
作成日
作成者

案件名
版数

情報システム関連図（Aｓ-Is) 農林水産省共同利用電子計算機システムに係る業務・システム最適化計画の策定に係る支援業務農林水産省　大臣官房統計部

情報の集積
・提供

＜共同利用機＞
ホスト汎用機処理

システム

地方センター工程 取りまとめセンター工程 地方農政局工程 本省工程

統計情報総合
データベースシステム

【統計情報処理システム】

報告データ 報告データ 報告データ

個票データ

統計表データ個票データ

統計表データ

日本気象協会のシステム

気象データ

疑義情報
総務省のシステム

企業情報

調査員

調査実施
機関

個票データ

疑義情報管理システム

疑義ＤＢ
(Notes)

疑義情報＜共同利用機＞
アメダス気象情報
処理システム

気象情報Ｄ
Ｂ



版数 日付 作成者

大分類 中分類
1 母集団作成 参照
2 階層の設定 参照
3 母集団リストの作成 更新
4 標本抽出 参照
5 標本リストの作成 更新
6 参照
7 調査票入力・修正・削除 更新
8 受信ファイルマージ（自動削除） 更新
9 参照

10 参照
11 参照
12 参照
13 参照
14 参照
15 更新
16 データ抽出 参照
17 データマッチング 更新

18 データマージ（項目追加） 更新
19 データ加工 更新
20 参照
21 参照
22 参照
23 参照
24 参照
25 参照

26 レコード内項目間処理（横計） 参照
27 参照
28 参照
29 参照
30 参照

データチェック

項目内処理

項目に対する固定数値を用いた四則演算

エラーリストの出力
特定条件でデータを抽出する。（集計対象データの絞り込み）
特定の条件に基づき、複数種類のデータのマッチング（突合）処理を行い、マッチデータとアンマッチ
データを作成する。
特定の条件に基づき、複数種類のデータ間で、レコードをマージしたり、1レコード内に項目を追加す
特定の条件に基づき、データを加工する。（日本語データをコード化する等）
合計

項目間の論理関係（データの有無等）のチェック

参照・更新
パターン

項目間の四則演算（集計前／後）
小数点以下四捨五入／切り捨て等のまるめ処理
％表示の編集
項目欠落等の条件に従って、"－"や"0"、"X"などで表示するように編集

コードチェック

調査客体に関する基本データや前年データ等を抽出し、調査票にあらかじめ印字する。
調査票と類似した画面レイアウトからデータ入力・修正・削除する。
下部組織から報告されて受信したデータファイルをマージする。その後はファイルを自動削除する。
システム日付、年号等のチェック

No.

標本設計

農林水産省　大臣官房統計部情報システム機能構成図(As-Is)

母集団データを標本抽出に適した形で階層分けする。
階層分けに従って、必要な項目のみにデータを編集する。
母集団リストの中から、定められた標本数、抽出方法に従って標本を抽出する。
抽出した標本データのリストを作成する。（必要な項目のみに編集する）

業務
システム名

農林水産省
共同利用電子計算機システム
(ホスト汎用機処理システム)

データ入力

システム機能

小分類（説明）

プレプリント

特定数値との照合・範囲チェック
項目間の大小関係のチェック
項目間の重複関係のチェック

（主にセンサス結果データをもとに）条件に合った客体レコードを抽出する。

平均値算出
加重平均値算出（ウェイト値を各項目に乗算した上で累計し、ウェイト値の累計で除算）
特定の表頭・表側・表別項目を設定して集計。
集計の階級（カテゴリ）を設定して集計。
※面積規模や年齢、人数等の数値項目に関して、階級幅（グレード）を設定。

件数カウント

データ編集
（集計用データ
の作成）

集計処理（縦計）集計・組替集計

1/2



版数 日付 作成者

大分類 中分類

参照・更新
パターン

No.

農林水産省　大臣官房統計部情報システム機能構成図(As-Is)
業務

システム名

農林水産省
共同利用電子計算機システム
(ホスト汎用機処理システム)

システム機能

小分類（説明）
31 参照
32 参照
33 参照
34 参照
35 結果データ出力 更新
36 結果データ修正 更新
37 定型帳票出力 更新
38 データ複製 更新
39 データ集積・管理 更新
40 データ解析 参照蓄積データを分析し、システム性能を自動診断。問題点やその原因を解析し、チューニングヒントの割

り出しや性能予測をする。

集計結果データを複製する。
システムパフォーマンスを評価するためのデータ（ログ、レスポンスタイム等）を蓄積・管理する。

集計結果データを出力する。
推計値や所長意見値等の情報を入力し、集計値に反映させる。

集計結果出力

定型レイアウトで集計結果データを出力する。

加工分析

システム管理

地域別比較

集計結果順位ソート
区分別比較

時系列比較
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版数 日付 作成者

大分類 中分類
1 参照
2 お知らせ表示 参照
3 気象情報分析システム 参照

4 台風情報システム 参照
5 水稲発育ステージ及び不稔歩

合予測システム用データ作成
参照

6 水稲作況予測システム用データ
作成

参照

7 アメダス気象情報分析システム
用データ作成

参照

8 気象グラフデータ作成 参照
9 気象グラフ作成ソフト 参照

10 ヘルプ 参照
11 データベース管理 更新

12 テーブル管理 更新

13 データ登録 更新

14 データベース移行 更新
15 セキュリティ管理 更新
16 運用支援 更新

17 データ登録 更新

18 データ検索・閲覧 参照

No.

農林水産省　大臣官房統計部情報システム機能構成図(As-Is)

システム機能

小分類（説明）

地点及び期間を入力し表示、ダウンロードを行う。

地点及び期間を入力し表示、ダウンロードを行う。

参照・更新
パターン

業務
システム名

農林水産省
共同利用電子計算機システム
(アメダス気象情報処理システ

システム利用者の登録・変更及びシステム利用状況の蓄積と集計・印刷等を行う。
日常の運用を支援するための機能で、利用者への「お知らせ」登録機能、データベースの退避や復元
のための機能、ディスクやデータベースの使用容量等の表示を行う。

ログイン（利用資格チェック） 利用者IDにより利用者か管理者かのチェックを行い、システム機能やデータベースの利用制限を行う。
利用機能 管理者からの「お知らせ」（システム運用時間やイベント等の連絡）を表示する。

分類（当年値、平年差（比）、平年値）を選択後、表題、表頭及び表側を設定。該当気象表を表示、ダウ
ンロードを行う。（地点は50地点まで選択可）

台風情報の表示、出力を行う。
対象地点、出力データ、出力項目及び期間を設定。該当データを表示、ダウンロードを行う。

対象地点及び期間を入力し表示、ダウンロードを行う。

気象情報DB
(Notes)

共同利用電子計算機システムの「アメダス気象情報処理システム」に蓄積されている気象データを、加
工・編集した上でNotesDBに登録。

NotesDBに登録されている気象データを、検索・閲覧。

気象グラフ作成ソフトのダウンロードを行う。
各画面において「ヘルプ」をクリックすると、それぞれの画面の説明、使い方などが表示される。

管理機能 編集用データベース及び公開用データベース等の新規作成や変更、データベース内のテーブルの定
義や変更を行う。

データを蓄積するためのデータテーブル等を自動的に（又は手動で）編集用データベース上に作成す
る。

汎用機やNTサーバ等で作成・編集されたデータファイルの内容を編集用データベース上のデータテー
ブルに登録する。

編集用データベース上のデータテーブルを公開用データベースに移行する。

1/1



版数 日付 作成者

大分類 中分類
1 プレプリント 参照
2 調査票入力・修正・削除 更新
3 表形式（スプレッドシート形式）

データ入力
更新

4 OCR処理 更新
5 受信ファイルマージ（自動削除） 更新
6 参照
7 参照
8 参照
9 参照

10 参照
11 参照
12 参照
13 データ抽出 参照
14 データマッチング 更新

15 データマージ（項目追加） 更新
16 データ加工 更新
17 参照
18 参照
19 参照
20 参照
21 参照
22 参照

23 レコード内項目間処理（横計） 参照
24 参照
25 参照
26 参照
27 参照
28 参照
29 参照

下部組織から報告されて受信したデータファイルをマージする。その後はファイルを自動削除する。

項目間の論理関係（データの有無等）のチェック
エラーリストの出力

システム日付、年号等のチェック
コードチェック

No.

特定数値との照合・範囲チェック
項目間の大小関係のチェック
項目間の重複関係のチェック

システム機能

小分類（説明）
調査客体に関する基本データや前年データ等を抽出し、調査票にあらかじめ印字する。
調査票と類似した画面レイアウトからデータ入力・修正・削除する。
1レコード1行で画面表示した表形式でデータ入力する。

OCR帳票からデータを読み込んで、編集する。（キー入力されたデータとマージ）

データ入力

データチェック

データ編集
（集計用データ
の作成）

集計・組替集計 集計処理（縦計）

項目内処理

加工分析

農林水産省　大臣官房統計部情報システム機能構成図(As-Is) 業務
システム名

農林水産
統計情報処理システム

参照・更新
パターン

特定条件でデータを抽出する。（集計対象データの絞り込み）
特定の条件に基づき、複数種類のデータのマッチング（突合）処理を行い、マッチデータとアンマッチ
データを作成する。
特定の条件に基づき、複数種類のデータ間で、レコードをマージしたり、1レコード内に項目を追加す
特定の条件に基づき、データを加工する。（日本語データをコード化する等）

特定の表頭・表側・表別項目を設定して集計。
集計の階級（カテゴリ）を設定して集計。
※面積規模や年齢、人数等の数値項目に関して、階級幅（グレード）を設定。
項目間の四則演算（集計前／後）

合計
件数カウント
平均値算出
加重平均値算出（ウェイト値を各項目に乗算した上で累計し、ウェイト値の累計で除算）

小数点以下四捨五入／切り捨て等のまるめ処理
％表示の編集
項目欠落等の条件に従って、"－"や"0"、"X"などで表示するように編集
項目に対する固定数値を用いた四則演算
時系列比較
地域別比較
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版数 日付 作成者

大分類 中分類
No.

システム機能

小分類（説明）

農林水産省　大臣官房統計部情報システム機能構成図(As-Is) 業務
システム名

農林水産
統計情報処理システム

参照・更新
パターン

30 参照
31 参照
32 結果データ出力 更新
33 結果データ修正 更新
34 定型帳票出力 更新
35 報告ファイル作成 更新
36 データ複製 更新
37 ファイル送信 参照
38 本省内ファイル転送 参照
39 開始処理実行済調査確認 参照
40 状態ファイル管理 参照
41 参照

42 参照
43 参照
44 ロギング情報出力 参照
45 ジャーナル記録 更新

システム管理

集計結果出力

プログラム管理

本省において受信ファイルをPC用、ホスト用に振り分ける。

集計結果データを出力する。
推計値や所長意見値等の情報を入力し、集計値に反映させる。

報告用に集計結果データをCSV形式に変換する。
定型レイアウトで集計結果データを出力する。

プログラム二重起動チェック
各組織の処理実績を出力する。
システム障害解析のため、オペレーション、エラー等の情報をログファイルに記録する。

各組織（センター、局、本省）の個別調査開始状況（ステータス）を確認する。
調査途中のファイルデータの管理
配信プログラム自動登録

プログラムバージョンチェック（各調査毎に起動されたプログラムのバージョンチェック）

集計結果データを複製する。
集計結果の報告ファイルを、上位組織に送信する。

区分別比較
集計結果順位ソート
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版数 日付 作成者

大分類 中分類
1 ログイン 参照
2 ログアウト 参照
3 参照
4 初期画面表示 参照
5 分野・モノ統計選択 参照
6 統計書選択 参照
7 キーワード検索 参照
8 目次組み立て 参照
9 注釈表示 参照

10 初期画面表示 参照
11 分類検索 参照
12 項目検索 参照
13 検索結果表示 参照
14 検索結果表示（EXCEL） 参照
15 ガイダンス表示 参照
16 初期画面表示 参照
17 検索結果表示 参照
18 検索結果表示（EXCEL） 参照
19 脚注・出典表示 参照
20 管理者ログイン 参照
21 管理者メニュー 更新
22 ログアウト 参照
23 参照
24 更新
25 更新
26 更新
27 参照
28 参照

農林水産統計情報
総合データベースシステム

参照・更新
パターン

システム機能

小分類（説明）
No.

農林水産省　大臣官房統計部情報システム機能構成図(As-Is) 業務
システム名

省内利用者認
証

省内利用者のログイン認証を行う。
省内利用者のログアウトを行う。

統計検索初期画面 統計検索初期画面を表示する。（省内利用者はログイン後）
統計名検索 統計名検索の初期画面を表示する。

分野、モノ選択後該当統計書を表示する。
選択された統計書の初期画面を表示する。
各統計書の説明文を検索し、該当する統計書の一覧を表示する。
統計書の目次を表示する。（末端のときは、文書ファイル(EXCEL等)を表示する）
注釈を表示する。

条件検索 条件検索の初期画面を表示する。
入力されたキーワードより分類を検索し、該当する分類一覧を表示する。
入力されたキーワードより項目を検索し、該当する項目一覧を表示する。
選択された分類、項目、年度、地域より検索結果画面を表示する。
検索結果画面のEXCEL表示を行う。
ガイダンスを表示する。

利用者統計

セットメニュー セットメニューの初期画面を表示する。
選択された情報（分類、年度、地域）より検索結果画面を表示する。
検索結果画面のEXCEL表示を行う。
脚注・出典を表示する。

各画面アクセス時、ログ出力を行う。
年月日範囲指定でログ情報のCSV出力を行う。

管理者機能 管理者のログイン認証を行う。
管理者メニューを組み立てる。
管理者のログアウトを行う。

利用者メンテ 利用者メンテの初期画面を表示する。
利用者の新規登録を行う。
利用者情報の修正を行う。
利用者情報の削除を行う。
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