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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 

 

ノルウェー統計局の統計データページは、「Statistics by subject」と「StatsBank」大きく

2 つのセクションに分かれている。同じセクションに属するデータは、全て同様に示されて

いる。そのため、本調査では、3 例を示すのではなく、これら 2 つのセクションから 1 例ず

つサンプルを選択した。同じデータ項目に属する Prices, price indices and economic 

indicators を 2 つのセクションからそれぞれ選択することにより、類似データであっても異

なる方法でデータが公開されていることが理解できる。 

 

調査対象データ① データ名称：08 Prices, price indices and economic indicators 

提供省庁：STATISTISK 

SENTRALBYRA ノルウェ

ー統計局 

URL：www.ssb.no/english/(英語) 

www.ssb.no(ノルウェー語) 

階層構造の現状 Main page>Statistics by subject>08 Prices, price indices and 

economic indicators>08.90 Economic surveys, general business 

tendency survey>Economic trends for Norway 

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 1 語、あるいは 2語以上のキーワード検索、詳細検索 

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 

調査対象国名 ノルウェー 調査対象省庁・課 Department of 

Communication , 

Statistisk Sentralbyra 

(Statistics Norway)) 

ヒアリング日時 2005 年 9 月 8日 ヒアリング場所 Statistics Norway 

応対者役職 Head of Division 

 

応対者氏名 Mr. Lars Rogstad 
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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：Index of households final consumption expenditure on 

goods  

提供省庁：

STATISTISK 

SENTRALBYRAノルウ

ェー統計局 

URL：www.ssb.no/english/(英語) 

www.ssb.no(ノルウェー語) 

階層構造の現状 Main page>StatBank>08 Prices, price indices and economic 

indicators>0803 Value and volume indices> Index of households final 

consumption expenditure on goods>05333: Index of commodity 

consumption (1995=100) (1979M01-2005M07) 

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 キーワード検索、詳細検索 

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） 

ページはフレームによって構成されているため、トップバナーは変化し

ない。 

※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(問い合わせの電子メールアド

レスのみ掲載されている。) 

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 

全てのデータは、ホームページ上にて入手可能。一部

のデータは紙媒体でも提供しているが、これに関する

法的規制はない。CD-ROM、磁気テープ等の媒体はない。

（統計データ公開の）法律上の位置付け

 

1989 年の The Statistics Act に則して業務を行ってい

る。紙媒体で公開しなければいけないという法律はな

い。当局は、統計に関する方法論、データの公開方法

を独自に決定することが可能である。 

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 

 

そのようなポリシーはない。基本的に、ノルウェーで

は IT インフラが整っている（地方図書館では、無料で

インターネットにアクセス可能）。 

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 

全体の約（  ）%が提供されている 

その内訳は、全体を 100%とすると、 

・インターネット  100％ 

・紙媒体      10％ 

・CD-ROM     0％ 

全てのデータはインターネット上で公開されている。
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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） 

全てのデータは、無償にてウェブサイト上にて入手可

能。紙媒体によって提供されているデータ（全てのデ

ータが紙媒体によって入手できるとは限らない）は、

有料であるが、実費のみをカバーするための価格が設

定されている。 

 

現在、要望に応じて紙媒体を提供するシステムが検討

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） 

 

中央政府の収入となる。政府、民間企業、外郭団体に

よって委託されたプロジェクトの場合、当局の収益金

となる。 

 

紙・CD-ROM の値段一覧 

 

 

 

 

全ての紙媒体の出版物の価格はデータの種類によって

異なるが、特定の決まった価格はない。CD-ROM は取り

扱っていない。 

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） 

インターネット上のデータは全て無償であるべき。 
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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） 

 

民間企業は一切関与していない。全統計データのうち

80～85%は、インハウスで提供している。残りは、外郭

団体やその他の公共機関、地方自治体が提供するデー

タである。 

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） 

 

 

過去 5年の予算の変化は殆どない。人件費をカバーす

るために、5%程度増加したのみである。当局の予算の

うち 75%は、中央政府によって提供されている。その他

の予算は、ノルウェー国立研究所、民間あるいは公共

機関により委託されたプロジェクトベースの収入によ

ってカバーされている。 

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 

 

当局は、登記所のデータにアクセス可能であり、既存

のデータを利用しているため、データ作成業務に関し

て外注する必要はない。民間企業は一切関与していな

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 

 

 

 

 

登記所等、当局以外の機関からのデータを利用してデ

ータを作成する場合でも、他機関から委託されてデー

タを作成する場合でも、当局が全ての著作権を所有し

ている。 
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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） 

 

全てのデータは、ノルウェー語、英語の 2 ヶ国語で提

供されている。 

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） 

 

全データ(100%)2 ヶ国語対応。 

 

 

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） 

 

特定のポリシー、法令はないが、電話、ファックス、

電子メール、インターネット上で、サポートするべき

である。当局の図書館受け付け担当は、多数の問い合

わせに対応している。特定分野の問い合わせに関して

は、担当者のコンタクト先を提供している。 

具体的なユーザサポート体制の概要 

 

特定のサポートシステムはないが、当局の図書館とイ

ンフォメーションセンターが様々な問い合わせに応対

している。 

専門のサポート組織の有無 

 

図書館とインフォメーションセンター 

上記のサポートにかかる予算・人員の現

状 

12～14 人の常勤職員。 

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） 

修正情報は随時公開している。 

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 

紙媒体は全体の 10%にしか過ぎないので、特定のポリシ

ーはない。 

（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 

 

研究目的の場合のみ。 

有の場合個人情報保護への配慮の内容 個人の ID は全て隠されている。 
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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 Statistics Norway 

 

Statistics Norway (www.ssb.no) のホームページは、ノルウェー語・英語の 2 ヶ国語対応1であ

り、以下の 7項目に分類されている。 

 

- 項目ごとの統計データ Statistics by subject 

- データバンク StatBank 

- 情報誌 Magazine 

- 検索 Research 

- 必要情報 Useful 

- 出版物 Publications 

- Statistics Norway について About Statistics Norway 

 

 

 “Statistics by subject”:  

1 Main page 

 

 

 

 

                                                  
1 本書類のスクリーンショットは、英語ページから採用した。 



 89 

2 Statistics by subject 

 

 

統計データは、12 項目に分類されており、00 から始まるシリアルナンバー がつけられており、

サブカテゴリーに分類されている。 全項目は同様の形式でデータが公開されており、次の情報が

掲載されている。一般的な説明、最新データ更新に関するコメント、チャート、グラフ、関連ペ

ージへのリンク。 
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“StatBank”:  

 

Main Page 
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StatBank は、統計データそのものを公開している。ユーザは、“drill down”方式を利用して、

データベースに含まれる統計データに、アクセスすることが可能である。統計データの分類項目

には、同じシリアルナンバーがあてられている。Statistics by subject のセクションと異なり、

StatBank のセクションでは、データセットの異なるデータを検索することが可能である。 

 

 

08 Prices, price indices and economic indicators のページにはデータ項目ごとに drill down

することが可能である。 
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グラフ作成のページ 

 

 

検索ページ 
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