
資料１－３

賃金構造基本統計調査における匿名
データの提供に係る検討状況について

厚生労働省政策統括官

（統計・情報政策、政策評価担当）
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資料１－３
賃金構造基本統計調査の匿名データの提供について

「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成30年３月６日閣議決定）

別表 今後５年間に講ずる具体的施策

２（３）働き方の変化等をより的確に捉える統計の整備

賃金構造基本統計調査における匿名データの提供について、政府全体での検討状況も踏

まえ、匿名データ化の手法が確立している世帯調査の手法を準用できる可能性のある個人票

の提供を優先的に検討する。

諮問第127号の答申（平成31年４月26日）

２ （２）個人票における匿名データの提供検討

本課題について、厚生労働省は、個人票には都道府県、産業、企業規模等、報告者の特定

につながりやすい情報が付与されていることから、総務省統計研究研修所の支援も受けつつ、

世帯調査における匿名データ化の手法を準用する可能性を含め、匿名データ化の可能性、

匿名データを作成する場合の基準等を、引き続き検討するとしている。

これについては、匿名データ化の検討に当たり、個人票の情報のみならず、当該事業所

票の情報を付加することも含め、利用者にとってより利便性の高いデータ提供に向けた検討

を推進する必要がある。
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資料１－３

これまでの検討状況

これまで、令和２年調査における調査方法の見直し、調査対象職種の見直し、学歴区分の細
分化等の第Ⅲ期基本計画において示された課題に係る検討を優先して取り組んできており、匿
名データの提供に係る検討については、現在は、データ項目毎に匿名化を行う上での課題の
洗い出しを行っている状況に止まっているところ。

第Ⅲ期基本計画において、「匿名データ化の手法が確立している世帯調査の手法を準用でき
る可能性のある個人票の提供を優先的に検討する」とされたところであるが、

などの課題が挙げられる。

今後は、匿名データ化の方法や匿名化基準等について、総務省統計研究研修所の支援を受
けつつ、引き続き検討を進めることとしている。

① 賃金構造基本統計調査は事業所を対象として実施しており、個人票データのみの提
供では利用者の期待に応えることにはならないと考えられること

② 事業所調査では、現在匿名データの提供を行っている例が他にない状態であり、いち
からの検討が必要であること

③ 事業所票の情報と個人票の情報が合わさることにより、個人、事業所の特定が可能と
なることも想定され、個人調査を伴わない事業所調査よりも困難度が高いと考えられ
ること
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資料１－３
想定される検討課題

① 事業所系調査である賃金構造基本統計調査における匿名データ化について、世帯調査に
おける匿名データ化の手法（リサンプリング、しきい値の設定、データの並べ替え、個人識
別情報の匿名化等）が準用できるか否かを含め、匿名データ化の方法や匿名化基準等に
ついて検討。

② 賃金構造基本統計調査における匿名データ化については、事業所票における情報（産業
分類、企業規模、地域等）又は個人票の情報（性、雇用形態、就業形態、学歴、年齢、勤続
年数、職種、所定内実労働時間数、超過労働時間数、きまって支給する現金給与額、所定
内給与額等）をそれぞれ単独で用いた場合における事業所及び個人の匿名データ化につ
いて検討するだけでなく、事業所票の情報と個人票の情報を合わせて用いた場合における
事業所及び個人の匿名データ化についても検討。

③ 匿名データは、万が一被調査者（事業所又は個人）が特定された場合、統計調査に対する
国民の信頼が失われ、その信用を回復することは容易でないため、確実な匿名化措置を
施すことが必要である。特に、事業所系調査では、現在匿名データの提供を行っている例
が他にない状態。このため、匿名化措置の妥当性等について検討する有識者会議等にお
いては、使用者団体及び労働者団体の代表にも参加いただき検討。

④ 賃金構造基本統計調査については、令和２年調査から調査計画を変更し、学歴区分、職種
区分等の調査事項について見直しをすることとしている。このため、学歴区分、職種区分等
の調査事項については、令和２年調査の結果公表後に再度検討（検討に当たっては令和2
年調査の結果データが必要）。
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資料１－３今後のスケジュール
第Ⅲ期基本計画の計画期間中に匿名データの提供を開始できるよう、今後の検討のスケジュールについては、以下のとおり予定している。

（参考）第４回統計制度部会（平成31年２月13日）における匿名データの提供早期化に係る資料より
匿名データの提供については、現行では、調査結果公表後７～８年目に提供が開始されているところ。
改善案として、調査結果公表後おおむね３年以内を目途とするよう早期化を図るとされている（別紙参照）。 5

令和元年度 令和2年度
4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

匿名データ化の方法、匿名化基準等の検討

 匿名データ作成等支援（総務省統計研究研修所）

検証用匿名データの再検討・再作成（厚労省）

匿名データ化の方法、匿名化基準等の検討

令和3年度 令和4年度
4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月 4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

匿名データ作成等支援（総務省統計研究研修所）（令和元年、２年調査含む）

検証用匿名データの再検討・再作成（厚労省）（令和元年、２年調査含む）

（令和元年、2年調査）

★

検証用匿名データ・資料の作成（外部委託）

（注）令和5年3月には、平成30年調査の匿名データの提供を開始予定。以降は、調査結果公表後おおむね3年以内を目途に提供を開始予定。

統計委員会における審議
（令和元年、２年調査含む）

提供用匿名データ
作成仕様の作成

提供用匿名データの作成

匿名データの提供準備

 検証用匿名データ・資料の作成
（外部委託）

（平成30年調査）

連 携

（令和元年、２年調査）

連 携

有識者会議等における検討

（匿名措置の妥当性、匿名化技法等）
（令和元年、２年調査含む）

検証用匿名データ・

資料作成仕様検討
匿名データの提供開始

（平成30年調査）

（平成30年調査）

検証用匿名データ・

資料の作成仕様検討
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　　匿名データの提供開始
　　（平成30年調査）
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