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「ネ申 Excel」問題
奥村晴彦 !

2013年 7月 12日

概要
Excelに代表される表計算ソフトは，簡便なデータ入力・解析・可視化ツールであるが，これを柔軟な罫線
の引ける DTPソフトとして用い，データとしての再利用の困難な複雑な帳票を作成してしまうことがよくあ
る。この類の「ネ申 Excel」（神 Excel）が引き起こす問題点をまとめ，解決策を提案する。

Hilarious uses of Excel
Haruhiko Okumura!

Spreadsheet software, notably Excel, is widely used in Japan to create paperwork with complex ruled tables,
sacrificing reusability of the data. This practice is analyzed with a number of examples.

1 はじめに
著者ら [1]は，2011年の東日本大震災後に見られ
た情報リテラシーにかかわる問題点を論じた際に，
公開されたデータの機械可読性の低さを指摘した。
それらのデータは，Excel に入力されていながら，
公開情報が PDF だけであったり，時にはデータ抽
出禁止の設定がなされていたり画像化されていたり
して，集約や再解析にたいへん手間がかかった。
しかし，震災データに限らず，政府統計の総合窓
口 e-Stat [3] や自治体などで公開されているデータ
を調べるにつれて，そもそも Excelへの入力の段階
でデータの再利用を考えず，罫線を多用した紙の帳
票作成を最終目的とするものが多いことに気づい
た。こうしたデータは，PDFでなく Excelファイル
（またはそれから生成した CSVファイル）で公開さ
れたとしても，データを再解析するには余計な手間
がかかる。
こうした巧妙だがデータとしての再利用性の低い

! 三重大学 (Mie University)

Excelファイルが自治体等で多用されていることに
言及した井ノ口 [4]は，このような Excelファイル
を「神的 Excel」と呼んだ。本稿ではすでにネット
で一部に浸透している「

か み
ネ申
ねもうす

Excel」 [5, 6] という
呼び方を使うことにする。ここで「ネ申」は「神」
の隠語であるが，「紙（への出力しか考えていない）
Excel」の意味も含んでいる。
なお，セルを小さい正方形状（後述の Excel方眼
紙）にして描く「ドット絵」や，「図形」（Excel 2003

までは「オートシェイプ」）機能での描画（例： [7]）
など，明らかにデータ処理から外れた Excelの利用
法については，本稿では扱わない。
また，本稿はあくまで Excelに代表される表計算
ソフトの使い方の話である。Excelの問題や，Excel

で描いた統計グラフの問題については，別稿 [2]を
参照されたい。

2 罫線ツールとしての Excel

日本独特の帳票には縦横の罫線を多用するという
特徴がある。特に自由に罫線を引くためにあらかじ
めセルを正方形状に設定しておくことがあり（例：
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情報活用の実践力 
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http://abcnews.com.co/
obama-signs-executive-
order-banning-national-
anthem/



http://
christiantimesnewspaper.com/
breaking-tens-of-thousands-of-
fraudulent-clinton-votes-found-
in-ohio-warehouse/



2016年の大統領選で，クリントン候補の「悪事」
のニュースが大量にシェアされる 

クリントンらが児童の性的虐待の場としていたと 
されるピザ店に銃を持った者が突入（Pizzagate） 

背景にロシアが？





https://www.gov.sg/factually/content/clarifications-on-falsehoods-posted-by-mr-brad-bowyer



フェイクニュースの分類 

・プロパガンダ（Propaganda） 
・デマ（Disinformation） 
・陰謀説（Conspiracy Theory） 
・釣り記事（Clickbait） 
・風刺（Satire）［例：虚構新聞，The Onion］ 
・自分の意見に合わないもの（Bias Challenging） 

Jennifer LaGarde and Darren Hudgins, Fact vs. Fiction: Teaching Critical 
Thinking Skills in the Age of Fake News (International Society for Technology 
in Education, 2018)



partisan

EAVI 
(European Association for 
Viewers Interests)
https://eavi.eu/beyond-fake-news-10-
types-misleading-info/



さらに深く…

影響度

動機

場合による

低

中

高

誤った引用 ミスリーディング

なりすまし 改ざん
コンテンツ有名ブランド・人物を装ったウェブサイトや

ツイッターアカウント
修正または不正に加工された統計、グラフ、
写真やビデオなど

見出しやキャプションと内容が合っていない

注：影響度と動機は決定的なものではありません。あくまで議論の参考としてください。

事実に基づいた画像や映像、コメントが
関係ない出来事や人物にひも付けられている

www.eavi.eu
Translated by

プロパガンダ

利益になることもあれば、
害を及ぼすこともある

政府、企業、NPOなどが、人の意識や価値感、
知識に影響を与えるための手段
感情に訴えてくる

釣りタイトル 本質から外れた、刺激的で目立つ見出し
見出しが内容を反映しておらず、
誤解を与えやすい
広告収入を得るために
利用される

誤報

信頼できる報道機関であれば、
誤りを認めてお詫びする

定評ある報道機関も間違えることがある
誤報はブランドを傷つけ、怒りを買う  
訴訟になることも

誤情報

誤った引用、不適切に加工された
コンテンツ、誤解を招く見出し

事実と間違いが入り交じったコンテンツ
情報を伝えたいと思っているが、作成者
が誤りに気づいていないこともある

偽情報
ゲリラマーケティング戦略、ボット、
コメント、なりすましブランド

人をだます目的で広く拡散する、完全な
ねつ造コンテンツ

広告収入目当てか、政治的な
影響を与える目的、または両方

陰謀論 恐怖や不確実さから、複雑な現実を
単純化して説明しようとする

専門家や当局情報を否定する

間違いだと証明しづらく、反証すると
陰謀論の信頼性が増してしまう

風刺、架空の話

事実と混同され、読者を困惑させる

社会批判またはユーモア
内容はさまざまで、意図が明確でないことも

スポンサード
コンテンツ

明示されていなければ、
広告だと見抜くのは難しい

記事に見せかけた広告
報道機関と利害の対立を生むことがある

党派的情報

自分たちに都合の良い事実を強調し、
それ以外は取り上げない

イデオロギー的で事実の解釈を含むが、
中立を装っている

感情的で情熱的な言葉を使う

ニセ科学 Health, environment and other science-
related news which is exagerrated, contra-
dicts experts or misprepresents acutal sci-
entific studies. May also be commericially 
motivated to sell health 
products. 

正しい科学的研究を、大げさな、または
うその情報でねじ曲げる

見せかけの環境保護活動、奇跡の治療法、
ワクチンの拒否、地球温暖化の否定

たいてい専門家の意見と
矛盾する

金銭

(誤）情報の伝達

政治/権力

情熱

ユーモア/冗談

չأ٦ُصؙ؎ؑؿպְֲה鎉衝⢪׆罋ֲִ״ג� �珏겲ך䞔㜠⼒ⴓ

日本ジャーナリスト 
教育センター（JCEJ）

http://jcej.hatenablog.com/
entry/2019/03/27/104845



関東大震災（1923年） 

・朝鮮人が暴動を起こすというデマが発生 
・大勢の朝鮮人（と見なされた人）を虐殺 
・死者数578人（調査によれば2613人）



Official U.S. Navy Imagery

http://www.flickr.com/photos/usnavy/5522861353/

大震災 
2011年3月11日～



大震災で見えてきた情報教育の課題
奥村晴彦! 辰己丈夫† 藤間真‡

2011年 7月 27日

概要
東日本大震災で被災地はもちろん首都圏でも大混乱が生じたが，インターネットは比較的頑強であり，情報
活用能力を持った人たちはツイッターなども活用して情報収集・発信を行うことができた。しかし，地震直後
のチェーンメールやデマ，非常時の情報インフラや情報システム，情報発信などに，いろいろな問題が見えて
きた。これらは，情報教育に格好の題材を提供するとともに，今後の情報教育の課題を示唆するものである。

Earthquake and ICT Education

1 はじめに
2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分，未曽有の規模の
地震・津波・原発事故が日本を襲った。
過去の大災害と異なり，今回は人々がケータイを
使いこなし，押し寄せる津波を動画で撮影し，通話
規制がかけられてもネットで情報収集・発信した。
一方で，怪しげな内容のチェーンメールやデマが
飛び交った。非常時の情報インフラや情報システ
ム，情報の提示等に関するいろいろな問題点も露見
した。
本稿では，これらの問題点が情報教育の題材とし
て活用できることを示すとともに，明らかになった
問題点を通してどのような情報教育上の課題が見え
てきたかを論じる。

2 情報インフラ
大災害で電話網は，物理的被害を免れたところで
も，皆が一斉に電話を使うため，大規模な発信規制

! 三重大学 (Mie University)
† 東京農工大学 (Tokyo University of Agriculture and Tech-

nology)
‡ 桃山学院大学 (St. Andrew’s University)

を余儀なくされる。今回も，公衆電話や IP 電話・
PHS を除いて，ほとんどつながらなかった。つな
がらないから何度もかけ直し，ますます事態が悪化
する。被災地への電話は自粛し，災害用伝言ダイヤ
ルや安否確認サイトを使うのが正解であろう。この
あたりは，災害時の行き過ぎた「買い占め」の問題
と似ているが，通信インフラや輻輳の仕組みも含め
て，情報教育で扱いたい内容である。
電話が使えなくてもパケット通信は比較的頑強で
あった。被災地でも基地局の非常用電源が生きて
いた数時間は使え，メールやツイッター，IP 電話
（Skype や 050 電話）が役立った。携帯メールは，
SMS によるプッシュ機能の障害により，メールが
届いても端末に通知が来ないが「センター問い合わ
せ」でプルすれば読めることがあった。こういった
通信の仕組みを理解して，複数の手段を使いこなせ
る能力が役立った。
こういった情報リテラシーの問題は，国の危機管
理のありかたともかかわる。例えば，原発事故を受
けて原子力安全委員会は委員 40人を携帯メールで
招集しようとしたが，ほとんどの委員に連絡がつか
ず，連絡がついても交通機関が止まっていてほとん
ど参集できなかった。PC のメールや TV 会議シス







■お願い■ 

関西電力で働いている友達からのお願いなのですが、本日18時以
降関東の電気の備蓄が底をつくらしく、中部電力や関西電力から
も送電を行うらしいです。 

一人が少しの節電をするだけで、関東の方の携帯が充電を出来て
情報を得たり、病院にいる方が医療機器を使えるようになり救わ
れます！ 

こんなことくらいしか関西に住む僕たちには、祈る以外の行動と
して出来ないです！ 

このメールをできるだけ多くの方に送信をお願い致します！ 

情報源があいまい

拡散希望



工場勤務の義弟から情報。外出に注意して、肌を露出しないよう
にしてください！ 

コスモ石油の爆発により有害物質が雲などに付着し、雨などと
いっしょに降るので外出の際は傘かカッパなどを持ち歩き、身体
が雨に接触しないようにして下さい！！！ 
コピペとかして皆さんに知らせてください 

こちらにもいろいろ情報がきました。 
政府はパニックになるから発表しないみたいだけどやっぱり放射
能が漏れていて、すでに東京にも来てるんですって。これから一週
間はなるべく水をたくさん飲み、もし家にあれば、昆布を食べた
り、昆布をひたしたお水やイソジンを薄めたものを飲むといいそ
うです！

情報源があいまい

#拡散希望



地震・津波・原発

全ツイートを解析（1週間1.8億ツイート）



「コスモ石油」を含むツイート（毎時）

情報通信白書

コスモ石油

コスモ石油＋デマ



「イソジン」を含むツイート数（毎時）

イソジン＋デマ

イソジン



・感情を煽るデマほど拡散する 

・ファクトチェックはあまり拡散しない



東日本大震災 
震災後のデマ「信じた」８割超す　東北学院大、仙台市民調査 
毎日新聞 2017-03-13  https://mainichi.jp/articles/20170313/ddm/004/040/009000c 

「被災地における外国人による犯罪のうわさを聞いた」と
答えた人は５１・６％だった。そのうち８６・２％が「と
ても信じた」「やや信じた」と答えた。うわさを聞いた犯
罪の種類（複数回答）は「略奪、窃盗」９７・０％、「遺
体損壊」２４・４％、「強姦（ごうかん）、暴行」１９・
１％だった。「誰がしたと信じたか」（複数回答）を尋ね
たところ「中国系」（６３・０％）、「朝鮮・韓国系」（２
４・９％）、「東南アジア系」（２２・７％）だった。

https://mainichi.jp/articles/20170313/ddm/004/040/009000c


デマのほうが速く広まる 

The spread of true and false news online 
https://doi.org/10.1126/science.aap9559



デマ潰しは逆効果になることも 

Why Debunking Myths About Vaccines 
Hasn’t Convinced Dubious Parents 

https://hbr.org/2015/02/why-
debunking-myths-about-vaccines-
hasnt-convinced-dubious-parents





タバコを吸うほうが肺がんになりにくい？



https://public.tableau.com/views/U_S_TobaccoUseLungCancerDeathRateTrendsmodified/Dashboard1



NHKガッテン「不適切でした」異例の冒頭「お詫
び」 「糖尿病の睡眠薬治療」を大部分訂正
https://www.j-cast.com/2017/03/01292006.html



WELQ



キュレーションサイト，まとめサイトの問題 

SEOにより，低品質のページが上位に！ 

DeNA，WELQなどを閉鎖（2016年末）



2017年



2019年



bing.com

http://bing.com






http://www.nature.com/articles/srep37825



ファクトチェック











https://fij.info



http://archive.fij.info/project/technology



arXiv:1810.11663



財務省によると、年
収600万～1千万円未
満の人のうち、39%
が児童手当を「大人
の小遣いに充てる」
や「使わずに残って
いる」と答えた。年
収1千万円以上だと、
この割合は49%に上
昇するという。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO52024240R11C19A1EE8000/



https://twitter.com/otamagawa/status/1194155805383094272



厚労省 平成24年児童手当の使途等に係る調査 
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000013247.html



週刊金曜日 2019/6/7 (1235号)



年齢調整死亡率（男女計，人口10万対）



年齢調整死亡率（男女計，人口10万対）



がん年齢調整罹患率（赤ほど多い） 
厚労省2016年速報



なかなか眠れない

身体が自分の意思に反して動く

接種群　非接種群

名古屋市の子宮頚がん（HPV）ワクチンの調査（個票PDFをCSV化して解析） 
「改竄を防ぐため」2429+2389+3874+2584+2799ページのPDFで公開（2016年） 

30793件×274変数



「調べ学習」の功罪 

Problem-Based Learning 
アクティブラーニング 

小学校から大学初年次教育まで 
調べ学習が活用されている



朝日新聞2007-03-04



米国の多くの学校は、子
供がGoogleで何かを見つ
けコピーすると、それで
学んでいると思ってい
る。しかし私は、子供が
それについての作文を書
かない限り学んだことに
ならないと主張してい
る。作文は思考を組織化
する。

アラン・ケイ

（アラン・ケイ 2006年）



何々について調べてみよう 
　　↓ 
最初に見つかった情報を使う 
（ネットでも図書館の本でも） 

何々についてファクトチェックしてみよう 
　　↓ 
複数のソースにあたる 
他の解釈がないか考える



Wikipediaをファクトチェックしてみよう 

間違いに気づいたら，だれでも簡単に直せる 
　直しても戻されることがあるが履歴は残る 
　おかしな記事は「ノート」で指摘



小学校編



http://ecocap.or.jp



朝日新聞2010-02-16 

1kg（400個）15円 
うち10円がワクチン代に 
ポリオワクチン1人分20円 
2kgの送料？



朝日新聞 2015-04-11 p.27



http://kankoubou.jp



http://www.alumi-can.or.jp/rental/pamphlet_012a.pdf



http://www.bellmark.or.jp



「30人で半日作業して、たった
数千円分ですから、かかる手間に
対して成果が小さすぎますよね。
前もって日にちがわかっていれば
パートの日はずらしておけますけ
ど、『この時間にもっと稼げる
よ』って思う……」 

https://toyokeizai.net/articles/-/75218



「かけざんの順序」問題



https://twitter.com/tomustam/status/464925637006741505



https://twitter.com/mkp4xb7/status/502034142574288896



かけ算には順序があるのか 
 (岩波科学ライブラリー) 



「振り子の等時性」問題



http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/senseiouen/1304651.htm



　ここでは，糸におもりをつるして，おもりの1往復する時間を，おもりの重
さ，糸の長さ，振れ幅を変えながら測定し，糸につるしたおもりの1往復する時
間はおもりの重さや振れ幅によっては変わらないが，糸の長さによって変
わることをとらえるようにする。おもりの重さが，おもりが1往復する時間を変
化させる要因になるかを調べるためには，糸の長さや振れ幅を一定にして，おも
りの重さだけを変えて調べるようにする。このように，変える条件と変えない条
件について，条件を制御しながら計画的に実験できるようにすることが大切であ
る。 
　また，実験では時間のはかり方や実験装置の不備などによって，結果に誤差が

生じやすい。おもりの重さや振れ幅が，おもりの1往復する
時間に関係すると予想や仮説をもった児童の中に
は，実験の誤差をおもりの1往復する時間が変化
したととらえる児童がいる。これは，自分の予想
や仮説に合うようにデータを処理しているからで
ある。正確な実験に取り組ませる一方で，データ処理の仕方についても指導
することが大切である。特に今回の実験では実験結果を表に整理するだけではな



正しくは，振り子の周期は最大の振れ角に依存する。 
楕円積分で計算すると 

±45°　4%増し 
±90°　18%増し



江戸しぐさ



水からの伝言



EM菌



https://www.emro.co.jp



血液型 
ゲーム脳 
遺伝子組み換え作物 
地球温暖化 
ホメオパシー 
血液クレンジング 
ワクチン自閉症原因説 
子宮頚がん（HPV）ワクチン問題 
組体操（人間ピラミッド）



NMRパイプテクター問題，東京MXで取り上げられる



相関と因果 
擬似相関 
生態学的誤謬







Chocolate Consumption, Cognitive Function, and Nobel Laureates (NEJM 2012)



習い事の功罪！？
通塾率と国語の活用
能力が逆相関

https://dual.nikkei.com/article/075/13/





どの科目も，個人レベルでは 
「通塾あり」のほうが成績が良い。 
県レベルと個人レベルの混同を 
「生態学的誤謬」という。

https://oku.edu.mie-u.ac.jp/~okumura/stat/170829.html



Kendall τ=−0.10, p=0.3







日教組の強い県ほど低学力 
→日教組組織率と全国学力テストの正答率の相関を調べた

https://oku.edu.mie-u.ac.jp/~okumura/stat/171006.html



猛暑日

1876-1890年

2000-2014年

1876-1890年 2000-2014年

東京の猛暑日は25倍以上に増えた！ https://oku.edu.mie-u.ac.jp/~okumura/stat/150809.html



再現性の危機



Nature 2012 

failed to replicate 47 
of 53 landmark cancer 
papers 

doi:10.1038/483531a, 
10.1038/485041e



心理学3誌の研究100のうち39しか再現できなかった 

Open Science Collaboration (Science, 2015) 
http://science.sciencemag.org/content/349/6251/aac4716



p値（p-value）



https://doi.org/10.1080/00031305.2016.1154108

https://doi.org/10.1080/00031305.2016.1154108


http://www.nature.com/news/statisticians-issue-warning-over-misuse-of-p-values-1.19503



http://www.psychologicalscience.org/observer/statistics-organization-speaks-out-on-p-values



p < 0.05 は「95%以上の確率で正しい」ではない 

まったく違いがないと仮定したら， 
サンプリング誤差だけでこのような結果が 
出る確率は < 5%



p < 0.05 は偶然でも20回に1回起こる 

・複数の検定をして p < 0.05 だけ発表（p-hacking） 
・それでもダメなら発表しない（出版バイアス）



p < 0.05 を簡単に得る方法（p-hacking） 

・7項目のデータを得る（アンケートでも何でも） 
・7C6 = 21個の相関係数を求める 
・21個のうち1個は偶然に p < 0.05



http://io9.gizmodo.com/i-fooled-
millions-into-thinking-chocolate-
helps-weight-1707251800



・著者はPhDを持つジャーナリスト 
・15人の被験者をリクルート，18変数を調査 
・p-hackingにより有意な結果を得た 
・低レベル誌に投稿，査読は難なくクリア 
・あとはプレス発表でうまくやるだけ



内閣府，高カカオチョコの研究プロ中止 
（ImPACT）



p-hacking: 
有意な結果だけ出版する（研究者側の問題） 

出版バイアス: 
有意な結果だけ出版される（制度上の問題） 
対策：研究の登録制度（臨床研究では一般的）





精度（正解率）99％でガンが見つかる！ 

スクリーニング対象の1%が有病者なら 
全員ネガティブとすれば99％正解 

スクリーニングの精度を伝えるためには 
感度・特異度を用いるべし



報道バイアス 

マスコミは外れ値が好き


