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第１回 統計作成プロセス部会 議事概要 

 

１ 日 時 令和２年11月５日（木）10:00～11:56 

２ 場 所 総務省第２庁舎６階特別会議室 

３ 出席者 

【委  員】 

津谷 典子（部会長）、川﨑 茂、神田 玲子、佐藤 香、椿 広計 

【専 門 委 員】 

  西 美幸 

【審議協力者】 

内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、 

国土交通省、埼玉県、東京都 

【事務局（総務省）】 

岩佐大臣官房審議官 

統計委員会担当室：萩野室長、重里次長等 

４ 議 題 

（１）「第三者監査」に関する統計委員会（統計作成プロセス部会）のミッションについて 

（２）統計作成プロセスにおける品質管理について 

（３）今後の審議の進め方・スケジュールについて 

（４）その他 

５ 概 要 

○ 佐藤委員を部会長代理として指名した後、本部会におけるミッションを、その背景を含

めて確認するとともに、椿委員からの説明を基に統計作成プロセスにおける品質管理等に

関する基礎的な情報共有を図った。 

○ その共通認識の下に、部会長から提案された今後の部会審議の進め方・スケジュールな

どについて、欠席委員等の意見等も含めて議論し、 

・ 部会の下に要求事項等検討タスクフォースを設置して、「要求事項」、「方針」等の

検討を進めること、 

・ 「要求事項」の検討を先行し、「方針」についても相互の関連性を意識しつつ検討を

進めること、 

・ 試行的な取組も踏まえながら、最終的な取りまとめを進めること、 

などの方針を取りまとめ、この方針に沿った、タスクフォースの設置規定を決定した。 

その後、この設置規定に従い、部会長により、タスクフォース座長に椿委員、座長代理

に川﨑委員、構成員に篠専門委員が指名された。 

○ また、今回示された意見等については、今後の部会・タスクフォースの審議にいかしてい

くこととされた。 

委員等からの主な意見等は、以下のとおり。 
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（１）「第三者監査」に関する統計委員会（統計作成プロセス部会）のミッションについて 

○ 統計委員会における再発防止策建議においても「統計の品質はプロセスで作り込む」

とされており、プロセスの中にどういうことを盛り込むかが論点になる。 

これまでは、統計の信頼を失う事案が発生したことへの対応が中心だったが、今後

の検討に当たっては、各調査実施者の負担感を抑制しつつ、各府省が自発的に取

り組む意識を持ってもらう環境をいかに作るかということも大事である。 

また、この取組に当たっては、要求事項という最低限の要件をクリアするだけで

はなく、利用者に「なるほど」と思ってもらえるようなプラスアルファの品質向

上につながる事項や新しい気付きの点を加味することも重要である。 

○ 最低限の要件をクリアするだけではなく、プラスアルファの品質、新しい気付

きの点を加味することも重要という点は同感である。 

 今回のミッションは、統計の品質向上を目指すものか、統計作成プロセスの質

の向上を目指すものか確認しておきたい。 

→ 統計作成プロセスの質の向上は統計の品質向上に寄与するものであり、取組の最

終的な目的は統計の品質向上であるが、検討のターゲットは統計作成プロセスの質

の向上になるものと考えている。 

→ 必ずしも両方を明確に区分する必要はなく、トータルクオリティマネジメン

トの観点に立って考えればよいのではないか。統計作成プロセスの質の向上を

図っていくことができれば、結果として統計の品質向上も図られると思う。 

→ できあがった製品の品質は、その製品を見ただけでは分からない。見た目はよく

ても基準を満たしていなかったということもある。製品で品質をみるのではなく、

作成プロセスでの品質管理を通じて品質向上を図っていくと言えるのではないか。 

○ 今般の取組において、調査担当府省にも一緒になって主体的に考えてもらい統

一した基準を示していくことが本部会のミッションと考えている。 

 

（２）統計作成プロセスにおける品質管理について 

〇 ISO認証等の取得支援をしている経験からすると、シンプルで現場にも分かり

やすい要求事項を定めることが成功事例にもつながりやすい。このため、現場の

人にも浸透するようなシンプルなルールを検討することが重要ではないか。 

また、統計の作成者側の現場にメリットをどう理解してもらうかが非常に重要。文

書の管理、保管といったことは、統計調査のやり方の効率化や引き継ぎに役立つなど、

現場にとってもメリットが大きいということ訴求していく必要がある。その上で、総

花的に要求事項を示すのではなく、ポイントを絞るとよいのではないか。 

→ 実際に現場で調査に携わる人、そして担当各府省に分かりやすい仕組みでなけれ

ば、この取組は続かないとの御意見には同感である。また、第三者監査を文字通り

の監査と捉えると気が重くなるかもしれないが、上手く行ったこと、行かなかった

ことの記録を残すことを通じて現状を整理し、将来にノウハウを継承する取組と捉

えることも重要と考える。 
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○ データアーカイブに関する国際的な認証制度において、要求事項は、「◎」絶対

取り組むべき事項、「○」取り組んだ方が良い事項、「△」任意とする事項に区分

されており、今般の取組に当たり、参考にできるのではないか。 

また、この要求事項の解釈に疑義が生じた場合、認証事務局にメール等で照会

することも可能となっている。今般の取組に当たって、サポートデスクのような

仕組みも検討してはどうか。 

〇 公的統計の品質マネジメントについては、当面、調査統計を対象に検討を進め

るにしても、二次統計や加工統計においても参考となるような観点からの検討も

必要ではないか。 

また、公的統計は、製品であると同時にサービスでもあることから、統計をど

う見れば良いか、どう利用すれば良いかなどの照会対応・情報提供も重要と考え

られる。ユーザーとのキャッチボールを通じて把握したニーズを品質マネジメン

トにつなげるような観点も視野に入れた検討が必要ではないか。 

→ ＴＱＭの観点からすると、サービスのクオリティという部分も重要と考えて

いる。 

〇 「方針」等の検討に当たっては、第三者監査の結果を、統計委員会や各府省が

どのように連携しフィードバックしていくか、また、改善に向けて、どうメリハ

リをつけて限られた統計資源を割くべきかなども含めて議論していく必要がある

のではないか。 

 

（３）今後審議の進め方・スケジュールについて 

〇 タスクフォースを設置して専門的、集中的に議論することに異論はないが、タ

スクフォースと部会の役割分担はどのように考えれば良いのか。タスクフォース

で議論された内容を、部会で一から議論するものではないとの理解でよいか。最

終的には統計委員会で決めることとなるのだろうが、その前の部会、タスクフォ

ースの役割、特に、部会審議の位置付けが曖昧な気もする。手探りでもよいので、

部会において議論すべき事項を明確にしていただきたい。 

→ 統計委員会への報告案は、部会において決定することとなる。その報告案の

ベースをタスクフォースにおいて検討いただき、タスクフォースにおいても判

断に迷うような論点を整理した上で、部会において更に議論していただくとい

う流れを想定している。 

〇 「要求事項」から検討することには異論がないが、審査のスキームやチェック

の体制をどうするのかなどの「方針」等についても、可能な限り要求事項と平行

して検討することも視野に入れてほしい。 

→ 他の意見等も含めて、今後の部会・タスクフォースの審議に活かして参りた

い。 
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（４）その他 

〇 今回の審議の概要は、11月26日開催予定の第157回統計委員会において報告す

ること、使用する資料等の詳細については部会長に一任された。 

また、次回の部会は、タスクフォースにおける審議状況も勘案して、改めて調

整することとされた。 

 

（以上） 

 

＜文責 総務省統計委員会担当室 速報のため事後修正の可能性あり＞ 
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Quality Management の概念
• 質（品質）の定義
• 品質マネジメントの7原則
• 品質マネジメントの４つの活動：特に品質保証活動
• 適合性評価制度
• ISO 20252:2020 (JIS Y 20252:2020)と品質管理学会規格
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ISO 9000:2015 の定義するQuality

• 要求事項(Requirement)：ニーズ又は期待
• 明示あるいは暗黙のうちに了解、又は義務として要求［Shall］

• 製品要求・品質要求・品質マネジメントシステム要求・顧客要求等
• 規定要求事項：文書化した情報で明示された要求事項

• 法令要求事項・規制要求事項
• 推奨事項(Recommendation): 望ましい[Should]

• 適合(Conformity): 要求事項を満たしていること
• 不適合(Nonconformity)
• 欠陥(Defect): 意図された又は規定された用途の不適合

• 品質（Quality)：対象が具備する諸特性が要求事項を満たす程度
• 対象

• アウトプットの質： 製品・サービス
• 結果に影響を与える可能性のある原因系：プロセス，人，組織，システム，資源
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ISO 9000:2015 Quality Management 7原則
• 価値選択に関する原則：What

• 目的: ◎顧客価値を達成
• 関係性マネジメント：○供給者の価値との両立に配慮

• マネジメントの原則: How

• 〇プロセスアプローチ：マネジメントシステム
• 顧客価値を最適化し、目的を達成するための○プロセスとシステムを明確に定義し、
定義されたプロセスに基づいて、確実に業務を行う

• 説明可能＝透明性⇒監査可能性：ISO規格要求事項に基づく監査

• ○事実に基づく（Evidence Based）アプローチで◎継続的改善
• 事実に基づくアプローチ（再現性が保証）

• 組織行動に関する原則: Who

• ○リーダーシップの下、○全員参加

• いつでも、どこでも、誰もが、何にでも：マネジメントプロセスを対象とした体系的活動が構築可能
3



Quality Management：その４つの活動
• Quality（質）, Cost（コスト）, Delivery（納期・生産性）、Safety（安全
性）は、どんな組織にとっても重要なマネジメントの対象

• Qualityを対象とした管理活動が品質管理・品質マネジメント
• 品質マネジメントとは？
➡与えられた予算・納期・安全性の制約下で品質を顧客にとって
できるだけ良い状態にする活動

• 品質マネジメント活動の4要素 ( ISO 9001: 2015 “Quality Management System”)
• 質の計画活動 (Quality Planning)：品質目標設定・運用プロセス規定・リソースに焦点
• 質の維持活動 (Quality Control)：要求事項を満たすための活動
• 質の改善活動 (Quality Improvement)：要求事項を満たす能力を向上させる活動
• 質の保証活動 (Quality Assurance)：要求事項を満たすことに確信を与える活動
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品質保証に関わる情報
• データ（対象に関する事実）と情報（意味あるデータ）

• 客観的証拠：裏付けとなるデータ
• あるものの存在・真実(何が起きているのか、為されているのか等）

• 文書化した情報：組織が管理し，維持するよう要求されている情報
• 仕様書(Specification)：要求事項を記述した文書

• 品質マニュアル：組織の品質マネジメントシステムに関する仕様書
• 品質計画書：対象に対して，どの手順及びどの関連する資源を，いつ誰によって適用
するかについての仕様書
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Management System

• プロセス：Inputを利用して意図した結果を生み出す相互作用の
ある一連の活動

• マネジメントシステム（Management System）
• 組織の相互作用を有する一連の要素
• 方針及び目標、目標を達成するためのプロセス確立のため

• 方針(Policy)：トップマネジメントによって表明された組織の意図
• 目標(Objective)：達成すべき結果

• 単一マネジメントシステムが多目標達成に活用可能な場合がある
• 統合的マネジメントシステム

• QMS, EMS, ISMS
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Management Systemの国際規格
マネジメントシステムへの要求事項
• ISO 9001:2015, 品質マネジメントシステム(QMS)[1987年初版]

• セクター規格
• IATF 1949 自動車産業において製品・サービスの不具合を予防し、バラツキ・ムダを
提言させるためのマネジメントシステム規格

• JIS Q 9100:航空宇宙・防衛産業において製品・サービスの安全性を確保し信頼性を向
上させるためのマネジメントシステム規格

• TL 9000 電気通信、ISO 13485:医療機器・対外診断用医薬品
• ISO 14001:2015,環境マネジメントシステム(EMS)[1996年初版]
• ISO 22000:2018, 食品安全マネジメントシステム(FSMS)[2005年初版]
• ISO/IEC27001:2013,情報セキュリティマネジメントシステム

(ISMS)[2005年初版]
• ISO 50001:2011, エネルギーマネジメントシステム(EnMS)
• ISO 45001:2018, 労働安全衛生マネジメントシステム(OHSMS)
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マネジメント共通のプロセス
• Plan-Do-Check-Act(ion):マネジメントのサイクル

• 1951年「計画・実施・チェック・アクション」と講義される
• Shewhart(PDC)-Deming(PDSA)-石川：Japanese PDCA
• ISOの多くのマネジメントシステム規格を貫くマネジメント・プロセス

• シューハート（坂元訳）(1960)品質管理の基礎概念ー品質管理の観
点からみた統計的方法、岩波書店(原著1939年出版）

• マネジメントサイクルの萌芽
• Plan: 達成すべき目標を規定する行為
• Do: 目標を達成しようとする行為
• Check:目標が達成されたかどうかを検証する行為
• プロセスのネジメントの考え方を創始

• 検査を行い不良を除去するアウトプットマネジメントから脱皮
• プロセスが正常か異常かをチェックして、異常なら原因に対処して、プロセスを改善
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Nair, V. 2015国際統計協会(ISI)会長講演
統計学最大の産業界への貢献→デミング・石川の統計哲学

マネジメント・プロセスモデル＋簡単な統計支援技法
Japanese PDCA(1951)：日常管理(Control)と改善行動(Improvement)の合体

仮説提示
どう解くか何を
どう調べるかか

情報収集
現場や市場の調査情報

対策案検討：実験的評価情報

分析
要因の分析
原因と結果

対策立案
問題解決方針

問題提起
解くべき
価値ある

問題・課題の
発見

Check
あるべき姿と
実際とのずれ

What, Who,
When, Where, 

How

Action ＝
対策実装

Plan
人・設備・
予算・情報の

提供

Do
Planの

着実な実施

日本発のQCストーリー
小松製作所：1960頃
改善の標準シナリオ
国際標準：DMAIC

Shehart：PDC
Deming＋QC第一世代の
PDCAサイクル
Demingの不満：PDSA

研究重視！

質的調査計画
量的調査計画
実験計画

因果モデリング：検証的解析
層別分析・回帰分析・
時系列解析

多目的制約付き最適化
＋実装効果確認の解析

GAP (異常検知)分析、探索的解析
検査＆統計的意思決定

統計的工程管理
特性要因図
連関図
要求品質展開

マネジメント
サイエンス
技法
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適合性評価制度と認証・認定
• 適合性評価(Conformity Assessment)

• 製品・サービス・プロセス・システムを規格・基準に基づいて評価
• 製品認証、サービス認証、要員認証、マネジメントシステム認証
• 試験・校正・検査

• 認証(Certification)：要求事項への適合を第三者(認証機関)が保証
• 認証機関が組織を審査しISO認証

• 認定(Accreditation):第三者認証機関の能力を審査
• 日本適合性認定協会（JAB)

• QMS:35認証機関認定、それら認証機関が24349組織認証(2020/10/30現在)
• https://www.jab.or.jp/system/iso/statistic/iso_9001.html

• 英国認証機関認定審議会(UKAS)
• 米国適合性認定機関(ANAB) 
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行政
その他サー
ビス 機械設備 建設

電気
光学機器

卸し小売
自動車
家庭用品修理

金属
金属加工 不詳 その他 total

Brazil 34 1297 1132 1056 1151 968 3259 1706 8283 18886
France 1 42 101 8 38 74 144 21172 202 21782
USA 11 528 1535 36 1961 749 3608 8948 5077 22453
UK 13 598 462 758 683 720 1109 18631 3252 26226
India 89 798 2200 476 1904 871 6185 9973 9861 32357
Spain 153 2643 1557 3396 1291 2970 2619 3741 16718 35088
Japan 7 1074 2002 13294 3305 2015 6454 5120 12047 45318
Germany 68 7821 5525 764 4891 4055 8793 9504 19059 60480
Italy 419 2103 783 1523 442 1234 1169 84203 5895 97771
China 746 15117 33945 25618 44512 42927 47342 13937 159725 383869
その他 3209 15444 15532 24122 17151 23737 26882 51315 115211 292603
Total 4750 47465 64774 71051 77329 80320 107564 228250 355330 1036833
Brazil 0.18% 6.87% 5.99% 5.59% 6.09% 5.13% 17.26% 9.03% 43.86% 18886
France 0.00% 0.19% 0.46% 0.04% 0.17% 0.34% 0.66% 97.20% 0.93% 21782
USA 0.05% 2.35% 6.84% 0.16% 8.73% 3.34% 16.07% 39.85% 22.61% 22453
UK 0.05% 2.28% 1.76% 2.89% 2.60% 2.75% 4.23% 71.04% 12.40% 26226
India 0.28% 2.47% 6.80% 1.47% 5.88% 2.69% 19.11% 30.82% 30.48% 32357
Spain 0.44% 7.53% 4.44% 9.68% 3.68% 8.46% 7.46% 10.66% 47.65% 35088
Japan 0.02% 2.37% 4.42% 29.33% 7.29% 4.45% 14.24% 11.30% 26.58% 45318
Germany 0.11% 12.93% 9.14% 1.26% 8.09% 6.70% 14.54% 15.71% 31.51% 60480
Italy 0.43% 2.15% 0.80% 1.56% 0.45% 1.26% 1.20% 86.12% 6.03% 97771
China 0.19% 3.94% 8.84% 6.67% 11.60% 11.18% 12.33% 3.63% 41.61% 383869
その他 1.10% 5.28% 5.31% 8.24% 5.86% 8.11% 9.19% 17.54% 39.37% 292603
全体 0.46% 4.58% 6.25% 6.85% 7.46% 7.75% 10.37% 22.01% 34.27%
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Sheet1

				Central African Republic		Guinea-Bissau		Marshall Islands		Saint Kitts and Nevis		Sao Tome and Principe		Antigua and Barbuda		Belize		Grenada		Micronesia (Federated States of)		Somalia		Tajikistan		Vanuatu		Burundi		Dominica		Gambia		Haiti		Lesotho		Sierra Leone		Tuvalu		Bermuda		Djibouti		Equatorial Guinea		Comoros		Seychelles		Chad		Liberia		Niger		Saint Lucia		Afghanistan		Rwanda		Korea (Democratic People's Republic of)		Kyrgyzstan		Mauritania		Barbados		Botswana		Guinea		Netherlands Antilles (NL)		Yemen		Malawi		Maldives		Bhutan		Cabo Verde		Congo		Gibraltar		Mali		Bahamas		Papua New Guinea		Libya		Burkina Faso		Togo		Armenia		Gabon		Andorra		Congo (Democratic Republic of the)		Fiji		Palestine, State of		Zambia		Guyana		Namibia		Ethiopia		Jamaica		Lao People's Democratic Republic		Benin		Mozambique		Puerto Rico		Turkmenistan		Nepal		Monaco		San Marino		Nicaragua		Mongolia		Suriname		Cameroon		Iceland		Swaziland		Senegal		Angola		Brunei Darussalam		Madagascar		Ghana		Cambodia		Moldova (Republic of)		Sudan		Tanzania, United Republic of		Syrian Arab Republic		Trinidad and Tobago		Uganda		Venezuela (Bolivarian Republic of)		Macao		Iraq		Liechtenstein		Zimbabwe		Luxembourg		Georgia		Cuba		Honduras		El Salvador		Mauritius		CÃ´te d'Ivoire		Myanmar		Malta		Bolivia (Plurinational State of)		Dominican Republic		Montenegro		Guatemala		Azerbaijan		Costa Rica		Panama		New Zealand		Nigeria		Algeria		Paraguay		Kazakhstan		Uzbekistan		Albania		Kenya		Bahrain		Jordan		Bangladesh		Lebanon		Macedonia (the former Yugoslav Republic of)		Kuwait		Uruguay		Oman		Cyprus		Qatar		Latvia		Estonia		Morocco		Tunisia		Bosnia and Herzegovina		Sri Lanka		Lithuania		Ecuador		Slovenia		Ukraine		Austria		Peru		Hong Kong		Denmark		Egypt		South Africa		Pakistan		Saudi Arabia		Ireland		Iran (Islamic Republic of)		Finland		Norway		Serbia		Belgium		Croatia		Singapore		Chile		Sweden		Viet Nam		Philippines		Russian Federation		Canada		United Arab Emirates		Portugal		Slovakia		Indonesia		Belarus		Argentina		Australia		Bulgaria		Greece		Mexico		Netherlands		Turkey		Taiwan, Province of China		Israel		Hungary		Switzerland		Romania		Malaysia		Thailand		Colombia		Korea (Republic of)		Czech Republic		Poland		Brazil		France		United States of America		United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland		India		Spain		Japan		Germany		Italy		China		Total

		Nuclear fuel																																																																				1																																																																																																																		4																																										2																																																1		1										1																3														4								1				1		8		1						1				1						3		6				1		1				5		1				3				15				21		2		32		14				78		212

		Publishing companies																																																																																				1																																												1																																								1																																						4						1																		2		2				1				3		1				2								1				3		1		1		1		1				1		3				3		2		1		9		1		2		2				1						6				1				6				1		2		3						7		6		2		1		2		3		6		19		9		2		1		4				6		6		27		2		8		20		2		3		8		3				2		2		8		140		22		7		24		55		478

		Gas supply																																																																																																																																1																		2																																				31		1																		1								1										1																				3		1				6		2				1						1						3						2				3		6		2		3		1		1				1				15		3		3		7		2		4		3		4				4								3		13		7		4		6		6		3		5		2		4		1		18		1		1		11		37		30		3		31		50		3		4		1		10				1				6		16		3		17		5		72		493

		Aerospace																																																																																																																																																						1																																2		2		1								1																				2		2		2								1						3						2		2																		110		3						3				3		18		1		7				1				1		2		2		2				3		1				5				15		4		20		2		1		6		2		2		5		5		3		1		4		6		1		5		8		1		14		13				3		31		6		22		8		3		1		7		42		26		8		121		28		14		70		70		69		10		128		968

		Manufacture of coke & refined petroleum products																																																																																																																		1																				1												1						1				2												2														3						1				1		1		1		7		1				1								1						1		1		5				6		3				5		1				1		2		1		2				5		2		4						4		1		2				1		2				7		1		2		1		3		18		11		17		8		1		17		5		2		6		2		4		10		9		7		14		5		26		17		30		2		1		12		11		21		1		3		17		13		2		13		15				6		3		8		47		58		52		10		1		15		23				41		6		148		15		61		51		2		789		1744

		Leather and leather products																																																																																																																								2																						1																				7		1												2																								2						1																		1				1		3				2		2		6		2		5				15		3		1				1		11		4		3		16		6		3		5		3		7		5		4		2				15		3		44		2				12		2				9				13		1		5		2		43		2		8		4		2		25		18		17		23		17		4		176		12		9				30		14				10		3		12		8		51		25		13		9		30		17		2		10		12		169		40		14		46		25		958		2093

		Electricity supply																																																																						1												2																				1		1										1		2								1				1						1						3		1								1										2																		1				1		1				2				1		3								1		6		3		2		6				4		2				1		3				21		1				5				4		89		7		5				8		3		1				5		2				2		10		8		3		8		10		4		1		17				9		2		4		9		5		3		12		22		3		10		2		8		3		15		2		16		49		24		1		6		11		19		47		24		65		7		19		10		7		5		87		30		5		29		114		43		24		157		88		6		12		37		89		1		2		17		155		72		9		52		16		504		2237

		Shipbuilding																																																																								1																						1																																																																																				3				1														1		2				5										2				10				1		1				5						1		6				13		1								1		6		2		7		18		1		3				7		17		2		1		8		1		3		6		9		6		8		2		2				4		16		59		4		5		22		48		1		8		17		3		28		9		25		3				27		3		16		16		9		36		5		37		39		17				1		2		14		24		23		5		60		3		78		29		1		28		16		147		89		16		53		22		1113		2345

		Water supply																																																																																				1				1								1								1														2						1		1		1																1																								2										1														1										2		1		1		2				1						5		3		3		2		1						1								2		1		1		3		2		1				8		7				3		3		3		11		6		15		1		1		4				22		4		3				4		8		5		4		7		13		2		22		1		17		3		11		103		9				4		26		18		16		39		49		43		10		4		13				9		10				39		67		40		14		80		75		2		41		67		53				2		11		6		128		10		54		7		1681		2964

		Pharmaceuticals																																																																																																						1																		1		2		1								1		2		2				2		1																		2						2				23				1		1				1		2		1				2		1		10		7				3		9				6		7				5				4		3		1		1		4		3		3		18		1		2				8		12		2		7				8				3				2		3		2		21		4		8		3		13		4		18		5		14		2		4		65		11		96		11		1		40		5		1		16		16		12		2		11		8		18		9		27		15		6		9		20		45		17		38		8		10		35		26		10		25		17		1		17		26		22		28		75		67		16		20		17		57		3		71		15		281		59		146		670		13		753		3266

		Recycling																																																																																																										1												1																		1		1								3										1																										2				3								1																				1		1								1						1		1		1		1		14		4		2		3		2		2		1		2		6		9		1		3		3				9		8		5		6		31		3		19		22		2		5		15		4		25		3		26		10		15		32		43		11		20		12		2		11		1		11		9		37		34		5		19		25		4		21		37		5		92		12		16		9		61		118		79		27		22		33		29		80		70		59		5		11		62		59		127		200		785		169		531		3276

		Mining and quarrying																																																																1																		2														2								1				1						1				1						1		1		1														2		7										1		2		1		1				1				1				2		1						2		2		3								1		1				1		1		1		5		2		3		2		7				1		2		5		6		2		17		3		1		1				2				5		6		1		1		24		5		7		1		2		8		5		7		3		6		23		4		20		6		23		1		8		24		42		13		10		13		21		8		102		12		5		16		12		42		2		19		31		37		19		53		29		14		35		10		74		39		24		36		44		58		41		2				28		52		109		23		25		144		2		37		81		90		1		259		146		82		154		15		83		23		1544		4053

		Manufacture of wood and wood products																																																																																1		1												1																																								1						1																								1								1		5																		1																3						1				1		1		2		1				1		2				1				1		4		2				2		4		21		4		14		22		3		5		23		5		17		8		7		11		13		3		2		7		13		7		4		4		10		3		34		11		18		10		19		7		13		56		17		5		13		6		7		66		32		31		54		34		5		151		27		8		26		30		7		11		29		82		76		49		45		24		46		74		85		65		2		27		44		51		219		126		119		58		2290		4454

		Agriculture, Fishing and Forestry																																																												1																		1												1																																3		1				2						1						1				1				1				12						1		1				1				2						1		2		1				1						1		16		6		1		3		14		1				5		2		1		6				4		3		1						10		1		1		2		23				2		5		3		2		3		11		1		1		4		1		4		5		54		4		7		5		20		3		13		2		9		9		14		13		7		4		13		1		2		11		18		18		2		28		1		26		12		11		15		5		1		7		29		20		75		12		56		15		315		41		10		125		9		10		17		56		110		41		21		45		42		15		44		9		38		1		6		24		39		251		64		37		26		2408		4524

		Hotels and restaurants																						1				1																								1																1														2				1				1						2		2								1		2																										1										5				2								1				1		2				1										7		1				2				8		1				11		1		2										10		3		4		1		1		1						4		44		11		4		1		5		1		3				2		5		4		6		2		2		60		13								28		5		4		1		2		11		2		3		10		8				16		3		5		19		3		3		13		2		23		3		19		7		15		2		4		10		5		1		22		39		15		14		1		60		3		35		177		37		25		122		3		34		19		90		72		26		18		103		14		25		26		41				1		11		41		269		48		101		418		2246		4631

		Public administration														1														2										1																																												1		2				2																		1				1												5				3		1				1		1																				1		1				1				1				2		4								6				1		1		1						3		18		26		11				1		4		18		1		13		1		9		12		5		1				32		25		1				8		26		10				3		6		5		18		1		15				15		2		17				27		2		22		15		20		19		12		69				17		2		5		8		12		194		15		4		8		20		32		30		10		24		2				295		13		5		34		74		13		118		2		206		20		40		32		84		16		262		15		4		33		138		131		242		79		285		8		47		96		34		1		11		13		89		153		7		68		419		746		4750

		Printing companies																																																																												1																																										1		2		2		1						1				1				4				1				1												2		2				1										1		1						1		3		1		2				3				2		1		1		6				6		4		3		1		8		1		1				1		7		1		1		7		6				7		10		10		21				10		3		3		1		4		6		5		21		11		20		13		14		19		25		14		21		17		25		11		17		19		6		54		11		24		2		49		15		48		31		32		12		43		53		14		28		7		49		32		57		22		88		17		56		61		103		35		29		61		21		82		95		90		78		94		92		62		84		153		224		5		107		115		163		285		340		389		74		3475		7483

		Other social services																																																																										1						1				4		1		1														2				2																										1				3		1				2										1		1														2		4				1				6		1		1								1		1		4		6						6		4		7		6		5				2		3		1		2				10		2		2		18		3		4		1		12		3		9		10		12		7		21		8		9		7		120		12		5		7		15		10		18		1		20		56		7		49		4		2		13		9		18		7		21		36		63		54		67		18		80		10		7		22		11		6		33		137		62		23		22		110		65		68		74		100		35		267		66		41		152		104		71		82		48		375		10		124		172		139		3		10		84		47		1385		274		144		637		2487		8441

		Pulp, paper and paper products																																																								1																				1		1																																1				2				1				2								1				2		1		1		2				1														1				1		2						1				4																		8		6		3		1				1		2		3		2		9				7		3		1		1		3		4		1		6		3		23		2		6		15		8		5		7		6		1		2		1		3		6		7		14		8		25		9		14		12		26		14		14		14		17		43		28		26		33		15		18		43		10		30		22		18		16		33		54		82		59		49		24		19		53		35		99		17		78		9		32		46		137		47		92		110		9		42		31		53		183		205		68		117		98		146		259		8		138		110		329		256		481		318		64		4316		8957

		Financial intermediation, real estate, renting																																								1				1																1						1																1		2								2						2				6		3						1														2		1		1				1		2		2				2		1		1		5								1		2		5		3				1				4		3						3		7		9		3		8		2						5		11		8		6		1		1		6		10		2		14		5		15		9		1		7		3		27		7		40		11		25		13		13		6		19		4		29		18		16		24		31		17		6		120		12		16		24		11		53		17		7		6		35		122		20		12		10		5		34		28		32		9		27		32		22		32		43		68		47		122		77		21		12		96		69		39		95		5		105		25		27		52		65		65		30		35		8		70		141		108		141		99		375		25		66		66		219		3		26		221		210		387		264		212		226		4508		9659

		Other transport equipment																																																														1																																																																																														1						1		1												1						2						7				1						2						1						1				1				2				3		3		3		23				4				1		3		3		2		2		6		1		2		1		7		11		16		13		1		9		7		31		22		35		16		10				11		23		64		45		9		8		163		25		9		15		50		17		6		12		30		43		26		55		34		2		40		72		163		33		242		20		25		29		96		22		120		167		9		69		104		36		66		172		78		127		116		227		356		14		402		115		303		238		569		357		58		4813		10162

		Non-metallic mineral products																																						1																								1																				1				1						1																																										2				1				1		2										2								1		2				2		1		1				1		1				2						1						1		1						2		8		1		1		2		2		1				2		3		4				4		9		4				11				10		6		6		6		3		9		5		14		8		4		2		8		9		11		13		8		9		29		12		10		2		15		42		16		7		36		29		43		18		30		17		52		14		12		9		8		23		18		70		30		30		66		28		45		48		25		8		36		47		34		18		99		89		2		32		42		99		87		181		57		65		100		88		160		3		189		35		246		277		312		410		44		6431		10187

		Concrete, cement, lime, plaster etc.																																																																		1		1				1				1		1				1								2								2		3						1								1								1				1		1				1		1						4		1														10		1		3		1		3				3		1		1		3		1		1		1		3		6		1						5		5		4		3		6		2		8		8		3		3		6		3		4				1		4		5		2		22		9		3		17		12		5		6		12		9		11		14		21		17		3		7		7		21		7		26		11		16		2		13		2		17		5		8		25		13		7		46		85		36		21		3		38		46		27		14		33		6		16		34		25		8		66		62		34		49		69		58		9		66		82		37		11		76		56				54		79		109		159		75		55		30		99		71		90		3		25		38		212		600		155		135		134		6928		10648

		Manufacturing not elsewhere classified																																																		1																																																		1																						1		1		1								1										1										1		1				1		1		3		2		1						2								3												1		2				3		5		3		1		3		2		8				4		3		1		4		4		2		7		6		2		7		13		11		12		13		8		10		2		3		15		5		28		3		9		16		38		16		15		9		12		5		21		22		23		29		6		372		17		39		9		15		25		46		7		25		5		10		43		74		12		22		48		109		96		28		77		218		28		32		70		53		39		25		67		84		11		65		63		64		123		145		124		196		83		95		144		1		106		102		185		209		317		97		94		7104		11457

		Textiles and textile products																																																																						1																																												1						2				2						1		2								1		4								4								1				12		2				3		2		1										1		3								2		1		3		1		3						3		1		1						1						4				3		53		12		1		2		9		67		4		8				19		3						11		8		16		60		21		51		16		10		20		20		9		25		11		49		113		18		325		19		5		30		13		14		29		15		42		1		21		11		83		18		23		22		8		136		29		112		59		86		10		61		43		61		28		167		116		26		49		37		184		63		141		60		152		103		142		149		5		137		75		544		260		219		270		76		6507		11488

		Education																																																1																																				1										1				1		4				1		2				2		1				1				1		2				4								1						1				2						2				1		3				3						1		3				3		1		1				5		3				1		7				4		8		10		4		26		5		10		6		5		2		5		4		13		2		3		3		9		30		5		6		17		4		17		10		14		3		26		11		14		14		15		13		10		11		15		10		34		43		57		14		54		115		68		9		23		59		30		25		99		9		20		30		21		51		56		79		24		104		32		17		409		140		11		36		98		42		186		82		104		9		93		117		375		58		130		29		7		117		188		59		290		97		1154		9		66		404		124		6		22		114		667		1675		106		2718		719		501		12459

		Health and social work																																																										4						1												1								1						1						1		1		1		3				1														1		1												2		3		4		2		3		2		3		1						6				4				1								1		1				2						1		6		3				3		8		1		5		5		2		2		2		15		6						2		18		2		2		1		7		5		3		10		14		1		10		6		17		6		3		34		1		11		1		30		2		13		13		60		19		15		76		81		94		39		43		13		73		32		2		56		7		8		38		74		51		39		63		110		9		26		146		1		254		67		7		12		252		107		59		39		230		241		30		403		149		424		54		32		33		161		647		376		177		51		507		8		236		1516		367		2		209		75		211		2356		319		2305		768		384		14566

		Food products, beverage and tobacco																1				2						2		1														1								2				2		3		1		4						1		2		1		1				5		6		2		5		1		3		1		2		1		2				1		2		5		1		3		11		10				3		5		2		12		4		7		5		4		1		23		11				2		8		8		3		7				6		3		1				4		4		7		27		5		5		12		3		18		9		9		4				20		3		5		26		17		15		11		10		12		3		25		20		7		33		6		24		17		11		15		18		14		17		29		23		80		7		35		22		20		24		15		23		9		22		10		12		5		31		86		49		93		14		44		20		134		24		47		23		24		201		43		188		67		85		123		41		32		109		21		128		34		126		18		212		104		112		28		64		137		62		229		259		309		51		154		279		137		46		512		95		256		107		151		257		247		665		242		168		111		150		309		3		85		39		1060		1011		809		463		138		11700		23538

		Chemicals, chemical products & fibres														1		1																																										1										1		1						3				1														1		1								2										2		1		1		2		3						1		1		2		1		1		5		6		1		2		5		1		2						1		1		1		1				1		1		8		4		2		6		1				3		21		7		3				7		12		8		4		3		2		10		14		4		28		8		17		5		12		120		11		11		2		13		19		15		16		51		16		24		15		23		50		20		13		14		16		15		28		53		16		29		18		77		29		67		31		68		17		38		125		117		103		84		27		157		64		29		59		140		63		99		122		63		141		92		209		85		105		100		60		269		71		338		52		84		178		302		141		265		486		48		115		162		96		461		608		315		481		154		246		947		25		788		214		1234		1061		1093		1176		158		12482		27274

		Transport, storage and communication																														1						1				1						1										1								2		3				4				1						1				2		3		6		2				1		3		2		6		1		3		1		1		3				5		2		7		1		2		5		7		7				5		4		7				3		4		5		7				8		22		6		7		6		15		3		1		6		18		3		2		14		5		16		18		1		8		11		14				9		7		19		15		14		26		15		21		17		17		24		23		43		19		21		30		41		40		16		24		46		26		23		13		29		60		64		72		41		92		37		98		59		62		46		20		81		114		148		79		74		80		182		103		94		166		116		41		129		167		55		106		136		138		256		187		171		252		90		71		333		190		98		271		252		263		218		87		560		95		226		295		388		568		269		91		158		279		336		317		267		411		1498		90		464		496		1131		19		330		361		579		2159		1012		2468		690		5861		27700

		Information technology																																														1																										1												1				1								1				1		3																1								1		1		1		1		1				5				1						1				4		4						3				4								3		9				1		1		2		1		9						4				8				2		7		4		3		2		5		6		12		8		5		8		5		20		11		5		29		17		9		8		5		16		34		34		21		18		23		8		37		25		7		30		21		43		47		25		62		53		44		37		26		67		66		21		30		37		77		22		77		62		93		76		137		52		111		69		23		61		195		44		53		133		234		47		163		589		71		209		230		85		231		107		44		116		313		234		272		62		115		289		154		321		227		229		8		325		268		649		631		749		1049		331		25217		35932

		Rubber and plastic products																																						1														2						1								1				2						2		4				1																												1				2				2		6				3		1				7		3		4		1		2		3						5				9		2						3		3		4		6		1		6		10		2		7		5						1		6		13		2				18		19		7		9		8		13		8		9		1		14		4		22		4		8		4		17		14		6		18		19		21		13		31		33		22		26		7		68		22		8		9		20		25		143		77		31		64		44		57		133		51		114		72		28		97		139		94		56		107		43		245		103		57		109		94		102		89		121		93		283		231		177		181		84		141		229		346		130		390		51		528		139		427		160		495		631		92		263		268		227		661		976		308		557		530		693		1359		51		1203		320		1471		787		2493		2804		319		20564		43593

		Engineering services																																														1																										1								1				1		2				2						2		1		1		2		1		2		4								3				3		3				4		2		2		1		1		2				1		1		1				1		3		2		15		10		2		2		1		3		5		2		1		13		6		30		5		11		6		4		8		2		66		10				9		12		8		7		12		10		42		4		20		10		24		25		35		20		11		43		71		20		26		29		66		15		44		51		47		33		76		24		54		59		60		18		48		32		56		101		68		88		113		67		156		175		168		112		99		56		200		236		151		202		194		231		110		208		168		342		89		68		96		395		125		321		246		250		181		821		181		255		581		328		325		215		239		76		189		640		727		662		726		243		627		175		706		356		1474		19		378		572		524		1490		1699		1586		547		21297		44048

		Other Services		1										2																												1		1		1		1				1		1										1				1				2		5		4								1		1		2		2		3		1		2		1		2		6		1		3		3		5		1						7		2		2		1		3		9		4		2		2		2		12		1		3		4		4		12		1		9		7		10		5		4		4		1		4		1		1		3		9		3		6		24		13		6		28		24		17		2		2		13		17		41		46		24		17		20		14		16		22		15		42		14		26		23		40		29		43		49		27		48		34		23		59		51		74		55		50		92		78		158		43		44		55		43		57		78		132		62		128		160		234		91		248		96		140		46		142		322		72		109		69		140		281		205		98		321		139		83		369		317		112		308		321		357		295		222		738		382		377		653		453		463		206		75		206		570		504		495		297		227		1022		194		555		518		1297		42		528		598		798		2643		1074		7821		2103		15117		47465

		Machinery and equipment																		1																																												1																								1																		1		2								1		1		2		2				2								1						4		1		1		4						2				3		2		3		1		3		3		2		1		3		6				11				6		17				12		1				5		1		4				6		7		9		2		6		3		6		6				13		3		8		4		23		16		18		2		46		9		10		16		34		23		22		41		52		30		15		61		9		31		88		21		26		43		100		150		169		64		45		206		107		167		63		146		65		167		310		114		191		119		168		203		191		203		90		78		550		173		335		178		318		93		300		464		126		339		333		245		396		700		616		83		448		762		397		329		642		303		1622		979		865		1132		101		1535		462		2200		1557		2002		5525		783		33945		64774

		Construction																																														1														1								1						1						2						1				4		2		4		7		2						2		4		2		1						6				2		2		1		3		3				4		1		12		1				2		13		5						4		7		9		8		5		3		6		7		11		8		7		7		11		15		24		3		5		7		2				13		2		3		10		13		13		6		7		45		5		27		6		15		27		19		54		26		44		8		61		21		74		26		25		51		91		83		61		103		60		138		132		176		28		43		61		175		228		46		47		65		109		160		485		232		118		71		36		210		209		100		139		96		277		262		252		197		310		64		83		402		162		162		367		395		468		235		3256		215		544		793		429		194		913		282		146		48		653		889		1902		1076		367		1096		785		1887		669		1056		8		36		758		476		3396		13294		764		1523		25618		71051

		Electrical and optical equipment																		1																																												2		2				2																																		1		2						1				2				2		2				6				2		2				2		1		7						2						6		2		2		2		3		1		13		4		3		3						4		3		1		3		14		6		7		2				4		4		4		4		16		20		11		7		11		2		10		13		9		30		6		22		14		17		21		17		18		26		14		55		26		35		24		70		37		27		21		35		62		33		104		45		33		73		40		105		150		127		59		100		237		103		137		93		110		79		156		223		137		156		153		174		278		93		218		261		304		402		279		183		117		344		319		203		403		150		520		352		427		182		450		1567		212		457		795		370		546		734		419		1660		815		654		1151		38		1961		683		1904		1291		3305		4891		442		44512		77329

		Wholesale & retail trade, repairs of motor vehicles, motorcycles & personal & household goods																								1																								1				2				1						1						3												2				2		1		5						3		4								2		3				2						6				3		3		6		7		3				2		1		3		7		3		3		11		3				7				8		5		8		6		7		2		5		7		3		10		6		7		3		19		7		3		19		6		1		2		11		33		7		20		40		5		13		52		22		23		27		40		10		5		7		47		32		12		75		47		60		28		45		80		117		113		46		82		64		118		67		72		49		37		140		118		123		194		194		66		192		241		219		183		148		95		100		156		155		175		166		204		443		300		404		473		343		290		190		172		158		193		513		749		742		269		144		471		224		990		1607		466		502		388		383		332		1000		926		1527		528		863		720		230		1504		1083		968		74		749		720		871		2970		2015		4055		1234		42927		80320

		Basic metal & fabricated metal products																						1																						1										1								2		1								1		2		1				1		1				1		1												1				1		1								2						2		1		1				3						5				6		1				1		6		3		11		1		2		7		1		9		7		5		4		3		6		8		8		9				10		9		4		18		1				4		23		6		3		10		4		19		4		9		9		18		16		2		28		20		30		8		18		26		32		17		62		27		24		26		47		51		65		95		23		68		62		147		44		114		148		52		109		50		316		157		203		83		34		261		184		359		191		271		68		515		428		170		224		262		263		347		184		368		332		288		503		606		445		391		592		564		239		643		180		415		337		813		434		1269		1359		165		829		959		652		1110		1356		422		1753		1983		1664		3259		144		3608		1109		6185		2619		6454		8793		1169		47342		107564

		Sector unknown				1		1		1		1														1						2		3		3		2				1		2		1				3		1		1		3										2				1		2		3		5				3		3		1		1		6		1		5		18		7		1		13		1		4		4		2		7		8		32		9		1		14		2		12		5		2		11		32				3		5		4		9		13		1		4		63		5		17		6		10		21		11		12		2		43		4				23		3		1		26		5		3		5		12		92		54		26		6		9		42		16		25		18		11		6		32		54		16		17		83		40		68		28		26		2		9		10		53		114		45		124		7		63		5		110		133		150		15		104		92		40		134		34		64		12		213		173		323		161		499		79		270		740		430		502		490		85		242		1024		262		443		75		725		123		1225		1071		381		385		2179		1037		139		137		2265		36		104		4455		719		697		1670		2217		995		1521		6058		1897		156		673		2147		2037		269		3790		1244		2407		1706		21172		8948		18631		9973		3741		5120		9504		84203		13937		228250

		total		1		1		1		1		1		2		2		2		2		2		2		2		3		3		3		3		3		3		3		4		4		4		5		5		6		6		6		6		7		7		9		9		9		12		14		14		14		15		16		17		18		22		22		22		22		25		25		26		27		27		30		30		31		31		32		33		33		35		39		48		50		50		51		51		51		52		55		56		56		57		61		65		71		72		76		78		79		81		81		86		87		88		88		90		97		100		114		119		128		135		142		154		164		170		181		183		186		213		218		230		232		241		242		265		266		269		276		316		318		361		411		419		452		481		498		498		570		585		631		687		724		742		809		825		856		876		897		1029		1067		1094		1097		1177		1310		1352		1760		1835		1981		2061		2121		2367		2418		2518		2554		2575		2582		2583		2659		2779		3018		3040		3086		3244		3279		3464		3598		4434		4461		4586		4714		4732		4787		6746		6769		7240		7259		7324		7354		7411		7636		8021		8109		8212		8815		9285		9806		10467		11278		11491		12692		12836		13770		18886		21782		22453		26226		32357		35088		45318		60480		97771		383869		1036833
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		Central African Republic																																																																				1														1

		Guinea-Bissau																																																																																1		1

		Marshall Islands																																																																																1		1

		Saint Kitts and Nevis																																																																																1		1

		Sao Tome and Principe																																																																																1		1

		Antigua and Barbuda																																																																				2														2

		Belize																																																										1								1																2

		Grenada																																																								1		1																								2

		Micronesia (Federated States of)																																																																						1				1								2

		Somalia																																																								2																										2

		Tajikistan																														1																																																1				2

		Vanuatu																																																																												1				1		2

		Burundi																														1																										2																										3

		Dominica																																																								1										2																3

		Gambia																																																												1																				2		3

		Haiti																																																																																3		3

		Lesotho																																																																																3		3

		Sierra Leone																																																												1																				2		3

		Tuvalu																																												1																				1		1																3

		Bermuda																																								1																				1								1												1		4

		Djibouti																																																								1												1												2		4

		Equatorial Guinea																																								1																												1										1		1		4

		Comoros																																1																												1		1						1				1										5

		Seychelles																																																				1																								1				3		5

		Chad																														1																		1								2												1												1		6

		Liberia																																																																2				1								2				1		6

		Niger																																																								2																						1		3		6

		Saint Lucia																																						1																		3				1																1						6

		Afghanistan																																																						4		1		1						1																		7

		Rwanda																												1												1																4																1										7

		Korea (Democratic People's Republic of)																																										1		1																								1		1				2		1		2				9

		Kyrgyzstan																								1																														1						2														2				1		2		9

		Mauritania																														1										1						1										1				3				1				1														9

		Barbados		1																																												1										2		1														1		2		3				1		12

		Botswana														1																																				1						1		1		4				2				2												2		14

		Guinea																1																1														1										1						1						5										1		3		14

		Netherlands Antilles (NL)																																				1																								1								4				1						2		5		14

		Yemen																																		1				1								1								1		5		3						2														1				15

		Malawi																												1										1								1										6								4																3		16

		Maldives																										1				2		1				1																				2		1		1												2				2		1		3		17

		Bhutan														2										2		1														1				1		1										5								1		1		1										1		1		18

		Cabo Verde				1														1												1		1				4				2												1		1		1				2		1				2		1								2				1		22

		Congo																																2				1								1												3				3								2		1		1				1		1		6		22

		Gibraltar																		1												1						1																				1				6		1				2		2								5		1		1		22

		Mali																												1				2														2								1		2				2								3				4								5		22

		Bahamas																																								2				1												1												1				2								18		25

		Papua New Guinea																1										1				2																						1				2		1		1								2				4				3				7		25

		Libya																		1						2						2		2																						1				1		3		1						1				7				4				1		26

		Burkina Faso																																1								2						2						1		1		1				2								2				2								13		27

		Togo																																1														3		1				4		1		2				6		1						6										1		1		27

		Armenia														1						1												2				2				6														3		5				1		3						1						1						4		30

		Gabon														1				1						1						1		1								3												1				1		2		3								3		1		2		2		2		1		4		30

		Andorra																						1								2		2				2										1						2		1		3				1						1		3		2		4				3		1		2		31

		Congo (Democratic Republic of the)																								1								4																								11				1								5				2								7		31

		Fiji																																						1		1												2				10				3				1		1		1				1		1		2				8		32

		Palestine, State of																																																				1																												32		33

		Zambia										1				1										1														2								1				1						3		2		5				2						1				2				2		9		33

		Guyana														2																		3																				1				5		1		2								7		1		6				6				1		35

		Namibia																		2				1		1										1				1																		2		1		7		1		2				2		2				2						14		39

		Ethiopia												2								1												3		2																2		1		1		12		2		1				6				2		2		2		2		3		2		2		48

		Jamaica																				2								3				3		2				2								1		1				2		1		4		3		2						5		1				2				3		1		12		50

		Lao People's Democratic Republic														1				1		1				1				1						1						2								1		2						7				5				3				3		2		1		6		6		1		5		50

		Benin																		1						1								4								1						1		1				4				5				7		1		1		3		9				3				7				2		51

		Mozambique				1		1								1				1						1				2				2								1						1										4		1		7		1				1		4				3		2		3		3		11		51

		Puerto Rico																																2		1				1												1						1		1				1		7				2						2						32		51

		Turkmenistan																				1										1		1				1				1						1				2						23		2		5		1		3		1		2		1		4				2						52

		Nepal										1				1						2						1		1				1		1				2		2				2		1		1				1		2		11		1		4		1		4		1		2				1		2		1		5		3		55

		Monaco																				2		1										2				3		1		2														3				1		7				1				12				12		1		3				5		56

		San Marino																						1												4		1		1						1										4		2		5				5		2				1		4		1		7		7		6		4		56

		Nicaragua														3						2						1		1				1						2		2						4				1		1		2		8		6		3				3				3		1						3		1		9		57

		Mongolia												1		1						1				2						5		1		1		2				1				1		1				4				3		8		1		4		1						4		1		2				3				13		61

		Suriname																		1						7				1				1						1		1				2				1				2		2		3		2		5								4		4		13		2		11		1		1		65

		Cameroon						2				1												3								2				1						5														3		7		5		7				5				12				5				3		6		4		71

		Iceland																												1				1																						1				1				1						1										3		63		72

		Swaziland								1						1																		3																		4		2				6		2		8				9				9		2				6		7		11		5		76

		Senegal										1																		12				2				1																				3				22		4		2				7				4		2				1		17		78

		Angola																								1						1		15				1				1				2				1				1		6		1				6		4				1		10		3		7		2		8		2		6		79

		Brunei Darussalam										2												1		2								10								2		1				10		1				3						1		7						1		5		2		9		2		5		7		10		81

		Madagascar																								1				1		1		2		2				1		5						1				1				4		4		1		6				3				4		3		8		3		8		1		21		81

		Ghana														2						2				1				1		2		2		2						3						3		1				3				4		1		15		3		3		1		4		1		5		1		6		9		11		86

		Cambodia												7																				1						1				1		1		1		1		12				1		7		1		3				4				1		3		3		13		7		7		12		87

		Moldova (Republic of)												1												1		1		1		1		3		1				2		1		1		2		3		3		2						27				1		4		6		1		4		3		6		4		2		5		2		88

		Sudan																				2												5																2				1				5		1		6				1				1		2		7		3		5		4		43		88

		Tanzania, United Republic of				1						2								2						1				2				2				2				4				2		3		1		3		3				5		1		18				6		2		1		1		11		3		7		3		4		90

		Syrian Arab Republic																				23												1				4		1		3				1		1				2				1		12		8		3				10		4		3		3		8				3		6				97

		Trinidad and Tobago																								2		1						13												1		1				1		3		1		3		4		2		3		2				9		6		7				10		8		23		100

		Uganda																				1				1		5		1		7		6		1		1		4								3		2				1				18		2		14		9		7				3				7		4		6		8		3		114

		Venezuela (Bolivarian Republic of)												2								1								2		1		30		1						3		1		1		1						1		2		9		6		5				5				6		11		11		3		7		9		1		119

		Macao														1		3		1										1				5				6				7				1		1										9		1		16		1				6		24				15		1		3				26		128

		Iraq																				1				2						2		11				1				9						1						5				4				18		1						13		6		24		3		19		10		5		135

		Liechtenstein		4				31		2		3				1		1				2		2		2				1				6		1		1				3		2		2		3		3		1		3		1				3		1		2		1		1		6		17		3		14		7		9		3		142

		Zimbabwe						1		2						1						1				3						8		4		3						8						6				3				6		20		21		8		1		6		1		28				5		6		3		4		5		154

		Luxembourg								1														3								1		8		1						2						1						1		3		3		7		11		9		13		1		24		12		7		7		19		18		12		164

		Georgia										1				2						2								1				2		2								7		1								7				5		3		14				2				17		1		2		2		6		1		92		170

		Cuba																				1								16		11		66				1																		3		26												2								1				54		181

		Honduras										1				1				1		10				1		1		6		1		10		3		1		8		5		1				5				2		4		8		17		7		9		4		18		3		2		5		13		4		2		4		26		183

		El Salvador								1		1				3						7		1		1				1		2						4		6		11				1		5		1		1		8		1		15		12		7				19		18		13		1		2		4		11		23		6		186

		Mauritius										1						1												3				9		2		6		3		8				1		4		2		3		10		5		11		8		19		8		7		26		17		4		3		4		33		6		9		213

		CÃ´te d'Ivoire										7						2				3				1				14				12		1				1		6		2				3				1		4		5		10		4		15				9		11		41				10		4		7		3		42		218

		Myanmar										1		2								9				1				1				8		1						1						6		3		3		26		2		12		3		14		2		8				46		6		13		16		20		10		16		230

		Malta						1								1		5		2						1								7		6		6		1		1				2		2		5				5		2		3		2		26		7		13		1		24		7		13		20		40		4		25		232

		Bolivia (Plurinational State of)										1				6				1		6				5				5		10		12				4		2		6		1		8		8		3				10		2		25		10		15		4		8		4		17		9		6		11		5		19		18		241

		Dominican Republic				4								1		3				1		7				2				2		3		10		6		7		3		10				1		8		1		3		6		15		20		14		21		3		9		18		20		2		7		7		13		4		11		242

		Montenegro														2				2						3		3		1		4		42		4		6		2		2				1		3		3		1		5		6		7		4		17		2		1		1		14		6		45		11		52		9		6		265

		Guatemala						1								6						5				2				6		1		4		3		5		9		14		1		2		3		2		1		2				33		28		17		5		14		13		16		3		5		2		22		9		32		266

		Azerbaijan				1						1						2		1						7						1		20		1						5				2		6		8				5				6		8		24		6		4		1		22		6		27		10		23		18		54		269

		Costa Rica								2						4						4		1				1		4		1		10		8		2		7		15		1		1		3						4		2		24		17		23		12		22		9		15		6		6		13		27		16		16		276

		Panama								2						2		10				3		1		1				3				24		1		3		3		9						4		4		1		13		18		17		5		43		8		4		12		42				15		9		40		2		17		316

		New Zealand								2		1								5		1				2		1		1				25		1		1		1		1		2		2				3				2		2		11		12		19		5		8		5		14		13		27		30		10		28		83		318

		Nigeria						1				1				1		1		3		1				5		1				4		35				2		1		7				3		1		1				3		2		15		120		21		8		4		1		26		3		19		6		5		20		40		361

		Algeria										5				3		1		3		4				6		2				44		20		1				3		3		3		4		4		4		4		3		1		18		11		30		5		17				23		8		54		22		7		30		68		411

		Paraguay		2										1						2		3		1		2		1		10		11		11		7		10		4		27		3				5		4				9		7		14		11		41		20		14		32		40		4		26		14		47		8		28		419

		Kazakhstan								1		6				21		5		1		3				17				1		4		43		1		2		1		7		3		4		2		2		3		30		5		17		2		40		11		6		25		29		23		44		17		32		18		26		452

		Uzbekistan										3		1		1						18				3		1		1		1		71		1		2		6		40		23		9		22		7		53		5		3		29		13		16		5		18		1		43		16		8		21		12		26		2		481

		Albania				2								3								1		1		1		2		2		5		20		7		18		3		11				4		9		6		12		6		10		23		19		24		29		19				49		18		61		17		75		32		9		498

		Kenya				2				3		5				5		1		1		2		1		1				23		1		26		6		3		23		25		4				3		2		1		17		14		80		15		46		17		21		8		27		2		21		18		47		17		10		498

		Bahrain										1		2				6						1				1				3		29				4		2		13				11		17		7		2		4		1		7		16		26		9		13		26		48		46		74		26		60		62		53		570

		Jordan				1								2		4						8		1		2				2				66		7		1		6		13		1				12		13		9		17		10		35		51		23		8		31		10		34		9		26		14		28		27		114		585

		Bangladesh								2		1		6		89		13				12		14				1		5		2		15		10		12		15		6		3		10		5		11		67		10		6		22		16		13		5		33				23		10		25		55		45		24		45		631

		Lebanon				3		3		2		2		2		7		1		2		2		4		5		4		3		5		44		10		3		8		19		3		6		6		12		4		14		17		20		24		29		16		22		3		59		16		51		26		80		26		124		687

		Macedonia (the former Yugoslav Republic of)				1		1				1		5		5				1		7		2		6		2		2		4		51		21		9		5		4		2		6		12		13		8		3		6		24		15		60		34		26		6		51		34		91		35		117		47		7		724

		Kuwait										2								1				3		1				3		6		47				10		7		29		2		6		9		8				26		3		15		23		64		34		7		5		74		23		83		24		113		51		63		742

		Uruguay				2		6						15		8				3		8		2		1		2		11		2		33		10		12		6		18		6		3		11		10		19		11		34		23		50		72		21		68		18		55		22		61		70		46		65		5		809

		Oman						2				5		3		3		1		2				2		24		4		1		2		76		3		7		1		16		1		9		14		2		3		14		1		9		20		41		18		22		1		50		41		103		37		82		95		110		825

		Cyprus										2		1		1		6		1		3		1		5		21		1		60		24		3		21		2		24		2		5		21		3				14		11		22		13		92		23		8		15		92		52		60		27		64		23		133		856

		Qatar						1				4						2						2		7		4		4		13		54		1		8		1		31		1		14		17		15				15		1		10		14		37		8		9				78		30		138		21		118		68		150		876

		Latvia				1								1		5		7		8		2		6		1		14		1				59		4		9		3		17		7		8		3		5		11		13		30		12		16		98		37		20		15		158		15		132		35		67		62		15		897

		Estonia												11		2		18		7		3		9		2		22		4				60		6		7		6		6		11		4		7		28		8		10		2		5		15		59		25		25		2		43		61		176		62		72		147		104		1029

		Morocco				3		1		110		4		4				1				2		1		8		3		5				18		5		120		7		120		16		2		7		3		16		11		13		31		28		62		7		143		17		44		9		28		33		49		44		92		1067

		Tunisia				1				3		1		3		2		3		3		21		3		5		5		54		28		48		21		12		14		12		13		8		21		9		60		15		13		86		53		46		30		77				55		31		43		104		37		114		40		1094

		Bosnia and Herzegovina				1						2		16		10				3		4		3		7		23		4		5		32		11		5		8		16		1		9		7		16		21		10		60		49		16		20		21		31		27		43		88		61		45		140		148		134		1097

		Sri Lanka				1		3						6		8		7		3		8				3		5		7		4		56		20		7		25		24		9		11		26		38		51		34		19		93		29		81		43		64		2		57		21		175		33		118		52		34		1177

		Lithuania				1				3		1		3		3		17		11		3		9		6		17		5		1		101		13		15		9		11		7		13		11		16		16		43		15		14		18		114		47		44		22		78		26		228		73		123		109		64		1310

		Ecuador										2		5		8		2		6		13		8		23		8		20		2		68		14		10		14		53		31		8		16		15		10		57		76		44		77		148		25		57		15		132		43		46		40		194		50		12		1352

		Slovenia				1		2		3				3		10		1		15		4		5		4		7		3		11		88		19		18		12		17		22		9		2		9		20		14		81		20		29		79		62		133		20		62		100		47		105		194		316		213		1760

		Ukraine		1		3				18		7		7		4		8		1		18		6		20		11		13		2		113		25		1		26		7		35		29		13		12		20		54		94		134		67		74		53		51		19		128		150		65		150		66		157		173		1835

		Austria		1				3		1		1		5		1		1		1		5		31		6		13		2		3		67		14		20		14		6		16		12		2		5		9		115		39		24		31		80		44		114		12		160		169		109		127		192		203		323		1981

		Peru				3		6		7		2		4		17		3		4		14		3		23		3		9		10		156		21		56		14		35		10		10		17		21		25		68		43		47		68		182		37		72		69		234		64		160		59		241		83		161		2061

		Hong Kong				2		2				1		2				6				2		19		1		2		9		8		175		17		7		14		122				2		5		22		11		9		13		23		17		103		26		28				91		45		485		100		219		34		499		2121

		Denmark				1		3		1		3				9		9		22		4		22		8		7		14				168		25		49		17		20		11		15		8		23		49		23		73		24		38		94		67		97		17		248		206		232		237		183		261		79		2367

		Egypt				9		1				18		15		2		6		4		65		2		24		13		13		16		112		11		4		43		12		23		42		25		29		113		59		32		201		125		166		66		139		2		96		107		118		103		148		184		270		2418

		South Africa		1		1		1		1		11		3		4		8		3		11		5		42		7		7		3		99		17		2		28		10		64		16		13		6		18		30		2		43		117		116		21		94		5		140		167		71		137		95		359		740		2518

		Pakistan				2				2		17		44		9		2				96		15		13		4		4		5		56		19		13		26		5		45		7		7		372		325		25		56		188		103		41		30		56		8		46		63		36		93		100		191		430		2554

		Saudi Arabia				2		1		2		8		2		5		2		4		11		4		10		4		13		19		200		6		9		33		34		9		36		46		17		19		99		7		67		84		129		37		107		12		142		146		210		110		156		271		502		2575

		Ireland								2		1				3				8		1		25		13		10		1		3		236		54		18		15		28		8		29		85		39		5		9		8		85		27		167		77		43		194		322		65		209		79		155		68		490		2582

		Iran (Islamic Republic of)				1		15				17		12		12		4		5		40		3		21		3		2		3		151		11		7		18		32		163		43		36		9		30		20		38		123		157		55		22		245		15		72		167		100		156		175		515		85		2583

		Finland						3		3		5		2		22		16		4		5		26		8		34		11		13		202		24		21		43		9		25		18		21		15		13		30		74		41		64		106		77		103		4		109		310		139		223		166		428		242		2659

		Norway						3		1		2				3		59		7		1		10		102		11		18		2		194		2		36		10		27		9		30		3		25		14		21		51		32		29		136		62		57		8		69		114		96		137		204		170		1024		2779

		Serbia				6		7				6		9		10		4		13		16		15		12		18		18		23		231		49		63		30		32		15		17		38		46		29		51		39		109		59		138		93		109		20		140		191		277		156		443		224		262		3018

		Belgium		3				2		5		2				2		5		2		16		32		5		10		2		3		110		15		54		22		22		50		52		46		7		15		56		63		21		140		256		76		94		32		281		119		262		153		300		262		443		3040

		Croatia				1		4				4		13		8		22		22		12		43		16		19		28		19		208		48		67		18		32		17		14		27		25		42		79		110		128		63		187		137		102		30		205		168		252		174		404		263		75		3086

		Singapore						3		15		10		1		3		48		1		2		11		12		7		1		7		168		31		18		16		43		6		12		14		5		1		24		9		34		99		171		52		89		10		98		203		197		278		473		347		725		3244

		Chile				6		4		4		9		5		15		1		17		11		20		42		13		26		15		342		32		80		33		68		12		9		33		10		21		104		26		126		122		252		111		121		24		321		191		310		93		343		184		123		3279

		Sweden								20		7		2		2		8		3		8		12		2		56		12		2		89		12		10		54		47		30		8		6		43		11		32		146		18		63		90		69		93		2		139		203		64		218		290		368		1225		3464

		Viet Nam				1		4		2		14		43		16		17		11		18		2		19		17		11		4		68		43		7		82		122		43		23		16		74		83		17		1		212		141		71		23		283				83		90		83		261		190		332		1071		3598

		Philippines				2				1		5		2		49		3		103		9		11		31		5		15		10		96		53		22		59		77		26		18		34		12		18		409		254		104		92		333		61		231		295		369		78		402		304		172		288		381		4434

		Russian Federation		4		3				6		26		8		24		28		9		27		1		37		13		5		5		395		14		11		49		21		55		70		25		22		23		140		67		112		209		190		195		177		13		317		550		162		402		158		503		385		4461

		Canada								2		17		4		1		9				15		11		19		6		1		1		125		28		6		24		12		34		30		8		48		22		11		7		28		85		98		44		181		5		112		173		162		279		193		606		2179		4586

		United Arab Emirates						3		2		30		2		6		25		4		6		9		53		7		7		22		321		7		33		19		96		2		30		66		109		8		36		12		64		105		271		53		84		34		308		335		367		183		513		445		1037		4714

		Portugal				7		13		5		2		25		11		3		26		9		37		29		66		29		39		246		49		137		53		69		40		66		62		96		136		98		252		137		100		252		133		141		74		321		178		395		117		749		391		139		4732

		Slovakia		1		6		7		5		1		18		19				18		20		34		14		32		20		15		250		32		62		35		39		72		28		34		28		29		42		107		62		60		263		234		229		13		357		318		468		344		742		592		137		4787

		Indonesia				2		4		3		12		17		47		27		16		45		5		35		31		75		14		181		57		23		99		95		163		45		49		77		112		186		59		229		269		218		47		346		118		295		93		235		319		269		564		2265		6746

		Belarus		1		1		6		1		11		23		24		3		39		17		19		10		54		12		1		821		22		22		17		5		33		48		69		218		59		82		39		259		71		87		163		130		2		222		300		3256		203		144		239		36		6769

		Argentina		8		2		6		4		21		17		65		16		49		38		25		74		34		56		60		181		88		110		78		105		242		25		58		28		86		104		230		309		338		560		589		390		206		738		464		215		403		471		643		104		7240

		Australia		1		3		3		6		1		4		7		16		43		8		4		39		5		15		3		255		17		65		9		25		20		8		9		32		10		9		241		51		52		95		71		51		20		382		126		544		150		224		180		4455		7259

		Bulgaria				6		5		1		3		176		19		9		10		10		21		24		151		315		35		581		56		68		32		27		25		36		66		70		61		93		30		154		84		226		209		528		40		377		339		793		520		990		415		719		7324

		Greece				19		2		5		17		12		10		36		4		35		37		36		27		41		177		328		61		74		46		52		29		47		82		53		43		117		403		279		178		295		230		139		32		653		333		429		352		1607		337		697		7354

		Mexico		1		9		4		8		13		9		7		5		13		26		5		44		8		10		37		325		103		100		137		65		96		34		37		39		61		375		149		137		302		388		85		427		84		453		245		194		427		466		813		1670		7411

		Netherlands				2		1		1		2				5		37				10		92		58		26		125		25		215		35		35		47		65		22		18		11		25		28		58		424		46		141		568		231		160		16		463		396		913		182		502		434		2217		7636

		Turkey		1		1		18		14		13		30		87		39		9		25		12		41		30		9		122		239		29		267		92		30		120		99		76		67		167		130		54		512		265		269		107		495		262		206		700		282		450		388		1269		995		8021

		Taiwan, Province of China				4		1		13		15		14		30		17		10		17		16		2		7		10		3		76		61		66		110		35		167		89		56		84		116		29		32		95		486		91		44		631		15		75		616		146		1567		383		1359		1521		8109

		Israel						1								5						1		9				11		17		34		189		21		41		9		8		9		2				11		26		7		33		256		48		158		116		92		4		206		83		48		212		332		165		6058		8212

		Hungary		3		6		11		3		6		10		29		1		39		17		61		28		29		56		19		640		82		152		42		70		69		32		54		65		49		117		161		107		115		279		313		263		33		570		448		653		457		1000		829		1897		8815

		Switzerland		6		6		37		31		3		3		114		2		67		26		118		52		82		110		90		727		95		104		31		141		104		42		79		63		37		188		647		151		162		336		234		268		138		504		762		889		795		926		959		156		9285

		Romania				27		30		6		8		12		43		14		40		22		79		109		76		41		72		662		90		71		53		108		36		99		109		64		184		59		376		257		96		317		272		227		131		495		397		1902		370		1527		652		673		9806

		Malaysia		1		2		3		22		47		8		24		24		14		28		27		23		49		21		26		726		78		82		183		141		66		87		159		123		63		290		177		247		461		267		62		661		242		297		329		1076		546		528		1110		2147		10467

		Thailand		1		8		31		8		58		51		157		23		80		75		22		25		45		45		18		243		94		48		205		99		172		181		75		145		141		97		51		665		608		411		115		976		79		227		642		367		734		863		1356		2037		11278

		Colombia				20		50		3		52		25		88		5		75		67		33		144		24		42		103		627		92		375		68		375		78		57		55		124		60		1154		507		242		315		1498		289		308		285		1022		303		1096		419		720		422		269		11491

		Korea (Republic of)		5		2		3		1		10		13		6		60		2		16		29		2		46		15		14		175		62		10		117		25		127		65		30		196		152		9		8		168		481		90		154		557		8		194		1622		785		1660		230		1753		3790		12692

		Czech Republic		1		3		4		7		1		9		12		3		41		20		80		37		74		44		25		706		84		124		98		66		116		100		99		83		103		66		236		111		154		464		321		530		47		555		979		1887		815		1504		1983		1244		12836

		Poland				8		1		42		15		30		37		78		67		17		70		81		85		9		26		356		153		172		146		66		227		88		71		95		142		404		1516		150		246		496		227		693		96		518		865		669		654		1083		1664		2407		13770

		Brazil		3		3		10		26		23		17		89		29		53		57		59		90		65		38		41		1474		224		139		259		219		356		160		90		144		149		124		367		309		947		1131		229		1359		34		1297		1132		1056		1151		968		3259		1706		18886

		France								8				2		1		1				3		5		1		2		1				19		5		3		8		3		14		3		3		1		5		6		2		3		25		19		8		51		1		42		101		8		38		74		144		21172		21782

		United States of America		15		2		1		121		41		10		2		28		2		71		11		259		27		6		1		378		107		10		138		26		402		189		25		106		137		22		209		85		788		330		325		1203		11		528		1535		36		1961		749		3608		8948		22453

		United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland				2				28		6		12		17		16		11		15		62		146		44		24		11		572		115		84		110		221		115		35		38		102		75		114		75		39		214		361		268		320		13		598		462		758		683		720		1109		18631		26226

		India		21		8		6		14		148		169		155		147		6		281		59		82		51		39		41		524		163		47		329		210		303		246		212		185		544		667		211		1060		1234		579		649		1471		89		798		2200		476		1904		871		6185		9973		32357

		Spain		2		140		16		70		15		40		72		89		128		59		127		154		219		251		269		1490		285		1385		256		387		238		277		600		209		260		1675		2356		1011		1061		2159		631		787		153		2643		1557		3396		1291		2970		2619		3741		35088

		Japan		32		22		3		70		61		14		9		16		10		146		200		15		126		64		48		1699		340		274		481		264		569		312		155		317		219		106		319		809		1093		1012		749		2493		7		1074		2002		13294		3305		2015		6454		5120		45318

		Germany		14		7		17		69		51		46		52		53		54		670		785		83		119		37		101		1586		389		144		318		212		357		410		135		97		270		2718		2305		463		1176		2468		1049		2804		68		7821		5525		764		4891		4055		8793		9504		60480

		Italy				24		5		10		2		25		16		22		7		13		169		23		58		26		418		547		74		637		64		226		58		44		134		94		76		719		768		138		158		690		331		319		419		2103		783		1523		442		1234		1169		84203		97771

		China		78		55		72		128		789		958		504		1113		1681		753		531		1544		2290		2408		2246		21297		3475		2487		4316		4508		4813		6431		6928		7104		6507		501		384		11700		12482		5861		25217		20564		746		15117		33945		25618		44512		42927		47342		13937		383869

		Total		212		478		493		968		1744		2093		2237		2345		2964		3266		3276		4053		4454		4524		4631		44048		7483		8441		8957		9659		10162		10187		10648		11457		11488		12459		14566		23538		27274		27700		35932		43593		4750		47465		64774		71051		77329		80320		107564		228250		1036833





Sheet3

				行政		その他サービス		機械設備		建設		電気
光学機器		卸し小売
自動車
家庭用品修理		金属
金属加工		不詳		その他		total

		Brazil		34		1297		1132		1056		1151		968		3259		1706		8283		18886

		France		1		42		101		8		38		74		144		21172		202		21782

		USA		11		528		1535		36		1961		749		3608		8948		5077		22453

		UK		13		598		462		758		683		720		1109		18631		3252		26226

		India		89		798		2200		476		1904		871		6185		9973		9861		32357

		Spain		153		2643		1557		3396		1291		2970		2619		3741		16718		35088

		Japan		7		1074		2002		13294		3305		2015		6454		5120		12047		45318

		Germany		68		7821		5525		764		4891		4055		8793		9504		19059		60480

		Italy		419		2103		783		1523		442		1234		1169		84203		5895		97771

		China		746		15117		33945		25618		44512		42927		47342		13937		159725		383869

		その他		3209		15444		15532		24122		17151		23737		26882		51315		115211		292603

		Total		4750		47465		64774		71051		77329		80320		107564		228250		355330		1036833

		Brazil		0.18%		6.87%		5.99%		5.59%		6.09%		5.13%		17.26%		9.03%		43.86%		18886

		France		0.00%		0.19%		0.46%		0.04%		0.17%		0.34%		0.66%		97.20%		0.93%		21782

		USA		0.05%		2.35%		6.84%		0.16%		8.73%		3.34%		16.07%		39.85%		22.61%		22453

		UK		0.05%		2.28%		1.76%		2.89%		2.60%		2.75%		4.23%		71.04%		12.40%		26226

		India		0.28%		2.47%		6.80%		1.47%		5.88%		2.69%		19.11%		30.82%		30.48%		32357

		Spain		0.44%		7.53%		4.44%		9.68%		3.68%		8.46%		7.46%		10.66%		47.65%		35088

		Japan		0.02%		2.37%		4.42%		29.33%		7.29%		4.45%		14.24%		11.30%		26.58%		45318

		Germany		0.11%		12.93%		9.14%		1.26%		8.09%		6.70%		14.54%		15.71%		31.51%		60480

		Italy		0.43%		2.15%		0.80%		1.56%		0.45%		1.26%		1.20%		86.12%		6.03%		97771

		China		0.19%		3.94%		8.84%		6.67%		11.60%		11.18%		12.33%		3.63%		41.61%		383869

		その他		1.10%		5.28%		5.31%		8.24%		5.86%		8.11%		9.19%		17.54%		39.37%		292603

		全体		0.46%		4.58%		6.25%		6.85%		7.46%		7.75%		10.37%		22.01%		34.27%







ISO 20252「市場・世論・社会調査ー用語
およびサービス要求事項」2006年発行
• ISO 20252:市場・世論・社会調査のサービスを認証

• マネジメントシステム＋サービス規格
• 調査サービスについてのパフォーマンスの基準を設定

• 2011年6月：日本適合性認定協会(社）日本能率協会審査登録セ
ンターを「製品認証機関」として認定

• ISO 20252:2019「 市場・世論・社会調査及びインサイト・デー
タ分析－用語及びサービス要求事項」：JIS Y 20252:2019
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適用範囲と構成
• データの分析を含む市場調査・世論調査・社会調査を行
うサービス提供者（調査機関）のサービスの要求事項を
規定

• 用語と定義
• 中核的要求事項

• 要求事項を満たすことを宣誓したサービスの範囲を規定
• 調査の秘密保持（参加者の安心保証など）
• 文書化と記録の管理

• 人事・インフラに対する責任
• 個人及び組織の責任
• 人事・パフォーマンス管理

• 情報セキュリティ
• 二次契約サービス（外注管理）
• 調査業務の計画・実施・報告
• マネジメントレビュー及び改善・内部監査
• 法的要求事項

• 附属書
• アクセスパネルを含むサンプリング

• サンプリングサービスへの要求事項
• サンプルサイズ、抽出と設計、透明性確保
• アクセスパネルのリクルート・構造・大きさ・管理

• 自記入式
• 妥当性確認（回答者の確認、データの確認手金）
• QMSとは異なる具体的要求

• ある特定のオペレータの作業に頻繁な誤りが見られる場合，調査機関は当該
オペレータの（そのプロジェクト又は一般的な作業における）業務を100 %
検証しなければならない。

• データ管理及び処理
• データクリーニング
• ウェイト付け
• 欠測値補完（補完の程度及び方法）
• 手入力データの妥当性確認・手入力でないDBの正確性
• コーディング

• コーディングの誤り率（許容水準以下）
• 入力前と後のデータエディティング
• データクリーニングの記録
• データ解析の仕様書と妥当性確認
• 集計表
• データファイルの管理
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公的統計の整備に関する基本的な計画
平成26年3月25日閣議決定
• 第3 公的統計の整備に必要な事項

• ３ 統計調査環境の改善
• （２）統計の品質保証活動の推進
• 利用者のニーズに対応した公的統計の作成及び提供に当たって、品質表示の充実や品質評価を通じた
改善により、公的統計の有用性及び信頼性の確保・向上を目指す品質保証の活動は、社会経済情勢の
変化等に的確に対応した統計を効率的に作成する上で重要な取組である。

• 各府省では、「公的統計の品質保証に関するガイドライン」（平成22年３月31日各府省統計主管課長
等会議申合せ。平成23年４月８日改定）に基づき、所管統計の品質表示・評価に関する取組に着手し
ている。

• しかし、各府省の品質保証活動に関する取組、特に品質評価に関する取組は、必ずしも十分な成果を
挙げるに至っておらず、取組の強化が必要となっている。

• また、骨太方針においては、統計データの透明化・オープン化等を、第Ⅱ期基本計画の策定に反映し、
その推進を図ることとされており、その一環として「公的統計のプロセス保証」を、品質保証活動に
導入することが有効である。

• このため、各府省は、品質評価を中心に品質保証活動の取組を強化し、既存統計の見直しや統計作成
方法の効率化を推進するとともに、プロセス保証を導入する方向で、公的統計の品質保証に関するガ
イドラインの見直しを実施する。
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日本品質管理学会
統計・データの質マネジメント計画研究会

• 2010/01  内閣府統計委員会委員長より品質管理学会長に
「公的統計の品質管理」に関する研究協力要請

• 2010/03 JSQC理事会3年間の計画研究会の設置を承認
• 単に公的統計の質改善だけでなく、
広く職業としてデータ収集に当たっている分野の実務専門家並びに研究者に
参加を呼びかけ、約２０名の参画

• 品質管理、経済統計分野（日本統計学会）
• 公的統計分野（内閣府、総務省、経産省、厚労省、日銀）
• マーケティングリサーチ分野（日本マーケティングリサーチ協会）
• 医薬品臨床開発分野（日本製薬工業協会医薬品評価委員会）
• ISO20252認証機関、認定機関

• 2010/07 第1回研究会実施、2013/07  終了まで17回開催
• この間、３省２自治体の質マネジメント状況の実地調査を実施
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主要な研究活動
• ３分野におけるデータ収集などの質マネジメントの方法論に関
する議論

• 評価指標、プロセス管理
• 広義品質評価（サービスとしての多面的品質評価）
• プロダクトの質、プロセスの質、デザインの質（未踏）

• 行われている質保証活動
• ISO20252 規格の概要習得と我が国での調査サービス認証制度、
その公的統計分野への適用可能性
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公的統計調査へのISO20252適用の意味：2013/0JSQCシンポジウム篠恭彦委員作成

（１）調査環境の変化

訪問調査等、実態調査の実施の困難性の
増加

品質水準の維持のため、あらかじめ定められた通
りの実査実施が重要になる。

データ収集ルートの多様性、関わる主体の
多段階性

一貫した品質管理手順の実施が重要になる。

（２）公的統計調査の特徴

ISO20252 の公的統計調査への適用可能性の検討

データ収集手順についての基準、ルールの適用による品質
の保持を検討する。

 実際の公的統計調査を対象として、ISO２０２５２の要求事項を適用してみた場合、有効な
チェックが可能であるか（問題点の検出能力があるか）。をチェックリストに基づき検討する。

17



ISO20252規格の公的統計調査への適用検討（１）篠委員作成

（１）２０２５２に基づくチェックリストの作成

ISO20252は、用語や考え方に公的統計調査
にはそぐわない点もある。

基本的な考え方や手順を変えることなく、削除、修
正し、チェックリストを作成する。

20252での記述
公的統計調査に

対応させた場合の主体
チェックリストでの記述 備 考

① クライアント
データ利用者

（府省企画部局、外部利用者）
・データ利用者
（府省企画部局、外部利用者）

規格2.8では、『調査プロジェクトを依頼する個人、組織、部又は部門。
依頼元が依頼先の外部に存在する場合と、同一組織内に両者が存
在する場合がある。』としている。

② 調査実施機関 統計作成府省調査担当部局
・統計作成府省調査担当部局
・調査実施機関

規格3.5では、『調査実施機関は、プロジェクトに関係して実施される
全てのサービスに関して、常に全面的な責任を負う立場に立たなけ
ればならず、これには二次契約（外注）や業務委託される業務の一切
の部分、及び本国際規格に関係する諸サービスが含まれる。』として
おり、二次委託先の管理について確実な管理を求めている。

③
二次委託先
業務委託先

都道府県、国の地方支分部局
外部委託業者、三次契約業者

（市町村その他を含む）

・都道府県、国の地方支分部局、
外部委託業者等

・調査実施機関

統計作成府省の調査担当部局は調査企画を作成するが、実際の
データ収集は、このレベルが調査員を管理して実施する。

④ 調査員 統計調査員 ・調査員
規格の調査員には、いわゆる調査員以外の役割（リクルータ等）も含
むが、公的統計調査では、調査員そのものである。

⑤ 調査対象者
調査対象

（個人、法人、事業所、団体等）
調査対象
（個人、法人、事業所、団体等）

規格2.50では、『データを収集される人 [注記]「人」には自然人、法
人いずれも含まれる』とされています。問題なく対応します。

修正、削除の主な内容
 調査手法により対象とならない部分はチェックシートから削除

 条項４｢調査の営業と企画管理｣について、多くの条項を削除
 主体の読み替えが全域で発生
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ISO20252規格の公的統計調査への適用検討（２）篠委員作成

①統計調査の企画および調査の手順の大枠については、基幹統計ということもあり、チェックリストの要求事項
に適合している。

②一方、要求事項、意図からは不十分もしくは懸念があると想定される主な事項としては下表の通りである。
内容的には、データ収集を実施する都道府県での業務についての指示、確認、記録に関するものがほとん
どである。公的統計調査の調査体制が多段階であり、受託事務（ある部分は自治事務）であることからも、
段階間のインターフェースの部分で問題が発生する可能性がある。

③一部データの再現性の保証にかかわる記録に不適合が見られた。
④全体としては、ＰＤＣＡのＣとそれに対応するＡの部分で不十分な点が見られる。

（３）適用の結果

1)統計作成府省レベルのヒアリング結果（3件のヒアリングを実施）

ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
項番

要求事項概要 A統計調査 B統計調査

3.5
二次委託先/業務委託先の評価と
その記録

調査実施自治体を評価する明確な基準はない。
調査実施自治体ごとに回収率は把握しているが、公表して
いるのは全国値のみ

3.6
苦情・クレーム・不満等の記録および
解決のための仕組み

記録し、処理する手順がない。 苦情の記録がとられていない。

4.4.4
調査員に対するブリーフィングと
トレーニング

4.7.1 調査資材その他提供物の取扱い 保存期間、期間満了時の処理の指示は行っていない。 ―

5.2.3 調査員の募集、採用
調査実施自治体の事務であり、採用条件等に要望は出し
ているが、実際の採用手順、条件等は確認していない。

概ね同左

5.3.4 調査員説明会の実施
調査員説明会の開催を要望しているが、実施の記録、全
員参加の確認は行っていない。

事務処理要領で、説明会の内容を記述しているが、実施の
記録、全員参加の確認は行っていない。

6.6 データエディティング
修正内容の承認手続きは無く、担当官の修正には、承認
手続きは不要。修正履歴は残らない。

実施を調査実施自治体に依頼しているが、実施結果の報告は要求していない。
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ISO20252規格の公的統計調査への適用検討（３）篠委員作成

２つの自治体で共通の状況と異なる状況が観察された。
１．共通状況
①統計調査の実査管理および調査員管理というデータの収集に関わる基本部分は、有効かつ積極的に実施
されており、チェックリストの要求事項に適合している。

②一方、要求事項、意図からは不適合ではないが、懸念があると想定される主な事項としては下表の通りであ
る。
内容的には、全て調査員の力量の確認および教育・訓練についてである。

調査員募集で応募した要員を教育するのではなく、既に力量のあると思われれる既存調査員をリクルートす
る等、ベテラン調査員が多く、教育訓練の必要性の認識が薄いこと。

さらに当該調査についての教育訓練中心であり、調査員として力量そのものの教育が薄いこと等である。
２．異なる状況
・インスペクションに対する認識

Ａ自治体ではインスペクションを実施（受領会時や往復はがき）
Ｂ自治体では周期調査であることから必要性はないとしてインスペクションは実施せず（国からは実施）

・調査員とのコミュニケーション
A自治体では調査員とのネット上でのコミュニケーションシステムの開発、運営
B自治体では調査員からの電話か中心、調査員の質問を他の調査員に横展開せず

なお、個人の調査票が調査員宅に最大２週間程度保管される可能性があり、個人情報保護上懸念された

5.2.3 調査員の募集、採用

5.2.4
新しい指導員・調査員に対する基礎的教
育訓練

5.2.6
指導員・調査員の継続的教育訓練と考
課

インスペクションや教育は実施されているが調査員の個人別の記録や結果の相互
認証までは実施されていない。

市町村の推薦を受けてそのまま調査員に採用しており、調査員の力量を評価する手
順を持っていない（市町村で推薦に当って力量評価しているか確認していない）。

特定の調査の調査員としての採用であるため、当該調査の説明が中心で、調査員
が一般的に持つべき調査スキル・知識の教育が不十分の可能性がある。

2）調査実施地方自治体レベルのヒアリング結果（2件のヒアリングを実施）
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公的統計調査の最大の留意点である多段階性については、ヒアリングから以下のような状況が窺える。

○ 統計作成府省担当部門では、組織が異なり、また法定受託事務（一部自治事務）であるため、都道
府県に対して直接的な管理が行なえない面がある。

また、このこともあり、可能な管理（実施状況の報告を求める）まで行なわれていないのではないかと
疑わせる点がある。

（ 「（自治体に）『進捗管理』を要求していなかったので、期間間際で間に合わないという事態が発生
した」とのヒアリングもあった。）

○ 自治体担当部門では、 実査管理、調査員管理を実施していたが、これらの管理状況については、特

に中間報告等はしていなかった。報告を求められれば報告することは特に負担ではないとのことで
あった。

3) 公的統計調査の調査体制について

ISO20252規格の公的統計調査への適用検討（４）篠委員作成

調査の各主体をまたがる、より一貫した調査管理も可能
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日本品質管理学会規格
• 2013年4月終了報告シンポジウム
• 雑誌「統計」（日本統計協会）2014年6月号：特集号
• 日本品質管理学会標準委員会下にJSQC規格原案作成WGを設置

• 2013年9月-2014年6月まで4回のWGを開催
• 研究会で用いたチェックリストに基づきJSQC規格Working Draftを作成

• 「 ISO20252の要求事項を公的統計に応用するための指針」
• 中條武志JSQC会長(中央大学理工学部)意見

• 「公的統計の調査プロセスー指針と要求事項」
• 2016年5月 JSQC-Std 89-001:2016として発行

• JSQC標準委員会：JIS化の打診
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構成：序文
•2012年に第2版が発行されたISO 20252「市場・世論・社会調査－用語
及びサービス要求事項」は、公的統計に限らず、広く市場・世論・社会調
査を対象にしたものであり、調査を構成する諸プロセス要素が適切な基準
に従い、検証可能かつ一貫した方法で実施されることを確実にするための
要求事項を定めた国際規格である。

•本規格は、このISO 20252を基に、公的統計調査のプロセスに対する要
求事項及び指針を定めたものである。本規格においては、ISO 20252の要
求事項から、公的統計分野には対応しない要求事項を除去するとともに、
公的統計分野で用いられてきた用語・概念との整合が図られている。
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適用範囲
•本規格は、ISO 20252に規定された市場・世論・社会調査の計画、実施、審査、集計、
報告などの調査プロセスに関する要求事項を基に、公的統計調査のプロセスに対する要
求事項及び指針を定めたものである。この規格で対象とする統計調査は、原則として公
的統計調査である。

•本規格が適用範囲とする公的統計調査には、法的に回答義務のある基幹統計調査と回答
義務はないが回答が望まれる一般統計調査がある。本規格では、これら公的統計から得
られる集計値を加工して作成する二次統計（加工統計）の加工プロセスは適用範囲とし
ない。

•従って、本規格は、公的統計調査の作成関係者を対象としている。本規格は、公的統計
を作成するための調査の計画から結果の提供に至るまでのあらゆるプロセスの質保証に
関わる、省庁横断的な要求事項及び指針が、ISO 20252を基にまとめられている。この
規格は、ISO 20252の要求事項から公的統計分野に該当しない要求事項を削除しており、
認証を意図したものではない。この規格は、統計作成府省あるいは調査実施機関が、調
査プロセスの質確保に関わる自己点検・自己評価を行う際のチェックリストとして用い
ることができる。また、統計作成府省が調査を実施する地方公共団体・委託業者への要
求事項を検討する際の基礎資料としても活用できる。
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引用規格
• JSQC-Std 00-001 品質管理用語
• ISO 3534-4: 2014 Statistics -- Vocabulary and symbols -- Part 4: Survey 

sampling
• 総務省政策統括官：調査票情報等の管理及び情報漏えい等の対
策に関するガイドライン

• 総務省政策統括官：統計調査に対する国民の理解増進のための
行動指針
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定義された用語
• 公的統計
• 公的統計調査
• 統計作成府省
• 調査実施機関
• コーディングの実施機関

• データ収集の管理運営スタッ
フ

• 調査員
• 指導員
• 統計作成府省提供素材
• 標本誤差
• 検証
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４ マネジメントシステム
• ４．１ 組織と責任
• ４．２ 調査の秘密保持
• ４．３ 記録に関する一般
• ４．４ 業務能力と教育・訓練
• ４．５ 事務の委任／業務の委託
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５．調査の企画管理
• ５．１ 公的統計調査に関する指示・説明

• ５．１．１調査実施機関、業務委託・委任先への指示、説明
• ５．１．２ 調査員に対する説明と教育・訓練

• ５．２ 標本抽出
• ５．２．１ 一般
• ５．２．２ 標本の大きさ
• ５．２．３ 確率標本の品質基準

• ５．３ 全体進行のモニタリング及び調査実施機関の進行状況のモニタリング
• ５．４ 調査に関係する文書、素材、製品

• ５．４．１ 統計作成府省提供素材の取り扱いと保管
• ５．４．２ 保管
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６．データ収集(案）
• ６．１ 一般
• ６．２ 指導員・調査員の管理、募集・採用及び教育・
訓練

• ６．２．１ データ収集の管理運営スタッフ
• ６．２．２ 指導員・調査員の募集・採用等
• ６．２．３ 新しい指導員・調査員に対する基礎的教育・
訓練

• ６．２．４ 指導員・調査員の継続的教育・訓練と考課

• ６．３ 実査によるデータ収集の実施
• ６．３．１ 指導員証・調査員証等の交付
• ６．３．２ 調査対象者に対する保証
• ６．３．３ 配慮を要する調査対象者に対する統計調査
• ６．３．４ 指導員・調査員説明会の実施
• ６．３．５ 調査実施年月目
• ６．３．６ 調査対象者に対する報奨品

• ６．４ 指導員・調査員の検証
• ６．４．１ 一般
• ６．４．２ 検証の記録

• ６．５ データ収集プロセスのモニタリング
• ６．６ 自記式データ収集

• ６．６．１ 自記式/インターネット調査のための標本抽
出

• ６．６．２ 自記式調査票の試験調査
• ６．６．３ 電子式質問票
• ６．６．４ 調査対象者保護

• ６．７ 二次的ソースからのデータ収集
• ６．８ データ収集に関する記録
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７．データ管理と処理
８．公的統計調査プロジェクトの報告
• ７．１ 一般
• ７．２ 紙の調査票のデータ入力

• ７．２．１ 仕様書
• ７．２．２ 紙記録のデータ入力検証

• ７．３ データの手入力を要しないデータ
ベースの正確性

• ７．４ コーディング
• ７．４．１ コーディングの基準の作成
• ７．４．２ コーディングの基準の決定
• ７．４．３ コーディングに関する教育・訓練
• ７．４．４ 更新
• ７．４．５ その他のカテゴリ
• ７．４．６ 検証

• ７．５ データ・エディティング
• ７．５．１ 入力前のデータ・エディティング
• ７．５．２ 入力後のデータ・エディティング

• ７．６ データファイルの管理
• ７．７ データ分析

• ７．７．１ データ分析に関する仕様書
• ７．７．２ 分析の記録
• ７．７．３ データ分析に関する検証
• ７．７．４ 集計表

• ７．８ 電子データによる引渡し
• ７．９ データのバックアップ、保存、セ
キュリティ

• ８公的統計調査プロジェクトの報告
• 附属書A:ISO20252:2012と本規格の項番対応表
• 附属書B:参考文献
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先般の事象に関連する要求事項
• 統計作成府省及び調査実施機関は、トレーサビリティに

関する証拠とするために、記録（紙媒体、もしくは電子
媒体のいずれか、又は両方の場合があり得る）を残す仕
組みを定め、実行しなければならない。

• 統計作成府省及び調査実施機関は、合意された標本の
抽出手順に基づいた標本設計を行わなければならない。

• 統計作成府省及び調査実施機関は、標本抽出において
使用されたアプローチを、記録しなければならない。

• 標本の特性は、当該調査で特定されている標本抽出基
準に基づいてチェックされなければならない。これは、
調査実施機関により実施される実査及び二次委託先に
より実施される業務に対しても適用する。

• 統計作成府省及び調査実施機関により、データ収集
（調査票の回収）段階に関する完全な記録（コン
ピュータファイルを含む）が作成されなければならず、
それには計画されたものと実際に達成されたものにつ
いての記録が含まれる。

•統計作成府省及び調査実施機関により、データ収集（調査票
の回収）段階に関する完全な記録（コンピュータファイルを
含む）が作成されなければならず、それには計画されたもの
と実際に達成されたものについての記録が含まれる。

•当該プロジェクトに該当する場合、記録は次のものを含
まなければならない。

•－使用した標本抽出方法。これには、抽出フレーム
その他のソース、選定、及び割当が含まれる。

• 公的統計調査においては、統計作成府省及び調査実施機
関は、以下に述べる最低限の詳細事項をプロジェクト報
告書に記録しなければならない。

• 達成された標本の大きさ（有効回答数）と計画さ
れた標本の大きさとの対比、及び該当する場合、
計画された標本を得られなかった理由。

• 標本抽出方法（調査対象者選出手順を含む）。

• ウェイト付けの手順（当てはまる場合）。
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今後の取り組み
• 要求事項・推奨事項はゼロからの出発ではない
• 現実にできないことを要求事項にしてはならない

• ソビエト国家規格はJIS規格より厳しかった
• 推奨事項が改善の勘所

• 自己点検・内部監査による改善のヒントが第一義
• エキスパートによる内部監査で何も言われないのは損した気分

• プロセスを先ずはきちんと定義
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