
1 
 

データ分析の基礎（Ｉ） 

統計データの収集と加工 
政策研究大学院大学 
名誉教授 大山 達雄 

 

われわれが日常生活を送る中では、毎日何らかの統計データに直面しているといっても

過言ではない。特に昨今では、コンピュータ記憶処理能力の発展とともに、各種データに関

してビッグデータ、データ分析、データサイエンスといった用語もわれわれの日常生活の中

に入り込んできている。このような状況の中で、われわれは統計データに対してどのような

処理が可能か、そしてどのような対応をすべきかということについて考えてみよう。 

本講義の構成は、以下のⅠ、Ⅱ、Ⅲに示すように、大きく3つの部分からなる。Ⅰ、Ⅱで

はデータ分析の理論的基礎となる基礎統計学の理論と手法を紹介し、Ⅲではそれらの理論

と手法に基づいた実際のデータを用いた応用例を示す。 

 

Ⅰ．統計データの収集と加工 
 統計データの収集と加工にあたっては、下記の構成に基づいて説明する。 

   （１） 統計データの収集 

   （２） 統計学の基礎的概念 

   （３） 代表値と基本統計量 

   （４） 統計データの加工と“見える化” 

 まず、収集された統計データの加工、処理に関しては、基礎的な統計学の知識が必要と

なる。統計データの代表値と基本統計量の概念と実例について述べる。基礎的概念の紹介

とともに、統計データの一つの基本的かつ重要な操作としての“見える化”とともに、それ

らの利用方法について例を用いて説明する。 

 

Ⅱ．統計データの処理と統計学の基礎  
   （１） 散布図と相関係数 

   （２） 度数分布と基本的確率分布 

   （３） ローレンツ曲線、ジニ係数と三角グラフ 

 複数個の要因間の統計データの相互関連を分析する方法として、まず2要因間の関係を示

す散布図、そしてそれらの要因間の関係を定量的に示す相関係数について説明する。つまり

2要因間の関係を“見える化”した上で、次にどのような分析が可能かについて紹介する。 
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 1要因統計データの頻度分布を表す度数分析をもとに、われわれが日常的に直面する統計

データの背景となる基本的、代表的な確率分布について、例を用いて解説する。統計データ

分析手法として有用かつ代表的なローレンツ曲線、ジニ計数と三角グラフを実際のデータ

を用いて紹介する。 

 

Ⅲ．統計データの分析と解析 
   （１） 単回帰分析と重回帰分析 

   （２） クラスタ分析、因子分析と主成分分析 

   （３） 数量化理論の応用 

 単回帰分析と重回帰分析は統計分析、経済分析の中心となる計量的分析手法である。独立

変数、従属変数の選定からパラメタ推計、そしてその解釈と分析例を実例データを用いて紹

介する。  

 クラスタ分析、因子分析と主成分分析については、多変量解析の例として最もよく用いら

れる代表的な3つの分析手法である。これらの手法を現実データを用いて例示的に紹介、説

明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Ⅰ. 統計データの収集と加工 
 

 3部構成の中の第1部は統計データの収集と加工ということであるが、ここでは統計デー

タの収集と加工にあたってどのようなことに注意し、心がければよいかについて説明する。 

 

（１） 統計データの収集 
統計データの収集は大きく、数値によって表わされる量的データと、それぞれのサンプル

のどのような特性を有するグループに所属するかを表わす質的データの2つに分類できる。

前者の量的データは、連続的な数値(少数以下の値も含んだ実数と考えてよい)で表される計

量データと離散的な数値(背数値と考えてよい)で表される係数データの2つに分けることが

できる。したがって統計データの収集にあたっては、我々の有するデータがどのような種類

のデータであるかについて認識をしておく必要がある。 

 

データの分類 

    計量データ  身長、体重、所得、売上 

  量的データ 

    計数データ  子供数、世帯構成人数 

  

  質的データ    段階別分類、属性別分類 

 

（２） 統計学の基礎的概念 
 統計学はかなり古い歴史を有し、しかもその起源以来我々の社会、国家とも密接な関係を

有しつつ発展してきた学問である。統計学(statistics)の起源はラテン語status(状態)を語源

とし、元来は国家の状態を調査、研究することを意味するが、学問としての統計学は17、8

世紀から、英、独でそれぞれ独立に、政治算術、国勢学として起こり、発展を遂げることに

なる。 

まずドイツでは、国勢学として発展するが、その中心となったのがH.Conring(1606-1681) 

であって、大学派統計学の創立者とも呼ばれている。彼は1660年 Helmstedt大学において

講義“staatenkunde”を行なった。彼の後継者となったのが、G.Achenwall (1719-1772)であ

って、“Statistik”と命名したことによって、「統計学の父」と呼ばれている。彼が現在の統

計学の基礎を築き、“Statistik”という学問を確立したと言える。 

一方英国では、統計学の基礎は政治算術として発展することになる。17世紀の英国ではペ

ストが流行し、大勢の人間がそのために亡くなることになる。したがって社会の状況を正確
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に表わし、国家の課題を適切に処理、解決するためにも、多くの正確な統計データが必要と

された。このような状況の中で、多くの研究者が各種社会問題に挑戦しつつ、現在でもそれ

ぞれの分野でわれわれになじみのある研究者たちが多くの研究成果を上げたのである。こ

のような流れが、17世紀の英国における政治算術派統計学の発展につながったのである。ペ

ストの流行が契機となって人口データの統計処理理論が発展することになる。J. Graunt 

(1620-1674)は、人口の発展に法則性があることを見出した。W. Petty (1628-1687)は、土地、

人口、財政、経済に関するデータ処理方法を提示し、Halley(1656-1743、天文学者)は死亡

表の算定を行なった。彼の理論は現代の生命保険理論の基礎となった。 

確率論発展の起源は賭博にあるとも言われている。この確率論の分野においても、現在で

もよく知られている数学分野で多くの顕著な業績を上げた人々が確率論の発展に貢献して

いる。G.Cardano (1501-1576)、17世紀にはPascal (1628-1662)、Fermat (1601-1665)、

Bernoulli (1654-1705)といった人々が活躍し、18世紀になると、de Moivre (1667-1754)、 

Laplace (1749-1827)、Legendre (1752-1838)、Gauss (1777-1855)らが確率論の発展に大き

く貢献した人々である。 

近世統計学の基礎を築いたのは、Quetelet (1796-1874、ベルギー)であると言われている。

彼は統計データに基づいて、「平均人」の概念を提起し、犯罪現象の規則性を示した。 

 統計学の応用として計量的分析手法を計量経済学(Econometrics)、生物統計学の分野に適

用する試みがなされ、Galton (1822-1911)は遺伝現象を解析している。一方で記述統計学

(Statistics)の確立に大きく貢献したのはK.Pearson (1857-1919)であって、統計学が学問と

して認知されることになり、学術雑誌Biometrikaが創設された。また推計学stochasticsと

呼ばれる学問の確立に貢献し、数理統計学の主流となったのは、R.A.Fisher (1890- )である。 

 

（３） 代表値と基本統計量 

 定量的データを代表するものとして、何らかの量によって表現するには、代表値と呼ばれ

る量が用いられる。代表値は一般的には統計量statisticとして扱われているが、我々に最も

なじみのある代表値としての統計量は平均と分散であろう。 

代表値として最も一般的な量は平均と分散である。平均値と分散、そしてその分散の平方根

として定義される標準偏差は以下の式に基づいて計算される。 

 第i番目の観測値を𝑥𝑥𝑖𝑖、データ数をnで表す(𝑖𝑖 = 1,2, … …𝑛𝑛)。このとき、平均値、分散、標

準偏差は以下の計算式に基づいて行われる。 
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 平均値：�̅�𝑥 = 1
𝑛𝑛
∑𝑥𝑥1 

 分散：𝜎𝜎𝑥𝑥2 = 1
𝑛𝑛
∑(𝑥𝑥1 − �̅�𝑥)2 

 標準偏差：𝜎𝜎𝑥𝑥 = �1
𝑛𝑛
∑(𝑥𝑥1−𝑥𝑥)2 

 ここで上式に基づいて計算される平均値は算術平均と呼ばれるものである。平均値には

以下に示すように算術平均に限らず、他にもいくつかのものが定義されている。 

 平均(mean)には算術平均、幾何平均、調和平均の3つの代表的な平均値が用いられる。ま

た、代表値としてはメディアン(median)、最頻値あるいはモード(mode)もよく用いられる。 

 

 メディアンは、n個の観測値データ𝑥𝑥1, 𝑖𝑖 = 1,2, … … ,𝑛𝑛が与えられたとき、それらに対する幾

何平均、調和平均はそれぞれ以下のように与えられる。 

 幾何平均 ＝ √𝑥𝑥1𝑥𝑥2, … … , 𝑥𝑥n
ｎ  

 調和平均 ＝
𝑛𝑛

∑ 1
𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

 

n個の観測値データ𝑥𝑥1, 𝑖𝑖 = 1,2, … … ,𝑛𝑛データの昇順(あるいは降順)に基づいて並べ替えを

行ったとき、データ集合 

 𝑥𝑥[1] ≦ 𝑥𝑥[2] ≦. … … ≦ 𝑥𝑥[𝑛𝑛] 

に対して、以下の式で与えられる。 

 𝑥𝑥𝑚𝑚 = 𝑥𝑥[𝑘𝑘+1] : N=2k+1のとき 

 = 1
2
�𝑥𝑥[𝑘𝑘] + 𝑥𝑥[𝑘𝑘+1]� : N=2kのとき 

したがってメディアンは、昇順(あるいは降順)に並べ替えたデータ集合において、中央値：

すなわちちょうど“中央”にくる値を示すことになる。 

 

データのばらつきを表す代表値としては分散(variance)、標準偏差(standard deviation, 

SD)が一般的である。不偏分散は、分散の計算式においてnで除する代わりにn-1で除するこ

とによって分散の普遍性を確保したものである。 

 統計で他の集合が与えられたとき、それらの代表値を基礎統計量としてまとめると、以下

のように表わすことができる。 
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 我が国の世帯別貯蓄現在高の頻度分布は図Ⅰ-1のように与えられる。すなわち全世帯の貯

蓄現在高の平均値は916万円であるのに対して、貯蓄現在高の階級別世帯数の中で最も多い

のは320万円ということになる。このことは、平均値観測値データ平均値に相当する階級の

データ数はさほど多くなく、それよりも小さい(あるいは大きい)ところにより多くのデータ

が存在する場合があることを示唆している。 

 

 

図Ⅰ-1．貯蓄現在高階級別世帯数(1987年)  

 

観測データの頻度分布がピーク(最頻値)を中心とする対称型に近い形を有する場合、平

均値、中央値、最頻値はいずれもほぼ中心近くにあることになる（図Ⅰ-2参照）。しかしな

がら、このことは頻度分布の形がピークを中心とする対称型でなく、ピークが平均値から

離れた位置に存在する場合には、これらの3つの代表値の大小関係が異なってくることも

分かる。ちなみに図Ⅰ-1の頻度分布においては、大小関係が小さい方から最頻値、中央

値、平均値の順になっていることが分かる。 

基礎統計量 

 

代表値 

 平均値 
  中央値 
  最頻値 
  最大値 
  最小値 
    
 

散布度 

 分散 
  標準偏差 
  平均偏差 
  四分位範囲 
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図Ⅰ-2．対称型に近い分布 

 

 以上をまとめると、第i番目の観測値を𝑥𝑥𝑖𝑖、データ数をnで表す(𝑖𝑖 = 1,2, … . .𝑛𝑛)とき、平均

値、分散、標準偏差は前掲の計算式に基づいて行われる。なおここで、観測値のサンプルデ

ータ𝑥𝑥𝑖𝑖、(𝑖𝑖 = 1,2, … . .𝑛𝑛)が異なる単位を有する場合、これらを統一的に比較し、論じるため

に標準化操作が行われる。標準化操作は以下の計算式基づいた変数変換に基づいて行われ

る。 

 標準化操作：𝑧𝑧𝑖𝑖 = 𝑥𝑥1−�̅�𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥

 (𝑖𝑖 = 1,2, … … ,𝑛𝑛) 

n個の観測データに対する共分散と相関係数は以下のように与えられる。 

n個の対になった観測値を(𝑥𝑥1,𝑦𝑦1), (𝑥𝑥2,𝑦𝑦2), ……, (𝑥𝑥𝑛𝑛,𝑦𝑦𝑛𝑛)で表す。このとき、下式で表され

る𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥をxとyに関する共分散(covariance)と呼ぶ。 

 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥 = 1
𝑁𝑁
∑ (𝑥𝑥1 − �̅�𝑥)(𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�) = 1

𝑁𝑁
∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑦𝑦𝑖𝑖 − �̅�𝑥𝑦𝑦�𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  

 𝜎𝜎𝑥𝑥 = 1
𝑁𝑁
∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 = 1

𝑁𝑁
∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 − �̅�𝑥2 

 𝜎𝜎𝑥𝑥 = 1
𝑁𝑁
∑ (𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑦𝑦�)2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 = 1

𝑁𝑁
∑ 𝑦𝑦𝑖𝑖2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 − 𝑦𝑦�2  

n個の対になった観測値を(𝑥𝑥1,𝑦𝑦1), (𝑥𝑥2,𝑦𝑦2), ……, (𝑥𝑥𝑛𝑛,𝑦𝑦𝑛𝑛)を以下のような線形変換式に基

づいて変換する。 

 𝑢𝑢𝑖𝑖 = 𝑎𝑎𝑥𝑥𝑖𝑖 + 𝑏𝑏 (𝑖𝑖 = 1,2, … … ,𝑛𝑛) 
 𝑣𝑣𝑖𝑖 = 𝑐𝑐𝑦𝑦𝑖𝑖 + 𝑑𝑑 (𝑖𝑖 = 1,2, … … ,𝑛𝑛) 
このとき、𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥と𝑎𝑎𝑐𝑐𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥の間には、以下のような関係が成り立つ。 

 𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝑎𝑎𝑐𝑐𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥 
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下式で定められる𝜌𝜌𝑥𝑥𝑥𝑥をxとyの相関係数(correlation coefficient)とよぶ。 

 𝜌𝜌𝑥𝑥𝑥𝑥 = 𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑥𝑥𝜎𝜎𝑥𝑥

 

シュワルツの不等式�𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥�
2 ≤ 𝜎𝜎𝑥𝑥2𝜎𝜎𝑥𝑥2を用いると、−1 ≤ 𝜌𝜌𝑥𝑥𝑥𝑥 ≤ +1が成り立つことを追加して

おこう。 

 

 これまで紹介した基本統計量としての代表値を、原点あるいは平均値の周りのモーメン

トという観点から眺めると、以下のようにまとめることができる。 

 

モーメント(積率)から見た代表値 

 平均値：原点のまわりの1次モーメント 

 分散：平均値のまわりΛの2次モーメント 

 歪度：平均値のまわりの3次モーメントを 𝑆𝑆3 で除す 

 尖度：平均値のまわりの4次モーメントを 𝑆𝑆4 で除す 

 

歪度(skewness) と尖度(kurtosis) 

 歪度：分布の対称性  1
𝑁𝑁𝑠𝑠3

∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥)3𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  

 尖度：分布のとがり具合  1
𝑁𝑁𝑠𝑠4

∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥)4𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  

 

平均(標本平均)�̅�𝑥 

 �̅�𝑥 = 1
𝑁𝑁

(𝑥𝑥1 + 𝑥𝑥2 + ⋯+ 𝑥𝑥𝑁𝑁) 

   = 1
𝑁𝑁
∑ 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  ：現データ 

分散 

 𝑉𝑉 = 1
𝑁𝑁

{(𝑥𝑥1 − �̅�𝑥)2 + (𝑥𝑥2 − �̅�𝑥)2 + ⋯+ (𝑥𝑥𝑁𝑁 − �̅�𝑥)2} 

  = 1
𝑁𝑁
∑ (𝑥𝑥1 − �̅�𝑥)2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1 ：現データ 

不偏分散：Nの代わりにN－1で除す 

 V� = 𝑁𝑁
𝑁𝑁−1

𝑉𝑉 
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標準偏差 

 𝑠𝑠 = �𝑉𝑉� 

 標準偏差 ＝�分散(不偏分散) 

偏差値 

 偏差値 ＝
10(𝑥𝑥1−�̅�𝑥)

𝑠𝑠
+ 50 

平均偏差 

平均偏差 ＝
1
𝑁𝑁
∑ |𝑥𝑥1 − �̅�𝑥|𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  

 

（４） 統計データの加工と“見える化” 
 たとえば、わが国の2010年における人口30万人以上の都市データが表Ⅰ-1のように与え

られたとしよう。このとき、これらの65都市の人口データを降順に並べ、グラフを描くと

図Ⅰ-3に示すような、降順データグラフが得られる。 

 

表Ⅰ-1．人口30万以上の都市の人口 

 

　順　位 　都　市 人口(千人) 　順　位 　都　市 人口(千人) 　順　位 　都　市 人口(千人)

1 東京２３区 7968 23 新潟 495 45 藤沢 369
2 横浜 3307 24 尼崎 489 46 高槻 362
3 大阪 2602 25 静岡 474 47 いわき 361
4 名古屋 2152 26 姫路 471 48 旭川 361
5 札幌 1757 27 松戸 462 49 町田 361
6 京都 1464 28 松山 461 50 奈良 359
7 神戸 1424 29 金沢 454 51 長野 359
8 福岡 1285 30 浦和 453 52 豊橋 353
9 川崎 1203 31 川口 449 53 吹田 343
10 広島 1109 32 市川 441 54 豊田 341
11 北九州 1020 33 長崎 439 55 高松 331
12 仙台 971 34 宇都宮 435 56 郡山 327
13 千葉 857 35 大宮 434 57 富山 325
14 堺 803 36 横須賀 432 58 川越 323
15 熊本 650 37 大分 427 59 岡崎 323
16 岡山 616 38 倉敷 423 60 高知 322
17 相模原 571 39 岐阜 407 61 所沢 320
18 浜松 562 40 枚方 400 62 柏 318
19 鹿児島 546 41 豊中 399 63 秋田 312
20 船橋 541 42 和歌山 394 64 那覇 302
21 東大阪 517 43 西宮 390 65 宮崎 300
22 八王子 503 44 福山 375
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図Ⅰ-3．人口30万以上の都市の人口(2010年) 

 

降順データを図示することは、データの一種の“見える化”である。ここでグラフは下に凸

な曲線で与えられることがわかる。この場合は、ごく少数の要素が大きな値を有し、その他

の多くの要素は小さな値を有するという、いわば少数の要素に資源が集中、あるいは少数の

要素が他の多くの要素を支配するというケースに相当する。したがって、われわれはこれら

の大きな値を有する少数の要素の集中の度合い、支配の程度に注目することになる。ちなみ

に、降順グラフが負の傾きを有するほぼ直線になったとすると、元のデータは、ある範囲内

にランダムに分布していることになる。一方、降順グラフが上に凸な曲線で与えられる場合

は、大多数の要素が大きな値を有し、ごくわずかな要素が小さな値を有するケースに相当す

る。 

わが国の人口30万人以上の都市データの分布がどのような曲線で近似できるかについて

考えてみよう。以下の式で与えられる曲線 

 𝑦𝑦 = 𝑎𝑎𝑥𝑥𝑏𝑏 

  𝑦𝑦：人口、𝑥𝑥：順位、𝑎𝑎, 𝑏𝑏：パラメタ 

を用いて近似すると、パラメタの𝑎𝑎, 𝑏𝑏の推計については、上式の両辺の対数をとることによ

って下記の式に基づく単回帰モデルが得られる。 

 log𝑦𝑦 = log 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏 log 𝑥𝑥  
 EXCELによる単回帰分析の結果、以下の表に示すような推計結果が得られる。ここに示

した数理モデルはジップ(George Kingsley Zipf, 1941)の順位法則に基づくものである。 

  上記式によって与えられるジップの順位法則において、パラメタbは負であるが、bの
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大きさ（絶対値）は集中あるいは支配、独占の度合いを表すとみなすことができる。すなわ

ちパラメタbの大きさ(絶対値)が大きければ大きいほど、集中あるいは支配、独占の度合い

が強いことを意味する。このことから、パラメタbの大きさ(絶対値)の時系列的特性、地理

的地域的特性、あるいは社会的特性等を調べることによって多くの興味ある新たな知見が

得られることがあることを付け加えておこう。 

 

表Ⅰ-2．数理モデル : 𝑦𝑦 = a𝑥𝑥𝑏𝑏 のパラメタ推計結果 

 

概要

回帰統計
重相関 R 0.985939
重決定 R2 0.972076
補正 R2 0.971633
標準誤差 0.109946
観測数 65

分散分析表

自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F
回帰 1 26.51105 26.51105 2193.130387 1.13438E-50
残差 63 0.761558 0.012088
合計 64 27.27261

係数 標準誤差 t P-値
切片 8.581146 0.050538 169.7945 1.46281E-85
X 値 1 -0.70592 0.015074 -46.8309 1.13438E-50

下限 95% 上限 95% 下限 95.0% 上限 95.0%
切片 8.480153 8.682139 8.480153 8.682139318
X 値 1 -0.73604 -0.6758 -0.73604 -0.67579802


