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はじめに

• 本講における「統計情報」⇒統計を作成するため
の基となる情報

統計調査のデータ・・「調査統計」

行政情報・・行政を行う上で集められる
国や地方公共団体が保有する情報

※統計法で定める「行政記録情報」は国の情報が対象。本稿では、統計法
に定める「行政記録情報」を指している場合も、用語の単純化のため「行
政情報」を用いる

民間情報・・民間が活動を行う上で集められる
民間が保有する情報
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• ビッグデータの公的統計への活用
本稿では「ビッグデータ」よりも幅広い意味をもつ行政
情報・民間情報の活用を考える

※「ビッグデータ」：ＩＣＴの進展により生成・収集・蓄
積等が可能・容易になる多種多量のデータ（公的統計の整
備に関する基本的な計画（2014年閣議決定））

• ユーザーの素朴な意見
統計調査の精度の課題があり行政情報・民間情報を活用
すべき ～今回は課題を中心に報告

• 講演の流れ
統計の作成とは？
これまでの経緯
活用の現状
活用の課題
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統計の作成とは？

3

統計ニーズにあった情報の収集の企画

実際の情報の収集

情報のクリーニング（構造化を含む）

統計の作成

調査統計 行政情報・民間情報

調査統計と行政情報・民間情報による統計の違い
・情報の収集の企画の有無
・情報が構造化されていない場合の構造化
⇒調査統計よりも、情報のクリーニングが必要



データの質に関するそれぞれの統計情報
の特徴

• 行政情報・民間情報
・・統計技術的な情報収集の企画ができない

⇒そもそも得られるデータが電子化されていない、電
子化されていても構造化されていないと統計利用は
不可能（画像データの集まりなど）

⇒構造化されている場合も、情報の収集において、対
象の偏り、非同一時点、定義の不整合などにより統
計作成における精度劣化の要因

• 調査統計 ・・「非標本誤差」

⇒情報の収集において、回答の偏り、ウェイトの大き
なデータが把握できていないなどにより精度劣化
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特に経済分野の調査統計の難しさ
• （情報収集時の）精度のコントロールが難しい

• 情報の収集の企画段階で、定義の整合やランダム
な標本設計がされているものの・・

• 実際の情報の収集における「観測効果」や「主
観」など「非標本誤差」のコントロールが困難
※医療分野における「二重盲検」

• 特に、経済統計は、大きなウェイトを持つ個体が
存在するため（非同質性）、未把握分がごく少数
でも場合によっては精度に大きな影響
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まとめ 統計作成面からみた活用の比
較考量
• コストの問題
調査統計：調査実施コスト（調査を受ける側、調査を実
施する側の負担）
行政情報・民間情報：データのクリーニングのコスト
（場合によりデータの構造化のコストも）

• 精度の問題
調査統計：「非標本誤差」
行政情報・民間情報：統計のための情報収集の企画がで
きないことによる精度劣化

• 即時性の問題
即時性は「ビッグデータ」の特徴とされる。ただ、一般
的には、行政情報・民間情報は調査統計と比べて即時性
を持っているとは限らない
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これまでの経緯
• 公的統計への行政情報・民間情報の利用は、「古く
て新しい課題」

• 1965年5月：統計審議会諮問第96号の答申「物資流
通消費に関する統計の整備について」
⇒税務資料の利用
⇒業界団体統計の整備

• 1985年10月：統計審議会諮問第207号の答申「統計
行政の中・長期構想について」
⇒行政情報による業務統計の整備
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• 1995年3月：統計審議会諮問第242号の答申「統計行
政の新中・長期構想について」
⇒業務統計の整備
⇒オーダーメードの業務統計の整備
⇒行政情報の母集団情報への活用
⇒新規統計調査等の設計に当たり行政情報活用の可

否を検討

• 2003年6月：各府省統計主管部局長等会議「統計行
政の新たな展開方向」
⇒有用な分野における行政情報の活用（欠測値補完

を含む）行政情報の母集団情報への活用

• 2007年5月：新統計法（平成19年法律第53号）改正
⇒統計作成に係る行政情報の提供の根拠規定の整備
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• 2009年3月：閣議決定「公的統計の整備に関する基
本的な計画」

⇒統計委員会審議において行政情報等の活用が有用
と認められた統計について、具体的な作業・検討
を速やかに実施

⇒統計調査の実施計画の策定に当たって行政情報等
の有無等の事前検討を原則

⇒保有機関が行政情報提供を困難とする合理的な理
由が存在する場合、費用等を統計作成機関が負担
した上で、保有機関が統計作成機関からの要望に
対応したオーダーメード集計を行うことを原則

⇒行政情報等活用の有用性や安全性に関し国民に理
解してもらうための具体策を検討、早急に実施

9



• 2014年3月：閣議決定「公的統計の整備に関する基
本的な計画」

⇒引き続き統計調査計画の策定に当たって行政情
報等の有無等の事前検討や特別集計の作成を行
うことを原則

⇒業務統計の状況や行政情報等の活用実態等を定
期的に把握・公表。未公表の業務統計の公表を
促進

⇒国際的な動向も踏まえ統計データとビッグデー
タを相互に結び付けた活用の研究促進
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• 2016年３月：統計委員会「平成26年度統計法施
行状況に関する審議結果報告書」

⇒既存の統計手法を活用した改善には限界。行政
情報や官民が保有するビッグデータ等を含めた
様々な「統計情報」の活用を目指すべき

⇒行政情報やビッグデータに関する情報を収集し、
民間と連携しながら、新しい「統計情報」と既
存の調査統計とを連結するための条件を検討

⇒ビッグデータは偏りがある可能性に留意する必
要

⇒統計委員会においても、全ての公的統計に共通
する横断的かつ統計技術的な課題の解決及び新
しい「統計情報」の活用に向けて体制を強化
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行政情報の活用状況 概念整理
• 提供の有無 ⇒ 自ら保有する行政情報の活用

他者の保有する行政情報の提供

• 活用の形態 ⇒ 集計利用か個別利用か
＜集計利用＞

①業務統計の作成～自らの行政情報の活用
②集計結果の提供～他者の行政情報の活用

＜個別の提供＞
③個別母集団名簿の利用
④個別データの利用
統計調査の調査事項の代替・補完
匿名加工情報の利用
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民間情報の活用状況 概念整理

• 活用の形態 ⇒ 他者からのデータ提供が前提。そ
の上で集計利用か個別利用か
①集計結果の利用～集計結果の提供
②母集団名簿の利用
③個別データの利用

統計調査の調査事項の代替・補完
匿名加工情報の利用

• ただし、諸外国も含め、「ビッグデータ」の利用は
研究段階（後述）
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我が国の行政情報の活用状況
• 他機関への情報提供による利用は、多くは地方自
治体のデータの利用

• 「業務統計利用」＞「母集団情報利用」＞「個別
データ利用」（※集計結果の提供の利用は乏しい）

⇒諸外国で母集団名簿や個別データに利用されて
いる行政情報があまり提供されていない

• 総務省から、行政情報の活用の実態が公表された
ことは大きな意義

• 電子データ化されていない行政情報もあり、これ
らは統計活用がそもそも困難
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「行政記録情報等の統計作成への活用
状況」（2016年３月総務省）

• 平成27年度取りまとめ結果の概要

行政情報により経常的に作成される統計 346件
行政情報を活用している統計調査 94件
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活用形態別 件数

・母集団情報の整備等(a) 59件

・調査事項の代替等(b) 18件

・欠測値補完等 3件

・上記(a)と(b)の両方 14件

保有機関別 件数

・調査実施府省保有情報の活用 41件

・他府省保有情報の活用 7件

・地方公共団体等保有情報の活用 36件

・上記のうち２つ以上に該当 10件



諸外国の行政情報の活用状況
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内閣府委託研究「公的統計における行政記録情報の活用に関する調査研究報告書」（2016年２月
（株）三菱総合研究所）

行政情報の種類 主な活用状況

アメリカ 所得税、給与支払税、
法人税申告等データ

母集団名簿利用
個別データ利用

カナダ 所得関係課税データ、
物品サービス税データ

母集団名簿利用
個別データ利用（個人所得など回答者
の承諾を得て利用しているものあり）

イギリス 源泉徴収データ、付加
価値税データ

母集団名簿利用（付加価値税データに
より複数事業企業を特定して統計調査
を実施しているものあり）

ドイツ 金融データ、社会保障
データ

母集団名簿利用
統計作成

オースト
ラリア

税務データ 母集団名簿利用
統計作成

事業所母集団名簿のみならず個別データとしても活用して
いる事例あり



民間情報の我が国の活用状況

• これまでも、業界団体名簿や民間企業が保有する
企業名簿は統計調査の母集団名簿に利用。また、
加工統計では、業界団体統計など民間情報も活用

• しかし、「ビッグデータ」の活用は研究段階であ
り、「データの特定」又は「データの特徴の整
理」の段階

＜統計作成までの流れ＞
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データ
の特定

データの特
徴の整理

データの
入手

クリーニング
手法の確立

ルーチン
作業化

統計作成
への活用



ビッグデータの活用（検討）状況

• 統計委員会「公的統計におけるビッグ・データの活用に関す
る調査」（2015年）

• 統計委員会「統計委員会委員と統計利用者との意見交換会
ビッグデータの利用可能性」（2015年）

• 経済産業省「ビッグデータを活用した新たな経済指標・分析
手法の動向に関する調査研究」（2015年）

• 観光庁「GPSを利用した観光行動の調査分析」（2013年）、
「観光ビッグデータを活用した観光振興」（2014年～）

• 総務省「家計調査の改善に関するタスクフォース」（2016
年）
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※内閣官房「地域経済分析システム（RESAS）」（2015年～）において、以下が利用可能
・スマートフォンのアプリ利用者（提供同意者が対象）の状況から推計された流動人口デー

タ
・携帯電話ネットワークにより訪日外国人の移動状況から把握されたモバイル空間統計
・乗換案内等のスマートフォンアプリ利用者の移動実績から把握されたインバウンドGPS

データ
・外国に居住する者が日本国内で消費したクレジットカードデータから推計された消費額



検討内容

• 消費・販売関連データ（POS、クレジットカード、
ポイントカードなど）
データがある程度特定されその特徴の整理段階（一
部活用事例あり）
POSの例：一部の品目では分類がかなり整理され、研
究機関の統計作成に活用。ただし個人属性なし。また、
消費者物価指数（総務省）では、パソコン及びカメラ
について、POSを用いたヘドニック法による品質調整

• 観光関連データ（携帯電話等のGPS情報、宿泊など
各種サービスの蓄積情報、SNSの情報など）
データの特定の段階。GPS情報を用いた観光行動の
調査分析などを行い、一部のデータの特徴を整理
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検討内容（つづき）

• 交通関連データ（トラフィックカウンター、ETC、
交通系IC（自動改札）、自動車が保持するセン
サー情報など）
データの特定の段階。交通容量・需要の分析や事
故発生リスクの検証のほか、輸送量による景気動
向の把握への活用を検討している状況

• いずれの場合も、データの入手において民間との
連携が課題として認識（特に個別企業のデータ）
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国際動向 ビッグデータの検討状況
• 第44回国連統計委員会（2013年2月）緊急課題セミ
ナー”Big Data for Policy, Development and Official 
Statistics”

• 第45回国連統計委員会（2014年3月）ビッグデータの検
討グループ（GWG：Global Working Group）設立

• 第1回「公的統計におけるビッグデータに関するグロー
バル会議」（2014年10月:北京）

• 「ビッグデータプロジェクトに関するサーベイ調査」
（国連統計部2014年10月 2015年報告書）

• 第2回同会議（2015年10月:アブダビ）
• 第3回同会議（2016年8月:ダブリン）
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GWGには、
６つのtask 
teamsが活動

データアクセスと機関間連携 （国連が採択した）持続可能な開発目標との連結

モバイルデータ 衛星画像・地理空間データ

ソーシャルメディアデータ 訓練・スキル・能力開発



諸外国のビッグデータの検討状況
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「Results of the UNSD/UNECE Survey on organizational context and individual projects of Big 
Data」（the Statistics Divisions of UN/DESA and UN Economic Commission for Europe 2015年）

・ビッグデータの中長期計画をもっている国はわずか
・ほとんどの国で、ビッグデータを統計に活用するプロセスを未決定
・多くの国で、ビッグデータを扱うためのパートナーシップの構築が課題
・半数の国・機関で、ビッグデータプロジェクトに携わる職員を配置

回答された５７ビッグデータプロジェクトの状況

32カ国・３機関から回答内容
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回答された５７ビッグデータプロジェクトの状況（つづき）



活用の課題 ～自己情報決定権
• 「自己情報決定権」
統計作成のための行政情報や民間情報の提供は、データ収
集の目的を超えた利用に当たる場合には、法人の場合も含
め、自己の情報の利用に係る本人の権利と公益との関係を
整理する必要（※参考１、２）

• 行政情報における個人情報には、法令に基づく利用などを
除き目的外利用の制限が法令で課せられている。しかし、
個人情報以外には一般的には課せられていない

• このように、法令に基づく統計作成においては、行政情報
の提供に係る目的外利用の法令上の制限は限定的。しかし、
保有機関としての事業運営上の裁量・判断は必要

＜日本国憲法＞
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自

由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福
祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、 大の尊重
を必要とする。
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参考１ 自己情報決定権に係る判例

• 憲法第13条に定める国民の権利として、「個人の私生活上
の自由の一つとして，何人も，個人に関する情報をみだり
に第三者に開示又は公表されない自由を有する」

• 住基ネットの情報（氏名，生年月日，性別及び住所等）は
「秘匿性の高い情報とはいえない」

• 住基ネットは「法令等の根拠に基づかずに又は正当な行政
目的の範囲を逸脱して第三者に開示又は公表される具体的
な危険が生じているということもできない」

• 行政機関が住基ネットの情報を利用等する行為は「個人に
関する情報をみだりに第三者に開示又は公表するものとい
うことはできず，当該個人がこれに同意していないとして
も，憲法１３条により保障された上記の自由を侵害するも
のではないと解するのが相当」
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住基ネット判決（ 平成19(オ)403 高裁第一小
法廷平成20年3月6日）



参考２ ドイツ 国勢調査の「自己情
報決定権」判決（1983年）

• 国勢調査で得られた調査票情報を、個人を識別
できる形で統計以外の行政目的に利用すること
は、ドイツ憲法で定める「何人も、他人の権利
を侵害せず、かつ憲法的秩序または道徳律に違
反しない限り、自らの人格の自由な発展を求め
る権利を有する（２条１項）」によって保護さ
れる一般的人格権を侵害
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活用の課題～行政情報と守秘義務
• 行政情報の提供については、国家公務員法・地方公務員法や
特別法で定める「守秘義務」との関係を検討する必要
⇒保有機関が、行政情報の提供を拒むひとつ（ 大）の理由

＜国家公務員法（昭和22年法律第120号）＞
（秘密を守る義務）

第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らして
はならない。その職を退いた後といえども同様とする。

• 他制度の情報提供の運用を踏まえると、行政情報の提供に
とって守秘義務が真の制約になるかは論点（守秘義務のため
に何ができないかなど）

• ただし、上記の論点が解消されても、本質的には、行政情報
の提供は、保有機関側は義務ではなくその判断の責任を負う
ことから、かえって提供をしづらいものとしており、現に提
供を行っていても、実績の公表を消極的にする面も想定され
る
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行政情報の提供は守秘義務上問題？

• データの内容が秘密か？

28

判例によると、秘密とは、「非公知（形式秘）、
かつ、実質的にもそれを秘密として保護するに値
すると認められるもの（実質秘）」

・集計結果は実質秘とはいいがたい

・企業の名称・所在地なども通常は実質秘といい
がたい

・したがって、上記の提供の障害として守秘義務
をあげることは論点（提供実績もある）



• データの内容が実質秘であっても、データの提
供が秘密の漏洩になるのか？
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守秘義務の運用において、以下のケースは秘密の漏洩
には当たらないとされる

①相対的秘密の提供
データ提供を受ける立場の者が、法令上当該データを
知ることが当然求められていると認められる場合

②提供と守秘の比較考量
データ提供による公益が守秘の公益を上回り、データ
提供が正当な行為と認められる場合
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＜提供と守秘の比較考量＞
質問主意書に対する政府答弁によると、国会の国政調査への回
答に当たっては、守秘義務によって守られるべき公益と国政調
査権の行使によって得られるべき公益とを個々の事案ごとに比
較衡量することにより判断されるべきもの
※衆議院議員松浦利尚君提出国政調査権と守秘義務等との関係

に関する質問に対する答弁書（答弁第４号（平成４年12月１
日内閣衆質125第４号））による

＜相対的秘密の提供＞
内閣法制局見解等によると、公営住宅法に基づき、事業主体の長が、
地方税等の情報の閲覧等を行うことは、同法により事業主体の長は、
収入の状況について、もともと入居者本人からも報告を求めること
ができ、かつ、当該状況を知得することも求められているため、地
方税法第22条（守秘義務）に規定する犯罪は成立しない
※昭和38年自治省税務局長あて内閣法制局第一部長回答などによる。
昭和45年1月29日大阪高裁判決昭四四（行コ）二号の判断も同様。
これに基づき税と国民年金の間の情報提供などの実例あり
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＜統計法（平成19年法律第53号）＞
（報告義務）

第十三条 行政機関の長は、第九条第一項の承認に基づいて基幹統計調査を行う場合には、基幹統計の作成のために必要な事項
について、個人又は法人その他の団体に対し報告を求めることができる。

２ 前項の規定により報告を求められた者は、これを拒み、又は虚偽の報告をしてはならない。
（協力の要請）

第二十九条 行政機関の長は、他の行政機関が保有する行政記録情報を用いることにより正確かつ効率的な統計の作成又は統計
調査における被調査者の負担の軽減に相当程度寄与すると認めるときは、当該行政記録情報を保有する行政機関の長に対し、
その提供を求めることができる。この場合において、行政記録情報の提供を求める行政機関の長は、当該行政記録情報を保
有する行政機関の長に対し、利用目的その他の政令で定める事項を明示しなければならない。

• 基幹統計調査においては、報告者から報告を求める統計作成
機関の権限と報告義務が規定（統計法第13条第1項、第2項）

• 国の保有機関から行政情報の提供を求める統計作成機関の権
限が規定（協力義務なし。同第29条）

• 一部の基幹統計調査では、地方公共団体を報告者として、
「行政情報的な事項」の報告を求めるものがある

• 統計作成においては、情報収集過程では精度の確保のため本
人特定が必要な場合が多いが、究極的には本人を特定した利
用ではない。このため本人特定情報の提供の必要性は論点。
一方で統計作成自体は（本人特定情報など情報の秘匿性如何
にかかわらず）私権を侵すものではないと思われる

守秘義務の検討を行う場合に、関係する統計法の規定
と統計の特性
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• 行政情報の提供については、「自己情報決定権」に留
意しつつ、統計作成リソースの減少の中で、一層の議
論が必要

• まずは、集計結果利用や、（公開の法人番号を通じ
た）政府の法人情報の共有化を踏まえた企業・事業所
のデータ利用を推進すべき

• 守秘義務については、他の制度の運用も踏まえ、その
制約を明確化する余地。ただし、その整理によっても、
現時点では、実質秘と推定される情報の利用は、保有
機関側が提供の責任を負う以上その利用は難しい実情

行政情報の提供について まとめ

「世界 先端IT 国家創造宣言の変更について」（2016年5月閣議決定）
法人番号の利活用により、国・地方公共団体・民間事業者等における情報収集に係るコストの削減や、事業開
始の際に必要な税務、社会保険などの各種手続の簡素化及びオンライン手続のワンストップ化による事業者等
における事業活性化、行政事務の効率化や迅速化を図る取組を推進
あわせて、平成27 年11 月の府省庁ウェブサイトにおける法人番号併記ルールの策定を踏まえ、法人番号を併記
した調達、免許、許認可などの法人関連情報のオープンデータ化等を平成28 年１月以降順次開始し、平成29 
年１月に「法人ポータル（仮称）」の運用を開始



民間情報の課題～行政と民間の関係
• 現状では、（ビッグデータに限らず）個々の民間保有機関
ごととアドホックに利用を定める契約を想定
⇒データの使用許諾要件を定めた契約（データの所有権は
保有機関が有する ※下記権利・義務に関係）

• このため、複数の機関にまたがるデータの場合は、それぞ
れの機関ごとの調整が必要。コストもかかる
⇒官民共同体による事業も検討課題（民間では、金融分野
のリスク情報の共有について、共同体を設立し運営管理
している事例あり）

• 契約等の法律行為の前提となる公法・私法上の権利・義務
の整理も課題
⇒個人情報保護法も、個人情報（や匿名加工情報）のみを
規律するもので、かつ、専ら「行為規制」

⇒POSのようにデータの市場がすでにあるものは例外的
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著作権法 創作性のあるデータベースのみ著作物としての権利の対象（第12条の２等）

不正競争防止法 秘密管理性、有用性、非公知性のいずれももつ情報が営業秘密の対象。ただし、権利を与えるもの
ではなく不正取得、開示、使用などを禁止しそのような行為の賠償などを規定（第2条等）

知的財産基本法 知的財産とは、著作物など人間の創造的活動により生み出されるものや営業秘密その他の事業活動
に有用な技術上又は営業上の情報。ただし、これも具体の権利を与える法律ではない（第2条等）



民間情報の提供～行政と民間の関係
• 国際的にも、前述のタスクチームで、官民パート
ナーシップ協定のテンプレート策定に向けて検討

• 今後、諸外国の事例も参考に、統計利用に向けた制
度に関する検討事項として考えられるもの
①情報の権利・義務関係の整理（匿名加工情報の扱

いも含む）
②利用の主体・役割分担の整理（政府、官民共同体、

個々の企業）
③情報の権利・義務の整理や主体に応じた情報保護

の内容
④統計法の報告や協力の求めに関する規定（第13条、

第30条等）とデータ提供の関係
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• まずは、どのような情報があるのか、整理する必要
その上で、データの特徴（特に偏り）を把握する必要

• 統計分野以外のビッグデータの利用については、各府
省が検討。官民連携についても、政府が主催する研究
会への企業の参加や、ビッグデータに関する様々な産
学官コンソーシアムにより官民連携を段階的に推進

• こういった動きに応じて様々な者と連携した統計関係
者の対応が必要

• 統計関係者においては、情報の権利・義務や主体の役
割に留意して、データ提供の在り方が検討課題

民間情報の提供（特にビッグデータ）
について まとめ



おわりに

• 行政情報や民間情報は、情報の収集の企画が統計的
視点ではできないことから、例えばランダム性もな
く、調査統計よりも偏るものとなる

• 例えば、社会的弱者の状況は、こういった情報から
は得られづらいと考えられ、それによる統計により、
政策立案が偏ることは重大な問題となりえる

• したがって、調査統計による把握の必要性は変わら
ない

• しかし、調査統計の課題もあり、行政情報や民間情
報により補い、それぞれの利点に応じた総合的な統
計作成が今後期待される。このためにも、学界・民
間と行政が連携した研究が重要
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