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１．統計調査データのインターネットでの提供状況について（事前 web-site 調査項目） 

調査対象データ① データ名称：工業統計 

提供省庁：ONS URL：http://www.statistics.gov.uk/CCI/nscl.asp?ID=5003&x=6&y=6 

階層構造の現状  

方法１ 

ONS トップページ >> トップの Economy というタグをクリック >> 

経済関連トピックの最新の概要が表示される >> 短期の指数を掲載 >> こ

のトピックにある More と Guide を個別にクリック  

 

たとえば、More をクリック >> 最新の指数に関する概要表示 >> 同ペー

ジの右コラムに関連データへのリンクがある 

 

Guide をクリック >> 同じく指数の概要表示で、右コラムに関連データへ

のリンクがある 

 

方法２ 

ONS トップページ >> 左横のドロップダウンボックスから検索対象の分

野である Economy を選択する >> さらに詳細の関連トピック表示 >> 該当

トピックである Input and Output を選択しクリック >> データタイプを選

択 >>  情報概要と関連データへのリンク先表示 >> 該当トピックを選

択 

 

方法３ 

ONS トップページ >> 右上の検索ボックスに直接キーワード（ここでは指

数を意味する Output を記入 >> キーワードに関連したデータのトピック

リスト表示 >> トピックを選択しクリック >> 選択したトピックに関連

するデータのリスト表示  

 

ただしページを追うルートに関しては、選ぶトピックにより表示方式が異な

る場合もある。工業統計は生産動態指数と同じ Economy セクションか羅たど

りつくことが出来る。 

 

また、詳細完結版のデータは上記の方法でたどり着いた最後のページでよう

やく表示され、最初からすぐにデータリストが時系列で表示される形式では

ない。 

提供データのファ

イル形式（複数回

答可） 

excel   pdf   csv   

□その他（具体的に→       ） 

時系列公開の現状 有 □無  時系列データの提供 

縦方向  □横方向   時系列の取り方（上記「有」の場合） 

検索システムの有

無 
 有      □ 無   

調査対象国名 英国 調査対象省庁・課 National Statistics Office

ヒアリング日

時 

 ヒアリング場所 ロンドン 

応対者役職 e-Communications Manager 応対者氏名 Ms Michele Thornley  
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有の場合その内容 キーワード検索 

あるいは、アドバンス検索： キーワードを入力するほか、該当分野をドロ

ップダウンウィンドウ内から選択する。また、検索対象となるキーワードの

扱い方も指定。例：一言一致、どれか一致、すべて一致 

必要データにたど

り着く過程で表示

される URL はユニ

ークか 

 ユニーク      □ ユニークでない（表示が変化せず） 

 

左記の情報提供 

（有、無いずれか

のボックスをチェ

ックする） 

有 □無  統計の解説（基本的調査事項の変更含む） 

有 □無  誤差情報 

有 □無  調査項目の定義 

有 □無  公表日（予定を含む） 

有 □無  統計調査結果の（一歩踏み込んだ）解説・解釈 

有 □無  グラフ表示機能 （NAVIDATA ダウンロードの提供、

http://www.statistics.gov.uk/statbase/Navidata.asp） 

 

□有 無  メッシュデータ提供 

有 □無  Ｑ＆Ａの充実（情報収集方法など基礎情報を提供） 

有 □無  内外関連情報へのリンク（海外関連情報や国内産業界サイト）

なお、関連産業界へのリンクはなし。 

国内リンクとしては、財務省、ウェールズ・スコットランド・北アイルラン

ドの統計サイトへのリンクを優先的に表示。 

海外リンクとしては、EU と連携したデータ公開のサイト（EU Statistics UK, 

http://www.eustatistics.gov.uk/）を表示。 

 

有 □無  データ購入・申し込み方法 

ただし、ほとんどのケースにおいて購入情報を記載しておらず、ONS に連絡

をするための電話番号を掲載しているのみ。 

統計教育ページ  有      □ 無   

有の場合その内容 情報収集方法論、統計対象の分類方、統計に関する国際基準などを掲載した

ページがある。

http://www.statistics.gov.uk/about/data/classifications/default.asp 
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調査対象データ② データ名称：商業統計 

提供省庁：ONS URL：http://www.statistics.gov.uk/CCI/nscl.asp?ID=5346 

階層構造の現状 基本的に、同機関のサイトは統計を専門に扱っているため、トップページに

統計セクションへのリンクはない。 

 

実際のデータにアクセスする方法は様々であり、方法別に表示される内容が

異なっている。 

 

 

方法１ 

ONS トップページ >> トップのエコノミーというタグをクリック >> 

経済関連トピックの最新の概要が表示される >> 短期の商業販売統計が一番

下のコラムに掲載されている >> このトピックにあるMoreとGuideを個別

にクリック  

 

たとえば、More をクリック >> 最新の商業販売統計に関する概要表示 >>

同ページの右コラムに関連データへのリンクがある 

 

Guide をクリック >> 同じく商業販売統計の概要表示で、右コラムに関連

データへのリンクがある 

 

 

 

方法２ 

ONS トップページ >> 左横のドロップダウンボックスから検索対象の分

野である Commerce, Energy and Industry を選択する >> Commerce, 

Energy, Industry, Quality of Life のリスト表示、ならびに関連情報への

リンク表示 >> 該当トピックである Commerce を選択しクリック >> 商業分

野別リストの表示 >> さらにそのトピックに関連した分野のリスト表示

>> 該当データあるいは関連データ概要説明とリンク >> 個々のデータ 

 

方法３ 

ONS トップページ >> 右上の検索ボックスに直接キーワード（ここでは商

業販売統計としてRetail Salesを記入 >> キーワードに関連したデータの

概要表示 >> 同ページの右コラムにある完全版データあるいは関連データ

へと進む 

 

工業統計と同じで、詳細または完結版のデータは、上記の方法でたどり着い

た最後のページでようやく表示され、最初からすぐにデータリストが表示さ

れる形式ではない。方法３で直接キーワードを打ち込み検索する方がデータ

にたどりつきやすい。 

 

提供データのファ

イル形式（複数回

答可） 

excel   pdf   csv   

□その他（具体的に：） 

時系列公開の現状 有 □無  時系列データの提供 

縦方向  □横方向   時系列の取り方（上記「有」の場合） 
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検索システムの有

無 
 有      □ 無   

有の場合その内容 キーワード検索 

あるいは、アドバンス検索： キーワードを入力するほか、該当分野をドロ

ップダウンウィンドウ内から選択する。また、検索対象となるキーワードの

扱い方も指定。例：一言一致、どれか一致、すべて一致 

必要データにたど

り着く過程で表示

される URL はユニ

ークか 

 ユニーク      □ ユニークでない（表示が変化せず） 

※日本では、ポータルサイトの URL が表示され続け、他人に URL でデータ

の所在を伝えることが困難なケースがある 

左記の情報提供 

（有、無いずれか

のボックスをチェ

ックする） 

有 □無  統計の解説（基本的調査事項の変更含む） 

有 □無  誤差情報 

有 □無  調査項目の定義 

有 □無  公表日（予定を含む） 

有 □無  統計調査結果の（一歩踏み込んだ）解説・解釈 

有 □無  グラフ表示機能（NAVIDATA ダウンロードの提供、

http://www.statistics.gov.uk/statbase/Navidata.asp） 

□有 無  メッシュデータ提供 

有 □無  Ｑ＆Ａの充実（情報収集方法など基礎情報を提供） 

X□有 □無  内外関連情報へのリンク（海外関連情報や国内産業界サイ

ト） 

なお、関連産業界へのリンクはなし。 

国内リンクとしては、財務省、ウェールズ・スコットランド・北アイルラン

ドの統計サイトへのリンクを優先的に表示。 

海外リンクとしては、EU と連携したデータ公開のサイト（EU Statistics UK, 

http://www.eustatistics.gov.uk/）を表示。 

 

有 □無  データ購入・申し込み方法 

ただし、ほとんどのケースにおいて購入情報を記載しておらず、ONS に連絡

をするための電話番号を掲載しているのみ。 

統計教育ページ  有      □ 無   

有の場合その内容 情報収集方法論、統計対象の分類方、統計に関する国際基準などを掲載した

ページがある。

http://www.statistics.gov.uk/about/data/classifications/default.asp 
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調査対象データ③ データ名称：生産動態指数 

提供省庁：ONS URL：http://www.statistics.gov.uk/CCI/nscl.asp?ID=5003&x=6&y=6 

階層構造の現状 基本的には、工業統計と同じ階層構造。 

ただし、上記のアドレスから工業を意味する Industry をクリックするとト

ピック別のページに移動し、そのページに指数（Indices）ページへのリン

クが表記されている。 

 

方法１ 

ONS トップページ >> トップのエコノミーというタグをクリック >> 

経済関連トピックの最新の概要が表示される >> 短期の指数を掲載 >> こ

のトピックにある More と Guide を個別にクリック  

 

たとえば、More をクリック >> 最新の指数に関する概要表示 >> 同ペー

ジの右コラムに関連データへのリンクがある 

 

Guide をクリック >> 同じく指数の概要表示で、右コラムに関連データへ

のリンクがある 

 

方法２ 

ONS トップページ >> 左横のドロップダウンボックスから検索対象の分

野である Commerce, Energy and Industry を選択する >> Commerce, 

Energy, Industry, Quality of Life のリスト表示、ならびに関連情報への

リンク表示 >> 該当トピックである Industry を選択しクリック >> トピッ

クの表示 >> Indices をクリックすると、入手したい指数のトピック表示

>> 詳細に渡る分野のリスト表示 >> 情報の概要で関連データを右コラム

に表示か、あるいは時系列で個々のデータ表示（選ぶトピックにより表示方

式が異なる。） 

 

方法３ 

ONS トップページ >> 右上の検索ボックスに直接キーワード（ここでは指

数を意味する Indices を記入 >> キーワードに関連したデータのトピッ

クリスト表示 >> トピックを選択しクリック >> 選択したトピックに関

連するデータのリスト表示  

 

ただし、情報の概要表示、関連データの右コラムでの表示、時系列での個々

のデータ表示など、選ぶトピックにより表示方式が異なっている。工業統計

と同じで、詳細または完結版のデータは、上記の方法でたどり着いた最後の

ページでようやく表示され、最初からすぐにデータリストが表示される形式

ではない。方法３で直接キーワードを打ち込み検索する方がデータにたどり

つきやすい。 

提供データのファ

イル形式（複数回

答可） 

excel   pdf   csv   

□その他（具体的に→       ） 

時系列公開の現状 有 □無  時系列データの提供 

縦方向  □横方向   時系列の取り方（上記「有」の場合） 
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検索システムの有

無 
 有      □ 無   

有の場合その内容 キーワード検索 

あるいは、アドバンス検索： キーワードを入力するほか、該当分野をドロ

ップダウンウィンドウ内から選択する。また、検索対象となるキーワードの

扱い方も指定。例：一言一致、どれか一致、すべて一致 

必要データにたど

り着く過程で表示

される URL はユニ

ークか 

 ユニーク      □ ユニークでない（表示が変化せず） 

※日本では、ポータルサイトの URL が表示され続け、他人に URL でデータ

の所在を伝えることが困難なケースがある 

左記の情報提供 

（有、無いずれか

のボックスをチェ

ックする） 

有 □無  統計の解説（基本的調査事項の変更含む） 

有 □無  誤差情報 

有 □無  調査項目の定義 

有 □無  公表日（予定を含む） 

有 □無  統計調査結果の（一歩踏み込んだ）解説・解釈 

有 □無  グラフ表示機能 （NAVIDATA ダウンロードの提供、

http://www.statistics.gov.uk/statbase/Navidata.asp） 

 

□有 無  メッシュデータ提供 

有 □無  Ｑ＆Ａの充実（情報収集方法など基礎情報を提供） 

有 □無  内外関連情報へのリンク（海外関連情報や国内産業界サイト）

なお、関連産業界へのリンクはなし。 

国内リンクとしては、財務省、ウェールズ・スコットランド・北アイルラン

ドの統計サイトへのリンクを優先的に表示。 

海外リンクとしては、EU と連携したデータ公開のサイト（EU Statistics UK, 

http://www.eustatistics.gov.uk/）を表示。 

 

有 □無  データ購入・申し込み方法 

ただし、ほとんどのケースにおいて購入情報を記載しておらず、ONS に連絡

をするための電話番号を掲載しているのみ。 

統計教育ページ  有      □ 無   

有の場合その内容 情報収集方法論、統計対象の分類方、統計に関する国際基準などを掲載した

ページがある。

http://www.statistics.gov.uk/about/data/classifications/default.asp 
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２．政府がデータを提供している媒体について（ヒアリング調査項目） 

 

政府が関与している統計データ公開に

関する、インターネット、紙、CD-ROM、

磁気テープなどの媒体の活用の方針 

ONS はウェブ上で無料提供するためにデータ作成する

よう「ウェブ中心」の発行方針を採用している。（発行

物をウェブ上で無料提供することは英国政府の政策の

ひとつである。）また、閲覧者の要請に基づき別の方法

でデータを提供することも活用しているがこれは通常

は有料として扱われる。 

（統計データ公開の）法律上の位置付け

 

発行物のいくつかは（統計データなど）議会に提出す

ることが義務付けられている。この目的のために、こ

うした統計はハードコピーという形で一旦提出され

る。 

ネットワークの発達していない地域に

対する統計データ提供の政府方針 

 

政府は国家統計活動規約（code of practice）のもと、

発行される全てのデータに対する平等なアクセスを促

進し、ウェブサイトにアクセスできない層を排他的に

扱わないことをポリシーとしている。 

 

よって、これらの層に対しては、有料ではあるが紙、

CD-ROM 等の媒体で、データを提供している。また、こ

れらの方々へのお知らせとして、我々が提供するデー

タ製品やサービスを掲載した紙面カタログ（Horizons

というユーザ向けのマガジンで、ONS が四半期ごとに発

行している刊行誌）を提供している。 

政府の全ての統計データのうち、大よそ

何割程度が、インターネット、紙、CD-ROM

等で提供されているか 

全体を 100%とすると、 

・インターネット  100％ 

・紙媒体 年間 70-80 件のデータを発行している。％

表記は不可能。 

・CD-ROM     0.5％未満 

※直感的、感覚的な比率で回答を依頼。 
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３．データ提供の有償・無償について（ヒアリング調査項目） 

 

政府の統計データを利用する際の料金

体系（メディア別・データの対象範囲

別・データ量別・ユーザ属性別など） 

ウェブ上で公開されている「コア」なデータは、ユー

ザのタイプに関わらず全て無料で提供されている。「付

加価値」のあるウェブ上の製品は価格設定の対象とな

る一方、紙で提供されるデータの価格は固定されてい

る。 

有償のものがある場合、料金はどこの収

入になるか（国、委託先の外郭団体・民

間企業） 

収入にはONSの諸経費をカバーすることになっている。

紙・CD-ROM の値段一覧 

 

 

 

 

2006 年の価格 

 

年次主要報告書: £45 

月間/四半期の製品は基本的に定期購読となっている

が例えば、年間購読料は£125 から。 

 

その他定期的な製品以外はデータ作成のコストや市場

相場を考慮して価格を設定する。価格は小規模のデー

タ発行物の£35 から大規模のもの£100 間でと幅広い。

（例えばここでは大規模のものとして特定の癌アトラ

スを例に挙げている）CDROM の発行数は非常に少ない

が、2001 年度センサス統計は£35 前後であった。 

インターネットで提供するデータの利

用に対する課金の考え方（すべき・すべ

きでない、その理由） 

ウェブ上ではデータを無料公開するという政府方針が

あるのでこれを遵守し実行している。 
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４．民間機関との関係整理（ヒアリング調査項目） 

 

統計データ作成及び提供業務での、外郭

団体や民間企業活用方針（官民の役割分

担、「民業圧迫」に関する政府のスタン

スなど） 

 

ビジネスや個人からのデータ収集に関して、ONS 内部の

資源を活用している。 

 

紙での発行物に関しては、発行業務自体が ONS 内で管

理されるべき中心的活動とはみなされていないため、

民間のパブリッシャーに委託している。ただし、前回

（2001 年）は、データスキャニング、コーディング、

データの正確性のチェックなどセンサスの加工作業を

ロッキードマーチン社に外部委託した。 

統計データ作成及び提供にかかる予算、

人員の現状（と推移） 

（推移については、５年前との比較での

増減傾向） 

 

 

回答不可能 

統計データ作成業務・提供業務を行う外

郭団体、民間企業の有無 

 

 

 

回答不可能 

（有の場合）外注（民間委託）の業務内

容・予算額の現状（できれば推移） 

（推移については、５年前との比較での

増減傾向） 

 

 

回答不可能 

統計データ作成業務を外郭団体や民間

企業が行う場合の著作権の取り扱い 

 

全てのデータは、HMSO（Her Majesty’s Stationary 

Office:英国政府刊行物発行所）が Crown Copyright と

して分類している。HMSO は公共部門情報局（Office for 

Public Sector Information）の一部である。 
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５．提供データに係る個別課題（ヒアリング調査項目） 

 

外国語でのデータ提供のベース

にあるポリシー（または法令） 

 

ウェールズ言語法（Welsh Language Act）に基づき、ウェールズ

に関するデータをウェールズ語に翻訳することが義務付けられ

ている。 

自国語で提供している統計デー

タのうち外国語での提供割合

（概算） 

0.5％未満 

 

ユーザサポート体制のベースに

あるポリシー（または法令） 

政府の基準を参照のこと 

http://www.govtalk.gov.uk/ 

具体的なユーザサポート体制の

概要 
回答不可能 

専門のサポート組織の有無 
上記サイト参照 

上記のサポートにかかる予算・

人員の現状 回答不可能 

過去統計の修正情報提供のベー

スにあるポリシー（または法令） 

下記参照 

http://www.statistics.gov.uk/about/national_statistics/co

p/downloads/revisions.pdf 

紙媒体、CD-ROM で提供された過

去統計の修正情報の対応方針 上記参照 

（インターネット上の）統計教

育機能提供ポリシー（または法

令） 

なし。 

統計調査の個票データの提供の

有無 

有    

 

有の場合その条件 

 

マイクロデータについては、情報機密性とアクセスに関して、非

常に厳しい監視基準がある。下記参照。 

 

http://www.statistics.gov.uk/about/national_statistics/co

p/ 

downloads/prot_data_access_confidentiality.pdf 

有の場合個人情報保護への配慮

の内容 上記参照 
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６．統計データユーザのニーズを把握する仕組みについて 

統計データの提供・公表方法について、

ユーザニーズを反映させる仕組みがあ

るかどうか 

（有、無いずれかのボックスをチェック

する） 

有 無 

  □  パブリックコメント 

  □  審議会 

  □  アンケート・ヒアリング調査 

  □  苦情や要望等の受付窓口（サイト上） 

□ □  その他 

（→具体的に 

基本的にはフィードバック、問い合わせ先の詳細を掲

載したウェブページと、外部からのリンクを募集する

ぺージのみ。） 
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□調査対象データ① 工業統計 

 

■ ONS ウェブサイトトップページ  URL：http://www.statistics.gov.uk/ 

 

 

 

 

コメント 

 

左コラムのドロップダウンボックスから検索対象の分野を選択 

右上の検索ボックスに直接キーワードを記入 

中央と右コラムの下は最新のアップデートデータ情報の掲載 

左コラムの下は他の分野や外部へのリンク 
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■ 左のコラムから Economy を選択した場合 

 

 

中央右側に Input-Output とあるのでこれをクリックする。 

 

■ クリック後のページ 

 

ここで該当トピックを選択する 

例えば Input-Output Supply and Use Tables を選択すると次のようなページに飛ぶ 
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■開かれるページ 

 

 

該当データを選択する 

■補足： トップページ上部の Economy というタグをクリックした場合は最新のデータ一覧に飛

ぶので、ここから工業統計と生産動態指数（調査対象③）に関するデータへとたどり着くことも

出来る。 

 

 

コメント 

最新の統計情報掲載 
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例えば、各トピックの右側にある More をクリックするとデータを説明した概要ページへ 

Guide をクリックすると該当トピックに関して測定方法などを説明した Q&A のページへ 

（HTML 表記が基準であるが、一部 PDF ファイルでの表記となっている。） 

 

 

 

■ Input-Output についてデータを紹介したページ。 

 

 

データダウンロードへとリンクするページでは、中央部でデータに関する情報とデータダウンロ

ードのタイプを指定のリンク、さらに左側でダウンロード用プラグインを紹介している。 

 

中央の View more information about this product. をクリックするとデータに関する公表日な

どの基礎情報が表示される。 
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□調査対象データ② 商業統計 

 

トップページの上部 Economy をクリックした場合 

 

表示される最新のデータリストから Index of Production の More と Guide をクリックすること

で容易にたどり着ける。 

 

■More をクリックした場合 

 

 

中央部：統計の概要 

右コラム：関連データへのリンク表示 
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■ Guide をクリックした場合 

 

 

調査対象①と同様の検索方法あるいは、上記の最新データリストを経由して簡単に Industrial 

Production のデータダウンロードのページにたどり着くことが出来る。 

 

下記はデータダウンロードを指示するページ 
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日本語の商業統計をそのまま訳した Commercial Sales Statistics というキーワードではデータ

が表示されない。したがって、分野ごとの表示や別の言い方（Retail Sales など）を使う必要が

ある。 

 

■トップページの左コラムから Commerce, Energy, Industry を選択する場合 

 

このページで Commerce を選択 

 

■ たどり着くページ 

 



 134 

ここでトピックを選択するとデータダウンロードページへとたどり着く。 

 

なお、仮に Retail Sales としてキーワード検索した場合は以下のページたどり着く。 

 

 

 

 

■ 補足：ONS に関するページ   http://www.statistics.gov.uk/about/ 
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コメント 

ONS の統計方針、情報収集方法、ユーザからのフィードバックを説明する項目などを掲載してい

る。 

 

 


