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平成２４年２月１日改訂 

 

 

パスファインダーとは、あるトピックについて調べるときに役立つ資料やツールを紹介した  

 「情報探索の道しるべ」です。 

 

 

  このパスファインダーでは、千代田図書館の所蔵資料を中心に、日本国内の産業に関する統計情報

の基本的な調べ方をご紹介いたします。 

 

１．情報探索のキーワード  

   効率的な情報検索には、適切なキーワードが必要です。 

様々な単語を組み合わせて検索してみましょう。 

 

 統計・統計表・統計情報・統計調査・指定統計・統計データ 政府統計 民間統計  

 

 

 

２．基本的な情報源 

  統計の特性や、統計項目・用語の意味などを知ることができる図書とデータベースをご紹介します。 

 これらの事を知ると、より統計が分かりやすいものになります。 

【図書資料】        <千代田図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号・資料

ID 

配架場所 

統計ガイドブック 社会・経済 第２版／          

木下滋 土井英二 森博美（編）／大月書店 2001 

351／    

105734123 

開架 一般 

社会・人口統計体系 基礎データ項目定義集 上／総務省統計局 

2005  

R361／   

130523327 

開架 参考図書 

社会・人口統計体系 基礎データ項目定義集 下／総務省統計局 

2005  

R361／ 

130523335 

開架 参考図書 

 

 

【オンラインデータベース】 

 JapanKnowledge（ジャパンナレッジ） （館内接続）   

  『日本大百科全書』『Encyclopedia of Japan』『情報・知識 imidas』『現代用語の基礎知識』など

の知識データベースを一括検索できます。    

  

統計情報の調べ方（産業統計編） 

統計・統計表・統計情報・統計調査・指定統計・統計データ ビジネスデータ     

政府統計 民間統計 生産統計 産業統計 流通統計 商業統計 工業統計  など 
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３．図書を探す 

 【千代田区立図書館の蔵書検索】 

  千代田区立図書館の蔵書は、蔵書検索システム（OPAC）で検索できます。図書館内にあるほか 

  インターネットの千代田図書館の HP からも検索できます。 

  ◎ 千代田図書館 HP 蔵書検索 インターネット 

               http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/search/index.html 

 【統計の検索ツール】 

 統計がどの資料に載っているか分からない場合や、各分野でどのような統計があるのか調べる際、

参考になる資料をご紹介します。 

<千代田図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号・資料 ID 配架場所 

統計情報インデックス 2008 ／ 総務省統計局 2008 R350／130186117 開架 参考図書 

民間統計徹底活用ガイド／日本能率協会総合研究所マーケティン

グ・データ・バンク(編）生活情報センター 2006 

R350／105668479 開架 参考図書 

官庁統計徹底活用ガイド／日本能率協会総合研究所マーケティン

グ・データ・バンク(編）生活情報センター 2005 

R350／105736243 開架 参考図書 

ビジネスデータ検索事典 データ＆DATA／日本能率協会総合研

究所マーケティング・データ・バンク（編）日本能率協会総合研究

所 2006 

R350.3／130029200 開架 参考図書 

ビジネス調査資料総覧 2011／日本能率協会総合研究所マーケテ

ィング・データ・バンク（編）日本能率協会総合研究所 2010 

R675／130658537 開架 参考図書 

 

【基本的な統計資料】 

  主な日本の統計資料のいくつかをご紹介します。索引から必要な統計資料を探すこともできます。 

<千代田図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号・資料 ID 配架場所 

日本統計年鑑 平成 23 年／総務省統計局（編）日本統計協会 2010  R351／130339708 開架 参考図書 

日本国勢図会 2011/12／矢野恒太記念会（編）矢野恒太記念会 2011 R351／1000011880 開架 参考図書 

日本長期統計総覧 全 5 巻／東洋経済新報社  R351 開架 参考図書 

完結昭和国勢総覧 全４巻／東洋経済新報社  R351 開架 参考図書 

 

【地域別の統計資料】  

  特定の地域別に統計を見たい場合に便利な統計をご紹介します。 

<千代田図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号・資料 ID 配架場所 

民力 2011／朝日新聞出版 2011 R351／1000025195 開架 参考図書 

地域経済総覧 2012／東京経済新報社 2011 R330.5／1000045730 開架 参考図書 

社会生活統計指標 2011／総務省統計局 2011 T361.9／130667652 開架 行政 

http://www.library.chiyoda.tokyo.jp/search/index.html


3 

 

【東京都および千代田区の統計資料】 

東京都や千代田区の基本的な統計資料をご紹介します。 

<千代田図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号・資料 ID 配架場所 

東京都統計年鑑 平成 21 年／東京都総務局統計部 2011   T350／1080038571 開架 行政 

特別区の統計 平成 22 年版／特別区協議会 2011 T357／130667579 開架 行政 

千代田区行政基礎資料集 平成 23 年版／千代田区 2011 T311／1080022245 開架 行政 

 

【主な産業統計資料】 

  産業統計資料の中から、千代田図書館で所蔵している主な資料をご紹介します。 

  まず始めに、『日本標準産業分類』（全国統計協会連合会 2008）で調べたい業種がどの産業名で

（統計が）とられているか調べましょう。 

 ※『日本標準産業分類』（全国統計協会連合会 2008）とは・・・ 

日本の産業を分類する基準。統計表を見る際、調べたい業種がどの産業名なのか調べることがで

きます。 

 （１）全産業       <千代田図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号・資料 ID 配架場所 

国勢調査 平成 17 年 第 3 巻 人口の労働力状態,就業者の産

業（大分類）／総務省統計局 2007 

T358／130420516 開架 行政 

事業所・企業統計調査 平成 18 年 第 3 巻 事業所及び企業

に関する集計 13 東京／総務省統計局 2008 

T605／130419112       開架 行政 

 

（２）製造業        <千代田図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号・資料 ID 配架場所 

工業統計表 平成 21 年 産業編／経済調査会 2011 T505.9／1080011495 開架 行政 

工業統計表 平成 21 年 品目編／経済調査会 2011 T505.9／1080011503      開架 行政 

 

（３）商業（卸売・小売）   <千代田図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号・資料 ID 配架場所 

商業統計表 第 1 巻 産業編（総括表）平成 19 年 T670.5／130659717 開架 行政 

商業統計表 業態別統計編（小売業）平成 19 年 T670.5／130659758 開架 行政 

 

（４）サービス業      <千代田図書館で所蔵している図書（一例）> 

資料情報（書誌情報） 請求記号・資料 ID 配架場所 

サービス業基本調査報告 第 1 巻 全国編 平成 16 年 T673／130418403 開架 行政 

特定サービス産業実態調査報告書 平成 20 年 各種物品賃貸

業、産業用機械器具賃貸業、事務用機械器具賃貸業編 

T673／130659667 開架 行政 
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４．雑誌・新聞を探す 

  雑誌や新聞記事に掲載されている統計資料を調べる際に、参考になるものをご紹介します。 

 【雑誌記事・論文検索】 

◎ NDL-OPAC 雑誌記事索引検索」  インターネット  http://opac.ndl.go.jp/Process 

    国内で刊行された約 19,000 誌について、雑誌名、記事タイトルなどから検索できます。 

◎ 「CiNii(サイニイ)：NII 論文情報ナビゲータ」インターネット http://ci.nii.ac.jp/」      

  学協会で発行された学術雑誌、大学等で発行された研究紀要を検索できます。 

【新聞記事検索】 

◎ 新聞記事データベース 館内接続  

  特定の内容の新聞記事を探したい場合に便利です。キーワードなどから検索できます。 

<千代田図書館で利用できる新聞記事データベース> 

データベース 新聞 収録期間 

聞蔵Ⅱビジュアル 朝日新聞 1879年から 

毎日 Newsパック 毎日新聞 1987年から 

ヨミダス歴史館 読売新聞 1874年から 

日経テレコン 21 

日本経済新聞 

日経産業新聞        

日経流通新聞 

日経金融新聞  

1981年10月から 

1981年10月から 

1985年10月から 

1987年10月から 

 

５．その他の情報 

【Web 情報源】 

◎ 国立国会図書館リサーチ・ナビ「経済・産業―統計の調べ方」 

http://rnavi.ndl.go.jp/business/entry/post.php インターネット 

           経済・産業の統計に関する情報の調べ方を案内しています。 

 

  ◎ 政府統計の総合窓口 e-stat  

      http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/eStatTopPortal.do インターネット     

   政府統計を調べる際に便利です。統計の分野、キーワードなどから検索できます。 

 

 【類縁機関】 

・ 国立国会図書館   http://www.ndl.go.jp/ 

〒100-8924 千代田区永田町 1-10-1／TEL：03-3581-2331（代表） 

  ・ 東京都立中央図書館 http://www.library.metro.tokyo.jp/ 

    〒10６-8575 港区南麻布 5-7-13／TEL：03-3442-8451(代表) 

・ 総務省統計図書館 http://www.stat.go.jp/training/toshokan/4.htm 

     〒162-8668 東京都新宿区若松町 19-1／TEL：03-5273-1187  

                      作成：千代田区立千代田図書館サービス部 
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