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要旨： 

近年、ＩＣＴ技術が急速に発展する中でニーズが高まる公的統計データ
の二次的利用、高度利用について、制度、関連施策、行政機関の取
組、今後の動向等について紹介する。 

キーワード：政府統計ミクロデータの二次的利用、第Ⅱ期公的統計基本
計画における取組、統計のオープンデータの高度化 
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＜本日の報告内容＞ 

１ 公的統計の二次的利用に関する制度 
  の概要 

２ 公的統計の二次的利用の現状と政府 
  の取組 

３ 総務省統計局における二次的利用等 
  に関する新たな取組 
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１ 公的統計の二次的利用
に関する制度の概要 
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「統計データの二次的利用」とは、 
統計調査で集められたデータを、既存の調査結果（
集計表・報告書等）のほかに、行政機関や国民から
の求めに応じ、調査対象の秘密の保護を図った上で
提供し、他の統計作成や学術研究等に活用する仕
組み 
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公的統計とは？  

 国などの行政機関等が実施している統計調査 

 【例】：国勢調査（総務省）、労働力調査（総務省）など 
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 「二次的利用」による主なメリット 
① 調査を実施した当事者（調査実施者）以外の者（行政機関以外
の者を含む）でも、統計データを活用し、学術研究等に活用するこ
とができる。  

② 新規に統計調査を行う必要が減り、調査実施者及び調査対象の
負担を軽減できる。 

 「目的外利用禁止の原則」 と 「二次的利用の意義」 
① 公的な統計調査によって収集したデータは、調査対象の秘密保護
及び統計調査に対する信頼確保のため、その収集時の目的どおりの
利用（一次利用）しか認められていない。 

  （参照：統計法第40条） 

② 一方で、調査実施時にあらかじめ想定されていなかった目的・観点
での活用（他の統計作成への活用や研究分析）が公益に資する場合
もあり、例外的に、二次的な利用も認められている。 

  （参照：統計法第3章「調査票情報等の利用及び提供」（第32条～第38条）） 
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 調査票情報（参照：統計法第２条第11項） 

統計調査により集められた情報（統計調査の回答内
容とほぼ同じ情報をもつ） 

 匿名データ（参照：統計法第35条、第36条） 

調査客体が特定されないようにするための加工処理
（匿名化措置）を施したデータ 

匿名化措置に当たっては、安全性（調査客体の匿名
性）に加え、有用性への配慮 

基幹統計調査に係る匿名データの作成方法について
は、外部の有識者からなる統計委員会において審議 



8 

委託による統計の作成等（いわゆる「オーダー
メード集計」）（参照：統計法第34条） 

 利用者からの委託（オーダー）を受けて、行政機関等が作成・
公表していなかった集計表を新たに作成するもの。 

 一定の制約はあるものの、調査結果として国が公表している
もの以外の集計表を利用することが可能 

 匿名データ（続き） 
【参考】匿名化措置の例 
 ・個体を直接識別できる情報（氏名・会社名、調査区番号 等）の削除 
 ・様々な属性（年齢、年収 等）に関する詳細な情報の大くくり化 
  （グルーピング、トップコーディング等） 
 ・特異なデータの削除（世帯員が多数の世帯 等） 
 ・リサンプリング（すべてのデータではなく、抽出された一部の調査対象の 
  情報のみを提供）  
 



旧統計法（昭和22年３月制定、同年５月施行） 

 調査票情報の目的外利用（調査票情報の提供のみ） 

 
 

新統計法（平成１９年５月改正、平成２１年４月施行） 

 追加された利用形態（オーダーメード集計等、匿名 

 データの提供） 
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60年ぶりの大改正！ 

（１）二次的利用の制度導入の経緯 



公的統計の位置付け 
    旧：「行政のための統計」 
  ⇒新：「社会の情報基盤としての統計」 
 
 
 
 
 
 

一般の者も含め、統計調査で収集された情報をより幅
広く利用できるよう制度見直し 
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② 統計データの有効利用の促進 

① 公的統計の体系的・計画的整備の推進 

③ 統計調査の対象者の秘密保護の強化 

④ 統計委員会の設置 

ミクロデータの二次的
利用 
 ・匿名データの提供 

 ・委託による統計の
作成等（オーダーメー
ド集計） 



 旧統計法（第１条） 

 この法律は、統計の真実性を確保し、統計調査の重複を除き、統計の体系を整
備し、及び統計制度の改善発達を図ることを目的とする。 

 

 新統計法（第１条） 

 この法律は、公的統計が国民にとって合理的な意思決定を行うため
の基盤となる重要な情報であることにかんがみ、公的統計の作成及
び提供に関し基本となる事項を定めることにより、公的統計の体系的
かつ効率的な整備及びその有用性の確保を図り、もって国民経済の
健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。 

 

「行政のための統計」から「社会の情報基盤としての統計」へ 
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（参考）統計法の目的 



種類 根拠 利用できる者 利用制限 

調査票情報の二次利用 法第32条 調査を実施した各府省等自身が
利用する場合 

統計の作成 
統計的研究 
調査名簿の作
成 

調査票情報の提供 法第33条第１
号 

公的機関が利用する場合 

法第33条第２
号 

公的機関が委託又は共同して調
査研究を行う者 

統計の作成 
統計的研究 

公的機関が公募の方法により補
助する調査研究を行う者 

行政機関等が政策の企画・立案、
実施又は評価に有用であると認
める統計の作成等を行う者 

オーダーメード集計 法第34条 一般の者 統計の作成 
統計的研究 
（公益性がある
ことが条件） 匿名データ 法第35条、 

法第36条 

調査票情報等の利用及び提供の種類 
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（２）現行制度の概要 



２ 公的統計の二次的利用
の現状と政府の取組 
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「二次的利用」の現状（利用件数等） 
利用可能な統計調査数 

  区  分 オーダーメード集計 匿名データ 

平成 ２１年度 ６（14） ４（13） 

平成 ２２年度 20（87） ４（13） 

平成 ２３年度 23（119） ６（34） 

平成 ２４年度 24（155） ６（36） 

平成 ２５年度 25（193） ７（40） 

※ （ ）は、１年次分ごとにカウントした場合の数。 
※ 調査票情報については、統計調査を実施した府省が個別に提供の可否を判断して
いるため、記載していない。（原則として、集計結果が公表済の統計調査すべてが対象） 

国勢調査（平成12年、 
17年）の匿名データの 

提供開始 
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利用件数 

  区  分 調査票情報の
提供 

オーダーメード
集計 

匿名データ 

平成 ２１年度 54 ４ 20 

平成 ２２年度 133 12 38 

平成 ２３年度 148 10 33 

平成 ２４年度 169 19 32 

平成 ２５年度 244 13 41 
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※ 「調査票情報の提供」の利用件数は、法第33条第２項に基づくもの（研究者等が利用する場合）
のみであり、同条第１項に基づくもの（公的機関が利用する場合。平成25年度実績：約2,500件）は
含まない。 

「二次的利用」の現状（利用件数等）（続き） 
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第３ 公的統計の整備に必要な事項 
４ 統計データの有効活用の推進 
 (１) 調査票情報等の提供及び活用 

  調査票情報等の提供及び活用（注）は、国民の負担によって収集された調査
票情報をより有効に活用する観点から、平成19年の統計法全面改正に際して、拡
充が図られた取組であり、各府省は第Ⅰ期基本計画に沿って、オーダーメード集
計への対応、匿名データの作成及び提供等の取組を進めている。  

  また、「経済財政運営と改革の基本方針」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
、調査票情報等の提供及び活用に係るサービスの充実や利用条件の見直し等に
よる一層の利用拡大が求められている。 

 

（注） 統計法第３章に規定する①調査票情報の二次利用（第32条）、②調査票情報の提供（第
33条）、③オーダーメード集計（第34条）及び④匿名データの作成及び提供（第35条及
び第36条）の総称 
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第Ⅱ期基本計画（平成26年３月25日閣議決定）抜粋 
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 このため、調査票情報等の提供及び活用については、セキュリティレベルや調
査票情報等の匿名性の程度に応じた利用形態ごとの特性、諸外国における取組
状況等を総合的に勘案した上、法制度上の整理を含め、以下の取組を行う。その
際、効率性及び利便性の観点から、政府一体として一元的な取組を推進する。 

  ① オーダーメード集計における利用条件の緩和に向けた検討 

  ② 調査票情報の提供におけるリモートアクセスを含むオンサイト利用やプロ
グラム送付型集計・分析の実現に向けた整理・検討 

  ③ 匿名データの作成及び提供における提供対象統計調査の種類や年次の
追加等によるサービスの充実     

  また、「統計データ・アーカイブ（仮称）」については、調査票情報等の提供及び
活用の促進の基礎として、引き続き具体化に向けた検討を進め、早期に結論を
得る。なお、今後も引き続き、調査実施部局における調査票情報等の適切な保管
を徹底する。 
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３ 総務省統計局における 
  二次的利用等に関する 
  新たな取組 
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「e-Stat」政府統計の総合窓口について 

 アクセス数 

  約1800万件（25年度） 
   ※クローラによるアクセスを除く 

 利用者の傾向分析 

  個人：約50％ 

  官公庁：約15％ 

  大学等教育機関：約10％ 

  学術研究機関：約3％ 

  民間企業：約22％ 

 「政府統計の総合窓口（e-Stat）」により、各府省の統計を一元的・総合的に提供。 

  （平成20年度に整備、管理は統計局･統計センター） 
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登録されている統計データ 
・統計表（Excel、CSV等） 
  政府統計約460統計の約50
万表 
・統計情報データベース（XML） 
上記のうち、基幹統計40統計及
びその他9統計の統計表約6万
表 



オープンデータを巡る政府の動き 

電子行政オープンデータ戦略 （IT総合戦略本部決定） 平成24年7月 

平成25年6月 世界最先端ＩＴ国家創造宣言 （閣議決定） 

日本再興戦略-JAPAN is BACK- （閣議決定） 

◎公共データの活用促進に集中的に取り組むための基本戦略 
  基本的な方向性：機械判読可能な形式での公開 
          取り組み可能なものから着手 
  具体的な施策 ：実証実験の実施、公共データ活用のための環境整備 
  推進体制の整備：電子行政オープンデータ実務者会議 

◎集中期間は平成26年度及び27年度の２年間 
◎データカタログサイト（試行版）の立ち上げ 
◎平成27年度中に世界最高水準の公開内容（データセット１万以上）を実現  
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統計におけるオープンデータの高度化 

○ 政府統計のポータルサイト 『e-Stat』 に、新たにＡＰＩ機能
を付加し、蓄積された 

 統計データを機械判読可能な形式で提供することで、次のよ
うなことが可能に。 

 ① 利用者の情報システムにe-Statのデータを自動的に反映 
 ② ユーザー保有やインターネット上のデータ等と連動させた
高度な統計データ分析 

 １． ＡＰＩ機能による統計データの高度利用環境の構築 

☆総務省統計局及び（独）統計センターは、オープンデータ推進のトップランナーとして、大

量・多様な統計データの高度利用を可能とする取組を平成25年度から先導的に実施 
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○ 平成25年6月10日から試行提供（http://statdb.nstac.go.jp/）を開始 
 （統計局所管の統計データによる試行提供によって機能やシステム負荷の検証を実施。） 

http://statdb.nstac.go.jp/
http://statdb.nstac.go.jp/
http://statdb.nstac.go.jp/
http://statdb.nstac.go.jp/
http://statdb.nstac.go.jp/
http://statdb.nstac.go.jp/
http://statdb.nstac.go.jp/
http://statdb.nstac.go.jp/
http://statdb.nstac.go.jp/
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○ e-Statの統計ＧＩＳ機能を強化し、ユーザー保有デー
タの取り込み分析や任意に指定したエリアにおけるデー
タが利用可能になるような機能を開発中。 

○ API機能に続き、平成25年10月18日から試行提供
（http://statdb.nstac.go.jp/） を開始。 （統計局所管の
統計データによる試行提供によって機能やシステム負荷の
検証を実施） 

○ 公的機関や学術研究などの利用において、
利用者が調査項目を選択するだけで統計
結果を自動的に出力する、新しい形の統計
提供サービスを研究中。 

○ これにより、既存の結果表にない任意の
多重クロス集計が出力可能になり、学術研
究を始めとする多様なニーズに対応。 

 ２． 統計ＧＩＳ機能の強化 

 ３． オンデマンドによる統計作成機能・方策の研究 

http://statdb.nstac.go.jp/
http://statdb.nstac.go.jp/
http://statdb.nstac.go.jp/
http://statdb.nstac.go.jp/
http://statdb.nstac.go.jp/
http://statdb.nstac.go.jp/
http://statdb.nstac.go.jp/
http://statdb.nstac.go.jp/
http://statdb.nstac.go.jp/


地方自治体における、APIや統計GISを用いた新しい形の統計分析などを支援 

ぎょうざ及びしゅうまいの県庁所在地・政令市ごとの消費支出（家計調査結果）の統計データを 
ＡＰＩで取得し、インターネット上で公開されているプログラムと重ね合わせ（マッシュアップ） 23 



擬似ミクロデータの試行的提供 

【利用要件】 

 ・申請者及び利用者以外の者に利用させないこと 

 ・集計表から擬似的に作成したデータであるので、分析結果は実証研究の結果と 

   見なすことができないことを理解すること 
 ・利用者アンケートの提出 

 ミクロデータ利用者の裾野を広げ、公的統計の二次的利用の拡大を図るため、試
行版の擬似ミクロデータを作成し、試行的提供を行っている。（無償） 

  教育目的や、公的統計の二次的利用の際のテストデータなどの利用が可能。 

   
 

    

     

    

        

      

  

統計センターが試行提供している擬似ミクロデータ（平成25年8月末現在） 

 ＊簡易データ （CSV形式 及び Excel形式）  
    25項目：世帯情報、消費支出追加 
    約8千レコード 
       
      
             
    

■ 平成16年全国消費実態調査に関する試行版の擬似ミクロデータ  

 ＊大規模データ （CSV形式のみ） 
   約200項目：世帯情報、収入、実支出（消費支出、非消費支出）、実支出以外、繰越金 
   約３万２千レコード 
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地域活性化を支える、統計オープンデータの活用やデータに基づく分析力など“データサイ
エンス”力の高い人材育成を支援 

① 統計力向上サイト「データサイエンス・スクール」の開設 
   パソコンやスマートフォンなどでデータの活用方法や統計に関する知識をいつでも誰でも気軽に
学べるサイト  （平成26年６月１日公開） 

② 「データサイエンス・オンラ 
    イン講座」の立上げ 
  自らの学びをサポートする
ウェブ 上で誰でも参加可能な
オープンな講義    
 ⇒いわゆる「MOOC」 
 （平成26年度内立上げ予定） 
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