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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） 

注１）対象は産業関連の主要統計データ３つ（例：工業統計、商業統計、生産動態指数）） 

注２）ノルウェー、韓国、フランスに関しては、母国語での公開の現状を調査する 

注３）本項目のねらいは現状を定量的に把握・分析することよりも、代表的な統計データの定性

的な傾向を把握すること 

 

調査対象国名 European Communities 調査対象省庁・課 Unit A-5 (Information and 

Dissemination), 

Directorate A (Resources), 

Statistical Office of the 

European Communities

（Eurostat） 

ヒアリング日時 2005 年 9 月 30 日 ヒアリング場所 ロンドンから電話によるイン

タビュー 

応対者役職 Head of Unit 応対者氏名 Mr. Gunter Schafer 
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調査対象データ① データ名称：Industry, Commerce and Services (European Business 

Trends) 

提供省庁：

Statistical Office 

of the European 

Communities

（Eurostat） 

URL：http://epp.eurostat.cec.eu.int/ 

portal/page?_pageid=1996,45323734&_dad= 

portal&_schema=PORTAL&screen= 

welcomeref&open=/&product=EUROIND_IS&depth=3 

階層構造の現状 

別紙参照 

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→  HTML、TSV     ） 

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   

有の場合その内容 簡易検索と詳細検索がある。後者ではキーワードサーチとテーマ別サー

チが可能。 

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） 

注：一部ユニークでない部分がある。 

※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 

□有 無  メッシュデータ提供 

有 □無  Ｑ＆Ａの充実 

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）

有 □無  データ購入・申し込み方法 

統計教育ページ □ 有       無   

有の場合その内容  
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調査対象データ② データ名称： Short-term Business Statistics - Monthly and Quarterly 

(Industry, Construction, Retail Trade and Other Services) －

Production Indices 

提供省庁：

Statistical Office 

of the European 

Communities

（Eurostat） 

URL：http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/ 

page?_pageid=0,1136195,0_45572097&_dad 

=portal&_schema=PORTAL 

階層構造の現状 

別紙参照 

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→  HTML     ） 

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   

有の場合その内容 簡易検索と詳細検索がある。後者ではキーワードサーチとテーマ別サー

チが可能。 

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 

□有 無  メッシュデータ提供 

有 □無  Ｑ＆Ａの充実 

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）

有 □無  データ購入・申し込み方法 

統計教育ページ □ 有       無   

有の場合その内容  
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調査対象データ③ デ ー タ 名 称 ： Structural Business Statistics (Industry, 

Construction, Trade and Services)－Annual Enterprise Statistics

提供省庁：Statistical 

Office of the European 

Communities（Eurostat） 

URL：http://epp.eurostat.cec.eu.int/portal/ 

page?_pageid=0,1136195,0_45572097&_dad 

=portal&_schema=PORTAL  

階層構造の現状 

別紙参照 

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→   HTML    ） 

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   

有の場合その内容 簡易検索と詳細検索がある。後者ではキーワードサーチとテーマ別サ

ーチが可能。 

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 

□有 無  メッシュデータ提供 

有 □無  Ｑ＆Ａの充実 

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） 

有 □無  データ購入・申し込み方法 

統計教育ページ □ 有       無   

有の場合その内容  
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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） 

注１）対象は政府全体のデータまたはヒアリング対象省庁全体のデータ 

注２）本項目のねらいは現状を定量的に把握・分析することよりも、定性的な傾向を把握すること 

 

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 

インターネットによるデータ公開に重点を置いてい

る。紙や CD/DVD-ROM での公開も行っている。特に分量

の多いものは、CD-ROM を使用する。しかし、重点は、

インターネットでの情報公開である。 

（統計データ公開の）法律上の位置付け

※インターネットで公開したことになるか。日

本ではまだ法律上紙媒体が必要。 

データ公開は義務であるが、媒体形態に関しての詳細

な規制はない。 

 

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 

 

インターネットを中心としたデータ公開であるので、

この問題は、認識している。しかし、本問題について

は、当局の管轄ではない。 

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 

全体の 100%が提供されている。どの程度、紙媒体ある

いは CD-ROM で提供されているのかは分からない。しか

し、99.9%程度がインターネットでないかと思われる。

紙媒体と CD-ROM では、後者のほうが多い。 
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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） 

注１）対象は政府全体のデータまたはヒアリング対象省庁全体のデータ 

注２）本項目のねらいは現状を定量的に把握・分析することよりも、定性的な傾向を把握すること 

 

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） 

インターネットでのデータ公開は無料である。紙媒体のものは、PDF

で無料で提供している。また、無料の紙媒体も少なくない。有料の

CD-ROM は、基本的にインターネットで公開しているものをまとめたも

のである。紙媒体と CD-ROM の料金は、印刷、出荷、広報、郵送などの

費用を反映させるように設定されており、EU 委員会から出版されてい

る他の出版物との一貫性を保つことを念頭に、EU 出版局と協議して決

める。 

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） 

売上げは、EU 委員会の一般収入となる。 

 

紙・CD-ROM の値段一覧 

 

 

 

 

無料のものから 7～800 ユーロのものまで様々である。紙･CD-ROM 媒体

のデータ提供は、EU 出版局や、EU 加盟国が販売する。(オンライン EU

ブックショップ：

http://bookshop.eu.int/eGetRecords?Template=Test_EUB/en_index)

 

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） 

課金すべきでないと考える。なぜなら、我々は公共機関であり、コス

トは税金によってまかなわれている。また、もし課金すると、広くデ

ータを普及させるという我々の目的に反することになりかねない。デ

ータを必要とする人々への障害となるようなことは避けたい。更に、

国際的な環境の下での課金・料金の徴収はそれほど簡単ではないと考

える。 
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４．民間機関との関係整理（ヒアリング調査項目） 

注１）対象は政府全体のデータまたはヒアリング対象省庁全体のデータ 

注２）本項目のねらいは現状を定量的に把握・分析することよりも、定性的な傾向を把握すること 

 

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） 

加盟国の統計局と協力してデータを作成･提供してい

る。統計データ収集作業は EU 法及び国内法により、加

盟国に義務付けられている。 

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） 

 

 

統計データ収集作業は、加盟国が行う。データ収集作

業の費用は、基本的に加盟国が負担する。（統計データ

作成のスケジュールを前倒しする際などには、加盟国

Eurostat が追加予算を補助することもある。） 

Eurostat は加盟国から送られてきたデータを、EU 規制

に従って検証し処理した上で、普及作業に入る。イン

ターネットでの普及が以前より多くなってきているた

め、データ普及予算は減少傾向にある。詳細について

は把握していない。 

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 

 

加盟国、IEA などの国際機関や、EU 出版局と協力し、

統計データの作成及び提供業務を行う。民間企業に外

注することはない。 

（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） 

 

 

 

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 

加盟国が提供するデータを中心に、EU レベルの統計を

Eurostats が作成する。よって、著作権は Eurostats

にある。 
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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） 

注１）対象は政府全体または対象省庁でのデータのインターネット公開 

注２）本項目のねらいは現状を定量的に把握・分析することよりも、定性的な傾向を把握すること 

 

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） 

 

EU では加盟国の公用語は全て EU の公用語としている。よ

って、「外国語」と言うと、EU 圏外の言語（例えば日本語

など）を指す。Eurostat ウェブサイトでは英語、フラン

ス語、ドイツ語で閲覧できるようにしている。 

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） 

英語、フランス語、ドイツ語を比べた場合、英語の比率

が最も多いと言える。英語、仏語、独語以外の EU 言語使

用者から、データについて問い合わせがあった場合には、

サポートする。 

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） 

加盟国と EU 統計局間で、ユーザサポートシステムの提供

について合意する。 

具体的なユーザサポート体制の概要 

 

EU 統計局と合意を交わした加盟国は、EU 統計局サポート

センターを国内に設立する。EU 統計局自体は、ユーザが

探しているデータが存在するかどうかなどの､基本的な

サポートを行う。しかし、詳細のサポートは、Eurostat

ウェブサイトからリンクされている加盟国のサポートセ

ンター宛に､メールでの問い合わせをすることとなる。 

専門のサポート組織の有無 

 

有る（加盟国のサポートセンター）。EU 統計局は、加盟国

のサポートセンター（たいてい国の統計局）と協力体制

にある。 

上記のサポートにかかる予算・人員の

現状 

Eurostat に協力するよう、加盟国の統計局に、約 750,000

ユーロを提供した。また、Eurostat にも 5名ほどスタッ

フがいる 

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） 

細かな修正は毎日行っている。これらの修正･改定につい

ては、インターネット上で告知することもない。 

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 

特になし。 

（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） 

特になし。 

統計調査の個票データの提供の有無 

 

 有      □ 無   

 

有の場合その条件 

 

個票データの公開は、EU 規則で規制されている。研究機

関のみに、個々の研究プロジェクトに対して、有料で提
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供する。個票データへのアクセスを希望する研究機関は、

EU 統計局に申請書を提出する。EU 統計局は、申請研究機

関および研究プロジェクトの内容(価値)を審査した上

で、データの提供を行うか否か決定する。データ提供を

行う場合には、研究機関の属する加盟国の合意も必要で

ある。加盟国が合意すれば、EU 統計局は、申請研究機関

と、個票データのアクセスについて、契約を交わす。個

票データの価格は、加盟国と協議し合意する。なお､個票

のデータについては、データの「普及（dissemination）」

ではなく「アクセス」として、他の公開データと区別し

ている。 

有の場合個人情報保護への配慮の内

容 

個票データは全て匿名化手順を踏まなければならない。

よって、提供される個票は全て匿名である。匿名化手順

は､加盟国と合意して作成されるものである。また、個票

データにアクセスする研究機関との契約に､プライバシ

ーに関する条項を盛り込む。 

特に産業統計分野について、ＥＵ内の

各国データを取りまとめ、ＥＵ全体の

統計として公表等できるようにする

ために、どういう取組を行っている

か。 

加盟国は、EU 統計データの作成に必要な情報を収集し、

EU 統計局に提供することを、EU 規則によって義務付けら

れている。また、EU サーキュレーションや加盟国との会

合で、どういった種類のデータが必要、或いは重要か、

情報提供を行うともに、加盟国と協議し合意を得る。国

別データを EU 全体の統計とする際には、個々の分野別の

集計メソドロジーを使用する。これらのメソドロジーは、

ウェブ上で閲覧可能である。 

ＥＵ統合に際して、ＥＵ加盟国及び新

規加盟国の統計の共通化（例えば、分

野のすり合わせなど）についてどのよ

うな取組をされたか。 

EU 統計データの作成に必要な国別統計データの収集およ

び EU への提供は、新規加盟国となるための条件である。
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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 

 

                       ）
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□調査対象データ① Industry, Commerce and Services 

 

Industry, Commerce and Services (European Business Trends)へのアクセス方法は 2通りある｡ 

 

１ アクセス方法１ 

 

1.1 

 

 

 

1.2 
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1.3 

 

 

 

1.4  上記のどれを選択しても、下記スクリーンが表示される。 

 

 

 

「Full download」を選択する場合は、「1.5「Full download」を選択した場合」へ。調査項目ご

とのデータをダウンロードする場合は、「1.6 調査項目ごとのデータを選択した場合」へ。 
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1.5 「Full download」を選択した場合： 

 

1.5.1 以下、別ウィンドウにて表示される。 

 

 

 

1.5.2 
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1.5.3 

 

 

 

1.5.4 
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1.6 調査項目ごとのデータを選択した場合： 

 

1.6.1 

 
 

 

1.6.2 グラフ作成を選択した場合、下記スクリーンが表示される。 
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2 アクセス方法２ 

 

2.1 

 

 

以下、1.4 以降に同じ。 
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□調査対象データ② Short-term Business Statistics - Monthly and Quarterly 

 

Short-term Business Statistics - Monthly and Quarterly (Industry, Construction, Retail 

Trade and Other Services)－Production Indices へのアクセス方法は 2通りある。 

 

１．アクセス方法１ 

 

1.1 

 

 

1.2 
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1.3 

 

 

 

1.4 
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1.5 

 

 

 

1.6 
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1.7 

 

 

1.8 以下、別ウィンドウにて表示される。 
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1.9 

 

 

 

1.10 
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1.11 

 

 

2. アクセス方法２ 

 

2.1 
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2.2 

 

 

 

 

2.3 

 

 

以下、1.5 以降に同じ。 
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□調査対象データ③ Structural Business Statistics 

 

Structural Business Statistics (Industry, Construction, Trade and Services)－ Annual 

Enterprise Statistics へのアクセス方法は 2通りある｡ 

 

１ アクセス方法１ 

 

1.1 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

1.3 

 

1.4 
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1.5 

 

 

 

1.6 
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1.7 以下、別ウィンドウにて表示。 

 

 

 

1.8 
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1.9 

 

 

 

1.10 
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2. アクセス方法２ 

 

2.1 

 

 

 

 

2.2 

 

 

 



 32 

2.3 

 

 

以下、1.5 以降に同じ。 
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