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対象とした匿名データ

（独）統計センターが提供している全国消費
実態調査（全消）平成6，11，16年を使用
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なぜ匿名データなのか

教育用擬似ミクロデータを用いたデータ分析コ
ンテストをSASユーザー総会で企画・実施を3

年連続して行ってきた．

このコンテストの参加者に全消の匿名データを
用いた実証研究をお願いしてきたが，応募者
が少ないのが現状である．

そこで，自らも匿名データを用いた研究を実施
し，活性化をはかるためのSASユーザー総会
での論文発表を行うことにした．
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全消匿名データの形式

変数が 2004年（H16）で1,780と多い．

件数は，他の匿名データに比べ少ない．

 43,861 件（全消2004F）

1件のデータは，23,213バイトの固定長

ファイルサイズは，994Mバイト

ただし，変数の区切りは半角 “,” CSV 形式

変数名はなく，データのみ
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データの構造

1行目 7人目

V0003_
調査年

V0004_
No

V0039_
世帯員
番号

V0040_
続柄

V0041_
性別

・・・
V0052_
各種・
塾など

・・・ ・・・
V0123_
世帯員
番号

V0121_
続柄

V0123_
性別

・・・
V0136_
各種・
塾など

： ：
： ：

7行目

V0003_
調査年

V0004_
No

V0123_
世帯員
番号

V0121_
続柄

V0123_
性別

・・・
V0136_
各種・
塾など

繰返し 区分 変数名 項目名 変数名 項目名
－ 調査票 V0001 政府統計コード V0004 レコード一連番号

V0002 管理コード ：
V0003 調査年 V0014 世帯の別（一般・単身）

－ 世帯票 V0014 世帯の別 V0017 世帯票_世帯人員
V0015 世帯区分 V0018 世帯票_就業人員
V0016 地域情報_３大都市圏か否か ：

V0038 世帯票_単身世帯の形態
繰返し 7 世帯員 V0039 世帯票_世帯員に関する事項(1)_世帯員番号

V0040 世帯票_世帯員に関する事項(1)_続柄
V0041 世帯票_世帯員に関する事項(1)_性別
V0042 世帯票_世帯員に関する事項(1)_年齢5歳階級
：
V0136 世帯票_世帯員に関する事項(7)_各種学校・塾など
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詳細な消費項目（全消2004F）
変数 内容 変数 内容 変数 内容

V0455 用途_消費支出 V0674 品目(1)_消費支出
V0456 用途_食料 V0675 品目(1)_食料
V0457 用途_穀類 V0676 品目(1)_穀類
V0458 用途_米 V0677 品目(1)_米
V0459 用途_パン V0678 品目(1)_パン
V0460 用途_めん類 V0679 品目(1)_めん類
V0461 用途_他の穀類 V0680 品目(1)_他の穀類
V0462 用途_魚介類 V0681 品目(1)_魚介類
V0463 用途_生鮮魚介 V0682 品目(1)_生鮮魚介
V0464 用途_塩干魚介 V0683 品目(1)_塩干魚介
V0465 用途_魚肉練製品 V0684 品目(1)_魚肉練製品
V0466 用途_他の魚介加工品V0685 品目(1)_他の魚介加工品
V0467 用途_肉類 V0686 品目(1)_肉類
V0468 用途_生鮮肉 V0687 品目(1)_生鮮肉 V0690 品目(1)_鶏肉

V0688 品目(1)_牛肉 V0691 品目(1)_合いびき肉
V0689 品目(1)_豚肉 V0692 品目(1)_他の生鮮肉

V0469 用途_加工肉 V0693 品目(1)_加工肉
V0694 品目(1)_ハム・ソーセージ
V0695 品目(1)_他の加工肉
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メタデータの照合

項目名について全消1999Fと全消2004Fで
のマッチ・マージ
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データの統合
番号

V2004
変数名

番号
U1999
変数名

VU1999 2004 1999合算項目名

： ：
980 V0980 969 U0969 V0980 品目(1)_パソコン

970 U0970 U0970 品目(1)_ワープロ
981 V0981 971 U0971 V0981 品目(1)_カメラ
982 V0982 972 U0972 V0982 品目(1)_ビデオカメラ

973 U0973 U0973 品目(1)_ピアノ
983 V0983 974 U0974 V0983 品目(1)_楽器
： ： ： ： ： ：
： ：

688 V0688 品目(1)_牛肉
689 V0689 品目(1)_豚肉
690 V0690 品目(1)_鶏肉
691 V0691 品目(1)_合いびき肉
692 V0692 品目(1)_他の生鮮肉
： ： ：
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調査年別の世帯区分クロス表

 無職の割合の増加が12.2%＜17.4％＜22.4％と10年間で
10％増えていた．

 実行時間は，1秒程度と軽快なレスポンスである．
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（有・無）で異なるコード化

 調査年によって， （有・無）が異なるコード化がさ
れることもある．

 カテゴリ名を変更することにより対応する

調査年 符号 符号内容
変更

カテゴリ名

2004 1 無 1_無

2 有 2_有

1999 1 有 2_有

2 無 1_無

1994 1 有 2_有

2 無 1_無
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3元表による分析

 水洗トイレの “無” について3大都市圏01を加え
た3元表の作成

 統計量として，行方向での％表示を選択
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世帯員の生活状況 延：453,831人

 勤務先は，2004年に30～499人の民営企業が増
加している．

 幼稚園が減り，保育園児が増加
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自動車取得時の年号の記入ミス

全消2004Fは平成16年．平成16年とすべき
と思われるのに，×昭和16年が15件．

全消2004Fは平成16年．昭和63年とすべき
なのに，×平成63年が78件

調査年 年号 ×昭和 ○平成 ミス率 ○昭和 ×平成 ミス率

1994 平成 6年 2,897 45,777 6.0% 7,365 3,959 35.0%

1999 平成11年 821 62,669 1.3% 1,176 847 41.9%

2004 平成16年 232 66,322 0.3% 280 224 44.4%
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年間収入の変化

 箱ひげ図，棒グラフ，累積確率分布により，1994年から
1999年にかけては，中央値で20万円の減少，さらに，
2004年には中央値で70万円減少している．
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米とパンの購入金額の構成比

 穀類を100%とした構成比での経年変化

 米の構成比が減少，パンが増加，米は購入しないがパン
は購入している．
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酒の種類：構成費比の経年変化

 酒の種類別は，品目（1）現金と品目（2）月賦買いを合算

 酒類を買わない世帯を除いて，酒類の合計金額に対する
構成比を算出

 清酒，ビール，ウイスキーが減少，ぶどう酒，焼ちゅう，発
泡酒，他の酒が増加．
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多元配置分散分析による
穀類の購入金額の要因分析
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年間収入と穀類の購入金額

 年間収入ｘ，穀類の購入金額 ｙ とした回帰分析の適用は，
誤差分布の均一でないので不適切．対数を取っても同様．

 穀類の購入金額に対して，世帯人員数も考えられる

 世帯人員数は，年間収入に対して影響があると思われる．
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穀類の購入金額の分布

 おおよその形状は対数正規分布

 対数を取ると小さい方に裾が広がりすぎ

 100円以下はすべて100円として，常用対数を取った．

 正規確率プロットでは103円以上は直線， 103円以下で下
方に乖離するが，飛び離れ値とはならない．
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年間収入を 5 階層に区分

調査年 人数 20%点 40%点 60%点 80%点

1994 44,687 430 599 780 1040

1999 44,540 408 572 757.6 1021

2004 43,861 369 510 680 929
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4元配置分散分析・フルモデル

 調査年×3大都市圏×世帯人員×年収5区分

 3 × 2 × ４ × 5 = 120 セル
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120 セルの平均とＳＤの関連

 平均値が小さい場合に
ＳＤは増大傾向．

 ＳＤの範囲は1.5倍程
度

 分散（ＳＤ2）の均一性
は保たれている．
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モデルの簡略化

 分散分析表の p < 0.0001 以外をすべて誤差項とする．

 例数が多いために p < 0.01 を基準とすると，解釈不能な
細かな揺らぎを多く拾い上げてしまう．



242015.8.6 高橋行雄

2 因子交互作用プロファイル
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穀類の購買額（世帯人員×年収）

 世帯人員が2世帯の場合に，年収第1・2区分に対して第3

区分以上で，穀類の購入額が低くなっている．

 世帯人員が3人以上の場合には，年収と共に穀類の購入
額が上昇している．
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考 察 １

3回分の全消の匿名データを併合して統計
解析がスムーズに行えるようにするために
膨大な手作業に時間を費やした．

調査ごとに，社会環境の変化を捕らえようと
することは必要なことではあるが，このため
にデータの構造が微妙に変化し，機械的な
データの統合が不可能となってしまう．
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考 察 2

統計センターが提供している匿名データは，
磁気テープ時代のコンピュータ処理の典型
的な固定長のデータ形式である．

幸い固定長ではあるが変数の区切りにカン
マ（，）が挿入されたことにより，Excelでの
データハンドリングが可能であった．

その結果としてJMPで容易にデータを取り
込むことができた．
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考 察 3

多元配置分散分析は，応答変数に対する
変動の要因を精密に探索するために応用を
試みた．

データ数が大きいので，かなり思い切った
解析モデルの適用が可能であり，複数の要
因間の交互作用の解釈についても詳細に
行うことができた．
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考 察 4

 “ビックデータ時代のうんぬん”がはやり言葉にな
っていて，他者が追試できないビックデータを用い
てビジネスに役立ったといわれても，「そうですか，
それは良かったですね」としか言いようがない．

 統計センターが提供している各種の匿名データを
用いて，複数の人たちが共通のデータを用いて実
証研究に取り組み結果を公表し，互いに議論する
ことが，この分野の統計の健全なる発展に貢献す

ると確信している．
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匿名データへの
チャレンジを期待しています


