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－総合統計年鑑を使いこなすために－

JETROアジア経済研究所図書館 小林磨理恵 山下惠理



本日の内容

1. 東南アジア諸国の統計概説（20分間）
2.事前課題の検討・発表（20分間）
3. 事前課題の解説（20分間）
4.課題演習 (20分間）
5.課題の解説（20分間）

前半

後半



本題に入る前
に…

～アジ研図書館の資
料相談事例から～
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アジ研図書館に寄せられる
資料相談は、東南アジアに

関する内容が4割。



主な照会対象国（2017年度）

Q.タイの都道府県別の
自動車保有台数は？

Q.タイ・ベトナムの国
籍別入国外国人数は？

Q.フィリピンにおけ
る学生のドロップア

ウト率は？

Q.ベトナムの地
域別気候データ
を知りたい．

Q.インドネシ
アの唐辛子の
生産高は？

Q.カンボジア
の識字率を知
りたい．

Q.ミャンマーの
用途別土地面積を

知りたい．

これら全て、総合統計年鑑（Statistical Yearbook）で回答

特にタイ、イン
ドシア、ベトナ
ム、マレーシア



東南アジア諸国の
統計概説
－統計事情から調べ方まで―



1.0.
「統計」とは

「集団における個々の要素の分布を調べ、その集団の傾向・性
質などを数量的に統一的に明らかにすること。また、その結
果として得られた数値。」（広辞苑）

「集団現象を数量的に把握すること。一定集団について、調査
すべき事項を定め、その集団の性質・傾向を数量的に表すこ
と。」（大辞林）

「集団」の「傾向・性質」を「数量的」に明らかにすること

http://www.stat.go.jp/teacher/index.html (2018/9/13最終閲覧)

http://www.stat.go.jp/teacher/index.html


1.1.
政府統計の
作成主体は？

分散型

（decentralized statistical system）

• 複数の行政機関（各
省庁など）において、
それぞれの行政分野
について独立して行
われる．

• 日本は分散型

集中型

（centralized statistical system）

• 統計調査活動が特定
の機関（中央統計局な
ど）に集中して行わ
れる．

【出典】総務省ウェブサイト
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/2-1.htm（2018/9/7 最終閲覧）

政府の統計機構には2つのタイプがあります。

http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/2-1.htm


1.1.
統計機構の
特徴

分散型 集中型

メリット

☀行政ニーズに的確、迅速
に対応することが可能

☀所管行政に関する知識と
経験を統計調査の企画・
実施に活用できる．

☀ 統計の専門性をより発揮
しやすい．

☀統計の整合的な体系が図
りやすい．

デメリット

☂統計の相互比較性が軽視
されやすい．

☂統計調査の重複や統計体
系上の欠落を招きやすい．

☂行政ニーズを的確、迅速
に反映した統計調査が行
われにくい．

☂所管行政に関する知識と
経験を統計調査の企画・
実施に活用しにくい．

【出典】総務省ウェブサイト
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/2-1.htm（2018/9/7 最終閲覧）

http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/2-1.htm


1.1.
東南アジア諸
国の統計機構

分散型

集中型

【出典】大友篤（2013年）をもとに報告者作成
※大友（2013年）にはフィリピンは「典型的な分散型組織を維持」とあるが、

2013年に4統計機関がPhilippine Statistics Authority （PSA）に統合し、集中型に移行している。

created with mapchart.net ©



1.2.
統計の
入手手順

総合統計年鑑

（中央統計機関）

中央統計機関の

他の統計

各省庁の

統計

入手したい統計の対象国の統計機構が、分散型と集中型、ど
ちらであるか知っておくと、統計を調べるときに便利です．

集中型の場合、基本的に
は、中央統計機関作成の

統計を調べます．

分散型の場合、中央統計
機関以外の省庁が作成す
る統計も調べます．



1.2.
例①：集中型
のベトナムの
場合

Q. ベトナム・タイの国籍
別入国外国人数は？

Point: ベトナム統計総局
（中央統計機関）のウェブ
サイト＆統計書から調べる

データベース 冊子体のPDF版

【出所：www.gso.gov.vn】



1.2.
例②：分散型
のタイの場合

Source: Immigration Bureau, Royal Thai Police

Point:タイ国家統計局（中央
統計機関）and/or 他の省庁

の統計を調べる

สถติิ = 統計

【出所：www.nso.go.th/sites/2014・www.immigration.go.th】



1.2.
中央統計機関
ウェブサイト

国名 中央統計機関 URL

タイ National Statistical Office (NSO) http://www.nso.go.th/sites/2014

ミャンマー Central Statistical Organization (CSO) http://www.mmsis.gov.mm/

ラオス Lao Statistics Bureau http://www.nsc.gov.la/en/#

カンボジア National Institute of Statistics (NIS) http://www.nis.gov.kh/ 

ベトナム General Statistics Office (GSO) http://www.gso.gov.vn/

インドネシア Badan Pusat Statistik (BPS) http://www.bps.go.id/

マレーシア Dept. of Statistics (DOS) https://www.statistics.gov.my/

シンガポール Dept. of Statistics, Singapore http://www.singstat.gov.sg/

フィリピン Philippine Statistics Authority https://psa.gov.ph/

ブルネイ Dept. of Statistics (DOS) http://www.depd.gov.bn/SitePa
ges/National%20Statistics.aspx

東ティモール General Directorate of Statistics http://www.statistics.gov.tl/

各国の中央統計機関のウェブサイトは、統計事情を知る手がかりとなります．

http://www.nso.go.th/sites/2014
http://www.mmsis.gov.mm/
http://www.nsc.gov.la/en/
http://www.nis.gov.kh/
http://www.gso.gov.vn/
http://www.bps.go.id/
https://www.statistics.gov.my/
http://www.singstat.gov.sg/
https://psa.gov.ph/
http://www.depd.gov.bn/SitePages/National%20Statistics.aspx
http://www.statistics.gov.tl/


1.2.
Web版
総合統計年鑑

国名 最新
巻*

冊子体
アジ研請求記号

Web版 省/州/県別
統計年鑑

言語

タイ 2018 THAI/0A1

http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/e-
Book/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E
0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%

B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5.aspx

英語・タイ語

ミャンマー 2017 BURMA/0A1 http://www.mmsis.gov.mm/sub_menu/statistics/fileDb.jsp?code_code=001 英語

ラオス 2015 LAOS/0An3 https://www.lsb.gov.la/wp-content/uploads/2017/05/final-update-yearbook-2015.pdf 英語・ラオ語

カンボジア 2013 CAMBO/0An1 ×
Webで閲覧できるのはコンテンツタイトルのみ

英語・クメール語

ベトナム 2016 VIET/0A2 http://www.gso.gov.vn/Default_en.aspx?tabid=515
〇
省

英語・ベトナム語

インドネシ
ア

2018 INDNE/0A4 https://www.bps.go.id/publication.html 英語・インドネシ
ア語

マレーシア 2016 MALAY/0A4
https://newss.statistics.gov.my/newss-

portalx/ep/epFreeDownloadContentSearch.seam?cid=94838
[estatistik への登録が必要] 

英語・マレー語

シンガポー
ル

2017 SINGA/0A2 https://www.bps.go.id/publication/2018/07/03/5a963c1ea9b0fed6497d0845/statistik-
indonesia-2018.html 英語

フィリピン 2017 PHILP/0A4 https://psa.gov.ph/products-and-services/publications/philippine-statistical-yearbook
〇

リージョン
英語

ブルネイ 2016 BRUNE/0A2 http://www.depd.gov.bn/DEPD%20Documents%20Library/DOS/BDSYB/BDSYB_2016.pdf 英語・マレー語

東ティモー
ル

2016 〇
http://www.statistics.gov.tl/category/survey-indicators/timor-leste-in-figures/

*Timor-Leste in Figures
〇
県

英語・ポルトガル
語・テトゥン語

*Web版または冊子体の最新巻

http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/e-Book/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%B5.aspx
http://www.mmsis.gov.mm/sub_menu/statistics/fileDb.jsp?code_code=001
https://www.lsb.gov.la/wp-content/uploads/2017/05/final-update-yearbook-2015.pdf
http://www.gso.gov.vn/Default_en.aspx?tabid=515
https://www.bps.go.id/publication.html
https://newss.statistics.gov.my/newss-portalx/ep/epFreeDownloadContentSearch.seam?cid=94838
https://www.bps.go.id/publication/2018/07/03/5a963c1ea9b0fed6497d0845/statistik-indonesia-2018.html
https://psa.gov.ph/products-and-services/publications/philippine-statistical-yearbook
http://www.depd.gov.bn/DEPD%20Documents%20Library/DOS/BDSYB/BDSYB_2016.pdf
http://www.statistics.gov.tl/category/survey-indicators/timor-leste-in-figures/


政府情報の
公開度

※圏外：ラオス、ベトナム、ブルネイ

created with mapchart.net ©

Global Open Data Index 2015

（出所：index.okfn.org）

ランク 国名 スコア

1 台湾 78

17 インド 55

23 韓国 50

23 シンガポール 50

31 日本 46

37 香港 42

41 インドネシア 40

42 タイ 39

61 パキスタン 30

61 ネパール 30

78 フィリピン 25

93 中華人民共和国 18

93 東ティモール 18

108 カンボジア 12

112 マレーシア 10

122 ミャンマー 3

123 バングラデシュ 0



1.2.
統計を調べ始
める前に①

便利なウェブサイト

『世界の統計』（総務省統計局（日本））
http://www.stat.go.jp/data/sekai/index.html

※収録される統計の出典は、UN、IMF、World
Bank、WHO、OECD等の国際機関のデータベー
ス．各種データベースへのリンク集として有効．

『リサーチ・ナビ』（国立国会図書館）
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/statistics-
southeast.php

※「統計：東南アジア」のページでは、各国の統
計局など統計作成機関のウェブサイトが紹介され
ている．

http://www.stat.go.jp/data/sekai/index.html
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/statistics-southeast.php


事前課題の検討・発表
（20分）



事前課題の解説



事前課題

Q1.タイ全国の世帯当たりの平
均農業月収（2015年）

Q2.タイ北部（都市部・非都市
部）の世帯当たりの平均農業月
収（2015年）



解答

Q1. 2,587バーツ

Q2. 都市部：1,537バーツ
非都市部：4,525バーツ

※ 1バーツ＝3.62円（2015年年間平均）
http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/yearend/index.php?id=2015（2018/9/13最終閲覧）

http://www.murc-kawasesouba.jp/fx/yearend/index.php?id=2015%EF%BC%882018/9/13


(復習)

統計の
入手手順

総合統計年鑑

（中央統計機関）

中央統計機関の

他の統計

各省庁の

統計

まず
は 次に 最後

に

Statistical
Yearbook

Thailand 2018

Household Socio-
Economic Survey

2015

Q1の回答 Q1＆Q2の回答

総合統計年鑑は、
統計探しの
ゲートウェイ

★「出典」が頼り
になります．



調査手順
①-1

Google 等で、“Thailand Statistical Office”または
“Thailand Statistical Yearbook”を検索しても、現行
の統計局Webサイトにはアクセスできません．
“สสช”（So So Cho = NSO）で検索するか、本資
料掲載のURLからアクセスしてください．

Q1. タイ全国の世帯当たりの平均農業月収（2015年）
まずは国家統計局ウェブサイ
トで Statistical Yearbookにア

クセス

【出所：www.nso.go.th/sites/2014】

https://www.google.com/


調査手順
①-2

目次から「Average Monthly 
Income per Household」（世
帯当たり平均月収）を探す

該当ページから、Whole 
Kingdom (全国)、Net profits

from farming (農業からの純利
益)を探す

Q1. タイ全国の世帯当たりの平均農業月収（2015年）

【出所：www.nso.go.th/sites/2014】



調査手順
②-1

Q2. タイ北部（都市部・非都市部）の世帯当たりの平均農業月収（2015年）

出所の資料名「Report of the
Household Socio-Economic
Survey」+「Thailand」を

Google検索する

【出所：www.nso.go.th/sites/2014】



調査手順
②-2

Household Socio-Economic
Survey 2015を選び、

Northern Region (北部)のフ
ルレポートをダウンロード

Q2. タイ北部（都市部・非都市部）の世帯当たりの平均農業月収（2015年）

【出所：www.nso.go.th/sites/2014】



調査手順
②-3

該当ページから、Municipal
Area (都市部)、Non-Municipal
Area (非都市部)の Net profits

from farmingを探す

Household Socio-Economic Survey（世帯の社会経
済調査）は、国家統計局が隔年で実施する家計調
査．（最新は2017年、最終結果は未公開）

家計収入・支出の内容や金額、借金の目的や金額、
住居の特徴など、タイ国民の生活実態を調べる上
で役立つ統計資料です．

Q2. タイ北部（都市部・非都市部）の世帯当たりの平均農業月収（2015年）

【出所：www.nso.go.th/sites/2014】



課題演習
（検討40分 解説20分）



課題演習
（40分）

Q1. ベトナム全国でワクチン接種率
が最も低い省 [2017年]

Q2. クアンビン省ドンホイ市の
平均人口 [2016年]

回答のヒント①
Q1 ベトナム統計局のサイトからお調べ下さい。
Q2 クアンビン省統計局のサイトからお調べください。
回答のヒント②
統計年鑑 Statistical Yearbook/ Niên giám thống kê
ワクチン Vaccination/tiêm chủng
クアンビン省 Tinh Quảng Bình



課題演習の解説



解答

Q1.ワクチン接種率が最も低い省
[2017年]

A. ビン・フォック省

Q2. クアンビン省ドンホイ市の
平均人口 [2016年]

A. 117,856名



TIPs

01. 行政単位・国土及び気候
02. 人口及び雇用
03. 国家予算
04. 工業・投資及び建設業
06. 農林水産業
07. 貿易及び観光
08. 価格指数
09. 輸送・郵便事業・電気通信
10. 教育
11. 保健医療・文化・生活水準
12. 国際統計

データベースを使いこなす
統計年鑑各項目

大項目

小項目

【出所】 https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=783



https://www.gso.gov.vn/Default_en.aspx?tabid=766

TIPs

01. 行政単位・国土及び気候
02. 人口及び雇用
03. 国家予算
04. 工業・投資及び建設業
06. 農林水産業
07. 貿易及び観光
08. 価格指数
09. 輸送・郵便事業・電気通信
10. 教育
11. 保健医療・文化・生活水準
12. 国際統計

データベースを使いこなす
レイアウト
変更

統計年鑑各項目

【出所】https://www.gso.gov.vn/Default_en.aspx?tabid=766



TIPs データベースを使いこなす
各項目 各項目について

月別/四半期毎の
データを公表

【出所】 https://www.gso.gov.vn/default_en.aspx?tabid=783



調査手順例
Q1-1.
GSOデータベース
の使い方

Q1 ワクチン接種率が一番低い省 [2017年]

【出所】ベトナム統計総局
https://www.gso.gov.vn/Defa
ult_en.aspx?tabid=491



調査手順例
Q1-2.
統計年鑑データベース
の使い方

全選択 すべての選択を解除 昇順・降順検索のためのTIPs

Q1 ワクチン接種率が一番低い省 [2017年]

【出所】ベトナム統計総局
https://www.gso.gov.vn/Defa
ult_en.aspx?tabid=491



Q2
準備
情報源の
探し方

日本語；
「クアンビン省 統計年鑑」

英語；
「quangbinh statistical yearbook」

ベトナム語；
「Quangbihh niengiam thong ke」

統計年鑑Niên giám thống kê 統計資料 số liệu thống kê
人口 Dân số支出 Chi phí 英語 Tiếng Anh 統計局Tổng cục thống kê

ベトナム語キーワード

Q２クアンビン省ドンホイ市の平均人口 [2016年]

Cuc tong ke tinh +省の名前で各省の統計サイトにアクセス



冊子体のPDF 冊子体PDF
(インデックスつき）

データベース

http://thongkevinhphuc.gov.vn/ http://ctk.quangngai.gov.vn/ https://cucthongke.quangbinh.gov.vn/



調査手順
Q2-1.
各省統計年鑑を使う

Q２ クアンビン省ドンホイ市の平均人口 [2015年]

【出所】
https://cucthongke.quan
gbinh.gov.vn/3cms/



調査手順
Q2-2.
各省統計年鑑を使う

ドンホイ市の
平均人口を
確認する

Cuc thong ke tinh ~（ベトナム各省統計局）

ベトナムでは、各省市別に紙媒体で統計年鑑を発
行しており、一部の市・省ではウェブでのデータ
公開を行っている。

Q1 クアンビン省ドンホイ市の平均人口 [2015年]



調査手順
各省統計年鑑を使う際の
注意事項

①冊子体の統計年鑑との項目の違い
(★ウェブで見れるデータは一部）
②各省によって統計年鑑の掲載方法が異なる

→紙媒体の冊子体にアクセスすることが重要

各省統計年鑑をウェブで使うときの注意事項

アジ研では冊子体で各省統計を収集しています

Q1 クアンビン省ドンホイ市の平均人口 [2015年]

Cuc thong ke tinh ~（ベトナム各省統計局）

ベトナムでは、各省市別に紙媒体で統計年鑑を発
行しており、一部の市・省ではウェブでのデータ
公開を行っている。
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