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G-Census でできること

使ってみよう国勢調査データ(G-Census)は、国勢調査等の統計データを地図上で表現できる教育
用統計 GIS です。塗り分け地図や、人口ピラミッドのグラフなどの描画が簡単に行えます。ビギナーや
標準的な操作を行う場合、上級者や高度な設定を行う場合とでユーザインタフェースを選択して操作
することができます。

地図を表示する

拡大縮小などの基本的な地図操作はもちろん、凡例から表示の色や線種を変更したり、
表示の有無を簡単に設定することができます。住所検索により地域を住所から特定して表
示することもできます。

・地図を操作する
・住所検索で表示領域を特定する
・よく表示する地図領域を登録する
・統計用地図に背景地図を表示する
・地図の情報を表示する（緯度経度、属性、距離、面積）

統計地図を作成する

指定した領域の統計データを集計したり、行政界（都道府県、市区町村、町丁字の単位）
による塗り分け、棒グラフ、円グラフ、シンボル、人口ピラミッドや流線図などさまざまな統計
地図を作成することができます。

・円、矩形、任意領域、連続直線の一定範囲の統計データを集計する
・個々の行政界（都道府県、市区町村、町丁字の単位）や集計した統計データでグラフ

を作成する
・個々の行政界の統計データで塗り分け地図を作成する

ストーリーを登録する

よく使うG-Census の機能の流れをストーリーとして名前を付けて登録しておくことができま
す。登録したストーリーを呼び出し、ストーリーの流れに沿って定型的な操作をいつでも繰り
返し実行することができます。

データを時間でみる

G-Census はデータを時間の軸で扱うことができます。データの時間による変化が記録され
ますので、任意の時間を指定して、その時間のデータを表示することができます。

つづき
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G-Census ホームページからデータを取り込む

G-Census のホームページからは、 G-Census での利用の流れを定義したストーリーやテ
ンプレート、典型的な塗り分け地図やグラフ地図（統計地図）をダウンロードすることができま
す。

印刷をする

作成した統計地図などは、コピー＆貼り付けで他の文書ファイルなどに利用することができま
す。 G-Census のレイアウト印刷機能を利用することによってきれいで効果的な資料が作
成できます。

地理 授業プリント Ｎｏ.１
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統計地図をつくる

塗り分け地図を作成する
人口ピラミッド地図を作成する

グラフ地図を作成する
その他の統計地図
散布図と相関係数

使いこなそうG-Census
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塗り分け地図を作成する

G-Census では、統計データの各項目やそれらの集計結果を利用して塗り分け地図を作成すること
ができます。

操作の手順
塗り分け地図を作成する基本的な手順は次の通りです。

①塗り分け地図を作成したい地図の領域を表示します。
②「統計地図を作る」のボタンをクリックして「統計地図作成」のフォームを開きます。
③作成する地域を選択します。
④「地図の選択」から「塗り分け地図」を選択します。
⑤「統計項目の選択｣から塗り分ける項目を選択します。
⑥「グラフ作成」ボタンをクリックします。

「基本統計量」「ヒストグラム」などが表示されます。
⑦「地図の塗り分け」を指定します。
⑧塗り分けの色を選択し指定します。
⑨「地図へ出力」ボタンをクリックし塗り分け地図を描きます。

◇ 基本的な例
ここでは都道府県別の人口総数の塗り分け地図を作成しています。
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使いこなす

◇ 塗り色やランク数を変更する

・塗り色の変更
図の①の部分にある▼をクリックして、適当なグラデーションを選択します。
・ランク数の変更
図の②の部分にある数字の横の▼をクリックしリストされるランク数から目的の数を選択します。変更は
「更新」ボタンをクリックして確定します。

・分類方法の変更
図の②の部分にある分類の中から目的の分類方法を選択します。変更は「更新」ボタンをクリックして
確定します。分類方法とその内容は次の通りです。

◇ ２つの項目の割合や率を計算して、その結果で塗り分け地図を作成する
男性人口の総人口に対する割合や男女の人口比など２つの項目間の割合や比率で塗り分け地図
を作成したいとき、２つの年度の総人口の増加率で塗り分け地図を作成したいときなどはこの機能を
利用します。それぞれの計算方法の違いは次の通りです。

◇ 塗り色をランク毎に個別に設定する
塗り分け表の色部分を（ダブル）クリックするとカラーチャートが開きます。
そのランクに設定したい色を指定します。

等間隔分類 項目の値の最大値と最小値の間をランク数分で等分しランク分けしま
す。

等量分類 レコード数をランク数分で等分しランク分けします。
自然分類 自然なグループ化によりランク分けします。

データ値の変化量が大きいところを境界としてランク分けします。
標準偏差分類 平均値を中央に標準偏差値分ずつ上下にランク数分のランク分けをし

ます。平均値からどれだけ離れているかを示します。

２項目の割合を百分率（％）で算出します。
100*（「選択項目」/「割合･率の計算項目」）

比率 ２項目の比率（「選択項目」/「割合･率の計算項目」）を算出します。
「選択項目」/「割合･率の計算項目」
２項目間の増減数を百分率（％）で算出します。
100*(「選択項目」-「割合･率の計算項目」）/「割合･率の計算項目」

増加率
（％）

割合
（％）
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人口ピラミッド地図を作成する
G-Census では、統計データの年齢別人口データを利用して人口ピラミッド地図を作成することがで
きます。

操作の手順
人口ピラミッド地図を作成する基本的な手順は次の通りです。

①人口ピラミッド地図を作成したい地図の領域を表示します。
②「統計地図を作る」のボタンをクリックして「統計地図作成」のフォームを開きます。
③作成する地域を選択します。
④「地図の選択」から「人口ピラミッド」を選択します。
⑤「統計項目の選択｣から年齢別データ項目を選択します。
⑥比較の方法（「絶対値」「相対値（割合）」）を選択します。
⑦「グラフ作成」ボタンをクリックします。

グラフサンプルなどが表示されます。
⑧「地図へ出力」ボタンをクリックしグラフ地図を描きます。

◇ 基本的な例
ここでは地域リストから選択した都道府県別に年齢５歳階級別人口で人口ピラミッド地図
を作成しています。

「人口ピラミッドの表示」ボタンをクリックすると、表示中のマップ領域に
地図の設定年月に対応した人口ピラミッドが表示できます。
＊マップ表示縮尺によって作成される人口ピラミッドの行政界（都道府

県、市区町村、町丁字）は異なります。
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使いこなす

◇ 比較の方法「絶対値」「相対値」

絶対値 各年齢別人口の値を表示します。
地図の地域(ここでは都道府県）毎の人口ピラミッドを構成する、棒の
単位当たりの長さは地図の地域(ここでは都道府県）毎の目盛り線に対
応し、同一ではありません。

相対値 総人口に占める各年齢別人口の割合を表示します。
地図の地域(ここでは都道府県）毎の人口ピラミッドを構成する、棒の
単位当たりの長さは同じで、地図の地域(ここでは都道府県）間の年齢
別の構成比を比較することができます。
相対値表示最大値
相対値を選択した場合には、横軸目盛りの最大値を２～２０％の範囲で
指定することができます。初期値は１５％に設定されています。
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グラフ地図を作成する

G-Census では、統計データの各項目やそれらの集計結果を利用して円グラフや棒グラフなどを作成
することができます。

操作の手順
グラフ地図を作成する基本的な手順は次の通りです。

①グラフ地図を作成したい地図の領域を表示します。
②「統計地図を作る」のボタンをクリックして「統計地図作成」のフォームを開きます。
③作成する地域を選択します。
④「地図の選択」から「円グラフ地図」または「棒グラフ地図」を選択します。
⑤「統計項目の選択｣からグラフに使う項目を選択します。
⑥比較の方法（「絶対値」「相対値（割合）」）を選択します。
⑦「グラフ作成」ボタンをクリックします。

グラフサンプルなどが表示されます。
⑧「地図へ出力」ボタンをクリックしグラフ地図を描きます。

◇ 基本的な例
ここでは地図に表示された関東近辺の都道府県別に人口総数、男人口、女人口の棒グ
ラフ地図を作成しています。
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使いこなす

◇ 比較の方法「絶対値」「相対値」

◇ 表へ出力する
グラフ地図に利用した地域と項目データを表にして出力します。グラフ地図の内容を確認するときなど
に利用します。

円の大きさや棒の高さで値の大きさを表示します。
地図の地域毎のグラフの大きさは値に対応するため
まちまちです。

相対値 選択した項目の総和に占める各項目の割合を表示し
ます。地図の地域毎のグラフの大きさは同じで各項
目の占める割合のみが意味を持ちます。

絶対値
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その他の統計地図

G-Census では、塗り分け地図・グラフ地図・人口ピラミッド地図をはじめとしていろいろな統計地図を
作成することができます。それぞれの統計地図を作成する手順は、少しずつ違いがありますが、その基
本的な流れは共通しています。

ランキング地図
ランキング地図を作成する基本的な手順は次の通りです。

①ランキング地図を作成したい地図の領域を表示します。
②「統計地図を作る」のボタンをクリックして「統計地図作成」のフォームを開きます。
③作成する地域を選択します。
④「地図の選択」から「ランキング地図」を選択します。
⑤「統計項目の選択｣からグラフに使う項目を選択します。
⑥ランキングの方法（「昇順」「降順」）を選択します。
⑦「グラフ作成」ボタンをクリックします。
⑧「集計が完了しました。」のメッセージが表示されたら、「地図へ出力」ボタンをクリックしランキン
グ地図を描きます。

◇ 基本的な例
ここでは全国の都道府県の「総人口」を降順にランキングした地図を作成し、本州を拡大表示してい
ます。上位１位から５位までの都道府県名と値がリストされます。

つづき
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実数値地図
実数値地図を作成する基本的な手順は次の通りです。

①実数値地図を作成したい地図の領域を表示します。
②「統計地図を作る」のボタンをクリックして「統計地図作成」のフォームを開きます。
③作成する地域を選択します。
④「地図の選択」から「実数値地図」を選択します。
⑤「統計項目の選択｣からグラフに使う項目を選択します。
⑥「グラフ作成」ボタンをクリックします。
⑦「集計が完了しました。」のメッセージが表示されたら、「地図へ出力」ボタンをクリックし実数値
地図を描きます。

◇ 基本的な例
ここでは全国の都道府県の「総人口」の実数値をそれぞれの都道府県に表示し、関東近辺を拡大表
示しています。

つづき
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シンボル地図
シンボル地図を作成する基本的な手順は次の通りです。

①シンボル地図を作成したい地図の領域を表示します。
②「統計地図を作る」のボタンをクリックして「統計地図作成」のフォームを開きます。
③作成する地域を選択します。
④「地図の選択」から「シンボル地図」を選択します。
⑤「統計項目の選択｣からグラフに使う項目を選択します。
⑥「グラフ作成」ボタンをクリックします。
⑦「集計が完了しました。」のメッセージが表示されたら、「地図へ出力」ボタンをクリックしシンボル
地図を描きます。

◇ 基本的な例
ここでは全国の都道府県の「総人口」をシンボルの大きさで表現した地図を作成し、関西地域を拡大
表示しています。

つづき
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流線図
流線図を作成する基本的な手順は次の通りです。

①日本地図全域を表示します。
②「統計地図を作る」のボタンをクリックして「統計地図作成」のフォームを開きます。
③作成する地域の「都道府県」から基点となる都道府県名を選択します。
④「地図の選択」から「流線図」を選択します。
⑤「統計項目の選択｣からグラフに使う項目を選択します。
⑥基点への「流入」、基点からの「流出」を選択します。
⑦「グラフ作成」ボタンをクリックします。
⑧「集計が完了しました。」のメッセージが表示されたら、「地図へ出力」ボタンをクリックし流線図
を描きます。

◇ 基本的な例
ここでは長野県への人口流入の上位５位を流線図で表現した地図を作成し、流入元が含まれた地
域を拡大表示しています。流入元の上位１位から５位までの都道府県名と値がリストされます。
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散布図と相関係数

G-Census では、統計データを利用して散布図と相関係数を算出することができます。
統計データは項目値を直接利用することも、項目の割合・率を計算して利用することもできます。

操作の手順
散布図の作成と相関係数の算出の手順は次の通りです。

①「統計地図を作る」のボタンをクリックして「統計地図作成」のフォームを開きます。
②作成する地域を選択します。
③「地図の選択」から「相関係数と散布図」を選択します。
④「統計項目の選択｣から相関係数を算出したい２つの項目を選択します。
⑤「グラフ作成」ボタンをクリックします。
「散布図」「相関係数」が算出表示されます。

◇ 基本的な例
ここでは地域リストから選択した全国の都道府県データを利用して、「高齢単身世帯数」と「人口密
度」との関係を散布図で作成し、相関係数を算出しています。
散布図のそれぞれの点をクリックすると、マップがその地点に移動します。異常値を示すデータ元を確認
することなどができます。

相関係数とは、2 変数間の関係の強さをあらわす係数です。散布図を描き、2 つの変数が右肩上
がりの傾向を示すときには正の相関があると言い、逆に右肩下がりの傾向を示すときには負の相関が
あると言います。相関係数が 0 に近づくほど 2 つの変数間の因果関係が希薄であることになります。
相関係数が取りうる値の範囲は-1 から1 までです。
一つの目安として、相関係数の大きさ(R ：絶対値)と相関の程度の表現の対応関係は以下のように
考えれば良いと言われています。

1.0 ≧|R|≧ 0.7 高い相関がある
0.7 ≧|R|≧ 0.5 かなり高い相関がある
0.5 ≧|R|≧ 0.4 中程度の相関がある
0.4 ≧|R|≧ 0.3 ある程度の相関がある
0.3 ≧|R|≧ 0.2 弱い相関がある
0.2 ≧|R|≧ 0.0 ほとんど相関がない
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使いこなそうG-Census

ビギナーモードで操作する
G-Census のメイン画面には、ビギナーとプロの２つのモードがあります。ビギナーモードは G-Census
の特徴を生かすことができるように作られています。多くの機能はビギナーモードで簡単に操作すること
ができます。

・人口ピラミッドの表示
表示地図の「現在の時期」に応じた国勢調査の年齢５歳階級別人口ピラミッドを地図表示範
囲内に表示します。ただし、昭和４０年より以前については表示できません。

・統計地図を作る
地図画面上に統計地図（塗り分け地図、円グラフ地図、棒グラフ地図、実数値地図、シンボル
地図、ランキング地図、人口ピラミッド地図、流線図、相関係数と散布図）を作成できます。

・地図に基本データを表示する
選択した地域レベルで、選択した統計項目の実数値地図を作成します。
統計項目は、平成１２年国勢調査の基本（総人口・男人口・女人口・人口密度・一般世帯数
・１世帯当たり人口・外国人人口・人口集中地区人口）より選択できます。「表示する」ボタンを
再度押すと、実数値地図はクリアされます。

・地図に地名を表示する
選択した地域レベル（都道府県・市区町村・町丁字）で地名を表示します。「表示する」ボタンを
再度押すと、現在選択されている地域単位の地名がクリアされます。

・指定の場所へ行く
都道府県名・市区町村名・町丁字名を指定し、「指定場所へ行く」を押すと、地図は指定の場
所を中心に表示します。 「前の場所に戻る」を押すとその前に指定した場所に戻ります。３回前
まで戻ることが可能です。

・ホーム
G-Census のインストール時に登録した地域を表示します。

・画面の中心は
画面の中心付近の市区町村名を表示します。

・背景地図の表示
背景地図を表示・非表示します。 G-Census の基本地図である境域地図の背景に、数値地
図２５０００、数値地図２５００より収録した交通施設（道路・鉄道など）、水部（海岸線、河
川、湖池など）、建物などを表示します。

・地図の縮尺
地図の縮尺を表示します。数字を変更入力することで地図画面の縮尺を変更できます。 スケー
ル変更バーのつまみを左右に動かすことで縮尺を変更できます。

・現在の時期
現在のG-Census の地図の設定時期を表示します。

つづき
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グラフの移動

隣り合う地図のグラフが重なってしまったときなどに、グラフを手動で適当な位置に移動します。移動先
のグラフは引き出し線で移動元がわかります。

移動処理前 移動処理後

グラフを「地図へ出力」した後、グラフの配置具合を見て、「グラフ移動」を行います。
①「グラフ移動」ボタンをクリックします。
②移動したいグラフを指定（マウスでクリック）します。
③マップ上の移動先をマウスで指定（クリック）します。
④次の移動したいグラフを指定します。

グラフ（実数値、ランキング値）サイズの変更

グラフ（実数値、ランキング値）のサイズが大きすぎたり小さすぎるときにサイズを調整します。
サイズ調整前 サイズ調整後

グラフ（実数値、ランキング値）を「地図へ出力」した後、グラフ（実数値、ランキング値）の大き
さを見て、「サイズ変更」を行います。

①「サイズ変更」ボタンをクリックします。
②サイズ変更フォームが開きます。
③グラフ（実数値、ランキング値）サイズを適当な値に設定し「ＯＫ」ボタンをクリックします。
スケールバーのつまみを移動することによって大きさを設定することもできます。

つづき
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複合表示

グラフ地図と実数値地図、塗り分け地図とシンボル地図といった複数の統計地図を表示し、よりわかり
やすい統計地図を作成します。

作成した統計地図を「地図グラフのクリア」で
クリアせず、続いて次の統計地図を作成します。

シンボルの登録

シンボル地図に使用するシンボルマークをユーザが独自に作成して登録することができます。

ビットマップ（ファイルの拡張子が bmp ）ファイルを作成編集できるソフトウエア（ペイントなど）
を利用してシンボルマークを作成し¥G-Census_Data¥Symbol_data 内にコピーします。
作成できるビットマップは、縦横とも 100 ピクセルの TrueColor (２４または３２ビットカラー）です。

統計地図の状態保存と読み込み

G-Census で作成 された統 計 地 図は保 存し、いつでも読み込 んで表 示できます。また他 の
G-Census ともデータを交換することができます（同じマップがインストールされている必要があります）。

状態保存と読み込み
（状態保存）統計地図を表示した状態で統計地図作成フォームの「状態保存」ボタンをクリックし
ます。開かれるフォームの手順に沿って作成されたグラフなどを保存します。
（読み込み）保存してある統計地図を読み込み表示するときは、統計地図作成フォームの「読み
込み」ボタンをクリックします。開かれるフォームの手順に沿って保存されている統計地図を読み込
みます。

つづき
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グループの設定と実行

よく使う機能を操作の流れに従って設定しておき、設定した機能グループをグループ
リストバーから実行することができます。

グループの登録は「メインメニュー」－「ツール」－「グループ設定」から
「リストバー編集」フォームを開きます。

①「グループ追加」ボタンをクリック。「グループ追加」フォームが開きます。
グループ名を入力して「ＯＫ」ボタンをクリックします。

②「リストバー編集」フォームに入力したグループ名がリストされます。
③「機能一覧」から操作の流れに沿って機能を順次追加します。

追加した機能は「機能」の欄にリストされます。
④「保存」ボタンをクリックして作成したグループを登録します

登録されたグループは通常はメインフォームの左端に表示されています（右図）。
ストーリーモードの時は同じ場所（リストバー）にストーリーが表示されています。
登録したグループを表示するときは、「ストーリーモードの終了」をしてください。

①利用したいグループ名を選択します。
②グループの機能がアイコン表示されます。
③アイコンをクリックすると該当するフォームが開きます。

必要な設定をして実行してください。

ストーリーの登録と実行

表示する領域や作成した統計地図を順次表示するなど、 G-Census の利用ス
トーリーを登録しておきます。登録したストーリーはストーリーバーから順次実行した
り自動再生させることができます。

ストーリーの登録は「メインメニュー」－「統計機能」－「ストーリーとテンプ
レート」－「ストーリー登録」から「ストーリー編集」フォームを開きます。

①「ストーリー追加」ボタンをクリック。「ストーリー追加」フォームが開きます。
②ストーリー名を入力して「ＯＫ」ボタンをクリックします。

「ストーリー編集」フォームに入力したストーリー名がリストされます。
③「テンプレート一覧」から操作の流れに沿ってテンプレートを順次追加しま
す。追加したテンプレートは「テンプレート」の欄にリストされます。
④「保存」ボタンをクリックして作成したストーリーを登録します。

ストーリーの実行は「メインメニュー」－「統計機能」－「ストーリーとテンプ
レート」－「ストーリーモード開始」を選択すると、メインフォームの左端に登録
されているストーリーが表示されます。

①利用したいストーリー名を選択します。
②ストーリーのテンプレートがアイコン表示されます。
③アイコンを順次クリックしてストーリーを実行することも、再生・ストップボタンで自動実行させ
ることもできます。
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統計データの参照や計算

統計データを参照する
計算結果で統計地図を作成する
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統計データを参照する

G-Census では、統計データの内容を都道府県、市区町村、町丁字単位で参照することができま
す。

統計データを参照する地域を指定するには、リストから指定する方法と、地図上からマウスで指定
する方法があります。

・リストから地域を指定する
①「メインメニュー」－「統計機能」－「統計データ参照」から「統計データ参照」フォームを開きま
す。
②「統計データ年度」のプルダウンリスト（▼をクリック）から参照する統計データの調査名と年度を
指定します。
③都道府県、市区町村、町丁字の順で地域を選択します。
④「データ分野」「データ項目」から参照したいデータ分野や項目を選択します。
⑤データ値を参照する地域レベル（都道府県、市区町村、町丁字）を選択します。
「データ値」の欄に選択されている地域、地域レベル、データ項目の値が表示されます。

・地図上からマウスで指定する
上記「リストから地域を指定する」の操作手順１～５を設定した後に、
①地図上で参照したい地域をマウス指定します。
地図の縮尺度合いによって「統計データ」が取得できない場合があります。警告フォームに従って
地図の縮尺を変えてください。
②マウス指定した地域名とデータ値が表示されます。マウス選択された地域は網掛けされます。
表示されるデータ値は、上記の操作手順５で選択した地域レベルの値になります。
地域レベルの選択を変えると、新たに選択された地域レベルの地域のデータ値が表示されます。

・データ分野の全項目の参照
上記「リストから地域を指定する」の操作手順１～５を設定した後に、
①「全項目参照する」チェックボックスをチェックします。
②設定されている統計データ、地域、地域レベルの「データ分野」内の全「データ項目」がテーブ
ルで表示されます。
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計算結果で統計地図を作成する

統計データの各データ項目やユーザ定義の定数による演算結果を利用して統計地図を作成すること
ができます。計算結果を利用できる統計地図には「塗り分け地図」「実数値地図」「シンボル地図」「ラ
ンキング地図」と「相関係数と散布図」があります。

計算テンプレートを追加登録する

①統計地図の作成手順（塗り分け地図など）に従って「地域の選択」「地図の選択」を設定しま
す。
②「統計項目の選択」の「選択項目」にある計算テンプレートボタン[C]をクリックして「統計項目
の設定」フォームを開きます。

③「統計項目の設定」フォームの「追加」ボタンをクリックして「計算方法設定」フォームを開きま
す。
④「国勢調査選択」の欄で、利用する統計データの調査名を指定します。
⑤「データ種類指定」に地域レベルが表示されます。「分野一覧」に該当する統計データに含ま
れるデータ分野がリストされます。
⑥分野一覧のリストから分野を選択すると、その分野のフィールド名がリストされます。
⑦「分野一覧」「フィールド名」と数字キーおよび演算子キーを使って計算式を作成します。

⑧「計算式ファイル名称」「計算式説明」を記入し、「登録」ボタンをクリックし、計算式を保存しま
す。保存された計算式は「統計項目の設定」フォームにリストされます。

計算テンプレートを使って統計地図を作成する

①「統計項目の設定」フォームにリストされている、計算テンプレートの中から目的の計算式を選
択反転します。
②「選択決定」ボタンをクリックすると「統計地図作成」フォームの「選択項目」欄に選択した計算
式テンプレート名が表示されます。
統計地図の作成の手順に戻って操作を進めます。

フィールドの選択 使用するフィールド名を選択反転させマウスのダブルクリックで
確定します。「演算式各項目」「計算式」欄に選択したフィール
ド名が「データ種類指定」「分野一覧」「フィールド名」の形式
で表示されます。
数字キーをクリックすると数字キーの上側の窓に数字が入力され
ます。入力が終了したら「Ｅｎｔｅｒ」キーで確定します。「演
算式各項目」「計算式」欄に確定した数値が表示されます。
数字キーを入力するときは、キーボードの入力モードが半角に
なっていることをご確認ください。

演算式の選択 演算式キーをクリックすると「演算式各項目」「計算式」欄に演
算子が表示されます。

数値の選択
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統計地図の地域を選択する

地図上からの地域選択
地図表示画面の範囲
地域リストからの選択
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地図上からの地域選択

地図上でマウスで指定した領域を統計地図の作成対象として選択します。

地図上から地域を選択する手順は次の通りです。

①「統計地図を作る」ボタンをクリックし「統計地図作成」フォームを開きます。
②「地図上から地域選択」ボタンをクリックします。
③開かれた「地域選択」サブフォームで検索方法と検索の対象となる地図の地域を指定します。
「円形」、「連続直線の一定範囲」を選択した場合は範囲を指定(km)します。
④「検索」ボタンをクリックし、マップ上で指定した検索方法で対象となる地域を指定します。

□ 矩形の指定
「検索」ボタンをクリックした後、マップ上で矩形の頂点をマウスで指定し、マウスボタンを押した
ままでマウスをドラッグ（引きずる）して対角線上の頂点を設定します。
□任意領域
「検索」ボタンをクリックした後、マップ上でマウスの左ボタンをクリックすると、マウスポイントに該
当する地域を選択する事ができます。続けて違う地域をクリックすることで複数の地域を選択
できます。「終了」ボタンをクリックすると選択した地域が登録されます。
□ 円形
検索対象となる円の半径を指定します。
「検索」ボタンをクリックした後、マップ上で円の中心をマウスで指定します。
□ 連続直線の一定範囲
検索対象となる直線からの距離を指定します。
「検索」ボタンをクリックした後、マップ上で直線の節（点）を指定していきます。最後の節（点）
を指定した後、マウスでダブルクリックします。連続直線とその集計範囲が生成されます。

マウスのドラッグ（矩形の指定）
指定したい矩形の始点（頂点）でマウスの左ボタンをクリックし、左ボタンを押したまま領
域の終点（矩形の場合は対角点）までマウスをドラッグ（引きずり）し、左ボタンから手を
離します。領域が指定されます。

⑤検索が終了すると「地域の選択」フォームに、検索された地域名がリストされます。
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地図表示画面の範囲

地図上で表示されている領域全体を統計地図の作成対象として選択します。

地図表示画面から地域を選択する手順は次の通りです。

①「統計地図を作る」ボタンをクリックし「統計地図作成」フォームを開きます。
②「地図表示画面の範囲」ボタンをクリックします。
③「地図の地域」サブフォームが開きます。
④「地図の地域」サブフォームで、検索したい地域の種別「都道府県別・市区町村別・町丁字

別」をクリックして選択し「検索」ボタンをクリックします。検索が開始されます。
⑤検索が終了すると「地域の選択」フォームに、検索された地域「都道府県名・市区町村名・町

丁字名」がリストされます。

地域リストからの選択

地域リストから地域を統計地図の作成対象として選択します。

地域リストから地域を選択する手順は次の通りです。

①「統計地図を作る」ボタンをクリックし「統計地図作成」フォームを開きます。
②「地域リストから選択」ボタンをクリックします。
③「地域の選択」サブフォームが開きます。

目的とする地域（全国、都道府県、市区町村、町丁字）を選択します。
ここまでの操作は「全国」「都道府県」「市区町村」「町丁字」の地域選択のいずれの場合にも共通で
す。以下は選択する地域（「全国」「都道府県」「市区町村」「町丁字」）別にその手順を説明します。

◇全国（都道府県）の選択
①「地域の選択」サブフォームで、

目的とする地域「全国」を選択します。
②「選択決定」ボタンをクリックします。
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◇都道府県を単位として対象を選択
①「地域の選択」サブフォームで、

「都道府県」をクリックし目的とする地域（都道府県）を選択します。
②都道府県名がリストされます。

対象とする都道府県名をマウスで指定します。
複数の指定
□ 連続してリストされている時

｢ Shift ｣キーを押しながらマウスで選択したい先頭の項目と最後の項目をクリックします。
□ 離れてリストされているとき

｢ Ctrl ｣キーを押しながらマウスで選択したい項目を順にクリックします。
③「選択決定」ボタンをクリックします。
④「地域の選択」欄に、選択指定した都道府県名がリストされます。

◇市区町村の選択

①「地域の選択」サブフォームで、最初に「都道府県」をクリックし目的とする地域（市区町村）が
存在する都道府県名を選択します（都道府県の選択は前項を参照）。

②都道府県名がリストされます。
対象とする都道府県名をマウスで指定します。
都道府県は 1 つでも複数でも、対象とする市区町村の存在する領域(都道府県）によって指
定してください。

③都道府県の選択が終わったら、次に「市区町村」をクリックします。指定した都道府県に存在
する市区町村名がリストされます。

④対象とする市区町村名をマウスで指定します。
市区町村名の指定の方法は都道府県名の場合と同じです。

⑤「選択決定」ボタンをクリックします。
⑥「地域の選択」欄に、選択指定した市区町村名がリストされます。

◇町丁字の選択

①「地域の選択」サブフォームで、最初に「都道府県」「市区町村」を指定し、目的とする町丁字
が存在する市区町村名を選択します。（都道府県、市区町村の選択は前項を参照）

②市区町村の選択が終わったら、次に「町丁字」をクリックします。指定した都道府県、市区町
村に存在する町丁字名がリストされます。

③対象とする町丁字名をマウスで指定します。
町丁字名の指定の方法は都道府県名、市区町村名の場合と同じです。

④「選択決定」ボタンをクリックします。
⑤「地域の選択」欄に選択指定した町丁字名がリストされます。
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データを時間で見る

日時を設定して地図を表示する
統計データと地図の日時
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日時を設定して地図を表示する

G-Census では日付を設定することによって、その日付の地図を表示することができます。

表示する地図の日付を選択する手順は次の通りです。

①メインメニューの「ツール」－「システム設定」から「表示日設定」フォームを開きます。
②表示したい日付を設定します。

ステータスバー（最下部）にある「指定日」をクリックしても表示日設定フォームを開くことができま
す。「今日」をクリックするとコンピュータのシステムが保有する今日の日付になります。

合併前後の日時の地図

図の西東京市は平成１３年１月２１日に保谷市と田無市が合併した市です。
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統計データと地図の日時

G-Census では選択された統計データによって、最適な日付の地図を選択し、統計地図を作成する
ことができます。

「地域の選択」の方法とリストされる地域の日時の関係

選択した統計データと地図の日時の関係

各統計地図での詳細

地域の選択方法 リストされる地域

地図上からの地域選択
地図の設定日時に有効に存在する地域（市区町村など）がリス
トされます。

地図表示画面の範囲
地図の設定日時に有効に存在する地域（市区町村など）がリス
トされます。

地域リストからの選択

該当する行政領域に昭和３５年以降に存在した全ての地域（市
区町村など）がリストされます。改組（町から市に等）された地域
はその両方がリストされます。

統計データ 統計データの日時（自動設定）
集計項目 事前に設定した地図の日時

割合・率の計算項目

単年度内の項目
複数年度の項目

統計データ 統計データの日時（自動設定）
集計項目 事前に設定した地図の日時

選択項目

選択項目

塗り分け地図

選択項目

事前に設定した地図の日時
円グラフ・棒グラフ地図

統計データの日時（自動設定）
事前に設定した地図の日時

実数値地図・シンボル地図・ランキング地図

選択項目

人口ピラミッド
統計データの日時（自動設定）

流線図
統計データの日時（自動設定）

統計データの選択方法 地図の設定日時
単年度・単項目 選択された統計データの年度に地図が自動設定されます。

地図に設定されている日時を継承します。
→事前に使用する統計データの年度に地図の日時を合わせてお
きます。
地図に設定されている日時を継承します。
→事前に使用する統計データの年度に地図の日時を合わせてお
きます。
地図に設定されている日時を継承します。
→事前に使用する統計データのいずれかの年度に地図の日時を
合わせておきます。
地図に設定されている日時を継承します。
→事前に使用する統計データのいずれかの年度に地図の日時を
合わせておきます。

複数年度・計算項目

単年度・複数項目

単年度・計算項目

複数年度
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学校で使う

かたよる日本の人口分布
いままでの日本、いまの日本、これからの日本

現代日本と私たちの生活
G-Census を使ってみる

レイアウト印刷

お断り： 「学校で使う」「自治体で使う」の部分は、ご説明の都合でカラー図例を利用しています。
PDF 版「活用事例」では都合により一部の図例を省略しています。
HTML 版「活用事例」（G-Census －ヘルプ－活用事例）をご参照ください。
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かたよる日本の人口分布

集中した人口

平成１２年の国勢調査データを利用して中部関西エリアの人口密度を塗り分け地図で表示します。
図は人口密度１００人未満の市区町村を緑、１０００人以上の市区町村を赤で、その他を薄黄で塗
り分けています。人口が都市部、平野部に集中していることがわかります。
また人口密度の状態は概ねゾーン（地域）を形成することが見られます。

デ ー タ 国勢調査－基本－人口密度・総人口
操 作 塗り分け地図
ヒ ン ト １００≦人口密度＜１０００ を薄黄で塗り分けます

つづき

■ 平野部に集中した人口
日本の人口は、平野部への集中が目立つ一方、山間部では過疎地域となっている。

■ 人口過密地域での課題
人口の過密地域は、便利さを求めた人口集中が進んでいる。
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日本の人口構成
平成１２年の国勢調査データを利用して、大都市圏と非大都市圏の都道府県の年齢別人口構成
を人口ピラミッドで表示します。地域による年齢別人口構成の違いがわかります。

デ ー タ 国勢調査－年齢５歳階級別
操 作 人口ピラミッド地図

島根県 大阪府

沖縄県

日本の人口構成

つづき
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人口の過密と商業の発展
平成１２年の国勢調査データ、平成１３年の事業所・企業統計調査を利用して、人口の集中とサー
ビス業の事業所数を棒グラフで表示します。人口密度の高い（赤色）地域には事業所も多いことがわ
かります。

デ ー タ 国勢調査－基本－人口密度
事業所・企業統計調査－事業所数－（サービス業）

操 作 計算結果で統計地図を作成する
棒グラフ地図 塗り分け地図
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いままでの日本、いまの日本、これからの日本

大都市圏のドーナツ化現象
昭和４５年と平成１２年までの国勢調査データを利用して大都市圏の人口の推移を自然分類による
塗り分け地図で表示します。

デ ー タ 国勢調査－基本－人口密度
操 作 塗り分け地図
ヒ ン ト 自然分類

自然なグループ化によりランク分けします。データ値の
変化量が大きいところを境界としてランク分けします。

平成１２年の東京都の市区町村別の人口密度

昭和４５年

■ いままでの日本
大都市圏でのドーナツ化問題の進行と過疎過密の両極化

■ いまの日本
就業形態の変化、年齢構成の高齢化

■ これからの日本
人口減少過程に入る日本
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６５歳以上人口の推移
昭和４５年、平成１２年の国勢調査データと平成３２年の人口推計データを利用して、６５歳以上の
人口が占める割合を塗り分け地図で表示します。

塗り分け色と閾値(%) デ ー タ 国勢調査－基本－総人口
市町村別将来推計人口

操 作 塗り分け地図
ヒ ン ト 全ての年度のデータ範囲を確認しておき、ランク数と

各ランクの境界値を決めます。

（神奈川県） 昭和４５年 （青森県）

平成１２年

平成３２年（推計）

つづき
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人口構成の推移
昭和３５年から平成１２年まで１０年毎の人口ピラミッドを表示します。
我が国の人口ピラミッドは「富士山型」であったものが、「釣り鐘型」を経て、「つぼ型」になってきたこと
がわかります。

デ ー タ 国勢調査－年齢５歳階級別
操 作 人口ピラミッド地図

昭和３５年 昭和４５年

昭和５５年 平成２年

平成１２年

つづき
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現代日本と私たちの生活

職業の変化
平成１２年および 7 年の国勢調査データを利用して、市区町村別のサービス職業従事者数と生産
工程・労務作業者数の変化を塗り分け地図と棒グラフ地図で表示します。

デ ー タ 国勢調査－職業
操 作 棒グラフ地図 塗り分け地図

サービス職業従事者
塗り分け地図は１５歳以上就業者数の中でサービス職業従事者の占める割合の変化を表していま
す。平成７年に対して平成１２年の値が赤は増加、黄は微増、緑は減少を示しています。
棒グラフは平成７年（青）、平成１２年（深緑）のサービス職業従事者数を示しています。
ほとんどの市区町村でサービス職業従事者の人数も職業の中で占める割合も増加していることがわか
ります。

つづき

■ 変わってきた職業のあり方
多様化する職業とその変化
■ 変わってきた家族生活

増える高齢者単身・夫婦世帯数
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生産工程・労務作業者
塗り分け地図は１５歳以上就業者数の中で生産工程・労務作業者の占める割合の変化を表してい
ます。平成７年に対して平成１２年の値が黄は微増、緑は減少を示しています。明確な増加(赤）を
示した市区町村はこの地域にはありません。
棒グラフは平成７年（青）、平成１２年（深緑）の生産工程・労務作業者数を示しています。
ほとんどの市区町村で生産工程・労務作業者の人数も職業の中で占める割合も減少していることが
わかります。

高齢者世帯数の割合の変化
平成１２年および７年の国勢調査データを利用して市区町村別の、一般世帯数に対する高齢者世
帯数（ここでは高齢夫婦世帯数と高齢単身者数を合わせたものとする）の割合の変化を塗り分け地
図で表示します。
平成７年から平成１２年の高齢者世帯数の割合の変化を表しています。平成７年に対して平成１２
年の値が増加している場合は黄→橙→赤の順でその増加量が多いことを、緑は減少していることを示
しています。
東日本と西日本で高齢化に伴う高齢者世帯数の割合の増加の度合いが異なることがわかります。

山形県・宮城県 鳥取県・岡山県
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G-Census を使ってみる

実際にG-Census を使うため、副教材を作成するための操作の流れとキーポイント。

・統計データを覗いてみる
・表示する地図の領域

・わかりやすい統計地図の表現
・見やすさの工夫

・統計地図の保存
・レイアウト印刷とプレゼンテーション資料

統計データを覗いてみる

G-Census には、昭和３５年からの国勢調査データをはじめ、事業所・企業統計調査データ、市町
村別将来推計人口、 SSDS （社会・人口統計体系）、住民基本台帳人口移動報告などさまざま
な統計データが収録されています。
G-Census を使いこなす第一歩は、先ず統計データをしっかり覗いてみてください。
作成に参考になる統計地図がWeb からダウンロードできる場合もあります。

表示する地図の領域

G-Census では日本全図から町丁字境域までの地図を連続的に表示することができます。
作成する統計地図の目的にかなった「領域の選択」方法で領域を指定してください。

わかりやすい統計地図の表現

利用する統計データの内容（最大最小など）と選択された領域によっては、表現に不向きな統計地図
もあります。例えばデータの幅（最大最小）に３桁以上の違いがあるような統計項目でシンボル地図を
利用すると、データが小さいグループのシンボルが見えなかったり、逆にデータが大きいグループのシンボ
ルが大きくなりすぎたりする場合があります。
データの内容と、そのデータで何を表現したいのかによって統計地図の種類や組み合わせを選択してく
ださい。

つづき

KeyPoint G-Census Support
・狙いに最適なデータを選ぶ 　G-Censusヘルプ　－　掲載データ一覧
・選んだデータの概観を掴む 　統計データを参照する

KeyPoint G-Census Support
・目的に合った「領域の選択」を選ぶ 　統計地図の地域を選ぶ

KeyPoint G-Census Support
・データ、領域、統計地図の相性 　
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見やすさの工夫

統計地図を地図に出力してみると、隣接するグラフ同士が重なっていたり、グラフや文字が大きすぎた
り小さすぎたりといったことがあります。グラフサイズを変更したり、レイアウト（移動）をして見やすく工夫し
てください。

統計地図の保存

作成した統計地図は、保存しておくことによって簡単に再現することができます。また保存した地図はス
トーリーを登録する際にも利用することができます。
G-Census で 作 成 した登 録 地 図 は 同 じ地 図 環 境 の G-Census 同 士 でやりとり
（Export,Import ）することもできます。

レイアウト印刷とプレゼンテーション資料への利用

G-Census には地図印刷、画面印刷、レイアウト印刷の印刷機能が用意されています。用途に応じ
て印刷機能を使い分けてください。レイアウト印刷はエクセルに連動しており、エクセル上で必要な加工
をして印刷することもできます。

KeyPoint G-Census Support
・グラフのサイズ変更や移動 　使いこなそうG-Census

KeyPoint G-Census Support
　G-Censusヘルプ
　使いこなそうG-Census

・ストーリーに活用する 　使いこなそうG-Census

・統計地図を保存する

KeyPoint G-Census Support
・エクセルで加工してレイアウト印刷 　G-Censusヘルプ　レイアウト印刷
・マップや画面全体をコピー＆ペースト 　G-Censusヘルプ　レイアウト印刷
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レイアウト印刷

G-Census で作成した統計地図などをエクセルを使ってレイアウト印刷することができます。

レイアウト印刷の手順は次の通りです。

①「メインメニュー」-「ファイル」-「印刷」-「レイアウト印刷」を選択します。
②レイアウト選択のフォームが開きます。使用するレイアウトを選択し、利用する地図のタイトル
を記入します。
③操作確認のフォームが開いたら「ＯＫ」をクリックして、レイアウト印刷に使う地図領域をマップ
上で指定します。
マウスドラッグの方法は「統計地図の地域を選択する」－「地図上からの地域選択」の説明を参
照してください。切り取られた地図がエクセル上に貼り付けられます。
④表題・日付やテーマを書き込みます。
地図の大きさやメモ欄の大きさを調整します。

つづき

エクセルに貼り付けられる地図は、元
になる G-Census での地図の大きさ
が反映されます。地図を切り取るとき
は、事前に地図を拡大縮小して切り
取り領域の大きさを適当に調整してく
ださい。
エクセルに貼り付けてから拡大縮小を
すると地図が不鮮明になる場合があ
ります。

メモ欄を削除してエクセルで作成した
グラフを貼り付けることなどもできま
す。
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上図の出力結果 エクセルで作成したグラフとの組み合わせ

地図印刷と画面印刷

地図印刷 画面印刷
地図領域が通常プリンタに出力されます。印刷 クリップボードにフォームを含めた全体が出力
用紙の縦横やサイズなどに注意して印刷してくだ されます。
さい。
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自治体で使う

地域データマップ
自治体ランキング

お断り： 「学校で使う」「自治体で使う」の部分は、ご説明の都合でカラー図例を利用しています。
PDF 版「活用事例」では都合により一部の図例を省略しています。
HTML 版「活用事例」（G-Census －ヘルプ－活用事例）をご参照ください。
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地域データマップ

集中した人口

核家族世帯数
核家族世帯数、その他の親族世帯数、非親族世帯数、単独世帯数を円グラフ地図で表示します。
円グラフは町丁字別の核家族世帯数の割合を見るため、他の世帯は同じ色（黄）で表示しています。

デ ー タ 国勢調査－家族
操 作 グラフ地図

つづき

国勢調査データなどの地域統計データを地域や年度で統計データを自由に取り出し、
データマップ（統計地図）として表示することができます。

■ 行政事務の効率化
膨大な統計データを行政事務に的確に表現する。

■ 情報提供サービスの向上
地域統計データを視覚化しわかりやすく提供する。
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高層共同住宅に住む世帯
６階～１０階建、１１階建以上の共同住宅に住む世帯数を、それぞれ町丁字別に棒グラフ地図で表
示します。塗り分け地図は住宅に住む一般世帯数の中で、６階～１０階建、１１階建以上の共同住
宅に住む世帯数の割合を示しています。

デ ー タ 国勢調査－住宅－住宅の建て方
操 作 グラフ地図

年齢別人口構成
町丁字別の年齢５歳階級別の人口構成を人口ピラミッドで表示します。
町丁字における人口の年齢構成が示されています。

デ ー タ 国勢調査－年齢 5 歳階級別人口
操 作 人口ピラミッド地図

町丁字別人口ピラミッド 拡大図

つづき
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町丁字別の年齢５歳階級別の人口データを利用し、２０歳未満の人口割合を塗り分け地図で表示
します。 デ ー タ 国勢調査－年齢 5 歳階級別人口

操 作 塗り分け地図 計算結果で統計地図を作成する

外国人人口
市区町村別の外国人人口をシンボル地図で表示します。シンボルの大きさによって外国人が多い地
域が示されます。 デ ー タ 国勢調査－基本ー外国人人口

操 作 シンボル地図
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自治体ランキング

健康・医療
一般病院数によるランキングをシンボル地図とランキング地図で表示します。

デ ー タ ＳＳＤＳ－健康・医療－一般病院数
操 作 シンボル地図 シンボルの登録

つづき

自治体を統計の視点から評価し、ランキング地図を作成することができます。県内や同
じ規模の自治体間でのランキングによって自治体をいろいろな側面から理解し把握でき
ます。

■ 自治体住民への広報
住民がわかりやすい視覚化（ビジュアリゼーション）した

情報公開と広報活動を提供する。
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人口当たりに対する一般病院数を塗り分け地図とランキング地図で表示します。
人口当たりの一般病院数の多い順に緑－黄－赤で塗り分けられています。ランキングは人口当たりの
一般病院数の多い順で、１～３位は赤４，５位は青、それ以下は黒字で表示されています。

デ ー タ ＳＳＤＳ－健康・医療－一般病院数
国勢調査－基本－総人口

操 作 塗り分け地図

住環境
ごみのリサイクル率を棒グラフ地図とランキング地図で表示します。
棒グラフの長さでの視覚的にリサイクル率の状況が掴め、県内でのランキングについても確認できます。

デ ー タ ＳＳＤＳ－居住－ごみのリサイクル率
操 作 グラフ地図

棒グラフとランキング 拡大図
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Web データの活用

Web 背景地図の利用
Web ストーリーの利用
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Web 背景地図の利用

詳細な背景地図（数値地図２５００）は、以下の手順でダウンロードできます。

背景地図をダウンロードする
①「メインメニュー」－「背景地図」－「数値地図 2500 」－「ダウンロード」の順でマウスを移動
しクリックします。

インターネット環境に接続されている必要があります。
②ダウンロード開始の確認ダイアログが開きますので、「はい」をクリックしてください。
③ダウンロードが開始され、処理中のダイアログが表示されます。ダウンロード終了まで暫くお待
ちください。
④ダウンロードが終了すると、背景地図が表示されます。
背景地図の表示･非表示は「背景地図の表示」ボタンのオンオフで行います。

G-Census では数値地図と地図画像を背景に表示することができます。
地図画像はG-Census のインストール時にインストールされています。表示方法は次の通りです。

①「メインメニュー」－「背景地図」－「地図画像を表示」の順でマウスを移動し「実行」をクリック
します。

地図画像は通常は５万分の１から５０万分の１程度の縮尺での表示をおすすめします。
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Web ストーリーの利用

よく使うG-Census の機能の流れを登録したストーリーをホームページからダウンロードして利用するこ
とができます。

ストーリーをホームページからダウンロードする
①「メインメニュー」－「ファイル」－「ストーリー＆テンプレートダウンロード」の順でマウスを移動し
「ストーリー＆テンプレートダウンロード」をクリックします。
インターネットブラウザが起動しG-Census ホームページのダウンロード頁が開きます。

自動的にG-Census ホームページに接続できない場合は、インターネットブラウザを起動
し、http://www.g-census.jp に接続してください。

②利用したいストーリーのファイルを選択し、マウスの右クリックでプルダウンメニューを表示します。
メニューの項目名はお使いのコンピュータ環境によって異なります。
③メニューから「対象をファイルに保存」をクリックします。
④保存先を指定するフォームが開きますので、ファイルをダウンロードする先のフォルダを選択しま
す。
⑤ダウンロードが終了したらファイルが正しくダウンロードされていることを確認します。

ダウンロード方法の詳細はダウンロードするときにホームページで確認してください。

ダウンロードしたストーリーをG-Census に登録する
①「メインメニュー」－「統計機能」－「ストーリーとテンプレート」－「ストーリー登録」の順でマウス
を移動し「ストーリー登録」をクリックします。
②ストーリー編集フォームが開きます。「インポート」ボタンをクリックします。
③ダウンロードしたファイルが格納されているフォルダを開き、インポートしたいストーリーファイルを
指定し「開く」ボタンをクリックします。
④ダウンロードしたストーリーが登録されます。
「保存」ボタンをクリックして登録を完了します。
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