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「公的統計データの二次的利用」とは 
 統計調査により集められた情報を、既存の調査結果（集計表・
報告書等）のほかに、秘密の保護を図った上で、新たな統計作成
や統計的手法を利用した学術研究等のために活用するもの 

 「目的外利用禁止の原則」と「二次的利用の意義」 
  公的な統計調査によって集められた情報は、調査対象の秘密の保護

及び統計調査に対する国民の信頼確保のため、原則としてその行った
統計調査の目的に沿った利用（一次利用）のみが認められており、そ
れ以外の利用は禁止されている。（統計法第40条） 

  一方、当初の統計調査の目的以外での統計データの利用（新たな統
計作成や学術研究等への活用）が公益に資する場合もあり、統計法で
定める特別の場合には例外的に二次的な利用が認められる。（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）） 

 二次的利用のメリット 
 調査実施者以外の者による、統計データを活用した学術研究等が可能  
 新たに統計調査を行う必要性が減り、調査実施者・調査対象の負担軽減 
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○統計調査の実施は、国民の理
解・協力が不可欠 

 
○国民は、自分の情報をむやみ

に使われることに不安感があ
り、データの利用には規律が
必要 

 
○仮に、情報管理上不適切な事

案が起これば、統計調査の実
施自体が困難に 

 
○特に、報告義務がある基幹統

計調査は慎重な利用が求めら
れる 

○公的統計調査の実施に当
たっては、報告者の負担
に配慮する必要 

 
○行政コスト抑制の観点か

ら、同種の統計調査の実
施は抑制する必要 

 
○集められた調査票情報を

有効に利用することが求
められる 

 
 

二次的利用の規制の必要性と推進のバランス 

１．はじめに 
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（１）制度導入の経緯 
 旧・統計法（昭和22年３月制定、同年５月施行） 
 統計調査により集められた情報について、当初の目的外での利用（新たな

統計作成や公的な学術研究等への活用）が例外的に可能であったが、利用
範囲について法令上規定なし。また、指定統計（重要性が特に高いと位置
付けられているものであり、現在の基幹統計に相当）の場合、総務大臣の
承認と公示が必要 

  

 

 
 新・統計法（平成19年５月改正、平成21年４月施行） 
 新たな利用形態（「オーダーメード集計」等及び「匿名データ」）を追加 
 過去の運用を踏まえ、利用範囲を法令上明記。また、総務大臣の承認では

なく、統計調査実施者（各府省等）自らの責任と判断による利用が可能 

60年ぶり 
の大改正！ 

・統計法制度に関する研究会（総務省） 
・統計制度改革検討委員会（内閣府） 

 「行政のための統計」から「社会の情報基盤としての統計」へ 
   ⇒ 統計調査で集められた情報をより広範に活用 
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（２）利用形態の種類 
調査票情報（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等な情報） 

委託による統計の作成等（「オーダーメード集計」等）（統計法第34条） 
 利用者からの委託（オーダー）を受けて、利用者の分析目的に対応した集計

表を新たに作成するもの 
匿名データ（統計法第35条、第36条） 
 調査客体が特定されないよう、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、データ分析

の有用性にも配慮 
 各府省等では、外部有識者を交えた研究会等により匿名データの作成方法の

検討を重ねるとともに、さらに、基幹統計調査（重要性が特に高いと位置付けられて
いるもの）に係る匿名データの作成方法については、統計委員会において審議 

（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括り化（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（全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）  

 

 



利用形態 根拠 利用できる者 利用目的 
①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（行政機関、独法
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 ②調査票情報の 

  提供 
法第33条
第１号 

公的機関（行政機関等＋会計検査院、地方独法
等）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（行政機関＋地方公共団体、独法
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 

③オーダーメー  
 ド集計 

法第34条 一般の者 
 
※学術研究の発展に資するなどが条件 
  ・研究等の目的に限定 
  ・研究成果等の公表義務 
※有料（法第38条） 
  ・手数料（実費を勘案し設定）を  
   納付 

④匿名データ 法第35条、 
法第36条 

利用形態別の主な利用要件 
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（３）利用状況 
①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 ２３年度 24（126） ６（34） 
平成 ２４年度 25（162） ６（36） 
平成 ２５年度 26（202） ７（40） 
平成 ２６年度 26（239） ７（41） 
平成 ２７年度 26（259） ７（43） 

②利用件数 
  区  分 調査票情報の提供 

（統計法第33条第2号
該当分） 

オーダーメード集計 匿名データ 

平成 ２３年度 148 10 33 
平成 ２４年度 169 19 32 
平成 ２５年度 244 13 41 
平成 ２６年度 281 29 37 
平成 ２７年度 267 22 39 

累 計 1,242 105 220 

※ （ ）は、１年次を１調査としてカウントした場合の数。 
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参考 第Ⅱ期「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）抜粋  

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 
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（別表 今後５年間に講ずる具体的な施策） 
 

 
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 

 

 
具 体 的 な 措 置 、方 策 等 担当府省 実施時期 

○ オーダーメード集計については、利用条件を
緩和する方向で検討を進める。また、オンデマ
ンド集計の技術的検証等の実用化に向けた検討
を行う。 

  さらに、利用者のニーズに留意しつつ、提供
する統計調査の種類や年次の追加等を行う。 

総務省 
各府省 

  
  
  

平成26年度か
ら検討する。 

○ 調査票情報の提供については、セキュリティ
確保に万全を期す観点から、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・分析といった新たな利用方法の実現を目指
し、役割分担の整理を含め、実用化に向けた検
討を行う。 

総務省 
各府省 

  
  
  

平成26年度か
ら検討する。 



 

○学術研究の発展に資すると認める場合などにオーダーメード集計を可能とする法律の趣旨を踏まえ、公表
義務など利用者に一定の制約の下、利用条件を緩和 

  ４．オーダーメード集計の利用条件の緩和 

10 

○現状は、企業の利用を認めてはいるものの実績は少なく、企業側も利用できるという認識に乏しい。 
○欧米等諸外国においては、オーダーメード集計については学術研究以外にも広く利用されている。 

（企業の意見）・成果物を経営計画に利用するなど営利目的での利用も可としないと利用は広がらないので 
        はないか。 
       ・研究成果の事前の公表義務も厳しい制約となっている。 
（有識者意見）・「学術研究の発展に資する」の範囲を広げ、研究成果の公表があれば、企業の利用も幅広  
        く認めてはどうか。 
       ・企業の利用を認めることは、企業にとって公的統計に対する関心を高めることにつながる 
        のではないか。 
 

従前の要件 見直し後 

学術研究の発展に資すると認められること 変更なし（法律上の文言） 

統計成果物を学術研究の用に供することを直接の目的とす
ること 
※一旦公表された学術研究の成果が副次的に営利目的に利

用されることは可だが、公表前の営利目的利用は禁止  

統計成果物を研究の用に供すること 
・通常の企業活動の一環として研究を行う場合も可とする
もの。 
※成果等の公表は、営利目的利用後でも可とする。 

統計成果物（オーダーメード集計の集計結果）を用いて
行った学術研究の成果が公表されること 

「研究成果」以外に、「統計成果物そのものと研究の概要
の公表」を選択肢として追加 

検討の背景 

企業・有識者からのヒアリング結果 

見直しの内容 
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平成28年３月まで 平成28年４月以降 

【目的】 
学術研究が直接の利用目的 
 

【公表内容】 
学術研究の成果を公表 
 

【公表時期】 
学術研究の成果公表前に営利 
目的利用しないこと 

【本人確認】 
法人代表者（社長など）の本人
確認書類の添付が必要 

企業活動の一環として行う研究であっても、 
学術研究の発展に資すると認められるものは可 

 
 
 
 
 
 

研究が直接的には営利目的であっても、委託申出書において、研究の意
義や分析内容が明らかとなっており一般の利用可能性が認められれば可 
  例 オーダーメード集計を用いて需要予測等の統計的分析を行い、

それに基づく出店計画策定までの一連の内容が示されている研究 

統計分析の教材として転用する目的で研究を行い、それを利用して研修
を行う場合は可 

公表物は研究の成果でなくても可 
 
 

研究終了後に、詳しい研究成果を公表しない場合でも、オーダーメード
集計の結果と委託申出書の内容を公表すれば可 

公表は営利目的利用後でも可 
 

 

顧客からの委託研究について、顧客に成果を提供した後に公表すれば可 

本人確認書類の添付は不要に 



オーダーメード集計が利用可能な統計調査一覧 
府省名  統計調査名  提供対象  

内閣府 ・財務省  法人企業景気予測調査  平成16年４-６月期～28年７-９月期 
 内閣府  
  

 企業行動に関するアンケート調査   平成18年度～27年度  
 消費動向調査   平成16年度～27年度 （月次調査） 

 総務省  
  
  
  
  
  
  
  

 国勢調査  昭和55年,60年、平成２年,７年,12年,17年,22年 
 労働力調査   昭和55年１月～平成27年12月（月次調査） 
 家計消費状況調査   平成14年１月～平成27年12月（月次調査） 
 住宅・土地統計調査   昭和53年,58年,63年,平成５年,10年,15年,20年,25年 
 就業構造基本調査   昭和54年,57年,62年、平成４年,９年,14年,19年,24年 
 社会生活基本調査   昭和56年,61年、平成３年,８年,13年,18年,23年 
 家計調査   昭和56年１月～平成27年12月（月次調査） 
 全国消費実態調査   平成11年、16年、21年、26年 

 財務省   年次別法人企業統計調査  昭和58年度～平成27年度 
 文部科学省   学校基本調査   平成20年度～26年度  

 厚生労働省  
  
  
  
  

 賃金構造基本統計調査   平成18年～27年  
 人口動態調査（出生票、死亡票）   平成19年～26年  
 毎月勤労統計調査（特別調査）   平成21年～27年  
 医療施設（静態）調査   平成20年 、23年 
 患者調査   平成20年 、23年 

 農林水産省  
  
  
  
  

 農林業センサス   平成17年、22年 、27年 
 漁業センサス   平成15年、20年 、25年 
 海面漁業生産統計調査   平成19年～27年  
 木材統計調査（製材月別統計調査）  平成23年１月～27年12月（月次調査）  
 農業経営統計調査  平成20年～26年 

 経済産業省   経済産業省企業活動基本調査   平成20年～27年調査（平成19年～26年実績）  
 国土交通省   建築着工統計調査   平成21年4月～28年3月（月次調査）  
 日本銀行   短観（全国企業短期経済観測調査）  平成16年3月以降の各調査期  

平成28年４月現在 12 



５．調査票情報のオンサイト利用 

平成25年３月 統計委員会において、諸外国のミクロデータ 
  利用環境（リモートアクセス、オンサイト利用）の紹介 
 
平成26年２月  「公的統計ミクロデータ等の研究活用のための  
  全国ネットワーク整備」日本学術会議マスタープラン登録 
 ・オンサイト利用の整備による「事実に基づく政策決定」に資するミクロ 
  データ分析の推進について、学界から提言 
 
平成26年３月「第Ⅱ期 公的統計の整備に関する基本的な計画」 
        閣議決定 
 ・オンサイト利用の実現に向けた整理・検討 13 

公的統計のミクロデータ利用に対する大きな期待 
・統計ニーズの多様化・高度化 ⇒ 集計データ分析からミクロデータ  
   分析へ 
・統計調査で得られたミクロデータは、客観的な証拠に基づく学術研 
 究を行う上で高い価値 
・我が国の公的統計ミクロデータの利用環境整備の遅れ 



国全体としてのデータ利活用の推進 
データ先進分析の実現により新たな社会経済価値を創出・発信 

 安全性・情報セキュリティを確保しつつ利便性の高い形で統計ミクロデータ（調査票情報）を 
用いた高度解析を行うことが可能となる「オンサイト利用」の実現に向け、学界や各府省の協力
を得つつ検討 

ここここここここここここここここここ

セキュリティが
確保された回線 
（ＳＩＮＥＴ） 管理者 

専用サーバ 

遠隔操作 

集計・分析 
結果の表示 

Webカメラ 

（中央データ管理施設） 

各府省 
（総務省統計局等の調査実施部局） 

利用者 

オンサイト施設Ａ 

 利用者窓口 
 利用者向け研修 
 申請・持ち出し時の審査 
 データ・システムの管理 等を担当 

リモートアクセス環境 
（データをダウンロード  

せず分析が可能） 

ここここここここここここここここここ

オンサイト施設Ｂ 

申請・持ち出しの 
諾否の審査 

 調査票情報を収録 
 統計センターに利用者窓口等、

所要の関連業務を委託 

（オンサイト利用のイメージ） 
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５．調査票情報のオンサイト利用 



オンサイト利用のメリット：利用者の利便性の向上 

これまでの利用方法 
＜電子媒体を送付＞ 

オンサイト利用 
（イメージ） 

利用場所 事前に申請した利用場所 
 
※PCや電子媒体など情報管理 
 方法も事前に申請 

オンサイト施設内 
 
※オンサイト施設の管理者の承諾 
   が必要 

利用前審査 詳細な集計・分析内容を申請・
審査 

集計・分析の概要を申請・審査 
 

利用できる
調査事項 

事前申請された詳細な集計・分
析内容に照らし、最小限の調査
事項のみ利用可 

原則としてほぼ全ての調査事項を
利用可（探索的な分析が可能） 

利用後審査 利用の終了に当たり、データの
廃棄及び廃棄報告書等の提出が
必要 

オンサイト施設外に分析結果等を
持ち出す際に秘匿性チェック 

調査票情報の利用要件：統計法に基づき、行政機関の利用と同等の公益性を
有する研究（公的補助のある研究など） 

５．調査票情報のオンサイト利用 
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５．調査票情報のオンサイト利用 

オンサイト利用の申請手続の流れ（想定） 

（１）統計センターに次の事項を申出（事前相談が必要） 

従来と同様 ・研究の公益性（府省からの委託、科学技術研究費等） 
・研究の内容 
・利用する統計調査、その年次 

不要となる事項 ・利用場所、PC等利用環境、データの管理方法 
・集計様式や分析内容の詳細 

追加事項 ・オンサイト施設の管理者からの利用許可 
・利用する分析ソフトウェアや持ち込みたい情報 

（２）統計センターで形式審査を行った後、調査実施者が審査 

（３）調査実施者の承認後、調査票情報のオンサイト利用が可能に 
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５．調査票情報のオンサイト利用 

オンサイト利用の方法 

準 備 
○あらかじめ統計センターから利用許可と認証・利用手続の連絡 
○中央サーバに申出者専用の仮想ＰＣ作業領域を設定、使用データを統計

センターがアップロードし、オンサイト施設から認証・アクセス 

ソフトウェア環境 
○基本的な分析用ソフトウェア等は事前インストール 
 ※未搭載のソフトウェアは、各機関・申出者が必要なものを 
  ソフトウェア提供者と調整の上、可能であればインストール 
○利用者が持ち込むデータ・プログラムは、統計センターにメール送付 
○オンサイト施設内においてインターネット検索を行うためのPCは、利

用者PCと隔離した状態で設置を認める 

○監視カメラの設置による抑止効果 
○オンサイト施設内の利用者PCの利用状況は中央監視 

セキュリティ 
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５．調査票情報のオンサイト利用 

分析結果等の持ち出しの際の秘匿性チェック 
統計センターに、分析結果等の持ち出し希望をメールで連絡 
（中央サーバ内の持ち出し用フォルダに秘匿措置(※)を施した 
分析結果等を保存） ※事前にセミナーで秘匿方法等を講習 

統計センターでの秘匿性チェック後、調査実施者の承認 

＜チェック内容＞ 
  分析結果等の持ち出し審査基準（検討中）による審査 
  （一般的に、集計表等は安全性が低く、多変量解析の結果等  
   は安全性が高い） 
 ⇒ 利用者は、分析結果と併せて、審査に必要となる情報 
  （使用したデータ、変数の説明など）を提示 

＜個別のチェック内容の例＞ 
 集計表の中に度数１０未満のセルがある場合は不可 など（目

安を超えて持ち出したい場合は個別相談） 



【公的統計ミクロデータ研究コンソーシアム：設立の趣旨と目的】 

 公的統計ミクロデータは、国民の貴重な財産 
• 公的統計は、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 
• 客観的な証拠に基づく学術研究を行う上で価値の高い

データ 

 国際的にも、必要なセキュリティを確保した上でのミクロデータ
の学術研究への利用が促進 

 潜在的な研究の裾野を広げることが、公益性の高い学術研究の振
興を通じた我が国の更なる発展のために不可欠 

 政府においても、ミクロデータのオンサイト利用の仕組みを検討 

必要なセキュリティが確保された、公的統計ミクロデータ利用の拠
点となる施設（「オンサイト施設」）を全国的に開設し、研究環境
の整備を推進するため、関係機関が共同して諸課題を検討する「公
的統計ミクロデータ研究コンソーシアム」を平成28年３月に設立 

現状は、少数の研究者が分析して
いるにすぎず、その価値を十分に
引き出せていない 
（利用手続きの煩雑さ、利用機会の少な
さに伴う研究スキルの不足などが原因） 
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５．調査票情報のオンサイト利用 



●発起人（五十音順） （平成28年3月29日時点） 
 北川源四郎（情報・システム研究機構機構長） 
 北村行伸（一橋大学経済研究所所長） 
 玄田有史（東京大学社会経済研究所教授） 
 佐和隆光（滋賀大学学長） 
 地主敏樹（神戸大学大学院経済学研究科長） 
 橋本修二（藤田保健衛生大学教授） 

●主な活動内容 
① オンサイト施設の設置・運用に係る課題の 
 検討 
② 公的統計ミクロデータの研究利用促進に係
る官学連携の推進 
③ 公的統計ミクロデータ分析の普及啓発 
④ その他公的統計ミクロデータの研究活用推 
 進に係る事項の検討 

事務局 
（情報システム・研究機構） 

公的統計ミクロデータ 
研究コンソーシアム 

総務省政策統括官
（統計基準担当） 

総務省統計局 
（独）統計センター 

大学・関係機関 

協力 
学 会 

【公的統計ミクロデータ研究コンソーシアムの概要】 

※ 公的統計ミクロデータ研究コンソーシアム 
Webサイト

（http://www.rois.ac.jp/tric/micro/moc/） 

●会員 
 国公私立大学又は大学以外の研究機関に属
する研究者のうち参加を希望する者 
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５．調査票情報のオンサイト利用 

http://www.rois.ac.jp/tric/micro/moc/
http://www.rois.ac.jp/tric/micro/moc/
http://www.rois.ac.jp/tric/micro/moc/


 学界との連携への期待 
これまでも、政府統計は学界との連携により発展してきた経緯 
 
⇒ 「統計委員会」や統計関連学会等との連携 
   各種共同研究           など 

⇒ 政府の協力の下、学界が主導して設立された今回のコンソーシア 
 ムとの共同研究が重要 

調査票情報を用いた学術研究については、「我が国の実情を多様な観
点から示すことができるようになり、社会の発展の貢献に資する」も
のであり、「潜在的な研究の裾野を広げることが、公益性の高い学術
研究の振興を通じた我が国の更なる発展のため不可欠」（コンソーシ
アム設立趣旨から） 
 
一方で、セキュリティ確保の仕組みも含め、統計の提供者と利用者の
密接な連携が必要  
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５．調査票情報のオンサイト利用 



今後のスケジュール（想定） 
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平成29年１月～ オンサイト利用の試行運用 
        （情報・システム研究機構等４拠点） 

平成30年１月～ 本格運用開始 
        （10拠点程度でスタート） 

平成32年１月～ オンサイト拠点数を50か所程度に拡大 

５．調査票情報のオンサイト利用 



 

ご静聴ありがとうございました 
 

 担当：総務省 政策統括官（統計基準担当） 付 
    統計企画管理官付 高度利用担当   
                                   s-2jiriyou@soumu.go.jp 

  

   総務省 統計局 調査企画課 二次利用担当 
              r-2jiriyu@soumu.go.jp 

23 


