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Web上の統計解析システムの構築�

|CGI による統計処理とグラフ描画の実装|

山本義郎�� ・ 垂水共之���

要 　旨

Webを利用した統計関連のサービスとしては,

統計データを有するものが, その要約データを公

表するものと,ブラウザに表示されたフォームに

データを入力し, 解析手法を選択することにより

結果を返すものに大別される. 統計データを持っ

ている場合に, 利用者に要約方法を選択させ, 利

用者の要求に応じた要約データを提供する方法に

ついて, 岡山行動圏データを利用した実用例を紹

介し, 公開する側のデータ編集作業の軽減と利用

者の要求を同時に満たすシステムについて論じる.

更に, そのシステムにおいて利用した CGI

(Common Gateway Interface)という方法につ

いて紹介し, CGIを利用したデータ解析およびグ

ラフ表示の実現方法についての事例を紹介する.

1. はじめに

インターネットの普及により, 統計学の分野に

おいても調査・研究からデータ解析システムまで

インターネットを利用することによる長所を生か

した取り組みが行われ, 今後この傾向はさらに強

くなるものと考えられる. WWW(World Wide

Web)で利用できるサービスは主に特定の団体や

個人により収集された統計データの公開および解

析システムの提供であるが, 最近ではこれに加え,

研究者が提案した新たな手法が利用できるように

するなどの方法も見られるようになってきた. 本

論文では, CGIという方法を利用したWeb上で

の統計サービスについて, データの公開方法とグ

ラフ表示についての実用例を紹介する. この方法

は, Web上の一般的な統計解析や統計処理の方法

として応用可能であるため, これから Web を利

用した解析手法を提供するものの参考になると考

えられる.

2. Webを利用した統計サービス

Web とはブラウザを利用して行われるサービ

スであり, インターネットにおけるWWWばか

りでなく, イントラネットで利用されるものも含

んでいる. Web を利用した統計サービスとして

は, WWW における統計データの公表や統計解

析システムの提供が主なものである.

前者は情報公開という流れから各省庁において

も積極的に行われているばかりでなく, 各種団

体から一個人が収集したデータまで多岐にわたり

公開されている (総務庁統計局・統計センター
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http://www.stat.go.jp, 文部省各種統計情報

http://www.monbu.go.jp/stat/jmstat.htmlな

ど). また, 統計関連の雑誌や書籍で用いられてい

るデータを公開することにより実験の再現のため

に読者が再度入力する手間を省いてくれているこ

とも多い (Stat Lib http://lib.stat.cmu.edu/

など ). このようにデータの利用に関しては, 以

前に比べ格段と便利になったことも多いが, 公開

されたデータの多くは要約されている場合が多く,

要求する内容が得られなかったり, 統計解析には

利用できないなどまだ問題も多い.

後者については CGIや Javaにより,データ解

析が利用できるサービスを提供するサイトも増え,

国内では Black-Box (http://aoki2.si.gunma-

u.ac.jp/BlackBox/) (青木, 1998) が早くから

サービスを提供しており, また Web Decomp

(http://www.ism.ac.jp/~sato/) (佐藤, 1998)

は時系列分野において完成度の高いシステムを提

供している. また大学等における研究・教育活動

の一環としての取り組み等により, 学内の教育に

用いるためにシステムを構築しているケース (井

上・山口, 1998;中野, 1998)や,研究者が提案する

手法に関して, 従来ならばアルゴリズムを示して

いたものを, 実際に解析が実行できるサービスを

提供する SEFA (http://koko15.hus.osaka-u.

ac.jp/~harada/factor/stepwise/) (狩野, 1998)

など , 活用方法にバリエーションが見られるよう

になってきた.

3. CGIによるWeb上の統計サービスの実現

前節に示したように, Webを利用した統計サー

ビスにはさまざまなものがあるが, ここでは統計

データを利用者の要求に応じて提示するシステム

を構築する. そのためには, すべての要約結果を

準備するか, プログラムによりその場で処理する

かが考えられるが, ここでは後者のアプローチに

より統計データの公開を行うサービスを提供する.

ホームページ上でプログラムを作動する方法とし

てはいくつかの方法が考えられるが, サーバにあ

るデータを利用者に隠蔽した状態で利用する必要

があるため, CGIを利用した. CGIとして作動

するプログラムとしては, テキスト処理を伴うこ

とや,グラフ描画を利用する目的から Perlを利用

した.

3.1 CGIとは

CGIプログラミングとは,ネットワーク経由で

Web サーバに送られたデータを受け取って処理

するプログラムを書くことである. CGIプログラ

ミングでは HTML(Hyper Text Markup Lan-

guage)と HTTP(Hyper Text Transport Pro-

tocol) を理解した上で, Perl などの言語により

コードを書くことになる. CGIプログラムとは一

般的なプログラムの入出力部分をWWWシステ

ム用にしたものであり, 通常のプログラムに CGI

インタフェースをかぶせたものである. CGIは

Webサーバの一部であり, サーバ上で稼働してい

る別のプログラムとの通信により, 大規模なシス

テムを実現することが可能である. 従って, 既存

のプログラムを活用することにより, 容易にWeb

で統計システムを構築することが可能である.

3.2 CGIによる統計処理

CGI によるデータ処理は Web 経由で与えら

れたパラメータをプログラムに渡し, その結果を

ブラウザが表示可能な形式 (通常は HTML)で返

すことにより実現する. 従って, サーバマシンに

データとデータ解析ツールを置き, 利用者に保持

しているデータの情報を提示し, その中から必要

な項目を選択し解析手法・要約方法を指定させ,要

求された結果を返すプログラムを作成すればよい.

システム構築は以下の手順により行う.

1. 処理要求用フォームの作成 (HTML)

2. CGIプログラムの作成
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図 1: ヒストグラム描画指定フォーム

i) パラメータ取得

ii) 要求に応じ内部集計プログラムを実行

iii) 処理結果を HTMLとして出力

3.3 CGIによるグラフ表示

CGIプログラムは結果として HTML を返す

だけでなく, グラフィックスを返すことも可能で

ある. CGI プログラムにより, グラフを作成

し表示する方法としては, 種々の方法が考えら

れるが, グラフを描く既存のプログラムを利用

するのがプログラミングも容易であり, 結果のグ

ラフの体裁もよい. 既存のプログラムとしては

GNUPLOTや S version 4などを利用する方法があ

るが, ここでは GNUPLOT を利用したグラフ表示

について紹介する. S を利用した方法に関しては

http://S.isac.co.jp/shome/shome003.htmlに

サンプルがある. CGIで Sを利用する場合には

統計処理も活用できる.

GNUPLOT を利用して Web で利用できるグ

ラフを作成する場合, GNUPLOT が読み込める形

式のデータファイルを作成し , CGI プログラ

ムから GNUPLOT を呼び出し , オプションを送

信することによりファイルのデータをグラフ化

し, その結果をファイルに出力する. 現時点の

GNUPLOT(version 3.5)では出力画像タイプとして

図 2: CGIで作成されたヒストグラム

ブラウザで見ることが可能な GIFや JPEGなど

の形式がないため, PBM形式で出力し ppmtogif

(netpbm 画像変換ツール群の 1 つ) を利用して

GIF 形式のファイルを生成する. フォームか

らこのプログラムを利用する場合は FORM タグ

の ACTIONパラメータにプログラム名を指定する.

また URLとして CGIプログラムを指定し, プ

ログラム名のあとに? をつけその後にパラメータ

を指定して, URLから直接 CGIプログラムの結

果を受けることができる. このような利用により,

このグラム作成CGIプログラムは他のCGIプロ

グラムや HTMLファイルから利用することが可

能となり, より幅広く利用することができる.

4. Webを利用した統計サービスの実用例

岡山大学内の UNIX マシンにおいて CGI に

より実装された, 統計グラフの描画及び統計処理

の実用例を紹介する. HTTP サーバは SPARC

Solaris 2.51 上で稼働している Apache である.

4.1 統計グラフサーバ

CGIを利用したグラフの作成は,フォームを利

用し, その入力に従って出力するプログラムを作

成する. フォームで入力されたパラメータは符号

化されて渡されるので, これを復元し , グラフ作

成プログラムにパラメータをわたす. 図 1にグラ
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図 3: 岡山行動圏調査のホームページ

フ作成用のフォームを, 図 2にそのプログラムに

より生成されたヒストグラムを示す.

4.2 岡山行動圏調査データの公表

岡山行動圏調査とは財団法人 岡山経済研究所

が岡山大学, 岡山商科大学の指導のもとに昭和 54

年 (1979 年)から 2-3 年おきに行っている「岡

山県民の生活行動圏調査」のことで, 県民の行動

圏を「通勤・通学圏」「医療圏」「観光圏」「交際

圏」「商圏」というの 5 つの観点から探るため,

県内 78 市町村から最低 50 サンプル, 全体で

7000 サンプル以上を調査している. このデー

タに対して利用者が要求した要約結果を提示する

サービスを提供する (これらの詳細については,

http://www.f7.ems.okayama-u.ac.jp/shoken/

で確認できる (図 3)).

データの集計はフォームにより集計したいデー

タを指定し ,「実行」ボタンを押すことにより行

われる. 現在は単純集計およびクロス集計が可能

である. 図 4に単純集計 (グラフ付き)の指定画

面を, 図 5 にその結果出力のイメージを与えた.

付録に与えたプログラム (singleG.cgi)におい

ては, 集計するプログラムとして Perl スクリプ

トを利用しているが, 他の言語で書かれたプログ

ラムなども同様に利用することは可能である. こ

の集計結果としてのヒストグラムは前節のグラフ

図 4: 単純集計 (グラフ付き)の指定フォーム

図 5: 単純集計 (グラフ付き)の結果

サーバの CGIプログラムを間接的に利用したも

のである.

5. おわりに

CGI は計算等の処理をサーバにおいて行うた

め,利用者側にCPUパワーは要求されない. 計算

機パワーを必要とする処理はサーバ側で対処され

るため, 利用者の環境を心配する必要はない. し

かし, 処理をサーバ側で行うため, 利用者が多く

なればなるほどサーバの負担は大きくなる. 従っ

て,アクセス人数やCGIプロセスの制限を行うな

どの対策を取らなければならない状況も考えられ

る. これらは HTTPのアクセス制限などの設定

を行うことにより対処する必要がある. また,ど

こからでも CGIプログラムが利用できる場合に

は, 全く知らないところで利用されサーバの負担
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となることも十分考えられる. その対策としては,

HTTP REFERER環境変数を参照し, 特定のページ

や CGIプログラムからのみの要求だけに応じる

ようなプログラムを作成する必要がある. CGIは

便利なものではあるが, セキュリティーホールと

なりやすいので, その点を十分理解した上でシス

テムを構築する必要がある.
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付録
A.1 グラフ作成プログラム (histogram.cgi)

#!/usr/local/bin/perl

$mailto = 'yama@main.eng.hokudai.ac.jp';

$gnuplot = "/usr/local/bin/gnuplot";

$ppmtogif = "/usr/local/bin/ppmtogif";

$process_id = $$;

$output_ppm = "/tmp/$process_id.ppm";

$data_file = "/tmp/$process_id.dat";

@param = split(/&/,$ENV{'QUERY_STRING'});

foreach $a (@param){

($name,$_) = split('=',$a);

tr/+/ /;

s/%([\da-fA-F][\da-fA-F])/pack("C",hex($1))/eg;

$par{$name}=$_;

}

@val=split(/\s+/,$par{data});

if (@val < $par{nItem}){

&return_error (500, "Input Error","Cannot execute!");

}

$max = 1;

for ($i = 1; $i <= $par{nItem}; $i++){

$value[$i] = shift(@val);

$max = $value[$i] if ($value[$i]>$max);

}

$max *= 1.1;

&create_output_file();

exit(0);

sub create_output_file{

local ($item);

if ( (open (FILE, ">" . $data_file)) ) {

for ($i = 1; $i<= $par{nItem}; $i++){

print FILE $i, " ", $value[$i], "\n";

}

close(FILE);

&send_data_to_gnuplot();

} else {

&return_error (500,"Log File Error","Cannot write!");

}

}

sub send_data_to_gnuplot{

open (GNUPLOT, "|$gnuplot");

print GNUPLOT <<gnuplot_Commands_Done;

set term pbm color small

set output "$output_ppm"

set size $par{xsize}, $par{ysize}

set title \"$par{title}\"

set xlabel \"$par{xlabel}\"
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set ylabel \"$par{ylabel}\"

set xrange [0:$par{nItem}+1]

set yrange [0:$max]

set xtics 1, 1, $par{nItem}

set noxzeroaxis

set noyzeroaxis

set border

set nogrid

set nokey

plot "$data_file" w boxes $par{color}

gnuplot_Commands_Done

close (GNUPLOT);

&print_gif_file_and_cleanup();

}

sub print_gif_file_and_cleanup{

$| = 1;

print "Content-type: image/gif\n\n";

system ("$ppmtogif $output_ppm 2> /dev/null");

unlink $output_ppm, $data_file;

}

sub return_error{

local ($status, $keyword, $message) = @_;

print "Content-type: text/html\n\n";

print "Status: $status $keyword\n\n";

print <<End_of_Error;

<title>CGI Program - Unexpected Error</title>

<h1>$keyword</h1>

<hr>$message</hr>

Please contact $mailto for more information.

End_of_Error

exit(1);

}

A.2 集計とグラフ表示 (singleG.cgi)

#!/usr/local/bin/perl

@param=split('&',$ENV{'QUERY_STRING'});

foreach $a (@param){

($b,$c)=split('=',$a);

if ($b eq "year"){

$year=$c;

} elsif ($b eq "miss") {

$optmiss=$c

} elsif ($b eq "out") {

$optout=$c

} else {

push(@chkqno,$c);

}

}

if ($year == 0){

print "集計年度を選択して下さい. <BR>\n";

print "</BODY>\n</HTML>\n";

exit();

}

&read_column_info();

&html_header();

foreach $no (@qno){

#単純集計用 Perlスクリプトの利用
@result= `/cgi-bin/freq.pl $year $st{$no} $len{$no}`;

&frequency_table();

&plot_histogram();

}

print "</BODY>\n</HTML>\n";

exit(0);

sub html_header{

print "Content-type: text/html\n\n";

print <<End_of_Header;

<HTML>

<HEAD><TITLE>単年度単純集計 - 集計結果</TITLE>

</HEAD>

<BODY BGCOLOR=\"#FFFFFF\">

<H2>単年度単純集計 - 集計結果</H2>

$year年度<P>

End_of_Header

}

sub read_column_info{

# 変数情報テーブルから選択された変数のデータベースファイル上の
# 位置, 長さ, ラベルを取得 (プログラムは省略)

}

sub frequency_table{

$level=$level{$no};

print "<TABLE> <TR> <TD>\n";

print "集計項目</B> $label{$no}\n";

print "<TABLE BORDER CELLPADDING=3>\n";

$dbfile="\/data\/$db{$no}";

open(DB,$dbfile);

while(<DB>){

chop($_);

($cn,$cl)=split(':',$_);

$cl[$cn]=$cl;

}

$ino=0;

while(@result){

$a=shift(@result);

chop($a);

($cn,$nc)=split(',',$a);

$ino++;

$cl[$cn]=$cn if ($cl[$cn] eq '');

print "<TR><TD>$ino</TD><TD>$cl[$cn]</TD>";

print " <TD ALIGN=right>$nc</TD></TR>\n";

}

print "</TABLE>\n";

}

sub plot_histogram{

$param= "xsize=0.6\&ysize=0.6\&color=1";

$param.="\&xlable=Item\&ylabel=number+of+Responses";

$param.="\&title=Histogram\&nItem=$ino\&data=";

for ($i=1;$i<=$ino;$i++){

$_=$time[$i];

($time[$i]) = /\s*(\d+)\s*/;

}

$_ = $time[1];

for ($i=2;$i<=$ino;$i++){

$_.="%0D%0A".$time[$i];

}

$param.=$_;

print "</TD><TD valign=top>";

print "<IMG SRC=\"/cgi-bin/histogram\.cgi?$param\">\n";

print "</TD></TR>\n</TABLE>\n";

}
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