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1.1  本研究の背景 

1.1.1  統計表とは 

 統計表は，国や地方自治体では，社会・経済の現状把握や政策立案の基礎資料

として，民間企業では経営の現状把握や需要予測・施設投資計画などの基礎資料

として活用されている． 

 統計表は，調査対象を特定の属性に基づいて分類し，各カテゴリごとに特定の

数値属性を集計して得られる．例えば厚生労働省による医療施設調査では，開設

者や病床規模により分類された病院数を示す表や，所在地や病院の種類で分類さ

れた入院患者数や入院日数を示す表などが統計表として作成されている．利用者

が調査結果の情報を必要とする場合，通常元となる調査データの参照は不可能で

あるため，統計表は共有できる最も重要な情報源である．しかし，一般に統計表

は，利用者のニーズを広く満たすために，個々の利用者が必要とする以上の分類

項目で分類されているので，利用者が必要とする統計量を抽出することは容易で

はない．このため，膨大な統計データの蓄積があるにもかかわらず，十分に活用

されていない． 

1.1.2  統計表の用語 

 まず，統計表の用語の定義を明確にする．統計表の分類の基準となる属性を“分

類属性”，集計する属性を“統計属性”と呼び，各属性の値を“属性値”，集計

した数値を“統計量”と呼ぶ[1]．例えば図 1-1 の統計表は，受療率を入院－外来

と施設の種類，性，年齢階級，都道府県で集計したものである．この統計表の分

類属性は“入院－外来”，“施設の種類”，“性”，“年齢階級”，“都道府県”

であり，統計属性は“受療率”，都道府県の属性値は“北海道”や“青森”であ

る．また，表の左側の属性値の列を“Stub”，上の属性値の行を“Boxhead”と
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呼ぶ[2]．例えば図 1-1 の統計表の分類属性“都道府県”，“性”，“年齢階級”

の属性値の列が Stub であり，“入院－外来”と“施設の種類”の属性値の行が

Boxhead である． 

1.1.3  統計表の問題点 

 統計表には次のような問題点があるため，利用者が統計表から必要とする統計

量を抽出することは容易ではない． 

(1) 統計表は多様なフォーマットを持つ 

 統計表は，複数の分類属性によりクロス集計の形でまとめられている．このた

め，分類属性は表の Stub と Boxhead に分かれて記載される統計表のフォーマッ

トの種類について，平成 17 年の患者調査[3]と平成 17 年の医療施設調査[4]を例に

とって説明する．患者調査の調査結果は 122 の統計表として公開されているが，

これらを Stub と Boxhead の分類属性の数で分類すると，表 1-1 のように 7 つの

パターンに分かれる．例えば図 1-1 の統計表は，この中の No.7 のパターン（Stub

の分類数が 3 で Boxhead の分類数が 2）に含まれる．なお，患者調査では，全て

の統計表の統計属性の数は 1 つである．次に，医療施設調査の上巻の調査結果は

139 の統計表として公開されているが，これらを統計属性の数と Stub と Boxhead

の分類属性の数で分類すると，表 1-2 のように 11 のパターンに分かれる．例えば

図 1-2 の統計表は，この中の No.9 のパターン（統計属性数が 3 で Stub の分類数

が 1，Boxhead の分類数が 1）に含まれる．このように，統計表は多様なフォーマ

ットを持つ． 

(2) 分類属性の列方向と行方向への分け方が不統一である 

 統計表の分類属性は表の Stub と Boxhead に分かれて記載されるが，基準がな

いために統計表ごとにその分け方は異なっている．例えば図 1-3 の統計表の分類

属性“開設者”は Stub に記述されているが，図 1-4 の統計表の“開設者”は Boxhead

に記述されている． 

(3) 複数の分類属性が階層構造をなしている 

 Stub と Boxhead のそれぞれに複数の分類属性が階層構造をなしているために，

階層の下位にある分類属性の属性値同士は互いに離れた位置に記述されているこ
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とがある．例えば図 1-1 の統計表では，Stub の最下位にある“年齢階級”の同じ

階級は，都道府県ごとに離れた位置にある． 

(4) 複数の分類方式を持つ分類属性がある 

 図 1-2 の統計表は，施設数と構成割合，人口 10 万人対施設数を年次・施設の種

類で集計した結果をまとめたものであるが，この表の分類属性“施設の種類”は

複数の分類方式を持ち，それが見やすくなるように階層構造の形で表現されてい

る．このような分類属性では，各階層の属性値は階層ごとに異なる．例えば“病

院”の下位には“精神病院”や“伝染病院”があり，“一般診療所”の下位には

“有床”と“無床”がある． 
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入院 外来 

病院 一般診療所 病院 一般診療所 歯科診療所 

北海道 

男 

0~ 4 歳  421 -  1842 4846 206 

5~14 歳  142 -  867 1951 1225 

･･･           

女 

0~ 4 歳  397 -  1314 3975 651 

5~14 歳  108 -  677 1340 947 

･･･           

青 森 

男 

0~ 4 歳  358 24 1768 5633 692 

5~14 歳  113 -  522 2021 506 

･･･  
    

 

女 

0~ 4 歳  264 25 1345 5192 797 

5~14 歳  105 - 456 1848 724 

･･･  
    

 

･･･        

 

図 1-1 入院－外来，施設の種類，性，年齢階級，都道府県別 

受療率（人口１０万対） 
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 施設の種類 
年次 

昭和 59 年 62 年 平成 2 年 ･･･ 

施設数 

病院 9574 9841 10096  

 精神科病院 1015 1044 1049  

 伝染病院 12 13 10  

 結核療養所 31 19 15  

 一般病院 8516 8765 9022  

  地域医療支援病院 ・ ・ ・  

  ・・・     

一般診療所 78332 79134 80852  

 有床 26459 24975 23589  

  療養病床を有する一般診療所 ・ ・ ・  

 無床 51873 54159 57263  

・・・     

構成割合 

病院 7.3 7.2 7.1  

 精神科病院 10.6 10.6 10.4  

 伝染病院 0.1 0.1 0.1  

 ・・・     

人口 10 万対施設数 

病院 8 8 8.2  

 精神科病院 0.8 0.9 0.8  

 伝染病院 0 0 0  

 ・・・     

 

図 1-2 年次，施設の種類別施設数・構成割合・人口１０万対施設数
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表 1-1 患者調査（平成 17 年）を分類属性の数により分類した統計表の数 

No Stub の分類数 Boxhead の分類数 統計表数 

1 1 1 12 

2 1 2 21 

3 1 3 3 

4 2 1 50 

5 2 2 17 

6 3 1 12 

7 3 2 7 

 

表 1-2 医療施設調査（平成 17 年）上巻を統計属性と分類属性の数により分類し

た統計表の数 

No 統計属性数 Stub の分類数 Boxhead の分類数 統計表数 

1 1 1 1 42 

2 1 1 2 1 

3 1 2 1 55 

4 1 2 2 3 

5 2 1 1 11 

6 2 1 2 1 

7 2 2 1 18 

8 2 3 2 2 

9 3 1 1 2 

10 3 2 1 2 

11 3 2 2 2 
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昭和59年 62 年 平成 2 年 5 年 ・・・ 

総数 9574 9841 10096 9844 
 

国 438 402 399 394 
 

 厚生労働省 255 255 252 247 
 

 国立病院機構 ・ ・ ・ ・ 
 

 国立大学法人 67 67 67 66 
 

 労働者健康福祉機構 37 38 38 39 
 

 日本国有鉄道 37 ・ ・ ・ 
 

 その他 42 42 42 42 
 

公的医療機関 1366 1369 1371 1378 
 

 都道府県 304 306 307 310 
 

 市町村 769 770 772 773 
 

 日赤 97 97 97 97 
 

 済生会 68 69 70 73 
 

 北海道社会事業協会 7 7 7 7 
 

 厚生連 117 116 114 115 
 

 国民健康保険団体連合会 4 4 4 3 
 

社会保険関係団体 139 137 136 137 
 

 全国社会保険協会連合会 53 53 53 53 
 

 ・・・ 
     

図 1-3 年次・開設者別病院数 

 

総数 国 
    

 
総数 厚生労働省 国立病院機構 国立大学 ・・・ 

精神科病院 総数 1073 3 - 3 - - 

 
20～29 床 3 - - - - - 

 
30～39 1 - - - - - 

 
40～49 5 - - - - - 

 
50～99 51 - - - - - 

 
100～149 164 - - - - - 

 
150～199 228 - - - - - 

 
200～299 335 2 - 2 - - 

 
300～399 169 - - - - - 

 
400～499 67 - - - - - 

 
500～599 35 1 - 1 - - 

 
・・・ 

      
図 1-4 開設者・病院の種類・病床の規模別病院数 
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1.1.4  統計表のデータ形式と課題 

 統計表は，分類項目を列又は行に割り当て，対応する欄に統計データを記入し

た表である．分類属性に対して統計データを対応させたものを統計という．統計

資料としての元になるものを原統計という．ここで原統計とは，実測された資料

のことで，分類項目をこれ以上細分化できないものをいう．分類属性の集合を A 

= {A1, ..., An}  ex { 施設の種類，開設者，病床規模，診療科目，etc } とする．各

Ai は次のように細分類属性に分けられる． 

 ex 施設の種類 = { 精神科病院，伝染病院，結核療養所，一般病院，・・・ } 

   開設者 = { 厚生労働省，国立病院機構，国立大学法人，・・・ } 

 原統計は，分類項目の各ドメインの直積に実測データを対応させたもので，ひ

とつの直積ドメインに複数のデータが対応している場合は，それらを別の対応関

係と見ることにより，分類属性の各直積ドメインにひとつのデータを対応させた

ものと見なすことができる．従って原統計は dom(A1)×dom(A2)×・・・×dom(An)：

統計データ の集合と見なせる．統計表とは，原統計を処理して，その中から適当

な分類属性を選び，所望のドメインに処理されたデータを対応させ，その分類属

性を行項目と列項目に分割し，対応する欄にデータを記入した２次元表現である． 

 このような統計表をリレーショナルデータベースの形式と XML 形式で扱う場

合の課題について述べる． 

 一般に統計表は多次元の表の形でまとめられている．このため，統計表をリレ

ーショナルデータベースで扱える形式にするには， 2 次元の表に変換する必要が

ある．例えば図 1-1 の統計表を変換すると，図 1-5 のように，全ての分類属性の

属性値の直積に統計量を対応させた形になる．なお，図 1-1 のような行・列とも

にカテゴリによって類別されている形式を双方向類別形式と呼び，行のみのカテ

ゴリによって類別されている形式を行類別形式と呼ぶ．また，双方向類別形式を

行類別形式に変換する操作を値属性変換という[5]．図 1-2 の統計表は，分類属性

“施設の種類”が複数の分類方式を持ち，階層構造の形で記述されているため，ひ

とつの表では表現しにくい．例えば図 1-6 の“施設の種類 1～3”のような形で扱

うことは可能であるが，この形式の場合，データの重複が多くなるという問題と，
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階層構造の形で表現された分類属性では構造がわかりにくく NULL 値が含まれる

ため，統計表利用に際してデータが抽出しにくいという問題がある． 

 次に，統計表を XML 形式で表す場合，その形式には様々な形が考えられる．こ

こでは一般的な形である，2 次元の表の各項目をひとつの要素として，それらを

row 要素でまとめた形で表す．図 1-1 と図 1-2 の統計表を XML 形式に変換した結

果を図 1-7 と図 1-8 に示す．この形式においても，リレーショナルデータベース

の場合と同様に，データの重複が多くなるという問題と，階層構造の形で表現さ

れた分類属性では構造がわかりにくくデータが抽出しにくいという問題がある

が，NULL 値を含まないという利点がある．但し，これらの問題や利点は，実装

的な扱いにも依存する． 
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都道府

県 

性 年齢階

級 

入院－外

来 

施設の種

類 

受療率 

北海道 男 0～4 歳 入院 病院 421 

北海道 男 5～14

歳 

入院 病院 142 

・・・      

北海道 女 0～4 歳 入院 病院 397 

北海道 女 5～14

歳 

入院 病院 108 

・・・      

青森 女 0～4 歳 外来 歯科診療所 797 

青森 女 5～14

歳 

外来 歯科診療所 
724 

・・・      

図 1-5 図 1-1 の統計表の 2 次元の表への変換結果 

 

施設の種類1 施設の種類2 施設の種類3 年次 施設数 構成割合 
人口10万

対施設数 

病院   昭和 59 年 9574 7.3 8 

病院 精神科病院  昭和 59 年 1015 10.6 0.8 

病院 伝染病院  昭和 59 年 12 0.1 0 

病院 結核療養所  昭和 59 年 31 0.3 0 

病院 一般病院  昭和 59 年 8516 88.9 7.1 

病院 一般病院 地域医療支援病院 昭和 59 年 ・ ・ ・ 

・・・       

一般診療所   平成 2 年 80852 56.5 65.4 

一般診療所 有床  平成 2 年 23589 29.2 19.1 

一般診療所 有床 
療養病床を有する

一般診療所 
平成 2 年 ・ ・ ・ 

一般診療所 無床  平成 2 年 57263 70.8 46.3 

・・・       

図 1-6 図 1-2 の統計表の 2 次元の表への変換結果 
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<root> 

  <row> 

    <都道府県>北海道</都道府県> 

    <性>男</性> 

    <年齢階級>0～4 歳</年齢階級> 

    <入院－病院>入院</入院－病院> 

    <施設の種類>病院</施設の種類> 

    <受療率>421</受療率> 

  </row> 

  <row> 

    <都道府県>北海道</都道府県> 

    <性>男</性> 

    <年齢階級>5～14 歳</年齢階級> 

    <入院－病院>入院</入院－病院> 

    <施設の種類>病院</施設の種類> 

    <受療率>142</受療率> 

  </row> 

  ・・・ 

</root> 

図 1-7 図 1-1 の統計表の XML 形式への変換結果 

 

<root> 

  <row> 

    <施設の種類 1>病院</施設の種類 1> 

    <年次>昭和 59 年</年次> 

    <施設数>9574</施設数> 

    <構成割合>7.3</構成割合> 

    <人口 10 万対施設数>8</人口 10 万対施設数> 

  </row> 
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  <row> 

    <施設の種類 1>病院</施設の種類 1> 

    <施設の種類 2>精神科病院</施設の種類 2> 

    <年次>昭和 59 年</年次> 

    <施設数>1015</施設数> 

    <構成割合>10.6</構成割合> 

    <人口 10 万対施設数>0.8</人口 10 万対施設数> 

  </row> 

  ・・・ 

</root> 

図 1-8 図 1-2 の統計表の XML 形式への変換結果 

 

1.1.5  統計表の管理方式の必要性 

 統計表のデータを有効に活用するには，統計表からのデータ抽出を容易にする

仕組みが必要である．この仕組みを一般に統計表の管理方式といい，統計表のシ

ステムへの自動登録の機能と，統計表からの統計量の抽出機能があると効果的と

期待される．現在，医療の分野では，医療費の高騰や医師不足など，医療を取り

巻く環境に様々な問題が存在し，これらに対処するために医療統計表のニーズが

増している．例えば平成 20 年の統計委員会では，“医師の地域的偏在や過重労働

などが社会的な問題となっているが，どの診療科目，どの地域でそのような問題

が生じているかなどが明確になることが望ましい”との報告がある[6]．このよう

なニーズがあるにもかかわらず，統計表が十分に活用されていないのは，その管

理方式が確立されていないためである．同委員会では，“統計の高次利活用のた

めには、その二次加工、三次加工のための府省庁間でのデータ共有と利用（SNA, 

産業連関表、人口統計による将来の様々なリソース推計、CO2 排出量と税制の関

係に関する総合的な推計、国土計画等）が不可欠であり、そのための加工統計を

容易に構築できる統計システムの最適設計を行う必要がある”[7]との提言がある
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ように，加工統計を容易に構築できる統計システムを開発することにより，統計

表を活用できるようになる． 

 本論文では，統計表のデータの新しい管理方式を提案し，この方式に基づく管

理システムを開発する．統計表が持つ複雑なフォーマットは，医療統計表に顕著

に見られ，また統計表に対するニーズも高いため，本論文では，具体例として医

療統計表を使って話を進める． 
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1.2  本研究の目的 

 本研究は，統計表を有効に利用するための新しい管理方式を考案することを目

的とする． 

1.2.1  統計表の管理方式の種類 

 本研究の開始時点で統計表の管理方式の可能性について検討したところ，次の 3

種類の方式が存在した． 

(1) グラフ指向のデータモデルに基づく管理方式 

 この方式は，ノードに意味を持たせた有向グラフを用いることにより，多次元

多階層の構造を持つ複雑な統計表をモデル化する．このモデルを用いた管理方式

の利点は，システムが集計を適用すべき分類属性を推測できるため，自動集計が

行えることである．このモデルの従来研究には，Chan らにより提案されたデータ

モデルである SUBJECT[8]や Balsami らによる GRASS(Graphical Approach for 

Statistical Summaries)[9]，Rafanelli らによる STORM(Statistical Object 

Representation Model)[10]がある． 

(2) リレーショナルモデルに基づく管理方式 

 この方式は，リレーショナルモデルを基本構造として，その構造上に統計デー

タのメタデータを付与することで，統計データを分析することを可能にする．こ

のモデルを用いた管理方式の利点は，リレーショナルデータベースの機能を使う

ことにより抽出や集計が容易になることである．このモデルの従来研究には，佐

藤により提案された集合論的な統計データモデルである SDM4S(Statistical Data 

Model based on a 4 Schema)[11],[12],[13]や Ghosh による統計データ処理のため

のリレーショナルモデルの拡張に関する研究[14],[15]がある． 
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(3) 木構造モデルに基づく管理方式 

 この方式は，統計データを XML により記述することで，多次元配列データを

記述できるようにする．統計科学の領域での従来研究には，大津によるメタデー

タの記述に関する研究[16]や，森らによるデータ指向統計解析環境 DoSS@d プロ

ジェクト[17]，横内らによるデータとその記述の一体化を目的とした DandD プロ

ジェクト[18]，電子コードブックの仕様策定のためのプロジェクト DDI（Data 

Documentation Initiative) [19]がある．DandD ではデータの入力や表示を支援す

るためのサポートソフトウェアを開発しており，DDI では調査データのコードブ

ックを電子化するための技術的方法を整備している．Meyer らによるオメガプロ

ジェクト[20],[21]では，統計ソフトウェアから XML 文書を利用可能とするモジ

ュールの開発を行っている．OECD は，統計情報提供基盤(SIS)において，情報交

換の利用促進のために，統計データとメタデータを扱うためのSDMXというXML 

をベースとした言語を標準化している[22],[23]．この他，統計における XML の利

用に関し，山本らの報告[24]や，統計情報の XML 利用環境の整備に関する調査研

究に係る報告[25]がある． 

1.2.2  検討した管理方式 

 現存する統計表を有効活用するには，統計表のシステムへの自動登録の機能と，

統計表からの統計量の抽出機能があると効果的と期待される．本研究では，これ

らの機能を実現するために，2 つの新しい管理方式を提案し，それぞれの方式によ

り統計表管理システムを開発する．まずはじめに，リレーショナルモデルを基礎

として統計表の構造に対応したモデルの定義を明確にして，このモデルに基づく

統計表管理システムを開発する．この方式は，統計表からの統計量の抽出を同一

アルゴリズムで行う機能を持つ． 

一方，この方式は個々の統計表をシステムに登録する作業に手作業の部分が多く，

統計表のシステムへの自動登録の機能を持たない．本研究では，データ抽出の容

易さを考慮した自動登録方式として，新しい木構造モデルに基づく管理方式を提

案し，この方式による統計表管理システムを開発する． 



 

‐17‐ 

ここでは，それぞれの方式における従来研究の問題点と，それらに対する本研究

の工夫を述べる． 

(1) リレーショナルモデルに基づく管理方式 

 統計表のリレーショナルモデルに基づく管理方式に関連した従来研究には，佐

藤による SDM4S[11],[12],[13]や Ghosh による研究[14],[15]があるが，これらの

研究では，統計表の構造と統計表変換に関する形式的な定義が行われていなかっ

た．このため，統計表の構造を一意に記述できないという問題があった． 

 本論文では，リレーショナルモデルに基づく管理方式において，統計表の構造

と表変換の機能の定義を明確にする．統計表の構造を一意に記述できるようにす

ることで，物理的に格納される情報の冗長性を尐なくし，多様なフォーマットを

持つ統計表から必要な統計量を同一アルゴリズムで抽出できるようにする．本論

文では，この新しい管理方式に基づく管理システムを開発する． 

 一般に統計表の構造は，分類属性の集合と個々の分類属性が取り得る値の集合，

及び統計属性の集合によって特徴づけられる．そこで，これらの組を統計表スキ

ームとして定義する．統計表スキームは，統計表の構造を記述する．また，フル

ドメイン及び縮小関係の形式的な定義を行う．そしてこれらの定義に基づき統計

表変換の操作を定義する．統計表変換とは，結果として得られる統計表の構造が，

統計表スキームで一意に記述できるような操作をいう．具体的には，“定義域制

限”，“定義域削減”，“分類属性削除”，“表の水平結合”，“表の垂直結合”，

“統計属性選択”の 6 種類の操作である．統計表変換を容易にするため，統計表ス

キームを基に各種辞書を整備し，対話形式により変換を行えるシステムを開発す

る． 

(2) 木構造モデルに基づく管理方式 

 統計表の木構造モデルに基づく記述方式の代表的なものである DDI[19]では，

調査に関する基本的な情報と単純集計をまとめたコードブックを XML の要素で

記述するが，定義された XML の要素が 300 以上あり[26]，記述に大変な労力を必

要とする． 

 多様なフォーマットを持つ統計表のシステムへの登録を自動化するためには，

その統計表の構造を自動で認識できる必要がある．表の認識に関する従来研究
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[27],[28],[29],[30],[31]が盛んになされている．しかし，これらの従来研究では，

データ抽出の容易さに関する議論は行われていない． 

 表のデータ構造は，Wang[2],[32]によると，属性から値までのパスとして記述

することができる．本論文ではこの Wang の記法を基にして，属性を木構造のノ

ードに対応させて，ノードに属性名と属性値の情報を持たせることで，統計表の

属性から統計量までのパスを木構造で記述する新しい記法を提案する．この記法

により，多様なフォーマットを持つ統計表のシステムへの登録を同一アルゴリズ

ムで行えるようになるとともに，データを容易に抽出することができる． 
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1.3  本論文の構成 

 本論文では，統計表のリレーショナルモデルに基づく管理方式と木構造モデル

に基づく管理方式に新しい方式を提案し，更に，それぞれの方式を使った統計表

管理システムを開発する．本論文の各章の概要を以下に述べる． 

 第１章では，本研究の背景と目的について述べた． 

 第２章では，統計表をリレーショナルモデルにより管理する方式を確立するた

め，統計表の構造に関して統計表スキーム，フルドメイン及び縮小関係について

の形式的な定義を行い，それに基づき統計表に特有の概念である表変換の操作を

定義する．これにより，多様なフォーマットを持つ統計表から必要な統計量を同

一アルゴリズムで抽出できるようにする．  

 第３章では，開発した統計表のリレーショナルモデルに基づく管理システムに

ついて報告する．本システムは，統計表の構造をシステムに登録することにより，

様々な種類の統計表を管理することを可能にする．統計表変換及び出力の機能は，

リレーショナルデータベースの操作言語である SQL により行うため，SQL を簡

単な操作により自動生成する．また複数の統計表変換を入れ子にして実行する機

能を実装する． 

 第４章では，統計表の木構造モデルに基づく管理方式に新しい方式を提案する．

本方式では属性を木構造のノードに対応させて，ノードに属性名と属性値の情報

を持たせることで，統計表の属性から統計量までのパスを記述する．この記法に

より，多様なフォーマットを持つ統計表のシステムへの自動登録を行えるように

するとともに，この記法で記述した統計データに対して，考えられる全てのパタ

ーンでデータを抽出できることを示す．医療統計表を用いた自動登録と抽出実験

により，本方式の有用性を示す． 

 第５章では，開発した統計表の木構造モデルに基づく管理システムについて報

告する．本システムは，既存の統計表を自動で木構造に変換する機能と，変換し

た統計データに対してインタラクティブに必要なデータを抽出する機能を持つ． 

 第６章では，本研究で得られた成果をまとめ，今後の課題について述べる． 
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  第2章  

統計表のリレーショナルモデルに基

づく管理方式 
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2.1  はじめに 

 統計表のリレーショナルモデルに基づく管理方式は，リレーショナルモデルを

基本構造として，さらにその構造上に統計データのメタデータを付与することで，

統計データを分析できるようにする．この方式の目的は，物理的に格納される情

報の冗長性を尐なくし，多様なフォーマットを持つ統計表から必要な統計量を抽

出できるようにすることである． 

 この方式に関連した従来研究には，佐藤により提案された集合論的な統計デー

タモデルである SDM4S[11],[12],[13]や Ghosh による統計データ処理のためのリ

レーショナルモデルの拡張に関する研究[14],[15]があるが，これらの研究では，統

計表の構造と統計表変換に関する形式的な定義が行われていない． 

 本章では，統計表スキーム，フルドメイン及び縮小関係についての形式的な定

義を行い，それに基づき，統計表に特有の概念である表変換の操作を定義する．

これにより，多様なフォーマットを持つ統計表から必要な統計量を同一アルゴリ

ズムで抽出できるようにする．一般に統計表の構造は，分類属性の集合と個々の

分類属性が取り得る値の集合，及び統計属性の集合によって特徴づけられる．そ

こで，これらの組を統計表スキームとして定義する．統計表スキームは，統計表

の構造を記述する．統計表変換とは，結果として得られる統計表の構造が，統計

表スキームで一意に記述できるような操作をいう．具体的には，“定義域制限”，

“定義域削減”，“分類属性削除”，“表の水平結合”，“表の垂直結合”，“統

計属性選択”の 6 種類の操作である． 

2.2  統計表と統計データベース 

 個体のグループの統計の供給のために，特に設計されたデータベースを統計デ

ータベース(SDB : Statistical Databases)[8],[9],[10]と呼ぶ．本研究では，統計デ

ータベースは統計表の集合として定義する． 
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 行と列の両方で個体の分類を示す統計表が存在する．表 2-1 と表 2-2 はそのよ

うな例である．表 2-1 は，開設者により分類された医療従事者の人数を，表 2-2

は，開設者と病床規模で分類した病院数を示す．本研究では，研究の基礎をリレ

ーショナルモデルに置き[11]～[15]，表 2-1 のような表は，図 2-1 に示すように，

列の分類が分類属性の値として表されるようなリレーションに変換する．今後，

統計表は，個々の値の分類が行にのみ許されるようなリレーションの形式と仮定

する． 

 統計表には，平均やパーセント，率などのような変換された値を示す表がしば

しば存在する．統計表は数（頻度）か統計属性の合計を保存するものとする．例

えば，入院日数の平均を示す表が与えられたデータベースに存在するとき，平均

ではなく合計入院日数がデータベースに物理的に保存される．平均やパーセント

などは，計算された統計属性として扱われる．計算された統計属性は，演算子や

カッコ，統計属性，定数からなる数式により定義される．例えば，S1 と S2 が統

計属性なら，S3 = S1 / S2 は計算された統計属性 S3 を定義する．S3 の値は，そ

れぞれの行に対して S1 の値を S2 の値で割ることにより得られる． 
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表 2-1 開設者別医療従事者数 

 

Providers 

Number of health professionals … 

#doctors #dentists #nurses #pharmacists  

Ministry of Health and Welfare 6565 107 28258 1230 … 

Other National 

 

18993 2898 25664 1663 … 

Prefectures 10666 324 39270 2118 … 

Cities, Towns, Villages 17605 398 61189 4952 … 

Medical Foundations 39070 589 87764 12911 … 

・ ・ ・ ・ ・ … 

・ ・ ・ ・ ・ … 

・ ・ ・ ・ ・ … 

 

 

 

表 2-2 開設者別病床規模別病院数 

 

Providers 

Bed size 

20-29 30-39 40-49 50-99 100-149 … 

Ministry of Health and Welfare 0 0 0 1 7 … 

Ministry of Education 0 0 13 4 3 … 

Labor Welfare Corporation 0 0 0 0 1 … 

Other National 1 3 0 15 11 … 

Prefectures 6 2 5 41 45 … 

Cities, Towns, Villages 17 29 33 184 111 … 

・ ・   ・ ・ ・ ・ … 

・ ・   ・ ・ ・ ・ … 

・ ・   ・ ・ ・ ・ … 
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2.3  統計表スキーム 

 図 2-2 に示す表 A と表 B の 2 つの統計表があるとする．どちらも病院の種類の

数値特性を示している．これらは開設者と病床規模によって分類されているが，

異なる分類方式によって分類されている．本研究の目的は，利用者ができるだけ

柔軟に表を検索できるシステムを開発することである．“柔軟な表の検索”とい

うのは，表 B のように病床数による分類を除いた表 A と同様な表，または 2 つの

表の共通の統計属性を示す表を得る操作，という意味である．統計表は，リレー

ションとして表すことができるが，柔軟に検索できるようにするためには，シス

テムに表によって表される意味を理解させることが必要である．これ以降に統計

表の構造と表変換の操作を形式的に述べる．例として，この研究で構築している

医療施設調査のための SDB を使用する． 
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表 A 

 

providers 

bed size 

20-29 30-39 40-49 … 

Ministry of Health and Welfare 0 0 0 … 

Ministry of Education 0 0 13 … 

Labor Welfare Corporation 0 0 0 … 

Other National 1 3 0 … 

・ ・ ・ ・ … 

・ ・ ・ ・ … 

・ ・ ・ ・ … 

 

 

表 B 

providers 

(PROV) 

bed size 
#hosp 

(BED) 

Ministry of Health and Welfare 20-29 0 

Ministry of Health and Welfare 30-39 0 

Ministry of Health and Welfare 40-49 0 

・  ・ 

・  ・ 

・  ・ 

Ministry of Education 20-29 0 

Ministry of Education 30-39 0 

Ministry of Education 40-49 13 

・  ・ 

・  ・ 

・  ・ 

Labor Welfare Corporation 20-29 0 

Labor Welfare Corporation 30-39 0 

Labor Welfare Corporation 40-49 0 

・  ・ 

・  ・ 

・  ・ 

Other National 20-29 1 

Other National 30-39 3 

Other National 40-49 0 
・  ・ 

・  ・ 

・  ・ 

 

図 2-1 列の分類の分類属性の値への変換の例 
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 表 A 表 B 

providers 

(PROV) 

bed-size 

(BED) 
S1 S2 …  

providers 

(PROV) 

bed-size 

(BED) 
S3 S4 … 

public 

public 

public 

public 

public 

public 

public 

public 

  ・ 

20-29 

30-39 

40-49 

50-99 

100-149 

150-199 

200-249 

250-299 

  ・ 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

 Ministry of Health 

Ministry of Health 

Ministry of Health 

Ministry of Health 

Ministry of Health 

20-49 

50-99 

100-299 

300-499 

500- 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Other National 

Other National 

Other National 

Other National 

Other National 

20-49 

50-99 

100-299 

300-499 

500- 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… private 

private 

private 

private 

private 

private 

private 

private 

  ・ 

20-29 

30-39 

40-49 

50-99 

100-149 

150-199 

200-249 

250-299 

  ・ 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

Prefectures 

Prefectures 

Prefectures 

Prefectures 

Prefectures 

  ・ 

20-49 

50-99 

100-299 

300-499 

500- 

  ・ 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

… 

図 2-2 同じ分類属性の異なる分類方式で分類された 2 つの統計表 

 

2.3.1  表スキーム 

 本研究では，“表の内容”と“表のタイプ”を区別する．表の内容は実際の統

計表に適用され，表のタイプは表の内容の構造に適用される．すなわち，表に含

まれる全ての属性と，それぞれの属性が取りうる値である．表の内容は単に“表”

と呼ばれる．一般に，分類方式は与えられた分類属性に対して唯一のものではな

い．開設者（PROV と表す）に対して，例えば，広いレベル，中間のレベル，詳

細の分類方式が厚生労働省の刊行物で使われている．表 2-3 は，PROV の 3 つの

単純化した分類方式を表す．表 2-3 の 3 つの分類方式により与えられた PROV の

分類の 3 つの集合を V1, V2, V3として示す．T は分類属性 A によって分類された

表タイプを示す．T の行が A に対して値を取りうるようなカテゴリの集合を T に

おける A のドメインと呼び，domT(A)として示す．例として，T が図 2-2 の表 B
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の表タイプとする．表 B は PROV の V2により分類されているので，domT(PROV) 

= V2と記述する．別の例として，表 2-4 に示すように，刊行物では，病床規模（BED

と表す）に対しては 3 つの分類方式がある．B1, B2, B3は 3 つの分類方式により与

えられた 3 つのカテゴリの集合を示すとする．図 2-2 の表 B は，BED の B3によ

り分類され，domT(BED) = B3と記述する． 

 分類属性 A が T の唯一の分類属性なら，T の行の集合は domT(A)で定義される．

T に A1 と A2 の 2 つの分類属性がある場合，行の集合は直積 domT(A1)domT(A2)

で定義される．行の集合は，A1 と A2 が逆の順でも同じと見なす．一般に，T の

分類属性 A1,･･･,An に対して，行の集合は domT(A1),･･･,domT(An)の直積で定義

される．行の集合は，A1,･･･,An の順に対して同じと見なされ，それゆえ，T の分

類属性は A = {A1,･･･,An}の集合として記述される．同様に T の統計属性

S1,･･･,Sm も S = {S1,･･･,Sm}の集合として表される．統計属性のドメインは，そ

れぞれの表タイプによって指定され，それは統計データの分析では重要であるが，

統計的な分析は現在の研究の関係の外にあるので，統計属性のドメインについて

は明示的には言及しない． 

 分類属性 A に対して，分類方式により与えられたカテゴリの集合を A のフルド

メインといい，DOM(A)はAのフルドメインの集合を示す．例えば，表 2-3のPROV

に対して，DOM(PROV) = {V1, V2, V3}であり，表2-4のBEDに対して，DOM(BED) 

= {B1, B2, B3}である．ある分類方式により与えられた分類の一部だけを示す表があ

る．例えば，T が開設者“医療法人”と“その他法人”だけの PROV の V2によっ

て分類された病院数（#hosp と表示する）を表すとする．この場合，domT(PROV) 

= V2/{医療法人, その他法人}と書き，PROV のドメインは制限されたという．一般

に A を T のすべての分類属性の集合とする．A の中の A に対して，domT(A)がフ

ルドメイン C の部分集合 C’なら，domT(A) = C/C’と書く．C = C’の時，C/C’を簡

単に C と書く．domT(A) = C/{ }になるような A がある場合，T は空の表である． 

 与えられた表タイプ T に対して，A = {A1,･･･,An}を分類属性の集合として，

domT(A1),･･･,domT(An)をそれらのそれぞれのドメインとし，S = {S1,･･･,Sm}を

統計属性の集合とする．T の行は{domT(A)|A  A}の集合によって定義され，これ

を T の分類スキームと呼ぶ．T の列は S の集合によって定義され，T の構造は 

{domT(A)|A  A}の集合と S によって完全に記述される．これらの T の構成要素
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は[{domT(A)|A  A}, S]として表され，T の表スキームと呼ぶ．表スキーム

[{domT(A)|A  A}, S]を持つ表タイプ T は，T:[{domT(A)|A  A}, S]として示され

る．例えば，図 2-1 の表 B が PROV の V1と BED の B1によって分類された病院

数 (#hosp)を表すとする．表の分類スキームは{V1, B1}であり，表スキームは，

T:[{V1, B1}, {#hosp}]である．筆者の研究では，SDB は，それぞれの表の構造が表

スキームにより完全に記述できる個々の表の集合として定義される． 
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表 2-3 開設者(PROV)の分類方式 

分類方式 1 

V1 

分類方式 2 

V2 

分類方式 3 

V3 

Ministry of Health and Welfare Ministry of Health and Welfare Public 

Ministry of Education Other national  

Labor Welfare Corporation   

Other national 

Prefectures Prefectures 

Cities, towns, villages Cities, towns, villages 

Medical foundations Medical foundations Private 

School foundations Other foundations  

Other foundations   

Companies Other private  

Private persons   

 

表 2-4 病床(BED)の規模の分類方式 

分類方式 1 

B1 

分類方式 2 

B2 

分類方式 3 

B3 

20-  29 20-  49 20-  49 

30-  39 

40-  49 

50-  99 50-  99 50-  99 

100-149 100-199 100-299 

150-199 

200-299 200-299 

300-399 300- 300-499 

400-499 

500-599 500- 

・ 

・ 

・ 
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2.3.2  縮小関係 

 再び図 2-2 の 2 つの表を考える．表 2-4 の“病床(BED)の規模の分類方式”から，

図 2-2 の表 A の BED のドメイン（分類方式）は B1で，表 B のドメインは B3で

あり，明らかに前者はいくつかの行を結合することで後者に変換することができ

る．しかし表 A の BED のドメインが B2なら，B3に変換することはできない．与

えられた統計属性 A に対して“それが別のものに変換できる”というドメイン間

の関係を表すため，筆者はフルドメイン DOM(A)の集合の縮小関係を定義する．

DOM(A)の要素 C に対して，C の分割は，それぞれの Pi は C の部分集合で， Pi = 

C かつ i  j に対して Pi  Pj = であるような，{P1,･･･,Pn}の集合である．DOM(A)

の 2 つの要素 C と C’に対して，C’ = {c1,･･･,ck}なら C  C’と定義する．Pi が i = 

1,･･･,k (k≦n)のときの ci の分類であるような C の分割 P = {P1,･･･,Pk}がある．P を

“C’に基づいた C の分割”と呼び，関係  を“縮小関係”と呼ぶ．関係  は再帰

的で，非対称で，推移的であり，DOM(A)の部分的な階層である．一般に，部分

的な階層  が定義された B の集合を POSET(Partly Ordered SET)と呼び，[B, ] 

として表す．POSET [B, ] は，直前のものとの関係の図であるハッセ図として表

現することができる．例として，A1 は分類属性であり，その 3 つの分類方式を図

2-3a に与える．C1, C2, C3は A1 の 3 つのフルドメインを示す．ところで，DOM(A1) 

= {C1,C2,C3}であり，C1  C2, C2  C3かつ C1  C3が成り立つ. C2の基になる C1の

分割は，P1 = {a1}，P2 = {a2, a3}かつ P3 = {a4, a5}のとき P = {P1, P2, P3}である．

[DOM(A1),]のハッセ図を図 2-3b に表す．別の例として，分類属性 A2 の 3 つの

分類方式を図 2-4a に示す．D1, D2, D3は，A2 のフルドメインに対応する．DOM(A2) 

= {D1, D2, D3}であり，D1  D2かつ D1  D3が成り立つ．[DOM(A2), ]のハッセ図

を図 2-4b に表す． 

 与えられた SDB に対して，フルドメイン DOM(A)の集合と，SDB に現れる全

ての分類属性 A に対する DOM(A)の縮小関係がシステムのメタデータの主要な構

成要素である． 
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図 2-3 (a) 分類属性 A1（C1<C2, C2<C3, C1<C3）の 3 つのフルドメイン  

(b) DOM(A1)上のハッセ図 

 

図 2-4 (a) 分類属性 A2（D1 <D2, D1<D3）の 3 つのフルドメイン  

(b) DOM(A2)上のハッセ図 
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2.3.3  暗黙の統計属性 

 SDB は調査の結果として得られるが，与えられた調査に対して調査から導かれ

る母集団がある．母集団は“医療施設”のような個体の集合であり，それは無数

に存在する．与えられた SDB に対して，L を準母集団として，U を尐なくとも１

つの表タイプに現れる，全ての分類属性からなる集合として表す．そのデータが

実際に集められた個体の集合は，L から取られたサンプルである．U にある分類

属性 A に対し，A のフルドメイン C は，L から取られた全ての個体が C の一つの

要素へ正確に入るようなカテゴリの集合である．C の部分集合である C’は，L の

部分集合である母集団 L’を定義する．L’は，そこから取られた全ての個体が，C’

の一つの要素として正確に入るような L の部分集合である．{domT(A)|A  A} は，

表タイプ T の分類スキームとする．それぞれの A  A に対し，domT(A) は母集団

L’ Aを定義する．それは L の部分集合で，集合 {domT (A)|A  A} は母集団L’A

を定義する．逆に，分類スキーム {domT(A)|A  A} は， L’ Aから取られた全て

の個体が正確に一つの行に入るような表形式の分類方式を定義する． 

 全ての属性A ∈ Uに対し，一貫性のために観念的なフルドメイン Iを [DOM(A), 

] に導入する． 

 フルドメイン I は，L から取られた全ての個体が入るような単一のカテゴリ I か

らなると定義され，それゆえ C  I は任意の要素 C  DOM(A)に対して成り立つ．

I は[DOM(A), ]の最大の要素である．図 2-3 と図 2-4 に示す属性 A1 と A2 に関し

ては，例えば，[DOM(A1), ]かつ[DOM(A2), ]のハッセ図は，I が導入されたの

に従って，それぞれ図 2-5a と図 2-5b に示すようになる． 

 表タイプ T:[{domT(A)|A  A}, S]に対し，U-A の属性を T の暗黙の属性と呼び，

U-A の全ての A に対し domT(A) = I を定義する．それは，全ての行は，A に対し

て暗黙的に同じ値 I（I の唯一の要素）を持つとして定義される．例として，簡単

のために統計属性が省略された，図 2-6 の上部に示されるような，与えられた SDB

の４つの表タイプを仮定する．U = {A1, A2, A3, A4, A5}であり，3 番目の表タイ

プに対して，A1 と A2 及び A5 は，暗黙の分類属性である．図の下部に表示され

ているのは，3 番目の表タイプの概念的な構造である．それは，全ての行は，
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A1,A2,A5 に対して同じ値を持つ．分類スキームの表記法{domT(A)|A  A}は，次

の集合{domT(A)|domT(A)  I, A  U}を表すのに使われる．{domT(A)|A  A}が表

タイプ T に対して空の時，U の全ての A に対し domT(A) = I であり，T は，個体

の集合全部を表す単一の行からなる． 

 

(a) 分類属性 A1 

 

(b) 分類属性 A2 

 

図 2-5 概念的なフルドメイン I が導かれた後の DOM(A1)と DOM(A2)上の関係 
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A1 A2  A2  A3 A4  A2 A4 A5 

a1 b1  b1  c1 d1  b1 d1 e1 

a1 b2  b2  c1 d2  b1 d1 e2 

a2 b1    c2 d1  b1 d2 e1 

a2 b2    c2 d2  b1 d2 e2 

        b2 d1 e1 

        b2 d1 e2 

        b2 d2 e1 

        b2 d2 e2 

 

A1 A2 A3 A4 A5 

I1 I2 c1 d1 I5 

I1 I2 c1 d2 I5 

I1 I2 c2 d1 I5 

I1 I2 c2 d2 I5 

 

U = {A1, A2, A3, A4, A5} 

図 2-6 暗黙の分類属性 A1，A2 及び A5 を持つ 3 番目の表の概念的な表現 
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2.4  統計表変換 

 統計表の柔軟な検索を行うために，表変換の操作を定義する．表変換は，与え

られた表タイプを別のタイプに変換する作業である．生じる表タイプは，必要で

あればデータベースに登録することもできる．筆者は，次の 6 タイプの変換を定

義する． 

 

2.4.1  定義域制限 

 定義域制限は，与えられた表タイプから分類属性に基づく列を選択する作業で

ある．例えば，データベースに保存された図 2-2 の表 A があるとする．そして，

PROV の値が“公益法人”である列だけを示す表を得ることを要求される．表 A

の分類スキームは{V3, B1}で，要求された操作は，分類スキーム{V3/{公益法人}, B1}

の表を作成することである．定義域制限は，完全な定義域の場合と同様に制限さ

れた定義域に対して行なってもよい． 

 “#hosp の値が 100 以上の列を選択する”のような統計属性に基づいた列の選

択は，生じる表の構造が表スキームによって記述できないので，表変換ではない． 

2.4.2  定義域削減 

 PROV の V2（中間のレベルの分類方式）によって分類された表 B（図 2-2）が

データベースに存在し，それが PROV の V3（広い分類方式）によって分類される

表 B から表を得るように要求されると仮定する．要求された操作は V2から V3ま

で PROV の定義域を変えることで，この操作を“定義域削減”と呼ぶ． 

 一般に，与えられた表タイプ T:[{domT(A)|A  A}, S]に対して，D を C の部分

集合として，分類属性 A のドメインを domT(A) = C/D として定義する． A の定義

域削減は，domT(A)の C/D から，C に対して C  C’であり，C’  DOM(A)のよう
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な C’/D’への変換として定義され，そして，D’の集合は，次のように定義される．

C’ = {c1,･･･,ck}であり，P = P1,･･･,Pk は C’に基づく C の分割である．さらに，D’

は，対応する Pi の集合が D の部分集合である C’の１組のカテゴリ ciで，それは，

D’ = {ci|ci  C’ and for Pi  P, Pi  D}である． 

 多様な属性の定義域削減は，繰り返して一度にひとつの特性に関して定義域削

減を適用することによって行なわれる．例えば，A1 が図 2-3 において定義される

ような分類属性であるとする．図 2-7 は，A1 に関して C1 = {a1, a2, a3, a4, a5}から

C2 = {b1, b2, b3}への定義域削減を説明している．C2に基づいた C1の分割は，P = 

{P1, P2, P3}であり，ここで P1 = {a1}，P2 = {a2, a3}，P3 = {a4, a5}である．図 2-7a で，

domT(A1)は C1で，減尐した定義域は C2 = {b1, b2, b3}である．図 2-7b で，domT(A1)

は，C1/{al, a2, a3, a4}である．P1  {al, a2, a3, a4}, P2  {al, a2, a3, a4}であるが，P3

は{a1, a2, a3, a4}の部分集合ではない．従って A1 の削減した定義域は，C2/{b1, b2}

になる． 
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図 2-7 C1 から C2 までの A1 に対する定義域削減の操作 

（ここで C1 と C2 は図 2-3 に定義された通りとする） 

A1 の定義域は，(a)ではフルドメイン，(b)では制限された定義域 
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2.4.3  分類属性削除 

 病院数が PROV と BED により分類された，データベースに保存された図 2-2

の表 B があり，PROV だけによって分類される表を得るように要求されたとする．

その場合，分類スキームから BED を削除する必要がある．この操作を“分類属性

削除”と呼ぶ． 

 一般に，分類スキーム{domT(A)|A  A}から属性 B を削除する操作を考慮する

と，B の削除は，domT(B)の全ての要素を単一のカテゴリに統合する操作だと考え

られる．domT(B)がフルドメインである時，操作は B のドメインを I へ縮小する

（B に暗黙の分類属性を作る）ことに相当する，そして結果として，分類スキーム

{domT(A)|A  A - {B}}を得る．表の内容のレベルの操作を述べるために，与えら

れた行が取る，A の全ての分類属性の値の集合を A 値と呼ぶ．同じ表記法と用語

を統計属性 S の集合に使用する．操作は，B 列を削除し，同じ A 値がある全ての

それらの列の S 値を集計することによって行なわれる． 

 domT(B)が C の真部分集合 D に対して C/D である時，それは I まで縮小ことが

できず，B は{domT(A)|A  A}から削除することはできない．このケースでは，次

の方法において“B の削除”を定義する．C  C’のようなフルドメイン C’があっ

て，D は，C’に基づく C の分割の一つの要素であり，それゆえ B のドメインは，

B の削除の結果として C’/{d}として定義される．ここで d は D に対応する C’の一

つの要素である．表の内容のレベルで，操作は，各行の d による B の値を置き換

え，同じ A 値を持つ全ての行の S 値を集計することで行われる．C’のようなフル

ドメインがないならば，B の削除は抑制される．これの理論的根拠は，B の削除

が，domT(B)の全てのカテゴリを一つのカテゴリ x に統一することと等しく，x は

実際の世界でそれ自身により重要なグループを表すべきである，ということであ

る．x が属すフルドメインがなく，B の削除がそれでも必要ならば，その時メタデ

ータは緩和される必要がある． 

 2 つ以上の属性の削除は，単一の属性の削除を繰り返し適用することによって行

なわれる． 
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2.4.4  表の水平結合 

 図 2-8 の左側に示した 2 つの表 T1 と T2 があるとする．T1 は A1 と A2 によっ

て分類され，T2 は A2 によって分類されている．ここで，A1 と A2 は，それぞれ

図 2-3 と図 2-4 に示した属性である．表の水平結合は，図 2-8 の右側の表 T を作

成する作業である．ここで，T1 と T2 の列は，2 つの表から引き出された共通の

分類スキームにより結合される． 

 与えられた2つのタイプの表T1: [{domT1(A)|A  A1}, S1]とT2: [{domT2(A)| A  

A2}, S2]に対し，“T1と T2の水平結合”は，次のように定義される．T は結果の表

タイプを示す．T の統計属性の集合は，S = S1  S2として定義される．今，A1  A2

でのそれぞれの A に対する T の A のドメインを考慮する．ドメイン domT(A)は，

定義域削減により，domT1(A)と domT2(A)のそれぞれから得られるべきである．任

意の A  (A1  A2) - (A1  A2)に対して，A1  A2の場合，domT1(A) = I か domT2(A) 

= I のどちらかが成り立つ．より多くの行がグループ化されると，より多くの情報

が失われるので，列のグループ化は，できるだけ尐なく保たれるように，domT(A)

は選択されるべきである．この要求に適合するため，domT(A)は POSET の“結合”

の考え方に基づいて決定される．一般に POSET [B, ]の a と b の２つの要素に対

し，“a と b の結合”は，a  c and b  c のような B の要素 c であり，a  x  c and 

b  x  c を満足する B の要素 x が存在しない．[B, ]の任意の要素 a と b に対し，

「a と b の結合」は，[B, ]が最大の要素を持つ場合にのみ存在する．さて， A1  

A2の A に対し，domT1(A)と domT2(A)が C1/D1かつ C2/D2として定義され，また，

C は[DOM(A), ]かつ C/D’1における「C1と C2の結合」であり，C/D’2は，C1/D1

と C2/D2の減尐したドメインとする．そして，domT(A)は C/(D’1  D’2)として定義

される．[DOM(A), ]の最大の要素 I があるので，結合は[DOM(A), ]の任意の２

つの要素に対して存在することを仮定しても差し支えない．もし domT(A)がある

A に対する C/{ }なら，T は空の表タイプである（行を持たない）．A1  A2の場合，

任意の A  (A1  A2) - (A1  A2)に対して domT(A) = I か domT(A) = I/{ }が成り立

つ．これは，A1であり A2でない A に対し，domT2(A) = I かつ“domT1(A)と domT2(A)

の結合”は，domT1(A)がフルドメインであれば I であり，domT1(A)が制限された

ドメインであれば I/{ }である．同じことは，A2においては当てはまるが，A1には
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当てはまらない．これゆえに，T1または T2の制限されたドメインで A  (A1  A2) 

- (A1  A2)が存在するならば，T は常に空の表になる．T {domT(A)|A  A}の分類

スキームは， A1  A2 から domT(A) = I に対して A を削除することにより得られ

る． 

 理論上，[DOM(A), ]の“結合”が全ての 2 つの要素に対してユニークではない

ような属性 A が存在する．システムの実現のレベルでは，“結合”は事前に DOM(A)

の全ての２つの要素に対して保存され，結合が独自でなければ，どの要素を結合

に使用するかを決定することが利用者に残されている． 

 

 

図 2-8 T1 と T2 の表結合により，右の表 T が作成される 
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2.4.5  表の垂直結合 

 表の垂直結合は，与えられた 2 つの表の列をまとめる操作である．垂直結合の

定義は，ある意味で水平結合の定義と似た様式で与えられる．2 つのタイプの表

T1: [{domT1(A)|A  A1}, S1]と T2: [{domT2(A)|A  A2}, S2]に対し，T: [{domT(A)|A 

 A}, S]が T1と T2の「垂直結合」の結果であるとする．S = S1  S2であり，A は

A1  A2の部分集合であると定義する．A  A1  A2に対して，domT1(A) = C1/D2

かつ domT2(A) = C2/D2であるとする．C は[DOM(A), ]での「C1と C2の結合」で

あり，C/D’1と C/D’2 はそれぞれ C1/D1と C2/D2の縮小されたドメインであるとす

る．そして，domT(A)は C/(D’1  D’2)として定義される．{domT(A)|A  A}の集合

は，A1  A2から domT(A) = I として A を削除することにより得られる．これ以上

の詳細は省略する． 

2.4.6  統計属性選択 

 タイプ[{domT(A)|A  A}, S]の表に対して，「統計属性選択」は，単純に統計属

性 Sから明示された S’を選択し，結果の表タイプは [{domT(A)|A  A}, S’]となる． 

2.5  まとめ 

 統計表のリレーショナルモデルに基づく管理方式について述べた．統計表の柔

軟な検索を可能にするために，システムは，何が統計表によって表わされるか理

解する必要がある．このため，システムは，メタデータとしてどのような種類の

情報を持つ必要があるか，また，それはどのように表わすことができるかを形式

上の研究により明らかにした．具体的には，統計表の構造を形式的に表現し，統

計表スキーム，フルドメイン及び縮小関係についての概念を導入した．そして，

統計表に特有の概念である表変換の操作を定義した．本章の成果は，次章でのシ

ステム開発を通して検証する． 
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  第3章  

統計表のリレーショナルモデルに基

づく管理システムの開発 
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3.1  はじめに 

 前章では，統計表スキーム，フルドメイン及び縮小関係についての形式的な定

義を行い，それに基づき表変換の操作を定義した．本章では，これらの定義に基

づく統計表の管理システムを開発する． 

 本システムは，個々の統計表の構造や分類属性の階層構造をリレーショナルデ

ータベース（RDB）の各種辞書に格納し，これらの辞書を基に統計表を記述して，

RDB のテーブルとして格納する．そして，RDB の操作言語である SQL により各

種変換の機能を実現する．SQL で扱う辞書と統計データはコード化され，かつ複

数の表に分かれているため，利用者自身が SQL を記述することは容易ではない．

このため，SQL を画面からの簡単な指示により自動生成する機能を実装する．ま

た，複数の変換を入れ子にする機能を実装する． 

 複数の分類方式を持つ分類属性の扱いについては，Ozsoyoglu らはリレーショ

ナルモデルではなく表概念の内側に階層関係を持つデータモデルを採用している

が[36],[37]，本研究ではリレーショナルモデルとして扱う．また，Ghosh は統計

表の変換のために使用する SQL を拡張しているが[14],[15]，本研究では SQL を

規格の範囲内で使用する． 
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3.2  統計表の管理方式 

3.2.1  統計表の形式 

 統計表は，調査対象をある基準に基づいて分類し，カテゴリごとにその数値属

性を集計することで得られる．統計表をリレーショナルモデルに基づき管理する

場合，ほとんどの統計表は，そのままの形では 2 次元の表として扱うことができ

ない．例えば表 3-1 の統計表は，分類属性のひとつが列方向に変換されていると

見なすことができる．このような表は，分類属性を行方向に変換して表 3-2 のよ

うな形式にする．また，列方向に変換された分類属性を複数持つものや，1 つの分

類属性に複数の分類方式が混在するものは，複数の表に分けて管理する．なお実

際には，“厚生省”や“50-99”などのカテゴリを表 3-3 のようにコード化してシ

ステムに格納する． 

 一般に分類属性には，複数の分類方式が存在する．例えば医療施設調査では，

開設者（PROV と表す）に対して，広いレベルと中間のレベル，詳細のレベルの

分類方式が使われている（表 3-4）． 
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表 3-1 開設者（小分類）・病床の規模別病院数 

開設者 ･･･ 50-99 100-149 ･･･ 

厚生省 ･･･ 1 8 ･･･ 

文部省 ･･･ 5 3 ･･･ 

労働福祉事業団 ･･･  1 ･･･ 

その他 ･･･ 15 11 ･･･ 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

 

 

表 3-2 表 3-1 の列の分類を分類属性の値として変換した統計表 

開設者 病床規模 病院数 

･･･ ･･･ ･･･ 

厚生省 50-99 1 

厚生省 100-149 8 

･･･ ･･･ ･･･ 

文部省 50-99 5 

文部省 100-149 3 

･･･ ･･･ ･･･ 
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表 3-3 表 3-2 をコード化した統計表 

V1 B1 HOSP 

･･･ ･･･ ･･･ 

VS01 BS04 1 

VS01 BS05 8 

･･･ ･･･ ･･･ 

VS02 BS04 5 

VS02 BS05 3 

･･･ ･･･ ･･･ 

 

 

表 3-4 開設者(PROV)の分類方式 

分類方式1 

V1 

分類方式2 

V2 

分類方式3 

V3 

厚生省 厚生省  

文部省  国 

労働福祉事業団 その他の国立  

その他   

都道府県 都道府県  

市町村 市町村  

日赤 日赤 公的医療機関 

済生会 済生会・北海道社会事業協会  

北海道社会事業協会   

厚生連 厚生連  
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3.2.2  統計表スキーム辞書 

 本システムは，統計表変換及び出力の機能を，RDB の操作言語である SQL を

自動生成して，それを実行することで実現する．統計表の操作に対応した SQL の

自動生成のために必要となる，各統計表の構造に関する情報として，各統計表が

持つドメインとカテゴリ，統計属性を格納するための統計表スキーム辞書（表 3-5）

を定義した．これらの辞書は，それぞれ表としてシステムに格納する．また，分

類方式の異なる２つの表を１つにまとめる場合には，それらのドメインを共通の

ドメインに変換する必要があるため，それに必要な情報である，ドメインとその

上位のドメインとの関係を表す上位ドメイン辞書と，個々のカテゴリの対応関係

を表す上位カテゴリ辞書を用意する（表 3-5）． 

 

表 3-5 各辞書の内容 

辞書 内容 

統計表スキーム_表名称 
統計表ID，統計表番号，統計表の名称，論理統計表フラ

グ，所有者ID，変換種別，基になる統計表番号 1･2 

統計表スキーム_ドメイン 統計表ID，ドメインコード 

統計表スキーム_カテゴリ 統計表ID，カテゴリコード 

統計表スキーム_統計属性 統計表ID，統計属性コード 

分類属性 分類属性コード，分類属性名 

統計属性 統計属性コード，統計属性名 

ドメイン ドメインコード，ドメイン名，分類属性コード 

カテゴリ カテゴリコード，カテゴリ名，ドメインコード 

上位ドメイン ドメインコード，上位ドメインコード 

上位カテゴリ カテゴリコード，上位カテゴリコード 
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3.3  システムの概要 

3.3.1  統計表変換 

 統計表変換は，統計表を加工し，新たな統計表を生成する機能を有するものと

して定義する．ここで，基になる統計表を物理統計表，変換の結果生成される表

を論理統計表と言う．システムは，統計表スキーム辞書とドメイン・カテゴリ・

統計属性の辞書の情報を基に，統計表変換の各機能に対応する SQL 文を自動生成

する．また，統計表変換の入れ子を実現し，次に示す出力機能により変換結果を

扱えるようにするため，生成した SQL 文をビューとして保存し，その論理統計表

の構造を統計表スキーム辞書に登録する． 

3.3.2  出力機能 

 統計表を加工し表示する機能である．システムは，各種辞書を基に SQL 文を生

成，実行し，その結果を HTML の表形式で表示する．SQL 文の基になる表とし

ては，物理統計表の場合にはテーブルが，論理統計表の場合にはビューが用いら

れる．これらの機能の概念図を図 3-1 に示す． 
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図 3-1 統計表変換の概念図 

3.4  統計表変換 

 第 2 章で定義した 6 種類の統計表変換の機能の本システムでの実現方法を 3.4.1

～3.4.6 で，論理統計表の扱いを 3.4.7 で説明する．ここでは，各変換の定義と生

成する SQL 文を示す． 

3.4.1  分類属性削除 

 分類属性削除は，統計表を指定された分類属性のみの表に変換する機能である．

この機能により，指定された分類属性のカテゴリコードにおいて同じ行は集計さ

れる． 

 システムは，指定されたドメインでグループ化して統計属性の値を集計する次

の SQL 文を生成する．ここで D はドメインコード，S は統計属性コード，ST は

統計表の表名である． 

統計表変換 

アプリケーションへ 

出 力 

統計表スキーム辞書 

分類属性・カテゴ

リ・統計属性辞書 

物理統計表 

論理統計表（ビュー） 

統計表スキーム辞書 

結果表示 
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select D1,･･･,Di, sum(S1) S1,･･･,sum(Sj) Sj  

from ST group by D1,･･･,Di 

 

 例えば，表 3-7 に示す統計表において，分類属性「所在地」のドメイン「都道

府県(L1)」と分類属性「病院の種類」のドメイン「基本分類(T1)」を選択し，統計

属性「病院数(HOSP)」の値を集計する SQL 文を次に示す．なお，T20_3 は統計

表 20_3 の表名である． 

 

select L1, T1, sum(HOSP) HOSP 

from T20_3 group by L1, T1 

 

3.4.2  統計属性選択 

 統計属性選択は，指定された統計属性のみの表に変換する機能である． 

 システムは，指定された統計属性の列を抽出する次のようなSQL文を生成する． 

 

select D1,･･･,Di, S1,･･･,Sj from ST 

 

3.4.3  定義域制限 

 定義域制限は，指定されたカテゴリコードを持つ行のみを抽出する機能である． 

 システムは，指定されたカテゴリの行を抽出する次のようなSQL文を生成する．

なお，C はカテゴリコードである． 

 

select * from ST where Di in ('C1',･･･, 'Cj') 
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3.4.4  定義域削減 

 定義域削減は，指定されたドメインを別のドメインに変換する機能である． 

 システムは，次のような操作を行う SQL 文を生成する． 

 ● 統計表と上位カテゴリ辞書を統計表の指定されたドメインコード列と上位

カテゴリ辞書のカテゴリコード列により結合する． 

 ● 上位カテゴリ辞書とカテゴリ辞書を上位カテゴリ辞書の上位カテゴリコー

ド列とカテゴリ辞書のカテゴリコード列により結合する． 

 ● 各カテゴリ辞書のドメインコードを，指定されたドメインコードの変換後の

ドメインコードで絞り込む．これは，複数の上位ドメインコードが存在するため

である． 

 ● 変換後のカテゴリコードで集計する． 

 これらの操作に対応する SQL 文を次に示す． 

 

select UCT1.UCCODE D1,･･･,UCTi.UCCODE Di, ST.Di+1,･･･, ST.Dj,  

sum(S1) S1 ,･･･, sum(Sk) Sk  

from ST, UCT UCT1,･･･, UCT UCTi, CT CT1,･･･, CT CTi  

where ST.D1 = UCT1.CCODE and UCT1.UCCODE = C1.CCODE and 

CT1.DCODE = 'D1' and ･･･ and ST.Di = UCTi.CCODE and UCTi.UCCODE = 

CTi.CCODE and CTi.DCODE = 'Di'  

group by D1,･･･, Di, Di+1,･･･, Dj 

 

 ここで，UCCODE は上位カテゴリコードの列名， D1～Diは変換後のドメイン

コード，Di+1～Dj は指定されていないドメインコード，CCODE はカテゴリコード

の列名，DCODE はドメインコードの列名，UCT は上位カテゴリ辞書名，CT は

カテゴリ辞書名である． 
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 システムが統計表と各種辞書を使ってどのように統計表変換を行うかを，“病

院の種類・開設者（小分類）別病院数”の統計表を定義域削減する例で説明する

（図 3-2）．この統計表では，開設者の分類には表 2-3 における小分類が使われて

いるが，この分類を中分類に変換するには，統計表と上位カテゴリ辞書（定義域

削減のために用意された辞書）を結合して上位カテゴリ（ここでは分類方法２の

カテゴリ）を求め，上位カテゴリが同じ行を集計して，さらにカテゴリ名をカテ

ゴリテーブルから取得することで変換することができる．これらの一連の処理を

行うために，システムは以下のような SQL を生成する．ここで，T18 は統計表の

表名である． 

 

select T18.T1, カテゴリ.カテゴリ名 病院の種類, 上位カテゴリ_1.上位カテゴリ

コード O2, カテゴリ_1.カテゴリ名 開設者, sum(T18.病院数) 病院数 

from ((T18 inner join カテゴリ on T18.T1 = カテゴリ.カテゴリコード) inner 

join 上位カテゴリ 上位カテゴリ_1 on T18.O1 = 上位カテゴリ_1.カテゴリコー

ド) inner join カテゴリ カテゴリ_1 on 上位カテゴリ_1.上位カテゴリコード = 

カテゴリ_1.カテゴリコード 

group by T18.T1, カテゴリ.カテゴリ名, 上位カテゴリ_1.上位カテゴリコード, 

カテゴリ_1.カテゴリ名; 
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T1 V1 病院数  カテゴリコード 上位カテゴリコード 
T15 VS01 236  VS01 VM01 

T15 VS02 67  VS02 VM02 
T15 VS03 38  VS03 VM02 

T15 VS04 42  VS04 VM02 
T15 VS05 269  VS05 VM03 

T15 VS06 751  VS06 VM04 
T15 VS07 97  VS07 VM05 

T15 VS08 69  VS08 VM06 
T15 VS09 7  VS09 VM06 

T15 VS10 112  VS10 VM07 

 

T1 V1 病院数 上位カテゴリコード 
T15 VS01 236 VM01 
T15 VS02 67 VM02 

T15 VS03 38 VM02 
T15 VS04 42 VM02 

T15 VS05 269 VM03 
T15 VS06 751 VM04 

T15 VS07 97 VM05 
T15 VS08 69 VM06 

T15 VS09 7 VM06 
T15 VS10 112 VM07 

 

T1 上位カテゴリコード 病院数の合計  カテゴリコード カテゴリ名 
T15 VM01 236  ･･･ ･･･ 
T15 VM02 147  VM01 厚生省 
T15 VM03 269  VM02 その他の国立 
T15 VM04 751  VM03 都道府県 
T15 VM05 97  VM04 市町村 
T15 VM06 76  VM05 日赤 
T15 VM07 112  ･･･ ･･･ 

    T11 精神病院 

    T12 伝染病院 

    T13 結核療養所 

    T14 らい療養所 

    T15 一般病院 

    T21 全部一般病床の一般病院 

    ･･･ ･･･ 

 

 

T1 開設者 V1 病院の種類 病院数 
T15 一般病院 VM01 厚生省 236 

T15 一般病院 VM02 その他の国立 147 
T15 一般病院 VM03 都道府県 269 

T15 一般病院 VM04 市町村 751 
T15 一般病院 VM05 日赤 97 

T15 一般病院 VM06 済生会・北海道社会事業協会 76 
T15 一般病院 VM07 厚生連 112 

図 3-2 開設者のドメインを１つ上位のドメインに変換した例 

物理統計表と上位カテゴリテーブルを結合 

上位カテゴリコードにより病院数を集計 

集計した結果とカテゴリテーブルを結合 

カテゴリテーブル 

統計表：病院の種類・開設者（小分類）別病院数 上位カテゴリテーブル 
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3.4.5  水平結合 

 水平結合は，２つの表を横に結合する機能である．この機能により，２つの表

はそれぞれ共通の分類属性のみが選択され，共通のドメインに変換後，水平に結

合される． 

 システムは，それぞれの表の分類属性を共通のもののみにして，かつそれぞれ

のドメインを共通のドメインに変換する SQL 文を生成する．次にそれらを共通の

ドメインを基に水平に結合して次のような SQL 文にする． 

 

select ST1.D1,･･･, ST1.Di, ST1.S1,･･･, ST1.Sj, ST2.S1,･･･, ST2.Sk from  

(select UCT1.UCCODE D1,･･･,UCTi.UCCODE Di, ST.Di+1,･･･, ST.Dj, sum(S1) 

S1 ,･･･, sum(Sk) Sk  

from ST1 ST, UCT UCT1,･･･,UCT UCTi, CT CT1,･･･,CT CTi  

where ST.D1 = UCT1.CCODE and UCT1.UCCODE = CT1.CCODE and 

CT1.DCODE = 'D1' and ･･･ and ST.Di = UCTi.CCODE and UCTi.UCCODE = 

CTi.CCODE and CTi.DCODE = 'Di'  

group by UCT1.UCCODE,･･･,UCTi.UCCODE, ST.Di+1,･･･, ST.Dj) ST1,  

(select UCT1.UCCODE D1,･･･,UCTi.UCCODE Di, ST.Di+1,･･･, ST.Dj, sum(S1) 

S1 ,･･･, sum(Sk) Sk  

from ST2 ST, UCT UCT1,･･･,UCT UCTi, CT CT1,･･･,CT CTi  

where ST.D1 = UCT1.CCODE and UCT1.UCCODE = CT1.CCODE and 

CT1.DCODE = 'D1' and ･･･ and ST.Di = UCTi.CCODE and UCTi.UCCODE = 

CTi.CCODE and CTi.DCODE = 'Di'  

group by UCT1.UCCODE,･･･,UCTi.UCCODE, ST.Di+1,･･･, ST.Dj) ST2,  

where ST1.D1 = ST2.D1 and ･･･ and ST1.Di = ST2.Di 

 

 ここで，ST1は最初の統計表，ST2.は次の統計表の名称である． 

 例えば，図 3-3 に示す 2 つの統計表「21_1：病床の規模（中分類）・都道府県

別病院数」と「32_1：病床の規模（小分類）・都道府県別病床数」を水平結合す
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る SQL 文を次に示す．この場合，32_1 の「病床の規模」は小分類から中分類に

変換される． 

 ここで，SDB は辞書のユーザ名，UCATEGORY は上位カテゴリ辞書の表名，

CATEGORY はカテゴリ辞書の表名，T21_1 と T32_1 は統計表の表名である． 

 

select T1.B2, T1.L1, T1.HOSP, T2.BEDS from  

(select T.B2 B2, T.L1 L1, sum(T.HOSP) HOSP  

from T21_1 T  

group by T.B2, T.L1) T1,  

(select U1.UCCODE B2, T.L1 L1, sum(T.BEDS) BEDS  

from T32_1 T, SDB.UCATEGORY U1, SDB.CATEGORY C1  

where T.B1 = U1.CCODE and U1.UCCODE = C1.CCODE  

and C1.DCODE = 'B2'  

group by U1.UCCODE, T.L1) T2  

where T1.B2 = T2.B2 and T1.L1 = T2.L1 
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  統計表 32_1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  統計表 21_1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 統計表 21_1 と 32_1 の水平結合の処理過程 

 

病床規模 所在地 病床数 

20-29 北海道 280 

20-29 青森県 26 

･･･ ･･･ ･･･ 

30-39 北海道 669 

30-39 青森県 194 

･･･ ･･･ ･･･ 

･･･ ･･･ ･･･ 

900以上 北海道 1936 

900以上 青森県 0 

･･･ ･･･ ･･･ 

病床規模 所在地 病床数 

20-49 北海道 3163 

20-49 青森県 443 

･･･ ･･･ ･･･ 

50-99 北海道 14203 

50-99 青森県 1752 

･･･ ･･･ ･･･ 

･･･ ･･･ ･･･ 

500以上 北海道 17918 

500以上 青森県 4632 

･･･ ･･･ ･･･ 

病床規模 所在地 病院数 

20-49 北海道 82 

20-49 青森県 12 

･･･ ･･･ ･･･ 

50-99 北海道 198 

50-99 青森県 26 

･･･ ･･･ ･･･ 

･･･ ･･･ ･･･ 

500以上 北海道 28 

500以上 青森県 8 

･･･ ･･･ ･･･ 

病床規模 所在地 病床数 病院数 

20-49 北海道 3163 82 

20-49 青森県 443 12 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

50-99 北海道 14203 198 

50-99 青森県 1752 26 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

500以上 北海道 17918 28 

500以上 青森県 4632 8 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

病床規模を小

分類から中分

類に変換する 

病床規模を基

に結合する 
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3.4.6  垂直結合 

 垂直結合は，２つの表を縦に結合する機能である．この機能により，２つの表

に共通の分類属性と統計属性が選択され，垂直に結合される． 

 システムは，２つの表に共通の分類属性と統計属性を抽出し，統計属性の値を

集計する SQL の select 句を各表について生成する．次にそれらを union 演算子に

より垂直に結合し，次のような SQL 文にする． 

 

select ST1.D1,･･･, ST1.Di, sum(ST1.S1) S1,･･･,sum(ST1.Sj) Sj from ST1  

group by ST1.D1,･･･, ST1.Di  

union  

select ST2.D1,･･･, ST2.Di, sum(ST2.S1) S1,･･･,sum(ST2.Sj) Sj from ST2  

group by ST2.D1,･･･, ST2.Di 

 

3.4.7  論理統計表の扱い 

 統計表変換が実行されると，システムはその指示に対応するSQL文を生成する．

その SQL 文をビューとして保存し，同時に論理統計表が持つドメインとカテゴリ

及び統計属性を統計表スキーム辞書に登録する．この方式により，論理統計表を

別の変換や出力機能で扱う場合，物理統計表と同様に扱うことができる． 

 例えば“病床の規模が 300～499 である都道府県別の病院数と病床数”を持つ表

は，3.4.5 に示す統計表“21_1”と“32_1”を水平結合する SQL 文を，例えば

T21_1_32_1_Join という名前のビューとして保存した場合，そのビューを次のよ

うな SQL 文で定義域制限を行うことにより求められる．なお，BM4 はドメイン

“病床の規模（中分類）”のカテゴリ“300～499”のカテゴリコードである． 

 

select B2,L1,HOSP,BEDS from T21_1_32_1_Join  

where B2 in ('BM4') 
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3.5  出力機能 

 物理統計表及び論理統計表を加工し表示する出力機能を以下に定義する．これ

らの処理結果はシステムには保存されないが，HTML の表としてコピーできるよ

うにする．出力機能は，利用者の操作に対応した SQL 文を自動生成する． 

3.5.1  統計表表示 

 統計表表示は，すべての分類属性と統計属性を統計表スキーム辞書の登録順に

表示する機能として定義する． 

 システムは，指定された統計表のドメインと統計属性を表示する．統計表は内

部的には列名やカテゴリをコードとして持つため，それらを名称に変換して表示

する．生成する SQL 文を次に示す． 

 

select CT1.CNAME caname1,･･･,CTi.CNAME canamei, S1 saname1,･･･,Sj 

sanamej  

from ST, CT CT1,･･･, CT CTi  

where ST.D1 = CT1.CCODE and ･･･ and ST.Di = CTi.CCODE  

order by ST.D1,･･･, ST.Di 

 

 ここで，CNAME はカテゴリ名の列名，caname は分類属性名及び saname は

統計属性名である． 

 例えば，表 3-6 に示す統計表 21_1 の内容を表示する SQL 文を次に示す． 

 

select CT1.CNAME 病床規模, CT2.CNAME 所在地, HOSP 病院数  

from T21_1, SDB.CATEGORY CT1, SDB.CATEGORY CT2  

where T21_1.B2 = CT1.CCODE and T21_1.L1 = CT2.CCODE  

order by T21_1.B2, T21_1.L1 
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表 3-6 統計表 21_1：病床の規模（中分類）・都道府県別病院数 

病床規模 所在地 病院数 

20-49 北海道 82 

20-49 青森県 12 

･･･ ･･･ ･･･ 

50-99 北海道 198 

50-99 青森県 26 

･･･ ･･･ ･･･ 

･･･ ･･･ ･･･ 

500以上 北海道 28 

500以上 青森県 8 

･･･ ･･･ ･･･ 

3.5.2  分類属性の順序選択 

 分類属性の順序選択は，指定された分類属性の順に表示する機能として定義す

る．指定されていない分類属性がある場合，前述した統計表変換の分類属性削除

と同様，指定された分類属性のカテゴリコードの同じ行は集計される． 

 この機能は，指定されたドメインでグループ化し，統計属性の値を集計する SQL

文を生成する．その際，列名やカテゴリコードを対応する名称に変換する．生成

される SQL 文を次に示す． 

 

select CT1.CNAME caname1,･･･,CTi.CNAME canamei, sum(S1) 

saname1,･･･,sum(Sj) sanamej  

from ST, CT CT1,･･･, CT CTi  

where ST.D1 = CT1.CCODE and ･･･ and ST.Di = CTi.CCODE  

order by ST.D1, CT1.CNAME,･･･, ST.Di ,CTi.CNAME 
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3.5.3  値属性変換 

 値属性変換は，指定された分類属性の各カテゴリを列方向の属性として表示す

る機能として定義する．２つの分類属性が指定された場合は，表は最初の分類属

性の内容で分けられ表示される． 

 ここでは，選択した分類属性の数と元々の統計属性数の組み合わせにおいて，

次の３通りの場合について述べる． 

 ( a ) 指定された分類属性数及び元々の統計属性数が１の場合 

 ORACLE の SQL 用の関数である decode 関数により，指定された分類属性の各

カテゴリに対応する統計属性の値を抽出し，sum で集計する次のような SQL 文を

生成する． 

 

select CT1.CNAME caname1,･･･,CTi.CNAME canamei, sum(decode(Dj, 'C1', S, 

0)) ctname1,･･･, sum(decode(Dj, 'Ck', S, 0)) ctnamek  

from ST, CT CT1,･･･, CT CTi  

where ST.D1 = CT1.CCODE and ･･･ and ST.Di = CTi.CCODE  

group by ST.D1, CT1.CNAME,･･･, ST.Di ,CTi.CNAME 

 

 ここで，Dj は指定された分類属性のドメインコード，C1～CKは指定された分類

属性のカテゴリコード，ctname はカテゴリ名及び D1～Diは指定されていない分

類属性のドメインコードである． 

 ( b ) 指定された分類属性数が２，統計属性数が１の場合 

 最初に指定された分類属性のカテゴリ別に SQL 文を生成し，その結果を別々の

ウィンドウに表示する．各ウィンドウのタイトルバーには，最初に指定された分

類属性のカテゴリ名を表示する．そのため，decode 関数を用い次の分類属性の各

カテゴリに対応する統計属性値を抽出し，sum で集計する SQL 文を生成する． 

 

select CT1.CNAME caname1,･･･,CTi.CNAME canamei, sum(decode(Ds2, 'C1', 

S, 0)) ctname1,･･･, sum(decode(Ds2, 'Cj', S, 0)) ctnamej  

from ST, CT CT1,･･･, CT CTi  
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where ST.D1 = CT1.CCODE and ･･･ and ST.Di = CTi.CCODE and ST.Ds1 = 

'Ck'  

group by ST.D1, CT1.CNAME,･･･, ST.Di ,CTi.CNAME 

 

 ここで，Ds1と Ds2は指定された分類属性のドメインコード，Ck ：k=1～n（n

は最初に指定された分類属性のカテゴリ数）は最初に指定された分類属性のカテ

ゴリコード，C1～Cj は次に指定された分類属性のカテゴリコード，ctname1～

ctnamej は次に指定された分類属性のカテゴリ名，caname1～canamei は指定さ

れていない分類属性の分類属性名及びD1～Diは指定されていない分類属性のドメ

インコードである． 

 例えば，表 3-7 に示す統計表 20_3 のドメイン T1 と V2 を列方向に変換して表

示する SQL 文を次に示す． 

 

select CT1.CNAME 所在地, sum(decode(V2, 'VM01', HOSP, 0)) 厚生省, 

sum(decode(V2, 'VM02', HOSP, 0)) その他の国立, sum(decode(V2, 'VM03', 

HOSP, 0)) 都道府県, sum(decode(V2, 'VM04', HOSP, 0)) 市町村, 

sum(decode(V2, 'VM05', HOSP, 0)) 日赤, sum(decode(V2, 'VM06', HOSP, 0)) 

済生会・北海道社会事業協会, sum(decode(V2, 'VM07', HOSP, 0)) 厚生連, 

sum(decode(V2, 'VM08', HOSP, 0)) 国民健康保険団体連合会, sum(decode(V2, 

'VM09', HOSP, 0)) 社会保健関係団体, sum(decode(V2, 'VM10', HOSP, 0)) 公益

法人, sum(decode(V2, 'VM11', HOSP, 0)) 医療法人, sum(decode(V2, 'VM12', 

HOSP, 0)) 学校法人・その他の法人, sum(decode(V2, 'VM13', HOSP, 0)) 会社, 

sum(decode(V2, 'VM14', HOSP, 0)) 個人  

from T20_3, SDB.CATEGORY CT1  

where T20_3.L1 = CT1.CCODE and T20_3.T1 = 'T11'  

group by T20_3.L1, CT1.CNAME 

 

 この例の場合，この SQL 文の他に，T20_3.T1 = 'T11'の T11 部分を T12～T15

まで変えた SQL 文を生成する． 

 ( c ) 指定された分類属性数が１，元々の統計属性数が２以上の場合 
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 統計属性ごとに SQL 文を生成し，結果を別々のウィンドウに表示する．各ウィ

ンドウのタイトルバーには，統計属性名を表示する．その方法は，前述の(2)と同

様な手法により行う． 

 

select CT1.CNAME caname1,･･･,CTi.CNAME canamei, sum(decode(Ds, 'C1', 

Sk, 0)) ctname1,･･･, sum(decode(Ds, 'Cj', Sk, 0)) ctnamej  

from ST, CT CT1,･･･, CT CTi  

where ST.D1 = CT1.CCODE and ･･･ and ST.Di = CTi.CCODE  

group by ST.D1, CT1.CNAME,･･･, ST.Di ,CTi.CNAME 

 

 ここで，Dsは指定された分類属性のドメインコード，ctname1～ctnamej は指定

された分類属性のカテゴリ名，C1～Cj は指定された分類属性のカテゴリコード，

caname1～canamei は指定されていない分類属性の分類属性名，D1～Diは指定さ

れていない分類属性のドメインコード及び Sk：k = 1～n（n は統計属性数）であ

る． 

 

表 3-7 統計表 20_3：病院の種類・開設者（中分類）・都道府県別病院数 

T1 V2 L1 HOSP 

T11 VM01 PR12 1 

T11 VM01 PR24 1 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

T11 VM03 PR01 2 

T11 VM03 PR02 1 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 

T12 VM04 PR01 1 

T12 VM04 PR14 1 

・・・ ・・・ ・・・ ・・・ 
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3.5.4  論理統計属性の表示 

 論理統計属性の表示の機能は，統計属性を四則演算した結果を表示する機能で

ある．この機能により生成される SQL 文を次に示す． 

 

select CT1.CNAME caname1,･･･,CTi.CNAME canamei, 計算式 論理統計属性

名  

from ST, CT CT1,･･･, CT CTi  

where ST.D1 = CT1.CCODE and ･･･ and ST.Di = CTi.CCODE  

order by ST.D1,･･･, ST.Di 

 

 例えば，図 3-2 に示した統計表 21_1 と 32_1 を水平結合して得られた論理統計

表「T21_1_32_1_Join」から「１病院当たりの病床数：BEDS / HOSP」を計算す

る SQL 文を次に示す． 

 

select C1.CNAME 病床規模, C2.CNAME 所在地, BEDS / HOSP １病院数当た

りの病床数  

from T21_1_32_1_Join, SDB.CATEGORY C1, SDB.CATEGORY C2  

where T21_1_32_1_Join.B2 = C1.CCODE and T21_1_32_1_Join.L1 = 

C2.CCODE  

order by T21_1_32_1_Join.B2, T21_1_32_1_Join.L1 
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3.6  システムの実装 

 本システムは，3.4 で説明した統計表変換の機能である，分類属性削除（分類属

性選択），統計属性選択，定義域制限（カテゴリ選択），定義域削減（カテゴリ

変換），水平結合，垂直結合と，3.5 で説明した出力機能である，統計表表示，分

類属性の順序選択，値属性変換の機能を持つ．開発言語に Java を，データベース

に ORACLE を使用して開発した．ユーザインタフェースに関して，利用者がシス

テムの構造を意識せずに操作できるようにするため，使用する統計表の検索をそ

の表が持つ統計属性と分類属性の選択により行えるようにした．また，各操作で

使用する分類属性とカテゴリ及び統計属性については，その統計表が持つ情報か

ら選択できるようにした．出力機能は，その実行結果をクライアント側のソフト

で再処理できるようにするため，JavaScript を介してブラウザに表形式で出力で

きるようにした． 

 本システムにより，3.4.5 で述べた水平結合の例を実行した結果を図 3-4 に示す．

この例では，2 つの統計表「21_1：病床の規模（中分類）・都道府県別病院数」

と「32_1：病床の規模（小分類）・都道府県別病床数」を水平結合している．中

央の表が 21_1 で，その右が 32_1，右端が水平結合で得られた表である．2 つの

統計表の病床の規模の分類方式は，一方が中分類でもう一方が小分類であるため，

システムは，分類方式を自動で中分類に統一し，水平結合する．このため，32_1

の病床の規模は小分類から中分類に変換される． 
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図 3-4 医療施設調査の実行例 
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3.7  まとめ 

 本章では，リレーショナルモデルに基づく医療統計データベース管理システム

を開発した．最初に，前章で定義した統計表スキームを基にして，統計表のメタ

データを格納する各種辞書の表と，統計データを格納する表を定義した．そして，

前章の統計表変換及び出力の機能に対応する SQL を生成できることを示した． 

 次に，利用者が SQL を記述することは容易ではないため，画面からの簡単な操

作により，統計表変換及び出力の機能に対応する SQL を自動生成するシステムを

開発した．統計表変換は，複数の統計表変換を入れ子にする機能を持つ．実際に

厚生労働省の調査である医療施設調査の統計表を使用して，本システムにより統

計表変換を行うことで，変換が容易に行えることを示した． 

 これにより，現存する統計表を有効活用するために必要となる，統計表からの

統計量の抽出を同一アルゴリズムで行う機能を実現した． 
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  第4章  

統計表の木構造モデルに基づく管理

方式 
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4.1  はじめに 

 第２・３章の統計表のリレーショナルモデルに基づく管理方式により，統計表

から統計量を同一アルゴリズムで抽出可能となった．しかし，個々の統計表の構

造と各属性をコード化してシステムへ登録する作業には手作業による部分が多

く，統計表のシステムへの登録の自動化はできていない．システムに登録された

統計表は，データ抽出が容易になされることで活用される．統計表の登録アルゴ

リズムはデータ抽出の容易さをも考慮して開発されなければならない． 

 本章では，登録の自動化を可能にする方式として，統計表の属性から統計量ま

でのパスを木構造で記述する方式に着目する．木構造モデルに基づく管理方式は，

統計データを XML により記述することで，多次元配列データの記述を可能にす

る．このモデルを用いた管理方式の利点は，木構造にすることで，元々のデータ

構造に関する情報を木構造の中に含めることができ，それによってシステムへの

登録が容易になることである． 

 多様なフォーマットを持つ統計表のシステムへの登録を自動化するためには，

その統計表の構造を自動で認識できる必要がある．表の認識に関する従来研究と

して，Chen ら[27]は，属性値の間の類似性を考えることで，表から属性と属性値

のペアを取り出している．Tijerino ら[28]は，知識ベースを利用して表形式データ

を解析し，人手で作成した地理情報の小さなオントロジーを拡張する例を示して

いる．Embley ら[29]は，表認識のレベルをローレベルとハイレベルに分けており，

ハイレベルでは行と列のヘッダーの認識によりセルが多数のツリーを形成する

が，これは Wang 記法[2],[32]によってきれいに捉えることができると述べている．

増田ら[30]は，HTML の表形式データに対して表の項目名と項目データの境界を

認識するための手法を，田仲ら[31]は，表形式データからオントロジーを構築する

手法を提案している．しかし，これらの従来研究では，データ抽出の容易さに関

する議論は行われていない． 

 表のデータ構造は，Wang 記法を使うことで，属性から値までのパスとして記

述することができるため，本章では Wang 記法を基にして，属性を木構造のノー
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ドに対応させて，ノードに属性名と属性値の情報を持たせることで，統計表の属

性から統計量までのパスを XML で記述する新しい記法を提案する．この記法によ

り，多様なフォーマットを持つ統計表のシステムへの登録を同一アルゴリズムで

行えるようになるとともに，データ抽出を容易に行うことができる． 

 なお，Wang の記法を基にした従来研究[33],[34]では，抽出を容易に行うという

視点は見られない．本研究と類似した記法に山口ら[35]の提案する記法がある．し

かしこの記法は，単独の分類属性を持つ表だけを対象にしているため，複数の分

類属性を持つ統計表には適用することができず，また，データ抽出の方式が記述

されていない． 

 本方式の有効性を確認するため，統計データからの考えられる全ての抽出を木

構造にした統計データに対して行えることを示す．更に，モデル化した統計表及

び厚生労働省が公開している医療統計表を使った抽出実験により，データの抽出

が容易に行えることを示す． 

4.2  統計表特有のフォーマット 

 一般に統計表は，次のような統計表特有のフォーマットを持つ． 

4.2.1  統計属性の表記 

 統計表に含まれる統計属性の数は表によって様々である．統計属性が 1 つしか

存在しない統計表の場合，統計属性の属性値は表のヘッダーには現れない．図 4-1

は，1 つの統計属性が 5 つの分類属性で分類された統計表であるが，統計属性の属

性値である“受療率”は表のどこにも現れない．統計属性の属性値が複数ある場

合は，属性値は Stub または Boxhead にレイアウトされる．この場合，それぞれ

の属性値は同じ分類属性で分類される．図 4-2 は統計属性が複数の属性値（“施

設数”，“構成割合”，“人口１０万対施設数”）を持っている．このような場

合，それぞれの統計属性の属性値，例えば“施設数”は，分類属性“施設の種類”



 

‐70‐ 

の属性値として“総数”や“病院”，“精神科病院”を持ち，“構成割合”と“人

口１０万対施設数”も同じ属性値を持つ． 

4.2.2  階層構造を持つ分類属性 

 分類属性には，大分類，中分類，小分類のような階層構造を持つものがある．

図 4-2 の統計表は，分類属性“施設の種類”が 3 階層になっている．このような

場合，下の階層の属性値は上の階層の属性値により異なる．この統計表の“施設

の種類”の場合，“病院”の下の階層には“精神科病院”や“伝染病院”などが

あり，“一般診療所”の下には“有床”と“無床”がある． 
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入院 外来 

総数 病院 一般診療所 総数 病院 一般診療所 歯科診療所 

全国        

総数 

総数 1145 1089 56 5551 1461 3091 1000 

０～４歳 360 349 11 6439 1237 4808 394 

５～１４ 111 110 1 3204 490 1900 814 

・・・        

男 

総数 1080 1042 39 4815 1377 2557 881 

０～４歳 392 376 16 6727 1359 5023 345 

・・・        

女 

総数 1206 1134 72 6252 1541 3599 1113 

０～４歳 327 321 6 6137 1108 4582 447 

・・・        

北海道        

総数 

総数 1667 1589 77 5923 2014 2775 1134 

０～４歳 409 409 － 6425 1582 4417 425 

・・・        

男 

総数 1580 1517 63 5085 1852 2269 964 

０～４歳 421 421 － 6895 1842 4846 206 

・・・        

・・・         

図 4-1 受療率（人口１０万対），入院－外来・ 

施設の種類×性・年齢階級×都道府県別 
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 施設の種類 
年次 

昭和 59 年 62 年 平成2年 ・・・ 

施設数 

総数 131832 137275 143164  

病院 9574 9841 10096  

 精神科病院 1015 1044 1049  

 伝染病院 12 13 10  

 結核療養所 31 19 15  

 一般病院 8516 8765 9022  

  地域医療支援病院 ・ ・ ・  

  ・・・     

一般診療所 78332 79134 80852  

 有床 26459 24975 23589  

  療養病床を有する一般診療所 ・ ・ ・  

 無床 51873 54159 57263  

・・・     

構成割合 

総数 100 100 100  

病院 7.3 7.2 7.1  

 精神科病院 10.6 10.6 10.4  

 ・・・     

人口 10 万対施

設数 

総数 109.6 112.3 115.8  

・・・     

図 4-2 施設数・構成割合・人口１０万対施設数，年次・施設の種類別 
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4.3  抽出を容易にする記述方法 

4.3.1  Wang のδ記法 

 表のデータとその構造は，Wang のδ記法により属性から統計量までのパスと

して記述することができる[2],[32]．δ記法では，属性間をカンマで区切り，属性

名と属性値を組としてドットで区切ってパスを記述する．図 4-1 の表のδ記法に

よる記述例を次に示す． 

 

δ({都道府県.全国, 性.総数, 年齢階級.総数, 入院－外来.入院, 施設の種類.総数}) 

= 1145 

δ({都道府県.全国, 性.総数, 年齢階級.総数, 入院－外来.入院, 施設の種類.病院}) 

= 1089 

δ({都道府県.全国, 性.総数, 年齢階級.総数, 入院－外来.入院, 施設の種類.一般診

療所}) = 56 

・・・ 

δ({都道府県.全国, 性.女, 年齢階級.０～４歳, 入院－外来.入院, 施設の種類.総

数}) = 327 

・・・ 

δ({都道府県.北海道, 性.男, 年齢階級.０～４歳, 入院－外来.外来, 施設の種類.歯

科診療所}) = 206 

・・・ 

 

 δ記法では，階層構造になった分類属性の記述方法は，下位の属性値の前に上

位の属性値をドットで区切って記述する．図 4-2 の表のδ記法による記述例を次

に示す．なお，δ記法では統計属性の扱いについては何の定義もないため，ここ

では統計属性の名称を単に“統計属性”と記述している． 
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δ({統計属性.施設数, 施設の種類.総数, 年次.昭和 59 年}) = 131832 

δ({統計属性.施設数, 施設の種類.総数, 年次.62 年}) = 137275 

・・・ 

δ({統計属性.施設数, 施設の種類.病院, 年次.昭和 59 年}) = 9574 

・・・ 

δ({統計属性.施設数, 施設の種類.病院.精神科病院, 年次.昭和 59 年}) = 1015 

・・・ 

δ({統計属性.施設数, 施設の種類.病院.一般病院, 年次.昭和 59 年}) = 8516 

・・・ 

δ({統計属性.施設数, 施設の種類.病院.一般病院.地域医療支援病院, 年次.昭和 59

年}) = ・ 

4.3.2  提案記法 

 本章の研究では，統計表の属性から統計量までのパスを木構造で記述する．木

構造にすることで，データの重複が尐なくなり，また，木構造の記述や木構造か

らの抽出が行いやすくなる．本研究では更に，次のように記述と抽出の容易さを

考慮した構造にする． 

(1) 記述の容易な構造 

 統計データの記述を自動化するためには，記述しやすい構造にする必要がある．

δ記法では属性名が必要になるが，一般に統計表では属性名が表の中に記述され

ていない場合が多いため，本研究では，表の列と行の位置の情報，及び属性値だ

けで木構造を記述する．また，δ記法による階層構造を持つ分類属性の記述は，

木構造に対応させにくいため，階層の各レベルをそれぞれ単独の属性として記述

する．なお，特定の分類属性だけで分類して抽出するためには，合計値のノード

を利用する必要があるが，合計値のノードを他のノードと独立させると記述しに

くく，抽出もわかりにくくなるため，独立させずに他のノードと同様に扱う． 
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(2) 抽出の容易な構造 

 統計データからの抽出は，属性名と属性値を使って行う．このため，統計デー

タを木構造にする場合は，属性を木構造のノードに対応させて，ノードに属性名

と属性値の情報を持たせる．また，階層構造を持つ分類属性の場合は，階層構造

の各レベルをノードに対応させ，それぞれにレベル名と属性値の情報を持たせる．

このような構造にすることで，木構造にした統計データからの抽出を，各ノード

の属性値を指定することにより行うことができる． 

 以上を考慮して，提案記法では，分類属性と統計属性を木構造のノードに対応

させ，Stub の列の順，Boxhead の行の順に振った番号をノード名として記述し，

属性値をノードの属性値として，統計量をノードの値として記述する．また，階

層構造を持つ分類属性の各階層は，属性値が Boxhead にある場合は別の行に記述

され，Stub にある場合は字下げして記述されているが，これらの記述方法を統一

して，下のレベルを上のレベルの子ノードとして記述する．図 4-1 と図 4-2 の統

計表をこの方式により木構造にした例を図 4-3 と図 4-4 に示す．ここで，左側の

e1～e5 はノード名を，楕円は属性を，四角は統計量を表す． 

 一般に，階層構造を持つ分類属性を含む統計表は，各階層に下の階層の合計値

を持つが，合計値を示す属性値を持たない．このようなデータ構造を本記法で機

械的に記述すると，図 4-4 のリンク“root－施設数－病院－昭和 59 年－9574”の

ようになる．しかし，このようなデータ構造では，利用者が合計値による抽出を

指示しにくいため，本記法では，図 4-5 のように“病院”と“昭和 59 年”のあい

だに合計値の属性値として“総数”を追加し，“root－施設数－病院－総数－昭和

59 年－9574”の形で記述する． 
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図 4-3 図 4-1 の統計表の木構造による記述 
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図 4-4 図 4-2 の統計表の木構造による記述 

昭和59年 

構成割合 

歯科診療

所 

62 年 平成 2 年 

精神科病院 

地域医療 老人病院 療養病床 感染症病床 

9574 9841 10096 

病院 

施設数 

root 

昭和59年 62 年 平成 2 年 

131832 137275 143164 

e1 

e2 

e3 

e4 

e5 

人口10万対施設数 

一般診療

所 

 

総数 

伝染病院 結核療養所 有床 無床 
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図 4-5 図 4-4 の階層のある分類属性に“総数”を追加した図 

昭和59年 62 年 平成 2 年 

精神科病院 

9574 9841 10096 

病院 

施設数 

root 

昭和59年 62 年 平成 2 年 

131832 137275 143164 

e1 

e2 

e3 

e4 

e5 

総数 

総数 

地域医療 老人病院 療養病床 

伝染病院 結核療養所 一般病院 
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4.3.3  抽出の種類 

 統計表から統計量を抽出する方法には，“属性値を指定した抽出”と，“属性

を指定した抽出”，“統計量を指定した抽出”，“階層のある分類属性からの特

定レベルの抽出”が考えられる．このうちの“統計量を指定した抽出”は，使用

する頻度が尐ないと考えられるため本研究では省く．“属性値を指定した抽出”

は，“分類属性の属性値を指定した抽出”と“統計属性の属性値を指定した抽出”

に分けられる．また“属性を指定した抽出”は，“選択した分類属性だけで分類

した抽出”と言い換えることができる．以上の抽出を整理すると次の 4 種類にな

る． 

(1) 分類属性の属性値を指定した抽出 

(2) 統計属性の属性値を指定した抽出 

(3) 選択した分類属性だけで分類した抽出 

(4) 階層のある分類属性からの特定レベルの抽出 

4.3.4  木構造からの抽出 

 ここでは，4.3.2 に示した 4 種類の抽出を木構造で記述した統計表に対して行う

場合，木構造を構成する各ノードを属性値により絞り込むことで行えることを示

す． 

 (1)～(3)では，モデル化した統計表として図 4-6 に示す統計表を使用する．この

統計表は 3 種類の属性（分類属性または統計属性）を持ち，各属性は子ノードを 3

つ持つ．(4)では，モデル化した統計表として図 4-14 に示す統計表を使用する．こ

の統計表は階層構造を持つ分類属性を含んでいる． 

(1) 分類属性の属性値を指定した抽出 

 この抽出は，文字通り分類属性の属性値を指定して木構造を絞り込む．各属性

の属性値を複数指定すると，抽出した統計量の数は，各属性で選択した属性値の

数を掛けた数になる．例えば図 4-6 の統計表は，a1～a3，b1～b3，c1～c3 が属性
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の名称で，v1～v27 が統計量であるが，この統計表の各属性から先頭の 2 つの属

性値を抽出すると，その結果は図 4-7 のようになり，8 つの統計量が得られる．こ

の統計表は，複数の分類項目によりクロス集計された形になっているため，a1～

a3 のそれぞれに b1～b3 を持ち，b1～b3 のそれぞれに c1～c3 を持つ． 

(2) 統計属性の属性値を指定した抽出 

 統計属性は，統計表の記述の上では分類属性との違いは明確ではない．例えば，

図 4-2 の統計表には統計属性として“施設数”，“構成割合”，“人口１０万対

施設数”があるが，これらは分類属性の属性値と見ても問題はない．このため，

この抽出は，分類属性の属性を指定した場合と同じ様に抽出することができる． 

(3) 選択した分類属性だけで分類した抽出 

 国が公開しているほとんどの統計表には，合計値の情報が含まれている．例え

ば今回取り上げた患者調査と医療施設調査では，3 つ以上の分類属性を持つ統計表

と階層構造になった分類属性を持つ全ての統計表は，“総数”の属性値を持つ．

図 4-1 の分類属性“年齢階級”の“総数”や，図 4-2 の分類属性“施設の種類”

の“総数”がこれにあたる．本研究では，統計表が合計値の情報を持つことを前

提とする．このため，合計値の情報を持たない統計表の場合は，木構造に変換す

る段階で合計値を追加する必要がある． 

 これを前提とすると，この抽出は，選択した分類属性の全てのノードと，選択

していない分類属性の合計値に対応したノードでの絞り込みにより行うことがで

きる．例えば，図 4-1 の統計表から“入院－外来別，施設の種類別，年齢階級別

の受療率”を抽出する場合，選択していない分類属性である“都道府県”と“性”

からは，合計値に対応したノードである“全国”と“総数”を選択する． 

 この抽出では，選択する分類属性の数により抽出後の形が異なるため，次の 2

種類の抽出に分けて説明する．ここでは図 4-6 の統計表を使用する．この図で a1, 

b1, c1 が合計値のノードであるとする．なお，この抽出は分類属性の最上位のレ

ベルを対象にするため，階層構造を持つ分類属性を含む統計表も図 4-6 の形で表

すことができる． 

(a) 分類属性をひとつだけ選択した抽出 
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 この抽出は，最上位の属性だけを選択した場合は，最上位の属性を合計値以外

のノードである a2 と a3 で絞り込み，2 番目の属性を合計値のノードである b1 で，

3 番目を c1 で絞り込むことで行う．この結果は図 4-8 のようになる．同様にして

2 番目の属性だけを選択した場合は図 4-9，最下位の属性だけを選択した場合は図

4-10 のようになる． 

(b) 分類属性を複数選択した抽出 

 この抽出の結果は，最上位と 2 番目の属性を選択すると，a2, a3, b2, b3, c1 で

絞り込むため，図 4-11 のようになり，最上位と最下位の属性を選択すると図 4-12，

2 番目と最下位の属性を選択すると図 4-13 のようになる． 

(4) 階層を持つ分類属性からの特定レベルの抽出 

 階層構造を持つ分類属性の下位レベルの属性値は，上位レベルによって異なる．

例えば図 4-2 の分類属性“施設の種類”の“病院”の下位レベルは“精神科病院”

と“伝染病院”などであるが，“一般診療所”の下位レベルは“有床”と“無床”

である． 

 ここで使用する図 4-14 の統計表は，a1～a3 と b1～b6 が階層構造になったひと

つの分類属性であり，c1～c3 はこれとは別の分類属性であるとする．階層構造を

持つ分類属性は，各レベルに下位レベルの合計値を持つので，この抽出は，選択

したレベルの全ての属性値と，選択していないレベルの合計値に対応したノード

により絞り込むという方法で行うことができる．図 4-14 では，a1, b1, b4 が合計

値のノードであるとする．図 4-14 からの抽出は，最上位のレベルの抽出と 2 番目

のレベルの抽出に分けられる． 

(a) 最上位のレベルの抽出 

 最上位のレベルの合計値のノードは a1 であるので，これを抽出すると，結果は

図 4-15 のようになる． 

(b) 2 番目のレベルの抽出 

 2 番目のレベルの合計値のノードは b1, b4 であるので，これを抽出すると，結

果は図 4-16 のようになる． 
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図 4-6 3 段階の属性を持ち，各属性は子ノードを 3 つ持つ統計表 

 

 

図 4-7 図 4-3 の各属性から先頭の 2 つの属性値を抽出した結果 
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図 4-8 最上位の属性により分類した結果 

 

図 4-9 2 番目の属性により分類した結果 
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図 4-10 最下位の属性により分類した結果 

 

 

図 4-11 最上位と 2 番目の属性により分類した結果 
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図 4-12 最上位と最下位の属性により分類した結果 

 

 

図 4-13 2 番目と最下位の属性により分類した結果 
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図 4-14 階層のある分類属性を持つ統計表を木構造で表した概念図 

 

図 4-15 最上位のレベルを抽出した結果 
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図 4-16 2 番目のレベルを抽出した結果 
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4.3.5  XML 形式による記述 

 4.3.3 では，木構造からの抽出は，木構造を構成する各ノードを属性値により絞

り込むことで行えることを示した．この抽出には，任意のノードに抽出の指示を

与えられるようにする必要があるが，統計表には分類属性が明示されていない場

合が多いため，本記法では，同じ属性であることを示すために，各ノードにノー

ド名として属性値の位置情報から求めたレベル番号を付ける．属性の種類は，Stub

側の属性は列の位置により，Boxhead 側の属性は行の位置により特定することが

できる．また，階層のある分類属性の場合は，Boxhead 側の属性は異なる行に分

けることで，Stub 側の属性は字下げにより階層が表現されているため，この情報

を元にレベル番号を付ける．レベル番号は，Stub と Boxhead の属性の位置をカ

ウントすることで求める．例えば，図 4-1 の場合は，Stub の属性である“都道府

県”を e1，“性”を e2，“年齢階級”を e3 に，Boxhead の“入院－外来”を e4，

“施設の種類”を e5 にする．これにより分類属性ごと，階層ごとに異なるレベル

番号が振られるため，抽出の指示をレベル番号で行えるようになる． 

 本研究では，木構造への変換の機能と抽出の機能の豊富さから，木構造を XML

形式で記述する．その記述方法は，レベル番号をノード名として付け，各ノード

に id 属性として属性値を記述し，葉ノードに値として統計量を記述する．なお，

統計表には数字で始まる属性値が存在するが，XML の記述規則では先頭に数字を

含む値を属性値として使えないため，全ての属性値の先頭に“n”を付け加える．

なお，抽出結果には，統計量に加えて分類属性の属性値が必要であるが，本記法

では木構造を採用しているため，統計量に対応した分類属性の属性値は，その統

計量の上位ノードの属性値と対応しているので，これを取得する． 

 医療統計表の場合，分類属性と統計属性の名称が表に記載されていないが，統

計表からのデータ抽出時に属性の名称が必要になる．このため，root ノードの下

を attributes ノードと data ノードに分け，attributes ノードに属性の情報を記述

する．ノード名にはレベル番号を使い，分類属性の id 属性を“Category”に，統

計属性の id 属性を“Summary”にする．また，属性の名称を name 属性として

記述する．階層のある分類属性の場合は同じ名称を付ける．さらに統計表の名称
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を name ノードとして追加する．図 4-1 と図 4-2 の統計表の本記法による記述例

を図 4-17 と図 4-18 に示す． 

 階層構造を持つ分類属性を含む統計表を本手法で記述すると，レベル番号は連

続した番号にはならない．例えば分類属性が階層構造を持つ図 4-2 の統計表を本

手法により記述すると，図 4-4 のように階層構造を持つ分類属性である“施設の

種類”のレベル番号は e2, e3, e4 になるが，“総数”のような合計値の場合は，そ

の下のレベルはないため，次のようにレベル番号は連続した番号にはならない． 

  <e1 id="n 施設数"> 

    <e2 id="n 総数"> 

      <e5 id="n 昭和 59 年">131832</e5> 
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<root> 
  <name>下巻第１６表 受療率（人口１０万対），入院－外来・施設の種類×性・
年齢階級×都道府県別 </name> 

  <attributes> 
    <e id="Summary" name="受療率"/> 

    <e1 id="Category" name="都道府県"/> 

    <e2 id="Category" name="性"/> 
    <e3 id="Category" name="年齢階級"/> 

    <e4 id="Category" name="入院－外来"/> 

    <e5 id="Category" name="施設の種類"/> 
  </attributes> 

  <data> 

    <e1 id="n全国"> 
      <e2 id="n総数"> 

        <e3 id="n総数"> 

          <e4 id="n入院"> 
            <e5 id="n総数">1145</e5> 

            <e5 id="n病院">1089</e5> 

            <e5 id="n一般診療所">56</e5> 
          </e4> 

          <e4 id="n外来"> 

            <e5 id="n総数">5551</e5> 
            <e5 id="n病院">1461</e5> 

            <e5 id="n一般診療所">3091</e5> 

            <e5 id="n歯科診療所">1000</e5> 
          </e4> 

        </e3> 

      ・・・ 
  </data> 

</root> 

図 4-17 図 4-1 の統計表の本記法による記述 

 
<root> 

  <name>上巻第１表 施設数・構成割合・人口１０万対施設数，年次・施設の種
類別</name> 
  <attributes> 

    <e1 id="Summary" name="施設数・構成割合・人口１０万対施設数"/> 

    <e2 id="Category" name="施設の種類"/> 
    <e3 id="Category" name="施設の種類"/> 

    <e4 id="Category" name="施設の種類"/> 

    <e5 id="Category" name="年次"/> 
  </attributes> 

  <data> 
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    <e1 id="n 施設数"> 
      <e2 id="n 総数"> 

        <e5 id="n 昭和 59 年">131832</e5> 

        <e5 id="n62 年">137275</e5> 
        <e5 id="n 平成 2 年">143164</e5> 

        ・・・ 

      </e2> 
      <e2 id="n 病院"> 

        <e3 id="n 総数"> 

          <e5 id="n 昭和 59 年">9574</e5> 
          <e5 id="n62 年">9841</e5> 

          <e5 id="n 平成 2 年">10096</e5> 

          ・・・ 
        <e3 id="n 精神科病院"> 

          <e5 id="n 昭和 59 年">1015</e5> 

          <e5 id="n62 年">1044</e5> 
          <e5 id="n 平成 2 年">1049</e5> 

          ・・・ 

        </e3> 
        ・・・ 

        <e3 id="n一般病院"> 

          <e4 id="n総数"> 
            <e5 id="n昭和59年">8516</e5> 

            <e5 id="n62年">8765</e5> 

            <e5 id="n平成2年">9022</e5>  </data> 
            ・・・ 

          </e4> 

          ・・・ 
        </e3> 

      </e2> 

      ・・・ 
    </e1> 

  </data> 

</root> 

図 4-18 図 4-2 の統計表の本記法による記述 
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4.4  抽出実験 

 XML データの問合せ言語には，木の節点を指し示すことを目的とした

XPath[38]や，XML データソースのための照会機能を提供することを目的とした

XQuery[39]がある．4.3.3 で述べた抽出は，XPath により記述することが可能で

あるため，本研究では XPath を使用する． 

 ここでは，4.3.3 で述べた抽出の実験を行った．なお，4.3.3 (2)の抽出は 4.3.3 (1)

と同じであるため省略する．4.4.1～4.4.3 でモデル化した統計表からの抽出実験を

行い，4.4.4 で実際の統計表からの抽出実験を行った． 

4.4.1  分類属性の属性値を指定した抽出 

 選択した分類属性に対応したノードに属性値による抽出の条件を指定する．こ

こでは，図 4-6 の統計表のノード名を上から e1，e2，e3 として，各ノードの id

属性に属性値を記述した，図 4-19 に示す XML を元にする．なお，図 4-19 以降の

XML は，root ノードの下を図 4-17 や図 4-18 のように attributes ノードと data

ノードに分けずに，data ノードの内容を root ノードの直下に記述している．図

4-19 の XML からの各属性の先頭の 2 つの属性値による抽出の記述例を次に示す． 

 

 root/e1[@id='a1' or @id='a2']/e2[@id='b1' or @id='b2']/e3[@id='c1' or @id='c2'] 

 

 XPath による抽出の指定方法は，このように抽出するパスのノード名をスラッ

シュで区切り，属性値で絞り込む場合はノード名の後に抽出条件を角カッコで囲

んで指定する．この結果は図 4-20 のようになる．なお，結果には先頭ノードから

のパスを含めている． 
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4.4.2  選択した分類属性だけで分類した抽出 

 選択した分類属性に対応したノードに合計値以外の属性値の抽出条件を，それ

以外のノードに合計値の属性値の抽出条件を指定する．図 4-19 の XML からの最

上位の分類属性だけで分類した抽出の記述例を次に示す． 

 

 root/e1[@id='a2' or @id='a3']/e2[@id='b1']/e3[@id='c1'] 

 

 この結果は図 4-21 のようになる．なお，b1 と c1 は合計値のノードであり，医

療統計表での合計値の属性値は“総数”であるため，この XPath は次のように記

述できる． 

 

 root/e1[@id='a2' or @id='a3']/e2[@id='n 総数']/e3[@id='n 総数'] 

4.4.3  階層のある分類属性からの特定レベルの抽出 

 階層構造を持つ分類属性の場合，上のレベルは下のレベルの合計値を持つ．但

し，合計値であることを示す名称が付いていないため，本方式では XML への変換

時に“総数”のノードを追加する．ここでは，図 4-14 の統計表を変換した図 4-22

に示す XML を元にする．なお，a1～a3 のノード名を e1，b1～b6 を e2，c1～c3

を e3 としている． 

 

(1) 最上位のレベルの抽出 

 この抽出は，ノード名 e1 の合計値のノード，すなわち id 属性が a1 のものを抽

出する次の XPath により行う． 

 

 root/e1[@id='a1']/e3 

 

 この結果は図 4-23 のようになる．本方式では，階層構造を持つ分類属性の合計

値の属性値を“総数”にしているため，XPath の記述は次のようになる． 
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 root/e1[@id='n 総数']/e3 

 

(2) 2 番目のレベルの抽出 

 この抽出は，ノード名 e2 の合計値のノード，すなわち b1, b4 のノードを抽出す

る次の XPath により行う． 

 

 root/e1/e2[@id='b1' or @id='b4']/e3 

 

 この結果は図 4-24 のようになる．合計値の属性値を“総数”とした場合の XPath

は次のようになる． 

 

 root/e1/e2[@id='n 総数']/e3 

 

4.4.4  実際の統計表からの抽出実験 

 ここでは，実際の統計表である図 4-1 と図 4-2 の統計表に対して 4.4.1～4.4.3

の抽出実験を行った．実験の内容と結果を表 4-1 に示す．ここで，“抽出条件”

は属性名と属性値をコロンで区切って記述し，“抽出結果”は得られた統計量を

カンマで区切って記述している．なお，“入院－外来”は合計値を持たないため，

4.4.1 と 4.4.2 では“入院”を抽出条件に加えた．また，4.4.2 の“都道府県”の抽

出のように，結果が多くなるケースでは，抽出条件を追加することで調整した． 

4.4.5  実験結果の評価 

 以上の実験により，本記法で記述した統計表からは想定される限りの抽出を

XPath で行うことが可能であることを確認した．また，XPath は 1 行で記述でき

るため，他の抽出方法と比較して抽出の記述が容易である．但し，XPath を記述

するためには，統計表が持つ属性の名称と本記法での属性の記述順，属性値の名
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称，及び階層構造を持つ分類属性の上位レベルの属性値で抽出する場合のレベル

番号の扱いに関する知識が必要である． 

 

<root> 

  <e1 id="a1"> 

    <e2 id="b1"> 
      <e3 id="c1">v1</e3> 

      <e3 id="c2">v2</e3> 

      <e3 id="c3">v3</e3> 
    </e2> 

    <e2 id="b2"> 

      <e3 id="c1">v4</e3> 
      ・・・ 

    </e2> 

  </e1> 
  ・・・ 

  <e1 id="a3"> 

    ・・・ 
    <e2 id="b3"> 

      <e3 id="c1">v25</e3> 

      <e3 id="c2">v26</e3> 
      <e3 id="c3">v27</e3> 

    </e2> 

  </e1> 
</root> 

図 4-19 図 4-6 の統計表の本記法による記述 

 

<root> 
  <e1 id="a1"> 

    <e2 id="b1"> 

      <e3 id="c1">v1</e3> 
      <e3 id="c2">v2</e3> 

    </e2> 

    <e2 id="b2"> 
      <e3 id="c1">v4</e3> 

      <e3 id="c2">v5</e3> 

    </e2> 
  </e1> 

  <e1 id="a2"> 

    <e2 id="b1"> 
      <e3 id="c1">v10</e3> 
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      <e3 id="c2">v11</e3> 
    </e2> 

    <e2 id="b2"> 

      <e3 id="c1">v13</e3> 
      <e3 id="c2">v14</e3> 

    </e2> 

  </e1> 
</root> 

図 4-20 分類属性の属性値による抽出 

 

<root> 
  <e1 id="a2"> 

    <e2 id="b1"> 

      <e3 id="c1">v10</e3> 
    </e2> 

  </e1> 

  <e1 id="a3"> 
    <e2 id="b1"> 

      <e3 id="c1">v19</e3> 

    </e2> 
  </e1> 

</root> 

図 4-21 各最上位の属性による分類 

 

<root> 

  <e1 id="a1"> 
    <e3 id="c1">v1</e3> 

    <e3 id="c2">v2</e3> 

    <e3 id="c3">v3</e3> 
  </e1> 

  <e1 id="a2"> 

    <e2 id="b1"> 
      <e3 id="c1">v4</e3> 

      <e3 id="c2">v5</e3> 

      <e3 id="c3">v6</e3> 
    </e2> 

    <e2 id="b2"> 

      <e3 id="c1">v7</e3> 
      <e3 id="c2">v8</e3> 

      <e3 id="c3">v9</e3> 

    </e2> 
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    <e2 id="b3"> 
      <e3 id="c1">v10</e3> 

      <e3 id="c2">v11</e3> 

      <e3 id="c3">v12</e3> 
    </e2> 

  </e1> 

  <e1 id="a3"> 
    <e2 id="b4"> 

      <e3 id="c1">v13</e3> 

      <e3 id="c2">v14</e3> 
      <e3 id="c3">v15</e3> 

    </e2> 

    <e2 id="b5"> 
      <e3 id="c1">v16</e3> 

      <e3 id="c2">v17</e3> 

      <e3 id="c3">v18</e3> 
    </e2> 

    <e2 id="b6"> 

      <e3 id="c1">v19</e3> 
      <e3 id="c2">v20</e3> 

      <e3 id="c3">v21</e3> 

    </e2> 
  </e1> 

</root> 

図 4-22 図 4-14 の統計表の本記法による記述 

 
<root> 

  <e1 id="a1"> 

    <e3 id="c1">v1</e3> 
    <e3 id="c2">v2</e3> 

    <e3 id="c3">v3</e3> 

  </e1> 
</root> 

図 4-23 最上位のレベルの抽出 

 
<root> 

  <e1 id="a2"> 

    <e2 id="b1"> 
      <e3 id="c1">v4</e3> 

      <e3 id="c2">v5</e3> 

      <e3 id="c3">v6</e3> 
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    </e2> 
  </e1> 

  <e1 id="a3"> 

    <e2 id="b4"> 
      <e3 id="c1">v13</e3> 

      <e3 id="c2">v14</e3> 

      <e3 id="c3">v15</e3> 
    </e2> 

  </e1> 

</root> 

図 4-24 途中のレベルの抽出 

 

 

表 4-1 図 4-1 と図 4-2 からの抽出実験 

項番 対象 抽出条件 抽出に使用したXPath 抽出結果 

4.4.1 図 4-1 都道府県：全国 or 北海道，

性：総数 or 男，年齢階級：

0～4 歳 or 5～14，入院－外

来：入院，施設の種類：病院

 or 一般診療所 

root/data/e1[@id='n全国' or 

@id='n北海道']/e2[@id='n総数'

 or @id='n男']/e3[@id='n０～

４歳' or @id='n５～１４']/e4

[@id='n入院']/e5[@id='n病院' 

or @id='n一般診療所'] 

349, 11, 110, 1, 376, 

16, 123, 2, 409, -, 125, 

-, 421, -, 142, - 

4.4.2 図 4-1 都道府県：北海道 or 青森 o

r 岩手 or 宮城，性：総数，

年齢階級：総数，入院－外

来：入院，施設の種類：総数 

root/data/e1[@id='n北海道' or

 @id='n青森' or @id='n岩手' 

or @id='n宮城']/e2[@id='n総数

']/e3[@id='n総数']/e4[@id='n入

院']/e5[@id='n総数'] 

1667, 1253, 1309, 971 

4.4.3 

(1) 

図 4-2 統計属性：施設数，施設の種

類：病院 

root/data/e1[@id='n施設数']/e

2[@id='n病院']/e3[@id='n総数']

/e5 

9574, 9841, 10096, 

9844, 9490, 9286, 

9187, 9077, 9026 

4.4.3 

(2) 

図 4-2 統計属性：施設数，施設の種

類：病院・一般病院 

root/data/e1[@id='n施設数']/e

2[@id='n病院']/e3[@id='n一般

病院']/e4[@id='n総数']/e5 

8516, 8765, 9022, 

8767, 8421, 8222, 

8116, 7999, 7952 

4.4.3 

(3) 

図 4-2 統計属性：施設数，施設の種

類：病院・一般病院・地域医

療支援病院 

root/data/e1[@id='n施設数']/e

2[@id='n病院']/e3[@id='n一般

病院']/e4[@id='n地域医療支援

病院']/e5 

・, ・, ・, ・, ・, 16, 43, 

84, 106 
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4.5  まとめ 

 本章では，統計表の木構造モデルに基づく管理方式について述べた．この管理

方式では，属性を木構造のノードに対応させて，ノードに属性名と属性値の情報

を持たせることで，統計表の属性から統計量までのパスを XML で記述する．モデ

ル化した統計表及び実際の統計表を使用した抽出実験から，提案記法で記述した

統計表から容易にデータが抽出できることを示した． 

 統計表をリレーショナルデータベース[11]～[15]やOLAP[40],[41]により管理す

る方式の場合，データベースに統計表のデータを取り込む際に，それぞれの統計

表のデータ構造を調べて，それをメタデータとして登録する必要があるが，この

作業を自動化することは難しい．これに対して本記法を使った方式では，木構造

にすることで，元々のデータ構造に関する情報を木構造の中に含めることができ

るため，各統計表のデータ構造を調べる必要はなく，統計表の各統計量を XML で

記述する際に，その統計量の属性をノードとして追加していくだけで記述するこ

とができる．また，統計データからの考えられる全ての抽出を同一アルゴリズム

で行うことが可能である． 
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  第5章  

統計表の木構造モデルに基づく管理

システムの開発 
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5.1  はじめに 

 前章では，統計表を XML で記述する新しい記法を提案した．この記法は，属性

を木構造のノードに対応させて，ノードに属性名と属性値の情報を持たせること

で，統計表の属性から統計量までのパスを XML で記述する．統計表からのデータ

抽出は，統計表を提案記法で記述することにより容易になるが，様々なフォーマ

ットを持つ統計表を本方式に変換するためには，提案記法や XML に関する知識が

必要である．また，変換した統計データから必要なデータを抽出するためには，

統計データのデータ構造に関する知識と XML の問合せ言語である XPath に関す

る知識が必要になる． 

 本章では，表認識により統計表を自動で XML 形式に変換する機能と，利用者が

GUI により選択した内容から XPath を含む XSLT[42]を自動生成して抽出する機

能を持つ統計表管理システムを開発する． 

5.2  システムの概要 

 本システムは 2 つのサブシステムからなる．それぞれのサブシステムの機能は

以下の通りである． 

(1) 統計表のフォーマットを自動認識して提案記法に変換するサブシステム 

 CSV 形式の統計表を読み込み，フォーマットを自動で認識して，前章で提案し

た XML 形式に変換する機能を持つ． 

(2) 対話形式により必要なデータを自動抽出するサブシステム 

 変換した統計表を統計属性と分類属性により検索する機能と，検索した統計表

の属性値を画面上に一覧表示し，対話形式により利用者が必要とするデータを抽

出する機能を持つ．データ抽出の機能は，利用者の選択の指示により，データを

抽出する XPath と結果を加工する XSLT を生成して実行し，結果を表示する．シ

ステムの処理の流れを図 5-1 に示す． 



 

‐102‐ 

 

 

図 5-1 システムの処理の流れ 

5.3  フォーマットの自動認識による変換 

5.3.1  提案記法の概要 

 統計表の木構造モデルに基づく管理方式では，統計データの属性から統計量ま

でのパスを XML で記述し，分類属性と統計属性を XML のノードとして，属性値

を各ノードの id 属性として記述し，統計量を最後のノードのテキストノードに記

述する．属性の種類は，Stub 側の属性は列の位置により，Boxhead 側の属性は行

の位置により特定することができる．このため，属性に対応するノードのノード

名に属性値の位置情報から求めたレベル番号を付ける．階層のある分類属性の場

合は，階層ごとに別のレベル番号を振る．Stub と Boxhead のレベル番号の順は，

Stub 側から先に番号を振る．図 5-2 の統計表の本記法による記述例を図 5-3 に示

す． 
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 施設の種類 
年次 

昭和 59 年 62 年 平成 2 年 ・・・ 

施設数 

総数 131832 137275 143164  

病院 9574 9841 10096  

 精神科病院 1015 1044 1049  

 伝染病院 12 13 10  

 結核療養所 31 19 15  

 一般病院 8516 8765 9022  

  地域医療支援病院 ・ ・ ・  

  ・・・     

一般診療所 78332 79134 80852  

 有床 26459 24975 23589  

  療養病床を有する一般診療所 ・ ・ ・  

 無床 51873 54159 57263  

・・・     

構成割合 

総数 100 100 100  

病院 7.3 7.2 7.1  

 精神科病院 10.6 10.6 10.4  

 ・・・     

人口 10 万対施設数 
総数 109.6 112.3 115.8  

・・・     

図 5-2 施設数・構成割合・人口１０万対施設数，年次・施設の種類別 

<root> 

  <name>上巻第１表 施設数・構成割合・人口１０万対施設数，年次・施設の種
類別</name> 

  <attributes> 

    <e1 id="Summary" name="施設数・構成割合・人口１０万対施設数"/> 
    <e2 id="Category" name="施設の種類"/> 

    <e3 id="Category" name="施設の種類"/> 

    <e4 id="Category" name="施設の種類"/> 
    <e5 id="Category" name="年次"/> 

  </attributes> 

  <data> 
    <e1 id="n 施設数"> 

      <e2 id="n 総数"> 

        <e5 id="n 昭和 59 年">131832</e5> 
        <e5 id="n62 年">137275</e5> 

        <e5 id="n 平成 2 年">143164</e5> 

        ・・・ 
      </e2> 

      <e2 id="n 病院"> 
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        <e3 id="n 総数"> 
          <e5 id="n 昭和 59 年">9574</e5> 

          <e5 id="n62 年">9841</e5> 

          <e5 id="n 平成 2 年">10096</e5> 
          ・・・ 

        <e3 id="n 精神科病院"> 

          <e5 id="n 昭和 59 年">1015</e5> 
          <e5 id="n62 年">1044</e5> 

          <e5 id="n 平成 2 年">1049</e5> 

          ・・・ 
        </e3> 

        ・・・ 

        <e3 id="n一般病院"> 
          <e4 id="n総数"> 

            <e5 id="n昭和59年">8516</e5> 

            <e5 id="n62年">8765</e5> 
            <e5 id="n平成2年">9022</e5>  </data> 

            ・・・ 

          </e4> 
          ・・・ 

        </e3> 

      </e2> 
      ・・・ 

    </e1> 

  </data> 
</root> 

図 5-3 図 5-2 の統計表の本記法による記述 
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5.3.2  統計表の XML への変換 

 フォーマットの自動認識により提案記法に変換するサブシステムは，CSV 形式

の統計表を読み込み，自動で XML 形式に変換する機能を持つ．開発言語には Java

を使用している．ここでは，自動変換の仕組みを図 5-4 の統計表を例にとって説

明する． 

 システムは，統計表の各属性を，Stub 側にある属性は列番号により，Boxhead

側にある属性は行番号により区別する．なお，図 5-4 の統計表の場合は，都道府

県と性が同じ列に存在するため，システムは，自動的に列を 2 つに分ける．この

処理は，その属性値が統計量を持たない場合に行う．次に，システムは Stub の属

性値と Boxhead の属性値と統計量を別々の配列に分割する．図 5-4 の統計表を別

の配列に分割した例を図 5-5 に示す．Body の部分の認識は，数値またはハイフン

が 2 つ以上存在する行を Body の開始行と見なすロジックとしている．そして，

統計表を XML 形式に変換するために，各統計量を順に読み込み，その統計量に対

応した配列の属性値を上位のものから順にノードとして記述して，最後のノード

に統計量を値として記述する．各ノードには，ノード名として属性のレベル番号

を付け，属性の属性値をノードの id 属性の属性値として指定する．レベル番号は，

Stub の列数と Boxhead の行数をカウントすることで求める．図 5-4 のレベル番号

は図 4-3 のようになる．なお，図 5-2 の統計表のように階層構造を持つ分類属性

が Stub 側にある場合は，図 4-5 のように各階層に別のレベル番号を付ける．4.3.2 

(3)の“階層構造を持つ分類属性の合計値の記述方法”は，統計量が記載されてい

る属性値で，その次の属性値が階層の下のレベルの場合に“総数”を挿入すると

いうアルゴリズムで行う．例えば図 5-2 の“施設の種類”の属性値が“病院”の

場合がこれに相当する． 

 XML に自動変換するアルゴリズムを，図 5-5 のデータを使って説明すると，次

のようになる． 

(1) Body の先頭行（“全国”の行）は，データが存在しないため処理しない． 

(2) 2 行目の先頭の統計量“1145”は，左の配列の 2 行目に対応しているので，2

行目の 1 列目の値を取得するが，空欄なので，1 行目の値“全国”を取得してノー
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ドを記述する．ノード名にはレベル番号“e1”を使い，id 属性に“n 全国”を指

定する． 

(3) 左の配列の 2 行目の 2 列目の“総数”のノードをノード“e1”の中に記述す

る．ノード名にはレベル番号“e2”を使い，id 属性に“n 総数”を指定する． 

(4) 左の配列の 2 行目の 3 列目の“総数”のノードをノード“e2”の中に記述す

る．ノード名にはレベル番号“e3”を使い，id 属性に“n 総数”を指定する． 

(5) 統計量“1145”に対応した上の配列の 1 列目の 1 行目の“入院”のノードを

ノード“e3”の中に記述する．ノード名にはレベル番号“e4”を使い，id 属性に

“n 入院”を指定する． 

(6) 上の配列の1列目の2番目の属性である“総数”に対応するノードをノード“e4”

の中に記述する．ノード名にはレベル番号“e5”を使い，id 属性に“n 総数”を

指定する． 

(7) ノード“e5”の値として統計量“1145”を記述する． 

(8) すべての統計量に対して以上の操作を行う．但し，その統計量に対応する属性

がそれまでの統計量の属性と途中まで同じ場合は，同じであるノードの中にノー

ドを追加する．この処理は，属性値の配列が空欄なければ，その属性値を基に作

成したノードをそのレベルのカレントにすることにより実現している．例えば

“1145”の次の“1089”は，“入院－外来”の属性値の配列が空欄であるため，

“入院－外来”のレベルのカレントノードである<e4 id="n 入院">のノードの中に

<e5 id="n 病院">1089</e5>のノードを追加する． 

 すべての統計量に対して以上の操作を行うと，その結果は図 5-6 の XML のよう

になる． 

 医療統計表の場合，表のヘッダーに分類属性と統計属性の名称が記載されてい

ない．このため，あらかじめ統計表ごとにレベル番号と属性の名称の対応関係を

調べて対応表を作成しておく．システムは，この表を変換時に読み込んで，属性

名を attributes ノードの name 属性に記述する．抽出時にこの属性を使用するた

めに，ノード名に e1 からのレベル番号を付ける．なお，統計属性がひとつだけの

医療統計表は，表の中に統計属性の属性値が現れないが，統計表の検索時に属性

名が必要になるため，属性名を attributes ノードに記述する．この場合のノード
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名は，番号を付けずに単に“e”とする．また，name ノードに統計表の名称を記述

する． 

 

 

 
入院 外来 

総数 病院 一般診療所 総数 病院 一般診療所 歯科診療所 

全国        

総数 

総数 1145 1089 56 5551 1461 3091 1000 

０～４歳 360 349 11 6439 1237 4808 394 

５～１４ 111 110 1 3204 490 1900 814 

・・・        

男 

総数 1080 1042 39 4815 1377 2557 881 

０～４歳 392 376 16 6727 1359 5023 345 

・・・        

女 

総数 1206 1134 72 6252 1541 3599 1113 

０～４歳 327 321 6 6137 1108 4582 447 

・・・        

北海道        

総数 

総数 1667 1589 77 5923 2014 2775 1134 

０～４歳 409 409 － 6425 1582 4417 425 

・・・        

男 

総数 1580 1517 63 5085 1852 2269 964 

０～４歳 421 421 － 6895 1842 4846 206 

・・・        

・・・         

図 5-4 受療率（人口１０万対），入院－外来・施設の種類×性 

・年齢階級×都道府県別 
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  入院   外来    

 総数 病院 一般診療所 総数 病院 一般診療所 歯科診療所 

  

全国           

 総数 総数  1145 1089 56 5551 1461 3091 1000 

  ０～４歳  360 349 11 6439 1237 4808 394 

  ・・・         

 男 総数  1080 1042 39 4815 1377 2557 881 

  ０～４歳  392 376 16 6727 1359 5023 345 

  ・・・         

 女 総数  1206 1134 72 6252 1541 3599 1113 

  ０～４歳  327 321 6 6137 1108 4582 447 

  ・・・         

北海道           

 総数 総数  1667 1589 77 5923 2014 2775 1134 

  ０～４歳  409 409 － 6425 1582 4417 425 

  ・・・         

図 5-5 図 5-4 の統計表の属性値と統計量を別の配列に分割した例 
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<root> 
  <name>下巻第１６表 受療率（人口１０万対），入院－外来・施設の種類×性・
年齢階級×都道府県別 </name> 

  <attributes> 
    <e id="Summary" name="受療率"/> 

    <e1 id="Category" name="都道府県"/> 

    <e2 id="Category" name="性"/> 
    <e3 id="Category" name="年齢階級"/> 

    <e4 id="Category" name="入院－外来"/> 

    <e5 id="Category" name="施設の種類"/> 
  </attributes> 

  <data> 

    <e1 id="n全国"> 
      <e2 id="n総数"> 

        <e3 id="n総数"> 

          <e4 id="n入院"> 
            <e5 id="n総数">1145</e5> 

            <e5 id="n病院">1089</e5> 

            <e5 id="n一般診療所">56</e5> 
          </e4> 

          <e4 id="n外来"> 

            <e5 id="n総数">5551</e5> 
            <e5 id="n病院">1461</e5> 

            <e5 id="n一般診療所">3091</e5> 

            <e5 id="n歯科診療所">1000</e5> 
          </e4> 

        </e3> 

      ・・・ 
  </data> 

</root> 

図 5-6 図 5-4 の統計表を XML に変換した結果 
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5.3.3  自動変換の限界 

 このサブシステムの自動変換の限界は次の通りである． 

(1) 図 5-4 のような，同じ列に複数の属性が記述された統計表は，内部的に列を分

割しているが，図 5-4 とは異なる記述方式の場合は正しく変換できない可能性が

ある．但し，このような場合も，あらかじめ手作業によりデータを属性ごとに別

の列に分けておくことで対応することは可能である． 

(2) 合計値の情報を持たない統計表に対して“選択した分類属性だけで分類した抽

出”を行う場合は，提案記法に変換する段階で合計値を追加する必要があるが，

例えば図 5-4 の男女別の受療率から全体の受療率を求める場合のように，単独の

統計表だけでは合計値が求められないことがあるため，この操作の自動化は難し

い． 

(3) 医療統計表のように，表のヘッダーに属性の名称が記載されていない統計表に

対しては，自動変換の際にレベル番号と属性の名称の対応表を外部から与える必

要がある． 
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5.4  対話形式によるデータの自動抽出 

5.4.1  抽出の機能の概要 

 データ抽出のサブシステムは，次のような機能を持つ．開発言語は JavaScript

である． 

(1) 統計表の統計属性と分類属性による検索 

 全ての統計表の attributes ノードを読み込み，統計属性と分類属性の名称をリ

スト表示して，利用者が必要とする属性を選ぶことで統計表を検索する． 

(2) 統計表の属性値の一覧表示 

 利用者により選択された統計表の構造を読み取り，各属性の属性値をリスト表

示する．単独で階層構造になった分類属性は，最上位の属性から順に属性値を表

示し，下位の属性の属性値は，選択された上位の属性値で絞り込んで表示する． 

(3) 抽出結果の表の形での出力 

 利用者により選択された属性値から抽出に必要な XPath と抽出結果の加工に必

要な XSLT を生成し，それを XML に適用して，結果を表の形及びタブ区切りの

形で出力する． 

5.4.2  XPath の生成方法 

 XPath によるデータ抽出の記述は，対象とする統計表のデータ構造によって異

なる．例えば，分類属性が階層構造になっていないデータ構造を持つ統計表の場

合は，表は各分類属性の属性値の直積集合の形になっているので，パスにはすべ

ての階層を指定するが，分類属性が階層構造になっているデータ構造を持つ統計

表では，属性値によっては下位の階層の属性値を持たない場合があるため，必要

な階層だけをパスに指定する． 
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 XPath の生成の考え方をまとめると，システムにより自動で XPath を生成する

には，階層構造になった分類属性の有無にかかわらず，上位の属性から順に属性

値を選択していくという方式により行うことが可能である．なお，分類属性が階

層構造になっているデータ構造では，選択された属性値によってはそれ以降の階

層が存在しなくなるが，その場合は，本システムでは属性値が画面上に表示され

ないため選択できなくなることを利用し，その部分のパスをシステムが生成する

パスに含めないようにする．この仕組みにより，データ構造の情報と抽出条件の

情報が得られ，処理に必要な XPath を生成することができるようになる．以降に，

階層構造になった分類属性を持たない統計表と階層構造になった分類属性を持つ

統計表に分けて，実際の統計表からデータを抽出するための XPath と，XPath を

生成するために使用した画面の例を挙げる． 

 

(1) 階層構造になった分類属性を持たない統計表からの抽出 

 図 5-6 は階層構造になった分類属性を持たない統計表である．この統計表から

“都道府県”が“北海道～福島”，“性”が“男性”，“年齢階級”が“０～４歳”

と“５～１４”，“入院－外来”が“外来”，“施設の種類”が“病院”の“受

療率”を抽出する XPath は次のように記述できる． 

 

root/data/e1[@id='n 北海道' or @id='n 青森' or @id='n 岩手' or @id='n 宮城' or 

@id='n 秋田' or @id='n 山形' or @id='n 福島']/e2[@id='n 男']/e3[@id='n０～４歳' or 

@id='n５～１４']/e4[@id='n 外来']/e5[@id='n 病院'] 

 

 抽出システムによる図 5-6 の統計表からの抽出の実行画面の例を図 5-7 に示す． 

 

(2) 階層構造になった分類属性を持つ統計表からの抽出 

 図 5-3 は階層構造になった分類属性を持つ統計表である．この統計表から“施

設の種類”が“病院”の“精神科病院”，“年次”が“11 年”から“16 年”の“施

設数”を抽出する XPath は次のように記述できる． 
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root/data/e1[@id='n 施設数']/e2[@id='n 病院']/e3[@id='n 精神科病院']/e5[@id='n11

年' or @id='n14 年' or @id='n16 年' or @id='n17 年'] 

 

 抽出システムによる図 5-3 の統計データからの抽出の実行画面の例を図 5-8 に

示す． 

 

5.4.3  抽出結果の出力 

 システムは，XPath により抽出した統計量のパスをさかのぼることで，選択さ

れた属性の属性値を取得して表の形で出力する XSLT[42]を自動で生成し実行す

る．図 5-7 の抽出の指示により生成された XSLT を図 5-9 に示す． 
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図 5-7 図 5-6 の統計表からの抽出の実行画面の例 

 

図 5-8 図 5-3 の統計データからの抽出の実行画面の例 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" v

ersion="1.0"> 

<xsl:template match="/"> 

<html> 

<head> 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"

/> 

<title/> 

<style type="text/css"> 

  thead {text-align:center;background-color:silver} 

  .center {text-align:center} 

  .right {text-align:right} 

</style> 

</head> 

<body> 

  <table border="1"> 

    <thead> 

    <tr class="center"> 

    <td id="e5">都道府県</td><td>性</td><td>年齢階級</td><td>入院－外来

</td><td>施設の種類</td><td>値</td></tr> 

    </thead> 

    <tbody> 

  <xsl:apply-templates select="root/data/e1[@id='n 北海道' or @id='n

青森' or @id='n 岩手' or @id='n 宮城']/e2[@id='n 総数']/e3[@id='n 総数']

/e4[@id='n入院']/e5[@id='n総数']"/> 

    </tbody> 

  </table> 

</body> 

</html> 

</xsl:template> 

<xsl:template match="e5"> 

      <tr> 

      <td id="e1"><xsl:value-of select="translate(../../../../@id,'

n','')"/></td> 

      <td id="e2"><xsl:value-of select="translate(../../../@id,'n',

'')"/></td><td id="e3"><xsl:value-of select="translate(../../@id,'

n','')"/></td><td id="e4"><xsl:value-of select="translate(../@id,'

n','')"/></td><td id="e5"><xsl:value-of select="translate(@id,'n',

'')"/></td><td id="value" class="right"><xsl:value-of select="."/>

</td></tr> 

</xsl:template> 

</xsl:stylesheet> 

 

図 5-9 図 5-7 の抽出の指示により生成された XSLT 
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5.5  実験 

 医療統計調査のひとつである患者調査の統計表を使用して，フォーマットの自

動認識による変換と，対話形式による自動抽出，及び異なる統計表から抽出した

データによるグラフ作成の実験を行った． 

5.5.1  フォーマットの自動認識による変換の実験 

 患者調査は 3 年ごとに実施されており，平成 17 年の調査結果は 122 の統計表と

して公開されている[3]．これらの統計表のフォーマットをまとめると次のように

なる． 

・統計属性は，すべての表で 1 種類である． 

・分類属性は 1 つの表に 2～5 つあり，Stub と Boxhead に分けて記述されている． 

・Stub に 2 つの分類属性が記述されている場合は，別の列に分けて記述されてい

る場合と同じ列に記述されている場合がある． 

・分類属性が階層に分かれる場合は，Stub に記述されていると全角スペースで字

下げされ，Boxhead に記述されていると別の行に分けられている． 

 この患者調査の医療統計表を Stub と Boxhead の分類属性の数で分類すると，

表 5-1 のように 7 パターンに分かれる．図 5-5 の統計表は，この中の No.7 のパタ

ーンに含まれる．本実験では，パターン別に統計表をひとつ選んで変換システム

により XML 形式に変換した．実験に使用した統計表を表 5-1 に示す．ここでは恣

意的な選択は行っていない．使用した統計表は，すべて自動認識により変換する

ことができた．なお，次に述べる自動抽出の実験で変換の結果を検証した． 
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5.5.2  対話形式による自動抽出の実験 

 変換した統計データを使用して，抽出システムにより，4.3.1 で示した統計表か

らの抽出で考えられる次の 4 種類の抽出のうちの(2)を除いた抽出の実験を行っ

た．(2)については，患者調査には 2 種類以上の統計属性を持つ統計表がないため，

図 5-2 の医療施設調査の統計表を使用した． 

(1) 分類属性の属性値を指定した抽出 

(2) 統計属性の属性値を指定した抽出 

(3) 選択した分類属性だけで分類した抽出 

(4) 階層のある分類属性からの特定レベルの抽出 

 抽出結果を目視により検証して，抽出が正しく行われていることを確認した． 

 

5.5.3  異なる統計表から抽出したデータによるグラフ作成の実

験 

 本システムにより抽出したデータを使用して，山田らの研究[43]で使われている

最初のグラフを作成した（図 5-10）．作成方法は，平成 17 年の患者調査の“下巻

第 16 表 受療率（人口１０万対），入院－外来・施設の種類×性・年齢階級×都

道府県別”と医療施設調査の“下巻第 13 表 人口１０万対病床数，病床－病院の

種類・都道府県－１５大都市・中核市（再掲）別”を変換して，前節の抽出の(1)

と(3)を行い，抽出結果をタブ区切りのデータとして取得して，表計算ソフトによ

りグラフを作成した．使用した年次が異なるため若干の差異はあるものの，山田

らのグラフ[24]とほぼ同じであることを確認した． 
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表 5-1 患者調査（平成 17 年）を分類属性の数により分類した統計表の数 

No 

Stub

の分類

数 

Boxhead

の分類数 

統

計

表

数 

実験に使用した統計表 

1 1 1 12 
上巻第７表（その１） 退院患者平均在院日数の年次

推移，年齢階級別（昭和５０年～５８年） 

2 1 2 21 
下巻第１２表 推計入院患者数（施設所在地），病院

－一般診療所・病床の種別・県内－県外×都道府県別 

3 1 3 3 
下巻第４表 推計患者数（施設所在地），入院－外来・

施設の種類・県内－県外×都道府県別 

4 2 1 50 
下巻第３表 推計患者数，施設所在地（都道府県）×

患者住所地（都道府県）×入院－外来別 

5 2 2 17 
上巻第１３表 推計入院患者数，病院－一般診療所・

病床の種別×性・年齢階級別 

6 3 1 12 
上巻第１１表 推計患者数，入院－外来×性・年齢階

級×病院－一般診療所別 

7 3 2 7 
下巻第１６表 受療率（人口１０万対），入院－外来・

施設の種類×性・年齢階級×都道府県別 

 

 

図 5-10 都道府県別・入院受療率と人口 10 万人対病床数 
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5.6  医療統計表以外の統計表への適用 

 ここでは，本方式が医療統計表以外の統計表にも適用できることを示す． 

5.6.1  医療統計表とその他の統計表の違い 

 医療統計表とそれ以外の統計表を比較するため，国勢調査[44]と労働力調査[45]

の統計表について調べた．これらの統計表は Excel 形式で提供されており，例え

ば平成 17 年の国勢調査の統計表である“夫の年齢（5 歳階級），妻の年齢（5 歳

階級）別高齢夫婦世帯数－全国，都道府県，15 大都市”は，図 5-11 のようなフォ

ーマットに，平成 21 年の労働力調査の統計表である“農林業・非農林業，年齢階

級，週間就業時間別就業者数”は，図 5-12 のようなフォーマットになっている．

これらのフォーマットを医療統計表のフォーマットと比較すると，表の中に分類

属性名や英語名が入っていたり，不要な行，列が含まれている．図 5-11 と図 5-12

からこれらの不要なデータを除くと，図 5-13 と図 5-14 のようになる． 

5.6.2  国勢調査と労働力調査の統計表の自動変換実験と評価 

 図 5-13 と図 5-14 の統計表を提案記法に自動変換する実験を行った． 

(1) 国勢調査の統計表の変換 

 図 5-13 の統計表を変換システムにより XML 形式に変換した．この統計表は，

図 5-4 の統計表と似た形式である．変換結果を図 5-15 に示す． 

(2) 労働力調査の統計表の変換 

 図 5-14 の統計表を変換システムにより XML 形式に変換した．この統計表は，

図 5-2 の統計表と同様に，階層構造になった分類属性を持っているが，Stub 側だ

けでなく Boxhead 側にも持つ．変換結果を図 5-16 に示す．また，変換した統計

データからの対話形式による自動抽出の例を図 5-17 に示す． 
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 自動変換実験により，国勢調査と労働力調査の統計表を正しく変換できる事を

確認した．このことから，本方式は，フォーマットを医療統計表のフォーマット

に合わせることにより，医療統計表以外の統計表に適用することが可能である． 
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 第 34 表 夫の年齢（5 歳階級），妻の年齢（5 歳階級）別高齢夫婦世帯数（妻が 60 歳未満，高齢夫婦と 

   
未婚の 18 歳未満の者から成る世帯及び夫が 65 歳未満－特掲） － 全国，都道府県，15 大都市  

  

Table 34. Aged-Couple Households, by Age of Husband (Five-Year Groups) and Age of Wife 

(Five-Year Groups) - Japan, Prefectures and 

            15 Major Cities     

          

地             域， 
  妻 が 60 歳 以 上   

夫の年齢（5 歳階級）       

      
  総   数     

      
    60～64 歳 65～69 

Area and age of husband       

(five-year groups) Total years old   

                    

                  

全             国 Japan     

 総数  Total  4,487,042 903,516  1,380,319 

  夫

が 

65～69 歳  
(c) 

 1,378,847 727,146  562,107 

  

 

70～74      1,406,467 156,379  681,188 

  

 

75～79      1,012,881 16,330  123,565 

  

 

80～84      474,686 3,074  11,295 

  

 

85 歳以 上  and over  214,161 587  2,164 

 （別掲）       (Special 

count) 

    

  夫

が    

60 歳未 満  
(d) 

 25,463 -  20,231 

  

 

60～64 歳  years old  101,980 -  82,730 

01    北   海   道 Hokkaido     

 総             数  Total  263,946 52,235  82,172 

  夫

が 

65～69 歳  
(c) 

 77,997 41,776  31,914 

図 5-11 夫の年齢（5 歳階級），妻の年齢（5 歳階級）別高齢夫婦世帯数－ 

全国，都道府県，15 大都市 
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第 12 表  農林業・非農林業，年齢階級，週間就業時間別就業者数 

平成 21 年 5 月 男女計 

     

 

          

総  数 休 業 者 

従    業    者  

    
         

農林業・非農林業          

    
  総  数 １～１４ １５～３４  

年齢階級     時間 時間  

    
         

          1 2 3 4 5  

全産業 (1) 6342 125 6217 372 1265 
 

  

１５～１９歳 (2) 94 2 92 26 28 
 

  

２０～２４ (3) 465 9 455 38 83 
 

  

２５～２９ (4) 612 11 601 14 76 
 

  

３０～３４ (5) 669 17 652 18 103 
 

  

３５～３９ (6) 739 15 725 30 117 
 

  

４０～５４ (7) 1950 24 1925 86 371 
 

   

４０～４４ (8) 685 10 675 33 128 
 

   

４５～４９ (9) 637 5 632 26 119 
 

   

５０～５４ (10) 628 9 619 27 124 
 

図 5-12 農林業・非農林業，年齢階級，週間就業時間別就業者数 
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総数 60～64 歳 65～69 70～74 75～79 80～84 85 歳以上 60歳未満 

全国 
        

 

 
総数 4487042 903516 1380319 1181332 700582 259385 61908 159830 

 
65～69 1378847 727146 562107 76396 11414 1651 133 134211 

 
70～74 1406467 156379 681188 505068 56440 6532 860 19685 

 
75～79 1012881 16330 123565 514338 323871 30993 3784 4807 

 
80～84 474686 3074 11295 77926 260688 113159 8544 942 

 
85 歳以上 214161 587 2164 7604 48169 107050 48587 185 

 
60 歳未満 25463 - 20231 4449 656 92 35 - 

 
60～64 101980 - 82730 15775 3180 228 67 - 

北海道 
        

 

 
総数 263946 52235 82172 69814 41111 15370 3244 10419 

 
65～69 77997 41776 31914 3554 648 99 6 8525 

 
・・・ 

       
 

青森県 
        

 

 
総数 44764 9725 14314 12226 6179 1955 365 1969 

 
65～69 13656 7703 5176 659 102 13 3 1704 

 
・・・ 

       
 

図 5-13 夫の年齢（5 歳階級），妻の年齢（5 歳階級）別高齢夫婦世帯数－ 

全国，都道府県，15 大都市 
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総数 休業者 従業者 

       

    
総数 

1～14

時間 

15～34

時間 
35 時間以上 

   

       
総数 

35～42

時間 

43～48

時間 

49～59

時間 

60 時間

以上 

全産業 
 

6342 125 6217 372 1265 4548 1946 1116 856 631 

 
15～19 歳 94 2 92 26 28 37 22 10 3 2 

 
20～24 465 9 455 38 83 331 164 90 47 30 

 
25～29 612 11 601 14 76 509 226 126 98 59 

 
30～34 669 17 652 18 103 526 219 125 105 78 

 
35～39 739 15 725 30 117 573 225 140 119 90 

 
40～54 1950 24 1925 86 371 1462 584 357 301 219 

 
 40～44 685 10 675 33 128 512 199 121 112 79 

 
 45～49 637 5 632 26 119 484 196 118 95 75 

 
 50～54 628 9 619 27 124 466 189 118 94 65 

 
55～64 1220 29 1191 73 288 824 377 208 133 106 

 
 55～59 690 13 677 35 135 503 227 130 86 60 

 
 60～64 530 16 514 38 153 320 150 77 47 46 

 
65 歳以上 594 18 576 88 199 285 129 59 51 46 

農業･林業  259 3 256 25 68 162 54 28 38 43 

 
15～19 歳 0 - 0 0 0 0 0 0 - - 

 
20～24 3 - 3 - 0 3 1 1 0 1 

 
・・・ 

          

図 5-14 農林業・非農林業，年齢階級，週間就業時間別就業者数 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<root> 

  <name>夫の年齢（5 歳階級），妻の年齢（5 歳階級）別高齢夫婦世帯数－全国，都道

府県，15 大都市</name> 

  <attributes> 

    <e id="Summary" name="高齢夫婦世帯数"/> 

    <e1 id="Category" name="都道府県"/> 

    <e2 id="Category" name="夫の年齢"/> 

    <e3 id="Category" name="妻の年齢"/> 

  </attributes> 

  <data> 

    <e1 id="n 全国"> 

      <e2 id="n 総数"> 

        <e3 id="n 総数">4487042</e3> 

        <e3 id="n60～64 歳">903516</e3> 

        <e3 id="n65～69">1380319</e3> 

        <e3 id="n70～74">1181332</e3> 

        <e3 id="n75～79">700582</e3> 

        <e3 id="n80～84">259385</e3> 

        <e3 id="n85 歳以上">61908</e3> 

        <e3 id="n60 歳未満">159830</e3> 

      </e2> 

      <e2 id="n65～69"> 

        <e3 id="n 総数">1378847</e3> 

        <e3 id="n60～64 歳">727146</e3> 

        <e3 id="n65～69">562107</e3> 

        ・・・ 

      </e2> 

      <e2 id="n70～74"> 

        <e3 id="n総数">1406467</e3> 

        <e3 id="n60～64歳">156379</e3> 

        <e3 id="n65～69">681188</e3> 

        ・・・ 

      </e2> 

      ・・・ 

  </data> 

</root> 

図 5-15 図 5-13 の統計データを XML に変換した結果 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<root> 

  <name>農林業・非農林業，年齢階級，週間就業時間別就業者数</name> 

  <attributes> 

    <e id="Summary" name="就業者数"/> 

    <e1 id="Category" name="産業"/> 

    <e2 id="Category" name="年齢階級"/> 

    <e3 id="Category" name="年齢階級"/> 

    <e4 id="Category" name="週間就業時間"/> 

    <e5 id="Category" name="週間就業時間"/> 

    <e6 id="Category" name="週間就業時間"/> 

  </attributes> 

  <data> 

    <e1 id="n 全産業"> 

      <e4 id="n 総数">6342</e4> 

      <e4 id="n 休業者">125</e4> 

      <e4 id="n 従業者"> 

        <e5 id="n 総数">6217</e5> 

        <e5 id="n1~14 時間">372</e5> 

        <e5 id="n15~34 時間">1265</e5> 

        <e5 id="n35 時間以上"> 

          <e6 id="n 総数">4548</e6> 

          <e6 id="n35~42 時間">1946</e6> 

          <e6 id="n43~48 時間">1116</e6> 

          <e6 id="n49~59 時間">856</e6> 

          <e6 id="n60 時間以上">631</e6> 

        </e5> 

      </e4> 

      <e2 id="n15~19 歳"> 

        <e4 id="n 総数">94</e4> 

        <e4 id="n 休業者">2</e4> 

        <e4 id="n 従業者"> 

          <e5 id="n 総数">92</e5> 

          <e5 id="n1~14 時間">26</e5> 

          <e5 id="n15~34 時間">28</e5> 

          <e5 id="n35 時間以上"> 

            <e6 id="n 総数">37</e6> 

            <e6 id="n35~42 時間">22</e6> 

            <e6 id="n43~48 時間">10</e6> 

            <e6 id="n49~59 時間">3</e6> 

            <e6 id="n60 時間以上">2</e6> 

          </e5> 

        </e4> 

      </e2> 
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      ・・・ 

      <e2 id="n40~54"> 

        <e4 id="n総数">1950</e4> 

        <e4 id="n休業者">24</e4> 

        <e4 id="n従業者"> 

          <e5 id="n総数">1925</e5> 

          <e5 id="n1~14時間">86</e5> 

          <e5 id="n15~34時間">371</e5> 

          <e5 id="n35時間以上"> 

            <e6 id="n総数">1462</e6> 

            <e6 id="n35~42時間">584</e6> 

            <e6 id="n43~48時間">357</e6> 

            <e6 id="n49~59時間">301</e6> 

            <e6 id="n60時間以上">219</e6> 

          </e5> 

        </e4> 

        <e3 id="n40~44"> 

          <e4 id="n総数">685</e4> 

          <e4 id="n休業者">10</e4> 

          <e4 id="n従業者"> 

            <e5 id="n総数">675</e5> 

            <e5 id="n1~14時間">33</e5> 

            <e5 id="n15~34時間">128</e5> 

            <e5 id="n35時間以上"> 

              <e6 id="n総数">512</e6> 

              <e6 id="n35~42時間">199</e6> 

              <e6 id="n43~48時間">121</e6> 

              <e6 id="n49~59時間">112</e6> 

              <e6 id="n60時間以上">79</e6> 

            </e5> 

          </e4> 

        </e3> 

        ･･･ 

      </e2> 

      ･･･ 

  </data> 

</root> 

図 5-16 図 5-14 の統計表を XML に変換した結果 
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図 5-17 図 5-16 の統計データからの抽出の例 
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5.7  まとめ 

 本章では，統計表の木構造モデルに基づく管理システムを開発した．本システ

ムは，既存の統計表を自動で XML に変換する機能と，変換した統計データに対し

て画面からの指示によりデータを抽出する機能を持つ．これまでの統計表の管理

方式では，既存の統計表をシステムに取り込むことが容易ではないが，本システ

ムでは，既存の統計表を自動で提案記法に変換することが可能である．また，利

用者の利便性を高めるために，提案記法からのデータ抽出を対話形式で行う機能

を持つ．本章の成果は，医療統計表の自動変換と対話形式による自動抽出，異な

る統計表から抽出したデータによるグラフ作成の実験，及び国勢調査と労働力調

査の統計表の自動変換により検証した． 

 現在“政府統計の総合窓口”[46]において，CSV や XLS 形式だけでなく，デー

タベースによる提供も一部の統計表において行われているが，その抽出の機能で

は，分類属性の階層構造を意識しておらず，また，出力形式がクロス集計の形に

なっているなど，抽出結果の後利用があまり考慮されていないが，本システムは，

これらの問題に対応している．また，過去の統計表も使用することができ，更に

今後フォーマットが変更されても自動での変換が可能である． 

 これにより，現存する統計表を有効活用するために必要な機能である“統計表

からの統計量の抽出を同一アルゴリズムで行う機能”と“統計表のシステムへの

登録を同一アルゴリズムで行う機能”を実現した． 
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  第6章  

結 論 
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6.1  本研究の成果 

 本論文では，リレーショナルモデルと木構造モデルに基づく統計表の管理方式

を提案し，これらの方式を基に統計表管理システムを開発した． 

 第１章では，本論文の背景として，統計表に対するニーズとフォーマットの複

雑さについて述べた．また，統計表からの抽出を容易にする仕組みの必要性を示

し，統計表の管理方式に関する従来研究について述べた．そして，本研究の流れ

として，統計表の 2 つの管理方式を示し，それぞれの方式と，開発するシステム

の概要を述べた． 

 第２章では，統計表からの柔軟な抽出を可能にするために，統計表の構造の形

式的な表現について述べた．統計表スキーム，フルドメイン及び縮小関係につい

ての概念を導入して，統計表に特有の概念である表変換の操作を定義し，さらに，

統計表に対する操作を定義した． 

 第３章では，この研究に基づき，医療統計データベース管理システムを開発し

た．このシステムは，統計表の構造をシステムに登録することにより，様々な種

類の統計に対応させることが可能である．また，統計表変換及び出力の機能に対

応する SQL を簡単な操作により自動生成することができ，統計表変換の入れ子に

も対応している．年次の扱いについては，複数年次の統計表を年次切替の機能に

より扱うことが可能である． 

 第４章では，統計表の属性から統計量までのパスを XML で記述する新しい記法

を提案した．モデル化した統計表及び実際の統計表を本記法で記述して，データ

抽出の機能を実験し，本記法による統計表から容易にデータを抽出できることを

示した． 

 第５章では，この研究に基づき，統計表の管理及びデータ抽出のためのシステ

ムを開発した．本システムは，既存の統計表を自動で XML に変換する機能と，変

換した統計データに対して画面からの指示によりデータを抽出する機能を持つ．

これまでの統計表の管理方式には，リレーショナルデータベースや OLAP により

管理する方式があるが，これらの方式では既存の統計表をシステムに取り込むこ
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とが容易ではない．本システムでは，既存の統計表を自動で提案記法に変換する

ことが可能であるため，過去の統計表も利用でき，今後フォーマットが変更され

ても自動変換を新しいフォーマットに対応させることが可能である．実際に平成

17 年の医療施設調査上巻の 138 の統計表に対して変換を行い，85.5%の自動変換

が可能であった．自動変換できなかった統計表は，すべて例外的なフォーマット

を持っており，その修正には１つあたり数分を要した． 

 以上をまとめると，リレーショナルモデルに基づく統計表の管理方式には，様々

なデータ抽出の機能を容易に実現できるという利点があり，木構造モデルに基づ

く統計表の管理方式には，XML 形式に変換する作業を自動化できるという利点が

ある．本研究の目的は，統計表を有効に利用するための新しい管理方式を考案す

ることであり，その目的をある程度達成していると考えるが，各方式は一長一短

であるため，今後より良い方式を検討する必要がある． 
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6.2  今後の課題 

 本論文では，統計表のリレーショナルモデルに基づく管理方式と木構造モデル

に基づく管理方式を提案した．前節で示したように，リレーショナルモデルに基

づく管理方式の短所を改善することは難しいため，木構造モデルに基づく管理方

式の短所である，データ抽出の機能を充実させることを改善することを今後の課

題としたい． 

 また，木構造モデルに基づく管理システムの自動変換の機能には，次のような

不足点があるため，改善する必要がある． 

(1) 複数の分類属性が階層構造になっている統計表には，その階層がわかりにくい

ものがある．そのような統計表は，事前にフォーマットを整えないと自動変換で

きないため，統計表のフォーマットを洗い出してパターン分けし，それらに対応

できるようにする． 

(2) 分類属性と統計属性の名称が記載されていない統計表を自動変換する際には，

属性の名称を外部から与える必要があるが，この部分を自動化するために属性の

辞書を整備する． 
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