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4 巻の特集では「地理空間情報処理」をとりあげる。統計モデリングに限定せ

ず，それを含んだより広い視点で，地理情報・空間情報のデータサイエンスを眺

めてみたい。特集は独立に楽しめる「実践編」と「事例紹介編」からなっている。

前半の「実践編」では，3 つの解説とコラムで，地理空間情報にはじめて触れ

る読者がデータを扱う際にすぐ役立つ内容を提供した。最初の朝日・水谷の解説

では，地理空間データの基本的な扱い方について，フリーソフト QGIS と公開位

置データを用いた解説が行われる。「災害時の支援」というストーリーに沿って，

必要な技術が順次紹介されるという構成である。同じ著者たちによるもうひとつ

の解説では，GIS から R 言語に位置情報を読み込んで分析・加工する方法が紹

介されている。3 番目の加藤・立森・高橋による解説では，第 1 巻でも扱ったベ

イズモデリングを「地図の上」で実践するために必要なことを，具体例を通じて

説明した。コラムでは，ウェブ GIS と地理院地図について取り上げた。このう

ち後者では，国土地理院の出口氏に施策の概要を解説していただいた。

後半の「事例紹介編」では 5 つの解説とコラムで，多彩な分野が地理情報・

空間情報とつながるさまを見ていただく。冒頭の矢田の解説は，「顧客動線の解

析」というビジネスに直結する鮮度の高い主題を扱っている。高橋の解説では，

「空間疫学」という分野が「難病の地図」という具体例を通じて紹介される。続

く荒牧・若宮の解説でも，「インフルエンザの流行」という疫学に関連したテー

マが扱われるが，こちらは SNS のデータを利用するというまったく違ったアプ

ローチを取っている。関本の解説は，「動く地理空間情報処理」として，人の流

れを扱う手法を論じている。最後の南の解説は，秘匿化技術と空間情報の関わり

という斬新な視点を提供している。後半のコラムでは，いま話題の「ドローン」

と「ポケモン GO」を扱った。後者では，SNS のデータからポケモン情報を可

視化するサービスについて，開発サイドからの解説を谷杉氏にお願いした。

(特集担当 伊庭幸人・深谷肇一・久保拓弥・立森久照)
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｢地理空間情報」とは，位置の情報，もしくは位置と結びついた情報を指しま

す。一説によると，行政で扱う情報の 80% はなんらかの位置の情報と結びつく

と言われています。極論ですが，情報が発生した場所を情報と一緒に記録してお

くとすると，すべての情報が「地理空間情報」ということができるかもしれませ

ん。

では，位置と結びついた情報を使うとどのようなことができるのでしょうか。

地図の上に位置情報をプロットするだけでも，情報の分布状況を把握することが

できそうです。GPS 搭載のモバイル端末なら，端末の位置を緯度経度で取得す

ることができます。緯度経度に結びついた道路や目的地のデータがあるとすれば，

端末をもった人を目的の場所へ誘導することができるでしょう。また，どういっ

た動きをしたか軌跡もとることができます。緯度経度と結びついた過去・現在・

未来のできごとの情報があれば，位置を基にサービスを提供することもできます。

このような位置情報の特徴をうまく活用すれば，新たな科学的な発見や，ビジ

ネスでのサービスの展開，また，さまざまな社会問題の解決が可能となります

(表 1)。そこで本稿では「地理空間情報」を活用するための入門として，①位置

データの取得，②QGIS による位置データの表示と加工，について説明してい

きます。なお，説明の際に取り上げるテーマは，日本の重要な課題である災害対

応のうち，特に震災時の初動支援におけるGIS 活用となっています。

また，本稿につづく「R とGIS の連携」では，同じ情報を利用して R と連携

した位置データの分析を行いますので，あわせてお読みください。
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QGISを使って

朝日孝輔(合同会社MIERUNE)･水谷貴行(株式会社エコリス)
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1 位置データの取得

GIS で表示，分析を行うためには，データが必要となりますが，最近では，行

政や地方自治体，各機関などからさまざまな種類の位置データがインターネット

で公開され利用できるようになってきています。たとえば，国土地理院からは，
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GISとは

GIS(Geographical Information System)とは，地理空間情報を重ね合わ

せて表示し，情報を加工することができ，重ね合わせた情報同士に対して何

らかの解析処理を行え，状況判断を助けるためのシステムです。

地理空間情報を表示するシステムとしては，デスクトップで動作する GIS

ソフトウェアと，ブラウザ上で動作する Web 地図があります。デスクトッ

プで動く GIS としては，有償である ESRI 社の ArcGIS，オープンソースソ

フトウェアの QGIS が代表としてあげられます。こちらについては，編集機

能や解析機能が豊富に提供されています。一方，Google Maps を始めとし

た Web 地図は，情報の表示や重ね合わせは得意なものの，編集機能や解析

機能については提供されていないか，簡単なものしかない場合がほとんどで

す。そのため，地理空間情報の活用の仕方によって，デスクトップ GIS と

Web 地図を使い分けるとよいでしょう。

・三次元表示・地形・水文解析・投影変換

・地図の作成・編集・共有・空間補間・面積距離計算

表 GIS の主な機能

・ネットワーク分析・空間解析・位置情報の表示，印刷

・時系列，アニメーション表示・衛星画像処理・属性検索

・ナビゲーション・ラスタ演算・位置情報の作成，編集

・ゲーム・土木・建築の効率化

・防災・災害対応・農業支援

表 1 地理空間情報の活用が期待される分野

・感染予防・自動運転支援

・環境予測・エリアマーケティング



本特集「地理空間情報入門」では，GIS での位置データの表示と加工例を見て

いただきました。地理院地図のような地図データを背景として表示し，加工対象

データの状態を確認しながら，GUI 操作で加工・スタイル付けを行い，視覚的，

対話的に状況を把握するためには GIS の利用が有効です。一方，位置データの

属性情報をもとに，地域の傾向を数値的に把握したり，状況を統計的に予測した

りといった一歩踏み込んだ分析をしたい場合は，統計処理ソフト R との連携を

考える場面となります。また，位置データの加工処理を自動化したい場面におい

ても，R は地理情報を扱うためのパッケージが充実しているため，データ加工の

一連の処理を R 言語で記述することが可能です1。

本稿では，GIS で加工した位置データを R に取り込み，位置データの分析お

よび処理の自動化，さらにOpenStreetMap のデータを利用した処理の改善につ

いて解説します。なお，説明の際に取り上げるテーマは「地理空間情報入門」に

引き続き，震災時の初動支援とします。分析対象とするデータは，本特集「地理

空間情報入門」にてQGIS で加工したものを使用します。

1 はじめに

GIS で加工した位置データは，R に読み込むことによって，空間解析や，統計

解析に利用できます。また，R で解析した結果を，位置データとして保存するこ

とによって，GIS で利用することもできます。R で位置データを扱うためには，

パッケージのインストールが必要で，主なものとしては sp, rgdal, maptools, raster
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RとGISの連携

水谷貴行(株式会社エコリス)･朝日孝輔(合同会社MIERUNE)
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などがあります(表)。sp は，位置データを扱うためのクラスを定義しているラ

イブラリで，他のパッケージのベースとなっています。rgdal は，さまざまなフ

ァイル形式の位置データに対応したライブラリで，読み書きや表示，簡単な加工

を行うことができます。raster はラスタ形式のデータを扱うライブラリで，ラス

タ解析のための関数も実装されています。そのほか，dismo, dplyr, rgeos, deldir

など空間解析や属性操作を行うためのパッケージもあります。
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dismo

ドロネー図とボロノイ図を作成するためのパッケージ。そのままでは

sp パッケージ依存のデータ形式となっていないが，dismo パッケージ

の voronoi 関数から利用すると SpatialPolygonsDataFrame として作成

できる。

deldir

ラスタデータの読み書き・処理のためのパッケージ。SpatialPixels や

SpatialGrid からの変換や rgdal で対応しているフォーマットからの読

み込みに対応している。読み込んだデータは RasterLayer に格納され，

値の抽出やゾーン統計，focal 計算などの関数が利用できる。

raster

データフレームを処理するためのパッケージ。位置情報のためのパッ

ケージではないが，属性テーブルを結合するために利用できる。

rgeos

dplyr

rgdal

表 R における主な地理情報関連パッケージ一覧

ベクタデータを読み込むためのパッケージ。対応しているフォーマッ

トは rgdal に比べ少なく，読み込むデータの投影法を手動で指定する

必要がある。

maptools
投影法の定義や投影変換のための関数を利用できる

図形のジオメトリ（形状，位置関係）を計算するためのパッケージ。

面積，周長，中心位置の算出，交差判定などの関数が利用できる。

さまざまなファイル形式の位置データを読み書きするためのパッケー

ジ。ベクタデータは OGR が対応しているフォーマット，ラスタデー

タは GDAL が対応しているフォーマットを利用できる。ただし，ラ

スタデータは，SpatialGridDataFrame に格納されるため，raster パッケ

ージの解析機能を使いたい場合は，RasterLayer に変換する必要がある。

位置データを扱うためのベースとなるパッケージ。ポイント

（SpatialPointsDataFrame），ライン（SpatialLinesDataFrame），ポリゴン

（SpatialPolygonsDataFrame），グリッド（SpatialGridDataFrame）など，

位置データの基本的なクラスを定義しており，多くの地理空間関連の

パッケージから参照されている。

特徴

Species distribution modeling(種の分布モデル)のために開発されたパッ

ケージで，分布モデルの作成，予測，評価のほか，ボロノイ図やラン

ダムポイントの作成などの空間解析の関数が用意されている。

パッケージ名

sp



みなさんはスーパーマーケットで買物をするとき，買う商品をどこまで決めて

いるだろうか。買物リストを持参しその通り買う人もいれば，店頭で今晩のメニ

ューを決める人もいるだろう。マーケティング研究では買う商品の決め方につい

て，最初から決めていた買物を「計画購買」，そうでない場合を「非計画購買」

として区別してきた。なぜなら，非計画購買は購入時の環境，例えば店頭プロモ

ーションの影響を強く受けるため，顧客の購買行動を理解するために購買結果だ

けではなく，店内の購入プロセスにも注意を向ける必要があるためだ。ある調査

[16]によると，顧客の買物の約 8 割が非計画購買であるという。また計画購買

の中でさえ一定割合の商品が何らかの理由で購入中止されている。このように顧

客は買物の大部分を店内で決めており，店舗内行動つまり購入プロセスの解明が

顧客理解にとって極めて重要である。

購入プロセスの理解は現代のマーケティング研究の最重要課題である。Hui et

al.(2009)[2]は，購入プロセスに関する研究として，ウェブログデータ分析，視

線追跡データ分析，そして顧客動線研究を紹介している。本稿では流通小売業

(主にスーパーマーケット)における顧客動線研究を取り上げ，実空間での人間行

動モデルをビジネスにどのように導入するかについて考察してみよう。

1 顧客動線研究とは

顧客動線とは顧客が移動した店舗内の経路・移動情報のことであり，顧客動線

研究とは販売データや顧客データなど多様なデータと顧客動線データを統合し，
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店舗レイアウトの設計や店頭プロモーションの効率化などを行おうとする店舗マ

ネジメント手法の 1 つである[9]。顧客動線研究への注目は，近年の計測機器技

術の進展を背景に急速に大きくなっている。従来，顧客の店内行動を把握するた

めに，購入前後のアンケート調査や購入中の心理を言語化し解析するプロトコー

ル法などが用いられてきた[10]が，データの性質・量ともに科学的な分析に耐

えうる情報を得ることは難しかった。しかしセンサーネットワークなど計測機器

技術が急速に発達することで顧客の店内行動を正確・大規模に把握することが可

能になった。計測方法には，ビデオモニタリングから得られた動画データから店

内行動を抽出する方法や，RFID, iBeacon といった機器を用いて顧客の店内位置

に関する時系列データを収集する方法がある[9]。このようなデータを用いて，

どんな顧客がどのように店内を回遊し，何を購入したのかを把握することができ，

店内の購入行動ひいては購入意思決定プロセスの一部に関する貴重な情報を得る

ことができるようになった。

顧客動線研究で考慮すべき諸要素を整理すると表 1 のように，1)顧客の店内

行動，2)行動がもたらす結果，3)環境条件，4)分析目的に分類することができ

よう[9]。本稿の主要なテーマである顧客の店内行動は，顧客の店内時系列情報

をもとに生成される，訪問確率，立寄率，売場訪問順序などが考えられる。そし

て顧客の店内行動がビジネスにもたらす結果を定量的に計測するために，購入確

率や売上金額など，多様な指標を利用することができる。このような顧客の店内

行動と購買行動などの結果との因果関係は，その環境から大きな影響を受ける。

時間帯，店舗立地などはもちろん，販売促進策や個人属性などの違いは深刻な違
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販売促進(チラシ，値引き，クーポン，……)

売場特性(対象商品・カテゴリ，店内位置，通路幅，……)

店舗環境(時間帯，店舗形態，……)

顧客特性(個人属性，利用頻度，……)

環境条件

店舗視点，メーカー視点，顧客視点分析目的

購入確率，売上金額・数量，PI 値，トライアル(リピート)購入，……行動がもたらす結果

表 1 顧客動線研究の枠組み

内容
顧客動線研究で考慮
すべき諸要素

訪問率，立寄率，売場訪問順序，滞在時間，移動距離，……店内行動



1 空間疫学とは

特定の集団における健康関連事象の頻度や分布を調査し，その要因を解明し，

かつ研究成果を健康問題の予防やコントロールに適用する学問を疫学(epidemiol-

ogy)という。疫学の始まりとされているのが 19 世紀に行われた John Snow によ

るコレラ(Cholera)の研究である。その当時，まだコレラ菌は発見されておらず，

コレラは原因不明の疾病の 1 つであった。Snow はロンドン・ブロード街におい

て，コレラによる死亡例の調査を行った。その結果，コレラ流行が飲料水の汚染

によるものであることを示唆し，その予防には飲料水供給の改善が必要であるこ

とを示した。この原因解明のきっかけを与えたのは，その地区でのコレラによる

死亡者の居住地をプロットした地図であった。Snow はこの地図を作製し，その

観察からコレラによる死亡が一部の地域に集中しており，その地域では共通の井

戸の水を利用していることを突き止めたのであった。

このように疾病の発生頻度や患者数などをイベントとして地域比較を行うこと

は，その疾病の特徴を捉えるうえで大変重要なことである。観察されるイベント

データにその位置情報を付加した空間データは，Snow の地図に見るように疫学

の始まりから用いられているが，近年では，より膨大かつ複雑な空間データを利

用した健康事象の地理的変動や健康リスクの地域間比較も活発になってきている。

特に空間データを用いる疫学研究は空間疫学(spatial epidemiology)と呼ばれ，地

図や位置情報を用いることから地理情報システム(GIS)との関連も深い研究分野
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空間疫学への誘い

難病の地図から何が見えるか

高橋邦彦(名古屋大学大学院医学系研究科)
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として注目されてきている。空間疫学では，Snow の地図のように個々のイベン

トに座標を指定する点データだけでなく，市区町村や都道府県の代表値を示す集

計データ，さらに規則正しい正方格子で分割した位置を用いるメッシュデータな

どが利用される。

一般的な疫学研究では「位置」として平面上の地域に着目することが多いが，

空間疫学研究で用いられる統計手法の応用範囲は幅広く，データの位置が定まる

ものであればさまざまな応用が可能である。例えばゲノム研究における遺伝子座

を記述するHapMap のような遺伝子地図の位置データを用いれば，疾患との関

連遺伝子の検出なども可能である。また，ある規則で順番に並べられたデータや

時間データも，1 次元空間上の位置をもつものとして捉えることで，平面上の 2

次元空間データと同様な解析手法を適用することもできる。さらに感染症の発生

やバイオテロによる異常を早期検出するための症候サーベイランスの解析では，

平面上の位置に時間も付加した時間-空間での 3 次元空間に拡張した検討も行わ

れている。そこで用いられる解析手法は，医学・健康データに限らず，さまざま

な分野の空間データの解析への適用も可能であるが，ここでは，日本における難

病の地域比較を行う空間疫学研究を取り上げ，その方法と研究の進め方について

概説を行い，実際の空間データ解析のためのヒントを与えたい。

2 難病の地域比較

日本では，症例数が少なく，原因不明で治療方法が確立しておらず，生活面へ

の長期にわたる支障がある疾患は「難病」として対策が講じられている。その発

生や患者の地理的変動を観察することは，難病発生の原因解明の 1 つの手がか

りになると考えられる。これまで難病患者の死亡数については，人口動態統計に

よる死亡個票などの行政資料を用いて地域比較の検討が行われてきた。一方で難

病に限らず，その時点での患者がどこに何人いるかを正確に把握することは一般

的に困難である。そのため，日本の難病研究においては，全国疫学調査や患者調

査をはじめとする標本調査による推計が行われているが，以下に記す医療受給者

証所持者数(以後，所持者数と表す)を患者数の目安として用いた検討が行われる

ことも多い。

医療受給者証は，医療費助成の対象となる指定難病と診断された患者で，症状
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