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１．匿名データとは

統計調査から得られた個票データについて、調査
客体が特定されないように匿名化処理されたデータ。

（１）対象者 一般の方

（２）利用要件
• 学術研究目的、高等教育目的等の用に供することを直
接の目的とすること

• 統計の作成又は統計的研究にのみ利用されること

• 学術研究の成果、高等教育の内容等が公表され、社会
に還元されること

• 匿名データが適切に管理されていること
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２．調査の概要

（１）目的
我が国の人口、世帯の状況の把握

（２）期日
10月１日午前０時現在

（３）調査の対象
調査時において、本邦内に常住している者

（４）調査の方法

調査票の配布・回収方式

調査の流れ：総務省統計局 - 都道府県 - 市町村
- 国勢調査指導員 - 国勢調査員
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２．調査の概要

・世帯の種類 ・世帯員の数 ・家計の収入の種類 ・住居の種類

・住宅の床面積 ・住宅の建て方
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（５）調査事項（平成12年国勢調査）
合計22項目

•世帯員に関する事項：16項目

•世帯に関する事項：６項目

・氏名 ・男女の別 ・出生の年月 ・世帯主との続き柄 ・配偶の関係

・国籍 ・現在の住居における居住期間 ・５年前の住居の所在地

・在学，卒業等教育の状況 ・就業状態 ・就業時間

・所属の事業所の名称及び事業の種類 ・仕事の種類、 ・従業上の地位

・従業地又は通学地 ・従業地又は通学地までの利用交通手段



２．調査の概要

・世帯の種類 ・世帯員の数 ・家計の収入の種類 ・住居の種類

・住宅の床面積 ・住宅の建て方
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（５）調査事項（平成17年国勢調査）
合計17項目

•世帯員に関する事項：12項目

•世帯に関する事項：５項目

・氏名 ・男女の別 ・出生の年月 ・世帯主との続き柄 ・配偶の関係

・国籍 ・現在の住居における居住期間 ・５年前の住居の所在地

・在学，卒業等教育の状況 ・就業状態 ・就業時間

・所属の事業所の名称及び事業の種類 ・仕事の種類、 ・従業上の地位

・従業地又は通学地 ・従業地又は通学地までの利用交通手段



３．匿名データの作成

（１）作成する調査年次

平成12 年と平成17 年の２か年分

• 大規模調査と簡易調査とで調査項目が異なること及
び時系列での比較を考慮

（２）ファイルの種類

世帯単位のファイルを提供

• 国勢調査は世帯単位で行う調査であることを考慮
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３．匿名データの作成

（３）作成に使用するデータ

国勢調査の全数データ

• 悉皆調査の利点を生かすことを考慮

（４）地域区分

「都道府県」及び「人口50万以上の市区」

• 地域分析に対するニーズは高いと考えられることや，
国勢調査においては従来から人口50 万以上の市区
について詳細な統計表が提供されていることを生か
すことを考慮
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３．匿名データの作成

（５）サンプリング

世帯の種類（「一般世帯」及び「施設等の世
帯」）ごとに、市区町村及び世帯人員等で並べ
替えた上で１％の抽出率で抽出

• 匿名化措置の一つとして実施

• 各市区町村における世帯数や各世帯の世帯人員等に
よる分布を反映した抽出処理

• 都道府県、人口50万以上の市区についての集計・分
析が可能なデータ量を確保

• 公表統計との間で、各属性の分布に大きな乖離を生
じさせない程度の有用性を確保
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３．匿名データの作成

（６）情報の削除

直接的な識別情報の削除
• 調査区番号、世帯番号など

発生頻度の低い又は特徴的な値があるレコード
の削除
• 世帯人員が多い世帯 ・父子世帯

• 年齢差の大きい夫婦のいる世帯

• 年齢差の大きい又は小さい親子のいる世帯

• 世帯主又は配偶者のいずれか一方若しくは双方が外国人で子供の数
が多い世帯

母集団一意等の削除
• 既存の統計表により母集団一意又は二意であることが判明している
レコードを含む世帯 8



３．匿名データの作成

（７）分類区分の再編

「匿名データの作成・提供に係るガイドライ
ン」に則り、トップコーディングやリコーディ
ングの手法による匿名化措置を実施

• トップコーディング：一定の値を上限値としそれを
上回る場合に上限値以上でまとめる措置

• リコーディング：分類の程度を粗いものにする措置
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３．匿名データの作成（７）分類区分の再編
➢世帯員に関する項目の再編
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世帯員に関する項目について、下表に示すとおり分類区分を再編

• 年齢：５歳階級で提供。85歳以上をトップコーディング

• 世帯主との続き柄：

• 国籍：



３．匿名データの作成（７）分類区分の再編
➢世帯員に関する項目の再編
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• ５年前の住居の所在地（平成12年調査）：

• 労働力状態

• 就業時間：

実数及び階級で提供し、実数については90 時間以上をトップコーディ

ング



３．匿名データの作成（７）分類区分の再編
➢世帯員に関する項目の再編
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• 従業上の地位：

• 産業：



３．匿名データの作成（７）分類区分の再編
➢世帯員に関する項目の再編
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• 職業：

• 常住地による従業地・通学地：



３．匿名データの作成（７）分類区分の再編
➢世帯員に関する項目の再編
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• 利用交通手段（平成12 年調査）：



３．匿名データの作成（７）分類区分の再編
➢世帯に関する項目の再編
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• 世帯の種類：

• 世帯人員：「施設等の世帯」については提供しない

• 家計の収入の種類（平成12 年のみ）



３．匿名データの作成（７）分類区分の再編
➢世帯に関する項目の再編
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• 住居の種類・住宅の所有の関係：

• 住宅の床面積：

• 住宅の建て方：

• 建物全体の階数、世帯が住んでいる階：



３．匿名データの作成

（８）スワッピング

全数調査のデータを提供することに鑑み、情報の
削除、分類区分の再編に加えた更なる匿名化措置
として、都道府県内において一部情報を他の地域
の類似情報と入れ替えるスワッピングを導入

• スワッピング：調査票情報のレコードの一部を別のレ
コードのものと入れ替える措置。攪乱的な秘匿手法の
一つ
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３．匿名データの作成

（９）利用上の注意

匿名化措置を施しているため、匿名データによる
集計結果と公表結果は完全には一致しない

利用料金は１年次につき約１万円

（10）提供開始予定時期

年内
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４．二次的利用の紹介

（１）匿名データ

提供中の統計調査

◎全国消費実態調査 平成元年、6年、11年、16年

◎社会生活基本調査 平成3年、8年、13年、18年

◎就業構造基本調査 平成4年、9年、14年

◎住宅・土地統計調査 平成5年、10年、15年

◎労働力調査 平成元年～20年
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４．二次的利用の紹介

（２）オーダーメード集計

・調査実施機関等が研究者等からの委託（オーダー）に応じ
て統計の作成を行い提供するもの。

・オーダーメード集計を利用することで、行政機関等が作成
していない統計表に基づいた分析が可能。
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４．二次的利用の紹介
（２）オーダーメード集計

提供中の統計調査

◎国勢調査(抽出詳細) 平成2年、7年、12年、17年

◎労働力調査※１ 昭和55年1月～23年12月

◎家計消費状況調査 平成14年1月～23年12月

◎住宅・土地統計調査 平成5年、10年、15年、20年

◎就業構造基本調査 平成4年、9年、14年、19年

◎社会生活基本調査※２ 昭和61年、平成3年、8年、13年、18年、23年

◎全国消費実態調査 平成16年、21年

◎家計調査 平成元年1月～23年12月
※１ 昭和55年1月～平成13年12月は基礎調査票のみ提供

※２ 昭和61年、平成23年は生活行動編のみ提供
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４．二次的利用の紹介

（３） [参考]匿名データを利用した研究事例
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調査名 研究の名称

全国消費実態調査 年齢階級別所得格差の要因分解に関する研究

社会生活基本調査 個人・世帯属性と行楽・観光旅行行動の関係

全国消費実態調査
社会生活基本調査

消費者行動のライフサイクルCO2排出解析

就業構造基本調査 若者の有業・無業状態における属性の考察

全国消費実態調査
住宅・土地統計調査

持家所得における既婚女性の就業の役割

※（独）統計センターのHPに掲載されている研究事例（著者名等は省略）
なお、HPには利用者の方に許可を頂いた上で掲載



４．二次的利用の紹介

（４）[参考]オーダーメード集計を利用した研究事例
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調査名 研究の名称

国勢調査 看護人材の就業率の推移
－再検討した潜在者数推計方法による結果から－

国勢調査 エリア・サンプリングにおける問題点

国勢調査 配偶関係に着目した住宅事情の実態分析

国勢調査 外国人労働と日本の経済成長

全国消費実態調査 新・家計消費論
－高齢層が支える都市部消費－

※（独）統計センターのHPに掲載されている研究事例（著者名等は省略）
なお、HPには利用者の方に許可を頂いた上で掲載



４．二次的利用の紹介

（５）相談窓口

独立行政法人統計センター

統計情報・技術部 統計作成支援課 利用審査担当

電話 ０３-５２７３-１２０５

（サービスの提供に係る事務は、独立行政法人統計センター
に委託しています。）

・「利用の手引」は、こちらから入手できます。

http://www.nstac.go.jp/services/anonymity.html

http://www.nstac.go.jp/services/order.html
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（参考資料）

内閣府統計委員会諮問第44号「国勢調査に係る匿名デー
タの作成について（諮問）」（総統調第485号平成24年10
月26日）

http://www5.cao.go.jp/statistics/inquiry/simon/simon_44.html

内閣府統計委員会諮問第44号の答申「国勢調査に係る匿
名データの作成について」（府統委第13号平成25年２月
15日）

http://www5.cao.go.jp/statistics/inquiry/tousin/tousin_44.html

「匿名データの作成・提供に係るガイドライン」（平成
23年３月28日総務省政策統括官（統計基準担当）決定）

http://www.stat.go.jp/index/seido/pdf/35glv3.pdf
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