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当室が公表している第３次産業活
動指数は経済産業省のＨＰから 
御覧いただけます。 



次ページからは「第３次産業活動指数でこう
いうことが知りたいのにどこを見れば良いのか
わからない！」という方への案内スライドです。 
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今月のサービス産業は良かったの？悪かったの？ 
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http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result-1.html 

第３次産業活動指数HPの最
初に表示される画面になります。 
結果の概要について簡単に説明
したページです。 
スマホ対応のページですので、ス
マホやタブレットからでも表などが
見やすくなっています。 
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今月のサービス産業は良かったの？悪かったの？ 
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http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result-1.html 

冒頭の「第３次産業活動は
…」という箇所は「基調判断」
というもので、最近の動向を含
めた上で、今の第３次産業活
動の活況度合いをひと言で表
したものです。 
 
第３次産業の総合指数と一
緒に主に消費者に対するサー
ビスである広義対個人サービ
ス、主に企業に対するサービス
である広義対事業所サービス
についても掲載しています。 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result-1.html
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じゃあ何のどんな業種が良かったの？悪かったの？ 
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http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result-1.html 

先ほどのページの中段に掲載されています。 
 
今月の第３次産業の上昇or低下に大きく
寄与した（影響を与えた）業種の主な要
因を寄与が大きい順に紹介しています。 
 
月によって第３次産業総合と同じ方向だけ
でなく逆方向に寄与した業種についても要
因を掲載しています。 

H28年 
4月分 
 
上昇 
３業種 

H28年 
3月分 
 
低下 
３業種 
 
上昇 
１業種 
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じゃあ何のどんな業種が良かったの？悪かったの？ 
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http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result-1.html 

要因表の下には第３次産業の上昇or低下
に大きく寄与した（影響を与えた）順に各
業種の前月比、寄与度などを表で掲載して
います。 
 
内訳業種の中でもどの業種が寄与したのか
（影響を与えたか）についても掲載されてい
ます。 
 
 
この月は第３次産業総合が上昇したので上
昇→低下の順で掲載されています。 
総合が低下した場合は逆になります。 

大 
 

上昇 
寄与 

 
小 

大 
 

低下 
寄与 

 
小 
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もうちょっと細かい数字をみてみたい！ 
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http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result-1.html 

先ほどのページ上部にあるアイコン 
    ↓ 
 
 
 
 
  時系列データ 

 
もしくは「ダウンロードのご案内」から
「時系列データのダウンロード」という
箇所があります。 
 
こちらから細かいデータをダウンロード
出来るページに飛ぶことができます。 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result-2.html 
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もうちょっと細かい数字をみてみたい！ 
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http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result-2.html 

こちらがそのページです。 
 
「時系列データ」をExcel
もしくはcsv形式でダウン
ロードできます。 
 
毎年繰り返されるような
季節的な変動を除いた
「季節調整済指数」では
前月や前期との比較をす
ることができます。 
 
「原指数」や「季節指数」
をみることでその季節性を
調べることもできます。 
 
いずれも2008年1月から
最新月までのデータです。 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result-2.html
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result-2.html
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result-2.html
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result-2.html


グラフや表で動きをみてみたい！ 
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概要ページ上部にあるアイコン 
     ↓ 
 
 
 
 
サービス産業(第3次産業) 
    活動図表集 
 

もしくは「ダウンロードのご案内」から
「サービス産業活動図表集」という箇
所があります。 
 
こちらから図表集のPDFをダウンロード
もしくはスライドショーページに飛ぶこと
ができます。 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result-1.html 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result/reference/slide/result-sanzi-sanko-YYYYMM.html 
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グラフや表で動きをみてみたい！ 
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http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result/reference/slide/result-sanzi-sanko-YYYYMM.html 

こちらはスライドショーのページです。 
 
見やすさを意識したカラフルなグラフのスライド
で解説しています。 
 
公表データをもとにグラフを書くといった手間を
かけずに、視覚的にとらえることができる内容
になっております。 
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過去のサービス産業の概要をみたい！ 
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http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result-1.html 

ページ上部のアイコン 
   ↓ 
 
 
 
 
 

  過去の月次データ 

 
もしくは「ダウンロードのご案内」→
「過去の公表資料」から2011年
1月以降の過去の概要ページも
御覧いただけます。 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/ITA_kako_press.html 
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過去の概要ページへはその月の 
   から飛ぶことができます。 
 
残りの２つのアイコンについても
次ページで御紹介します。 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/ITA_kako_press.html 

過去のサービス産業の概要をみたい！ 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/ITA_kako_press.html
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/ITA_kako_press.html


※どちらも公表当時のデータです。 
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公表資料  ・・・その月の第３次産業活動指数について、まとめた公
表資料です。直近３か月までは細かい業種で掲載されています。 

参考資料(図表集)  ・・・その月の第３次産業活動指数を表やグラ
フで表したもので、長期的な推移などを視覚的にとらえることができます。 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/ITA_kako_press.html 

先ほど御紹介した概要ページとこの２つのコンテンツは 
各月ごとに保存しております。 
各月のみの情報をみたい場合はこちらをダウンロードしていただ
ければ概要をつかめると思います。 

過去のサービス産業の概要をみたい！ 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/ITA_kako_press.html
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もっと長い推移をみてみたい！ 
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http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result-2.html 

先ほどのスライドで説明したデー
タでは今基準の2008年1月～
最新月までのデータしかみること
ができません。 
 
それ以前の指数も「接続指数」
として公表しております。 
 
1998年1月から2014年12月
までのデータです。 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result-2.html
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業種が細かすぎてよくわからない！ 
もっとざっくりしたのはないの？ 
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http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result-2.html 

第３次産業は企業向けから個人向けサービスまで
とても幅広い業種で構成されているため、第３次産
業全体の姿というのは、今ひとつピンとこない方もい
るかと思います。 
 
そこで、経済解析室では第３次産業に属する個々
のサービスを、観光やスポーツといった特徴でグループ
分けした系列、「再編集系列」を作成しています。 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result-2.html
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業種が細かすぎてよくわからない！ 
もっとざっくりしたのはないの？ 
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http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result-2.html 

再編集系列は品目番号が「SB…」
もしくは「SK…」になっています。 

例えばこの「観光関連産業」という系列は 
 

・鉄道旅客運送業  ・バス業 
・タクシー業  ・水運旅客運送業 
・国際航空旅客運送業 ・国内航空旅客運送業 
・道路施設提供業  ・自動車レンタル業 
・旅館   ・ホテル 
・国内旅行  ・海外旅行 
・外人旅行  ・遊園地・テーマパーク 
 

という皆さんが観光する際に利用するようなサービス業を
一括りにした系列です。 

http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result-2.html
http://www.meti.go.jp/statistics/tyo/sanzi/result-2.html
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もう少し詳しい解説をして欲しいんだけど… 
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http://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/
archive/mailmaga_index.html 

数字やグラフだけだと、いまいち内容がわからないという方は、当室が公表し
ているコンテンツを解説した「経済解析室ニュース」を御覧ください。 
概要ページの右側（スマホ等だと下側）からページに飛ぶことができます。 

http://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/archive/mailmaga_index.html
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もう少し詳しい解説をして欲しいんだけど… 
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http://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/
archive/mailmaga_index.html 

「経済解析室ニュース」では毎月の統計情報に加え、その他の分析についても掲載しています。 
 
第３次産業活動指数のニュースでは概要ページには掲載していない上昇･低下要因や四半
期でみた動きの解説も御覧いただけます。 

http://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/archive/mailmaga_index.html
http://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/archive/mailmaga_index.html
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数字ばっかりでおもしろくない！
もっと興味がわくものはないの？ 
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http://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu-hitoikoto-top.html 

これまで紹介したように、HPではいくつかのデータを提供してお
りますが、正直数字ばかりでよくわからない、どういうことが読み
取れるのかわからないということもあるかと思います。 
 
そのようなときは当室から配信しております 
「経済解析室ひと言解説集」を御覧ください。 
身近な話題、時事ネタなど当室公表の統計をもとに簡単に
分析したひと言解説を掲載しています。 

http://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu-hitoikoto-top.html
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数字ばっかりでおもしろくない！
もっと興味がわくものはないの？ 
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http://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/
hitokoto_kako/20151030hitokoto.html 

例えば、この「ひと言解説」
は最近、日本を訪れる外
国人旅行者が増加してい
ること、それによって国内の
ビジネスホテルの予約が取
れないという時事ネタから
第３次産業活動指数の
「宿泊業」をその内訳の「ホ
テル」と「旅館」で分けてみ
て、分析したものです。 
 
他にもいろいろな分析を
掲載しております。 
是非御覧ください！ 

経済解析室では 
・Facebook 
・Twitter 
・スライドシェア 
でも公表データの
見方や使い方、
分析などをご紹介
しています。 
 
気に入った分析
等ありましたら、
是非お友達に共
有してみては？？ 

http://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto_kako/20151030hitokoto.html
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以上でHP案内スライドは終了です。 
 
第３次産業活動指数で 
こういうデータを使いたいがどこにあるか、 
こういう分析をしたいがどうしたらよいかなど、 
よくわからないという際はお気軽にお問い合わせください！ 

経済解析室 第三次産業指数班 
 

Tel: 03-3501-1511（代表）（内線2854）, 03-3501-1644（直通） 
FAX: 03-3501-7775 
E-mail: qqcebc@meti.go.jp 

mailto:qqcebc@meti.go.jp

