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とができるだけでなく，キーワード検索が可能となっ  

ている．その内答を刊行物として発行しているだけで  

なく，インターネット上でも提供している．インター  

ネット上では，キーワードを入力することにより統計  

に関する刊行物の情報一覧を得ることができるシステ  

ムを試験提供しているところである．統計データにつ  

いては，基本的には何らかの形で刊行物が発行される  

ので，所在源を知る上で刊行物の発行状況からアプロ  

ーチすることは意義があると考えている。そこから作  

成機関等へ問い合わせを行えば，刊行物だけでなく磁  

気媒体で入手可能なデータに関する情報も得ることも  

できるからである．詳細は，   

http：／／www．stat．go．jp／042．htm  

から情報を得ることができる．   

ここで統計情報インデックスの効用を1つ挙げたい．  

「観光」に関する情報を入手したい場合，運輸省が作  

成している統計を調べるのが通常であろうが，統計情  

報インデックスを用いれば，総理府においても観光に  

関するデータを保有していることが分かるのである．  

1．はじめに  

本稿では，統計情報の入手に関連した事項について，  

総務庁の例を中心に紹介する．   

まず，統計データの所在源情報について紹介し，磁  

気媒体により提供される統計デ山タのデータ構造の特  

徴，入手方法を紹介し，最後に最近関心が高まってき  

ている地理情報システムに関連した統計デ∵タの情報  

を紹介する。  

2。所在源情報について   

（1）統計情報インデックス   

日本においては，国勢調査や事業所・企業統計調査  

などの国勢の基本となる統計については，中央統計機  

関としての役割を担っている総務庁統計局・統計セン  

ターが調査の企画・実施・集計・提供を行っていると  

ころであり，総務庁統計局に問い合わせれば，それら  

の情報は入手可能である．一方，各省庁の施策に直結  

した統計については，国の各行政機関がそれぞれの業  

務に必要となる統計データを保有している．   

オペレーション・リサーチに限らず統計データを用  

いて様々な分析を行う場合，おのずと複数の分野にま  

たがって統計データを収集する必要があるため，必要  

な統計データを入手するためには各行政機関等が保有  

している統計データを横断的に検索する必要がある．  

そこで，総務庁統計局では，各省庁や民間機関が保有  

している統計データを横断的に検索できるように「統  

計情報インデックス」を作成している．これは，中央  

省庁や民間機関等が実施または作成している統計調査，  

業務統計および加工統計に関する刊行物約1000冊につ  

いての情報を体系的に整理し取りまとめたものであり，  

統計名，′作成機関（連絡先），統計表の一覧を知るこ  

（2）総合統計書   

総務庁統計局では，わが国の国土，人口，経済，社  

会，文化などのあらゆる分野にわたる基本的な統計を，  

網羅的かつ体系的に収録した統計書を刊行しており，  

「総合統計書」という呼称で呼んでいる．用途に応じ  

て「日本統計年鑑」，「日本の統計」，「世界の統計」，  

「日本統計月報」など複数あり，その中でもっとも歴  

史があるものが「日本統計年鑑」である．日本統計年  

鑑は，わが国の実態を示す基本的な統計データを捻覧  

できるとともに，その出所も同時に知ることができる  

ことから，所在源情報としても活用でき，統計データ  

に関する一種の辞書と呼べるものでもある．  

（3）社会人口統計体系  

社会人口統計体系は，自然環境，人口・世帯，財政，  

（11）199   

さとう まさあき 稔務庁統計局統計情報課  
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学校教育，健康9 医療，労働，居住環境，社会保障な  

ど済民盤酒会般の実態を示す3，700以上の項削こつい  

て地域別にデ」タを毎年体系的に収集するとともに，  

これを統計指標として加二m∵編成しているものである。，  

社会某闇統計体系は，都道府県別または市区町村別に  

データの整備を行っている点に特色があ県言わば囲  

既生活に関する地域別デーータベ山・スの役割を担ってい  

る。   

したがって9 社会人口統計体系により整備されてい  

るデー・タの内容を検索することは9 国民生活に関する  

地域別統計データの所在源情報を得ることにつながる  

とい・うことができる。   

詳細ほ，   

如唖ノ／www。St虹goJp／05m皿tm  

から情報を得ることができる。  

、   ‥ 澤・圭∴ － ∴  

州総務庁所管統計調査を中心にじてⅣ   

総務庁所管統計調査を中心に提供される統計データ  

のフオ、m・・マット（デー【Ⅷタ構造）を説明する。   

統計調査結果の報告書に掲載される統計表には，表  

頭，表側9 欄外（ペー【・ジ）にそれぞれ分類項目が表示  

される1コ 例えば9 平成7年国勢調査抽出速報集計 第  

4衷 労働力状態（8区分），配偶関係（3区分），年  

齢（5歳階級）9 男女別15歳以止人闇（全国）という  

統計表を考える町 報告書の統計表においては，衷頭が  

労働力状態，表側が性別及び年齢階級，欄外が配偶関  

係となっており，そのイメージを喪胤に示す。  

衷豊統計表のイメージ   

配偶関係肌欄外   

（抱）平成ア卑国勢調査 調査結果の利用案内   

国勢調査は，その名称が示すとおり，わが国の国勢  

の基本を明らかにする統計調査であり9 人口，一世帯等  

に関するデータは，府政機関9 研究機閑9 企業等にお  

いて幅広く利用される。、したがって，利用者の便を図  

るため，平成7年国勢調査についてはホームペーージ   

h旺pノハ野WWけSt離。gO｛jp／0514血m  

において調査結果の利用案内を提供している【．この案  

内では9 用語の解説，集計結果の種類，統計表腰細卜一  

覧等を詳細に提供しており，分析に必要な統計テ」タ  

の所在源を得ることが可能となっている小  報告書の統計表をもとに分析を進めようとした場合，  

どのような不都合または不便さが生じるだろうか？  

例えば9 社会進出している女性について婚姻の状況を  

分析したいと考えた場合には，まず，「主に仕事をし  

ている女性」をピックアップし9 年齢5歳階級，配偶  

関係別に統計デー一夕を分析することになろう。この場  

合，一般的には9 表頭を配偶関係，表側を年齢階級に  

組み替えた統計表により分析することになる白 また9  

これを地域別（都道府県別）にも比較することもあろ  

、う〔ここで問題となるのは，分析目的のために統計表  

を組み替える必要があることである四 これは少なから  

ず手間のかかる作業である。   

したがって9 捻務庁統計局が所管している統計調査  

の結果デー・タを磁気媒体により提供するにあたっては  

－ヒ記の問題をクリアし，大量の統計データを効率よく  

扱うための二電二夫を行っている。   

具体的なデータ構造を衷2－鼠に示す血 大きく分け  

て別働部（レコー叫ド識別部）とBOI）Y部（統計デー  

オペレーションズむリサーチ   

（5）牽拶∋飽   

上記（1）から（3）に掲げた情報は9 情報の更新頻度は  

年に且回である。一方，各種の統計データが毎日のよ  

うに発表されている。この状況に適切に対応するため，  

これらのデータに関する所在源情報を9   

如妙／／wⅥ7W。Stat。gO．jp／025血m  

において提供しているところである小   

また9 翫舶隕／／www伊Stat。gO．jp／048血m  

においては9 国の内外を問わず，国の各機関す 地方公  

共団体，民間機関等により運営されている統計関係の  

ホームペ山ジへのりンクを掲載しており，統計関連ホ  

ームペ山ジの所在源案内となっているところである。   

なお9 民間の出版社から，経済に関するデータを中  

心にタ 所在源を取りまとめたものが出版されている  

［1］。．  

望静岡（12）  
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表2－1 データ・レイアウト・フォーム  

lB6 26   29   32  Tll  
l  

データの区分  

1  6  

タ部）に別れている．RID部は固定長であり，その  

うち，表番号，地域を示す部分は容易に理解されるで  

あろう．   

前述の第4表の統計データを例にRID部の分類項  

目の部分について説明すると，   

分類項目1：男女の別を示す区分番号   

分類項目2：年齢5歳階級の階級区分を示す区分番   

号   

分類項目3：配偶関係を示す区分番号  

となっている．男女の別を示す区分番号は001：男，  

002：女となっている．同様に，年齢5歳階級の階級  

区分を示す区分番号は001：0～4歳階級，002：5  

～9歳階級などとなっている．   

ここまでの説明の中には労働力状態を示す分類項目  

が出てきていないことを疑問に思う方々もいよう．実  

は，BODY部のデータ①～⑲が，RID部の分類に対  

応した労働力状態別の15歳以上人口の集計データとな  

っているのである．表2－2は，このイメージを示し  

たものである．このデータフォーマット（データ構  

造）により，必要な部分の統計データだけを抽出した  

り表頭，表側などを容易に組み替えることが可能にな  

っている。SAS（＊）を用いた分析を想定すると，デ  

ータファイルの作成は，   

data kokusei－t4；  

infile kokusei－t4．dat  

input  

SeX  ￥26－28  

ageclass  ￥29－31  

maritaトstatus ￥32－34  

1abor－StatuSO  41¶50  

1abor－StatuS1  51－60  

1aborTStatuS2  61－70  

run；  

（注）1abor－StatuSlが「主に仕事をしている」人数  

結果データの組替えは，  

proc tabulate data＝kokusei－t4．dat；   

title‘平成7年国勢調査抽出速報集計 第4表’；  

Class sex，ageClass，marital－StatuS；  

Var labor－StatuSO，  

1abor－StatuSl，  

1aborLStatuS2   

，  

by sex  

table ageclass，  

marital－StatuS＊1abor－StatuSl＊（sum）  

run；  

（注）  

byに変数sexを指定  

しているが，別途女子  

だけを抽出するルーチ  

ンを設定することでも  

構わない．  

となる。これを応用すれば，  

分析に適した表を作成する  

ことができる。   

また，総務庁統計局が保  

有する統計データを磁気媒  

体により提供するにあたっ  

（13）201   

表2－2 磁気媒体による提供される統計データのフォーマット（イメージ）  

男女、年齢5歳階級、配偶関係、労働力状態別15歳以上人口ー全国  
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てほ，デ」ザはテキスト形式により提供している。し  

たがって様々なプラットホーム上の統計解析ソフトが  

利用で漕，リレー【棚ショナル・〉データベー叫スに収録した  

上での分析も容易である。きらには，市販のパソコン  

欄デ帆夕べrスや表計算ソフトでの分析も讃J宙旨である山  

パソコンデ」夕 べースソフトでは集計機能を有してい  

るものあり9 ＿．艮二記SAS（＊）の例のような表の組替え  

を行うことも可能である。パソコンで利用するにあた  

ってはジ 膨大なデータから剛Dを参照して必要なデ  

ータのみをあらかじめ摘出することにより分析の効率  

化を図ることも考慮する必要がある［2］。．   

なお9 磁気媒体による統計データの提供に際してほ，  

データ構造を説明した詳細なドキュメントが添付され  

ていることを申し添えておく。  

射－ デm汐提供媒体  

往き イ沙夕闇牒凋雄   

この3年あまりの間でインターネット利用は，法人9  

個人とも急激に拡大した（それまでほ学術研究機関等  

のネットワークとしての色彩が強かったと個人的には  

感じているがe。ロ ）。＋”一般に広く普及してきたことから9  

各省庁においては統計調査結果等の概要をホい－ムペーⅦ  

ジを用いて提供しているところであるむ   

総務庁統計局ではプ   

翫触／／www。St離山g仇jp  

のアドレスにより平成8年4月から提供を開始した¢  

またヲ 地方公共団体においても同様の取組みが街われ  

ている。   

総務庁統計局所管の統計調査については9 現在すべ  

ての調三査結果について9 その概要等をか→ムペ＼m－ジで  

提供しているところである。総務庁統計局u統計セン  

ターのホー¶ムページの特徴としては9   

く・調査に関する情報の提供   

（いわゆるメタデー′一夕。用語の解説，調査方法等）   

臼所在源情報の提供（前述のとおり）   

ひ 田本の鴇勢を概観するための主要統計数値の提供   

り統計データを表計算形式でダウンロー叩ド可能   

てユ公衷資料だ己ナでなく9 「巨］本－・－シリーNズ」や「家  

計トピックス」などの統計デー¶タを分析した身近  

な話題の提供  

などが挙げられる尊   

貴近では，複数の公益法人からインターネットを通  

じた統計デ血タの提供が行われている（有償）［3］。  

これらには9 時系列でデータが整備されているものも  

讃◎讃（14）  

あるので9 利用価値は高いであろう。  

、、●●－－－一   

視在『ÅⅩほ，数万円で手に入り，法人向け電気通  

信機器との位置づけから家庭用電気製品とも位置づけ  

ることができるまでに普及してきた少 したがって，総  

務庁統計局、では9 前述のインターネット患のホームペ  

ー一肌－ジで提供している内容とほぼ同様の内容を『ÅⅩに  

より提供している［二結   

これは意外に知られていないことでありプ 今後の利  

用が拡大することを期待しているところである。  

（ニ茎）磁気頗体   

やはり9 国勢調沓結果のような大量の統計データを  

提供するにあたって適した媒体は，磁気妹体であるこ  

とは言を待たないところであるの 総務庁統計局では，  

匡∬の行政機関が磁気媒体により叫般に提供している統  

計データの概要を取りまとめている［5］a   

その中で9 総務庁統計局所管の統計調査結果につい  

ては，はとんどの調査について結果データが磁気媒体  

化されているとともに，磁気媒体により提供されてい  

る統計デーー叫タはすべて，磁気テhプア MO（光磁気デ  

ィスク）9C耳〕一肌Rでの提供が可能となっている．▲  

CD－【互急についてはタ ほとんどのパソコンが装備して  

いるCDRのMドライブでの読み取りが可能であるこ  

とから，前述のとおりパソコン用データベーuスソフト  

等で容易に利用できる。   

さらにプ山部の主要な結果データについては9 調査  

結果報告書と間様の様式に編集した表計算ソフト用デ  

ーータブアイルも提供されているむ  

（4）統計デ皿夕の提供を受けるための窓m   

調査結果報告書も含め統計デーータの個別提僕は9 そ  

れぞれの統計調査を担当している省庁が所管する公益  

法人を窓Hとして行われている（省庁間のデータ提供  

を除く）。   

その主要な窓［二盲を山覧にまとめたものが衷3である。  

なおヲ 総務庁統計局所管の統計調査結果に関するデー  

タを刊行物により提供して（財）日本統計協会9 および  

磁気媒体により提供している（財）統計情報研究開発セ  

ンター・¶では，提供に関する各種の情報をホ、叩ムページ  

で案内Lているので併せて参照されたい［軋  
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・町丁字等別集計においては，町丁字等  

名称データ（漢字）および町丁字等境  

域データ  

を提供している．なお，これらの位置参照  

データは統計データ（数値）と併せて利用  

することを前提にしている．  

表3 統計データの提供を受けるための主要窓口一覧  

所管  
団体名   

電話  
事業の 内容  

省庁名  （東京03）   

給務庁  

連合会  （補助事業），講習会，研修  
会，統計関係図書の出版，統  

計利用の促進  

（財）日本統計協会  

係の刊行物の出版提供  

（財）統計情報研究  

開発センター  

発  

経済   （3592）3881  

企画庁  調査研究   

（3265）4141  

図書資料の刊行，相談斡旋  

（3358）1161  

研究会   ト調査  

（3586）3361  

普及宣伝，集計受託，刊行物  ～3  

提供  

農林  
水産省  （委託調査），計算事業（農  

林センサス集計等）  

（社）全国農林統計   

協会連合会  

アンケ…ト調査  

（3535）4881  

産業省  A コ三   査研究，図書刊行物頒布  

（3561）2974  

統計情報の収集提供，統計に  

関する行政施策の協力  

（5470）8410  

センター  業），情報の提供，研究会講  

演会の開催  

（5684）8917  

所   研究，交通統計の調査作成  

（3663）7235  

／∠ゝ こZ三   調査，建設統計に関する調査  

研究，刊行物の提供  

（06）  

（399）2451  

（1）基本単位区別集計について   

平成2年国勢調査結果のデータ提供にお  

いても，基本単位区別集計に関する統計デ  

ータがあったが，その際は，位置参照情報  

を得るためには，調査区地図の閲覧に頼る  

しか方法がなかったのが現状である。   

今回，基本単位区の図形中心点データを，  

緯度，経度情報としてテキストファイルに  

より提供していることから，統計データと  

ともに地理情報システムにおいて活用する  

ことが可能であるばかりか，工夫次第では  

市販の電子地図CDROMと組み合わせて  

利用することも可能である［軋 筆者も電  

子地図CDROMと統計データの複合利用  

について実験をしてみたが，統計データを  

基に階級別に色分け表示をするといった機  

能を有している電子地図CDROMは地図  

情報がいまひとつであったり，逆に地図情  

報が非常に詳しい場合は色分け機能が低か  

ったりと，それぞれ一長一短があるので，  

利用にあたっては注意が必要である．  

（2）町丁字等別集計について  

町丁字筆名称データ（漢字）は，テキス  

ト情報であるので，それだけで位置参照情報となる．   

町丁字等境域データは，3つのデータ形式により提  

供している．具体的には，   

① 数値地図10000（総合）に準拠した形式   

② ArcInfo（＊）Exportファイル形式  

（診 Arcinfo（＊）Ver6カバレッジファイル形式   

①の形式は，国土地理院が作成している数値地図準  

拠形式であることから，国内において販売されている  

主要な地理情報システムで利用が可能な形式である．  

（診の形式は，ArcInfo（＊）Ver6以外のArcinfo  

（＊）系列のソフトにより利用が可能な形式であり，  

ArcInfo（＊）以外の一部の地理情報システムでの利用  

も可能である（メーカー保証による）．  

（15）203   

5．国勢調査小地域統計のデータ提供につ  

いて  

平成7年国勢調査においては，小地域統計データの  

提供に関して初めての試みを行っているので紹介する。   

小地域統計の地域区分としては，従来からあるメッ  

シュ区分別，加えて町丁字等別および基本単位区別が  

ある［7］ことはご存知のとおりである．平成7年国勢  

調査結果のデータ提供において画期的なことは，集計  

単位となっている地域区分に関する位置参照情報も同  

時に提供していることである．具体的には，  

。基本単位区別集計においては，基本単位区の図形  

中心点データ   
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③の形式は9 オリジナルのデータ形式であり，無償  

ソフトÅrcExpo且er（［射）でも表示が可能である。た  

だし，A陀Expolerでは町丁字等の漢字名称の表示が  

必ずしもうまくいかなかったり，外部からデ山タを取  

り込むことができないことに留意する必要があるひ  

・∴．－・′、・－ 、  

昨年開催された官庁統計シンポジウム（主催 捻務  

庁および財団法人会囲統計協会連合一会）でのパネルデ  

ィスカッションの内容を紙面により拝見させていただ  

いたところダ 意外に官庁統計のデータ提供の現状が知  

られていないと感じた次第である［10］。   

したがって9 本稿が官庁統計データを利用する際の  

道標として少しでも役立てば幸いである亜 また，官庁  

統計が広く利用されることも期待するものである。  

参考文献   
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［1］山願裕一郎：「図解経済統計（超）解読術」，東洋経  

済，≠996年乱乱用  

［2］「ェストレ叫ラ」91997年10月号，pp．33～37  

［3］（財）統計情報研究開発センター  

h批pノ／vけWW．Sまnfomica．0γ。jp  

（鮒）交通事故総合分析センター  

h恍pノ／wⅥ7W．旺arぬ．or。jp  

［4］統計情報『ÅⅩサh∴ビス03－5273－1110  

（イイトウケイ）  

なお，通話料のみで利用できる。  
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現在、斯学で最も注田されている相互法則につい  

て例を中心に解説した入門書。裔典的数論から説  

き起沌ハ・へツケの立場からの教諭入門へと導く。  
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システムダイナミックスとパソコンを導入し、経  

営¢経済システムに関する基礎的概念を学習する  

ための教科書。巻末に添付したSDソフトST巨虹LA  

のデモ版を依って、画面のをデルを操作しながら  

具体的に学習可能。   
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原田僚平薔／／′が愚削つ本体－i≠800閂  

ひCS′／Vユーー・ザを対象にVisuaiBasic5．0■プログラ  

ミングの実際を解説した初学者向き入門書。例題  

と演習を魔窟むこ配し、例題で学んだ内容を演習を  

通して再確認後、きらむこ応用へと導く構成をとる。  
射のとの比撥も示サ。  

．∴‥‘・†垂範寧－tこ李 ・‥‾こ！ご  
角谷敦著／／／風5判［本俸甘700閉  

経勝也経営系学生を対象に、コンビュ・州タのアル  

ゴリズムをこ関サる基本的な内容をやさしく解説し  

た教科書。扱うテ伽マは数理的にならないよう配  

慮サーるとともをこ、アルゴリズムの記述にはフロー  

チャ仙・トを恥払に展開。Cプ田グラム付。  
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岡野道治ほか著／風5判く・本体2，400閂／Cわ付  

高校や大学数蘭にシステム的思考を導入する必要  

性が強く仁叫ば離ノている今田、本書は、著者たちが  

S戸町E軋mÅを利用したシステム的思考教育を試みた  

経験をもとに窓とめた意欲的教科書。物理、化学、  

物の基礎からⅡ学的諸問題まで。  
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