
科目②
インドの統計を調べる
令和2年度アジア情報研修

「インドのことを調べよう！―法令・政府情報と統計を中心に―」

11月27日 9:45-12:05

ジェトロ・アジア経済研究所 学術情報センター 図書館情報課 坂井華奈子



本日の研修の流れ

1. インドの統計事情概観と調べ方の基礎 （30分）

2. 事前課題の講評・解説 （20分）
～休憩（5分）～

3. 当日課題
1. 実習 （30分）

～休憩（5分）～

2. 発表 （20分）

3. 解説 （20分）

4. 質疑応答(10分)
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はじめに
アジ研図書館の概要と

インド関係コレクション紹介

写真：アジ研図書館＠千葉市



アジ研図書館の概要

途上国研究の拠点・開かれた専門図書館

アジア経済研究所図書館は、開発途上地域の経済、政治、社会等を中心とする諸
分野の学術的文献、基礎資料、及び新聞・雑誌を所蔵する専門図書館です。

どなたでもご利用になれます。

ウェブサイト：https://www.ide.go.jp/Japanese/Library

4※貸出は会員・協定を結んだ大学の構成員など一部の方向けですが、複写サービス、郵送複写、図書館間貸出も可能

現在は新型コロナウィルスの影響で
事前予約制、

一部サービスに制限があります。

千葉市に
あります

（最寄：JR京葉線
海浜幕張駅）

https://www.ide.go.jp/Japanese/Library


約70万冊の蔵書で調査研究をサポート

アジア、アフリカ、中東、ラテンアメリカ等に関する資料

4階建て＋積層書架、閲覧席約100席

蔵書約70万冊、現地資料を重視

蔵書のうち、中国に次いで多いのがインド関連資料

地域別ライブラリアン制度

インドは南アジア地域
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統計資料：人口センサス 法令関係資料：All India Reporter（AIR)

アジ研図書館のインド関連コレクション

その他、学術文献、新聞・雑誌、一部議会議事録など。

＊所蔵期間：1872-1951(マイクロ版), 1961 – 2011

インドの人口センサス報告書は膨大なので、必ずしも網羅され
ていないが、国内有数のコレクション

＊AIRはインドの代表的な判例集。所蔵期間：1921-2018
浅野宜之『インドの判例集（AIR）とパキスタンの判例集（PLD）』に詳しい。
https://www.kansai-u.ac.jp/ILS/publication/asset/nomos/33/nomos33-05.pdf
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https://www.kansai-u.ac.jp/ILS/publication/asset/nomos/33/nomos33-05.pdf


インドの統計資料の所蔵状況

約9600冊
（2020.11時点)

1．がもっとも多く、人口センサスの膨大
な報告書を含む

1回の調査で約200～1000冊

統計資料は、
独自の国名・国
際機関名コード
と統計分類表
を用いて請求
記号が付与さ
れています。

アジア経済研究所

INDIA

0A3

2003
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国コード

統計分類

年号



インドの統計に関する問い合わせの例

 インドの都市：デリー、ムンバイ、コルカタの(1)人口、(2)年齢別人口、
(3)就業人口、(4)就学人口

 インドの IT 産業に従事する労働者数

 インドの州ごとの森林面積 …など
「レファ協」に登録しています！

＜アジ研図書館のレファレンス事例一覧＞
https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdsearch/index.php?page=detail_list&type=reference&dtltbs=1&mcmd=25&st=update&asc=desc&tt_lk=1&tcd_lk=1&tt=4110002&tcd=4110002

https://crd.ndl.go.jp/reference/
国立国会図書館が全国の図書館等と協同で構築している、調べ物のためのデータベース。
公共図書館、大学図書館、学校図書館、専門図書館等におけるレファレンス事例、調べ方マニュアル、特別コレクショ
ン及び参加館プロファイルに係るデータを蓄積し、並びにデータをインターネットを通じて提供することにより、図書館等
におけるレファレンスサービス及び一般利用者の調査研究活動を支援する。
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https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdsearch/index.php?page=detail_list&type=reference&dtltbs=1&mcmd=25&st=update&asc=desc&tt_lk=1&tcd_lk=1&tt=4110002&tcd=4110002
https://crd.ndl.go.jp/reference/


インドの統計事情概観と調査の進め方

日本語で探す

英語で探す
 国際機関

 政府統計の種類
 総合統計

 人口センサス

 主題別統計

 省庁、州から探す

 データから探す

 この研修の目標

 引用できるような統計情報をウェブ上から探す

 インド政府公式統計の探し方の基礎を学ぶ

 単純なウェブ検索でうまくヒットしないデータ、
特に社会統計や州レベルのデータなどを見つ
けるコツを知る
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インドの統計はどこにあるか？

日本語二次情
報・手がかり

英語二次情報
（国際機関等）

英語一次情報
（インド政府）
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おすすめの日本語情報源

『世界の統計』総務省統計局

冊子体＋ウェブ

『アジア動向年報』アジア経済研究所 [編]

冊子体＋ウェブ

ジェトロ＞国・地域別にみる＞インド

国立国会図書館

＞Asia Links-アジア関係リンク集-＞インド

国立国会図書館

＞レファレンス協同データベース

•世界各国の主要な統計情報をまとめた便利な資料。出典
は国際機関のデータ

•アジ研機関リポジトリでオンライン公開しているほか、「重
要日誌」の検索システムをアジ研究所図書館デジタルアー
カイブ内で提供している。2018年以降J-STAGEにも掲載

•ビジネスに役立つ基礎情報や制度を紹介

•インドの政府機関やテーマ別のリンクが参照可能

•全国の各種図書館に実際にあった問い合わせをキーワー
ドで検索可能
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https://www.stat.go.jp/data/sekai/index.html
https://www.jetro.go.jp/world/asia/in/
https://rnavi.ndl.go.jp/asia/entry/link-ind.php
https://crd.ndl.go.jp/reference/
https://ir.ide.go.jp/
https://d-arch.ide.go.jp/dlib/meta_pub/G0000019ASIADIA
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/asiadoukou/-char/ja


国際機関

国立国会図書館＞リサーチナビ＞国際機関（50件） ※タイトル順

• https://rnavi.ndl.go.jp/politics/cat17/

総務省統計局＞インフォメーション＞リンク集＞国際機関等 (統計関係のページ)

• https://www.stat.go.jp/info/link/4.html

複数国のデータがまとめてみたい場合便利
（通貨など単位がそろっていて横断的に比較可能）
貿易統計や出入国など、国際的な性質のデータもこちらが便利

・主題や地域によってさまざまな機関がある
（例）主題：健康・保健 ⇒ ＷＨＯ（世界保健機関）
（例）地域：アジア ⇒ ADB（アジア開発銀行） > Data and Statistics

ADB > India: by the Numbers
南アジア⇒ SAARC（南アジア地域協力連合）←事務局サイト

SAARC STAT ←統計サイト

名称を知っていれば検索可能だが、以下のようなリストで一覧も
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https://rnavi.ndl.go.jp/politics/cat17/
https://www.stat.go.jp/info/link/4.html
https://www.adb.org/
https://www.adb.org/what-we-do/data/main
https://data.adb.org/dashboard/india-numbers
https://www.saarc-sec.org/
http://www.saarcstat.org/


インド政府統計
の探し方

写真：Reports of Census of India @New Delhi World Book Fair 2016

©Kanako Sakai



インド政府の統計情報源

• 総合統計年鑑：Statistical year book India (統計・事業実施省）

総合統計

• 人口センサス：Census of India（内務省）、各種主題別センサス

全数調査

• 主題別センサス、各種標本調査など（統計・事業実施省、政府
各省庁関連部局等）

主題別統計

• 州政府関連部局作成

• センサスや各主題別統計の州別集計表

州別統計
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いきなり検索エンジンで細かい
データを探しても上手く見つけられな

いことがある
（PDFファイルやデータベースの中身

はヒットしにくい）

⇒データが収録されている出版物や作成元
省庁など、上位の単位から探す

⇒インド政府のポータルから探す
・National Portal of India： india.gov.in

・data.gov.in: Open Government Data (OGD) 

Platform India）

https://www.india.gov.in/
https://data.gov.in/


政府統計を探すおすすめフロー：Plan A

①Statistical Yearbookの目次で関連しそうな項目を探す

②出典の省庁名・統計調査名等を確認し、ウェブ検索

③省庁内で迷子になったらメニューからStatistics,
Publications, Data, Resourcesなどの項目を探す

④該当出版物・統計調査結果報告書から必要な項目
を探す

②でNational
Portal of Indiaから

省庁や州政府の
サイトを一覧して

もよい

いきなり
data.gov.inでデー
タの中から探す

という方法もある
が最新情報の有
無やデータの定
義などは要確認
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うまくいかない場合：Plan B

①India Statistics “目的のキーワード”で検索

②ドメイン名がインド政府（gov.inやnic.inなどだが、独自ドメ
インのものも）のページがヒットすれば確認、なければ③へ

③ヒットした結果のページから出典を確認（出版年が新しい
論文や報告書があれば尚可）

④出典（政府機関や出版物名）をキーワードとして再検索
⇒Plan Aの③へ

政府では公表していな
い、あるいは管轄して
いないようなデータの
場合、代替の情報源を
あたる必要あり。その
際も論文などの出典・
引用元が参考になる。
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社会統計などは項目
名では容易に見つか

らない場合も

メジャーな項目はす
ぐヒットするが、引用
できるソースかどう

か？



基本的データ①：総合統計年鑑

 Statistical year book India（Central Statistics Office;CSO）
 統計・事業実施省（Ministry of Statistics & Programme Implementation,

MOSPI)のCSOが刊行

 社会、経済、農林水産業、産業、エネルギー、通信、運輸、金融、貿易、労
働などインドに関する様々な基本的データを掲載。

 現在はウェブ版のみ。
 http://mospi.nic.in/publication/statistical-year-book-india

 ウェブには2011-2018まで掲載（2020年11月時点）

 2018年版は45の章（分野）にわたって統計を収録

 アジ研図書館では、多少の欠号があるものの総合統計年鑑を継続的に収
集していたが、過去分はタイトルが変遷している
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http://mospi.nic.in/publication/statistical-year-book-india


インド総合統計年鑑のタイトル変遷

独立前は Statistical abstract for British India・・・ 等

Statistical abstract for ...(1946/47) 

Statistical abstract, India. New series(No.1-12:1949-1962)

Statistical abstract of the Indian Union. New series(1958/59-1967) 

Statistical abstract, India. New series(1968-1985) 

Statistical abstract, India(1986-2007) *

Statistical year book India [CD-ROM ed.] (2011-2012)*

Statistical year book [CD-ROMあり](2013-2014)

＊2007年版のForewordに"The present issue of the publication is the 43rd edition in the series.“
2011年版のForewordに“44th edition in the series”とあり、その間は発行されていないと推測される。

冊子体

2011以降ウェブ版あり

電子版

18

ここからYear book



国家統計機構（NSO）ウェブサイトリニューアル
2020年11月17日付（Economic Timesより）

 MOSPI operationalises revamped NSO website

Read more at:
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/mospi-operationalises-revamped-nso-
website/articleshow/79264903.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
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"The National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and 
Programme Implementation has upgraded its website with 
improved functionality and content accessibility from 17th 
November 2020," a ministry statement said.

統計・事業実施省の国家統計機構（NSO）は2020年11月17日付

でウェブサイトをアップグレードし、その機能とコンテンツのアク
セシビリティを改善した。

旧URL

http://mospi.nic.in/

新URL

https://www.mospi.gov.in/

ドメインが変わった。

ほかの政府サイトでもリン
ク切れの時は省庁名など

で再検索。

https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/mospi-operationalises-revamped-nso-website/articleshow/79264903.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst
http://mospi.nic.in/
https://www.mospi.gov.in/


新トップページ
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https://www.mospi.gov.in/

旧サイトへのリンク

https://www.mospi.gov.in/


新サイト統計メニュー
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統計関係のメニュー
が開く

新機能？

今までなかった
メニューだが、
まだクリックで

きない



新サイト Statistical Year Book India 2018

22https://www.mospi.gov.in/web/mospi/download-tables-data/-/reports/view/templateTwo/17301?q=TBDCAT

シリーズ
一覧が

しづらくなったが

チャプター単位で
検索できるようにも

なった

https://www.mospi.gov.in/web/mospi/download-tables-data/-/reports/view/templateTwo/17301?q=TBDCAT


旧トップページ
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http://mospi.nic.in/

新サイトは

まだリンク切れ
などもあり、過
渡期の間
しばらくは
共存？

そのうち新URL

のみになると思
われる

http://mospi.nic.in/


旧サイト Statistical Year book India
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http://mospi.nic.in/publication/statistical-year-book-india

http://mospi.nic.in/publication/statistical-year-book-india


旧サイト Statistical Year book India

EXCELでデータをDL
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旧サイト Statistical Year book India

項目によっては
州別（State-wise）
のデータも掲載
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総合統計年鑑には
さまざまな主要データがまとめられている
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総合
統計経済

農業
人口

社会

…
各データの出典をたど
ると、同じ分野のさらに
細かいデータを探す手
がかりが得られる



基本的データ②：人口センサス

 Census of India https://censusindia.gov.in/
 内務省（Ministry of Home Affairs）のセンサス局が管轄
 10年に一度実施される人口センサス報告書。
（2回目は9年後に実施、その後は10年おき）

 1991-2011の主要な統計表（54016件）はウェブでDL可
 2000件以上の報告書PDFもDL可
 インドの人口センサスは日本の国勢調査と比べ、膨大
な情報を含む。

 人口、土地に関するデータ、家の材質、水道や調理の燃料な
ど、住居に関するデータ

 District Census Handbook（1951-)は統計だけでなく地方誌的
資料

 タミルナードゥなど一部の州では特別報告書でお寺のセンサ
スも・・・

アジ研図書館所
蔵状況。

厳密ではなく、
ざっくり検索した
件数です。

Census of India

実施年 所蔵状況 実施年 所蔵冊数

1872

マイクロ版
所蔵

1961 793

1881 1971 705

1891 1981 1111

1901 1991 764

1911 2001 304

1921 2011 272

1931 合計 3949

1941

1951

次回実施(予定）は2021年！
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https://censusindia.gov.in/


基本的データ②：人口センサス

https://censusindia.gov.in/ 29

現在はトップが次回2021

年センサス仕様になって
おり、データのアクセス先
がわかりにくいが・・・

https://censusindia.gov.in/


現時点では2011のデータはこちらが便利

30
http://www.dataforall.org/dashboard/censusinfo/ https://censusindia.gov.in/2011-Common/Archive.html

http://www.dataforall.org/dashboard/censusinfo/
https://censusindia.gov.in/2011-Common/Archive.html


基本的データ②：人口センサス
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Census Digital Library
https://censusindia.gov.in/DigitalLibrary/

各種メニュー

ベータ版

https://censusindia.gov.in/DigitalLibrary/


基本的データ②：人口センサス
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センサス実施年で
2011を選択



基本的データ②：人口センサス
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デリーを
選択



基本的データ②：人口センサス
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スラム世帯の統計表
飲み水の水源と場所/電気と
汲み取り式のトイレの有無別



基本的データ②：人口センサス
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センサス出版物
7073件収録

Browse メニューから
センサス実施年や、州別など

報告書を一覧できる



基本的データ②：人口センサス
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1961～1981あたりは1000
件以上

ベータ版なので2011年センサス
はこちらには2件しか登録がない
が、表やデータで利用可能

人口センサスの報告書はヒン
ディー・英語併記が多いが、
開いたときヒンディー語が出
てきても、慌てずページを進
めると英語も出てくる



各種統計情報源の特徴

センサス

（全数調査、実施間隔が長い）

国際機関統計

（多国間比較可能、たいてい国レベルまで、

ソースは各国政府データの場合が多い）

政府主題別・州別統計

標本調査等

（知らないと見つけにくいが出典等を参考）

業界団体、NGO、シンクタンク
等のデータ

（有料の場合あり、継続性や公開性の問題）

政府総合統計年鑑

（基本的情報源） ※非政府統計（今回は対象外）
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＊全数調査と標本調査 （参考：総務省統計局）
「全数調査」：対象となるすべてを調べる・・・標本誤差はないが膨大な費用と手間がかかる

「標本調査」：ある集団の中から一部の対象だけを抽出して調査・・・全数調査を基準に対象を設計

https://www.stat.go.jp/teacher/survey.html


主題別・地域別データ

主題別

• 総合統計年鑑で類似するデータの出典を確認する

• 所管する省庁や関連する国際機関を探す

地域別

• 州や連邦直轄地のサイト、州統計局を探す

• Directorate of Economics and Statistics（DES） ,Govt. Of ”州名” （州経済統計局長）が多い

インド政府ポータルサイト（National Portal of India）

インド政府のウェブダイレクトリー（GOI Web Directory）*NPI内

• States & Union Territoriesの一覧 http://goidirectory.nic.in/state.php

インド政府オープンデータポータル（Open Government Data (OGD) Platform India - data.gov.in）

URL・ドメインの変更、リンク切れが多いので、

政府ポータルと省庁名・州名での検索を併用
するのがおすすめ
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https://www.india.gov.in/
http://goidirectory.nic.in/index.php
http://goidirectory.nic.in/state.php
https://data.gov.in/


州別：ビハール州の例 州政府
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https://state.bihar.gov.in/

https://state.bihar.gov.in/


州別：ビハール州の例 DES

40http://dse.bih.nic.in/

ASI

NSS

http://dse.bih.nic.in/


州別：ビハール州の例

41



その他主要統計資料

 National Sample Survey (NSS)★
 大規模な標本調査である全国標本調査

 家計消費や雇用、失業に関する調査な
ど、約五～十年おきに継続して同様の主
題の標本調査を実施

 Periodic Labour Force Survey (PLFS)*
 2017–18～
 以前はNSSに含まれた（NSS 68th round 

(July 2011-June 2012)が最後

 Annual Survey of Industries （ASI）
 年次工業調査

 National Family Health Survey(NFHS)
 大規模な世帯標本調査
 保健、家族、ジェンダー関係を中心とし
たデータ

 主題別センサス
 Agricultural Census
 Livestock Census
 Economic Census
 All-India Census of Small Scale Industries

42

＜確認のポイント＞

• 調査や出版の頻度（いつが最新か？）

• データの定義。集計の対象、標本調査の場合、
どのようなサンプル抽出方法か？など

*Labourはイギリスつづり

http://agcensus.nic.in/
https://dahd.nic.in/documents/statistics/livestock-census
http://www.mospi.gov.in/economic-census-3
http://www.dcmsme.gov.in/ito_msme/censuses.htm


その他関係機関・情報源

 Reserve Bank of India（中央銀行）
 「Handbook of Statistics on the Indian Economy」、「Handbook of Statistics on Indian 

States」など経済・金融・銀行関係のデータ・資料が充実。
 メニューの「Statistics」←データ系列ごとに検索
 メニューの「Publications」←出版物PDFと表のExcel
 Database on Indian Economy, DBIEで時系列のマクロ経済・金融データが取得可能

 Economic Survey（経済白書）
 統計資料ではないが、さまざまな経済関係のデータが含まれる。2013/14年版から2巻組で、

1巻は直近の経済分析・概況、2巻はセクター別の構成で統計やデータが多い。

 NITI Aayog（政策委員会）
 旧計画委員会
 州別のデータなどがある場合も

 各省庁のAnnual Reportなど

43

NITI： The National Institution for Transforming Indiaの略だ
が、नीति（Neeti)は政策の意。
Aayog आयोगの意味はP50を参照

https://www.rbi.org.in/
https://dbie.rbi.org.in/
https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/
https://niti.gov.in/


インドの統計はどこにあるか？まとめ

①日本語情報源

・『世界の統計』

・『アジア動向年報』

・国際機関日本語版

・各種論文・図書・ウェブ情
報源

等

②英語二次情報源（国際機関等）

・国連 UN data

・世界銀行『World
Development Indicators』

・ADB, SAARC 等

各種機関ウェブ・報告書

③インド政府統計

・Statistical Year book

・Census of India

・主題別・地域別統計

・オープンデータ

等
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インド統計
情報を探す
コツ

特有の数の単位

言語

写真：Portrait of Dr. Mahalanobis

@Indian Statistical Institute, Kolkata

©Kanako Sakai



インド特有な数字の単位

 Lakh（ラーク別の表記 lac）1,00,000

10万＝ Hundred Thousand

Crore（クロール）1,00,00,000

1千万 = Ten Million
人口や金額などの大きな数を探
す際に知っていると便利。
英文中にも頻繁に使われる。
カンマの位置が通常と異なる。
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参考情報



使用例

Unified District Information System for Education (UDISE) , 
Ministry of Education, Government of India http://dashboard.udiseplus.gov.in/

学校数
155万

都市部
2.46
＋

農村部
13.04

＝15.5×10万
↓

155万

学生数
2億4785万*

男子
12.86
＋
女子
11.93

＝24.79×1千万
↓

2億4790万

＊万の位を四捨五入で一致
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参考情報

http://dashboard.udiseplus.gov.in/


ニュース検索の結果の違い google.co.jp

lakhを使って検索 millionを使って検索

現地紙が
ヒット

日本の英字
紙等が先に
ヒット

48

参考情報



アルファベット表記のヒンディー語
の意味を調べる
 政府のスキームの名称などがヒンディー語由来の場合、英字新聞や
英字資料でそのまま使われている場合が多い。
 アルファベットで表記されていても英和辞典では調べられない
 ヒンディー語―日本語（もしくは英語）辞典を引くにも、元のデーヴァナガ
リ文字へ変換できないと難しい。

 アルファベットのまま検索できる翻訳ツール
 Google翻訳で入力形式अを選択 https://translate.google.co.jp/?hl=ja&tab=TT
 Shabdkosh https://www.shabdkosh.com/ スマートフォンアプリも有

 文字変換ツール（翻字形式がLC－ALCの場合に限る）
 TUFS Library VernaC for Researchers and Librarians （東京外国語大学附属図書館）

http://vernac.jp/cat/

49

図書館の方
向け

参考情報

https://translate.google.co.jp/?hl=ja&tab=TT
https://www.shabdkosh.com/
http://vernac.jp/cat/


Google翻訳の例

50

アルファベットで入
力すると

文字が変換される

参考情報

https://translate.google.co.jp/

https://translate.google.co.jp/


事前課題
解説・回答例

令和2年度アジア情報研修

「インドのことを調べよう！

―法令・政府情報と統計を中心に―」

科目②インドの統計を調べる

写真：Immunization Camp of Boat Clinic@Assam
©Kanako Sakai



事前課題

 インドにおける子どもの予防接種率について、できるだけ新しいデー
タを探してください。

A. 結核のワクチン（BCG）の接種率

B. 基本的なワクチンの予防接種率がもっとも低い州

52



設問のポイント

 トピックの選択

 予防接種、ワクチンについては現在COVID-19の流行で関心が高まっている。

 また、インドは結核の感染者数世界一である。

 人口や経済などの統計は比較的見つけやすいが、保健などの社会統計はキーワードによっては簡単な検
索ではヒットしづらいため。

 データの細かさ

 主要な国家レベルの統計は日本語資料、国際機関統計でも得られることがあるが、州別など国内の詳細な
データについては国別の統計情報を探す必要があることを知る

 言語

 日本語の資料からもヒントが得られる

 総合統計年鑑が見られない場合にも、何らかのデータが得られる

 A.に関しては、国際機関のウェブサイト（World Bank、WHO、UNICEF等） にも掲載あり。

 B.に関してはNational Family Health Survey(NFHS)を参照すると掲載あり。
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調査過程の想定

検索語例

 インド：India

結核：Tuberculosis(TB)

結核ワクチン：BCG

州別：State-wise/by States

予防接種：Immuniz(s)ation, 
Vaccination

予防接種率：Immuniz(s)ation
Coverage

ブラウズ例

日本語
 「世界の統計」
 「世界子供白書」

英語
 「Statistical Year book」から
 国際機関

 子ども：UNICEF
 保健：WHO
 社会開発：World Development 

Indicators

54

最終的にインド政府の保健関係データ
NFHSやMinistry of Health and Family Welfareにたどりつく

ポータルで検索するのも効果的だが、
得られたデータができるだけ“新しい”

かどうか要確認



実際に参照された情報源の例

 WHO
 UNICEF
 AsiaLinks（国立国会図書館）
 日本小児科医会
 外務省
 在インド日本大使館
 国際医学情報センター（IMIC）
 U.S. National Library of Medicine
 Wikipedia
 その他、各種論文など

 NFHS-4 (2015-16) 
 National Sample Survey

 NSS Report no. 586 Health in India
75th round（July 2017-June 2018)

 Key Indicators of Social Consumption 
in India: Health （同じくNSS 75th

round）

 NITI Aayog
 Ministry of Health and Family 

Welfare
 Health and Family Welfare Statistics 

2019-20
 National Health Profile 2019
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インド政府
データ

二次情報・
手がかり

Google, Google Scholar, PMCなどで検索

http://rchiips.org/nfhs/NFHS-4Report.shtml
http://www.mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/NSS%20Report%20no.%20586%20Health%20in%20India.pdf
https://niti.gov.in/content/immunisation
https://mohfw.gov.in/
https://main.mohfw.gov.in/sites/default/files/HealthandFamilyWelfarestatisticsinIndia201920.pdf
http://www.cbhidghs.nic.in/showfile.php?lid=1147


回答例
 A

 92％（国際機関WHO/UNICEF、2019 推計値）
 出典：WHO/UNICEF ←World Bank←「世界の統計」

 90.7%（インド政府Ministry of Health and Family Welfare 2018-19実績報告と
対象人数推計に基づく値）

 出典：Health Management Information System Portal←Health and Family Welfare 
Statistics

 91.9%（インド政府NFHS-4、2015-2016 標本調査結果）
 出典：NFHS-4（2015-2016）←Statistical Year book
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ユニセフ資料日本語訳「世界子供白書2019」
では予防接種は2018のデータ、92%

データの定義が
それぞれ異なる



回答例
 B

 ナガランド州（インド政府NSS、 July 2017-June 2018 標本調査結果）
 12.8% 0-5歳の子ども

 出典：NSS Report no. 586 Health in India （NSS 75th round July 2017-June 2018）

 ナガランド州（インド政府NFHS-4、2015-2016 標本調査結果）
 35%(35.4%) 12-23カ月の子ども

 出典： NFHS-4 （2015-2016）←National Health Profile 2019/Wikipedia/NITI Aayog
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この3つでは割合は35.7%となっていたが、出典のNFHS-4では35.4%
ともに標本調査だが、

子どもの年齢の範囲
設定と、標本の設計

が異なる



①保健・子どもの切り口から探す場合 ②インドの統計から探す場合

58

データの切り口と含まれる情報源

出発点：インドの政府情報

主題分野：保健関係（子ども関係）
データ

最終目的：子どもの予防接種
率（州別、ワクチン種別）

出発点：主題分野が保健・子どもの関
連機関（WHO/UNICEF)

国：各国の予防接種率

インドの予防接種率
（州別データはない）



世界子供白書2019（日本ユニセフ協会）

https://www.unicef.or.jp/sowc/index.html 59

A.
インド 92％ 2018年

国際機関
二次情報

①

https://www.unicef.or.jp/sowc/index.html


世界の統計2020

https://www.stat.go.jp/data/sekai/index.html

BCGでなく、はしかのワクチン接種率
結核については、予防接種率でなく罹患率

60

①

https://www.stat.go.jp/data/sekai/index.html


WORLD BANK > DataBank

A.
2019 年92.0%

61https://databank.worldbank.org/home.aspx

①

https://databank.worldbank.org/home.aspx


World Bank

 メタデータから、情報源を確認
することができる。

 ここではBCCの接種率の出典は
WHOとUNICEFとなっている。
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①



WHO>Data

https://apps.who.int/gho/data/node.main.A830?lang=en
63

A.
2019 年92.0%

①

https://apps.who.int/gho/data/node.main.A830?lang=en


WHO> Immunization>
Country summaries of WHO/UNICEF estimated coverage > 
INDIA

64

https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/ind.pdf 
https://data.unicef.org//wp-content/uploads/country_profiles/India/Immunization-
coverage-country-profiles-2019rev/Immunization-coverage-estimates-2019_ind.pdf

A.
2019 年92.0%

①

http://apps.who.int/immunization_monitoring/globalsummary/wucoveragecountrylist.html
https://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/data/ind.pdf
https://data.unicef.org/wp-content/uploads/country_profiles/India/Immunization-coverage-country-profiles-2019rev/Immunization-coverage-estimates-2019_ind.pdf


UNICEF > Data by Topic and Country > 
Immunization

https://data.unicef.org/topic/child-health/immunization/
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A.
2019 年92.0%

①



政府統計を探すおすすめフロー：Plan A

①Statistical Yearbookの目次で関連しそうな項目を探す

②出典の省庁名・統計調査名等を確認し、ウェブ検索

③省庁内で迷子になったらメニューからStatistics,
Publications, Data, Resourcesなどの項目を探す

④該当出版物・統計調査結果報告書から必要な項目
を探す

②でNational
Portal of Indiaから

省庁や州政府の
サイトを一覧して

もよい

いきなり
data.gov.inでデー
タの中から探す

という方法もある
が最新情報の有
無やデータの定
義などは要確認
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再掲



Statistical Year book 2018 
Health and Family Welfare

http://mospi.nic.in/statistical-year-book-india/2018/199 67

総合統計年鑑からたどる方法
②

http://mospi.nic.in/statistical-year-book-india/2018/199


Statistical Year book 2018 
> Health and Family Welfare >

単位は100万。
接種率でなく

実数

出典

68

②



Statistical Year book 2018 
> Health and Family Welfare

A. NFHS -4 2015-16
91.9％

このサーベイの
詳細な結果は？

69

②



NFHS調査結果

http://rchiips.org/nfhs/index.shtml 70

②

http://rchiips.org/nfhs/index.shtml


NFHS-4レポート内

http://rchiips.org/nfhs/NFHS-4Reports/India.pdf

もっとも接種率が低い
のはナガランド州

71

B.
ナガランド州
2015-16 年
35%
(12-23カ月）

②

http://rchiips.org/nfhs/NFHS-4Reports/India.pdf


NFHS-4
レポート内

72

注3 All basic vaccinationsとは
BCG, measles, and three doses each 

of DPT and polio vaccine (excluding 
polio vaccine given at birth) 

↓
BCG、はしか、DPT（ジフテリア、百日

咳、破傷風の三種混合）、ポリオワク
チン（出生時に接種するポリオワクチ
ンを除く）各3回接種

グラフでは35%
だったが表では

35.4％
＊Wikipedia、NITI

Aayogとの齟齬がある

②



NITI Aayog>
Monitoring & Evaluation >Statistics

https://niti.gov.in/content/immunisation 73

B.
ナガランド州
2015-16 年
35.7%？

②

https://niti.gov.in/content/immunisation


Central Bureau of Health Intelligence
>National Health Profile 2019

74https://www.cbhidghs.nic.in/

②

https://www.cbhidghs.nic.in/


National Health 
Profile 2019 p.160

http://www.cbhidghs.nic.in/showfile.php?lid=1147 75

B.
ナガランド州
2015-16 年
35.7%？

②

http://www.cbhidghs.nic.in/showfile.php?lid=1147


Wikipedia

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_states_and_union_territories_of_India_by_vaccination_coverage 76

B.
ナガランド州
2015-16 年
35.7%？

出典までたどって確認することが大切

②’

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_states_and_union_territories_of_India_by_vaccination_coverage


NSS Report No.586
Health in India :NSS 75th Round (JULY, 2017 – JUNE, 2018)  

77

各州の予防接種を完了した0-5歳児の割合

B. ナガランド
12.8%

(2017-2018）

Full immunisation: A 
child who has 
received BCG, OPV-1, 
OPV-2, OPV-3, DPT-1, 
DPT-2, DPT-3 and 
measles vaccine is 
referred to as fully 
immunised.

BCG、ポリオと三種混
合(1-3）、はしか

②

http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/NSS%20Report%20no.%20586%20Health%20in%20India.pdf

http://mospi.nic.in/sites/default/files/publication_reports/NSS%20Report%20no.%20586%20Health%20in%20India.pdf


本当に最新か？？？

Statistical Year 
bookは2018年版
現在は2020年

NFHS-4が報告書と
しては最新と書か
れていたが、次の
調査は実施済み

その後に出た所管
する省庁のデータ
はないか確認する

保健関係は
Ministry of Health 

and Family Welfare
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②



Ministry of Health and Family Welfare

79

トップページが
COVID-19仕様になっている

https://www.mohfw.gov.in/

ここをクリック
②

https://www.mohfw.gov.in/


Ministry of Health and Family Welfare

80

ここが
便利

②



Ministry of Health and Family Welfare

81

出典

A. 2018-19
90.7%

②



HMIS Portal
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https://nrhm-mis.nic.in/

②

https://nrhm-mis.nic.in/


HMIS Portal BCG予防接種の実績
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A. 2019-20
91%

②



Open Government Data Portal- data.gov.in
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政府の公
開データに
絞り込み、
どんなもの
があるか
手がかり
が得られる

あまり新しいデータ
はなさそう

⇒データ出典の最
新年度を確認

②

https://data.gov.in/


事前課題のデータの定義

 インドにおける子どもの予防接種率について、できるだけ新しいデー
タを探してください。

A. 結核のワクチン（BCG）の接種率

B. 基本的なワクチンの予防接種率がもっとも低い州
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何歳？

何年？

（資料の出版年で
なく該当データが
何年のものか？

何が基本的なワクチンか？

母集団
は？

今回は課題だが
実際に調べたいデータがあるときは

その利用目的や利用可能な情報源に応じて
定義や標本の設計を確認しながら利用する


