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統計情報はビジネスにおける意思決定などに必要不可欠です。 

統計情報の集め方、活かし方についての資料を 

ご紹介します。 

1．本で調べる 

 

●統計を調べるための資料 
『日経 MJ トレンド情報源 2017』 日本経済新聞社 2016.11（請求記号 W675） 

最新の消費トレンドをわかりやすく解説。『日経 MJ』の独自調査による約 2500 社の情報も収録。

『日経 MJ』『日本経済新聞』の約 1 年間の記事等をまとめたもの。（年刊） 

 

『リサーチ・クリップ大全 2014/10～2015/9』 

日本経済新聞社産業地域研究所 2015.12（請求記号 W675.2） 

食やスポーツ、ビジネス等に関する消費者の意識や行動などを調査。『日経消費インサイト』の

好評連載より 94 本を収録。 

 

『ビジネスデータ検索事典 2012』  

日本能率協会総合研究所 2012.8（請求記号 W350.31 館内閲覧） 

 人口や経済統計などをまとめた社会経済統計編と、業界 55 種別にまとめた業界別統計編からな

る。調べたい項目とその情報が掲載された資料を、Q＆A 方式で紹介。巻末には質問一覧とキーワ

ード索引あり。 

 

『地域経済総覧 2018』 東洋経済新報社 2017.9（請求記号 W330.59 館内閲覧） 

 都道府県、市町村の経済・社会データを、総務省が定める「全国地方公共団体コード」の順に掲

載。面積や人口、消費や雇用等経済に関する統計を収録。データ：2017 年 9 月 19 日時点。（年刊） 

 

『日本統計年鑑 第 67 回（2018）』 総務省統計局 2017.11（請求記号 R351 館内閲覧） 

日本の国土、人口、経済、社会、文化など、広い分野にわたる基本的な統計を、網羅的、体系的

に収録した総合統計書。英文併記。統計資料案内、都道府県別統計表及び男女別統計表索引付き。

（年刊）排架区分：参考図書 

 

『日本の統計 2018』 総務省統計局 2018.3（請求記号 R351 館内閲覧） 

 日本の国土、人口、経済、社会、文化など広い分野に関するよく利用される 

基本的な統計を選び、ハンディで見やすい形に編集。（年刊）排架区分：参考図書 

 

 

 



『日本国勢図会 2017/2018』 矢野恒太記念会 2017.6（請求記号 R351） 

 日本の社会や経済情勢を、統計表とグラフでわかりやすく解説。国土と気候、人口、工業、貿易

など、さまざまな分野の基本統計を収録。府県別主要・生産統計も掲載。（年刊 

 

『データでみる県勢 2018』 矢野恒太記念会 2017.12（請求記号 R351 館内閲覧） 

 社会・経済全般にわたり、最新のデータをもとに社会・経済統計を用いて都道府県のすがたを明

らかにする。全国 791 市、東京 23 区、927 町村の主要統計を掲載。（年刊）排架区分：参考図書 

 

『民力 2015』 朝日新聞出版 2015.8（請求記号 R351 館内閲覧） 

 サブタイトルに「エリア・都市圏・市区町村別指標+都道府県別資料 」、「マーケティングに必須

の地域データベース」。絶大な信頼度を誇る地域データベース。特集「「民力」から見た日本の戦後」

「まち・ひと・しごと創生」と地方の可能性」も収録。（年刊）排架区分：参考図書 

 

 

●統計情報を分析・解析するための資料 
『知識ゼロからのビジネス統計学入門』 幻冬舎 2010.11（請求記号 W336.1） 

 売上データや顧客満足度の分析、店舗の売上能力の比較等、ビジネスの現場にあふれるたくさん

のデータを、イラストを多用しわかりやすく解説。知識ゼロから「使える統計学」を身につける。 

 

『統計解析の基本と実践がよ～くわかる本』 秀和システム 2013.10（請求記号 417） 

 統計解析の基本と手順を具体的、実践的に図解する。分布や検定、推定、分散分析が理解できる。

実践で活用可能なワークシート付き。 

 

『それちょっと数字で説明してくれる？と言われて困らない できる人のデータ・統計術』 

 SB クリエイティブ 2015.8（請求記号 W336.1） 

 ロジカルシンキングとデータ分析による問題解決の流れを説明。会社でも国際社会でも通用する

「データ・統計」の使い方を紹介する。 

 

 

★上記の資料で、排架区分が 

「参考図書」となっているものは、 

中央図書館レファレンスデスク前の 

参考図書コーナー、書架番号「29」 

にあります。 

 

★請求記号に「W」がつく資料は、 

中央図書館ビジネス・情報コーナー 

にあります。 

 

 

 

 

 

 



２．データベースで調べる  

 

『日経テレコン』 

「日経 NEEDS 統計データ」  

日本経済新聞社のデータサービスが保有する統計データ。 

メインメニューの「調査＆ランキング」から、「マクロ経済統計」と「地域経済・都市データ」

が利用可能。 

＊データベースのご利用の際にはお申込みが必要です。 
主な内容 

名称 対象 内容 

マクロ経済統計 GDP、鉱工業生産、

住宅着工など約

50 種 

収録期間:直近 5 年分 

更新頻度：最新データが発表され次第、随時更新 

地域経済データ 推計人口、地域の

特性（面積・人口・

世帯など）、地方自

治体財政指標 

地方自治体財政指標統計名やデータ項目名、都道府県や

市区町村名などをキーワードとして検索可能 

収録期間:直近 5 年分 

更新頻度:最新データが発表され次第、随時更新 

 

収録内容一覧 

＜マクロ経済統計＞ 

日経・東大日次物価指数 貿易･国際収支 消費・雇用 

日経・東大日次物価指数 

（2016.1.6 更新終了） 

通関輸出額 

通関輸入額 

貿易指数 

輸出入物価指数 

国際収支 

家計調査（農林漁家含む） 

家計調査（農林漁家除く） 

百貨店・スーパー販売額 

旅行取扱高 

失業率 

有効求人倍率 

景気・企業経営 

名目 GDP 

実質 GDP 

GDP デフレーター 

日経景気インデックス 

景気動向指数 

法人企業統計 

日銀短観 

物価・市況・金利 

株価指数 

為替相場 

商品指数 

貸出金利 

６大都市市街地価格指数 

オフィスビル賃貸料指数 

マネーストック 

国内企業物価 

企業向けサービス価格指数 

全国消費者物価 

消費者物価・都区部 

産業統計 

半導体製造装置 販売高・受注高 

パソコン出荷金額・台数 

新車販売台数・メーカー別 

新車販売台数・車種別 

中古車登録台数・メーカー別 

中古車登録台数・車種別 

百貨店売上高・商品別 

百貨店売上高・地区別 

チェーンストア販売額 

家電製品国内出荷数量 

企業倒産件数 

企業倒産負債額 

生産関連 

鉱工業生産 

稼働率・生産能力指数 

住宅着工 

建築着工 

機械受注 

全産業活動指数 

第３次産業活動指数 



 

＜地域経済データ＞ 

人口推計 地域の特性 地上自治体財政指標 

2005 年～2035 年 

5 歳刻み推計人口 

全国、47 都道府県、全市区町村 

面積、住民基本台帳人口、人口伸

び率、人口密度、世帯数、出生者

数、死亡者数、婚姻件数、離婚件

数、国勢調査人口、年少人口比率、

生産年齢人口比率、老齢人口比率、

昼夜間人口比率 

直近 5 年間分 

全国、47 都道府県、全市区町村 

 

また、メインメニューの「調査＆ランキング」から、「POS ランキング」を選択すると、全国の

スーパーマーケットで販売されている加工食品、家庭用品の「売れ筋商品ランキング」を見ること

ができる。 

 

３．役立つインターネットサイト 
 

●政府統計の総合窓口 e-Stat 

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

各府省が公表する統計データを一つにまとめ、統計データの検索をはじめとしたさまざまな機能を

備えた政府統計のポータルサイトです。 

●データカタログサイト 

www.data.go.jp/ 

各府省が保有するデータを二次利用が可能な形で公開し、横断的検索も備えたオープンデータの

「データカタログサイト」(ポータルサイト)です。 

●統計センターしずおか 
https://toukei.pref.shizuoka.jp/ 

静岡県の様々な統計情報をインターネット上で一元的に閲覧・利用できるようにするために、企画

広報部統計利用課が運用・管理する統計情報サイトです。 

●調査のチカラ 
chosa.itmedia.co.jp/ 
アイティメディア株式会社が運営する、インターネット上に公開されている調査データに関する情

報を集約したサイトです。無料で閲覧できるものを中心に、様々な調査データがリスト化されてい

ます。 

●j-marketing.net トレンド＆データ 

http://www.jmrlsi.co.jp/trend/ 

JMR 生活総合研究所が運営するビジネスリーダーのためのマーケティングサイト。コンテンツのひ

とつ「トレンド＆データ」には消費に関連する基礎的な統計資料や、注目トピックス、商品に関す

る消費者調査の結果など、ビジネスに活かせるデータが掲載されています。（一部有料） 

 

 起業と企業をサポートする     エフビズ 

富士市産業支援センター「f-Biz」は中央図書館分館にあります。 

■相談（予約制）TEL0545-30-6363  FAX0545-30-6364 

■ご利用時間／月曜日～金曜日 午前 9 時～午後 5 時 

■休館日／土曜日、日曜日、国民の休日、年末年始 

ホームページアドレス www.f-biz.jp メールアドレス info@f-biz.jp 

 


