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1 はじめに 
2 統計データと統計メタデータの概念モデル － 統
計情報の構造化 
3 統計メタデータアーカイブの展開可能性 
4 今後の課題 
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 問題意識 
○ 「統計情報」、「統計データ」の多義性 
 ある文脈では集計結果表の数値の意味で使われる
一方、別の文脈では個別の調査対象の情報を指して
使われていることがある。 
⇒「統計情報」について考察する際に定義があいまい

では論理構築に不向き。定義の明確化とそれに基づ
く論理展開をして行けないだろうか。 
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 以下では、「統計情報」という用語は、ひとまず「統
計調査に基づき得られる情報」と同義としておく。し
たがって、そこには調査対象全体またはその部分
集合から得られる集計結果(総数、総量)や構成比、

平均、分散、分位数、回帰係数などといった集合の
特徴を表す情報だけでなく、個別の調査対象の情
報が包括的に含まれていると考える。 
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 用語の整理 － 実世界、観測、情報空間 
 以後の考察を進めるに当たり使用するいくつかの概
念を整理しておく。 
実世界：一般に、実世界の構成単位(ERモデルでい
うところの実体(Entity)と関連(Relation))は、時空
間の中で概念上は無限個の標識を持って存在して
いる。 

観測：実世界の構成単位に調査、記録、測定といっ
た情報収集操作(総称して「観測」とする)を施すと情
報の複合体を得ることができる。観測は、実世界の
構成単位の時間と空間を限定し、観測可能な有限
個の標識の範囲で行われる。 
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情報空間：数値、文字、記号、数式、語、文、映像、
音声などといった情報及びそれらの複合体を要素と
する集合。観測により得られる情報の複合体は、情
報空間の構成単位になる。 

 「観測」は、実世界から情報空間への写像と考える
ことができる。一般にはn:1の対応だが、前者に個

体識別子を対応させ、観測の際に後者の標識の一
つとして付加すれば1:1の対応関係とすることが可
能。 
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○統計調査は実世界の構成単位から情報空間内の構成単位(=
統計単位)への写像。統計単位の集合が統計集団であり、統計
作成過程という変換(写像)により統計表を作成。 
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 統計情報のとらえ方 － 先行研究 
①要素と集合の視点－統計単位と統計集団  
・工藤(1986) 
 ・個体情報vs統計記録 
 ・個体情報の提供者＝情報源泉者と情報媒介者 
・森(2009) 
 ・統計＝集計量に対する問題提起 
  ・統計個票情報の情報特性の考察 
★統計単位に関する情報(調査票)と統計集団に関す
る情報(統計表)を別々のものとして取り扱う。統計作
成過程のインプットとアウトプットという視点でとらえる
考え方。 
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別の視点で考えてみると 
・我々が統計表の数値を利用する時、明示的に意識
することは少ないが、数値の意味を表す概念と一体
的に理解しつつ利用している。数値は、それがどのよ
うに作られているのか、どのようなことを表しているの
かといった情報と組合せて初めて意味を理解でき、有
効に利用できると言えよう。また、調査票も各調査項
目値の意味を表す概念を理解して利用している。 
⇒統計情報を「数値とその意味の情報複合体」として
とらえる考え方が成立し得る。 
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 統計情報のとらえ方 － 先行研究 
②数値とその意味の視点－統計データと統計メタ
データ  
・統計メタデータの整備に関する研究は、少なくとも
1990年代初頭に遡ることができる(たとえばRosen 
and Sundgren(1991))。 
・欧米に比べて日本での研究蓄積は少ない。 
⇒2011年までの先行研究については、小林(2012) 
 一般に「メタデータ」とは「データに関するデータ」の
こととされている。 
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(参考) 
 統計メタデータとは 
 「統計の利用及び解釈を可能とするのに必要な情報」

(Radermacher, W. et al.(2009)) 
 「統計データ自身に関するものと統計データの作成過程に
関するものの2種類」があり、「統計メタデータは統計の品

質を記述するものである一方それ自体が統計データの有
用性とアクセスしやすさを改善する一つの品質構成要素」
(Dippo, C. & Sundgren, B.(2000)) 

 「調査の目的、調査方法、標本抽出法と推定方法、集計
値の算出方法、作成する統計表に関する説明、回収率、
データエディティングの方法など」(Clark,C.Z.F.(2006))と
いった統計調査の企画・設計、実施、集計、公表の各段階
で生じる情報。データの符号表に限定されるものではない。 
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 統計情報を統計データと統計メタデータによって構
成されるものとしてとらえる考え方は、行政記録情
報、経済・社会で発生・記録される情報、自然科学
分野の実験等における測定から得られる情報、及
びそれぞれを集約、加工して得られる情報を視野に
入れた統一的な情報の取り扱いにも拡張できるの
ではないか。 

 統計データと統計メタデータという視点で統計情報
を扱うと、多様な統計調査の調査票や統計表に関
する情報を包括的、一元的に体系化でき、統計調
査の企画・設計から利用までの過程で生成される
情報を一貫性をもって取り扱うことが可能になるの
ではないか。 
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 もし概念の世界をうまく構造化、定式化できれば、
統計表の数値の検索や利用は、その多くが概念の
世界の操作で解決できると考えられる。実現したら
統計情報の可用性は向上するのではないか。 

 考察の範囲 
初めに定義したように「観測」は実世界の構成単位
に対する様々な情報収集操作を包括化、一般化、
統一化してとらえたものと考えているが、議論の発
散を防ぐため及びより具体的なイメージを持ちやす
くするため、以下では「観測」の意味を「統計調査」
に限定して考えることにする。本報告は、統計情報
の構造及び情報蓄積に関する試論的考察である。 
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 統計情報のとらえ方 
①統計単位と統計集団 － 要素と集合の視点 
○統計単位：統計調査により実世界の構成単位に対応
して得られる情報空間の構成単位。1つの統計単位は、
複数の標識値の情報複合体。  
○統計集団：統計単位の集合。時間、空間、標識で規
定されるもの。 
★集合の持つ特性という意味では、統計集団の存在を
規定する時間と空間も標識の一種と考えてよいから、
以下では特に断らない限り、「標識」という語は時間・空
間を包含したものを指すこととする。 
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○統計単位情報：統計単位の特徴を表す情報。統計単
位自身が個別性を持った情報の複合体であることから、
統計単位と統計単位情報は同値である。 
○統計集団情報：統計集団の特徴を表す情報。集合の
特徴を表す情報であることから要素の持つ個別性は除
去されている。統計調査の標識、統計表・統計量などが
該当する。 
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②統計データと統計メタデータ － 数値とその概念の視点 
○統計データ：単位統計データ及び集約統計データの2種
類から構成。 
・単位統計データ：観測により得られる統計単位の量的標識
の値。観測値。 
・集約統計データ：1つ以上(＊)の単位統計データから生成さ
れる統計量(=単位統計データに統計作成という操作(写像)
を施して得られるデータ)及び観測により得られる統計集団
の量的標識の値。 
(＊)指示関数から作られるものは統計量といえるのか？ 
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○統計メタデータ：情報空間の構成単位としての標識とその
標識値(または標識値域)及びそれらの意味を表す概念・定
義の2種類から構成。 
 標識空間と概念空間 
○標識空間：標識と標識値(値域)の集合。標識とは、記号、
単語及びそれらを組合せたもの。標識値とは、記号、単語。 
例)標識：男女の別、売上高など。また前者をA,後者をvar１などの記号
で表したもの。 
 標識値：上記の例で言うと、男女の別では男と女または1と2(この場
合の1,2は記号)など。 
○概念空間：標識と標識値の意味を言語や数式で表現した
情報の集合。 
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○集約統計データは、単位統計データ集合またはその部分集合の要素に統
計作成過程という写像を施して生成される。統計作成過程という写像は同時
に統計メタデータにも作用して新たなメタデータを生成する。 
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 集約統計データの集約レベルと粒度 
 ミクロデータ～メソデータ～マクロデータ 
○ミクロデータ：統計作成過程における集約の最小単位
データ。統計単位が相当。観測によって常に標識値「1」を持
つ標識「統計単位数」が付加されているものとする。 
○マクロデータ：統計単位のすべての質的標識について、す
べての量的標識の総和を取ったもの。仮想的に考えた集約
の最大単位データで、統計集団に対し一つだけ存在する。
標識「統計単位数」は標識値として統計集団の大きさを持つ。 
○メソデータ：集約レベルがミクロデータとマクロデータの中
間にあるデータ。通常作成される統計表はメソデータに位置
づけられる。 
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 ミクロ～メソ～マクロの関係は相対的なものであり、調査
設計の中で統計単位をどのように決めるかによってミクロ
データが決まってくる。調査方法が個票調査の場合には、
統計単位は個体情報(森(2009)のいう統計原単位情報)
だが、表式調査の場合は表式調査票の情報が統計単位
と考えられる。 

粒度と集約レベルの計量化 
・通常、粒度とは集計値の細かさ(どれだけ個別データに近
いか)のことを指す。 
・ミクロデータに粒度1を、マクロデータに粒度0を対応させ、
メソデータに(0,1)の1つの実数を対応させることにより集約

レベルを数値化すると、集約統計データに順序関係を導入
できるだろう。 
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 統計データ配列の定義 
統計データの構造は配列を使って表現できる。 
配列とは 
・数値を一定の順序で配置したものを配列という。個々の数
値を配列の要素という。 
○配列の軸と次元：配列の要素を並べる方向を「軸」といい、
軸の個数を「配列の次元」という。 
○配列の形状ベクトル：n次元配列の何番目の軸に最大い
くつの要素を並べるかをベクトルで表したものを配列の形状
ベクトルという。 
○n次元配列 
(D1) スカラーを0次元配列とする。 
(D2) 1つ以上の同じ形状の(n-1)次元配列を一定の順序
に並べて一まとまりとしたものをn次元配列とする。 
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 統計表の表現形と統計データ配列の形状変換 
統計表の構成 
・表題、注記といった統計メタデータを除いた統計表は、表
体に配置された個々の集約統計データとその意味を表す複
数の統計メタデータ(表頭、表側、場合によっては欄外の分
類項目と分類区分)から構成される高々3次元の配列と考え
られる。 
★標識と標識値という語は、使われる場面によって、属性と
属性値、項目と項目区分/項目値、分類項目(分類事項)と
分類区分、変数と変数値というように言い換えられるが、本
質的には同じ意味である。ただし、統計表で使われる分類
項目と分類区分は厳密には質的標識とその標識値のこと。 
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統計表の表現形と統計データ配列の形状変換 
・統計表を統計メタデータとそれに紐付けられた統計データ
の集合体と考えると、統計データの配置の仕方は標識の組
合せ方及び標識と軸の対応の仕方で決まる。 
・一方、統計データ配列は、軸の入れ換え、次元の縮退を
行っても配列の要素である数値に対応する統計メタデータ
がわかっているので、形状が変わっても本質的には変わら
ない(見え方が変わるだけ)。 
・分類項目の数(変数次元)と配列の次元が等しい場合、配
列の１つの軸が1つの分類項目に対応付けられる。 
・変数次元が配列の次元より大きい場合、配列の１つの軸
には複数の分類項目が重層化したものが対応する。 
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 統計メタデータの分類 
調査項目、付加項目及び導出項目 
統計単位に関する標識・概念及び統計集団に関する
標識・概念 

観測に由来する標識・概念、統計作成過程に由来す
る標識・概念 

 統計データと統計メタデータの関係 
 1つの統計データには複数の統計メタデータが紐付け
られる。概念モデルは多次元データベースモデル。 
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 標識空間の構造 
・標識に紐付けられた標識値という関係を構造として持
つ。 
 概念空間の構造とセマンティックデータモデル 
・概念間の包含、合成などの関係を構造として持つ。 
・セマンティックデータモデルとは、「実世界の意味的な
構造を表しているデータモデル。物事の意味を表すた
めに与えられた言葉の構造を表したデータモデル。」 
 標識空間と概念空間の関係モデル 
・1つの観測、1つの統計作成過程の範囲では1:1対応。 
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 統計メタデータと統計データは一体的にアーカイブ
を整備して初めて価値のあるものとなる。 

 統計メタデータの情報蓄積のメリット 
概念の共通化、標準化の可能性 
複数の調査間で一貫性ある統計情報の体系構築
の可能性 

新しい調査の設計時に利用できれば、調査間で概
念・定義の整合がとれたものとする可能性 
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 統計メタデータアーカイブの機能と役割 
・統計データの検索は、その多くが統計メタデータの
操作で解決できる問題と考えられるので、統計メタ
データアーカイブが実現すれば統計データの可用性
は向上するだろう。 
 統計データアーカイブと統計メタデータアーカイブの
情報蓄積 

・周期的・経常的な統計調査では調査項目が変わる
ことがある。統計メタデータ自身も時間の変化に従っ
て変わり得るものであるため、アーカイブへの情報蓄
積では、統計メタデータ集合と統計メタデータの世代
管理が必要となるだろう。アーカイブのモデルを記述
するメタ・メタデータ記述が必要になるかもしれない。 
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 統計メタデータの記述標準(DDIとSDMX)のフォロー 
・DDIは統計作成過程に関するメタデータ記述を含むよ
うになってきており、一方、SDMXはデータキューブに関
する記述を含むようになってきている。今後の動向の
フォローは必要か。 
・情報空間内の統計データと統計メタデータを統一的に
記述するような標準は作られていない(管見の限りでは)。 
 行政記録情報、匿名化情報の包含についての考察 
・行政記録情報－統計情報との異同点 
・匿名化情報－集約化でない統計単位の加工？ 
 考察の深化、数学的な記号表現による論理の厳密化 
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