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統計LODのデータ設計内容のご紹介 
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データセット 

年齢、男女別人口 世帯人員別一般世帯数 

政府統計：国勢調査 

提供統計：国勢調査（平成22年） 

家族類型別一般世帯数 

データセット 

統計表 

e-statで公開されている統計表を、データセットとして定義しています 

データセット データセット 
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データセットの内容定義 

g00200521: 
d0003041389 

Category: 
population 

Census2010 

category1: 
basicTabulationOf 

Population 

table: 
d0003041389 

govstat: 
g00200521 

d-prop:hasFreq 
（更新頻度） 

table-code: 
freq-E5Y 

d-prop:hasReferenceArea 
（リファレンス領域） 

table-code: 
referenceArea-Japan 

（国勢調査） 

（国勢調査（平成22年）） 

（人口等基本集計（男女・
年齢・配偶関係、世帯の構
成、住居の状態など）） 

（年齢、男女別人口－都
道府県、市区町村別） 

（五年毎） 

（日本） 

年齢、男女別人口－都
道府県、市区町村別 

rdfs:label 

各データセットには、統計表の内容等を表す情報を定義しています 

【データセット】 
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g00200521: 
d0003038611 

【データセット】 

theme-field: 
field-0201 

dcat:theme 

theme-field: 
field-0701 

g00200552: 
d0003111077 

dcat:theme 

rdf:type 

（企業活動） 

データセットのテーマ（統計分野） 

各データセットには、e-statで定義されている（統計分野）もテーマとして定義しています 

skos: 
Concept 

※国勢調査のデータセット （人口） 

【テーマ（統計分野）】 

【テーマ（統計分野）】 

rdf:type skos: 
Concept 

※経済センサスのデータセット 

【データセット】 



4 

theme-field: 
field-0201 

d-theme: 
FieldConcept 

Scheme 
skos:hasTopConcept 

skos:topConceptOf 
skos:inScheme skos: 

Concept theme-field: 
field-02 

（人口・世帯） 

skos:inScheme 

skos:narrower skos:broader 

（人口） 

データセットのテーマ（統計分野） 

テーマ（統計分野）は２階層の構造となっています 

rdf:type 

rdf:type 
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d0003148541 
:dsd 

rdf:type 

qb: 
DataStructure 

Definition 

cd-dimension: 
age qb:dimension 

d0003148541- 
component:age 

1 

qb:order 

qb:component 

rdf:type 

qb: 
Component 
Specification 

d0003148541- 
codeList:ages 

prop-component:codeList 
cd-code: 
age-all 

cd-code: 
age-15-19 

skos:member 

skos:hasTopConcept 

qb:codeList 

cd-code: 
AgeConcept 

Scheme 

skos:inScheme 
skos:topConceptOf 

skos:hasTopConcept 

次元の値のうち、 
このデータセットで 
取り得る値のみを 
定義する。 

rdf:type 

qb: 
Dimension 
Property 

データセット（データセット構造） 

同一の次元でも、データセットによって取り得る次元の値が異なるため、 
データセット構造の定義の中で、そのデータセットで取り得る次元の値を定義しています 

【データセット構造】 

skos:inScheme 
skos:topConceptOf 
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観測値の定義（データキューブモデル） 

データキューブモデルに従って、観測値を定義しています 

総数（男女別） 男 女 

･･･ 
44歳 

【人】 

45歳 

【人】 
･･･ ･･･ 

44歳 

【人】 

45歳 

【人】 
･･･ ･･･ 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

 さいたま市  ･･･ 16,130 19,245 ･･･ ･･･ 8,293 9,938 ･･･ ･･･ 

 川口市 ･･･ 6,582 8,022 ･･･ ･･･ 3,526 4,289 ･･･ ･･･ 

･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 

例：2010年国勢調査の人口 測度 

属性 

観測値 

次元 

男女別 
年齢 

地域 
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観測値の定義① 

セルIDに対して、観測値、次元の値等を定義しています 

http://data. 
e-stat.go.jp/lod/dataset/ 

g00200521/d0003041389/ 
obs2VPM6T67BXVK72ZB 

NFYO7V6DMM2JTA23 
sac:C13104- 
19830818 

cd-dimension:sex 
（男女別） 

cd-code: 
sex-female 

16,036 

estat-measure:population 

2010 cd-dimension:timePeriod 
（時間軸） 

（女性） 

（新宿区） 

sdmx-dimension:refArea 
（地域） 
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観測値の定義② 

観測値の内容を補足するような属性等も定義しています 

http://data. 
e-stat.go.jp/lod/dataset/ 

g00200521/d0003041389/ 
obs2VPM6T67BXVK72ZB 

NFYO7V6DMM2JTA23 

qb:dataSet 

estat-measure: 
population 

qb:measureType 

estat-attribute:unitMeasure 

estat-attribute-code: 
unitMeasure-person 

g00200521: 
d0003041389 

estat-attribute:unitMult 

【データセット】 

【測度】 

【単位】 

estat-attribute-code: 
unitMult-0 

【単位乗数】 

【セルID】 
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地域コードの定義 

春日部市 

庄和町 

春日部市 春日部市 

2005年10月1日 
春日部市、庄和町 

が合併 

2008年4月1日 
春日部市が 
特例市に移行 

地域の情報は、標準地域コードと、廃置分合等による変更情報をそれぞれ定義しています 

標準地域コード 

変更事由 
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sac: 
C11214 

sac:C11214- 
20080401 

sac:C11214- 
20051001 

sacs: 
latestCode 

sacs: 
pastCode 

sacs: 
SpecialCity 

sacs:administrativeClass 

sace: 
C5078 

org:resultedFrom 

org:changedBy 
sacr:shiftTo 

AnotherKindOfCity 

sacs: 
reasonForChange 

地域コードの定義 

標準地域コードと変更事由の定義イメージ 

sacs:StandardAreaCode 
（期間付き標準地域コード） 

sacs:PlainStandard 
AreaCode 
（簡易標準地域コード） 

春日部市が 
特例市に移行 

sacs: 
CodeChangeEvent 

（変更事由） 

sacs:City 

sacs:previousCode 

sacs:administrativeClass 
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地域コード（IPA語彙の定義） 

期間付き標準地域コードについては、IPA語彙による定義も行なっています 

sac:C11214- 
20080401 

【期間つき標準地域コード】 rdf:type 
ic:コード型 

ic:識別子 
"11214" 

ic:表記 

"春日部市"@ja 

dcterms:identifier 
"11214" 

rdfs:label 

"春日部市"@ja 

ic:コード種別 

（春日部市） 

sac:C11000- 
19700401 

dcterms:isPartOf 

ic:上位コード 

dcterms:hasPart 

ic:下位コード 

（埼玉県） 

http://data. 
e-stat.go.jp/ 

lod/sac 

（統計に用いる標準地域の 
コードリスト） 
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地域コード（IPA語彙の定義） 

rdf:type ic:コードリスト型 

ic:名称 

"統計に用いる標準地域
のコードリスト"@ja ic:発行者 

http://data. 
e-stat.go.jp/ 
lod/void/sbj/ 

ic:表記 

"総務省統計局"@ja ic:表記 "1.1" 

ic:バージョン 

http://data. 
e-stat.go.jp/ 

lod/sac 

（統計に用いる標準地域の 
コードリスト） 

rdfs:label "統計に用いる標準地域
のコードリスト"@ja 

http://data. 
e-stat.go.jp/ 
lod/sacName 

（統計に用いる標準地域の 
コードリストの名称） 

（総務省統計局） 

rdf:type foaf: 
Organization 

rdf:type 
ic:名称型 

標準地域コードについては、IPA語彙による定義も行なっています（続き） 



13 

小地域、メッシュの地域コード 

http://xmlns.oracle.com/rdf/geo/srid/4612> 
POLYGON((135.0000000 34.6666667,・・・ 

grid: 
G2047306771 

（メッシュコード：2047306771） 

geo:hasGeometry 

http://data.e-stat.go.jp/ 
lod/gridCode/G2047306771/ 

polygon 
geo:asWKT 

1.054769 
lodRegion:area 

（メッシュコード：2047306771のポリゴン） 

小地域、メッシュの地域コードには、ポリゴンを定義しています 
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セルID 

セルID 

セルID 

35 

estat-measure:population 

sa-g00200521-2015: 
S103201189005 

（砂子沢第５地割） 

estat-attribute:obsStatus 

prop-obs:concealedBy 
（観測値の合算先） 

estat-attribute-code: 
obsType-concealing 

estat-attribute: 
obsType 

（秘匿による合算値） 

sdmx-dimension:refArea 

sdmx-dimension: 
refArea 

小地域、メッシュ別データ 

小地域、メッシュのデータは、秘匿・合算されているため、統計LODでも定義しています 

prop-obs:concealedBy 
（観測値の合算先） 

sa-g00200521-2015: 
R103201189003 

estat-attribute-code: 
obsType-figuresKeptUndisclosed 

estat-attribute-code : 
obsStatus-Q 

（抑制による欠損値） 

（数字が秘匿されているもの） 

estat-attribute:obsType 

（砂子沢第１地割） 

※（砂子沢第３地割）のセルID 
 （砂子沢第１地割と同様に定義する） 

「砂子沢第１地割」「砂子沢第３地割」の観測値を「砂子沢第５地割」に合算している例 


