GA0018_2013】のデータを貼り付

けます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新しい Excel ファイル 

 閉じる 
４ 

 Excel を開いて、ファイル名（デ

ータセット 1-1.xlsx）を付けて保存 

１ 

 全域を選択（Ctr+A）

して、コピー 

２ 

【GA0018_2013】を開く 

データセット 1-1.xlsx 

 A1 のセルに貼り付け 
３ 
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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「1,000 万円以上の割合」の項目を作成し、以下の関数を入力して分析

指標を算出します。 

=IF(OR(J2=0,K2=" "),"",SUM(Q2:X2)/J2*100) 

 

※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」 

 

 J2 以降の全データを選

択（J2 セルで Ctr + Shift 

+ ↓、→） 

１ 

データセット 1-1.xlsx 

 「検索と置換」か

ら「置換」を選択 

2 

次の２つを置換 

 ・「X」から空欄 

 ・「-」から「0」 
 置換する文字列を設定

して、「すべて置換」 

３ 

データセット 1-1.xlsx 

 Y１セルに項目名を入力 

 Y2 セルに計算式を入力 

１ 

 Y2 セルをコピーして、

Y3 以下のセルに貼り付け 

２ 
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・ 「漁業就業者_男女別年齢階層別漁業就業者数」【GA0140_2013】から必要な項目の列をコ

ピーし、右端の列（Z 列）に貼り付けます。 

 

  

【GA0140_2013】を開く 

 J～Q 列を選択

してコピー 

１ 

データセット1-1.xlsx 
 Z１に貼り付け 

２ 
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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」） 

 

・ 「漁業就業者 49 歳以下の割合」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(Z2=" ","",IF(Z2=0,"",SUM(AA2:AG2)/Z2*100)) 

 

※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」 

 Z2 以降の全データを選択（Z2

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 
データセット 1-1.xlsx 

次の２つを置換 

 ・「X」から空欄 

 ・「-」から「0」 

データセット 1-1.xlsx 

 AH１セルに項目名を入力 

 AH2 セルに計算式を入力 

１ 

 AH2 セルをコピーし

て、AH3 以下のセルに貼

り付け 

２ 



9 

・ 「個人経営体_自家漁業の後継者の有無別経営体数」【GA0045_2013】から必要な項目の列

をコピーし、右端の列（AI 列）に貼り付けます。 

 

 J～L 列を選択してコピー 
１ 

【GA0045_2013】を開く 

データセット 1-1.xlsx 

 AI１に貼り付け 
２ 
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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」） 

 

・ 「後継者のいる割合」の項目を作成し、それぞれ以下の計算式を入力して、分析指標を算出

します。 

=IF(AI2=" ","",IF(AI2=0,"",AJ2/AI2*100)) 

 

※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」 

 

・ このファイルは、「【演習３】QGIS による地図の作成」でも使用するため保存してください。 

 

 AI2 以降の全データを選択

（AI2 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」 

2 
データセット 1-1.xlsx 

次の２つを置換 

 ・「X」から空欄 

 ・「-」から「0」 

３ 

 AL1 セルに項目名を入力 

 AL2 セルに計算式を入力 

１ 

 AL２セルをコピーし

て、AL3 以下のセルに貼

り付け 

２ 

データセット 1-1.xlsx 
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（3）分析指標による一覧表の塗り分け設定 

・ (2)で作成したデータセットを加工するため別のシートにコピーします。（分析指標の関数を

値に変換するため、値貼り付けをします）。 

・ 項目が多いため、分析指標以外の項目列を削除します。 

 

データセット 1-1.xlsx Sheet1 

 全域を選択（Ctr+A）

してコピー 

１ データセット 1-1.xlsx Sheet２ 

 Sheet2 の A1 を右クリッ

クして、「値」で貼り付け 

２ 

 指標部（A～I 列）および、計算した分

析指標以外の不要な列をすべて削除 

３ 




